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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオデータを復号する方法であって、
　以下の式に基づいて、以前に復号されたピクチャの以前に復号されたスライスの以前に
復号されたブロックの位置を決定するステップであって、
　　TargetCUAddr = (PicWidthInCtbsY* PicHeightInCtbsY)/2 + PicWidthInCtbsY /2
　　　「PicWidthInCtbsY」が、前記以前に復号されたブロックの単一の行に含まれる最
大コーディング単位(LCU)の数を表し、
　　　「PicHeightInCtbsY」が、前記以前に復号されたブロックに含まれるLCU行の総数
を表す、ステップと、
　決定された位置における以前に復号されたピクチャの以前に復号されたスライスの以前
に復号されたブロックのコンテキスト情報を、現在のピクチャの現在のスライスのための
初期化されたコンテキスト情報として継承することによって、前記現在のピクチャの前記
現在のスライスのためのコンテキスト情報を初期化するステップと、
　前記初期化されたコンテキスト情報を使用して前記現在のピクチャの前記現在のスライ
スのデータを復号するステップと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記以前に復号されたブロックはLCUを備え、前記決定された位置は、前記以前に復号
されたスライスと関連付けられる以前に復号されたピクチャ内の中心の位置である、請求
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項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記現在のスライスが単方向予測されたスライス(P-slice)を備え、前記以前に復号さ
れたスライスが双方向予測されたスライス(B-slice)を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記現在のスライスが双方向予測されたスライス(B-slice)を備え、前記以前に復号さ
れたスライスが単方向予測されたスライス(P-slice)を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記現在のスライスが、コンテキスト情報が前記以前に復号されたピクチャから継承さ
れる前記現在のピクチャの中の複数のスライスに含まれ、前記方法は、前記LCUを符号化
した後の前記コンテキスト情報を継承することによって、前記複数のスライスのすべての
ためのそれぞれのコンテキスト情報を初期化するステップをさらに備える、請求項２に記
載の方法。
【請求項６】
　前記現在のスライスがインターコーディングされるかどうかを決定するステップをさら
に備え、
　前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化する
ステップが、前記現在のスライスがインターコーディングされるという決定に基づいて、
前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記初期化されたコンテキスト情報と
して前記以前に復号されたブロックを復号した後の前記コンテキスト情報を継承するステ
ップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記以前に復号されたスライスがインターコーディングされるかどうかを決定するステ
ップをさらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記現在のスライスおよび前記以前に復号されたスライスが同じ量子化パラメータ(QP)
を共有するかどうかを決定するステップをさらに備え、
　前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化する
ステップが、前記現在のスライスおよび前記以前に復号されたスライスが同じQPを共有す
るという決定に基づいて、前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記初期化
されたコンテキスト情報として前記以前に復号されたブロックを復号した後の前記コンテ
キスト情報を継承するステップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　イントラランダムアクセスピクチャ(IRAP)が、出力順序において、前記現在のピクチャ
と、前記以前に復号されたスライスと関連付けられる以前に復号されたピクチャとの間に
位置するかどうかを決定するステップをさらに備え、
　前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化する
ステップが、前記出力順序において前記現在のピクチャと前記以前に復号されたピクチャ
との間にIRAPが位置しないという決定に基づいて、前記現在のピクチャの前記現在のスラ
イスのための前記初期化されたコンテキスト情報として、前記以前に復号されたピクチャ
の前記以前に復号されたブロックを復号した後の前記コンテキスト情報を継承するステッ
プを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記コンテキスト情報が、前記現在のスライスと関連付けられる1つまたは複数のコン
テキスト状態を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記以前に復号されたブロックがLCUを備え、前記決定された位置は、前記以前に復号
されたスライス中の中心位置である、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記以前に復号されたブロックを復号した後の前記コンテキスト情報を継承することに
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よって、前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化するステップが、前
記以前に復号されたブロックを復号した後の前記コンテキスト情報を継承することによっ
て、前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報のすべてではないが一部のコンテ
キストを初期化するステップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記現在のピクチャと同じ量子化パラメータ(QP)およびスライスタイプを共有する前記
以前に復号されたピクチャを、復号順序において前記現在のピクチャの前の最後のピクチ
ャとして特定することによって、前記以前に復号されたピクチャを選択するステップをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記初期化されたコンテキスト情報を使用して現在のピクチャの現在のスライスのデー
タを復号するステップは、前記初期化されたコンテキスト情報を使用して前記現在のスラ
イスと関連付けられるシンタックス要素をエントロピー復号するステップを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項１５】
　ビデオデータを符号化する方法であって、
　以下の式に基づいて、以前に符号化されたピクチャの以前に符号化されたスライスの以
前に符号化されたブロックの位置を決定するステップであって、
　　TargetCUAddr = (PicWidthInCtbsY* PicHeightInCtbsY)/2 + PicWidthInCtbsY /2
　　　「PicWidthInCtbsY」が、前記以前に符号化されたブロックの単一の行に含まれる
最大コーディング単位(LCU)の数を表し、
　　　「PicHeightInCtbsY」が、前記以前に符号化されたブロックに含まれるLCU行の総
数を表す、ステップと、
　決定された位置における以前に符号化されたピクチャの以前に符号化されたスライスの
以前に符号化されたブロックのコンテキスト情報を、現在のピクチャの現在のスライスの
ための初期化されたコンテキスト情報として継承することによって、前記現在のピクチャ
の前記現在のスライスのためのコンテキスト情報を初期化するステップと、
　前記初期化されたコンテキスト情報を使用して前記現在のピクチャの前記現在のスライ
スのデータを符号化するステップと
　を備える、方法。
【請求項１６】
　前記以前に符号化されたブロックはLCUを備え、前記決定された位置は、前記以前に符
号化されたスライスと関連付けられる以前に符号化されたピクチャ内の中心の位置である
、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記現在のスライスが単方向予測されたスライス(P-slice)を備え、前記以前に符号化
されたスライスが双方向予測されたスライス(B-slice)を備える、請求項１６に記載の方
法。
【請求項１８】
　前記現在のスライスが双方向予測されたスライス(B-slice)を備え、前記以前に符号化
されたスライスが単方向予測されたスライス(P-slice)を備える、請求項１６に記載の方
法。
【請求項１９】
　前記現在のスライスが、コンテキスト情報が前記以前に符号化されたピクチャから継承
される前記現在のピクチャの中の複数のスライスに含まれ、前記方法は、前記LCUを符号
化した後の前記コンテキスト情報を継承することによって、前記複数のスライスのすべて
のためのそれぞれのコンテキスト情報を初期化するステップをさらに備える、請求項１６
に記載の方法。
【請求項２０】
　前記現在のスライスがインターコーディングされるかどうかを決定するステップをさら
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に備え、
　前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化する
ステップが、前記現在のスライスがインターコーディングされるという決定に基づいて、
前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記初期化されたコンテキスト情報と
して前記以前に符号化されたブロックを符号化した後の前記コンテキスト情報を継承する
ステップを備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　前記以前に符号化されたスライスがインターコーディングされるかどうかを決定するス
テップをさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記現在のスライスおよび前記以前に符号化されたスライスが同じ量子化パラメータ(Q
P)を共有するかどうかを決定するステップをさらに備え、
　前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化する
ステップが、前記現在のスライスおよび前記以前に符号化されたスライスが同じQPを共有
するという決定に基づいて、前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記初期
化されたコンテキスト情報として前記以前に符号化されたブロックを符号化した後の前記
コンテキスト情報を継承するステップを備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２３】
　イントラランダムアクセスピクチャ(IRAP)が、出力順序において、前記現在のピクチャ
と、前記以前に符号化されたスライスと関連付けられる以前に符号化されたピクチャとの
間に位置するかどうかを決定するステップをさらに備え、
　前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化する
ステップが、前記出力順序において前記現在のピクチャと前記以前に符号化されたピクチ
ャとの間にIRAPが位置しないという決定に基づいて、前記現在のピクチャの前記現在のス
ライスのための前記初期化されたコンテキスト情報として、前記以前に符号化されたピク
チャの前記以前に符号化されたブロックの前記コンテキスト情報を継承するステップを備
える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２４】
　前記コンテキスト情報が、前記現在のスライスと関連付けられる1つまたは複数のコン
テキスト状態を備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２５】
　前記以前に符号化されたブロックが、前記以前に符号化されたスライス中の中心位置に
あるLCUを備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２６】
　前記以前に符号化されたブロックを符号化した後の前記コンテキスト情報を継承するこ
とによって、前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化するステップが
、前記以前に符号化されたブロックを符号化した後の前記コンテキスト情報を継承するこ
とによって、前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報のすべてではないが一部
のコンテキストを初期化するステップを備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記現在のピクチャと同じ量子化パラメータ(QP)およびスライスタイプを共有する前記
以前に符号化されたピクチャを、出力順序において前記現在のピクチャの前の最後のピク
チャとして特定することによって、前記以前に符号化されたピクチャを選択するステップ
をさらに備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記初期化されたコンテキスト情報を使用して現在のピクチャの現在のスライスのデー
タを符号化するステップは、前記初期化されたコンテキスト情報を使用して前記現在のス
ライスと関連付けられるシンタックス要素をエントロピー符号化するステップを含む、請
求項１５に記載の方法。
【請求項２９】
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　前記初期化されたコンテキスト情報を使用して前記現在のピクチャの前記現在のスライ
スのデータをコーディングするために、１つまたは複数のプロセッサが、前記初期化され
たコンテキスト情報を使用して前記現在のスライスと関連付けられるシンタックス要素を
エントロピーコーディングするように構成される、請求項１５に記載の方法。
【請求項３０】
　ビデオデータを記憶するように構成されるメモリと、
　前記メモリと通信している１つまたは複数のプロセッサとを備え、前記１つまたは複数
のプロセッサが、
　以下の式に基づいて、以前に復号されたピクチャの以前に復号されたスライスの以前に
復号されたブロックの位置を決定するステップであって、
　　TargetCUAddr = (PicWidthInCtbsY* PicHeightInCtbsY)/2 + PicWidthInCtbsY /2
　　　「PicWidthInCtbsY」が、前記以前に復号されたブロックの単一の行に含まれる最
大コーディング単位(LCU)の数を表し、
　　　「PicHeightInCtbsY」が、前記以前に復号されたブロックに含まれるLCU行の総数
を表す、ステップと、
　前記メモリに記憶された前記ビデオデータの前記以前にコーディングされたピクチャ内
の決定された位置において以前にコーディングされたスライスの以前にコーディングされ
たブロックをコーディングした後のコンテキスト情報を、現在のピクチャの現在のスライ
スのための初期化されたコンテキスト情報として継承することによって、前記現在のピク
チャの前記現在のスライスのためのコンテキスト情報を初期化するステップと、
　前記初期化されたコンテキスト情報を使用して前記現在のピクチャの前記現在のスライ
スのデータをコーディングするステップと
　を実行するように構成される、ビデオコーディングデバイス。
【請求項３１】
　前記以前にコーディングされたブロックはLCUを備え、前記決定された位置は、前記以
前にコーディングされたピクチャ内の中心の位置である、請求項３０に記載のビデオコー
ディングデバイス。
【請求項３２】
　前記現在のスライスが単方向予測されたスライス(P-slice)を備え、前記以前にコーデ
ィングされたスライスが双方向予測されたスライス(B-slice)を備える、請求項３１に記
載のビデオコーディングデバイス。
【請求項３３】
　前記現在のスライスが双方向予測されたスライス(B-slice)を備え、前記以前にコーデ
ィングされたスライスが単方向予測されたスライス(P-slice)を備える、請求項３１に記
載のビデオコーディングデバイス。
【請求項３４】
　前記現在のスライスが、コンテキスト情報が前記以前にコーディングされたピクチャか
ら継承される前記現在のピクチャの中の複数のスライスに含まれ、前記１つまたは複数の
プロセッサは、前記LCUをコーディングした後の前記コンテキスト情報を継承することに
よって、前記複数のスライスのすべてのためのそれぞれのコンテキスト情報を初期化する
ステップを実行するようにさらに構成される、請求項３１に記載のビデオコーディングデ
バイス。
【請求項３５】
　前記１つまたは複数のプロセッサは、前記現在のスライスがインターコーディングされ
るかどうかを決定するステップを実行するようにさらに構成され、
　前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化する
ために、前記１つまたは複数のプロセッサは、前記現在のスライスがインターコーディン
グされるという決定に基づいて、前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記
初期化されたコンテキスト情報として前記以前にコーディングされたブロックをコーディ
ングした後の前記コンテキスト情報を継承するステップを実行するようにさらに構成され



