
(12) 許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2009 年6 月18 日 (18.06.2009)

(51) 国際特許分類 (72) 発明者 および
H04N 17/00 (2006.01) は (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) : 山田 徹 (YA-

MADA, Toru) [JP/JP] ;〒1088001 東京都港区芝五丁目
(21) 国際出願番号 PCT/JP2008/072241

7 番 1 号 日本電気株式会社内 Tokyo (JP).

(22) 国際出願 日: 2008 年 12 月8 日(08.12.2008)
(74) 理人 : 宇高 克己 (UDAKA, Katsuki); 〒1010025 東

(25) 国際出願の言語 : 日本語 京都千代田区神田佐久間町 1-14 第二東 ピル 5 階
Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語 : 日本語

(30) 優先権子一タ (81) 指定国 (表示のない限 り、全ての種類の国内保護が
特 2007-321065

可能 ) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,

2007 年 12 月 12 日 の
(12.12.2007) JP

BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, C _ ,CR, CU, CZ, DE,

特願 2008-118350 2008 年4 月30 B (30.04.2008) JP
DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH,

GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM,

(71) 出願人 米国を除 < 全ての指定国について) 日本電気 KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA,

株式会社 (NEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1088001 MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,

東京都港区芝五丁目7 番 1 号 Tokyo (JP). NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE,

[続葉有]

(54) Title: IMAGE QUALITY EVALUATION SYSTEM, AND DEVICE, METHOD AND PROGRAM USED FOR THE EVAL
UATION SYSTEM

(54) 発明の名称 画質評価システム、それに用いる装置、方法およびプログラム

囚凹
DD

BB
米標本子 タとして

第 の画像 Nbitの千一タを持つ 第 の画像

CC
標木子 タ

ツト抽出手段 画質評価手段
(Mbit)

AA . FIRST IMAGE
BB . HOLD N-bit DATA AS SAMPLE DATA
CC... SAMPLE DATA
1 . BIT EXTRACTION MEANS
DD . SECOND IMAGE
2 . IMAGE QUALITY EVALUATION MEANS

(57) Abstract: Provided is an image quality evaluation system for evaluating quality of an image. The image quality evaluation
system includes bit extraction means and image quality evaluation means. For predetermined data expressing an image frame of a
first image, the bit extraction means extracts a predetermined number of bits which is smaller than the number of bits required for
expressing one data piece. By using a value expressed by the bit string extracted by the bit extraction means and a value of data
equivalent to the data to be extracted from the bit string in a second image, the image quality evaluation means estimates a difference
between the first image and the second image and evaluates the image quality of the first image or the second image.

(57) 要約 本発明による画質評価システムは画像の画質を評価する画質評価システムであって、第 の画像の画像
フレームを表現する所定の子一タに対 して、 子一タにつき該子一タを表現するために必要な ピツ ト数よ りも少な
いピツ ト数の所定のピ ツ ト
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を抽出する ピツ ト抽出手段と、ピツ ト抽出手段によって抽出されたピツ ト列で表現される値と、第 の画像にお
いて該 ピツ ト列の抽出対象になった子一タに相当する子一タの値とに基づいて、第 の画像と第 の画像の差を推
定することにより、第 の画像または第 の画像の画質を評価する画質評価手段とを備えたことを特徴 とする画質
評価システムである。



明 細 苫

画質評価システム、それに用いる装置、方法およびプログラム

技術分野

０００1 本発明は、画像の画質を評価する画質評価システム、それに用ぃる画像送出装置

、画像受信装置、画質評価方法ぉょび画質評価用プログラムに関する。

背景技術

０００2 映像の画質を客観的に評価する方法は、大きく3種類に分類される。第 の評価方

法は、原画像と劣化画像を直接比較して画質を評価する方法である。第2の評価方

法は、劣化画像のみから画質を評価する方法である。第3の評価方法は、原画像の

特徴呈のみを伝送し、この特徴呈と劣化画像から画質を評価する方法である。

０００3 第 の評価方法は、非特許文献 に記載されてぃるょぅに、具体的な方法が

にょって勧告化されてぃるが、伝送画像の画質を評価しょぅとした場合、評価を行ぅ

受信装置側に原画像 (伝送される前の画像 ) が必要となる。しかしながら、原画像を

そのままの画質で受信装置側に伝送することは、伝送路の通信帯域の上限にょり不

可能である。従って、受信端末側で第 の評価方法を用ぃて伝送画像の画質を評価

することはできなぃ。

０００4 また、第2の評価方法は、受信装置側で単独で画質評価を行えるため理想的では

あるが、伝送画像の画質を評価しょぅとした場合には、画像本来の特徴と画質劣化に

ょって生じた特徴との切り分けが離しく実現が困難である。

０００5 一方、第3の評価方法は、原画像の特徴呈を受信装置側に伝送し、この特徴呈を

某に伝送画像の画質を推定するので、現画像そのものを伝送する必要がなぃ。従っ
て、適切な特徴呈を伝送することができれば、低ビットレートでかつ高精度な画質評

価が期待できる。

０００6 例えば、特許文献 には、第3の評価方法を用ぃて伝送画像の画質を評価する伝

送画質監視装置が記載されてぃる。特許文献 に記載されてぃる伝送画質監視装置

では、入力画像を任意のザイズのブロックに分割し、ブロック内の映像を直交変換し

、直交変換の任意の周波数成分値を取り出し特徴呈として伝送する。なぉ、特許文



献 では、 と とがランダムに発生する系列 (P 系列) を乗算し白色化した上で

直交変換し、任意の周波数成分を抽出して特徴呈として伝送する方法が開示されて

いる。受信装置側では、原画像と伝送画像との間でこの周波数成分の誤差を算出し

、画像全体の誤差を推定することにょり画質を評価している。

０００7 特許文献 1 :特開2００3 8 6 号公報

非特許文献 : TU T Recomme nda on 144 O b ec ve P e cep ua V deo qua m

eaS ・ ・U e me n e ChnlqUeS O d g a C ab e e eV S On n he P eSe nCe O a 市 e e e nCe

T U T Recomme nda on 2００4

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 問題点は、限られた伝送路帯域で伝送画像の画質を評価しょぅとした場合に、受信

装置側に伝送できる原画像 フレームあたりの情報呈が限られることにょって、画質

劣化の推定精度が低下することにある。

０００9 例えば、特許文献 に記載されている伝送画質監視装置では、抽出した周波数成

分 つごとにその周波数成分情報を符号化して伝送する。このため、限られた伝送路

帯域の場合には、画像 フレームあたりに抽出できる情報呈にこでは、周波数成分

の数 が限られ、画質劣化の推定精度が低下してしまぅ。なお、特許文献 には、直

交変換後に任意の周波数成分値を取り出す際に振幅値のみを取り出す旨の記載が

ある。しかし、これは、周波数成分情報として実数部と虚数部とを取り出すのに比べて

伝送呈を削減できるといぅだけであって、例えば、実数で表現される画素情報を任意

に取り出し特徴呈として伝送する方法と比べて受信装置側で認識できる原画像の情

報呈が多くなるとは言い切れない。

００1０ そこで、本発明の目的は、一定の伝送路帯域の制限下においても、高精度に伝送

画像の画質を評価することができるょぅにする。

課題を解決するための手段

００11 本発明にょる画質評価システムは、画像の画質を評価する画質評価システムであ

って、第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき

該データを表現するために必要なビット数ょりも少ないビット数の所定のビットを抽出



するビット抽出手段と、前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される

値と、第2の画像において前記ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータ

の値とに某づいて、前記第 の画像と前記第2の画像の差を推定することにより、前

記第 の画像または第2の画像の画質を評価する画質評価手段とを備えたことを特

徴とする。

００12 また、本発明による画像送出装置は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した

先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画像送出装置であって、原

画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、原画像の画

像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するた

めに必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出するビット抽出手段と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記原画像の特

徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特徴呈送信

手段とを備えたことを特徴とする。

００13 また、本発明による画像送出装置は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した

先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画像送出装置であって、原

画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、伝送画像の

特徴呈として受信した、前記伝送画像の画像フレームを表現する所定のデータに対

して所定のビットを抽出することにより得られるビット列で表現される値と、原画像の画

像フレームにおいて前記ビット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値と

に某づいて、原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価

する画質評価手段を備えたことを特徴とする。

００14 また、本発明による画像送出装置は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した

先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画像送出装置であって、原

画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、伝送する前

の符号化画像を復号して得られる復号画像の画像フレームを表現する所定のデータ

に対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビッ
ト数の所定のビットを抽出するビット抽出手段と、前記ビット抽出手段によって抽出さ

れたビット列で表現される値を、前記復号画像の特徴呈として、前記符号化画像の



送信先である画像受信装置に送信する特徴呈送信手段とを備えたことを特徴とする

００15 また、本発明による画像送出装置は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した

先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画像送出装置であって、原

画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、原画像を符

号化する過程で得られる局所復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに

対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット

数の所定のビットを抽出するビット抽出手段と、前記ビット抽出手段によって抽出され

たビット列で表現される値を、前記局所復号画像の特徴呈として、前記符号化画像

の送信先である画像受信装置に送信する特徴呈送信手段とを備えたことを特徴とす

る。

００16 また、本発明による画像送出装置は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した

先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画像受信装置であって、符

号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、原

画像の特徴呈として受信した、前記原画像の画像フレームを表現する所定のデータ

に対して所定のビットを抽出することにより得られるビット列で表現される値と、伝送画

像の画像フレームにおいて前記ビット列の抽出対象となったデータに相当するデー

タの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質

を評価する画質評価手段を備えたことを特徴とする。

００17 また、本発明による画像受信装置は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した

先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画像受信装置であって、符

号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、原

画像の特徴呈として受信した、前記原画像の画像フレームを表現する所定のデータ

に対して所定のビットを抽出することにより得られるビット列で表現される値と、伝送画

像の画像フレームにおいて前記ビット列の抽出対象となったデータに相当するデー

タの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質

を評価する画質評価手段を備えたことを特徴とする。

００18 また、本発明による画像受信装置は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した



先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画像受信装置であって、符

号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、伝

送画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを

表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出するビット抽

出手段と、前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記伝

送画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信元である画像送出装置に送信する

特徴呈送信手段とを備えたことを特徴とする。

００19 また、本発明による画像受信装置は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した

先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画像受信装置であって、符

号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、伝

送する前の符号化画像を復号することにより得られる復号画像の特徴呈として受信し

た、前記復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビットを

抽出することにより得られるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにお

いて前記ビット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、復

号画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する画質評価

手段を備えたことを特徴とする。

００2０ また、本発明による画像受信装置は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した

先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画像受信装置であって、符

号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、原

画像を符号化する過程で得られる局所復号画像の特徴呈として受信した、前記局所

復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビットを抽出する

ことにより得られるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて前記

ビット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、局所復号画

像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する画質評価手段

を備えたことを特徴とする。

００2 1 また、本発明による画像評価方法は、画像の画質を評価する画質評価方法であっ
て、第 の画像の画像フレーム画像フレームを表現する所定のデータに対して、 デ

ータにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビ



ットを抽出し、抽出されたビット列で表現される値と、第2の画像において前記ビット列

の抽出対象になったデータに相当するデータの値とに某づいて、前記第 の画像と

前記第2の画像の差を推定することにより、前記第 の画像または第2の画像の画質

を評価することを特徴とする。

００22 また、本発明による画質評価用プログラムは、原画像を符号化した符号化画像を伝

送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラ

ムであって、原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置に適用

される画質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、原画像の画像フレームを表

現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビッ
ト数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出する処理、および抽出されたビット列で

表現される値を、前記原画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像

受信装置に送信する処理を実行させることを特徴とする。

００23 また、本発明による画質評価用プログラムは、原画像を符号化した符号化画像を伝

送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラ

ムであって、原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置に適用

される画質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、伝送画像の特徴呈として受

信した、前記伝送画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビッ
トを抽出することにより得られるビット列で表現される値と、原画像の画像フレームに

