
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアクセスポイントヘッダを生成す
る生成手段と、
　前記生成手段により生成された前記ランダムアクセスポイントヘッダと、入力された画
像信号をそれぞれ符号化する符号化手段と、
　前記符号化手段により符号化された前記ランダムアクセスポイントヘッダと前記画像信
号を多重化し、ビットストリームを出力する出力手段と
　を含み、
　前記生成手段は、ランダムアクセスが開始されるポイントが、イントラピクチャである
か、イントラスライスであるか、または、その他であるかを示すデータを少なくとも含む
前記ランダムアクセスポイントヘッダを生成する
　ことを特徴とする符号化装置。
【請求項２】
　ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアクセスポイントヘッダを生成す
る生成ステップと、
　前記生成ステップの処理で生成された前記ランダムアクセスポイントヘッダと、入力さ
れた画像信号をそれぞれ符号化する符号化ステップと、
　前記符号化ステップの処理で符号化された前記ランダムアクセスポイントヘッダと前記
画像信号を多重化し、ビットストリームの出力を制御する出力制御ステップと
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　を含み、
　前記生成ステップは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、イントラピクチャで
あるか、イントラスライスであるか、または、その他であるかを示すデータを少なくとも
含む前記ランダムアクセスポイントヘッダを生成する
　ことを特徴とする符号化方法。
【請求項３】
　ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアクセスポイントヘッダを生成す
る生成ステップと、
　前記生成ステップの処理で生成された前記ランダムアクセスポイントヘッダと、入力さ
れた画像信号をそれぞれ符号化する符号化ステップと、
　前記符号化ステップの処理で符号化された前記ランダムアクセスポイントヘッダと前記
画像信号を多重化し、ビットストリームの出力を制御する出力制御ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させ、
　前記生成ステップは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、イントラピクチャで
あるか、イントラスライスであるか、または、その他であるかを示すデータを少なくとも
含む前記ランダムアクセスポイントヘッダを生成する
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項４】
　ビットストリームを入力する入力手段と、
　ランダムアクセスが指示された場合、前記入力手段により入力された前記ビットストリ
ームに含まれる、ランダムアクセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポイン
トヘッダを検索する検索手段と、
　前記検索手段により検索された前記ランダムアクセスポイントヘッダに含まれる前記情
報を参照してランダムアクセスを制御する制御手段と
　を含み、
　前記ランダムアクセスポイントヘッダは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、
イントラピクチャであるか、イントラスライスであるか、または、その他であるかを示す
データを少なくとも含んでいる
　ことを特徴とする復号装置。
【請求項５】
　ランダムアクセスが指示された場合、入力されたビットストリームに含まれる、ランダ
ムアクセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポイントヘッダを検索する検索
ステップと、
　前記検索ステップの処理で検索された前記ランダムアクセスポイントヘッダに含まれる
前記情報を参照してランダムアクセスを制御する制御ステップと
　を含み、
　前記ランダムアクセスポイントヘッダは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、
イントラピクチャであるか、イントラスライスであるか、または、その他であるかを示す
データを少なくとも含んでいる
　ことを特徴とする復号方法。
【請求項６】
　ランダムアクセスが指示された場合、入力されたビットストリームに含まれる、ランダ
ムアクセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポイントヘッダを検索する検索
ステップと、
　前記検索ステップの処理で検索された前記ランダムアクセスポイントヘッダに含まれる
前記情報を参照してランダムアクセスを制御する制御ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させ、
　前記ランダムアクセスポイントヘッダは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、
イントラピクチャであるか、イントラスライスであるか、または、その他であるかを示す
データを少なくとも含んでいる
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　ことを特徴とするプログラム。
【請求項７】
　ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアクセスポイントヘッダを生成す
る生成手段と、
　前記生成手段により生成された前記ランダムアクセスポイントヘッダと、入力された画
像信号をそれぞれ符号化する符号化手段と、
　前記符号化手段により符号化された前記ランダムアクセスポイントヘッダと前記画像信
号を多重化し、ビットストリームを出力する出力手段と
　を含み、
　前記生成手段は、ランダムアクセスが開始されるポイントが、ピクチャの先頭と一致す
るか否かを示すフラグを少なくとも含む前記ランダムアクセスポイントヘッダを生成する
　ことを特徴とする符号化装置。
【請求項８】
　ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアクセスポイントヘッダを生成す
る生成ステップと、
　前記生成ステップの処理で生成された前記ランダムアクセスポイントヘッダと、入力さ
れた画像信号をそれぞれ符号化する符号化ステップと、
　前記符号化ステップの処理で符号化された前記ランダムアクセスポイントヘッダと前記
画像信号を多重化し、ビットストリームの出力を制御する出力制御ステップと
　を含み、
　前記生成ステップは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、ピクチャの先頭と一
致するか否かを示すフラグを少なくとも含む前記ランダムアクセスポイントヘッダを生成
する
　ことを特徴とする符号化方法。
【請求項９】
　ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアクセスポイントヘッダを生成す
る生成ステップと、
　前記生成ステップの処理で生成された前記ランダムアクセスポイントヘッダと、入力さ
れた画像信号をそれぞれ符号化する符号化ステップと、
　前記符号化ステップの処理で符号化された前記ランダムアクセスポイントヘッダと前記
画像信号を多重化し、ビットストリームの出力を制御する出力制御ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させ、
　前記生成ステップは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、ピクチャの先頭と一
致するか否かを示すフラグを少なくとも含む前記ランダムアクセスポイントヘッダを生成
する
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　ビットストリームを入力する入力手段と、
　ランダムアクセスが指示された場合、前記入力手段により入力された前記ビットストリ
ームに含まれる、ランダムアクセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポイン
トヘッダを検索する検索手段と、
　前記検索手段により検索された前記ランダムアクセスポイントヘッダに含まれる前記情
報を参照してランダムアクセスを制御する制御手段と
　を含み、
　前記ランダムアクセスポイントヘッダは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、
ピクチャの先頭と一致するか否かを示すフラグを少なくとも含んでいる
　ことを特徴とする復号装置。