(6) JP 6619028 B2 2019.12.11

10

20

30

40

50

る、請求項３０に記載のビデオコーディングデバイス。
【請求項３６】
　前記１つまたは複数のプロセッサは、前記以前にコーディングされたスライスがインタ
ーコーディングされるかどうかを決定するステップを実行するように構成される、請求項
３５に記載のビデオコーディングデバイス。
【請求項３７】
　前記１つまたは複数のプロセッサは、前記現在のスライスおよび前記以前にコーディン
グされたブロックが同じ量子化パラメータ(QP)を共有するかどうかを決定するステップを
実行するようにさらに構成され、
　前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化する
ために、前記１つまたは複数のプロセッサは、前記現在のスライスおよび前記以前にコー
ディングされたスライスが同じQPを共有するという決定に基づいて、前記現在のピクチャ
の前記現在のスライスのための前記初期化されたコンテキスト情報として前記以前にコー
ディングされたブロックをコーディングした後の前記コンテキスト情報を継承するステッ
プを実行するように構成される、請求項３０に記載のビデオコーディングデバイス。
【請求項３８】
　前記１つまたは複数のプロセッサは、イントラランダムアクセスピクチャ(IRAP)が、出
力順序において、前記現在のピクチャと、前記以前にコーディングされたスライスと関連
付けられる以前にコーディングされたピクチャとの間に位置するかどうかを決定するステ
ップを実行するようにさらに構成され、
　前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化する
ために、前記１つまたは複数のプロセッサは、前記出力順序において前記現在のピクチャ
と前記以前にコーディングされたピクチャとの間にIRAPが位置しないという決定に基づい
て、前記現在のピクチャの前記現在のスライスのための前記初期化されたコンテキスト情
報として、前記以前にコーディングされたピクチャの前記以前にコーディングされたブロ
ックの前記コンテキスト情報を継承するステップを実行するように構成される、請求項３
０に記載のビデオコーディングデバイス。
【請求項３９】
　前記コンテキスト情報が、前記現在のスライスと関連付けられる1つまたは複数のコン
テキスト状態を備える、請求項３０に記載のビデオコーディングデバイス。
【請求項４０】
　前記以前にコーディングされたブロックがLCUを備え、前記決定された位置は、前記以
前にコーディングされたスライス中の中心位置である、請求項３０に記載のビデオコーデ
ィングデバイス。
【請求項４１】
　前記以前にコーディングされたブロックをコーディングした後の前記コンテキスト情報
を継承することによって、前記現在のスライスのための前記コンテキスト情報を初期化す
るために、前記１つまたは複数のプロセッサは、前記以前にコーディングされたブロック
をコーディングした後の前記コンテキスト情報を継承することによって、前記現在のスラ
イスのための前記コンテキスト情報のすべてではないが一部のコンテキストを初期化する
ステップを実行するように構成される、請求項３０に記載のビデオコーディングデバイス
。
【請求項４２】
　前記１つまたは複数のプロセッサは、前記現在のピクチャと同じ量子化パラメータ(QP)
およびスライスタイプを共有する前記以前にコーディングされたピクチャを、出力順序に
おいて前記現在のピクチャの前の最後のピクチャとして特定することによって、前記以前
にコーディングされたピクチャを選択するステップを実行するようにさらに構成される、
請求項３０に記載のビデオコーディングデバイス。
【請求項４３】
　前記記憶されたビデオデータが、符号化されたビデオデータを備え、
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　前記1つまたは複数のプロセッサがさらに、前記符号化されたビデオデータの少なくと
も一部分を復号して再構築されたビデオデータを形成するように構成され、
　前記ビデオコーディングデバイスがさらに、前記再構築されたビデオデータの少なくと
も一部分を表示するように構成される表示デバイスを備える、請求項３０に記載のビデオ
コーディングデバイス。
【請求項４４】
　前記1つまたは複数のプロセッサがさらに、前記記憶されたビデオデータの少なくとも
一部分を符号化するように構成され、
　前記以前にコーディングされたブロックが、以前に符号化されたブロックを備える、請
求項３０に記載のビデオコーディングデバイス。
【請求項４５】
　前記ビデオデータの少なくとも一部分を捕捉するように構成されるカメラをさらに備え
る、請求項４４に記載のビデオコーディングデバイス。
【請求項４６】
　以下の式に基づいて、以前に復号されたピクチャの以前に復号されたスライスの以前に
復号されたブロックの位置を決定する手段であって、
　　TargetCUAddr = (PicWidthInCtbsY* PicHeightInCtbsY)/2 + PicWidthInCtbsY /2
　　　「PicWidthInCtbsY」が、前記以前に復号されたブロックの単一の行に含まれる最
大コーディング単位(LCU)の数を表し、
　　　「PicHeightInCtbsY」が、前記以前に復号されたブロックに含まれるLCU行の総数
を表す、手段と、
　前記決定された位置において以前にコーディングされたピクチャの以前にコーディング
されたスライスの以前にコーディングされたブロックをコーディングした後のコンテキス
ト情報を、現在のピクチャの現在のスライスのための初期化されたコンテキスト情報とし
て継承することによって、前記現在のピクチャの前記現在のスライスのためのコンテキス
ト情報を初期化する手段と、
　前記初期化されたコンテキスト情報を使用して前記現在のピクチャの前記現在のスライ
スのデータをコーディングする手段と
　を備えるビデオコーディング装置。
【請求項４７】
　前記初期化されたコンテキスト情報を使用して現在のピクチャの現在のスライスのデー
タをコーディングする前記手段は、前記初期化されたコンテキスト情報を使用して前記現
在のスライスと関連付けられるシンタックス要素をエントロピーコーディングする手段を
備える、請求項４６に記載のビデオコーディング装置。
【請求項４８】
　命令が符号化された非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令が、実行さ
れると、ビデオコーディングデバイスの1つまたは複数のプロセッサに、
　以下の式に基づいて、以前に復号されたピクチャの以前に復号されたスライスの以前に
復号されたブロックの位置を決定するステップであって、
　　TargetCUAddr = (PicWidthInCtbsY* PicHeightInCtbsY)/2 + PicWidthInCtbsY /2
　　　「PicWidthInCtbsY」が、前記以前に復号されたブロックの単一の行に含まれる最
大コーディング単位(LCU)の数を表し、
　　　「PicHeightInCtbsY」が、前記以前に復号されたブロックに含まれるLCU行の総数
を表す、ステップと、
　前記決定された位置において以前にコーディングされたピクチャの以前にコーディング
されたスライスの以前にコーディングされたブロックをコーディングした後のコンテキス
ト情報を、現在のピクチャの現在のスライスのための初期化されたコンテキスト情報とし
て継承することによって、前記現在のピクチャの前記現在のスライスのためのコンテキス
ト情報を初期化するステップと、
　前記初期化されたコンテキスト情報を使用して前記現在のピクチャの前記現在のスライ
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スのデータをコーディングするステップと
　を実行させる、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４９】
　前記初期化されたコンテキスト情報を使用して現在のピクチャの現在のスライスのデー
タをコーディングするステップを前記1つまたは複数のプロセッサに実行させる命令は、
実行されると、前記初期化されたコンテキスト情報を使用して前記現在のスライスと関連
付けられるシンタックス要素をエントロピーコーディングするステップを前記1つまたは
複数のプロセッサに実行させる命令を含む、請求項４８に記載の非一時的コンピュータ可
読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、その内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、2015年5月29日に出願
された米国仮出願第62/168,571号の利益を主張する。
【０００２】
　本開示は、ビデオコーディングに関する。
【背景技術】
【０００３】
　デジタルビデオ能力は、デジタルテレビジョン、デジタルダイレクトブロードキャスト
システム、ワイヤレス放送システム、携帯情報端末(PDA)、ラップトップまたはデスクト
ップコンピュータ、タブレットコンピュータ、電子ブックリーダー、デジタルカメラ、デ
ジタル記録デバイス、デジタルメディアプレーヤ、ビデオゲーミングデバイス、ビデオゲ
ームコンソール、セルラー無線電話または衛星無線電話、いわゆる「スマートフォン」、
ビデオ会議デバイス、ビデオストリーミングデバイスなどを含む広範囲のデバイスに組み
込まれ得る。デジタルビデオデバイスは、MPEG-2、MPEG-4、ITU-T H.263、ITU-T H.264/M
PEG-4、Part 10、Advanced Video Coding(AVC)、現在開発中のHigh Efficiency Video Co
ding(HEVC)規格、およびそのような規格の拡張によって定義された規格に記載されるもの
などの、ビデオコーディング技法を実装する。ビデオデバイスは、そのようなビデオコー
ディング技法を実装することによって、デジタルビデオ情報をより効率的に送信し、受信
し、符号化し、復号し、かつ/または記憶することができる。
【０００４】
　ビデオコーディング技法は、ビデオシーケンスに固有の冗長性を低減または除去するた
めに、空間的(ピクチャ内)予測および/または時間的(ピクチャ間)予測を含む。ブロック
ベースのビデオコーディングのために、ビデオスライス(たとえば、ビデオフレーム、ま
たはビデオフレームの一部分)は、ビデオブロックに区分されることがあり、ビデオブロ
ックは、ツリーブロック、コーディング単位(CU)、および/またはコーディングノードと
呼ばれることもある。ピクチャのイントラコーディングされた(I)スライス中のビデオブ
ロックは、同じピクチャ中の隣接ブロック中の参照サンプルに対する空間的予測を使用し
て符号化される。ピクチャのインターコーディングされた(PまたはB)スライス中のビデオ
ブロックは、同じピクチャ中の隣接ブロック中の参照サンプルに対する空間的予測、また
は他の参照ピクチャ中の参照サンプルに対する時間的予測を使用することができる。ピク
チャは、フレームと呼ばれることがあり、参照ピクチャは、参照フレームと呼ばれること
がある。
【０００５】
　空間的予測または時間的予測は、コーディングされるべきブロックのための予測ブロッ
クをもたらす。残差データは、コーディングされるべき元のブロックと予測ブロックとの
間のピクセル差分を表す。インターコーディングされるブロックは、予測ブロックを形成
する参照サンプルのブロックを指す動きベクトルに従って符号化され、残差データは、コ
ーディングされたブロックと予測ブロックとの差分を示す。イントラコーディングされる
ブロックは、イントラコーディングモードおよび残差データに従って符号化される。さら
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なる圧縮のために、残差データは、画素領域から変換領域に変換され、残差変換係数をも
たらすことがあり、その残差変換係数は、次いで量子化され得る。最初に2次元アレイに
配置される量子化された変換係数は、変換係数の1次元ベクトルを生成するために走査さ
れることがあり、エントロピーコーディングが、さらなる圧縮を実現するために適用され
ることがある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】D. Marpe、H. Schwarz、およびT. Wiegand「Context-Based Adaptive B
inary Arithmetic Coding in the H.264/AVC Video Compression Standard」、IEEE Tran
s. Circuits and Systems for Video Technology、vol. 13、no. 7、2003年7月
【非特許文献２】V. SzeおよびM. Budagavi、「High throughput CABAC entropy coding 
in HEVC」、IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT
)、vol. 22、no. 12、pp. 1778-1791、2012年12月
【非特許文献３】T. Nguyen、D. Marpe、T. Wiegand、「Non-CE11: Proposed Cleanup fo
r Transform Coefficient Coding」、JCTVC-H0228、第8回会合:サンノゼ、カリフォルニ
ア州、米国、2012年2月1日～10日
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示は、ブロックベースのハイブリッドビデオコーディングにおけるエントロピーコ
ーディングモジュールに関する、例示的な技法を説明する。これらの技法は、HEVC(High 
Efficiency Video Coding)などの任意の既存のビデオコーデックに適用されることが可能
であり、またはこれらの技法は、任意の未来のビデオコーディング規格または他のプロプ
ライエタリの、もしくはプロプライエタリではないコーディング技法における、効率的な
コーディングツールになり得る。様々な態様が、バイナリ算術コーディング(BAC)ベース
のコーディングデバイスのための、コンテキストモデリングおよびコンテキスト初期化の
改善を対象とする。いくつかの技法が本明細書において説明され、本開示に従って、ビデ
オコーディングデバイスは技法を別々に、または様々な組合せで実施することができる。
【０００８】
　一例では、本開示は、ビデオデータを復号するための方法を対象とし、この方法は、現
在の変換係数のシンタックス要素の値の複数のビンの各々に対して、1つまたは複数の以
前に復号された変換係数のシンタックス要素の値のそれぞれの対応するビンを使用してコ
ンテキストを決定するステップを含み、コンテキストを決定するステップは、現在の変換
係数のシンタックス要素の値のi番目のビンのためのコンテキストを、以前に復号された
変換係数のシンタックス要素の値の対応するi番目のビンを使用して決定するステップを
備え、iが非負の整数を備え、以前に復号された変換係数のシンタックス要素の値の対応
するi番目のビンを使用するステップは、以前に復号された変換係数のシンタックス要素
の値のi番目のビンのみを使用し、以前に復号された変換係数のシンタックス要素の値の
他のビンを使用しないステップを備える。方法はさらに、決定されたコンテキストを使用
して、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンをコンテキスト適応バイナ
リ算術コーディング(CABAC)復号するステップを含み得る。
【０００９】
　別の例では、本開示は、ビデオデータを復号するための方法を対象とし、この方法は、
現在の変換係数のシンタックス要素の値の複数のビンの各々に対して、1つまたは複数の
以前に符号化された変換係数のシンタックス要素の値のそれぞれの対応するビンを使用し
てコンテキストを決定するステップを含み、コンテキストを決定するステップは、現在の
変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンのためのコンテキストを、以前に符号化
された変換係数のシンタックス要素の値の対応するi番目のビンを使用して決定するステ
ップを備え、iが非負の整数を備え、以前に符号化された変換係数のシンタックス要素の
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値の対応するi番目のビンを使用するステップは、以前に符号化された変換係数のシンタ
ックス要素の値のi番目のビンのみを使用し、以前に符号化された変換係数のシンタック
ス要素の値の他のビンを使用しないステップを備える。方法はさらに、決定されたコンテ
キストを使用して、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンをCABAC符号化
するステップを含み得る。
【００１０】
　別の例では、本開示はビデオデータをコーディングするためのデバイスを対象とし、こ
のデバイスは、ビデオデータを記憶するように構成されるメモリと、1つまたは複数のプ
ロセッサとを含む。1つまたは複数のプロセッサは、現在の変換係数のシンタックス要素
の値の複数のビンの各々に対して、1つまたは複数の以前にコーディングされた変換係数
のシンタックス要素の値のそれぞれの対応するビンを使用してコンテキストを決定するよ
うに構成され、コンテキストを決定するために、1つまたは複数のプロセッサは、現在の
変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンのためのコンテキストを、以前にコーデ
ィングされた変換係数のシンタックス要素の値の対応するi番目のビンを使用して決定す
るように構成され、iが非負の整数を備え、以前にコーディングされた変換係数のシンタ
ックス要素の値の対応するi番目のビンを使用するために、1つまたは複数のプロセッサは
、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンのみを使用
し、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値の他のビンを使用しない
ように構成される。プロセッサはさらに、決定されたコンテキストを使用して、現在の変
換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンをCABACコーディングするように構成され得
る。
【００１１】
　別の例では、本開示はビデオコーディング装置を対象とする。ビデオコーディング装置
は、現在の変換係数のシンタックス要素の値の複数のビンの各々に対して、1つまたは複
数の以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値のそれぞれの対応するビ
ンを使用してコンテキストを決定するための手段を含むことがあり、コンテキストを決定
するための手段は、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンのためのコン
テキストを、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値の対応するi番
目のビンを使用して決定するための手段を備え、iが非負の整数を備え、以前にコーディ
ングされた変換係数のシンタックス要素の値の対応するi番目のビンを使用するための手
段は、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンのみを
使用し、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値の他のビンを使用し
ないための手段を備える。ビデオコーディング装置はさらに、決定されたコンテキストを
使用して、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンをCABACコーディングす
るための手段を含み得る。
【００１２】
　別の例では、本開示は、命令が符号化されている非一時的コンピュータ可読記憶媒体を
対象とする。この命令は、実行されると、ビデオコーディングデバイスの1つまたは複数
のプロセッサに、現在の変換係数のシンタックス要素の値の複数のビンの各々に対して、
1つまたは複数の以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値のそれぞれ
の対応するビンを使用してコンテキストを決定させることができ、コンテキストを決定す
るために、1つまたは複数のプロセッサは、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番
目のビンのためのコンテキストを、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要
素の値の対応するi番目のビンを使用して決定するように構成され、iが非負の整数を備え
、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値の対応するi番目のビンを
使用するために、1つまたは複数のプロセッサは、以前にコーディングされた変換係数の
シンタックス要素の値のi番目のビンのみを使用し、以前にコーディングされた変換係数
のシンタックス要素の値の他のビンを使用しないように構成される。この命令はさらに、
実行されると、ビデオコーディングデバイスの1つまたは複数のプロセッサに、決定され
たコンテキストを使用して、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンをCAB



(11) JP 6619028 B2 2019.12.11

10

20

30

40

50

ACコーディングさせ得る。
【００１３】
　別の例では、本開示はビデオデータを復号する方法を対象とする。この方法は、以前に
復号されたスライスの以前に復号されたブロックのためのコンテキスト情報を現在のピク
チャの現在のスライスのための初期化されたコンテキスト情報として継承することによっ
て、現在のピクチャの現在のスライスのためのコンテキスト情報を初期化するステップと
、初期化されたコンテキスト情報を使用して現在のスライスのデータを復号するステップ
とを含み得る。
【００１４】
　別の例では、本開示はビデオデータを符号化する方法を対象とする。この方法は、以前
に符号化されたスライスの以前に符号化されたブロックのためのコンテキスト情報を現在
のピクチャの現在のスライスのための初期化されたコンテキスト情報として継承すること
によって、現在のピクチャの現在のスライスのためのコンテキスト情報を初期化するステ
ップと、初期化されたコンテキスト情報を使用して現在のスライスのデータを符号化する
ステップとを含み得る。
【００１５】
　別の例では、本開示はビデオデータをコーディングするためのデバイスを対象とし、こ
のデバイスは、ビデオデータを記憶するように構成されるメモリと、1つまたは複数のプ
ロセッサとを含む。1つまたは複数のプロセッサは、記憶されているビデオデータの以前
にコーディングされたスライスの以前にコーディングされたブロックをコーディングした
後のコンテキスト情報を現在のピクチャの現在のスライスのための初期化されたコンテキ
スト情報として継承することによって、現在のピクチャの現在のスライスのためのコンテ
キスト情報を初期化し、初期化されたコンテキスト情報を使用して現在のスライスのデー
タをコーディングするように構成され得る。
【００１６】
　別の例では、本開示はビデオコーディング装置を対象とする。ビデオコーディング装置
は、以前にコーディングされたスライスの以前にコーディングされたブロックをコーディ
ングした後のコンテキスト情報を現在のピクチャの現在のスライスのための初期化された
コンテキスト情報として継承することによって、現在のピクチャの現在のスライスのため
のコンテキスト情報を初期化するための手段と、初期化されたコンテキスト情報を使用し
て現在のスライスのデータをコーディングするための手段とを含み得る。
【００１７】
　別の例では、本開示は、命令が符号化されている非一時的コンピュータ可読記憶媒体を
対象とする。この命令は、実行されると、ビデオコーディングデバイスの1つまたは複数
のプロセッサに、以前にコーディングされたスライスの以前にコーディングされたブロッ
クをコーディングした後のコンテキスト情報を現在のピクチャの現在のスライスのための
初期化されたコンテキスト情報として継承することによって、現在のピクチャの現在のス
ライスのためのコンテキスト情報を初期化させ、初期化されたコンテキスト情報を使用し
て現在のスライスのデータをコーディングさせ得る。
【００１８】
　別の例では、本開示はビデオデータを処理する方法を対象とする。この方法は、現在の
変換係数を含む係数グループ(CG)を特定するステップを含むことがあり、CGは変換単位内
の変換係数の部分集合を表す。この方法はさらに、変換単位と関連付けられる変換サイズ
に基づいてCGのサイズを決定するステップを含み得る。
【００１９】
　別の例では、本開示はビデオデータをコーディングするためのデバイスを対象とし、こ
のデバイスは、ビデオデータを記憶するように構成されるメモリと、1つまたは複数のプ
ロセッサとを含む。1つまたは複数のプロセッサは、ビデオデータの現在の変換係数を含
む係数グループ(CG)を特定するように構成されることがあり、CGは変換単位内の変換係数
の部分集合を表す。1つまたは複数のプロセッサはさらに、変換単位と関連付けられる変
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換サイズに基づいてCGのサイズを決定するように構成され得る。
【００２０】
　別の例では、本開示は、命令が符号化されている非一時的コンピュータ可読記憶媒体を
対象とする。命令は、実行されると、ビデオコーディングデバイスの1つまたは複数のプ
ロセッサに、ビデオデータの現在の変換係数を含む係数グループ(CG)を特定させ、ここで
CGは変換単位内の変換係数の部分集合を表し、変換単位と関連付けられる変換サイズに基
づいてCGのサイズを決定させ得る。
【００２１】
　別の例では、本開示はビデオデータをコーディングするための装置を対象とする。この
装置は、現在の変換係数を含む係数グループ(CG)を特定するための手段を含むことがあり
、CGは変換単位内の変換係数の部分集合を表す。この装置はさらに、変換単位と関連付け
られる変換サイズに基づいてCGのサイズを決定するための手段を含み得る。
【００２２】
　別の例では、本開示は、符号化されたビデオビットストリームを記憶する非一時的コン
ピュータ可読記憶媒体を対象とする。このビットストリームは、ビデオ復号デバイスによ
って処理されると、ビデオ復号デバイスの1つまたは複数のプロセッサに、ビデオデータ
の現在の変換係数を含む係数グループ(CG)を特定させ、ここでCGは変換単位内の変換係数
の部分集合を表し、変換単位と関連付けられる変換サイズに基づいてCGのサイズを決定さ
せ得る。
【００２３】
　別の例では、本開示は、符号化されたビデオビットストリームを記憶する非一時的コン
ピュータ可読記憶媒体を対象とする。このビットストリームは、ビデオ復号デバイスによ
って処理されると、ビデオ復号デバイスの1つまたは複数のプロセッサに、以前にコーデ
ィングされたスライスの以前にコーディングされたブロックをコーディングした後のコン
テキスト情報を現在のピクチャの現在のスライスのための初期化されたコンテキスト情報
として継承することによって、現在のピクチャの現在のスライスのためのコンテキスト情
報を初期化させ、初期化されたコンテキスト情報を使用して現在のスライスのデータをコ
ーディングさせ得る。
【００２４】
　別の例では、本開示は、符号化されたビデオビットストリームを記憶する非一時的コン
ピュータ可読記憶媒体を対象とする。このビットストリームは、ビデオ復号デバイスによ
って処理されると、ビデオ復号デバイスの1つまたは複数のプロセッサに、現在の変換係
数のシンタックス要素の値の複数のビンの各々に対して、1つまたは複数の以前にコーデ
ィングされた変換係数のシンタックス要素の値のそれぞれの対応するビンを使用してコン
テキストを決定させることができ、コンテキストを決定するために、1つまたは複数のプ
ロセッサは、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンのためのコンテキス
トを、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値の対応するi番目のビ
ンを使用して決定するように構成され、iが非負の整数を備え、以前にコーディングされ
た変換係数のシンタックス要素の値の対応するi番目のビンを使用するために、1つまたは
複数のプロセッサは、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値のi番
目のビンのみを使用し、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値の他
のビンを使用しないように構成される。このビットストリームは、ビデオ復号デバイスに
よって処理されると、ビデオ復号デバイスの1つまたは複数のプロセッサに、決定された
コンテキストを使用して、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンをCABAC
コーディングさせ得る。
【００２５】
　本開示の1つまたは複数の態様の詳細が、添付の図面および以下の説明に記載される。
本開示に記載される技法の他の特徴、目的、および利点は、これらの説明および図面、な
らびに特許請求の範囲から明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
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【００２６】
【図１】改善されたコンテキスト適応バイナリ算術コーディング(CABAC)設計に従ってデ
ータをコーディングするための技法を利用し得る例示的なビデオ符号化および復号システ
ムを示すブロック図である。
【図２Ａ】バイナリ算術コーディング(BAC)に従ったrange更新技法を示す概念図である。
【図２Ｂ】バイナリ算術コーディング(BAC)に従ったrange更新技法を示す概念図である。
【図３】rangeに依存するBAC出力の例を示す概念図である。
【図４】改善されたCABAC設計に従ってデータをコーディングするための技法を実施し得
るビデオエンコーダの例を示すブロック図である。
【図５】本開示の技法に従ってCABACを実行するように構成され得る例示的なエントロピ
ー符号化ユニットのブロック図である。
【図６】改善されたCABAC設計に従ってデータをコーディングするための技法を実施し得
るビデオデコーダの例を示すブロック図である。
【図７】本開示の技法に従ってCABACを実行するように構成され得る例示的なエントロピ
ー符号化ユニットのブロック図である。
【図８】テーブルベースのバイナリ算術コーディングの例示的なプロセスを示すフローチ
ャートである。
【図９】残差4分木構造に基づく変換方式を示す概念図である。
【図１０】本明細書において説明されるコンテキストモデリング技法に関してエントロピ
ー復号ユニットおよび/またはエントロピー符号化ユニットが使用し得るテンプレートの
一例を示す図である。
【図１１】係数グループに基づく例示的な係数走査を示す概念図である。
【図１２】ビン導出の例を示す概念図である。
【図１３】異なるルーマビンに対する、TU内の異なる位置に対するコンテキストインデッ
クスの範囲を示す概念図である。
【図１４】ビデオコーディングデバイスまたはその様々な構成要素が、本開示のコンテキ
ストモデリング技法のうちの1つまたは複数を実施するために実行し得る、例示的なプロ
セスを示すフローチャートである。
【図１５】ビデオコーディングデバイスまたはその様々な構成要素が、本開示の継承ベー
スのコンテキスト初期化技法のうちの1つまたは複数を実施するために実行し得る、例示
的なプロセスを示すフローチャートである。
【図１６】ビデオコーディングデバイスまたはその様々な構成要素が、ビデオ復号プロセ
スの一部として本開示の技法のうちの1つまたは複数を実施するために実行し得る、例示
的なプロセスを示すフローチャートである。
【図１７】ビデオコーディングデバイスまたはその様々な構成要素が、本開示の1つまた
は複数の係数グループ(CG)サイズ決定技法を実施するために実行し得る、例示的なプロセ
スを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本開示の技法は全般に、ブロックベースのハイブリッドビデオコーディングにおけるエ
ントロピーコーディングに関する。これらの技法は、HEVC(High Efficiency Video Codin
g)などの任意の既存のビデオコーデックに適用されることが可能であり、またはこれらの
技法は、任意の未来のビデオコーディング規格または他のプロプライエタリの、もしくは
プロプライエタリではないコーディング技法における、効率的なコーディングツールであ
り得る。例示および説明を目的に、本開示の技法は全般に、HEVC(またはITU-T H.265)お
よび/またはITU-T H.264に関して説明される。
【００２８】
　ビデオコーディング規格は、ITU-T H.261、ISO/IEC MPEG-1 Visual、ITU-T H.262また
はISO/IEC MPEG-2 Visual、ITU-T H.263、ISO/IEC MPEG-4 Visual、および、そのスケー
ラブルビデオコーディング(SVC)拡張とマルチビュービデオコーディング(MVC)拡張とを含
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むITU-T H.264(ISO/IEC MPEG-4 AVCとしても知られる)を含む。
【００２９】
　加えて、その範囲拡張、マルチビュー拡張(MV-HEVC)、およびスケーラブル拡張(SHVC)
を含む、新しいビデオコーディング規格、すなわちHigh Efficiency Video Coding(HEVC)
またはITU-T H.265が、Joint Collaboration Team on Video Coding (JCT-VC)ならびにIT
U-T Video Coding Experts Group(VCEG)およびISO/IEC Motion Picture Experts Group (
MPEG)のJoint Collaboration Team on 3D Video Coding Extension Development(JCT-3V)