おいて前記ビット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、

原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する処理を実

行させることを特徴とする。

００24 また、本発明による画質評価用プログラムは、原画像を符号化した符号化画像を伝

送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラ

ムであって、原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置に適用

される画質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、伝送する前の符号化画像を

復号して得られる復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 デ

ータにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビ

ットを抽出する処理、および抽出されたビット列で表現される値を、前記復号画像の



特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する処理を実

行させることを特徴とする。

００25 また、本発明による画質評価用プログラムは、原画像を符号化した符号化画像を伝

送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラ

ムであって、原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置に適用

される画質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、原画像を符号化する過程で

得られる局所復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データ

につき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビット

を抽出する処理、および抽出されたビット列で表現される値を、前記局所復号画像の

特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する処理を実

行させることを特徴とする。

００26 また、本発明による画質評価用プログラムは、原画像を符号化した符号化画像を伝

送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラ

ムであって、符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置

に適用される画質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、原画像の特徴呈とし

て受信した、前記原画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビ

ットを抽出することにより得られるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレーム

において前記ビット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づい

て、原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する処理を

実行させることを特徴とする。

００27 また、本発明による画質評価用プログラムは、原画像を符号化した符号化画像を伝

送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラ

ムであって、符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置

に適用される画質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、伝送画像の画像フレ

ームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必

要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出する処理、および抽出されたビ

ット列で表現される値を、前記伝送画像の特徴最として、前記符号化画像の送信元

である画像送出装置に送信する処理を実行させることを特徴とする。



００28 また、本発明による画質評価用プログラムは、原画像を符号化した符号化画像を伝

送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラ

ムであって、符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置

に適用される画質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、伝送する前の符号化

画像を復号することにより得られる復号画像の特徴呈として受信した、前記復号画像

の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビットを抽出することにより

得られるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて前記ビット列

の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、復号画像と伝送画

像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する処理を実行させることを特

徴とする。

００29 また、本発明による画質評価用プログラムは、原画像を符号化した符号化画像を伝

送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラ

ムであって、符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置

に適用される画質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、原画像を符号化する

過程で得られる局所復号画像の特徴呈として受信した、前記局所復号画像の画像フ

レームを表現する所定のデータに対して所定のビットを抽出することにより得られるビ

ット列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて前記ビット列の抽出対象

となったデータに相当するデータの値とに某づいて、局所復号画像と伝送画像の差

を推定することにより、伝送画像の画質を評価する処理を実行させることを特徴とする

発明の効果

００3０ 本発明によれば、 フレームあたりに抽出するデータの数を減らさずに画質劣化の

推定結果への影響が少ない情報だけを減らすことができるので、一定の伝送路帯域

の制限下においても、高精度に伝送画像の画質を評価することができる。

図面の簡単な説明

００3 1 図 本発明による画質評価システムの概略構成を示したブロック図である。

図2 ビット抽出手段 によるビット抽出の例を示す説明図である。

図3 本発明による画質評価システムの他の構成例を示したブロック図である。



図4 第 の実施形態による画質評価システムの構成例を示すブロック図である。

図5 第 の実施形態における画像送出装置2 の動作例を示すフローチャートであ

る。

図6 第 の実施形態におけるエンドュ一ザ端末23の動作例を示すフローチャートで

ある。

図7 画質評価システムの他の構成例を示すブロック図である。

図8 第5の実施形態による画質評価システムの構成例を示すブロック図である。

図9 第6の実施形態による画質評価システムの構成例を示すブロック図である。

図1０第7の実施形態における画像送出システムの構成例を示すブロック図である。

図11 第7の実施形態におけるエンドュ一ザ端末システムの構成例を示すブロック図

である。

図12 ビット抽出手段 によるビット抽出の例を示す説明図である。

符号の説明

ビット抽出手段

2 画質評価手段

3 データ推定手段

2 画像送出装置

2 1 画像符号化装置

2 画素間引き装置

2 3 ビット抽出装置

2 4 抽出画素情報符号化装置

2 5 画像復号装置

22 伝送路

エンドュ一ザ端末

23 画像復号化装置

232 出画素情報復号化装置

233 原画像画素情報推定装置

234 画質推定装置



画像送出装置

画像符号化装置

画素間引き装置

抽出画素情報復号化装置

伝送画像画素情報推定装置

画質推定装置

伝送路

エンドユーザ端末

画像復号化装置

ビット抽出装置

抽出画素情報符号化装置

画質推定装置

画像送出システム

プログラム制御プロセッザ

入カデータバッファ

出カデ一か ッファ

プログラムメモり

メインプログラム

画像符号化処理モジュール

画素間引き処理モジュール

ビット抽出処理モジュール

抽出画素情報符号化処理モジュール

エンドユーザ端末システム

プログラム制御プロセッザ

入カデータバッファ

出カデ一か ッファ

プログラムメモり

メインプログラム



5 4 画像復号化処理モジュール

5 4 2 抽出画素情報復号化処理モジュール

5 4 3 原画像画素情報推定処理モジュール

5 44 画質推定処理モジュール

発明を実施するための最良の形態

００33 以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図 は、本発明による画質評

価システムの概略構成を示したブロック図である。図 に示すよぅに、本発明による画

質評価システムは、ビット抽出手段 と、画質評価手段 2とを備える。

００34 ビット抽出手段 は、第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、

データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定

のビットを抽出する。ここで、第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータとは

、例えば、第 の画像の画像フレームにおける所定の画素位置の画素情報であって

もよい。このよぅな場合には、ビット抽出手段 は、第 の画像の画像フレームから所定

の画素の輝度、色差、 G j による色などの画素情報に対して、 画素あたりのビッ
ト数よりも少ないビット数の予め指定されたビットを抽出すればよい。なお、 ，G， の

値のいずれか、またはそれらを細み合わせた情報に対してビット抽出することも可能

である。ビット抽出の対象となるデータは、画素情報に限らず、標本化 (ザンプリング)

され呈子ィヒされたデジタル画像において、所定のビット数で表現される標本であれば

、どのよぅな情報であってもよい。例えば、画素情報を直交変換して得られる周波数

成分の情報 (周波数情報 )であってもよい。また、例えば、画像フレームを所定ザイズ

のブロックに分割したブロックごとの画素情報の平均値や、各画素情報と前記平均値

の差分絶対値の平均値や、画像フレームを所定ザイズのブロックに分割したブロック

ごとの画素情報の分散であってもよい。このよぅに、所定ザイズのブロックごとに算出

した値を用いることにより、伝送する原画像の情報呈を削減することが可能となる。以

下、ビット列の抽出対象となった画像フレームを表現するデータのことを標本データと

レ っ。

００35 ビット抽出手段 は、例えば、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号

して得られる伝送画像の画質を評価する画質評価システムにおいて、原画像を符号



化して前記符号化画像を送信する画像送出装置に実装されることにより、原画像や

、その原画像の伝送する前の符号化画像や、その符号化画像を復号して得られる復

号画像や、原画像を符号化する過程で得られる局所復号画像の画像フレームを対

象にビット抽出を行ってもよい。また、例えば、符号化画像を受信して復号することに

より伝送画像を得る画像受信装置に実装されることにより、伝送画像の画像フレーム

を対象にビット抽出を行ってもよい。

００36 ビット抽出手段 ほ、例えば、上位の所定数ビットや下位の所定数ビット、またほそ

の両方を除いた、連続する所定のビットを抽出するよぅにしてもよい。図2は、ビット抽

出手段 によるビット抽出の例を示す説明図である。図2に示すよぅに、ビット抽出手

段 は、標本データのビット数が ビットであるとき、第 の画像の画像フレームにおけ

る所定の標本データから、 ノ となる ビット分だけを抽出する。抽出する ビット

のビット位置は、例えば、最上位ビットから ビット、最下位ビットから ビット、または

中央 ビットなどの形で抽出する。例えば、8ビットで表現される画素情報であれば、

そのぅち上位 ビットと下位2ビットを除いた中央 5ビットを抽出することが考えられる。

抽出するビットは、画質評価に用いるさいに重要となるビットを抽出することが好まし

い。例えば、重要となるビットが下位ビットに有る場合は、図 2に示すよぅに下位ビッ
トのみを抽出し、上位ビットを伝送しないよぅにする。図 2は、 データあたり8ビットで