【請求項１１】
　ランダムアクセスが指示された場合、入力されたビットストリームに含まれる、ランダ
ムアクセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポイントヘッダを検索する検索
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ステップと、
　前記検索ステップの処理で検索された前記ランダムアクセスポイントヘッダに含まれる
前記情報を参照してランダムアクセスを制御する制御ステップと
　を含み、
　前記ランダムアクセスポイントヘッダは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、
ピクチャの先頭と一致するか否かを示すフラグを少なくとも含んでいる
　ことを特徴とする復号方法。
【請求項１２】
　ランダムアクセスが指示された場合、入力されたビットストリームに含まれる、ランダ
ムアクセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポイントヘッダを検索する検索
ステップと、
　前記検索ステップの処理で検索された前記ランダムアクセスポイントヘッダに含まれる
前記情報を参照してランダムアクセスを制御する制御ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させ、
　前記ランダムアクセスポイントヘッダは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、
ピクチャの先頭と一致するか否かを示すフラグを少なくとも含んでいる
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は符号化装置および方法、復号装置および方法 並びにプログラムに関し、特に
、離散コサイン変換若しくはカルーネン・レーベ変換等の直交変換と動き補償によって圧
縮された画像情報（ビットストリーム）を、衛星放送、ケーブルテレビジョン放送、イン
ターネットなどのネットワークメディアを介して送受信する際に、若しくは光ディスク、
磁気ディスク、フラッシュメモリのような記憶メディア上で処理する際に用いて好適な符
号化装置および方法、復号装置および方法 並びにプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、画像情報をデジタルとして取り扱い、その際、効率の良い情報の伝送、蓄積を目的
とし、画像情報特有の冗長性を利用して、離散コサイン変換等の直交変換と動き補償によ
り圧縮する MPEG（ Moving Picture Expert Group）などの方式に準拠した装置が、放送局
などの情報配信、および一般家庭における情報受信の双方において普及しつつある。
【０００３】
特に、 MPEG２（ ISO/IEC 13818-2）は、汎用画像圧縮方式として定義された規格であり、
飛び越し走査画像及び順次走査画像の双方、並びに標準解像度画像及び高精細画像を網羅
する標準で、例えば DVD（ Digital Versatile Disk）規格に代表されるように、プロフェ
ッショナル用途及びコンシューマ用途の広範なアプリケーションに広く用いられている。
【０００４】
この MPEG２圧縮方式を用いることにより、例えば、７２０×４８０画素を持つ標準解像度
の飛び越し走査画像に対しては４乃至８Ｍｂｐｓ、１９２０×１０８８画素を持つ高解像
度の飛び越し走査画像に対しては１８乃至２２Ｍｂｐｓの符号量（ビットレート）を割り
当てることで、高い圧縮率と良好な画質の実現が可能である。
【０００５】
MPEG２は主として放送用に適合する高画質符号化を対象としていたが、より高い圧縮率の
符号化方式には対応していなかったので、 MPEG４符号化方式の標準化が行われた。画像符
号化方式に関しては、１９９８年１２月に ISO/IEC 14496-2としてその規格が国際標準に
承認された。
【０００６】
さらに、近年、テレビ会議用の画像符号化を当初の目的として、国際電気連合の電気通信
標準化部門である ITU-T (International Telecommunication Union －  Telecommunicatio
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n Standardization Sector)によるＨ .２６Ｌ（ ITU-T Q6/16 VCEG）という標準の規格化が
進んでいる。Ｈ．２６Ｌは、 MPEG２や MPEG４といった符号化方式に比べ、その符号化、復
号に、より多くの演算量が要求されるものの、より高い符号化効率が実現されることが知
られている。
【０００７】
また、現在、 MPEG４の活動の一環として、このＨ．２６Ｌに基づいた、Ｈ．２６Ｌではサ
ポートされない機能をも取り入れた、より高い符号化効率を実現する符号化技術の標準化
が ITU-Tと共同でＪＶＴ（ Joint Video Team）として行われている。
【０００８】
ここで、離散コサイン変換若しくはカルーネン・レーベ変換等の直交変換と動き補償とに
よる画像圧縮について説明する。図１は、従来の画像情報符号化装置の一例の構成を示す
図である。
【０００９】
図１に示した画像情報符号化装置１０において、入力端子１１より入力されたアナログ信
号からなる画像情報は、Ａ／Ｄ変換部１２により、デジタル信号に変換される。そして、
画面並べ替えバッファ１３は、Ａ／Ｄ変換部１２より供給された画像情報のＧＯＰ（ Grou
p of Pictures）構造に応じて、フレームの並べ替えを行う。
【００１０】
ここで、画面並べ替えバッファ１３は、イントラ（画像内）符号化が行われる画像に対し
ては、フレーム全体の画像情報を直交変換部１５に供給する。直交変換部１５は、画像情
報に対して離散コサイン変換若しくはカルーネン・レーベ変換等の直交変換を施し、変換
係数を量子化部１６に供給する。量子化部１６は、直交変換部１５から供給された変換係
数に対して量子化処理を施す。
【００１１】
可逆符号化部１７は、量子化部１６から供給された量子化された変換係数や量子化スケー
ル等から符号化モードを決定し、この符号化モードに対して可変長符号化、又は算術符号
化等の可逆符号化を施し、画像符号化単位のヘッダ部に挿入される情報を形成する。そし
て、可逆符号化部１７は、符号化された符号化モードを蓄積バッファ１８に供給して蓄積
させる。この符号化された符号化モードは、画像圧縮情報として出力端子１９より出力さ
れる。
【００１２】
また、可逆符号化部１７は、量子化された変換係数に対して可変長符号化、若しくは算術
符号化等の可逆符号化を施し、符号化された変換係数を蓄積バッファ１８に供給して蓄積
させる。この符号化された変換係数は、画像圧縮情報として出力端子１９より出力される
。
【００１３】
量子化部１６の挙動は、蓄積バッファ１８に蓄積された変換係数のデータ量に基づいて、
レート制御部２０によって制御される。また、量子化部２０は、量子化後の変換係数を逆
量子化部２１に供給し、逆量子化部２１は、その量子化後の変換係数を逆量子化する。逆
直交変換部２２は、逆量子化された変換係数に対して逆直交変換処理を施して復号画像情
報を生成し、その情報をフレームメモリ２３に供給して蓄積させる。
【００１４】
また、画面並べ替えバッファ１３は、インター（画像間）符号化が行われる画像に関して
は、画像情報を動き予測・補償部２４に供給する。動き予測・補償部２４は、同時に参照
される画像情報をフレームメモリ２３より取り出し、動き予測・補償処理を施して参照画
像情報を生成する。動き予測・補償部２４は、生成した参照画像情報を加算器１４に供給
し、加算器１４は、参照画像情報を対応する画像情報との差分信号に変換する。また、動
き予測・補償部２４は、同時に動きベクトル情報を可逆符号化部１７に供給する。
【００１５】
可逆符号化部１７は、量子化部１６から供給され量子化された変換係数および量子化スケ
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ール、並びに動き予測・補償部２４から供給された動きベクトル情報等から符号化モード
を決定し、その決定した符号化モードに対して可変長符号化または算術符号化等の可逆符
号化を施し、画像符号化単位のヘッダ部に挿入される情報を生成する。そして、可逆符号
化部１７は、符号化された符号化モードを蓄積バッファ１８に供給して蓄積させる。この
符号化された符号化モードは、画像圧縮情報として出力される。
【００１６】
また、可逆符号化部１７は、その動きベクトル情報に対して可変長符号化若しくは算術符
号化等の可逆符号化処理を施し、画像符号化単位のヘッダ部に挿入される情報を生成する
。
【００１７】
また、イントラ符号化と異なり、インター符号化の場合、直交変換部１５に入力される画