によって最近開発された。以後HEVC WDと呼ばれるHEVCの暫定仕様は、phenix.int-evry.f
r/jct/doc_end_user/documents/14_Vienna/wg11/JCTVC-N1003-v1.zipから入手可能である
。
【００３０】
　本開示の技法は、CABACコーディングと関連付けられる様々な問題を克服することがで
きる。具体的には、これらの技法は、改善されたCABAC設計およびより効率的な変換係数
コンテキストモデリング技法を含み、これらは単独で、または一緒に使用され得る。エン
トロピーコーディングでは、シンタックス要素の値はバイナリ形式で表され、各ビット(
または「ビン」)は特定のコンテキストを使用してコーディングされる。本開示の様々な
態様によれば、シンタックス要素の値のビンの集合のためのコンテキスト情報は、以前の
変換係数のシンタックス要素の以前にコーディングされた値のそれぞれのビンを使用して
決定され得る。追加の詳細が以下で論じられる。
【００３１】
　図1は、改善されたCABAC設計に従ってデータをコーディングするための技法を利用し得
る例示的なビデオ符号化および復号システム10を示すブロック図である。図1に示される
ように、システム10は、宛先デバイス14によって後で復号されるべき符号化されたビデオ
データを提供するソースデバイス12を含む。具体的には、ソースデバイス12は、コンピュ
ータ可読媒体16を介して宛先デバイス14にビデオデータを提供する。ソースデバイス12お
よび宛先デバイス14は、デスクトップコンピュータ、ノートブック(すなわち、ラップト
ップ)コンピュータ、タブレットコンピュータ、セットトップボックス、いわゆる「スマ
ート」フォンなどの電話ハンドセット、いわゆる「スマート」パッド、テレビジョン、カ
メラ、表示デバイス、デジタルメディアプレーヤ、ビデオゲームコンソール、ビデオスト
リーミングデバイス、などを含む、広範囲のデバイスのうちのいずれかを備え得る。場合
によっては、ソースデバイス12および宛先デバイス14は、ワイヤレス通信に対応し得る。
【００３２】
　宛先デバイス14は、コンピュータ可読媒体16を介して、復号されるべき符号化されたビ
デオデータを受信することができる。コンピュータ可読媒体16は、ソースデバイス12から
宛先デバイス14に符号化されたビデオデータを移動することが可能な任意のタイプの媒体
またはデバイスを備え得る。一例では、コンピュータ可読媒体16は、ソースデバイス12が
符号化されたビデオデータを宛先デバイス14へリアルタイムに直接送信することを可能に
する通信媒体を備え得る。符号化されたビデオデータは、ワイヤレス通信プロトコルなど
の通信規格に従って変調され、宛先デバイス14に送信され得る。通信媒体は、高周波(RF)
スペクトルなどの任意のワイヤレス通信媒体もしくは有線通信媒体、または、1つまたは
複数の物理的伝送線を備え得る。通信媒体は、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリ
アネットワーク、またはインターネットなどのグローバルネットワークなどの、パケット
ベースのネットワークの一部を形成し得る。通信媒体は、ルータ、スイッチ、基地局、ま
たは、ソースデバイス12から宛先デバイス14への通信を容易にするために有用であり得る
任意の他の機器を含み得る。
【００３３】
　いくつかの例では、符号化されたデータは、出力インターフェース22から記憶デバイス
に出力され得る。同様に、符号化されたデータは、入力インターフェースによって記憶デ
バイスからアクセスされ得る。記憶デバイスは、ハードドライブ、Blu-ray（登録商標）
ディスク、DVD、CD-ROM、フラッシュメモリ、揮発性もしくは不揮発性メモリ、または、
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符号化されたビデオデータを記憶するための任意の他の適切なデジタル記憶媒体などの、
様々な分散されたまたは局所的にアクセスされるデータ記憶媒体のうちのいずれかを含み
得る。さらなる例では、記憶デバイスは、ソースデバイス12によって生成された符号化さ
れたビデオを記憶し得るファイルサーバまたは別の中間記憶デバイスに対応し得る。宛先
デバイス14は、ストリーミングまたはダウンロードを介して記憶デバイスからの記憶され
たビデオデータにアクセスし得る。ファイルサーバは、符号化されたビデオデータを記憶
し、宛先デバイス14にその符号化されたビデオデータを送信することが可能な任意のタイ
プのサーバであり得る。例示的なファイルサーバは、(たとえば、ウェブサイトのための)
ウェブサーバ、FTPサーバ、ネットワーク接続ストレージ(NAS)デバイス、またはローカル
ディスクドライブを含む。宛先デバイス14は、インターネット接続を含む任意の標準的な
データ接続を介して、符号化されたビデオデータにアクセスすることができる。データ接
続は、ファイルサーバに記憶された符号化されたビデオデータにアクセスするのに適した
、ワイヤレスチャネル(たとえば、Wi-Fi接続)、有線接続(たとえば、DSL、ケーブルモデ
ムなど)、または両方の組合せを含み得る。記憶デバイスからの符号化されたビデオデー
タの送信は、ストリーミング送信、ダウンロード送信、またはそれらの組合せであり得る
。
【００３４】
　本開示の技法は、必ずしもワイヤレスの用途または設定に限定されるとは限らない。こ
の技法は、オーバージエアテレビジョン放送、ケーブルテレビジョン送信、衛星テレビジ
ョン送信、dynamic adaptive streaming over HTTP(DASH)などのインターネットストリー
ミングビデオ送信、データ記憶媒体上へ符号化されるデジタルビデオ、データ記憶媒体に
記憶されたデジタルビデオの復号、または他の適用例などの、様々なマルチメディア適用
例のうちのいずれかをサポートするビデオコーディングに適用され得る。いくつかの例で
は、システム10は、ビデオストリーミング、ビデオ再生、ビデオ放送、および/またはビ
デオ電話などの適用例をサポートするために、一方向または双方向ビデオ送信をサポート
するように構成され得る。
【００３５】
　図1の例では、ソースデバイス12は、ビデオソース18と、ビデオエンコーダ20と、出力
インターフェース22とを含む。宛先デバイス14は、入力インターフェース28と、ビデオデ
コーダ30と、表示デバイス32とを含む。本開示によれば、ソースデバイス12のビデオエン
コーダ20は、改善されたCABAC設計に従ってビデオデータをコーディングするための技法
を適用するように構成され得る。他の例では、ソースデバイスおよび宛先デバイスは、他
の構成要素または配置を含み得る。たとえば、ソースデバイス12は、外部カメラなどの外
部ビデオソース18からビデオデータを受信することがある。同様に、宛先デバイス14は、
一体型ディスプレイデバイスを含むのではなく、外部ディスプレイデバイスとインターフ
ェースすることがある。
【００３６】
　図1の示されるシステム10は一例にすぎない。改善されたCABAC設計に従ってデータをコ
ーディングするための技法は、任意のデジタルビデオ符号化および/または復号デバイス
によって実行され得る。一般に、本開示の技法はビデオ符号化デバイスによって実行され
るが、この技法は、一般に「コーデック」と呼ばれるビデオエンコーダ/デコーダによっ
ても実行され得る。その上、本開示の技法は、ビデオプリプロセッサによっても実行され
得る。ソースデバイス12および宛先デバイス14は、ソースデバイス12が宛先デバイス14に
送信するためのコーディングされたビデオデータを生成するようなコーディングデバイス
の例にすぎない。いくつかの例では、デバイス12、14は、デバイス12、14の各々がビデオ
符号化構成要素および復号構成要素を含むように実質的に対称的な方法で動作し得る。し
たがって、システム10は、たとえば、ビデオストリーミング、ビデオ再生、ビデオ放送、
またはビデオ電話のための、ビデオデバイス12、14間の一方向または双方向ビデオ送信を
サポートし得る。
【００３７】
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　ソースデバイス12のビデオソース18は、ビデオカメラ、以前にキャプチャされたビデオ
を含むビデオアーカイブ、および/またはビデオコンテンツプロバイダからビデオを受信
するビデオフィードインターフェースなどの、ビデオキャプチャデバイスを含み得る。さ
らなる代替として、ビデオソース18は、ソースビデオとしてコンピュータグラフィックス
ベースのデータを、または、ライブビデオ、アーカイブされたビデオ、およびコンピュー
タにより生成されたビデオの組合せを生成することができる。場合によっては、ビデオソ
ース18がビデオカメラである場合、ソースデバイス12および宛先デバイス14は、いわゆる
カメラ付き携帯電話またはビデオ付き携帯電話を形成し得る。しかしながら、上述された
ように、本開示において説明される技法は、一般に、ビデオコーディングに適用可能であ
ることがあり、ワイヤレス用途および/または有線用途に適用されることがある。各々の
場合において、キャプチャされた、事前にキャプチャされた、またはコンピュータにより
生成されたビデオは、ビデオエンコーダ20によって符号化され得る。次いで、符号化され
たビデオ情報は、出力インターフェース22によって、コンピュータ可読媒体16に出力され
得る。
【００３８】
　コンピュータ可読媒体16は、ワイヤレスブロードキャストもしくは有線ネットワーク送
信などの一時的媒体、または、ハードディスク、フラッシュドライブ、コンパクトディス
ク、デジタルビデオディスク、Blu-ray（登録商標）ディスク、もしくは他のコンピュー
タ可読媒体などの記憶媒体(すなわち、非一時的記憶媒体)を含み得る。いくつかの例では
、ネットワークサーバ(図示せず)は、ソースデバイス12から符号化されたビデオデータを
受信することができ、たとえば、ネットワーク送信を介して、宛先デバイス14に符号化さ
れたビデオデータを提供することができる。同様に、ディスクスタンプ設備などの媒体製
造設備のコンピューティングデバイスは、ソースデバイス12から符号化されたビデオデー
タを受信することができ、符号化されたビデオデータを含むディスクを製造することがで
きる。したがって、コンピュータ可読媒体16は、様々な例において、様々な形態の1つま
たは複数のコンピュータ可読媒体を含むと理解され得る。
【００３９】
　宛先デバイス14の入力インターフェース28は、コンピュータ可読媒体16から情報を受信
する。コンピュータ可読媒体16の情報は、ビデオエンコーダ20によって定義され、ビデオ
デコーダ30によっても使用される、シンタックス情報を含むことがあり、このシンタック
ス情報は、ブロックおよび他のコーディングされた単位、たとえばGOPの特性および/また
は処理を記述するシンタックス要素を含む。表示デバイス32は、復号されたビデオデータ
をユーザに表示し、陰極線管(CRT)、液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマディスプレイ、有
機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ、または別のタイプの表示デバイスなどの、様々な
表示デバイスのうちのいずれかを備え得る。
【００４０】
　ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、ITU-T H.265とも呼ばれるHigh Effici
ency Video Coding(HEVC)規格などのビデオ圧縮規格に従って動作し得る。代替的に、ビ
デオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、代替的にMPEG-4、Part 10、Advanced Vide
o Coding(AVC)と呼ばれるITU-T H.264規格、またはそのような規格の拡張などの、他のプ
ロプライエタリ規格または業界規格に従って動作し得る。しかしながら、本開示の技法は
、いかなる特定のコーディング規格にも限定されない。ビデオコーディング規格の他の例
は、MPEG-2とITU-T H.263とを含む。図1には示されないが、いくつかの態様では、ビデオ
エンコーダ20およびビデオデコーダ30は各々、オーディオエンコーダおよびデコーダと一
体化されることがあり、共通のデータストリームまたは別々のデータストリームにおける
オーディオとビデオの両方の符号化を処理するために、適切なMUX-DEMUXユニットまたは
他のハードウェアおよびソフトウェアを含むことがある。該当する場合、MUX-DEMUXユニ
ットは、ITU H.223マルチプレクサプロトコル、または、ユーザデータグラムプロトコル(
UDP)などの他のプロトコルに準拠し得る。
【００４１】
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　ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は各々、1つまたは複数のマイクロプロセ
ッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログ
ラマブルゲートアレイ(FPGA)、ディスクリート論理、ソフトウェア、ハードウェア、ファ
ームウェア、またはそれらの任意の組合せなどの、様々な適切なエンコーダ回路のいずれ
かとして実装され得る。本技法が部分的にソフトウェアで実装されるとき、デバイスは、
ソフトウェアのための命令を適切な非一時的コンピュータ可読媒体に記憶し、本開示の技
法を実行するために1つまたは複数のプロセッサを使用してハードウェアでその命令を実
行し得る。ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30の各々は、1つまたは複数のエン
コーダまたはデコーダに含まれることがあり、これらのいずれもが、それぞれのデバイス
の中で複合エンコーダ/デコーダ(コーデック)の一部として統合されることがある。
【００４２】
　一般に、ITU-T H.265によれば、ビデオフレームまたはピクチャは、ルーマサンプルと
クロマサンプルの両方を含む一連のツリーブロックまたは最大コーディング単位(LCU)に
分割され得る。ビットストリーム内のシンタックスデータは、ピクセル数の観点で最大の
コーディング単位であるLCUのサイズを定義し得る。スライスは、コーディング順序にお
いていくつかの連続するツリーブロックを含む。ビデオフレームまたはピクチャは、1つ
または複数のスライスに区分され得る。各ツリーブロックは、4分木に従ってコーディン
グ単位(CU)に分割され得る。一般に、4分木データ構造はCU当たり1つのノードを含み、ル
ートノードはツリーブロックに対応する。CUが4つのサブCUに分割される場合、CUに対応
するノードは4つのリーフノードを含み、リーフノードの各々はサブCUのうちの1つに対応
する。
【００４３】
　4分木データ構造の各ノードは、対応するCUのためのシンタックスデータを提供するこ
とができる。たとえば、4分木内のノードは、ノードに対応するCUがサブCUに分割される
かどうかを示す分割フラグを含み得る。CUのシンタックス要素は再帰的に定義されること
があり、CUがサブCUに分割されるかどうかに依存することがある。CUがそれ以上分割され
ない場合、それはリーフCUと呼ばれる。本開示では、リーフCUの4つのサブCUも、元のリ
ーフCUの明示的な分割がなくても、リーフCUと呼ばれる。たとえば、16×16サイズのCUが
それ以上分割されない場合、その16×16のCUが決して分割されなかったとしても、4つの8
×8のサブCUがリーフCUと呼ばれる。
【００４４】
　CUは、CUにサイズの区別がないことを除いて、H.264規格のマクロブロックと同様の目
的を有する。たとえば、ツリーブロックは、4つの子ノード(サブCUとも呼ばれる)に分割
されることがあり、各子ノードは、今度は親ノードになり、別の4つの子ノードに分割さ
れることがある。最後の、4分木のリーフノードと呼ばれる分割されていない子ノードは
、リーフCUとも呼ばれるコーディングノードを備える。コーディングされたビットストリ
ームと関連付けられるシンタックスデータは、最大CU深度と呼ばれる、ツリーブロックが
分割され得る最大の回数を定義することができ、コーディングノードの最小のサイズを定
義することもできる。したがって、ビットストリームは、最小コーディング単位(SCU)を
定義することもできる。本開示は、HEVCの文脈におけるCU、予測単位(PU)、もしくは変換
単位(TU)のいずれか、または、他の規格の文脈における同様のデータ構造(たとえば、H.2
64/AVCにおけるマクロブロックおよびそのサブブロック)を指すために、「ブロック」と
いう用語を使用する。
【００４５】
　CUは、コーディングノードと、コーディングノードと関連付けられる予測単位(PU)およ
び変換単位(TU)とを含む。CUのサイズはコーディングノードのサイズに対応し、一般に、
形状が正方形である。CUのサイズは、8×8ピクセルから、たとえば64×64ピクセル以上の
最大サイズを有するツリーブロックのサイズにまで、わたり得る。各CUは、1つまたは複
数のPUと1つまたは複数のTUとを含み得る。CUと関連付けられるシンタックスデータは、
たとえば、1つまたは複数のPUへのCUの区分を記述し得る。区分モードは、CUがスキップ
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モードもしくは直接モードで符号化されているか、イントラ予測モードで符号化されてい
るか、またはインター予測モードで符号化されているかに応じて異なり得る。PUは、形状
が非正方形であるように区分され得る。CUと関連付けられるシンタックスデータはまた、
たとえば、4分木に従った1つまたは複数のTUへのCUの区分を記述し得る。TUは、形状が正
方形または非正方形(たとえば、矩形)であることが可能である。
【００４６】
　HEVC規格は、異なるCUに対しては異なり得る、TUに従った変換を可能にする。TUは通常
、区分されたLCUのために定義された所与のCU内のPUのサイズに基づいてサイズが決めら
れるが、これは、必ずしもそうでないことがある。TUは通常、PUと同じサイズであるか、
またはPUよりも小さい。いくつかの例では、CUに対応する残差サンプルは、「残差4分木
」(RQT)として知られる4分木構造を使用して、より小さい単位に細分され得る。RQTのリ
ーフノードは、変換単位(TU)と呼ばれ得る。TUと関連付けられるピクセル差分値は、変換
係数を生成するために変換されることがあり、変換係数は量子化されることがある。
【００４７】
　リーフCUは、1つまたは複数の予測単位(PU)を含み得る。一般に、PUは、対応するCUの
すべてまたは一部分に対応する空間領域を表し、PUのための参照サンプルを取り出すため
の、および/または生成するためのデータを含み得る。その上、PUは予測に関するデータ
を含む。たとえば、PUがイントラモード符号化されるとき、PUのためのデータは、PUに対
応するTUのイントラ予測モードを記述するデータを含み得る、残差4分木(RQT)に含まれ得
る。RQTは、変換木とも呼ばれ得る。いくつかの例では、イントラ予測モードは、RQTの代
わりにリーフCUシンタックスの中でシグナリングされ得る。別の例として、PUがインター
モード符号化されるとき、PUは、PUの1つまたは複数の動きベクトルなどの動き情報を定
義するデータを含み得る。PUの動きベクトルを定義するデータは、たとえば、動きベクト
ルの水平成分、動きベクトルの垂直成分、動きベクトルの分解能(たとえば、1/4ピクセル
精度または1/8ピクセル精度)、動きベクトルが指す参照ピクチャ、および/または動きベ
クトルのための参照ピクチャリスト(たとえば、リスト0、リスト1、またはリストC)を記
述し得る。
【００４８】
　1つまたは複数のPUを有するリーフCUはまた、1つまたは複数の変換単位(TU)を含み得る
。変換単位は、上で論じられたように、RQT(TU4分木構造とも呼ばれる)を使用して指定さ
れ得る。たとえば、分割フラグは、リーフCUが4つの変換単位に分割されるかどうかを示
し得る。次いで、各変換単位は、さらなるサブTUにさらに分割され得る。TUは、それ以上
分割されないとき、リーフTUと呼ばれ得る。一般に、イントラコーディングでは、1つの
リーフCUに属するすべてのリーフTUは、同じイントラ予測モードを共有する。すなわち、
同じイントラ予測モードは、一般に、リーフCUのすべてのTUに対する予測される値を計算
するために適用される。イントラコーディングでは、ビデオエンコーダは、各リーフTUの
残差値を、TUに対応するCUの部分と元のブロックとの間の差として、イントラ予測モード
を使用して計算し得る。TUは、必ずしもPUのサイズに限定されるとは限らない。したがっ
て、TUは、PUより大きいことも小さいこともある。イントラコーディングでは、PUは、同
じCUのための対応するリーフTUと同じ位置にあり得る。いくつかの例では、リーフTUの最
大のサイズは、対応するリーフCUのサイズに対応し得る。
【００４９】
　その上、リーフCUのTUはまた、残差4分木(RQT)と呼ばれるそれぞれの4分木データ構造
と関連付けられ得る。すなわち、リーフCUがTUへとどのように区分されるかを示す4分木
を、リーフCUは含み得る。TU4分木のルートノードは一般にリーフCUに対応し、一方、CU4
分木のルートノードは一般にツリーブロック(またはLCU)に対応する。分割されないRQTの
TUは、リーフTUと呼ばれる。一般に、本開示は、別段述べられていない限り、リーフCUを
指すためにCUという用語を、リーフTUを指すためにTUという用語を使用する。
【００５０】
　ビデオシーケンスは通常、一連のビデオフレームまたはピクチャを含む。ピクチャグル
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ープ(GOP)は一般に、一連の1つまたは複数のビデオピクチャを備える。GOPは、GOPに含ま
れるピクチャの数を記述するシンタックスデータを、GOPのヘッダ、ピクチャのうちの1つ
または複数のヘッダ、または他の箇所に含み得る。ピクチャの各スライスは、それぞれの
スライスの符号化モードを記述するスライスシンタックスデータを含み得る。ビデオエン
コーダ20は通常、ビデオデータを符号化するために、個々のビデオスライス内のビデオブ
ロックに対して動作する。ビデオブロックは、CU内のコーディングノードに対応し得る。
ビデオブロックは固定サイズまたは可変サイズを有することがあり、指定されるコーディ
ング規格に従ってサイズが異なることがある。
【００５１】
　例として、予測は様々なサイズのPUに対して実行され得る。特定のCUのサイズが2N×2N
であると仮定すると、イントラ予測は、2N×2NまたはN×NのPUサイズに対して実行される
ことがあり、インター予測は、2N×2N、2N×N、N×2N、またはN×Nの対称のPUサイズに対
して実行されることがある。インター予測のための非対称の区分は、2N×nU、2N×nD、nL
×2N、およびnR×2NのPUサイズに対しても実行され得る。非対称の区分では、CUの1つの
方向は区分化されないが、他の方向は25%と75%に区分化される。25%の区分に対応するCU
の部分は、「n」とその後に続く「上」、「下」、「左」、または「右」の表示によって
示される。したがって、たとえば、「2N×nU」は、上側の2N×0.5NのPUおよび下側の2N×
1.5NのPUにより水平方向に区分された2N×2NのCUを指す。
【００５２】
　本開示では、「N×N」および「N対N」は、垂直方向および水平方向の次元に関するビデ
オブロックのピクセルの次元、たとえば、16×16のピクセル、または16対16のピクセルを
指すために、互換的に使用され得る。一般に、16×16のブロックは、垂直方向に16ピクセ
ル(y=16)と水平方向に16ピクセル(x=16)とを有する。同様に、N×Nのブロックは、一般に
、垂直方向にNピクセルと水平方向にNピクセルとを有し、ここでNは、負ではない整数値
を表す。ブロック中のピクセルは、行および列に配置され得る。その上、ブロックは、必
ずしも水平方向で垂直方向と同じ数のピクセルを有しなくてもよい。たとえば、ブロック
は、N×Mのピクセルを備えることがあり、ここでMは、必ずしもNと等しいとは限らない。
【００５３】
　CUのPUを使用するイントラ予測またはインター予測コーディングに続いて、ビデオエン
コーダ20は、CUのTUの残差データを計算し得る。PUは、空間領域(ピクセル領域とも呼ば
れる)における予測ピクセルデータを生成する方法またはモードを記述するシンタックス
データを備えることがあり、TUは、変換、たとえば離散コサイン変換(DCT)、整数変換、
ウェーブレット変換、または概念的に同様の変換を残差ビデオデータに適用した後の、変
換領域における係数を備えることがある。残差データは、符号化されていないピクチャの
ピクセルと、PUに対応する予測値との間のピクセル差に対応し得る。ビデオエンコーダ20
は、CUの残差データを表す量子化された変換係数を含むようにTUを形成し得る。すなわち
、ビデオエンコーダ20は、残差データを(残差ブロックの形式で)計算し、残差ブロックを
変換して変換係数のブロックを作成し、変換係数を量子化して量子化された変換係数を形
成し得る。ビデオエンコーダ20は、量子化された変換係数、ならびに他のシンタックス情
報(たとえば、TUのための分割情報)を含む、TUを形成し得る。
【００５４】
　上で述べられたように、変換係数を作成するための任意の変換に続いて、ビデオエンコ
ーダ20は、変換係数の量子化を実行し得る。量子化は、一般に、係数を表すために使用さ
れるデータの量をできる限り減らすために変換係数が量子化され、さらなる圧縮が行われ
るプロセスを指す。量子化プロセスは、係数の一部またはすべてと関連付けられたビット
深度を低減することができる。たとえば、nビット値は、量子化の間にmビット値に切り捨
てられることがあり、ここでnはmよりも大きい。
【００５５】
　量子化に続いて、ビデオエンコーダは、変換係数を走査することができ、量子化された
変換係数を含む2次元行列から1次元ベクトルを作成する。走査は、より高いエネルギー(