表現されていて、下位ビットに重要な情報をもつよぅな標本データにおいて、上位4ビ

ットを伝送しない場合の例である。

００37 画質評価手段 2は、ビット抽出手段 によって抽出されたビット列で表現される値と、

第2の画像において該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータの値と

に某づいて、第 の画像と第2の画像の差を推定することにより、前記第 の画像また

は第2の画像の画質を評価する。画質評価手段 2は、例えば、第 の画像の画像フレ

ームから抽出されたビット列に対し、同一の方法を用いて第2の画像から抽出したビ

ット列を用いて差分を求め、その差分から、第 の画像と第2の画像の差を推定しても

よい。例えば、 フレーム分の抽出ビット列の差分から求めた平均二乗誤差値を、フレ

ーム企体における画質劣化値と推定してもよい。

００38 なお、画質評価手段 2は、例えば、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先



で復号して得られる伝送画像の画質を評価する画質評価システムにおいて、ビット抽

出手段 を備える画像送出装置から符号化画像を受信して復号することにより伝送

画像を得る画像受信装置に実装される。このよぅな場合には、画像送出装置から比

いて比較画像と伝送画像の差を推定して、伝送画像の画質を評価すればよい。

００39 なお、画像受信装置がビット抽出手段 を備える場合には、画質評価手段 2は、画

質送出装置側に実装される。このよぅな場合には、画像受信装置から伝送画像の特

差を推定して、伝送画像の画質を評価すればよい。

００4０ 画素情報など多くの標本データにおいて、その下位ビットで表現される情報は、人

間の視覚には検知できない程度の細微な情報であるため、下位ビットを除くことによ

る画質推定結果への影響は 、 、刮 。一方、上位ビットで表現される情報は、原画像と

評価対象画像 (伝送画像 ) との間にはある程度の相関があるため、両者の間で同一

の値となる可能性が高い。このため、標本データの上位ビットを除いても、画質推定

結果への影響は 、 、刮 。このことは、標本データが輝度、色差、 G j のいずれか

である場合だけでなく、画素情報を直交変換して得られる周波数成分の情報 (周波

数情報 )である場合、画像フレームを所定ザイズのブロックに分割したブロックごとの

画素情報の平均値である場合、各画素情報と前記平均値の差分絶対値の平均値で

ある場合、画像フレームを所定ザイズのブロックに分割したブロックごとの画素情報の

分散である場合などでも同様である。

００4 1 伝送ェラ一に起因する画質劣化が生じた場合には、原画像と評価対象画像との相

関が低くなる場合があるが、一般に伝送ェラ一が生じた場合には、画質劣化が生じ

た領城に対し、劣化が 目立たなくなるよぅな処理 (ェラーコンシールメンと処理) が行

われるため、上位ビットの相関性は保たれる可能性が高い。従って、伝送ェラ一が生

じた場合においても、上位ビットを除くことによる画質推定結果への影響は 、 、刮 とい

える。このよぅな標本データに対するビット抽出を、 フレームにおいて複数行ぅことに

よって、高精度な画質推定が可能となる。

００42 なお、図3に示すよぅに、さらにデータ推定手段 3を加えて、第 の画像の抽出ビット



列から本来のビット数表現での標本データを推定させて、標本データ ( ビット) 間の

差分から第 の画像と第2の画像の差を推定することも可能である。図3は、本発明に

よる画質評価システムの他の構成例を示すブロック図である。図3に示すよぅに、本発

明による画質評価システムは、さらにデータ推定手段 3を備える。

００43 データ推定手段 3は、抽出されたビット列に対して、当該ビット列を得る際に抽出さ

れなかったビットを補完することにより、当該ビット列の抽出対象になった第 の画像

における所定の標本データの値を推定する。データ推定手段 3は、例えば、抽出さ

れなかったビットを予め定めておいた値 (例えば、ゼロ)で補完して、第 の画像の標

本データの値を推定してもよい。また、例えば、抽出されなかったビットを、第2の画

像において当該ビット列の抽出対象になった標本データに相当する標本データの値

で補完して、第 の画像の標本データの値を推定してもよい。

００44 また、データ推定手段 3は、抽出されなかったビットのぅち上位ビットについて、推定

結果とされる第 の画像の標本データの値と、第2の画像において該標本データに相

当する標本データの値との差が最も 、さくなる値で補完するよぅにしてもよい。なお、

この推定方法の実施例は、第2の実施形態として具体的に説明する。

００45 また、データ推定手段 3は、抽出されなかったビットのぅち下位ビットについて、当該

下位ビットで表現可能な値の平均値で補完するよぅにしてもよい。なお、この推定方

法の実施例は、第3の実施形態として具体的に説明する。

００46 なお、データ推定手段 3は、これらの方法を細み合わせて、第 の画像の標本デー

タの値を推定してもよい。

００47 また、本画質評価システムでは、画質評価手段 2は、データ推定手段 3により推定さ

れた第 の画像の標本データの ( ビット) と、第2の画像の対応する標本データの

( ビット) の差分から、第 の画像と第2の画像の差を推定すればよい。

００48 また、画質評価手段 2は、計算した標本データ間の差分から、さらに、ビット列を得

る際に抽出されなかった下位のビットにより生じぅる推定結果とされる標本データの値

と実際の標本データの値との誤差の平均値を減算した値から、第 の画像と第2の画

像の差を推定してもよい。なお、この推定方法の実施例は、第3の実施形態として具

体的に説明する。



００49 以下、より具体的な構成例について説明する。

００5０ 実施形態 ・

図4は、第 の実施形態による画質評価システムの構成例を示すブロック図である。

図4に示す画質評価システムは、画像送出装置2 とエンドュ一ザ端末23とを備える

。また、画像送出装置2 とエンドュ一ザ端末23とは伝送路22を介して接続されてい
る。なお、図4に示す画質評価システムは、原画像を符号化した符号化画像を伝送し

た先で復号して得られる伝送画像の画質を評価する画質評価システムであって、エ

ンドュ一ザ端末23側 (すなわち、画像受信装置側)で伝送画像の画質を評価する画

質評価システムの例である。

００5 1 画像送出装置2 は、画像符号化装置2 と、画素間引き装置2 2と、ビット抽出

装置2 3と、抽出画素情報符号化装置2 4とを備える。画像送出装置2 は、例えば

、動画や静止画を配信するザーバ装置である。なお、図示していないが、画像送出

装置2 は、伝送路22を介して各種情報を送受信するための通信制御装置を備えて

００5 2 また、エンドユーザ端末23は、画像復号化装置23 と、抽出画素情報復号化装置

232 と、原画像画素情報推定装置233 と、画質推定装置234 とを備える。エンドユー

ザ端末3は、画像送出装置2 から原画像の符号化画像を受信して復号することによ

り伝送画像を得る情報処理装置であって、例えば、ネットヮ一ク通信機能を有する携

帯端末機やパーソナルコンピュータである。なお、図示していないが、エンドユーザ

端末23は、伝送路22を介して各種情報を送受信するための通信制御装置を備えて

００5 3 画像送出装置2 の画像符号化装置2 は、入力された画像 (原画像 )を符号化す

る。なお、画像符号化装置2 によって符号ィヒされた符号化画像は、画像送出装置

2 が備える通信制御装置 (図示せず。) によって、伝送路22を介してェンドュ一ザ端

末23に伝送される。

００54 画素間引き装置2 2は、原画像のフレーム (画像フレーム) に対して画素の間引き

を行ぅ。なお、画素間引き装置2 2が画素を間引いた後に残った画素の画素情報が

、標本データとしてのビット抽出対象に指定されたことになる。



００5 5 ビット抽出装置2 3は、画像符号化装置2 による間引き後に残った原画像の各

画素の画素情報 ( ビット) に対して、予め指定されたビットを抽出する。なお、ビット

抽出装置2 3は、図 で示したビット抽出手段 の機能を実現している装置である。

００56 抽出画素情報符号化装置2 4は、ビット抽出装置2 3が抽出したビット列からなる

原画像の抽出画素情報 ( ビット)を フレーム分まとめ、原画像の特徴呈として符号

化する。なお、抽出画素情報符号化装置2 4によって符号化された原画像の特徴

最 ( フレーム分の抽出画素情報 ( ビット) は、画像送出装置2 が備える通信制御

装置 (図示せず。) によって、伝送路22を介してエンドュ一ザ端末23に伝送される。

００5 7 画像符号化装置2 ，画素間引き装置2 2，ビット抽出装置2 3，抽出画素情報

符号化装置2 4は、具体的には、画像送出装置2 が備える P 等、プログラムに

従って動作する情報処理装置によって実現される。なお、画像符号化装置2 は、

エンコーダ装置等のハードウェア装置によって実現してもよい。

００58 また、エンドュ一ザ端末23の画像復号化装置23 は、通信制御装置を介して画像

送出装置2 から受信した符号化画像 (原画像を符号化して得られる符号化画像 )を

復号する。以下、画像復号化装置23 が復号して得られる復号画像のことを受信画

像と表現する場合がある。なお、受信画像とは、評価対象画像となる伝送画像のこと

である。

００59 抽出画素情報復号化装置232 は、通信制御装置を介して画像送出装置2 から受

信した原画像の符号化特徴呈情報 (すなわち、符号ィヒされた フレーム分の抽出画

素情報 ( ビット) を復号する。

００6０ 原画像画素情報推定装置233 は、抽出画素情報復号化装置232 による復号によ

って得られた原画像の各抽出画素情報 ( ビット)から、本来のビット数表現である画

素情報の値を推定する。本実施形態では、原画像の抽出画素情報 ( ビット) に対し

て、除かれたビットのぅち下位ビットについてはゼロで補完し、上位ビットについては

受信画像における同一画素位置の画素情報 ( ビット) の値で補完するものとする。

原画像画素情報推定装置233 は、図3で示した特徴呈推定手段 3の機能を実現して

いる装置である。

００6 1 画質推定装置234 は、原画像画素情報推定装置233 によって原画像の各抽出画



素情報 ( ビット) に某づき推定された原画像の画素情報 ( ビット) と、受信画像の画

像情報とから、原画像に対する伝送画像の画質を推定する。本実施形態では、推定

された各原画像の画素情報 ( ビット) の値と、受信画像における同一画素位置の画

素情報 ( ビット) の値の差分から、原画像と受信画像の差を推定することにより、伝

送画像の画質を評価する。なお、画質推定装置234 は、図3で示した画質評価手段

2の機能を実現している装置である。なお、原画像画素情報推定装置233 が省略さ

れる場合には、復号して得られた原画像の各抽出画素情報 ( ビット) の値と、受信

画像から同一の方法によって抽出した抽出画素情報 ( ビット) の値の差分から、原

画像と受信画像の差を推定することも可能である。

００6 2 画像復号化装置2 3 ，抽出画素情報復号化装置232 ，原画像画素情報推定装置

233 ，画質推定装置234 は、具体的には、エンドュ一ザ端末2 3が備える P 等、プ

ログラムに従って動作する情報処理装置によって実現される。なお、画像復号化装

置2 3 は、デコーダ装置等のハードウェア装置によって実現してもよい。

００6 3 次に、図5および図6 のフローチャートを参照して本実施形態の動作を説明する。

図5 は、画像送出装置2 の動作例を示すフローチャートである。また、図6 は、エンド

ュ一ザ端末2 3の動作例を示すフローチャートである。ここでは、画像送出装置2 が

、エンドュ一ザ端末2 3からの要求に従って、要求された画像の符号化画像をエンド

ュ一ザ端末2 3 に伝送路 2 2を介して伝送する場合を例にして説明する。なお、伝送

対象となる原画像は、必要に応じて画像送出装置 に入力するよぅにしてもよレ七、

予め画像送出装置2 が備える記憶装置に記憶しておいてもよい。

００6 4 まず、画像送出装置2 に原画像が入力されると(ステップ ０ ) 、画像符号化装

置2 は、入力された原画像を符号化する (ステップ ０2 ) 。画像符号化装置2

は、例えば、画像を表現するための画像情報を、予め決められた符号化方式 (例え

ば、 P や ・264 ( P G C)等 ) に従い、所定の変換式で変換し

たり、所定の演算式で計算することによって、圧縮された画像情報を生成する。より具

体的には、フレームの分離や差分データの取得、呈子化、多重化等の処理を行ぅ場

合もある。原画像が符号ィヒされると、画像送出装置2 は、原画像を符号化して得ら

れた符号化画像を伝送路 2 2を介してエンドュ一ザ端末2 3 に伝送する (ステップ



3)。画像送出装置2 (より具体的には、画像送出装置2 が備える通信制御装置 (図

示せず。) は、画像符号化装置2 による原画像の符号化によって得た符号化画

像の画像情報をエンドュ一ザ端末23に伝送する。

００65 画像送出装置2 では、この符号化画像の伝送処理と並行して、伝送する画像 (符

号化画像 ) の原画像の特徴最も伝送する。まず、画素間引き装置2 2は、入力され

た原画像の画像フレームに対して画素の間引き処理を行ぅ(ステップ ０4)。画素

間引き装置2 2は、例えば、水平方向、垂直方向ともに 6画素ごとに画素を間ョ く

などあらかじめ指定された方法で画素を間引けばよい。また、画像フレームの中央部

分では8画素ごと、周辺部分では 6画素のよぅに、フレームの場所によって間引く間

隔を変更するよぅにしてもよい。このよぅに間引く間隔を変えることで、特徴呈のデータ

呈を制御することができる。なお、間引く間隔は、特徴呈を伝送するために必要なビ

ット数と伝送路22の伝送帯域とに某づいて定まる 画像フレームあたりに抽出できる

画素情報の数を元に定めればよい。もちろん、伝送帯域に余裕がある場合は、間引

きをおこなわなくてもよい。なお、画素間引き装置2 2での間引き方は、エンドュ一ザ

端末23側でもあらかじめ明らかになっているものとする。

００66 次に、ビット抽出装置2 3は、間引き後に残った各画素の輝度値などの画素情報 (

ビット)から、 ノ となる ビットを抽出する (ステップ ０5)。ビット抽出装置2 3

は、例えば、原画像の画像情報から、間引きによってビット抽出対象に指定された画

素の輝度値などの画素情報 ( ビット)を抽出し、その画素情報に対してさらに予め指

定されたビットを抽出することによって、 ビット列で表現される抽出画素情報を生成

すればよい。なお、 ビット中のどの ビットを抽出するかは、エンドュ一ザ端末23側

でもあらかじめ明らかになっているものとする。

００67 フレーム中のすべての間引き後の画素についてビット抽出が完了すると、抽出画

素情報符号化装置2 4は、原画像の フレーム分の抽出画素情報 ( ビット)を、原

画像の特徴呈として符号化する (ステップ ０6)。なお、特徴呈の符号化は、可逆

符号化方法を用いるものとする。抽出画素情報符号化装置2 4は、例えば、予め決

められた可逆符号化方式 (例えば、算術符号化や二値画像符号化の回際標準であ

るJ G符号化等) に従い、所定の変換式で変換したり、所定の演算式で計算するこ



とによって、圧縮された原画像の特徴呈情報を生成する。具体的には、抽出画素情

報として生成された各ビット列を、抽出対象となった画素位置を元に定めた所定の順

序でつなげたビット列 (抽出画素数 X ビット)からなるデータを算術符号化方式によ

り符号化したり、二値画像の画像データとみなしてJ G符号化方式により符号化した

りすればよい。なお、 フレーム分の特徴呈としてのデータ呈は、既に画素の間引きと

ビット抽出によって削減されていることから、データ圧縮せずに各抽出画素情報の値

をそのまま符号とみなして送信してもよい。

００6 8 画像送出装置2 (具体的には、通信制御装置) は、原画像の特徴呈として フレー

ム分の抽出画素情報 ( ビット) が符号化されると、符号化によって得られる符号化特

徴呈情報を、伝送路 2 2を介してエンドュ一ザ端末2 3に伝送する (ステップ ０7 )

なお、特徴呈の送信は、符号化画像の伝送処理と同期させる。なお、必ずしも画像

情報と一緒に送信する必要はなく、画像情報を送信する前や後に、どの符号化画像

のどのフレームに対応する特徴呈かがわかるよぅに送信されればよい。例えば、全フ

レーム分を纏めて送信したり、一定時間分のフレーム (例えば、 秒分のフレームとし

て3０フレーム ) をまとめて、一定時間 ( 秒 )ごとに送信するよぅにしてもよい。

００6 9 画像送出装置2 は、 画像フレームに対して上記処理が完了すると、原画像の末

尾フレームまで処理が完了したか否かを判定し(ステップ ０8 ) 、処理が完了してい
なければステップ ０ に戻り、次の画像フレームに対して一連の処理を繰り返す。

末尾フレームまでの処理が完了していれば、処理を終了する。

００7０ 次に、エンドュ一ザ端末2 3の動作について説明する。エンドュ一ザ端末2 3は、画

像送出装置2 から符号化画像の画像情報と、符号化された原画像の特徴呈情報 (

フレーム分の抽出画素情報 ( ビット) ) とを受信する。図6 に示すよぅに、エンドュ一

ザ端末2 3の画像復号化装置2 3 は、符号化画像の画像情報を受信すると(ステップ

) 、符号化画像を復号する (ステップ ０2)。画像復号化装置2 3 は、具体的

には、符号化画像の画像情報を、符号化に用いられた符号化方式に対応した復号

化方式 (例えば、 P に対応した復号化方式， ・264 ( P C)

に対応した復号化方式) に従い、所定の変換式で変換したり、所定の演算式で計算

することによって、符号化される前の画像情報に復元する。すなわち、符号化前に表



現されていた原画像と同し画像を表現するための画像情報を生成する。なお、多くの

符号化方式ては、符号化によって圧縮された情報か完全には復元てきす、画質か劣

化した劣化画像に復号される。この復号によって得られる受信画像は、ェントュ一ザ

端末23に接続された表示装置なとに出力される (ステソプ ０3)

００7 1 ェントュ一ザ端末23ては、この符号化画像の復号処理と並行して、符号ィヒされた

原画像の特徴呈情報の復号処理も行ぅ。ェントュ一ザ端末23の抽出画素情報復号

化装置232 は、符号ィヒされた原画像の特徴呈情報を受信すると(ステソプ ０4 、

それを復号して、原画像の フレーム分の抽出画素情報 ( ヒソト)を得る (ステソプ

０5)。抽出画素情報復号化装置232 は、例えは、画像迭出装置2 の抽出画素情

報符号化装置2 4か行った符号化方式に対応する復号化方式に従い、所定の変換

式て変換したり、所定の偵算式て計算することによって、符号ィヒされる前に示されて

いた特徴呈と同し特徴呈を示す情報を生成する。なお、抽出画素情報符号化装置2

4か可逆符号化方式 (例えは、J G符号化方式)を用いて符号化を行った場合に

は、適応算術復号等の偵算を行ぅことによって、符号化前の内容と完全に一致する

情報を得ることかてきる。

００72 次に、原画像画素情報推定装置233 は、復号して得られた原画像の各抽出画素

情報 ( ヒソト) について、本来のヒソト数表現てある ヒソト列ての画素情報を推定

する (ステソプ 6)。原画像画素情報推定装置233 は、例えは、原画像の抽出画

素情報 ( ヒソト) として伝迭されないヒソト(画素情報からヒソト抽出する際に除かれ

たヒソト) のぅち下位ヒソトをセロて補完し、上位ヒソトを受信画像における同一画素位

置の画素情報の値て補完することにより、原画像の画素情報 ( ヒソト)を推定する。

００73 伝迭された全ての抽出画素情報について原画像の画素情報か推定されると、画質

推定装置234 は、推定された原画像の画素情報と受信画像の画像情報とから、原画

像に対する受信画像の画質を推定する (ステソプ ０7)。画質推定装置234 は、例

えは、推定された原画像の画素情報企てについて、核画素情報の値と、受信画像の

対応する画素情報 (同一画素位置の画素情報 ) の値の差分を求め、この値を二乗し

た値の平均値を画像全体の娯差とみなし、画質を推定してもよい。そして、求めた画

像全体の娯差を画質劣化の度合いを示す画質秤価値として表示装置なとに出力す



００74 なお、ェントュ一ザ端末23は、 画像フレームに対して上記処理か完了すると、受

信テータかまた存在するか否かを判定し(ステノプ ０9) 、存在すれはステノプ

およひステノプ ０4に戻り、吹の画像フレームに対して一庫の処理を繰り返す。存

在しなけれは、処理を終了する。

００75 以上のよぅに、本実施の形態によれは、原画像といった比較画像の画像フレームを

表現するテータをヒ升数の少ないヒ外列て抽出し、それを画質坪価に用いることに

よって、 フレームあたりに抽出するテータの数を減らさすに画質劣化の推定結果へ

の影響か少ない清報たけを減らすことかてきるのて、一定の伝迭路帯域の制限下に

おいても、高栢度に伝迭画像の画質を秤価することかてきる。

００76 なお、上記実施形態てほ、ェントュ一ザ端末23か、画像迭出装置2 から迭信され

る原画像の特徴呈を元に伝迭画像との差を大めて伝迭画像の画質を秤価する画質

秤価システムを脱明したか、例えは、図7に示すよぅな構成にすることて、画像迭出装

置側て、伝迭画像の画質を秤価することも可能てある。

００77 図7は、画質秤価システムの他の構成例を示すフロノク図てある。図7に示す画質

秤価システムは、画像迭出装置3 か、抽出画素清報復号化装置3 2と、伝迭画像

画素清報推定装置3 3と、画質推定装置3 4とを備え、ェントュ一ザ端末33か、画

素間引き装置332 と、ヒ外抽出装置333 と、抽出画素清報符号化装置334 とを備え

る。なお、個々の装置の動作は、処理対象とする画像か代わるたけて、某本的には

上記て脱明した動作と同様てある。

００78 具体的には、ェントュ一ザ端末33の画素間引き装置232 ，ヒ外抽出装置333 ，抽

出画素清報符号化装置334 は、図4に示す画素間引き装置2 2，ヒ外抽出装置2

3，抽出画素清報符号化装置2 4と同様の動作を受信画像の画像フレームに対して

行ぅ。すなわち、画素間引き装置232 は、受信画像の画像フレームに対して画素の

間引きを行ぅ。ヒノト抽出装置333 は、画素間引き装置232 による間引き後に残った

受信画像の各画素の画素清報 ( ヒノト) に対して、予め指定されたヒ外を抽出する

。抽出画素盾報符号化装置334 は、ヒ升抽出装置333 か抽出したヒ升列からなる

原画像の抽出画素情報 ( ヒノト)を フレーム分まとめ、受信画像の特徴呈として符



号化する。なお、符号化された受信画像の特徴呈は、通信制御装置を介して画像送

出装置3 に送信される。

００79 一方、画像送出装置3 の抽出画素情報復号化装置3 2，伝送画像画素情報推

定装置3 3，画質推定装置3 4は、図4に示す抽出画素情報復号化装置232 ，原

画像画素情報推定装置233 ，画質推定装置234 と同様の動作を原画像の画像フレ

ームに対して行ぅ。すなわち、抽出画素情報復号化装置3 2は、通信制御装置 (図

示せず。)を介してェンドュ一ザ端末33から受信した伝送画像 (ェンドュ一ザ端末33

における受信画像 ) の符号化特徴呈情報 (すなわち、符号ィヒされた フレーム分の抽

出画素情報 ( ビット) を復号する。伝送画像画素情報推定装置3 3は、抽出画素

情報復号化装置3 2による復号によって得られた伝送画像の各抽出画素情報 ( ビ

ット)から、本来のビット数表現である画素情報の値を推定する。画質推定装置3 4

は、原伝送画像画素情報推定装置3 3によって伝送画像の各抽出画素情報 ( ビ

ット) に某づき推定された伝送画像の画素情報 ( ビット) と、原画像の画像情報とから

、原画像に対する伝送画像の画質を推定する。

００8０ 実施形態2・

次に、本発明の第2の実施形態について説明する。本実施形態では、抽出しなか

った上位ビットを補完する際に、下位ビットからの桁上がりを考慮する。なお、本実施

形態の構成は、第 の実施形態と同様でよい。以下、図4に示す画像評価装置シス

テムに適用させた場合を例に説明する。

００8 1 例えば、 画素あたり8ビットで表現される画素情報に対して上位2ビットを除いた下

位6ビットを抽出した抽出画素情報が伝送されるとする。本来の画素情報の値が０ 3

(2進数ず００ )であれば、そのぅちの下位6ビッド が伝送さ

れることになる。一方、受信画像では、この抽出画素情報に対応する画素の画素情

報の値が０ 4０(2進数ず０００ ００００ )であったとする。この場合、本来の抽出画

素情報 (8ビット)での差分は であるが、ェンドュ一ザ端末23の原画像画素情報推

定装置233 が、抽出されなかった上位2ビットを受信画像の対応する画素情報の値

で補完すると、推定される原画像の画素情報 (8ビット) の値は０ 4 (2進数ず０

) となり、実際の差分と大きく典なってしまぅ。



００82 そこで、本実施形態では、抽出されない上位ビットがとりぅる値の細み合わせの中か
ら、受信画像の対応する画素情報との差分が最も 、さくなるものを、その上位ビットの