像情報は、加算器１４より得られた差分信号である。なお、その他の処理については、イ
ントラ符号化を施される画像圧縮情報と同様であるため、その説明を省略する。
【００１８】
次に、上述した画像情報符号化装置１０に対応する画像情報復号装置の一例の構成を図２
に示す。図２に示した画像情報復号装置４０において、入力端子４１より入力された画像
圧縮情報は、蓄積バッファ４２において一時的に格納された後、可逆復号部４３に転送さ
れる。
【００１９】
可逆復号部４３は、定められた画像圧縮情報のフォーマットに基づき、画像圧縮情報に対
して可変長復号若しくは算術復号等の処理を施し、ヘッダ部に格納された符号化モード情
報を取得し逆量子化部４４等に供給する。また同様に、可逆復号部４３は、量子化された
変換係数を取得し逆量子化部４４に供給する。さらに、可逆復号部４３は、復号するフレ
ームがインター符号化されたものである場合には、画像圧縮情報のヘッダ部に格納された
動きベクトル情報についても復号し、その情報を動き予測・補償部５１に供給する。
【００２０】
逆量子化部４４は、可逆復号部４３から供給された量子化後の変換係数を逆量子化し、変
換係数を逆直交変換部４５に供給する。逆直交変換部４５は、定められた画像圧縮情報の
フォーマットに基づき、変換係数に対して逆離散コサイン変換若しくは逆カルーネン・レ
ーベ変換等の逆直交変換を施す。
【００２１】
ここで、対象となるフレームがイントラ符号化されたものである場合、逆直交変換処理が
施された画像情報は、画面並べ替えバッファ４７に格納され、Ｄ／Ａ変換部４８における
Ｄ／Ａ変換処理の後に出力端子４９から出力される。
【００２２】
また、対象となるフレームがインター符号化されたものである場合、動き予測・補償部５
１は、可逆復号処理が施された動きベクトル情報とフレームメモリ５０に格納された画像
情報とに基づいて参照画像を生成し、加算器４６に供給する。加算器４６は、この参照画
像と逆直交変換部４５からの出力とを合成する。なお、その他の処理については、イント
ラ符号化されたフレームと同様であるため、説明を省略する。
【００２３】
ところで、先に述べた  Joint Video Team は、ＭＰＥＧ２やＭＰＥＧ４と同様に動き補償
と離散コサイン変換から構成されるハイブリッド符号化方式である。離散コサイン変換の
変換方法が４×４ブロックサイズの整数係数変換であったり、動き補償の際のブロックサ
イズが可変であるなど、詳細な方式は異なるが、基本的な方式は、図１に示した画像情報
符号化装置１０において行われる符号化方式と同様に行うことが可能であるようにされて
いる。
【００２４】
また、 Joint Video Teamで標準化が行われている符号化方式（以下 JVT Codec）では、Ｍ
ＰＥＧ２やＭＰＥＧ４などの符号化効率を改善するため、様々な方式が検討されている。
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例えば、離散コサイン変換の変換方法は、４×４ブロックサイズの整数係数変換が用いら
れている。そして、動き補償の際のブロックサイズが可変であり、より最適な動き補償が
行えるようになっている。しかしながら、基本的な方式は、図１に示した画像情報符号化
装置１０において行われる符号化方式と同様に行うことが可能であるようにされている。
【００２５】
従って、図２に示した画像情報復号装置４０において行われる復号方式と、基本的に同じ
方式により復号することが可能であるようにされている。
【００２６】
ＭＰＥＧ２，４では、フレームが１単位として符号化されるのに対して、 JVT Codecでは
、スライスが基本的な１単位として符号化される。復号に必要なピクチャヘッダなどの情
報は、各スライスにヘッダ情報として付加され符号化される。これにより JVT Codecでは
、各スライス単位で再同期をかけ、復号を開始することが可能とされている。
【００２７】
ＭＰＥＧ２，４は、イントラ符号化によるリフレッシュ（再同期）をＩピクチャによって
行っている。すなわち、所定のタイミングでＩピクチャを挿入し、そのＩピクチャから再
び復号を開始することが可能とされている。これに対し、 JVT Codecは、Ｉスライス（イ
ントラスライス）により再同期を行い、そのＩスライスから復号を開始することが可能と
されている。もちろん、そのピクチャを全てＩスライスにより符号化し、Ｉピクチャとし
て再同期を行うことも可能である。
【００２８】
Ｉスライスにより再同期をかけるようにすると、エラーなどが発生した場合に、スライス
単位で復号を再開することが可能となる。このようなエラー対策のためにＩスライスによ
る再同期は、 JVT Codecにて採用されている。
【００２９】
ランダムアクセスを行おうとする場合、ＭＰＥＧ２，４ではＧＯＰ構造の先頭がランダム
アクセスポイントになっており、各ＧＯＰの先頭には復号に必要なシーケンスヘッダが符
号化されている。ＧＯＰの先頭はかならず、ピクチャの先頭である。
【００３０】
これに対して JVT Codecでは、スライス単位で復号再開が可能であるため、必ずしもラン
ダムアクセスを行うためのポイントをピクチャの先頭にする必要は無い。従って、ランダ
ムアクセスを行うためのポイント（以下、適宜、ＲＡＰ（ランダムアクセスポイント）と
略記する）は、スライスの先頭であればよく、必ずしもピクチャの先頭である必要は無い
。
【００３１】
図３Ａにランダムアクセスポイントがピクチャの先頭と一致している場合の一例を示す。
この場合、Ｉピクチャの先頭に、ＲＡＰが存在している。図３Ｂにスライス単位でランダ
ムアクセスポイントを設定した場合の一例を示す。この場合、Ｉピクチャ、Ｂピクチャ、
またはＰピクチャの一部にＩスライスが設けられ、そのＩスライスがＲＡＰとして存在し
ている。
【００３２】
ＭＰＥＧ２，４では、ＧＯＰに  closed_gop, broken_link の二つのフラグが存在する。 c
losed_gop は、そのＧＯＰ内の全てのピクチャが、他のＧＯＰのピクチャを参照すること
がなく独立であるか、または、他のＧＯＰのピクチャを参照して依存関係があるかを示す
フラグである。
【００３３】
ディスプレイオーダ（ Display order）でＧＯＰ内の最初のＩピクチャ以前のＢピクチャ
は、それ以前のＧＯＰ内のＩピクチャまたはＰピクチャを参照する可能性がある。ランダ
ムアクセスにより、所定のＧＯＰの先頭から復号が開始される場合、 closed_gop=0 のと
き、Ｉピクチャより前のＢピクチャは正しく復号することが保証されていない。画像情報
復号装置４０は、 closed_gopを参照することにより、Ｉピクチャ以前のＢピクチャが正し
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く復号されるかどうか判定することが可能となる。
【００３４】
また broken_linkは、編集などにより、そのＧＯＰの前後でビットストリームの置き換え
が行われた場合、予測の参照画像が存在するかどうかを示すフラグである。 closed_gop=0
 であり、このＧＯＰの前のビットストリームを別のビットストリームに置き換えた場合
、Ｉピクチャ以前のＢピクチャの参照画像は失われ、このようなときには、 broken_link=
1とされる。これにより、画像情報復号装置４０側は、ビットストリーム中で編集を行い
、その編集で予測参照画像が存在しているかどうかを判定することが可能となる。
【００３５】
JVT Codecでは、ＭＰＥＧ２，４のような予測に加えて、 Multiple Reference Frame予測
が採用されている。 Multiple Reference Frame予測では、以下に説明するように、参照す
るピクチャの位置関係に自由度を持たせた予測が行われる。そのため、画像情報復号装置
４０側は、任意の数のフレームメモリを有し、そのどのフレームも予測参照フレームとす
ることが可能であるように構成される。
【００３６】
ＭＰＥＧ２，４を用いた復号では、画像情報復号装置４０側は、フレームメモリを２枚有
していれば良かった。ＭＰＥＧ２，４では、Ｐピクチャを扱う場合、直前のＩピクチャま
たはＰピクチャのみから予測を行い、Ｂピクチャを扱う場合、 Display orderで、その前
後のＩピクチャまたはＰピクチャからのみ予測を行うようにされていた。このとき、Ｂピ
クチャは、予測参照画像とすることは出来ないとされていた。
【００３７】
これに対して、 JVT Codecに採用されている Multiple Reference Frame予測は、そのフレ
ーム以前の任意のピクチャを参照することが可能であり、換言すれば、ピクチャタイプに
関わらず、Ｂピクチャも含めて、予測参照画像として設定することができるようにされて
いる。
【００３８】
このような予測を行う場合、ランダムアクセスや編集を行った際、予測画像を失うピクチ