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それゆえより低い周波数)の係数をアレイの前方に置き、より低いエネルギー(それゆえよ
り高い周波数)の係数をアレイの後方に置くように設計され得る。いくつかの例では、ビ
デオエンコーダ20は、エントロピー符号化されることが可能なシリアル化されたベクトル
を作成するために、事前に定義された走査順序を利用して量子化された変換係数を走査し
得る。他の例では、ビデオエンコーダ20は、適応走査を実行し得る。量子化された変換係
数を走査して1次元ベクトルを形成した後、ビデオエンコーダ20は、たとえば、本開示に
おいて説明される改善されたコンテキスト適応バイナリ算術コーディング(CABAC)設計に
従って、1次元ベクトルをエントロピー符号化し得る。ビデオエンコーダ20はまた、ビデ
オデータを復号する際にビデオデコーダ30により使用するための、符号化されたビデオデ
ータと関連付けられるシンタックス要素をエントロピー符号化し得る。
【００５６】
　一般に、ビデオデコーダ30は、ビデオエンコーダ20により実行されるものと実質的に同
様の、しかし逆のプロセスを実行して、符号化されたデータを復号する。たとえば、ビデ
オデコーダ30は、受信されたTUの係数を逆量子化および逆変換して残差ブロックを再生す
る。ビデオデコーダ30は、シグナリングされた予測モード(イントラ予測またはインター
予測)を使用して、予測されたブロックを形成する。次いで、ビデオデコーダ30は、予測
されたブロックと残差ブロックを(ピクセルごとに)組み合わせて元のブロックを再生する
。デブロッキングプロセスを実行してブロック境界に沿った視覚的なアーティファクトを
減らすことなどの、追加の処理が実行され得る。さらに、ビデオデコーダ30は、ビデオエ
ンコーダ20のCABAC符号化プロセスと実質的に同様の、しかし逆の方式で、CABACを使用し
てシンタックス要素を復号し得る。
【００５７】
　本開示の技法によれば、ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は、改善されたCA
BAC設計に従ってデータをコーディングするように構成され得る。個別に、または任意の
組合せで適用され得る、いくつかの技法が以下で論じられる。本開示は全般に、ビデオデ
コーダ30などの別のデバイスに特定の情報を「シグナリング」するビデオエンコーダ20に
言及することがある。しかしながら、ビデオエンコーダ20は、特定のシンタックス要素を
ビデオデータの様々な符号化された部分と関連付けることによって情報をシグナリングし
得ると理解されるべきである。すなわち、ビデオエンコーダ20は、ビデオデータの様々な
符号化された部分のヘッダに特定のシンタックス要素を格納することにより、データを「
シグナリング」し得る。場合によっては、そのようなシンタックス要素は、ビデオデコー
ダ30によって受信および復号される前に、符号化および記憶され得る。したがって、「シ
グナリング」という用語は一般に、そのような通信がリアルタイムもしくはほぼリアルタ
イムで生じるか、またはある時間の長さにわたって生じるかにかかわらず、符号化の時点
で、媒体にシンタックス要素を記憶するときに生じ得るような、圧縮されたビデオデータ
を復号するためのシンタックスまたは他のデータの通信を指すことがあり、シンタックス
要素は次いで、この媒体に記憶された後の任意の時間に、復号デバイスによって取り出さ
れることがある。
【００５８】
　以下の段落は、BAC技法およびCABAC技法をより詳細に説明する。BACは一般に、再帰的
に間隔を細分する手順である。BACは、H.264/AVCおよびH.265/HEVCビデオコーディング規
格のCABACプロセスにおいてビンを符号化するために使用される。BACコーダの出力は、最
後のコーディングされる確率間隔内のある確率に対する値またはポインタを表す、バイナ
リストリームである。確率間隔は範囲および下端値によって指定される。範囲は確率間隔
の長さである。「low」はコーディング間隔の下限である。
【００５９】
　ビデオコーディングへの算術コーディングの適用は、D. Marpe、H. Schwarz、およびT.
 Wiegand「Context-Based Adaptive Binary Arithmetic Coding in the H.264/AVC Video
 Compression Standard」、IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology、
vol. 13、no. 7、2003年7月に記載されている。CABACは、3つの主要な機能、すなわち、
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バイナリ化、コンテキストモデリング、および算術コーディングを伴う。バイナリ化とは
、バイナリシンボル(または「ビン」)へとシンタックス要素をマッピングする機能を指す
。バイナリシンボルは「ビンストリング」とも呼ばれることがある。コンテキストモデリ
ングとは、様々なビンの確率を推定する機能を指す。算術コーディングとは、推定される
確率に基づいて、ビンをビットに圧縮する後続の機能を指す。バイナリ算術コーダなどの
、様々なデバイスおよび/またはそれらのモジュールが、算術コーディングの機能を実行
し得る。
【００６０】
　単項(U)、切捨て単項(TU)、k次指数ゴロム(EGk)、および固定長(FL)を含む、いくつか
の異なるバイナリ化プロセスがHEVCにおいて使用される。様々なバイナリ化プロセスの詳
細が、V. SzeおよびM. Budagavi、「High throughput CABAC entropy coding in HEVC」
、IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology(TCSVT)、vol. 22
、no. 12、pp. 1778-1791、2012年12月に記載されている。
【００６１】
　CABACにおける各コンテキスト(すなわち、確率モデル)は、状態および優勢シンボル(MP
S)値によって表される。各状態(σ)は、特定のシンボル(たとえば、ビン)の確率(pσ)を
、劣勢シンボル(LPS)であるものとして暗黙的に表す。シンボルは、LPSまたは優勢シンボ
ル(MPS)であり得る。シンボルはバイナリであるので、MPSおよびLPSは0または1であり得
る。確率は、対応するコンテキストに対して推定され、算術コーダを使用してシンボルを
エントロピーコーディングするために(暗黙的に)使用される。
【００６２】
　BACのプロセスは、コーディングすべきコンテキストおよびコーディングされているビ
ンの値に応じて内部値「range」および「low」を変更する、状態機械によって扱われる。
コンテキストの状態(すなわち、その確率)に応じて、rangeは、rangeMPSσ(状態σにおけ
る優勢シンボルの範囲)およびrangeLPSσ(状態σにおける劣勢シンボルの範囲)へと分割
される。理論的には、確率状態σのrangeLPSσ値は、
rangeLPSσ= range×pσ
という乗算によって導出され、pσはLPSを選択する確率である。当然、MPSの確率は1-pσ
である。等価的に、rangeMPSσはrangeからrangeLPSσを引いたものに等しい。BACは、コ
ーディングすべきコンテキストビンの状態、現在のrange、およびコーディングされてい
るビン(すなわち、LPSまたはMPSに等しいビンである)の値に応じて、rangeを繰り返し更
新する。
【００６３】
　ビデオエンコーダ20はさらに、ブロックベースのシンタックスデータ、フレームベース
のシンタックスデータ、およびGOPベースのシンタックスデータなどのシンタックスデー
タを、たとえばフレームヘッダ、ブロックヘッダ、スライスヘッダ、またはGOPヘッダの
中でビデオデコーダ30に送信し得る。GOPシンタックスデータは、それぞれのGOPの中のフ
レーム数を記述することができ、フレームシンタックスデータは、対応するフレームを符
号化するために使用される符号化/予測モードを示すことができる。
【００６４】
　ビデオエンコーダ20およびビデオデコーダ30は各々、該当する場合、1つまたは複数の
マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フ
ィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、ディスクリート論理回路、ソフトウェア、
ハードウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せなどの、様々な適切なエン
コーダ回路またはデコーダの回路のうちのいずれかとして実装され得る。ビデオエンコー
ダ20およびビデオデコーダ30の各々は、1つまたは複数のエンコーダまたはデコーダに含
まれることがあり、これらのいずれもが、複合ビデオエンコーダ/デコーダ(コーデック)
の一部として統合されることがある。ビデオエンコーダ20および/またはビデオデコーダ3
0を含むデバイスは、集積回路、マイクロプロセッサ、および/または携帯電話などのワイ
ヤレス通信デバイスを備え得る。
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　図2Aおよび図2Bは、BACに従ったrange更新技法を示す概念図である。図2Aおよび図2Bは
、ビンnにおけるこのプロセスの例を示す。図2Aの例100では、ビンnにおいて、ビン2にお
けるrangeは、あるコンテキスト状態(σ)を仮定すると、LPS(pσ)という確率によって与
えられるRangeMPSおよびRangeLPSを含む。例100は、ビンnの値がMPSに等しいときの、ビ
ンn+1におけるrangeの更新を示す。この例では、lowは同じままであるが、ビンn+1におけ
るrangeの値はビンnにおけるRangeMPSの値まで減らされる。図2Bの例102は、ビンnの値が
MPSに等しくない(すなわち、LPSに等しい)ときの、ビンn+1におけるrangeの更新を示す。
この例では、lowはビンnにおけるRangeLPSの下側のrange値に移される。加えて、ビンn+1
におけるrangeの値は、ビンnにおけるRangeLPSの値まで減らされる。
【００６６】
　HEVCでは、rangeは9ビットを用いて表現され、lowは10ビットを用いて表現される。ran
geおよびlowの値を十分な精度に保つために、再正規化プロセスがある。再正規化は、ran
geが256未満であるときには常に発生する。したがって、rangeは、再正規化の後には常に
256以上である。rangeおよびlowの値に応じて、BACは「0」もしくは「1」をビットストリ
ームに出力し、または、今後の出力のために取っておくべき内部変数(BO:bits-outstandi
ngと呼ばれる)を更新する。
【００６７】
　図3は、rangeに依存するBAC出力の例を示す概念図である。たとえば、「1」は、range
およびlowがある閾値(たとえば、512)を上回るとき、ビットストリームに出力される。「
0」は、rangeおよびlowがある閾値(たとえば、512)を下回るとき、ビットストリームに出
力される。rangeおよびlowがある閾値と閾値の間にあるとき、ビットストリームには何も
出力されない。代わりに、BO値がインクリメントされ、次のビンが符号化される。
【００６８】
　HEVCのCABACコンテキストモデルでは、128個の状態がある。0から63であり得る、64個
の可能なLPS確率(状態σによって表記される)がある。各MPSは0または1であり得る。した
がって、128個の状態は、64個の状態確率と、MPSに対する2つのあり得る値(0または1)を
乗じたものである。したがって、確率モデルは7ビットのエントリとして記憶され得る。
各々の7ビットのエントリにおいて、6ビットが確率状態を表現するために割り振られるこ
とがあり、1ビットが適用可能なコンテキストメモリにおいて優勢シンボル(MPS)のために
割り振られることがある。
【００６９】
　LPS範囲(rangeLPSσ)を導出する計算を減らすために、HEVCでは、すべての場合に対す
る結果が、事前に計算され参照テーブルに概算として記憶されている。したがって、LPS
範囲は、単純なテーブル参照を使用することによって、乗算を伴わずに取得され得る。乗
算を避けることは一部のデバイスまたはアプリケーションでは重要であることがあり、そ
れは、この演算が多くのハードウェアアーキテクチャにおいて重大なレイテンシを引き起
こし得るからである。
【００７０】
　4列の事前に計算されたLPS範囲が、乗算の代わりに使用され得る。この範囲は4つのセ
グメントに分割される。セグメントインデックスは、質問(range>>6)&3によって導出され
得る。実質的に、セグメントインデックスは、実際の範囲からビットをシフトして落とす
ことによって導出される。以下のTable 1(表1)は、可能な範囲とそれらの対応するインデ
ックスとを示す。
【００７１】
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【表１】