値とみなすよぅにする。上記例では、上位2ビットが取りぅる値の細み合わせ ００，０

ド， ０， の中から、最も推定結果とされる画素情報と受信画像の対応する画

素情報との差分が 、さい細み合わせ ００が選ばれる。結果、上位2ビットとしてその

値を付加したビット列 ００ で表現される j ０ 3 が、原画像の画素情報に

推定される。なお、抽出されないビットに下位ビットが含まれる場合には、下位ビットを

所定の方法で補完した上で、対応する画素情報との差分が最も 、さくなるものを選

べばよい。

００83 以上のよぅに、本実施形態によれば、除いた上位ビットへの桁上がりが生じるよぅな

場合であっても、高精度な画質評価を維持できる。

００84 実施形態3・

次に、本発明の第3の実施形態について説明する。本実施形態では、抽出しなか

った下位ビットにより生じる誤差を考慮する。なお、本実施形態の構成は、第 の実施

形態と同様でよい。以下、図4に示す画像評価装置システムに適用させた場合を例

に説明する。

００85 例えば、 画素あたり8ビットで表現される画素情報に対して下位2ビットを除いた上

位6ビットを抽出した抽出画素情報が伝送されるとする。ここで、エンドュ一ザ端末23

の原画像画素情報推定装置233 が、抽出されなかった下位2ビットび００で補完す

ると、実際の原画像の画素情報 (8ビット) との誤差は、原画像の画素情報 (8ビット) の

下位2ビットが ００であれば0である。しかし、 ０ であれば誤差は となり、 ０で

あれば誤差は2となり、 であれば誤差は3となる。

００86 原画像の画素情報 (8ビット) の下位2ビットの発生確率に偏りが無いとすると、誤差

の平均値は (０ 2 3) 4 二 ・5となる。画質推定装置234 は、推定結果を用

いて算出した差分からこの誤差の平均値を減算した値を元に、画質評価を行ぅ。

００87 以上のよぅに、本実施形態によれば、画素情報を推定する際に生じる誤差を平均

化することによって、より安定して高精度な画質評価を行ぅことができる。

００88 実施形態4・



次に、本発明の第4の実施形態について説明する。本実施形態では、抽出しなか

った下位ビットの補正をおこなぅ。なお、本実施形態の構成は、第 の実施形態と同

様でよい。以下、図4に示す画像評価装置システムに適用させた場合を例に説明す

る。

００89 例えば、 画素あたり8ビットで表現される画素情報に対して下位2ビットを除いた上

位6ビットを抽出した抽出画素情報が伝送されるとする。ここで、エンドュ一ザ端末23

の原画像画素情報推定装置233 が、抽出されなかった下位2ビットび００で補完す

ると、実際の原画像の画素情報 (8ビット) との間に最大で3の誤差が生じることになる

００9０ 本実施形態では、この誤差を抑制するために、抽出されない下位ビットを、そのビッ
ト列で表現可能な値の平均値で補完する。上記例では、下位2ビットで表現できる値

の平均値は (０ 2 3) 4 二 ・5であるので、この平均 ・5を整数化しだ０

(2進数 ) で下位ビットを補完する。なお、 ０(2進数 ) でもよい。

００9 1 これにより、実際の原画像の画素情報 (8ビット) との誤差は、原画像の画素情報 (8

ビット) の下位2ビットが ００であれば となり、 ０ であれば0となり、 ０であれば

となり、 であれば2となる。原画像の画素情報 (8ビット) の下位2ビットの発生確

率に偏りが無いとすると、誤差の平均値は ( ０ 2) 4二 となり、下位ビットを

伝送しないことによる誤差を抑制できる。結果、高精度な画質評

価を維持できる。

００92 なお、上述した第2，第3，第4の実施形態は、それぞれ独立した動作であるので、

任意に細み合わせて動作させることができる。

００93 実施形態 5・

次に、本発明の第5の実施形態について説明する。図8は、第5の実施形態による

画質評価システムの構成例を示すブロック図である。図8に示すよぅに、本実施形態

による画質評価システムは、図4に示す第 の実施形態と比べて、画像送出装置2

が、画像復号化装置2 5を備える点で典なる。

００94 画像復号化装置2 5は、伝送される前の伝送画像の画像情報を得るために、画像

符号化装置2 が原画像を符号化して得られる符号化画像を復号する。本実施形



熊では、画素間引き装置2 2，ビット抽出装置2 3，抽出画素情報符号化装置2 4

ほ、画像復号化装置2 5による復号によって得られる復号画像の画像フレームを対

象に、所定の処理を行ぅ。

００95 すなわち、画素間引き装置2 2は、画像復号化装置2 5による復号によって得ら

れる復号画像の画像フレームに対して画素の間引きを行ぅ。ビット抽出装置2 3は、

間引き後に残った復号画像の各画素の画素情報 ( ビット) に対して、予め指定され

たビットを抽出する。抽出画素情報符号化装置2 4は、ビット抽出装置2 3が抽出し

たビット列からなる復号画像の抽出画素情報 ( ビット)を フレーム分まとめ、復号画

像の特徴呈として符号化する。なお、符号化された復号画像の特徴呈は、通信制御

装置を介してェンドュ一ザ端末23に送信される。

００96 このよぅな構成とすることで、伝送路22での伝送ェラ一に起因する画質劣化のみを

、ェンドュ一ザ端末23にて推定させることができる。

００97 実施形態 6・

次に、本発明の第6の実施形態について説明する。図9は、第6の実施形態による

画質評価システムの構成例を示すブロック図である。図9に示すよぅに、本実施形態

による画質評価システムは、図2に示す第 の実施形態と比べて、画素間引き装置2

2に入力される画像が、画像符号化装置2 から出力される局所復号画像となって

いる点で典なる。

００98 本実施形態において、画像符号化装置2 は、原画像を符号化する際に、フレー

ム間予測符号化のため、一部のフレームの復号処理を行ぅ。画素間引き装置2 2

ビット抽出装置2 3，抽出画素情報符号化装置2 4は、画像符号化装置2 による

符号化処理の過程で生成される局所復号画像の画像フレームを対象に、所定の処

理を行ぅ。

００99 すなわち、画素間引き装置2 2は、画像符号化装置2 による符号化のための復

号処理によって得られる局所復号画像の画像フレームに対して画素の間引きを行ぅ

。ビット抽出装置2 3は、間引き後に残った局所復号画像の各画素の画素情報 ( ビ

ット) に対して、予め指定されたビットを抽出する。抽出画素情報符号化装置2 4は、

ビット抽出装置2 3が抽出したビット列からなる局所復号画像の抽出画素情報 ( ビ



ット を フレーム分まとめ、局所復号画像の特徴最として符号化する。なお、符号化

きれた局所復号画像の特徴最は、通信制御装置を介してエンドユーザ端末23に送

信される。

０1００ このよぅに、符号化処理の過程で生成される局所復号画像を利用することによって

も、伝送路22での伝送工う一に起因する画質劣化のみを、エンドユーザ端末23に

て推定させることができる。

０1０1 実施形態 7・

次に、本発明の第7の実施形態について説明する。本実施の形態では、上述した

第 の実施の形態における各装置を、コンピュータシステムにより実行する。図 ０は、

本実施の形態における画像送出システムの構成例を示すブロック図である。また、図

は、本実施形態におけるエンドユーザ端末システムの構成例を示すブロック図で

ある。なお、画像送出システム4０は、図4に示す第 の実施の形態における画像送

出装置2 に相当する。また、エンドユーザ端末システム5０は、図4に示す第 の実施

の形態におけるエンドユーザ端末23に相当する。

０1０2 図 ０に示す画像送出装置システムには、プログラム制御プロセッザ4０ が装備さ

れている。そして、プログラム制御プロセッザ4０ には、入カデータバッファ4０2と出

カデータバッファ4０3の他に、第 の実施の形態における画像送出装置2 と同様の

動作を実現するための処理をプログラム制御プロセッザ4０ に実行させるためのプロ

グラムを格納したプログラムメモり4０4が接続されている。

０1０3 入カデータバッファ4０2は、プログラム制御プロセッザ4０ に入力する各種データ

を記憶するためのバッファである。出カデータバッファ4０3は、プログラム制御プロセ

ッザ4０ が出カする各種データを記憶し、また必要に応じてプログラム制御プロセッ

ザ4０ に入力するためのバッファである。

０1０4 プログラムメモり4０4に格納されるプログラムモジュールは、メインプログラム4 4の

他に、画像符号化処理モジュール4 4 、画素間引き処理モジュール4 4 2、ビット

抽出処理モジュール4 4 3、抽出画素情報符号化処理モジュール4 44を含む。メイ

ンプログラム4 4は、上記処理モジュール4 4 ～4 44を取りまとめて実行するため

の主プログラムである。また、画像符号化処理モジュール4 4 、画素間引き処理モ



ジュール4 4 2、ビット抽出処理モジュール4 4 3、抽出画素情報符号化処理モジュ
ール4 44は、それぞれ第 の実施形態における画像符号化装置2 と、画素間引