ャが必ずしもＩピクチャより前のＢピクチャだけとは限らなくなる。Ｐピクチャにおいて
も、予測参照画像が失われれる可能性がある。従って、画像情報復号装置４０は、ランダ
ムアクセスの処理を実行した場合、どのフレームから正しく復号することが可能であるか
、何らかの方法で検索する必要がある。
【００３９】
JVT CodecではＲＡＰとなるヘッダに、上記の問題を解決するための、 pre_roll_count,in
itialization_delayという２つのフラグが含まれている。 pre_roll_countは、ＲＡＰから
何フレーム後に正しく復号することができるピクチャが存在するかを示すフラグである。
例えばこの値が０である場合、ＲＡＰ以降の全てのピクチャが正しく復号できることを示
す。
【００４０】
pre_roll_countは、ＭＰＥＧ２，４の closed_gopを拡張したものであり、同様の考え方に
基づくものであるが、上述したような違いがある。
【００４１】
initialization_delayは、何 msだけビットストリームをバッファに取り込みパースする必
要があるかを示すフラグである。 pre_roll_countの単位はピクチャで initialization_del
ay の単位は時間（ ms）である。どちらも同一の情報を異なる単位で示したものである。
【００４２】
上述したように JVT Codecは、ＲＡＰの先頭は必ずしもイントラ符号化スライスまたはピ
クチャである必要はない。
【００４３】
上述したことも含め図４を参照して、再度、 JVT CodecのＲＡＰについて説明する。図４
に示した例においては、 pre_roll_count＝４の場合を示している。Ｐピクチャであるピク
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チャＰ１に含まれるＩスライスの先頭が、ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）に設定さ
れている。ピクチャＢ２，Ｂ３，Ｐ４は、ピクチャＰ１より以前のピクチャを参照してお
り、すなわち、ＲＡＰよりも以前のピクチャを参照しており、ランダムアクセスが実行さ
れたとき、正しく復号されない。
【００４４】
これに対してピクチャＰ５以降は、ＲＡＰ以前を参照することはなく復号可能であるので
、これ以後のピクチャはランダムアクセスを行った後も正しく復号することができる。よ
ってこのような場合、 pre_roll_count＝４と設定される。
【００４５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような拡張だけでは不十分であり、より効率よくランダムアクセスを
実現する方法が必要でるといった問題があった。また、ビットストリームの編集などを行
うための機能や特殊再生を行うことが困難であるといった問題があった。このような問題
は、主に、以下に示すような原因に起因する。
【００４６】
上述したように JVT Codecにおいて、ＲＡＰは、必ずしもピクチャの先頭に含まれるとい
う規制はない。そのため JVT Codecは、ＭＰＥＧ２，４と比較して、より高い自由度を持
っているといえる。しかしながら、こうした自由度の高さは、逆に、復号する側の処理の
複雑さを増し、また、ビットストリームの編集（スプライシング）を行ったり、特殊再生
を行う際の複雑さが増すといった問題を引き起こす可能性があった。
【００４７】
例えば、ビットストリームの編集を考えた場合、ＭＰＥＧ２では、コマーシャル（ＣＭ）
などを、番組のビットストリームに挿入する際、ビットストリームレベルでの編集（スプ
ライス）が行われる。ＭＰＥＧ２においては、スプライス開始ポイントは、必ずＧＯＰの
先頭でなければならないという規制があるためである。
【００４８】
こうした編集ポイント（スプライスポイント）は、ピクチャの先頭と一致している必要が
ある。編集ポイントが、ピクチャの先頭と一致しているかどうか判定するためには、 JVT 
Codecにいおては、ＲＡＰのヘッダに記述されている情報だけでなく、その後に続くビデ
オのビットストリームを復号して判定する必要があり、簡単な処理により行うことができ
なかった。
【００４９】
また、特殊再生においても、 JVT Codecにおいては、ＲＡＰの先頭が必ずしもイントラで
ないため、その後に続くビットストリームを復号した後に、表示可能なピクチャまたはス
ライスを判定する必要があった。
【００５０】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、より効率良くランダムアクセスを
行えるようにし、また、ビットストリームの編集（スプライシング）や特殊再生などをよ
り簡便な方法で可能にすることを目的とする。
【００５１】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の符号化装置は、ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアク
セスポイントヘッダを生成する生成手段と、生成手段により生成されたランダムアクセス
ポイントヘッダと、入力された画像信号をそれぞれ符号化する符号化手段と、符号化手段
により符号化されたランダムアクセスポイントヘッダと画像信号を多重化し、ビットスト
リームを出力する出力手段とを含み、生成手段は、ランダムアクセスが開始されるポイン
トが、イントラピクチャであるか、イントラスライスであるか、または、その他であるか
を示すデータを少なくとも含むランダムアクセスポイントヘッダを生成することを特徴と
する。
【００５２】
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本発明の第１の符号化方法は、ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアク
セスポイントヘッダを生成する生成ステップと、生成ステップの処理で生成されたランダ
ムアクセスポイントヘッダと、入力された画像信号をそれぞれ符号化する符号化ステップ
と、符号化ステップの処理で符号化されたランダムアクセスポイントヘッダと画像信号を
多重化し、ビットストリームの出力を制御する出力制御ステップとを含み、生成ステップ
は、ランダムアクセスが開始されるポイントが、イントラピクチャであるか、イントラス
ライスであるか、または、その他であるかを示すデータを少なくとも含むランダムアクセ
スポイントヘッダを生成することを特徴とする。
【００５４】
本発明の第１のプログラムは、ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアク
セスポイントヘッダを生成する生成ステップと、生成ステップの処理で生成されたランダ
ムアクセスポイントヘッダと、入力された画像信号をそれぞれ符号化する符号化ステップ
と、符号化ステップの処理で符号化されたランダムアクセスポイントヘッダと画像信号を
多重化し、ビットストリームの出力を制御する出力制御ステップとを含む処理をコンピュ
ータに実行させ、生成ステップは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、イントラ
ピクチャであるか、イントラスライスであるか、または、その他であるかを示すデータを
少なくとも含むランダムアクセスポイントヘッダを生成することを特徴とする。
【００５５】
本発明の第１の復号装置は、ビットストリームを入力する入力手段と、ランダムアクセス
が指示された場合、入力手段により入力されたビットストリームに含まれる、ランダムア
クセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポイントヘッダを検索する検索手段
と、検索手段により検索されたランダムアクセスポイントヘッダに含まれる情報を参照し
てランダムアクセスを制御する制御手段とを含み、ランダムアクセスポイントヘッダは、
ランダムアクセスが開始されるポイントが、イントラピクチャであるか、イントラスライ
スであるか、または、その他であるかを示すデータを少なくとも含んでいることを特徴と
する。
【００５６】
本発明の第１の復号方法は、ランダムアクセスが指示された場合、入力されたビットスト
リームに含まれる、ランダムアクセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポイ
ントヘッダを検索する検索ステップと、検索ステップの処理で検索されたランダムアクセ
スポイントヘッダに含まれる情報を参照してランダムアクセスを制御する制御ステップと
を含み、ランダムアクセスポイントヘッダは、ランダムアクセスが開始されるポイントが
、イントラピクチャであるか、イントラスライスであるか、または、その他であるかを示