【００７２】
　そうすると、LPS範囲テーブルは、64個のエントリ(各確率状態に対して1個)に4(各範囲
インデックスに対して1個)を乗じたものを有する。各エントリは、Range LPS、すなわち
、範囲とLPS確率を乗じた値である。このテーブルの一部の例が、以下のTable 2(表2)に
示されている。Table 2(表2)は確率状態9～12を示す。HEVCに対する1つの提案では、確率
状態は0～63にわたり得る。
【００７３】
【表２】

【００７４】
　各セグメント(すなわち、範囲値)において、各確率状態σのLPS範囲が事前に定義され
る。言い換えると、確率状態σのLPS範囲は4つの値(すなわち、各範囲インデックスに対
して1つの値)へと量子化される。所与の点において使用される特定のLPS範囲は、範囲が
どのセグメントに属するかに依存する。テーブルにおいて使用される可能なLPS範囲の数
は、テーブルの列の数(すなわち、可能なLPS範囲値の数)とLPS範囲の精度との間のトレー
ドオフである。一般に、より列が多いと、LPS範囲値の量子化誤差がより小さくなるが、
テーブルを記憶するためにより多くのメモリも必要になる。より列が少ないと量子化誤差
が増えるが、テーブルを記憶するために必要とされるメモリは減る。
【００７５】
　上で説明されたように、各LPS確率状態は対応する確率を有する。HEVCでは、64個の代
表的な確率値pσ∈[0.01875, 0.5]は、再帰的な式である以下の式(1)に従って、LPS(劣勢
シンボル)に対して導出される。
【００７６】
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【数１】