き装置2 2と、ビット抽出装置2 3と、抽出画素情報符号化装置2 4とを機能的に実

現するための処理モジュールである。なお、プログラム制御プロセッザ4０ が、メイン

プログラム4 4に従って各処理モジュール4 4 ～4 44を呼び出すことによって、第

の実施の形態における画像送出装置2 と同様の処理を実行させる。

０1０5 また、図 に示すェンドユーザ端末システム5０には、プログラム制御プロセッザ5０

が装備されている。そして、プログラム制御プロセッザ 5０ には、入カデ一か ッフ

ァ5０2と出カデータバッファ5０3の他に、画像を受信する側において第 の実施の形

態による画質評価に必要な処理を実行するためのプログラムを格納したプログラムメ

モり5０4が接続されている。

０1０6 入カデ一か ッファ5０2は、プログラム制御プロセッザ 5０ に入力する各種データ

を記憶するためのバッファである。出カデ一か ッファ5０3は、プログラム制御プロセ

ッザ 5０ が出力する各種データを記憶し、また必要に応じてプログラム制御プロセッ

ザ 5０ に入力するためのバッファである。

０1０7 プログラムメモり5０4に格納されるプログラムモジュールは、メインプログラム5 4の

他に、画像復号化処理モジュール5 4 、抽出画素情報復号化処理モジュール5 4

2、原画像画素情報推定処理モジュール5 4 3、画質推定処理モジュール5 44を

含む。メインプログラム5 4は、上記処理モジュール5 4 ～5 44を取りまとめて実

行するための主プログラムである。また、画像復号化処理モジュール5 4 、抽出画

素情報復号化処理モジュール5 4 2、原画像画素情報推定処理モジュール5 4 3

画質推定処理モジュール5 44は、それぞれ第 の実施の形態における画像復号化

装置23 、抽出画素情報復号化装置232 、原画像画素情報推定装置233 、画質推

定装置234 を機能的に実現するための処理モジュールである。なお、プログラム制

御プロセッザ 5０ が、メインプログラム5 4に従って各処理モジュール5 4 ～5 44

を呼び出すことによって、第 の実施の形態におけるェンドユーザ端末23と同様の処

理を実行させる。

０1０8 本実施の形態では、画像送出装置システム4０およびェンドユーザ端末システム5０



のプログラム制御プロセッザ4０ 5０ が、それぞれメインプログラム4 4 5 4に従

い、各種処理モジュールを実行することで、第 の実施の形態と同様の画質評価動

作を実現させる。

０1０9 なお、プログラムメモり4０4 5０4が、それぞれ第2，第3，第4，第5または第6の実

施形態による画像送出装置2 ，エンドユーザ端末23に対応したプログラムを格納す

ることによって、各実施形態と同様の画質評価動作を行わせることも可能である。す

なわち、各実施形態と同様のシステムを、コンピュータシステム上で実現することが可

能である。

実施例 1

０11０ 次に、具体的な実施例を用いて本発明による画質評価システムの動作を説明する

。本実施例は、第2の実施形態と第4の実施形態を細み合わせた実施形態における

実施例であって、S ザイズ (水平72０画素、垂直4 8０画素、1秒あたり29 97フ

レーム) の動画像を原画像とする伝送画像の画質を、 画像フレームあたり 3 5０画

素分の輝度情報 (8ビット)を用いて推定する。

０111 まず、画像送出装置2 にS ザイズ (水平7 2０画素、垂直4 8０画素、1秒あたり

29 97フレーム) の動画像の画像データが入力されると、画像符号化装置2 は、

その動画像を P 符号化方式で符号化する。

０112 次に、画素間引き装置2 2は、入力された動画像の 画像フレームに対して、水平

6画素ごとおよび垂直 6画素ごとに画素を間引く。

０113 次に、ビット抽出装置2 3は、間引かれた後に残った 3 5０画素の輝度情報に対し

て、上位2ビットと下位2ビットとを除いた中央4ビットを抽出して、4ビット列からなる抽

出輝度情報を生成する。

０114 次に、抽出画素情報符号化装置2 4は、この 3 5０画素分の抽出輝度情報をまと

めて、原画像の特徴呈として、符号化する。ここでは、J G方式による可逆圧縮によ

り符号化するものとする。

０115 そして、画像符号化装置2 によって符号化された画像 (符号化画像 ) と、抽出画

素情報符号化装置2 4によって符号化された原画像の特徴呈とが、伝送路22を介

一ザ端末23に伝送される。



０116 エントュ一ザ端末23は、画像迭出装置2 から、符号化画像と符号化された原画像

の特徴呈とを受信する。エントュ一ザ端末23の画像復号化装置23 は、受信した符

号化画像の清報を P 方式に対応する復号方式て復号し、受信画像の画像

フレームに復元する。この受信画像の画像フレームは、原画像画素清報推定装置2

3 3およひ画質推定装置234 に迭られる。

０117 一方て、抽出画素清報復号化装置232 は、受信した符号化された原画像の特徴

最匂 G方式に対応する復号方式て復号し、原画像の フレーム分の抽出輝度盾

報 (4ヒノト) に復元する。

０118 吹に、原画像画素清報推定装置233 は、復元された各抽出輝度 清報 (4ヒノト) に

対して、伝迭されなかった下位2ヒ外を、その下位2ヒ外て表現可能な値の平均値

てあび００て補完する。また、伝迭されなかった上位2ヒノトは、その上位2ヒ外かと

りぅる値の細み合わせのぅち、その抽出輝度 清報か抽出された画素と同一画素位置

の受信画像の輝度 清報 (8ヒノト) との差分か最も 、さくなる値て補完する。このよぅに

上位ヒノトと下位ヒノトとを補完して得られる8ヒオテータによって表現される値を、原

画像の輝度 清報 (8ヒノト) と推定する。

０119 このよぅな推定処理を フレームにつき 3 5０画素分行い、その結果として 3 5０画

素分の原画像の輝度情報群か画質推定装置234 に迭られる。

０12０ 画質推定装置234 は、 3 5０画素分の原画像の輝度 清報 (推定輝度 清報 ) に対し

て、当咳輝度 清報と受信画像において対応する輝度 清報の値の差分の二乗を計算

する。そして、 3 5０画素分の値 (差分の二乗 ) を加算し、 3 5０て除算することて、こ

のフレームの平均二乗娯差の推定値を算出する。

０12 1 なお、本発明は、原画像の画像フレームから抽出される所定の周波数情報を用い

て画質を秤価するシステムについても適用可能てある。例えは、 画素あたり8ヒ外
て表現される輝度値を持つ原画像を力く平8画素 X 垂直8画素から構成されるフロノク

に分割し、各フロノクに対して離散コザイン変換を施し、変換結果てある 個の変

換係数から所定の係数 (例えは、水平方向4番 目、垂直方向4番 目の係数なと) を抽

出したものを元に、画質を坪価する場合、抽出される各係数から、例えは中央の連続

するヒ外 (例えは、 6ヒ外て表現されている場合には上位4ヒノトと下位4ヒノトを除



いた中央の8ビット を抽出したものを、原画像の特徴呈として伝送すればよい。伝送

された側では、受信画像に対して同様の周波数情報抽出処理を行ぅことで抽出した

係数を元に、原画像の特徴呈として伝送される各抽出周波数情報 (中央の8ビット列

で表現される係数 )から本来のビット数表現での係数を推定し、推定した係数の値と

受信画像から同一の方法によって抽出した係数の値との差分の大小により、画質を

推定すればよい。

０122 以上の如く、本発明の第 の態様は、画像の画質を評価する画質評価システムで

あって、第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつ

き該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽

出するビット抽出手段と、前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現され

る値と、第2の画像において該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータ

の値とに某づいて、前記第 の画像と前記第2の画像の差を推定することにより、前

記第 の画像または第2の画像の画質を評価する画質評価手段とを備えたことを特

徴とする画質評価システムである。

０123 本発明の第2の態様は、上記態様において、前記ビット抽出手段が、第 の画像の

画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表現する

ために必要なビット数よりも少ないビット数の連続する所定のビットを抽出する。

０124 本発明の第3の態様は、上記態様において、前記ビット抽出手段が、第 の画像の

画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表現する

ために必要なビット数よりも少ないビット数の連続する所定のビットであって、該デー

タの上位所定数のビットを除いたビットを抽出する。

０125 本発明の第4の態様は、上記態様において、前記ビット抽出手段が、第 の画像の

画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表現する

ために必要なビット数よりも少ないビット数の連続する所定のビットであって、該デー

タの上位所定数のビットと下位所定数のビットとを除いたビットを抽出する。

０126 本発明の第5の態様は、上記態様において、画像フレームを表現する所定のデー

タが、画像フレームを所定ザイズのブロックに分割したブロックごとの画素情報の平均

値である。



０127 本発明の第6の態様は、上記態様において、画像フレームを表現する所定のデー

タが、画像フレームを所定ザイズのブロックに分割したブロックごとの、画素情報の平

均値と、各画素情報と前記平均値の差分絶対値の平均値である。

０128 本発明の第7の態様は、上記態様において、画像フレームを表現する所定のデー

タが、画像フレームを所定ザイズのブロックに分割したブロックごとの、画素情報の分

散である。

０129 本発明の第8の態様は、上記態様において、原画像を符号化した符号化画像を伝

送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価する画質評価システムであって

、原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置と、前記画像送出

装置から前記符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装

置とを備え、画像送出装置は、原画像の画像フレームを表現する所定のデータに対

して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数

の所定のビットを抽出するビット抽出手段と、前記ビット抽出手段によって抽出された

ビット列で表現される値を、前記原画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信先

である画像受信装置に送信する特徴呈送信手段とを含み、画像受信装置は、前記

原画像の特徴呈として受信した前記ビット列抽出手段によって抽出されたビット列で

表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデ

ータに相当するデータの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定することによ

り、伝送画像の画質を評価する画質評価手段を含む。

０13０ 本発明の第9の態様は、上記態様において、原画像を符号化した符号化画像を伝

送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価する画質評価システムであって

、原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置と、前記画像送出

装置から前記符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装

置とを備え、画像受信装置は、伝送画像の画像フレームを表現する所定のデータに

対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット

数の所定のビットを抽出するビット抽出手段と、前記ビット抽出手段によって抽出され

たビット列で表現される値を、前記伝送画像の特徴最として、前記符号化画像の送

信元である画像送出装置に送信する特徴呈送信手段とを含み、画像送出装置は、



前記伝送画像の特徴呈として受信した前記ビット列抽出手段によって抽出されたビッ
ト列で表現される値と、原画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になっ
たデータに相当するデータの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定するこ

とにより、伝送画像の画質を評価する画質評価手段を含む。

０13 1 本発明の第 ０の態様は、上記態様において、原画像を符号化した符号化画像を

伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価する画質評価システムであっ
て、原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置と、前記画像送

出装置から前記符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信

装置とを備え、画像送出装置は、符号化画像を伝送させずに復号して得られる復号

画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表

現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出するビット抽出

手段と、前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記復号

画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特

徴呈送信手段とを含み、画像受信装置は、前記復号画像の特徴呈として受信した前

記ビット列抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値と、伝送画像の画像

フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータの値とに

某づいて、復号画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価

する画質評価手段を含む。

０132 本発明の第 の態様は、上記態様において、原画像を符号化した符号化画像を

伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価する画質評価システムであっ
て、原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置と、前記画像送

出装置から前記符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信

装置とを備え、画像送出装置は、原画像を符号化する過程で得られる局所復号画像

の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表現す

るために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出するビット抽出手段

と、前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記局所復号

画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特

徴呈送信手段とを含み、画像受信装置は、前記局所復号画像の特徴呈として受信



した前記ビット列抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値と、伝送画像の

画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータの値

とに某づいて、局所復号画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質

を評価する画質評価手段を含む。

０133 本発明の第 2の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画像送出装置であって、原画像を符号

化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、原画像の画像フレーム

を表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要

なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出するビット抽出手段と、前記ビット

抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記原画像の特徴呈として

、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特徴呈送信手段とを備

えたことを特徴とする画像送出装置である。

０134 本発明の第 3の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画像送出装置であって、原画像を符号

化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、伝送画像の特徴呈とし

て受信した、前記伝送画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定の

ビットを抽出することにより得られるビット列で表現される値と、原画像の画像フレーム

において該ビット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、

原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する画質評価

手段を備えたことを特徴とする画像送出装置である。

０135 本発明の第 4の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画像送出装置であって、原画像を符号

化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、伝送する前の符号化画

像を復号して得られる復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、

データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定の

ビットを抽出するビット抽出手段と、前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で

表現される値を、前記復号画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画

像受信装置に送信する特徴呈送信手段とを備えたことを特徴とする画像送出装置で



ある。

０136 本発明の第 5の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画像送出装置であって、原画像を符号

化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、原画像を符号化する過

程で得られる局所復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 デ

ータにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビ

ットを抽出するビット抽出手段と、前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表

現される値を、前記局所復号画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である

画像受信装置に送信する特徴呈送信手段とを備えたことを特徴とする画像送出装置

である。

０137 本発明の第 6の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画像受信装置であって、符号化画像を

受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、原画像の特徴

呈として受信した、前記原画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所

定のビットを抽出することにより得られるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フ

レームにおいて該ビット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づ

いて、原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する画質

評価手段を備えたことを特徴とする画像受信装置である。

０138 本発明の第 7の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画像受信装置であって、符号化画像を

受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、伝送画像の画

像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するた

めに必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出するビット抽出手段と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記伝送画像の

特徴呈として、前記符号化画像の送信元である画像送出装置に送信する特徴呈送

信手段とを備えたことを特徴とする画像受信装置である。

０139 本発明の第 8の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画像受信装置であって、符号化画像を



受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、伝送する前の

符号化画像を復号することにより得られる復号画像の特徴呈として受信した、前記復

号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビットを抽出すること

により得られるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット

列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、復号画像と伝送

画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する画質評価手段を備えた

ことを特徴とする画像受信装置である。

０14０ 本発明の第 9の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画像受信装置であって、符号化画像を