すデータを少なくとも含んでいることを特徴とする。
【００５８】
本発明の第２のプログラムは、ランダムアクセスが指示された場合、入力されたビットス
トリームに含まれる、ランダムアクセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポ
イントヘッダを検索する検索ステップと、検索ステップの処理で検索されたランダムアク
セスポイントヘッダに含まれる情報を参照してランダムアクセスを制御する制御ステップ
とを含む処理をコンピュータに実行させ、ランダムアクセスポイントヘッダは、ランダム
アクセスが開始されるポイントが、イントラピクチャであるか、イントラスライスである
か、または、その他であるかを示すデータを少なくとも含んでいることを特徴とする。
【００５９】
本発明の第２の符号化装置は、ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアク
セスポイントヘッダを生成する生成手段と、生成手段により生成されたランダムアクセス
ポイントヘッダと、入力された画像信号をそれぞれ符号化する符号化手段と、符号化手段
により符号化されたランダムアクセスポイントヘッダと画像信号を多重化し、ビットスト
リームを出力する出力手段とを含み、生成手段は、ランダムアクセスが開始されるポイン
トが、ピクチャの先頭と一致するか否かを示すフラグを少なくとも含むランダムアクセス
ポイントヘッダを生成することを特徴とする。
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【００６０】
本発明の第２の符号化方法は、ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアク
セスポイントヘッダを生成する生成ステップと、生成ステップの処理で生成されたランダ
ムアクセスポイントヘッダと、入力された画像信号をそれぞれ符号化する符号化ステップ
と、符号化ステップの処理で符号化されたランダムアクセスポイントヘッダと画像信号を
多重化し、ビットストリームの出力を制御する出力制御ステップとを含み、生成ステップ
は、ランダムアクセスが開始されるポイントが、ピクチャの先頭と一致するか否かを示す
フラグを少なくとも含むランダムアクセスポイントヘッダを生成することを特徴とする。
【００６２】
本発明の第３のプログラムは、ランダムアクセスが行われる際に参照されるランダムアク
セスポイントヘッダを生成する生成ステップと、生成ステップの処理で生成されたランダ
ムアクセスポイントヘッダと、入力された画像信号をそれぞれ符号化する符号化ステップ
と、符号化ステップの処理で符号化されたランダムアクセスポイントヘッダと画像信号を
多重化し、ビットストリームの出力を制御する出力制御ステップとを含む処理をコンピュ
ータに実行させ、生成ステップは、ランダムアクセスが開始されるポイントが、ピクチャ
の先頭と一致するか否かを示すフラグを少なくとも含むランダムアクセスポイントヘッダ
を生成することを特徴とする。
【００６３】
本発明の第２の復号装置は、ビットストリームを入力する入力手段と、ランダムアクセス
が指示された場合、入力手段により入力されたビットストリームに含まれる、ランダムア
クセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポイントヘッダを検索する検索手段
と、検索手段により検索されたランダムアクセスポイントヘッダに含まれる情報を参照し
てランダムアクセスを制御する制御手段とを含み、ランダムアクセスポイントヘッダは、
ランダムアクセスが開始されるポイントが、ピクチャの先頭と一致するか否かを示すフラ
グを少なくとも含んでいることを特徴とする。
【００６４】
本発明の第２の復号方法は、ランダムアクセスが指示された場合、入力されたビットスト
リームに含まれる、ランダムアクセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポイ
ントヘッダを検索する検索ステップと、検索ステップの処理で検索されたランダムアクセ
スポイントヘッダに含まれる情報を参照してランダムアクセスを制御する制御ステップと
を含み、ランダムアクセスポイントヘッダは、ランダムアクセスが開始されるポイントが
、ピクチャの先頭と一致するか否かを示すフラグを少なくとも含んでいることを特徴とす
る。
【００６６】
本発明の第４のプログラムは、ランダムアクセスが指示された場合、入力されたビットス
トリームに含まれる、ランダムアクセスに関する情報が含まれているランダムアクセスポ
イントヘッダを検索する検索ステップと、検索ステップの処理で検索されたランダムアク
セスポイントヘッダに含まれる情報を参照してランダムアクセスを制御する制御ステップ
とを含む処理をコンピュータに実行させ、ランダムアクセスポイントヘッダは、ランダム
アクセスが開始されるポイントが、ピクチャの先頭と一致するか否かを示すフラグを少な
くとも含んでいることを特徴とする。
【００６７】
本発明の第１の符号化装置及び方法、並びにプログラムにおいては、ランダムアクセスが
指示されたときに参照されるランダムアクセスポイントヘッダに、ランダムアクセスが開
始されるポイントが、イントラピクチャであるか、イントラスライスであるか、または、
その他であるかを示すデータが含まれる。
【００６８】
本発明の第１の復号装置及び方法、並びに第２のプログラムにおいては、ランダムアクセ
スが指示されたときに、ランダムアクセスが開始されるポイントが、イントラピクチャで
あるか、イントラスライスであるか、または、その他であるかを示すデータが含まれたラ
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ンダムアクセスポイントヘッダが検索される。
【００６９】
本発明の第２の符号化装置及び方法、並びに第３プログラムにおいては、ランダムアクセ
スが指示されたときに参照されるランダムアクセスポイントヘッダに、ランダムアクセス
が開始されるポイントが、ピクチャの先頭であるか否かを示すフラグが含まれる。
【００７０】
本発明の第２の復号装置及び方法、並びに第４のプログラムにおいては、ランダムアクセ
スが指示されたときに、ランダムアクセスが開始されるポイントが、ピクチャの先頭であ
るか否かを示すフラグが含まれたランダムアクセスポイントヘッダが検索される。
【００７１】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図５は、本発明を適用し
た画像情報符号化装置の一実施の形態の構成を示す図である。図５に示した画像情報符号
化装置１１０は、入力端子１１１より入力された画像情報を圧縮し、出力端子１１９より
画像圧縮情報として出力する。画像情報符号化装置１１０のＡ／Ｄ変換部１１２は、入力
端子１１１より入力された、アナログ信号で構成される画像情報をデジタル信号に変換し
、画面並べ替えバッファ１１３に供給する。
【００７２】
画面並べ替えバッファ１１３は、Ａ／Ｄ変換部１１２より供給されたデジタル信号で構成
される画像情報を出力端子１１９より出力される画像圧縮情報のＧＯＰ（ Group of Pictu
res）構造に応じて、フレームの並べ替えを行う。なお、以下の説明においてＧＯＰとは
、ランダムアクセスポイントを含むピクチャから、次のランダムアクセスポイントを含む
ピクチャの前までのピクチャの集まりとする。また、ＧＯＰの先頭のピクチャは、Ｉピク
チャでなくても良く、ＢピクチャやＰピクチャの場合もある。
【００７３】
画面並べ替えバッファ１１３は、取得した画像情報がイントラ（画像内）符号化が行われ
る画像である場合、フレーム全体の画像情報を、加算器１１４を介して直交変換部１１５
に供給する。
【００７４】
直交変換部１１５は、取得した画像情報に対して離散コサイン変換（ DCT）、またはカル
ーネン・レーベ変換等に代表される直交変換処理を施し、算出された変換係数を量子化部
１１６に供給する。量子化部１１６は、直交変換部１１５から供給された変換係数に対し
て量子化処理を施し、量子化された変換係数を可逆符号化部１１７に供給する。
【００７５】
可逆符号化部１１７は、量子化部１１６から供給された、量子化された変換係数や量子化
スケール等から符号化モードを決定し、この符号化モードに対して可変長符号化、または
算術符号化等の可逆符号化を施し、画像符号化単位のヘッダ部に挿入される情報を生成し
、符号化された符号化モードを蓄積バッファ１１８に供給して蓄積させる。この符号化さ
れた符号化モードは、画像圧縮情報として出力端子１１９より出力される。
【００７６】
また、可逆符号化部１１７は、量子化された変換係数に対して可変長符号化、若しくは算
術符号化等の可逆符号化を施し、符号化された変換係数を蓄積バッファ１１８に供給して
蓄積させる。
【００７７】
可逆符号化部１１７は、量子化部１１６から供給された量子化された変換係数および量子
化スケール、並びに動き予測・補償・予測モード決定部１２４から供給された動きベクト
ル情報等から符号化モードを決定し、その決定した符号化モードに対して可変長符号化ま
たは算術符号化等の可逆符号化を施し、画像符号化単位のヘッダ部に挿入される情報を生
成する。そして、可逆符号化部１１７は、符号化された符号化モードを蓄積バッファ１１
８に供給して蓄積させる。この符号化された符号化モードは、画像圧縮情報として出力さ
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れる。
【００７８】
また、可逆符号化部１１７は、その動きベクトル情報に対して可変長符号化若しくは算術
符号化等の可逆符号化処理を施し、画像符号化単位のヘッダ部に挿入される情報を生成す
る。
【００７９】
レート制御部１２０は、蓄積バッファ１１８に蓄積されているデータ量を監視し、そのデ
ータ残量が許容上限値まで増量すると、量子化制御信号を出力し、量子化部１１６の量子
化スケールを大きくすることにより、量子化データのデータ量を低下させる。また、これ
とは逆に、蓄積バッファ１１８に蓄積されているデータ残量が許容下限値まで減少すると
、レート制御部１２０は、量子化制御信号によって量子化部１１６の量子化スケールを小
さくすることにより、量子化データのデータ量を増大させる。このようにして、レート制
御部１２０は、蓄積バッファ１１８のオーバフローまたはアンダフローを防止する。
【００８０】
また、量子化部１１６は、量子化後の変換係数を逆量子化部１２１に供給し、逆量子化部
１２１は、その変換係数を逆量子化し、逆量子化された変換係数に対して逆直交変換処理
を施して復号画像情報を生成し、その情報をフレームメモリ１２３に供給して蓄積させる
。
【００８１】
また、画面並べ替えバッファ１１３は、インター（画像間）符号化が行われる画像の場合
、画像情報を動き予測・補償・予測モード決定部１２４に供給する。動き予測・補償・予
測モード決定部１２４は、同時に参照される画像情報をフレームメモリ１２３より取り出
し、動き予測・補償処理を施して参照画像情報を生成する。動き予測・補償・予測モード
決定部１２４は、この参照画像情報を加算器１１４に供給し、加算器１１４は、参照画像
情報を当該画像情報との差分信号に変換する。また、動き予測・補償・予測モード決定部
１２４は、動きベクトル情報を可逆符号化部１１７に供給する。
【００８２】
可逆符号化部１１７は、その動きベクトル情報に対して可変長符号化または算術符号化等
の可逆符号化処理を施し、画像圧縮情報のヘッダ部に挿入される情報を生成する。なお、
その他の処理については、イントラ符号化を施される画像圧縮情報と同様であるため、そ
れらの説明は省略する。
【００８３】
このような画像情報符号化装置１１０の構成は、従来の装置と基本的に同様であるが、本
実施の形態における画像情報符号化装置１１０は、さらに、ＲＡＰ（ランダムアクセスポ
イント）ヘッダ発生部１３１とピクチャタイプ決定部１３２を備えている。そこで、この
ＲＡＰヘッダ発生部１３１とピクチャタイプ決定部１３２を中心に以下に説明する。
【００８４】
画像情報符号化装置１１０に入力された画像情報は、Ａ／Ｄ変換部１１２においてデジタ
ル信号に変換され、画面並べ替えバッファ１１３に入力される一方で、画面並べ替えバッ
ファ１１３には、ピクチャタイプ決定部１３２からのデータも入力される。画面並べ替え
バッファ１１３におけるフレームの並べ替えは、ピクチャタイプ決定部１３２において決
定されるピクチャタイプに応じて行われる。
【００８５】
ピクチャタイプ決定部１３２は、各ピクチャの符号化ピクチャタイプを決定する。符号化
ピクチャタイプには、イントラ符号化ピクチャ（Ｉピクチャ）と、インター符号化ピクチ
ャ（Ｐピクチャ、Ｂピクチャ）がある。各ピクチャを、どの符号化ピクチャタイプで符号
化するかは、予め定められた所定の周期毎に所定のピクチャタイプになるように決定され
るか、外部からの制御により決定されるか、または、シーンチェンジの検出などが行われ
、その結果に対応して決定される。または、その他の手法でピクチャタイプが決定されて
も良い。
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【００８６】
ピクチャタイプ決定部１３２において決定された、符号化ピクチャタイプは、動き予測・
補償・予測モード決定部１２４に供給される。動き予測・補償・予測モード決定部１２４
は、供給された符号化ピクチャタイプに応じて、マクロブロック単位で、予測モードを決
定し、動き予測および補償を行う。
【００８７】
ピクチャタイプ決定部１３２において決定された符号化ピクチャタイプは、可逆符号化部
１１７に供給され、所定の手法により符号化され、ビットストリーム中に多重化される。
ピクチャタイプ決定部１３２において決定された符号化ピクチャタイプは、ＲＡＰヘッダ
発生部１３１にも供給される。
【００８８】
ＲＡＰヘッダ発生部１３１には、動き予測・補償・予測モード決定部１２４から、符号化
するマクロブロックの動き補償予測モード（マクロブロックタイプ）も供給される。
【００８９】
ＲＡＰヘッダ発生部１３１には、可逆符号化部１１７から、符号化するマクロブロックの
ピクチャ内の位置を示すマクロブロックアドレス（ MB_address）と、ピクチャ内のスライ
スの位置を示すスライスアドレス（ Slice_adress）も供給される。
【００９０】
ＲＡＰヘッダ発生部１３１は、供給された符号化ピクチャタイプ、マクロブロックタイプ
、マクロブロックアドレス、スライスアドレスに応じて所定のＲＡＰヘッダを発生する。
発生されたＲＡＰヘッダは、可逆符号化部１１７に供給され、ビットストリーム中の所定
の位置に符号化された後、多重化されて伝送される。
【００９１】
図６は、ＲＡＰヘッダ発生部１３１の構成例を示す図である。ＲＡＰヘッダ発生部１３１
は、ランダムアクセスポイント決定部１４１、ランダムアクセスタイプ決定部１４２、ア
ラインメントタイプ決定部１４３、および、ＲＡＰヘッダ生成部１４４から構成されてい
る。
【００９２】
ピクチャタイプ決定部１３２からのピクチャタイプ、可逆符号化部１１７からのマクロブ
ロックアドレスとスライスアドレス、および、動き予測・補償・予測モード決定部１２４
からのマクロブロック予測モードは、ランダムアクセスポイント決定部１４１に入力され
る。
【００９３】
ランダムアクセスポイント決定部１４１は、入力されたピクチャタイプ、マクロブロック
アドレス、スライスアドレス、および、マクロブロック予測モードに基づき、その時点で
符号化するマクロブロックの位置が、ランダムアクセスポイントであるか否かを決定する
。
【００９４】
ランダムアクセスポイント決定部１４１は、例えば、予め決められた所定のランダムアク
セス位置情報に基づいてランダムアクセスポイントであるか否かを決定する。また、例え
ば、Ｉピクチャの先頭をランダムアクセスポイントとしてもよい。また、別の形態として
は、Ｉスライスの先頭をランダムアクセスポイントとしても良い。また、別の形態として
は、一定周期毎にランダムアクセスポイントが設定されるようにしても良い。
【００９５】
ランダムアクセスポイント決定部１４１は、ランダムアクセスポイントであると判断した
場合、ＲＡＰヘッダを生成するための要求信号であるＲＡＰヘッダ要求信号（ＲＥＱ）を
、ランダムアクセスタイプ決定部１４２、アラインメントタイプ決定部１４３、および、
ＲＡＰヘッダ生成部１４４に出力する。
【００９６】
ランダムアクセスタイプ決定部１４２は、ＲＡＰヘッダ要求信号（ＲＥＱ）が入力される
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と、マクロブロックアドレスとピクチャタイプに基づいてランダムアクセスタイプ（ＲＡ
＿ＴＹＰＥ）を決定し、その結果をＲＡＰヘッダ生成部１４４に出力する。 JVT Codecに
おいては、ランダムアクセスポイントが必ずしもイントラ符号化ピクチャやスライスでな
くてもよいとされている。
【００９７】
ランダムアクセスタイプ決定部１４２は、ランダムアクセスポイントがイントラ符号化ピ
クチャである場合、ＲＡ＿ＴＹＰＥ＝１と設定し、イントラスライスである場合、ＲＡ＿
ＴＹＰＥ＝２と設定し、その他の符号化モードの場合、ＲＡ＿ＴＹＰＥ＝０と設定する。
以下に、ＲＡ＿ＴＹＰＥのセマンティクスの一例を示す。
【００９８】
　
　
　
　
　
　
【００９９】
ランダムアクセスタイプ（ＲＡ＿ＴＹＰＥ）により、画像情報符号化装置１１０に対応す
る画像情報復号装置側（例えば、図７に示したような構成を有する）では、復号時にビッ
トストリームの可逆符号化を行うことなく、ランダムアクセスポイントが、イントラ符号
化されているかを判定することが可能となる。
【０１００】