受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、原画像を符号

化する過程で得られる局所復号画像の特徴呈として受信した、前記局所復号画像の

画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビットを抽出することにより得ら

れるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出

対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、局所復号画像と伝送画像

の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する画質評価手段を備えたことを

特徴とする画像受信装置である。

０14 1 本発明の第2０の態様は、画像の画質を評価する画質評価方法であって、第 の画

像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表現

するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出し、抽出されたビ

ット列で表現される値と、第2の画像において該ビット列の抽出対象になったデータ

に相当するデータの値とに某づいて、前記第 の画像と前記第2の画像の差を推定

することにより、前記第 の画像または第2の画像の画質を評価することを特徴とする

画質評価方法である。

０142 本発明の第2 の態様は、上記態様において、第 の画像の画像フレームを表現す

る所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数

よりも少ないビット数の連続する所定のビットを抽出する。

０143 本発明の第22の態様は、上記態様において、第 の画像の画像フレームを表現す

る所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数



よりも少ないビット数の連続する所定のビットであって、該データの上位所定数のビッ

トを除いたビットを抽出する。

０144 本発明の第23の態様は、上記態様において、第 の画像の画像フレームを表現す

る所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数

よりも少ないビット数の連続する所定のビットであって、該データの上位所定数のビッ
トと下位所定数のビットとを除いたビットを抽出する。

０145 本発明の第24の態様は、上記態様において、画像フレームを表現する所定のデ

ータとして、画像フレームを所定ザイズのブロックに分割したブロックごとの、画素情

報の平均値を用いる。

０146 本発明の第2 5の態様は、上記態様において、画像フレームを表現する所定のデ

ータとして、画像フレームを所定ザイズのブロックに分割したブロックごとの、画素情

報の平均値と、各画索情報と前記平均値の差分絶対値の平均値を用いる。

０147 本発明の第26の態様は、上記態様において、画像フレームを表現する所定のデ

ータとして、画像フレームを所定ザイズのブロックに分割したブロックごとの、画素情

報の分散を用いる。

０148 本発明の第2 7の態様は、上記態様において、画像フレームを表現する所定のデ

ータとして、画素情報を直交変換して得られる周波数成分の集合における所定位置

の周波数成分の情報を用いる。

０149 本発明の第28の態様は、上記態様において、画像フレームを表現する所定のデ

ータとして、画像フレームを所定ザイズのブロックに分割したブロックごとの、ブロック

内画素の画素情報を直交変換して得られる周波数成分の集合における所定位置の

周波数成分の情報を用いる。

０15０ 本発明の第29の態様は、上記態様において、画像フレームを表現する所定のデ

ータとして、所定の画素位置の画素情報を用いる。

０15 1 本発明の第3０の態様は、上記態様において、画像フレームを表現する所定のデ

ータとして、フレーム内の画素を一定の間隔で間引き、残った画素の画素情報を用

いる。

０152 本発明の第3 の態様は、上記態様において、画像フレームを表現する所定のデ



一タとして、フレーム内の画素をフレーム内の場所によって決定される間隔で間引き

、残った画素の画素情報を用いる。

０153 本発明の第3 2の態様は、上記態様において、間引きの間隔を変えることにより、送

信する特徴呈のデータ呈を制御する。

０154 本発明の第3 3の態様は、上記態様において、画素情報が、該当する画素の輝度

の情報、色差の情報、または G j のいずれかもしくはそれらを細み合わせた情報

である。

０155 本発明の第34の態様は、上記態様において、抽出されたビット列に対して、当該ビ

ット列を得る際に抽出されなかった上位のビットを、第2の画像において当該ビット列

の抽出対象になったデータに相当するデータの値との差が最も 、さくなる値で補完

することにより、当該ビット列の抽出対象になった第 の画像の画像フレームを表現す

る所定のデータの値を推定する。

０156 本発明の第3 5の態様は、上記態様において、抽出されたビット列に対して、当該ビ

ット列を得る際に抽出されなかった下位のビットを、当該下位のビットで表現可能な値

の平均値で補完することにより、当該ビット列の抽出対象になった第 の画像の画像

フレームを表現する所定のデータの値を推定する。

０157 本発明の第3 6の態様は、上記態様において、推定された第 の画像の画像フレー

ムを表現する所定のデータの値と、第2の画像において前記推定されたデータに相

当するデータの値の差分に対して、ビット列を得る際に抽出されなかった下位のビッ
トにより生じぅる、推定結果とされるデータの値と実際のデータの値との誤差の平均値

を減算した値から、前記第 の画像と前記第2の画像の差を推定する。

０158 本発明の第3 7の態様は、上記態様において、原画像を符号化した符号化画像を

伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価方法で

あって、符号化画像を送信する画像送出装置が、原画像の画像フレームを表現する

所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数より

も少ないビット数の所定のビットを抽出し、前記画像送出装置が、抽出されたビット列

で表現される値を、前記原画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画

像受信装置に送信し、符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る前



記画像受信装置が、前記原画像の特徴呈として受信した前記抽出されたビット列で

表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデ

ータに相当するデータの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定することによ

り、伝送画像の画質を評価する。

０159 本発明の第3 8の態様は、上記態様において、原画像を符号化した符号化画像を

伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価方法で

あって、符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置が、

伝送画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該デー

タを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出し、前記

画像受信装置が、抽出されたビット列で表現される値を、前記伝送画像の特徴呈とし

て、前記符号化画像の送信元である画像送出装置に送信し、前記画像送出装置が

、前記伝送画像の特徴呈として受信した前記抽出されたビット列で表現される値と、

原画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデ

ータの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画

質を評価する。

０16０ 本発明の第3 9の態様は、上記態様において、原画像を符号化した符号化画像を

伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価方法で

あって、符号化画像を送信する画像送出装置が、伝送する前の符号化画像を復号し

て得られる復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつ

き該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽

出し、前記画像送出装置が、抽出されたビット列で表現される値を、前記復号画像の

特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信し、符号化画

像を受信して復号することにより伝送画像を得る前記画像受信装置が、前記復号画

像の特徴呈として受信した前記抽出されたビット列で表現される値と、伝送画像の画

像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータの値と

に某づいて、復号画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評

価する。

０16 1 本発明の第4０の態様は、上記態様において、原画像を符号化した符号化画像を



伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価方法で

あって、符号化画像を送信する画像送出装置が、原画像を符号化する過程で得られ

る局所復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき

該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出

し、前記画像送出装置が、抽出されたビット列で表現される値を、前記局所復号画像

の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信し、符号化画

像を受信して復号することにより伝送画像を得る前記画像受信装置が、前記局所復

号画像の特徴呈として受信した前記抽出されたビット列で表現される値と、伝送画像

の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータの

値とに某づいて、局所復号画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画

質を評価する。

０162 本発明の第4 の態様は、上記態様において、抽出されたビット列に対して、当該ビ

ット列を得る際に抽出されなかったビットを補完することにより、当該ビット列の抽出対

象になった第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータの値を推定し、推定

された第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータの値と、第2の画像の画像

フレームにおいて前記推定されたデータに相当するデータの値の差分から、前記第

の画像と前記第2の画像の差を推定する。

０163 本発明の第4 2の態様は、上記態様において、抽出されたビット列に対して、当該ビ

ット列を得る際に抽出されなかったビットを予め定めておいた値で補完することにより

、当該ビット列の抽出対象になった第 の画像の画像フレームを表現する所定のデ

ータの値を推定する。

０164 本発明の第4 3の態様は、上記態様において、抽出されたビット列に対して、当該ビ

ット列を得る際に抽出されなかったビットを、第2の画像において当該ビット列の抽出

対象になったデータに相当するデータの値で補完することにより、当該ビット列の抽

出対象になった第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータの値を推定する

０165 本発明の第44の態様は、上記態様において、抽出されたビット列で表現される値

を、第 の画像の特徴呈とし、可逆符号化して送信する。



０166 本発明の第4 5の態様は、上記態様において、可逆符号化の方法が、算術符号化

である。

０167 本発明の第4 6の態様は、上記態様において、可逆符号化の方法が、二値画像符

号化方法であるJ G符号化である。

０168 本発明の第4 7の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラムであって、原画

像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置に適用される画質評価用

プログラムにおいて、コンピュータに、原画像の画像フレームを表現する所定のデー

タに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビ

ット数の所定のビットを抽出する処理、および抽出されたビット列で表現される値を、

前記原画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信

する処理を実行させるための画質評価用プログラムである。

０169 本発明の第4 5の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラムであって、原画

像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置に適用される画質評価用

プログラムにおいて、コンピュータに、伝送画像の特徴呈として受信した、前記伝送

画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビットを抽出することに

より得られるビット列で表現される値と、原画像の画像フレームにおいて該ビット列の

抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、原画像と伝送画像の

差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する処理を実行させるための画質評

価用プログラムである。

０17０ 本発明の第4 9の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラムであって、原画

像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置に適用される画質評価用

プログラムにおいて、コンピュータに、伝送する前の符号化画像を復号して得られる

復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該デー

タを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出する処

理、および抽出されたビット列で表現される値を、前記復号画像の特徴呈として、前



記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する処理を実行させるための画

質評価用プログラムである。

０17 1 本発明の第5０の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラムであって、原画

像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置に適用される画質評価用

プログラムにおいて、コンピュータに、原画像を符号化する過程で得られる局所復号

画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表

現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出する処理、お

よび抽出されたビット列で表現される値を、前記局所復号画像の特徴呈として、前記

符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する処理を実行させるための画質

評価用プログラムである。

０172 本発明の第5 の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラムであって、符号

化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置に適用される画

質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、原画像の特徴呈として受信した、前

記原画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビットを抽出する

ことにより得られるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビ

ット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、原画像と伝送

画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する処理を実行させるための

画質評価用プログラムである。

０173 本発明の第5 2の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラムであって、符号

化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置に適用される画

質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、伝送画像の画像フレームを表現する

所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数より

も少ないビット数の所定のビットを抽出する処理、および抽出されたビット列で表現さ

れる値を、前記伝送画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信元である画像送出

装置に送信する処理を実行させるための画質評価用プログラムである。



０174 本発明の第5 3の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラムであって、符号

化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置に適用される画

質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、伝送する前の符号化画像を復号する

ことにより得られる復号画像の特徴呈として受信した、前記復号画像の画像フレーム

を表現する所定のデータに対して所定のビットを抽出することにより得られるビット列

で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象となった

データに相当するデータの値とに某づいて、復号画像と伝送画像の差を推定するこ

とにより、伝送画像の画質を評価する処理を実行させるための画質評価用プログラム

である。

０175 本発明の第54 の態様は、原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号し

て得られる伝送画像の画質を評価するための画質評価用プログラムであって、符号

化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置に適用される画

質評価用プログラムにおいて、コンピュータに、原画像を符号化する過程で得られる

局所復号画像の特徴呈として受信した、前記局所復号画像の画像フレームを表現

する所定のデータに対して所定のビットを抽出することにより得られるビット列で表現

される値と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象となったデータ

に相当するデータの値とに某づいて、局所復号画像と伝送画像の差を推定すること

により、伝送画像の画質を評価する処理を実行させるための画質評価用プログラム

である。

０176 以上好ましい実施の形態、実施例及び態様をあげて本発明を説明したが、本発明

は必ずしも上記実施の形態及び態様に限定されるものではなく、その技術的思想の

範囲内において様々に変形し実施することが出来る。

０177 本出願は、2００7年 2月 2 日に出願された日本出願特願2００7 ０6 5号、及

び、2００8年4月 3０日に出願された日本出願特願2００8 835 ０号を某礎とする

優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

産業上の禾 用可能，吐

０178 本発明は、限られた情報呈で2つの画像の差分を評価するよぅな画質評価システム



であれば、好適に適用可能である。



請求の範囲

画像の画質を評価する画質評価システムであって、

第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該デ

ータを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出する

ビット抽出手段と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値と、第2の画像にお

いて該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータの値とに某づいて、前

記第 の画像と前記第2の画像の差を推定することにより、前記第 の画像または第2

の画像の画質を評価する画質評価手段とを備えた

ことを特徴とする画質評価システム。

2 前記ビット抽出手段は、第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対し

て、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の

連続する所定のビットを抽出する

請求項 に記載の画質評価システム。

3 前記ビット抽出手段は、第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対し

て、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の

連続する所定のビットであって、該データの上位所定数のビットを除いたビットを抽出

する

請求項2に記載の画質評価システム。

4 前記ビット抽出手段は、第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対し

て、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の

連続する所定のビットであって、該データの上位所定数のビットと下位所定数のビット

とを除いたビットを抽出する

請求項2に記載の画質評価システム。

5 画像フレームを表現する所定のデータは、画像フレームを所定ザイズのブロックに

分割したブロックごとの画素情報の平均値である

請求項 から請求項4のいずれか 項に記載の画質評価システム。

6 画像フレームを表現する所定のデータは、画像フレームを所定ザイズのブロックに



分割したブロックごとの、画素情報の平均値と、各画素情報と前記平均値の差分絶

対値の平均値である

請求項 から請求項4のいずれか 項に記載の画質評価システム。

7 画像フレームを表現する所定のデータは、画像フレームを所定ザイズのブロックに

分割したブロックごとの、画素情報の分散である

請求項 から請求項4のいずれか 項に記載の画質評価システム。

8 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価する画質評価システムであって、

原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置と、前記画像送出

装置から前記符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装

置とを備え、

画像送出装置は、

原画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データ

を表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出するビット

抽出手段と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記原画像の

特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特徴呈送

信手段とを含み、

画像受信装置は、

前記原画像の特徴呈として受信した前記ビット列抽出手段によって抽出されたビッ
ト列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象にな

ったデータに相当するデータの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定する

ことにより、伝送画像の画質を評価する画質評価手段を含む

請求項 に記載の画質評価システム。

9 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価する画質評価システムであって、

原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置と、前記画像送出

装置から前記符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装



置とを備え、

画像受信装置は、

伝送画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該デ

ータを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出する

ビット抽出手段と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記伝送画像

の特徴最として、前記符号化画像の送信元である画像送出装置に送信する特徴最

送信手段とを

含み、

画像送出装置は、

前記伝送画像の特徴呈として受信した前記ビット列抽出手段によって抽出されたビ

ット列で表現される値と、原画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象にな

ったデータに相当するデータの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定する

ことにより、伝送画像の画質を評価する画質評価手段を含む

請求項 に記載の画質評価システム。

０ 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価する画質評価システムであって、

原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置と、前記画像送出

装置から前記符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装

置とを備え、

画像送出装置は、

符号化画像を伝送させずに復号して得られる復号画像の画像フレームを表現する

所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数より

も少ないビット数の所定のビットを抽出するビット抽出手段と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記復号画像

の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特徴呈

送信手段とを

含み、



画像受信装置は、

前記復号画像の特徴呈として受信した前記ビット列抽出手段によって抽出されたビ

ット列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象に

なったデータに相当するデータの値とに某づいて、復号画像と伝送画像の差を推定

することにより、伝送画像の画質を評価する画質評価手段を含む

請求項 に記載の画質評価システム。

原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価する画質評価システムであって、

原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置と、前記画像送出

装置から前記符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装

置とを備え、

画像送出装置は、

原画像を符号化する過程で得られる局所復号画像の画像フレームを表現する所定

のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少

ないビット数の所定のビットを抽出するビット抽出手段と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記局所復号

画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特

徴呈送信手段

とを含み、

画像受信装置は、

前記局所復号画像の特徴呈として受信した前記ビット列抽出手段によって抽出さ

れたビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出

対象になったデータに相当するデータの値とに某づいて、局所復号画像と伝送画像

の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する画質評価手段を含む

請求項 に記載の画質評価システム。

2 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画像送出装置であって、

原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、



原画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データ

を表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出するビット

抽出手段と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記原画像の

特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特徴呈送

信手段とを備えた

ことを特徴とする画像送出装置。

3 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画像送出装置であって、

原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、

伝送画像の特徴呈として受信した、前記伝送画像の画像フレームを表現する所定

のデータに対して所定のビットを抽出することにより得られるビット列で表現される値と

、原画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象となったデータに相当する

データの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の

画質を評価する画質評価手段を備えた

ことを特徴とする画像送出装置。

4 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画像送出装置であって、

原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、

伝送する前の符号化画像を復号して得られる復号画像の画像フレームを表現する

所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数より

も少ないビット数の所定のビットを抽出するビット抽出手段と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記復号画像

の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特徴呈

送信手段とを

備えた

ことを特徴とする画像送出装置。



を評価するための画像送出装置であって、

原画像を符号化して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、

原画像を符号化する過程で得られる局所復号画像の画像フレームを表現する所定

のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少

ないビット数の所定のビットを抽出するビット抽出手段と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記局所復号

画像の特徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特

徴呈送信手段

とを備えた

ことを特徴とする画像送出装置。

「 6 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画像受信装置であって、

符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、

原画像の特徴呈として受信した、前記原画像の画像フレームを表現する所定のデ

ータに対して所定のビットを抽出することにより得られるビット列で表現される値と、伝

送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象となったデータに相当するデ

ータの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画

質を評価する画質評価手段を備えた

ことを特徴とする画像受信装置。

7 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画像受信装置であって、

符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、

伝送画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該デ

ータを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出する

ビット抽出手段と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記伝送画像

の特徴呈として、前記符号化画像の送信元である画像送出装置に送信する特徴呈

送信手段とを



備えた

ことを特徴とする画像受信装置。

8 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画像受信装置であって、

符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、

伝送する前の符号化画像を復号することにより得られる復号画像の特徴呈として受

信した、前記復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビッ
トを抽出することにより得られるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレーム

において該ビット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、

復号画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する画質評

価手段を備えた

ことを特徴とする画像受信装置。

9 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画像受信装置であって、

符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置において、

原画像を符号化する過程で得られる局所復号画像の特徴呈として受信した、前記

局所復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビットを抽出

することにより得られるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて

該ビット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、局所復号

画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する画質評価手

段を備えた

ことを特徴とする画像受信装置。

2０ 画像の画質を評価する画質評価方法であって、

第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該デ

ータを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出し、

抽出されたビット列で表現される値と、第2の画像において該ビット列の抽出対象に

なったデータに相当するデータの値とに某づいて、前記第 の画像と前記第2の画像

の差を推定することにより、前記第 の画像または第2の画像の画質を評価する



ことを特徴とする画質評価方法。

2 第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該デ

ータを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の連続する所定のビットを

抽出する

請求項2０に記載の画質評価方法。

22 第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該デ

ータを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の連続する所定のビットで

あって、該データの上位所定数のビットを除いたビットを抽出する

請求項2 に記載の画質評価方法。

23 第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該デ

ータを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の連続する所定のビットで

あって、該データの上位所定数のビットと下位所定数のビットとを除いたビットを抽出

する

請求項2 に記載の画質評価方法。

24 画像フレームを表現する所定のデータとして、画像フレームを所定ザイズのブロック

に分割したブロックごとの、画素情報の平均値を用いる

請求項2０から請求項23のいずれか 項に記載の画質評価方法。

25 画像フレームを表現する所定のデータとして、画像フレームを所定ザイズのブロック

に分割したブロックごとの、画素情報の平均値と、各画素情報と前記平均値の差分

絶対値の平均値を用レ巧

請求項2０から請求項23のいずれか 項に記載の画質評価方法。

26 画像フレームを表現する所定のデータとして、画像フレームを所定サイズのブロック

に分割したブロックごとの、画素情報の分散を用いる

請求項2０から請求項23のいずれか 項に記載の画質評価方法。

27 画像フレームを表現する所定のデータとして、画素情報を直交変換して得られる周

波数成分の集合における所定位置の周波数成分の情報を用いる

請求項2０から請求項23のいずれか 項に記載の画質評価方法。

28 画像フレームを表現する所定のデータとして、画像フレームを所定ザイズのブロック



に分割したブロックごとの、ブロック内画素の画素情報を直交変換して得られる周波

数成分の集合における所定位置の周波数成分の情報を用いる

請求項2０から請求項23のいずれか 項に記載の画質評価方法。

29 画像フレームを表現する所定のデータとして、所定の画素位置の画素情報を用い

請求項2０から請求項23のいずれか 項に記載の画質評価方法。

3０ 画像フレームを表現する所定のデータとして、フレーム内の画素を一定の間隔で間

引き、残った画素の画素情報を用いる

請求項29に記載の画質評価方法。

3 画像フレームを表現する所定のデータとして、フレーム内の画素をフレーム内の場

所によって決定される間隔で間引き、残った画素の画素情報を用レ巧

請求項29に記載の画質評価方法。

32 間引きの間隔を変えることにより、送信する特徴呈のデータ呈を制御する

請求項3０または請求項3 に記載の画質評価方法。

33 画素情報が、該当する画素の輝度の情報、色差の情報、または G j のいずれ

かもしくはそれらを細み合わせた情報である

請求項24から請求項3 のぅちのいずれか 項に記載の画質評価方法。

34 抽出されたビット列に対して、当該ビット列を得る際に抽出されなかった上位のビッ
トを、第2の画像において当該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータ

の値との差が最も 、さくなる値で補完することにより、当該ビット列の抽出対象になっ
た第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータの値を推定する

請求項2 から請求項23のぅちのいずれか 項に記載の画質評価方法。

35 抽出されたビット列に対して、当該ビット列を得る際に抽出されなかった下位のビッ
トを、当該下位のビットで表現可能な値の平均値で補完することにより、当該ビット列

の抽出対象になった第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータの値を推定

する

請求項2 から請求項23のぅちのいずれか 項に記載の画質評価方法。

36 推定された第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータの値と、第2の画像



において前記推定されたデータに相当するデータの値の差分に対して、ビット列を

得る際に抽出されなかった下位のビットにより生じぅる、推定結果とされるデータの値

と実際のデータの値との誤差の平均値を減算した値から、前記第 の画像と前記第2

の画像の差を推定する

請求項2 から請求項23のぅちのいずれか 項に記載の画質評価方法。

37

を評価するための画質評価方法であって、

符号化画像を送信する画像送出装置が、原画像の画像フレームを表現する所定

のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少

ないビット数の所定のビットを抽出し、

前記画像送出装置が、抽出されたビット列で表現される値を、前記原画像の特徴

最として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信し、

符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る前記画像受信装置が、

前記原画像の特徴呈として受信した前記抽出されたビット列で表現される値と、伝送

画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデー

タの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質

を評価する

請求項2０に記載の画質評価方法。

38

を評価するための画質評価方法であって、

符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る画像受信装置が、伝送

画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該データを表

現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出し、

前記画像受信装置が、抽出されたビット列で表現される値を、前記伝送画像の特

徴呈として、前記符号化画像の送信元である画像送出装置に送信し、

前記画像送出装置が、前記伝送画像の特徴呈として受信した前記抽出されたビッ
ト列で表現される値と、原画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になっ
たデータに相当するデータの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定するこ



とにより、伝送画像の画質を評価する

請求項2０に記載の画質評価方法。

39

を評価するための画質評価方法であって、

符号化画像を送信する画像送出装置が、伝送する前の符号化画像を復号して得

られる復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該

データを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出し、

前記画像送出装置が、抽出されたビット列で表現される値を、前記復号画像の特

徴呈として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信し、

符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る前記画像受信装置が、

前記復号画像の特徴呈として受信した前記抽出されたビット列で表現される値と、伝

送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデ

ータの値とに某づいて、復号画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の

画質を評価する

請求項2０に記載の画質評価方法。

40

を評価するための画質評価方法であって、

符号化画像を送信する画像送出装置が、原画像を符号化する過程で得られる局

所復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該デ

ータを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出し、

前記画像送出装置が、抽出されたビット列で表現される値を、前記局所復号画像

の特徴最として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信し、

符号化画像を受信して復号することにより伝送画像を得る前記画像受信装置が、

前記局所復号画像の特徴呈として受信した前記抽出されたビット列で表現される値

と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデータに相当

するデータの値とに某づいて、局所復号画像と伝送画像の差を推定することにより、

伝送画像の画質を評価する

請求項2０に記載の画質評価方法。



4 抽出されたビット列に対して、当該ビット列を得る際に抽出されなかったビットを補完

することにより、当該ビット列の抽出対象になった第 の画像の画像フレームを表現す

る所定のデータの値を推定し、

推定された第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータの値と、第2の画像

の画像フレームにおいて前記推定されたデータに相当するデータの値の差分から、

前記第 の画像と前記第2の画像の差を推定する

請求項2０、請求項3 7から請求項4０のぅちのいずれか 項に記載の画質評価方法

42 抽出されたビット列に対して、当該ビット列を得る際に抽出されなかったビットを予め

定めておいた値で補完することにより、当該ビット列の抽出対象になった第 の画像

の画像フレームを表現する所定のデータの値を推定する

請求項4 に記載の画質評価方法。

43 抽出されたビット列に対して、当該ビット列を得る際に抽出されなかったビットを、第

2の画像において当該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータの値で

補完することにより、当該ビット列の抽出対象になった第 の画像の画像フレームを表

現する所定のデータの値を推定する

請求項4 に記載の画質評価方法。

44 抽出されたビット列で表現される値を、第 の画像の特徴呈とし、可逆符号化して送

信する

請求項3 7から請求項4０のぅちのいずれか 項に記載の画質評価方法。

45 可逆符号化の方法が、算術符号化である

請求項44に記載の画質評価方法。

46 可逆符号化の方法が、二値画像符号化方法であるJ G符号化である

請求項44に記載の画質評価方法。

47 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画質評価用プログラムであって、原画像を符号化して前記符号化

画像を送信する画像送出装置に適用される画質評価用プログラムにおいて、

コンピュータに、



原画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにっき該データ

を表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出する処理

、および

抽出されたビット列で表現される値を、前記原画像の特徴呈として、前記符号化画

像の送信先である画像受信装置に送信する処理

を実行させるための画質評価用プログラム。

48

を評価するための画質評価用プログラムであって、原画像を符号化して前記符号化

画像を送信する画像送出装置に適用される画質評価用プログラムにおいて、

コンピュータに、

伝送画像の特徴呈として受信した、前記伝送画像の画像フレームを表現する所定

のデータに対して所定のビットを抽出することにより得られるビット列で表現される値と

、原画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象となったデータに相当する

データの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の

画質を評価する処理

を実行させるための画質評価用プログラム。

49

を評価するための画質評価用プログラムであって、原画像を符号化して前記符号化

画像を送信する画像送出装置に適用される画質評価用プログラムにおいて、

コンピュータに、

伝送する前の符号化画像を復号して得られる復号画像の画像フレームを表現する

所定のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数より

も少ないビット数の所定のビットを抽出する処理、および

抽出されたビット列で表現される値を、前記復号画像の特徴呈として、前記符号化

画像の送信先である画像受信装置に送信する処理

を実行させるための画質評価用プログラム。

50 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画質評価用プログラムであって、原画像を符号化して前記符号化



画像を送信する画像送出装置に適用される画質評価用プログラムにおいて、

コンピュータに、

原画像を符号化する過程で得られる局所復号画像の画像フレームを表現する所定

のデータに対して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よりも少

ないビット数の所定のビットを抽出する処理、および

抽出されたビット列で表現される値を、前記局所復号画像の特徴呈として、前記符

号化画像の送信先である画像受信装置に送信する処理

を実行させるための画質評価用プログラム。

5 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画質評価用プログラムであって、符号化画像を受信して復号する

ことにより伝送画像を得る画像受信装置に適用される画質評価用プログラムにおい

て、

コンピュータに、

原画像の特徴呈として受信した、前記原画像の画像フレームを表現する所定のデ

ータに対して所定のビットを抽出することにより得られるビット列で表現される値と、伝

送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象となったデータに相当するデ

ータの値とに某づいて、原画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画

質を評価する処理

を実行させるための画質評価用プログラム。

52 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画質評価用プログラムであって、符号化画像を受信して復号する

ことにより伝送画像を得る画像受信装置に適用される画質評価用プログラムにおい

て、

コンピュータに、

伝送画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して、 データにつき該デ

ータを表現するために必要なビット数よりも少ないビット数の所定のビットを抽出する

処理、および

抽出されたビット列で表現される値を、前記伝送画像の特徴呈として、前記符号化



画像の送信元である画像送出装置に送信する処理

を実行させるための画質評価用プログラム。

53 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画質評価用プログラムであって、符号化画像を受信して復号する

ことにより伝送画像を得る画像受信装置に適用される画質評価用プログラムにおい

て、

コンピュータに、

伝送する前の符号化画像を復号することにより得られる復号画像の特徴呈として受

信した、前記復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビッ
トを抽出することにより得られるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレーム

において該ビット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、

復号画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する処理

を実行させるための画質評価用プログラム。

54 原画像を符号化した符号化画像を伝送した先で復号して得られる伝送画像の画質

を評価するための画質評価用プログラムであって、符号化画像を受信して復号する

ことにより伝送画像を得る画像受信装置に適用される画質評価用プログラムにおい

て、

コンピュータに、

原画像を符号化する過程で得られる局所復号画像の特徴呈として受信した、前記

局所復号画像の画像フレームを表現する所定のデータに対して所定のビットを抽出

することにより得られるビット列で表現される値と、伝送画像の画像フレームにおいて

該ビット列の抽出対象となったデータに相当するデータの値とに某づいて、局所復号

画像と伝送画像の差を推定することにより、伝送画像の画質を評価する処理

を実行させるための画質評価用プログラム。



59

補正された請求の範囲

2００9年4月 4 日 ( 4 ０4 2００9 ) 国際事務局受理

補正後 ) 画像の画質を評価する画質評価システムであって、

第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対 して、 データにつき該データ

を表現するために必要なビット数 よ り も少ないビット数の連続する所定のビットであっ
て、該データの上位所定数のビットと下位所定数のビットとを除いたビットを抽出するビ
、ソ ト抽出手段 と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現 される値 と、第 2 の画像におい
て該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータの値 とに基づいて、前記第 の

画像 と前記第 2 の画像の差を推定することによ り、前記第 の画像または第 2 の画像の画

質を評価する画質評価手段 とを備えた

ことを特徴 とする画質評価システム。

2 (削除)

3 (削除)

4 (削除)

5 (補正後 ) 画像フレームを表現する所定のデータは、画像フレームを所定サイズのブロ

ソクに分割したブ ロ ック ごとの画素情報の平均値である

請求項 に記載の画質評価システム。

6 (補正後 ) 画像フレームを表現する所定のデータは、画像フレームを所定サイズのブロ

ックに

補正された用紙 条約第 19条
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分割したブロ ックごとの、画素情報の平均値 と、各画素情報 と前記平均値の差分絶対値の

平均値である

請求項 に記載の画質評価システム。

7 補正後 ) 画像フレームを表現する所定のデータは、画像フレームを所定サイズのブロ

ックに分割したブロックごとの、画素情報の分散である

請求項 に記載の画質評価システム。
8 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得 られる伝送画像の画質を評

価する画質評価システムであって、

原画像を符号化 して前記符号化画像を送信する画像送出装置と、前記画像送出装置から

前記符号化画像を受信 して復号することによ り伝送画像を得る画像受信装置とを備え、

画像送出装置は、

原画像の画像フレームを表現する所定のデータに対 して、 データにつき該データを表

現するために必要なビット数よ り も少ないビット数の所定のビットを抽出するビット抽

出手段 と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記原画像の特徴

量と して、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特徴量送信手段 とを含

み、

画像受信装置は、

前記原画像の特徴量 と して受信 した前記ビット列抽出手段によって抽出されたビット

列で表現される値 と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデ

ータに相当するデータの値 とに基づいて、原画像 と伝送画像の差を推定することによ り、

伝送画像の画質を評価する画質評価手段を含む
請求項 に記載の画質評価システム。

9 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号 して得られる伝送画像の画質を評

価する画質評価システムであって、

原画像を符号化 して前記符号化画像を送信する画像送出装置と、前記画像送出装置から

前記符号化画像を受信 して復号することによ り伝送画像を得る画像受信装

補正された用紙 条約第 19条



6

画像受信装置は、

前記復号画像の特徴量と して受信 した前記ビット列抽出手段によって抽出されたビッ
ト列で表現される値 と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になった
データに相当するデータの値 とに基づいて、復号画像 と伝送画像の差を推定することによ

り、伝送画像の画質を評価する画質評価手段を含む
請求項 に記載の画質評価システム。

原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得 られる伝送画像の画質を評

価する画質評価システムであって、

原画像を符号化 して前記符号化画像を送信する画像送出装置と、前記画像送出装置から

前記符号化画像を受信 して復号することによ り伝送画像を得る画像受信装置とを備え、

画像送出装置は、

原画像を符号化する過程で得られる局所復号画像の画像フレームを表現する所定のデ

ータに対 して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よ り も少ないビ
、ソ ト数の所定のビットを抽出するビット抽出手段 と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記局所復号画像

の特徴量と して、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特徴量送信手段

とを含み、

画像受信装置は、

前記局所復号画像の特徴量 と して受信 した前記ビット列抽出手段によって抽出された
ビット列で表現される値 と、伝送画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象にな

ったデータに相当するデータの値 とに基づいて、局所復号画像 と伝送画像の差を推定する

ことによ り、伝送画像の画質を評価する画質評価手段を含む
請求項 に記載の画質評価システム。

2 (補正後 ) 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得られる伝送画像の

画質を評価するための画像送出装置であって、

原画像を符号化 して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、

補正された用紙 条約第 19条
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原画像の画像フレームを表現する所定のデータに対 して、 データにつき該データを表