例えば、特殊再生時などにおいて、ピクチャ全体を復号して表示したい場合、または、ス
プライシングなどのようにランダムアクセスポイントでビットストリームを編集するよう
な場合、イントラ符号化ピクチャまたはスライスであるランダムアクセスポイントを検索
する必要がある。
【０１０１】
画像信号復号装置や編集装置では、ＲＡＰヘッダを検索することによりランダムアクセス
ポイントを検索し、かつ、ＲＡ＿ＴＹＰＥによりイントラ符号化されているランダムアク
セスポイントを検索する。これにより、イントラ符号化されたランダムアクセスポイント
を、効率よく検索することが可能になる。
【０１０２】
アラインメントタイプ決定部１４３は、ＲＡＰヘッダ要求信号（ＲＥＱ）が入力されると
、マクロブロックアドレス、ピクチャタイプに応じてアラインメントタイプ（ＡＬ＿ＴＹ
ＰＥ）を決定し、ＲＡＰヘッダ生成部１４４に出力する。アラインメントタイプは、ラン
ダムアクセスポイントが、ピクチャの先頭と一致しているかどうかを示すフラグである。
【０１０３】
例えば、ランダムアクセスポイントが、ピクチャの先頭と一致する場合、ＡＬ＿ＴＹＰＥ
＝１と設定され、それ以外の場合、換言すればピクチャの中間でスライスがランダムアク
セスポイントになっている場合、ＡＬ＿ＴＹＰＥ＝０と設定される。以下にＡＬ＿ＴＹＰ
Ｅのセマンティクスの一例を示す。
【０１０４】
　
　
　
　
　
【０１０５】
画像情報符号化装置１１０に対応する画像信号復号装置側は、アラインメントタイプ（Ａ
Ｌ＿ＴＹＰＥ）を参照することにより、復号時にビットストリームの可逆符号化を復号す
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ることなく、ランダムアクセスポイントがピクチャ中のどの位置に設定されているかを判
定することが可能となる。
【０１０６】
例えば、特殊再生などにおいてピクチャ全体を復号して表示させたい場合、または、スプ
ライシングなどのようにランダムアクセスポイントでビットストリームが編集されるよう
な場合、ピクチャの先頭とランダムアクセスポイントが一致しているランダムアクセスポ
イントを検索する必要がある。
【０１０７】
画像情報復号装置や編集装置は、ＲＡＰヘッダを検索することによりランダムアクセスポ
イントと検索し、かつ、ＡＬ＿ＴＹＰＥによりピクチャの先頭と一致しているランダムア
クセスを検索する。これにより、ピクチャの先頭に一致したランダムアクセスポイントを
、効率よく検索することが可能になる。
【０１０８】
ＲＡＰヘッダ生成部１４４は、ＲＡＰヘッダ要求信号（ＲＥＱ）が入力されると、ランダ
ムアクセスタイプ（ＲＡ＿ＴＹＰＥ）、アラインメントタイプ（ＡＬ＿ＴＹＰＥ）などの
情報を含むＲＡＰヘッダを生成し、可逆符号化部１１７（図５）に出力する。以下に、Ｒ
ＡＰヘッダ生成部１４４において生成されるにＲＡＰヘッダのシンタクスの一例を示す。
【０１０９】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１１０】
RAP_startcodeは、ＲＡＰヘッダが存在し、そのヘッダの開始を示すコードである。 close
d_GOPは、そのＧＯＰ内の全てのピクチャが他のＧＯＰのピクチャを参照することがなく
独立であるか、または、他のＧＯＰのピクチャを参照するという依存関係があるかどうか
を示すフラグである。
【０１１１】
broken_linkは、編集などにより、そのＧＯＰの前後でビットストリームの置き換えが行
われた場合、予測の参照画像が存在するか否かを示すフラグである。 pre_roll_countは、
ＲＡＰの何フレーム後から正しく復号することが可能であるかを示すフラグである。 init
ialization_delayは、何 msだけビットストリームをバッファに取り込みパースする必要が
あるかどうかを示すフラグである。
【０１１２】
RA_TYPEと AL_TYPEは、それぞれ、上述したように、ランダムアクセスのタイプとアライン
メントのタイプを表すフラグ（データ）である。
【０１１３】
図７に図５に示した画像情報符号化装置１１０に対応する復号装置の一実施の形態の構成
を示す。図７に示した復号装置１５０は、内部に、従来の画像情報復号装置４０（図２）
を含む構成とされている。従って、ここでは、画像情報復号装置４０以外の部分について
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主に説明する。
【０１１４】
画像情報符号化装置１１０により符号化され、図示されていないネットワークや蓄積メデ
ィアから供給される画像圧縮情報（ＢＳ：ビットストリーム）は、蓄積バッファ１５１に
入力される。蓄積バッファ１５１に蓄えられたビットストリームは、読み出し制御部１５
２により読み出され、画像情報復号装置４０に入力される。画像情報復号装置４０は、図
２に示した構成とされており、入力された画像圧縮情報（ビットストリーム）を復号し、
画像情報を出力する。
【０１１５】
また読み出し制御部１５２は、スタートコード検出部１５３に対して、入力されたビット
ストリームを供給する。スタートコード検出部１５３は、さらにビットストリームをＲＡ
Ｐヘッダ解析部１５４に出力したり、読み出し制御部１５２に対して、スタートコードの
検出結果などを出力する。
【０１１６】
ランダムアクセスや特殊再生時の際には、ビットストリーム中のランダムアクセスポイン
トが検索され、その検索結果に基づきアクセスが行われる。この場合、ＲＡＰヘッダのス
タートコードが検出され、そこからビットストリームの復号が開始される。以下、ランダ
ムアクセスや特殊再生時を例に挙げ、図７に示した復号装置１５０の動作について説明す
る。
【０１１７】
外部より（例えばユーザの指示により）、特殊再生などの指示としてランダムアクセスを
行えという制御信号が入力されると、復号装置１５０の読み出し制御部１５２は、スター
トコード検出部１５３に、検出要求信号（ＲＥＱ＿Ｓ）およびビットストリーム（ＢＳ）
を供給する。
【０１１８】
スタートコード検出部１５３は、検出要求信号を受信すると、入力されたビットストリー
ム中に存在するスタートコード（ RAP_startcode）の検出を開始する。スタートコードは
、ビットストリーム中の固有のバイトパターンであるため、スタートコードの検出は、ビ
ットストリームを復号する必要は無く、予め定められた固有のバイトパターンを検出すれ
ばよい。
【０１１９】
スタートコード検出部１５３は、ランダムアクセスポイント（ＲＡＰ）のスタートコード
を検出すると、検出信号（ＤＥＴ）を読み出し制御部１５２およびＲＡＰヘッダ解析部１
５４に出力する。またこのとき、ビットストリームもＲＡＰヘッダ解析部１５４に供給さ
れる。
【０１２０】
ＲＡＰヘッダ解析部１５４は、ランダムアクセスポイントのＲＡＰヘッダの内容を解析し
、ＲＡＰヘッダのスタートコードに続く内容を復号する。このＲＡＰヘッダの内容に応じ
て、ＲＡＰヘッダ解析部１５４は、読み出し制御信号（ＣＯＮＴ）を読み出し制御部１５
２に出力する。
【０１２１】
高速再生時のＲＡＰヘッダ解析部１５４の動作の一例を説明する。高速再生が行われる場
合、ランダムアクセスポイントは、イントラ符号化ピクチャまたはスライスである必要が
あるが、ランダムアクセスポイントのピクチャ以降のピクチャが、ランダムアクセスポイ
ントを超えて予測を行っているようなことがあっても良い。
【０１２２】
このような場合、ランダムアクセスポイントは、イントラでそのまま復号可能であるが、
それ以降のピクチャは  pre_roll_count が示すピクチャまで復号することはできない。従
って、  pre_roll_count の値はどのような値が設定されていても良いが、ＲＡ＿ＴＹＰＥ
は１または２と設定されているものでなければならない。
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【０１２３】
ＲＡ＿ＴＹＰＥが１である場合、ランダムアクセスポイントの先頭は、イントラピクチャ
であり、そのランダムアクセスポイントは、高速再生に用いることができる。そのイント
ラピクチャの分のビットストリームが、画像情報復号装置４０に供給され、復号されるよ
うに指示する制御信号（ＣＯＮＴ）が、ＲＡＰヘッダ解析部１５４から読み出し制御部１
５２に対して出力される。
【０１２４】
ＲＡ＿ＴＹＰＥが２である場合、ランダムアクセスポイントの先頭は、イントラスライス
であり、そのランダムアクセスポイントは、高速再生に用いることができる。そのイント
ラスライスの分のビットストリームが画像情報復号装置４０に供給され、復号されるよう
に指示する制御信号（ＣＯＮＴ）が、ＲＡＰヘッダ解析部１５４から読み出し制御部１５
２に対して出力される。
【０１２５】
次に、スプライスなどのビットストリームの編集時におけるランダムアクセスが行われる
際のＲＡＰヘッダ解析部１５４の動作の一例を説明する。スプライスが行なわれる場合、
ランダムアクセスポイントは、ピクチャの先頭と一致している必要があるが、ランダムア
クセスポイントが、イントラである必要は無く、ランダムアクセスポイントのピクチャ以
降のピクチャの予測が、ランダムアクセスポイントを超えて行われるようなことがあって
も良い。
【０１２６】
ランダムアクセスポイント以降のピクチャは  pre_roll_count が示すピクチャまで復号す
ることはできない。従って、 pre_roll_count、ＲＡ＿ＴＹＰＥの値は何でもよいが（制限
はないが）、ＡＬ＿ＴＹＰＥは１でなければならない。
【０１２７】
ＲＡＰヘッダ解析部１５４は、ＲＡＰヘッダを解析し、ＡＬ＿ＴＹＰＥの値が０である場
合、そのランダムアクセスポイントは使用できない。そのため、ＡＬ＿ＴＹＰＥの値が０
ではない、次のランダムアクセスポイントの検出が行われる。従って、ＲＡＰヘッダ解析
部１５４は、ＡＬ＿ＴＹＰＥが０である場合、次のランダムアクセスポイントを検出する
よう制御信号を読み出し制御部１５２に出力する。
【０１２８】
ＡＬ＿ＴＹＰＥが１である場合、ランダムアクセスポイントの先頭は、ピクチャの先頭と
一致しており、そのランダムアクセスポイントは、スプライスに用いることができる。そ
こで、ビットストリームが画像情報復号装置４０に供給されるように指示する制御信号が
、読み出し制御部１５２に出力される。
【０１２９】
このような指示が出されることにより、ランダムアクセスが実現される。画像情報復号装
置４０は、このような指示のもと、読み出し制御部１５２から出力されたビットストリー
ム（画像圧縮情報）を復号し、画像情報を図示されていないテレビジョン受像機などの画
像表示装置に対して出力する。
【０１３０】
このように、ＲＡ＿ＴＹＰＥとＡＬ＿ＴＹＰＥをＲＡＰヘッダに含ませることにより、復
号側において、ランダムアクセスの処理にかかる処理量を低減させることができる。
【０１３１】
上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェアに
より実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そ
のソフトウェアを構成するプログラムが専用のハードウェアに組み込まれているコンピュ
ータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行すること
が可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録媒体からインストールされ
る。記録媒体の説明の前に、記録媒体を扱うパーソナルコンピュータについて簡単に説明
する。
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【０１３２】
図８は、汎用のパーソナルコンピュータの内部構成例を示す図である。パーソナルコンピ
ュータのＣＰＵ（ Central Processing Unit）２１１は、ＲＯＭ（ Read Only Memory）２
１２に記憶されているプログラムに従って各種の処理を実行する。ＲＡＭ（ Random Acces
s Memory）２１３には、ＣＰＵ２１１が各種の処理を実行する上において必要なデータや
プログラムなどが適宜記憶される。入出力インタフェース２１５は、キーボードやマウス
から構成される入力部２１６が接続され、入力部２１６に入力された信号をＣＰＵ２１１
に出力する。また、入出力インタフェース２１５には、ディスプレイやスピーカなどから
構成される出力部７も接続されている。
【０１３３】
さらに、入出力インタフェース２１５には、ハードディスクなどから構成される記憶部２
１８、および、インターネットなどのネットワークを介して他の装置とデータの授受を行
う通信部２１９も接続されている。ドライブ２２０は、磁気ディスク２３１、光ディスク
２３２、光磁気ディスク２３３、半導体メモリ２３４などの記録媒体からデータを読み出
したり、データを書き込んだりするときに用いられる。
【０１３４】
記録媒体は、図８に示すように、パーソナルコンピュータとは別に、ユーザにプログラム
を提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク２３１（フレキ
シブルディスクを含む）、光ディスク２３２（ CD-ROM（ Compact Disc-Read Only Memory
）， DVD（ Digital Versatile Disc）を含む）、光磁気ディスク２３３（ MD（ Mini-Disc）
（登録商標）を含む）、若しくは半導体メモリ２３４などよりなるパッケージメディアに
より構成されるだけでなく、コンピュータに予め組み込まれた状態でユーザに提供される
、プログラムが記憶されているＲＯＭ２１２や記憶部２１８が含まれるハードディスクな
どで構成される。
【０１３５】
なお、本明細書において、媒体により提供されるプログラムを記述するステップは、記載
された順序に従って、時系列的に行われる処理は勿論、必ずしも時系列的に処理されなく
とも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１３６】
また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０１３７】
【発明の効果】
以上の如く本発明の第１の符号化装置及び方法、並びにプログラムによれば、ランダムア
クセスが指示されたときに参照されるランダムアクセスポイントヘッダに、ランダムアク
セスが開始されるポイントが、イントラピクチャであるか、イントラスライスであるか、
または、その他であるかを示すデータを含ませるようにしたので、復号する側で、ランダ
ムアクセスにかかる処理を簡便に行わせることが可能となる。
【０１３８】
また、本発明の第１の復号装置及び方法、並びに第２のプログラムによれば、ランダムア
クセスが指示されたときに、ランダムアクセスが開始されるポイントが、イントラピクチ
ャであるか、イントラスライスであるか、または、その他であるかを示すデータが含まれ
たランダムアクセスポイントヘッダを検索するようにしたので、ランダムアクセスにかか
る処理を簡便に行うことが可能となる。
【０１３９】
さらに、本発明の第２の符号化装置及び方法、並びに第３プログラムによれば、ランダム
アクセスが指示されたときに参照されるランダムアクセスポイントヘッダに、ランダムア
クセスが開始されるポイントが、ピクチャの先頭であるか否かを示すフラグを含ませるよ
うにしたので、復号する側で、ランダムアクセスにかかる処理を簡便に行わせることが可
能となる。
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【０１４０】
さらに、本発明の第２の復号装置及び方法、並びに第４のプログラムによれば、ランダム
アクセスが指示されたときに、ランダムアクセスが開始されるポイントが、ピクチャの先
頭であるか否かを示すフラグが含まれたランダムアクセスポイントヘッダを検索するよう
にしたので、ランダムアクセスにかかる処理を簡便に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の画像情報符号化装置の一例の構成を示す図である。
【図２】従来の画像情報復号装置の一例の構成を示す図である。
【図３】ランダムアクセスポイントについて説明する図である。
【図４】参照するピクチャについて説明する図である。
【図５】本発明を適用した画像情報符号化装置の一実施の形態の構成を示す図である。
【図６】ＲＡＰヘッダ発生部１３１の内部構成例を示す図である。
【図７】本発明を適用した復号装置の一実施の形態の構成を示す図である。
【図８】媒体を説明する図である。
【符号の説明】
１１０　画像情報符号化装置，　１１２　Ａ／Ｄ変換部，　１１３　画面並べ替えバッフ
ァ，　１１４　加算器，　１１５　直交変換部，　１１６　量子化部，　１１７　可逆符
号化部，　１１８　蓄積バッファ，　１２０　レート制御部，　１２１　逆量子化部，　
１２２　逆直交変換部，　１２３　フレームメモリ，　１２４　動き予測・補償・予測モ
ード決定部，　１３１　ＲＡＰヘッダ発生部，　１３２　ピクチャタイプ決定部，　１４
１　ランダムアクセスポイント決定部，　１４２　ランダムアクセスタイプ決定部，　１
４３　アラインメントタイプ決定部，　１４４　ＲＡＰヘッダ生成部，　１５０　復号装
置，　１５１　蓄積バッファ，　１５２　読み出し制御部，　１５３　スタートコード検
出部，１５４　ＲＡＰヘッダ解析部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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