現するために必要なビット数よ り も少ないビット数の連続する所定のビットであって、該

データの上位所定数のビットと下位所定数のビットとを除いたビットを抽出するビット

抽出手段 と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記原画像の特徴

量と して、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特徴量送信手段 とを備

ぇ角こ

ことを特徴 とする画像送出装置。

3 補正後 ) 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得られる伝送画像の

画質を評価するための画像送出装置であって、

原画像を符号化 して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、

伝送画像の特徴量と して受信 した、前記伝送画像の画像フレームを表現する所定のデー

タに対 して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よ りも少ないビッ
ト数の連続する所定のビットであって、該データの上位所定数のビットと下位所定数のビ

ットとを除いたビットを抽出することによ り得られるビット列で表現 される値 と、原画像

の画像フレームにおいて該 ビット列の抽出対象 となったデータに相当するデータの値 と

に基づいて、原画像 と伝送画像の差を推定することによ り、伝送画像の画質を評価する画

質評価手段を備えた

ことを特徴 とする画像送出装置。

4 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号 して得 られる伝送画像の画質を評

価するための画像送出装置であって、

原画像を符号化 して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、

伝送する前の符号化画像を復号 して得られる復号画像の画像フレームを表現する所定

のデータに対 して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よ りも少な

いビット数の所定のビットを抽出するビット抽出手段 と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記復号画像の特

徴量 として、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特徴量送信手段 とを

備えた

ことを特徴 とする画像送出装置。

5 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得られる伝送画像の画質

補正された用紙 条約第 19条
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を評価するための画像送出装置であって、

原画像を符号化 して前記符号化画像を送信する画像送出装置において、

原画像を符号化する過程で得られる局所復号画像の画像フレームを表現する所定のデ

ータに対 して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よ り も少ないビ

、ソ ト数の所定のビットを抽出するビット抽出手段 と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記局所復号画像

の特徴量と して、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信する特徴量送信手段

とを備えた

ことを特徴 とする画像送出装置。

6 (補正後 ) 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得られる伝送画像の

画質を評価するための画像受信装置であって、

符号化画像を受信 して復号することによ り伝送画像を得る画像受信装置において、

原画像の特徴量 と して受信 した、前記原画像の画像フレームを表現する所定のデータに

対 して、ェデータにつき該データを表現するために必要なビット数よ りも少ないビット数

の連続する所定のビットであって、該データの上位所定数のビットと下位所定数のビット

とを除いたビットを抽出することによ り得られるビット列で表現される値 と、伝送画像の

画像フレームにおいて該 ビット列の抽出対象 となったデータに相当するデータの値 とに

基づいて、原画像 と伝送画像の差を推定することによ り、伝送画像の画質を評価する画質

評価手段を備えた

ことを特徴 とする画像受信装置。

7 (補正後 ) 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得られる伝送画像の

画質を評価するための画像受信装置であって、

符号化画像を受信 して復号することによ り伝送画像を得る画像受信装置において、

伝送画像の画像フレームを表現する所定のデータに対 して、 データにつき該データを

表現するために必要なビット数よ りも少ないビット数の連続する所定のビットであって、

該データの上位所定数のビットと下位所定数のビットとを除いたビットを抽出する ビッ

ト抽出手段 と、

前記ビット抽出手段によって抽出されたビット列で表現される値を、前記伝送画像の特

補正された用紙 条約第 19条



徴量 と して、前記符号化画像の送信元である画像送出装置に送信する特徴量送信手段 とを

補正された用紙 条約第 19条
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備えた

ことを特徴 とする画像受信装置。

8 (削除)

9 (削除)

2０ (補正後 ) 画像の画質を評価する画質評価方法であって、

第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータに対 して、ェデータにつき該データ

を表現するために必要なビット数よ りも少ないビッ ト数の連続する所定のビットであっ

て、該データの上位所定数のビットと下位所定数のビットとを除いたビットを抽出し、

抽出されたビット列で表現される値 と、第 2 の画像において該ビット列の抽出対象にな

ったデータに相当するデータの値 とに基づいて、前記第 の画像 と前記第 2 の画像の差を

推定することによ り、前記第 の画像または第 2 の画像の画質を評価する
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ことを特徴 とする画質評価方法。

2 削除)

22 削除)

23 (削除)

24 (補正後 ) 画像フレームを表現する所定のデータ と して、画像フレームを所定サイズの

ブロ ックに分割 したブロ ックごとの、画素情報の平均値を用いる

請求項 2 ０に記載の画質評価方法。

25 補正後 ) 画像フレームを表現する所定のデータ と して、画像フレームを所定サイズの

ブロ ックに分割したブロックごとの、画素情報の平均値 と、各画素情報 と前記平均値の差

分絶対値の平均値を用いる

請求項 2 ０に記載の画質評価方法。

26 (補正後 ) 画像フレームを表現する所定のデータ と して、画像フレームを所定サイズの

ブロ ックに分割したブロ ックごとの、画素情報の分散を用いる

請求項 2 ０に記載の画質評価方法。

27 補正後 ) 画像フレームを表現する所定のデータ と して、画素情報を直交変換して得ら

れる周波数成分の集合における所定位置の周波数成分の情報を用いる

請求項 2 ０に記載の画質評価方法。

28 補正後 ) 画像フレームを表現する所定のデータ と して、画像フレームを所定サイズの

ブロ ック
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に分割したブロ ックごとの、ブロック内画素の画素情報を直交変換 して得られる周波数成

分の集合における所定位置の周波数成分の情報を用いる

請求項 2 ０に記載の画質評価方法。

29 (補正後 ) 画像フレームを表現する所定のデータ と して、所定の画素位置の画素情報を

用いる

請求項 2 ０に記載の画質評価方法。

3０ 画像フレームを表現する所定のデータ と して、フレーム内の画素を一定の間隔で間引き、

残った画素の画素情報を用いる

請求項 2 9 に記載の画質評価方法。

3 画像フレームを表現する所定のデータと して、フレーム内の画素をフレーム内の場所に

よって決定 される間隔で間引き、残った画素の画素情報を用いる

請求項 2 9 に記載の画質評価方法。

32 間引きの間隔を変えることによ り、送信する特徴量のデータ量を制御する

請求項 3 ０または請求項 3 に記載の画質評価方法。

33 画素情報が、該当する画素の輝度の情報、色差の情報、またはR G B値のいずれかもし

くはそれらを組み合わせた情報である

請求項 2 4 から請求項 3 のぅちのいずれか 項に記載の画質評価方法。

34 (補正後 ) 抽出されたビット列に対 して、当該ビット列を得る際に抽出されなかった上

位のビットを、第 2 の画像において当該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデ

ータの値 との差が最もⅡ、さ くなる値で補完することによ り、当該ビット列の抽出対象にな

った第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータの値を推定する

請求項 2 ０に記載の画質評価方法。

35 (補正後 ) 抽出されたビット列に対 して、当該ビット列を得る際に抽出されなかった下

位のビットを、当該下位のビットで表現可能な値の平均値で補完することによ り、当該ビ

ット列の抽出対象になった第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータの値を推

定する

請求項 2 ０に記載の画質評価方法。

36 (補正後 ) 推定 された第 の画像の画像フレームを表現する所定のデータの値 と、第 2
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の画像
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において前記推定 されたデータに相当するデータの値の差分に対して、ビット列を得る際

に抽出されなかった下位のビットによ り生じぅる、推定結果 とされるデータの値 と実際の

データの値 との誤差の平均値を減算 した値から、前記第 の画像 と前記第 2 の画像の差を

推定する

請求項 2 ０に記載の画質評価方法。

37 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得 られる伝送画像の画質を評

価するための画質評価方法であって、

符号化画像を送信する画像送出装置が、原画像の画像フレームを表現する所定のデータ

に対 して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よ りも少ないビット

数の所定のビットを抽出し、

前記画像送出装置が、抽出されたビット列で表現される値を、前記原画像の特徴量と し

て、前記符号化画像の送信先である画像受信装置に送信 し、

符号化画像を受信 して復号することによ り伝送画像を得る前記画像受信装置が、前記原

画像の特徴量 と して受信 した前記抽出されたビット列で表現される値 と、伝送画像の画像

フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータの値 とに基づ

いて、原画像 と伝送画像の差を推定することによ り、伝送画像の画質を評価する

請求項 2 ０に記載の画質評価方法。

38 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得られる伝送画像の画質を評

価するための画質評価方法であって、

符号化画像を受信 して復号することによ り伝送画像を得る画像受信装置が、伝送画像の

画像フレームを表現する所定のデータに対 して、 データにつき該データを表現するため

に必要なビット数よ り も少ないビット数の所定のビットを抽出し、

前記画像受信装置が、抽出されたビット列で表現される値を、前記伝送画像の特徴量と

して、前記符号化画像の送信元である画像送出装置に送信 し、

前記画像送出装置が、前記伝送画像の特徴量 と して受信 した前記抽出されたビット列で

表現される値 と、原画像の画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象になったデータに

相当するデータの値 とに基づいて、原画像 と伝送画像の差を推定するこ
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4 抽出されたビット列に対 して、当該ビット列を得る際に抽出されなかったビットを補完

することによ り、当該ビット列の抽出対象になった第 の画像の画像フレームを表現する

所定のデータの値を推定 し、

推定 された第 ェの画像の画像フレームを表現する所定のデータの値 と、第 2 の画像の画

像フレームにおいて前記推定 されたデータに相当するデータの値の差分から、前記第 の

画像 と前記第 2 の画像の差を推定する

請求項 2 ０、請求項 3 7から請求項 4 ０のぅちのいずれか 項に記載の画質評価方法。

42 抽出されたビット列に対 して、当該 ビット列を得る際に抽出されなかったビットを予め

定めておいた値で補完することによ り、当該ビット列の抽出対象になった第 の画像の画

像フレームを表現する所定のデータの値を推定する

請求項 4 に記載の画質評価方法。

43 抽出されたビット列に対 して、当該 ビット列を得る際に抽出されなかったビットを、第

2 の画像において当該ビット列の抽出対象になったデータに相当するデータの値で補完

することによ り、当該ビット列の抽出対象になった第 の画像の画像フレームを表現する

所定のデータの値を推定する

請求項 4 に記載の画質評価方法。

44 抽出されたビット列で表現される値を、第 の画像の特徴量 と し、可逆符号化 して送信

する

請求項 3 7から請求項 4 ０のぅちのいずれか 項に記載の画質評価方法。

45 可逆符号化の方法が、算術符号化である

請求項 4 4 に記載の画質評価方法。

46 可逆符号化の方法が、二値画像符号化方法である 符号化である

請求項 4 4 に記載の画質評価方法。

47 補正後 ) 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得られる伝送画像の

画質を評価するための画質評価用プログラムであって、原画像を符号化 して前記符号化画

像を送信する画像送出装置に適用 される画質評価用プログラムにおいて、

コンピュータに、
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原画像の画像フレームを表現する所定のデータに対 して、 データにつき該データを表

現するために必要なビット数よ りも少ないビット数の連続する所定のビットであって、該

データの上位所定数のビットと下位所定数のビットとを除いたビットを抽出する処理、お

よび

抽出されたビット列で表現される値を、前記原画像の特徴量 と して、前記符号化画像の

送信先である画像受信装置に送信する処理

を実行させるための画質評価用プログラム。

48] 補正後 ) 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得られる伝送画像の

画質を評価するための画質評価用プログラムであって、原画像を符号化 して前記符号化画

像を送信する画像送出装置に適用 される画質評価用プログラムにおいて、

コンピュータに、

伝送画像の特徴量と して受信 した、前記伝送画像の画像フレームを表現する所定のデー

タに対 して、ェデータにつき該データを表現するために必要なビット数よ りも少ないビッ

ト数の連続する所定のビットであって、該データの上位所定数のビットと下位所定数のビ

ットとを除いたビットを抽出することによ り得られるビット列で表現される値 と、原画像

の画像フレームにおいて該 ビット列の抽出対象 となったデータに相当するデータの値 と

に基づいて、原画像 と伝送画像の差を推定することによ り、伝送画像の画質を評価する処

理

を実行 させるための画質評価用プログラム。

49 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号 して得 られる伝送画像の画質を評

価するための画質評価用プログラムであって、原画像を符号化 して前記符号化画像を送信

する画像送出装置に適用 される画質評価用プログラムにおいて、

コンピュータに、

伝送する前の符号化画像を復号 して得 られる復号画像の画像フレームを表現する所定

のデータに対 して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よ り も少な

いビット数の所定のビットを抽出する処理、および

抽出されたビット列で表現される値を、前記復号画像の特徴量として、前記符号化画像

の送信先である画像受信装置に送信する処理
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を実行させるための画質評価用プログラム。

5０ 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得 られる伝送画像の画質を評

価するための画質評価用プログラムであって、原画像を符号化 して前記符号化

補正された用紙 条約第 19条



73

画像を送信する画像送出装置に適用される画質評価用プログラムにおいて、

コンピュータに、

原画像を符号化する過程で得 られる局所復号画像の画像フレームを表現する所定のデ

ータに対 して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よ り も少ないビ

ット数の所定のビットを抽出する処理、および

抽出されたビット列で表現される値を、前記局所復号画像の特徴量として、前記符号化

画像の送信先である画像受信装置に送信する処理

を実行させるための画質評価用プログラム。

5 補正後 ) 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得られる伝送画像の

画質を評価するための画質評価用プログラムであって、符号化画像を受信 して復号するこ

とによ り伝送画像を得る画像受信装置に適用される画質評価用プログラムにおいて、

コンピュータに、

原画像の特徴量 と して受信 した、前記原画像の画像フレームを表現する所定のデータに

対 して、 データにつき該データを表現するために必要なビット数よ りも少ないビット数

の連続する所定のビットであって、該データの上位所定数のビットと下位所定数のビット

とを除いたビットを抽出することによ り得られるビット列で表現される値 と、伝送画像の

画像フレームにおいて該ビット列の抽出対象 となったデータに相当するデータの値 とに

基づいて、原画像 と伝送画像の差を推定することによ り、伝送画像の画質を評価する処理

を実行 させるための画質評価用プログラム。

52 (補正後 ) 原画像を符号化 した符号化画像を伝送 した先で復号して得られる伝送画像の

画質を評価するための画質評価用プログラムであって、符号化画像を受信 して復号するこ

とによ り伝送画像を得る画像受信装置に適用される画質評価用プログラムにおいて、

コンピュータに、

伝送画像の画像フレームを表現する所定のデータに対 して、 データにつき該データを

表現するために必要なビット数よ り も少ないビット数の連続する所定のビットであって、

該データの上位所定数のビットと下位所定数のビットとを除いたビットを抽出する処理、

および

抽出されたビット列で表現される値を、前記伝送画像の特徴量 と して、前記符号化
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画像の送信元である画像送出装置に送信する処理

を実行させるための画質評価用プログラム。

(削除)

(削除)
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