【００７７】
　上の例では、選ばれたスケーリング係数α≒0.9492および確率の集合の個数N=64は、確
率表現の精度と高速な適応に対する望みとの間の、良好な妥協点である。いくつかの例で
は、1により近いαの値は、より高い精度で遅い適応(「安定状態挙動」)をもたらし得る
が、精度の低下という犠牲を払ってαの値を下げることで、非静的な場合に対してより高
速な適応が実現され得る。スケーリング係数αは、現在の更新に対して重大な影響がある
、以前に符号化されたビンの数を示すウィンドウサイズに対応し得る。MPS(優勢シンボル
)の確率は、1からLPS(劣勢シンボル)の確率を引いたものである。言い換えると、MPSの確
率は、式(1-LPS)によって表されることが可能であり、ここで「LPS」はLPSの確率を表す
。したがって、HEVCにおいてCABACにより表され得る確率範囲は、[0.01875, 0.98125(=1-
0.01875)]である。
【００７８】
　CABACは、シンタックス要素の値のビット(または「ビン」)をコーディングするために
使用されるコンテキストモデルの確率状態が、信号統計(すなわち、たとえばシンタック
ス要素のための以前にコーディングされたビンの値)に従うように更新されるので、適応
的である。更新プロセスは次の通りである。所与の確率状態に対して、更新は、状態イン
デックスと、LPSまたはMPSのいずれかとして特定される符号化されたシンボルの値とに依
存する。更新プロセスの結果として、新しい確率状態が導出され、これは、修正される可
能性のあるLPS確率推定と、必要であれば修正されたMPS値とを含む。
【００７９】
　各ビンのコーディングの後で、コンテキストの切替えが発生し得る。ビンの値がMPSに
等しくなる場合、所与の状態インデックスは単純に1だけインクリメントされる。これは
、LPS確率がすでに最小値である(または等価的に、最大のMPS確率に達している)、MPSが
状態インデックス62において発生するときを除く、すべての状態にあてはまる。この場合
、状態インデックスは、LPSが見えるまで、または最後のビン値が符号化される(最後のビ
ン値という特別な場合に対して特別な終了状態が使用される)まで、固定されたままであ
る。LPSが発生するとき、状態インデックスは、以下の式に示されるように、状態インデ
ックスをある量だけデクリメントすることによって変更される。この規則は一般に、以下
の例外とともに、LPSの各々の発生に対して適用される。確率が等しい場合に相当する、
インデックスσ=0の状態においてLPSが符号化されたと仮定すると、状態インデックスは
固定されたままであるが、MPS値は、LPSおよびMPSの値が交換されるように切り替えられ
る。すべての他の場合において、どのシンボルが符号化されたとしても、MPS値は変更さ
れない。一般に、ビデオコーダは、以下の式(2)に従って新しい確率状態を導出すること
ができ、この式は、所与のLPS確率poldとそれが更新されたものpnewとの関係を示す。
【００８０】
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【数２】

【００８１】
　複雑さを下げるために、ビデオコーダは、いくつかのエントリを各々有する多くても2
つのテーブルによりすべての遷移規則が実現され得るように、CABACを実装することがで
きる。一例として、すべての遷移規則は、7ビットの無符号の整数値の128個のエントリを
各々有する、多くても2つのテーブルによって実現され得る(たとえば、以下のTable 3(表
3)およびTable 4(表4))。別の例として、すべての遷移規則は、6ビットの無符号の整数値
の63個のエントリを各々有する、多くても2つのテーブルによって実現され得る(たとえば
、HEVCのTable 9～41)。状態インデックスiを仮定すると、更新の後で、ビデオコーダは
、MPS値がコーディングされるときには新しい状態インデックスとしてTransIdxMPS[i]を
、またはLPS値がコーディングされるときにはTransIdxLPS[i]を定義し得る。
【００８２】
【表３】

【００８３】



(26) JP 6619028 B2 2019.12.11

10

20

30

40

50

【表４】

【００８４】
　いくつかの例では、ビデオコーダは、単一のテーブルTransIdxLPSを用いて状態遷移を
決定することができ、このテーブルは、所与の状態インデックスσに対して、LPSが観測
された場合に新しい更新された状態インデックスTransIdxLPS[σ]を決定する。MPSにより
行われる遷移は、1という固定された値だけの、状態インデックスの単純な(飽和した)イ
ンクリメントによって得ることができ、更新された状態インデックスmin(σ+1, 62)をも
たらす。
【００８５】
　上で論じられたように、コンテキストモデリングは正確な確率推定を提供し、これはよ
り高いコーディング効率を実現するのに寄与する要因である。したがって、コンテキスト
モデリングは適応的なプロセスである。異なるコンテキストモデルが異なるビンのために
使用されることが可能であり、コンテキストモデルの確率は以前にコーディングされたビ
ンの値に基づいて更新され得る。同様の分布を有するビンは、同じコンテキストモデルを
共有する。各ビンに対するコンテキストモデルは、シンタックス要素のタイプ、シンタッ
クス要素におけるビンの位置(binIdx)、ルーマ/クロマ情報、隣接情報などに基づいて選
択され得る。
【００８６】
　所与のスライスをコーディングする前に、確率モデルは1つまたは複数の事前に定義さ
れた値に基づいて初期化される。たとえば、qpと表記される入力量子化パラメータおよび
initValと表記される事前に定義された値を仮定すると、(状態およびMPSにより表記され
る)確率モデルの7ビットのエントリは、以下の式(3)に従って導出され得る。
qp = Clip3(0, 51, qp);
slope = ( initVal>>4)*5-45;
offset = ((initVal &15)<<3)-16;
initState= min(max(1, (((slope*qp)>>4)+offset)),126);
MPS = (initState>= 64 );
state index = ((mpState?(initState-64):(63-initState))<<1)+MPS;
【００８７】
　導出される状態インデックスは、MPS情報を暗黙的に含む。より具体的には、状態イン
デックスが偶数値であるとき、MPS値は0に等しい。逆に、状態インデックスが奇数値であ
るとき、MPS値は1に等しい。「initVal」の値は、8ビットの精度で[0, 255]の範囲にある
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。事前に定義される値「initVal」はスライス依存である。言い換えると、確率モデルの
ためのコンテキスト初期化パラメータの3つの集合が使用され、3つの集合のうちの1つが
各々、それぞれIスライス、PスライスおよびBスライスの中にある。このようにして、CAB
ACを実行するように構成されるビデオ符号化デバイスは、様々なコーディング状況および
/または様々なタイプのビデオコンテンツへのより良好な適合が実現され得るように、こ
れらのスライスタイプのために3つの初期化テーブルの中から選ぶことが可能にされる。
【００８８】
　HEVCによれば、1つのP(またはB)スライスがB(またはP)スライスを用いて初期化される
ことを可能にするために、別のツールが適用され得る。たとえば、このツールは、Bスラ
イスのために記憶されたコンテキスト初期化パラメータの集合を用いて1つのPスライスが
初期化されることを可能にするために、適用され得る。逆に、このツールは、Pスライス
のために記憶されたコンテキスト初期化パラメータの集合を用いて1つのBスライスが初期
化されることを可能にするために、適用され得る。関連するシンタックス要素が以下のTa
ble 5(表5)(HEVCの7.3.6.1項に対応する)に記載されており、関連するセマンティクスお
よび復号プロセスが下で、Table 5(表5)の後で説明される。
【００８９】
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【００９０】
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【表５Ｂ】

【００９１】
　Table 5(表5)のシンタックス要素のセマンティクスは次のように定義され得る。
【００９２】
　1に等しいcabac_init_present_flagは、PPSを参照するスライスヘッダの中にcabac_ini
t_flagが存在することを指定する。0に等しいcabac_init_present_flagは、PPSを参照す
るスライスヘッダの中にcabac_init_flagが存在しないことを指定する。
【００９３】
　cabac_init_flagは、以下で説明される復号プロセスにおいて定義されるように、コン
テキスト変数のための初期化プロセスにおいて使用される初期化テーブルを決定するため
の方法を指定する。cabac_init_flagが存在しないとき、それは0に等しいと推測される。
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【００９４】
　記述子:
【００９５】
　ae(v):コンテキスト適応算術エントロピーコーディングされたシンタックス要素
【００９６】
　b(8):ビットストリング(8ビット)の任意のパターンを有するバイト
【００９７】
　f(n):左のビットを最初に(左から右へ)書かれるnビットを使用した固定パターンのビッ
トストリング
【００９８】
　se(v):左のビットが最初の、符号付きの整数の0次指数ゴロムコーディングされたシン
タックス要素
【００９９】
　u(n):nビットを使用した符号なしの整数。nがシンタックステーブルにおいて「v」であ
るとき、ビットの数は、他のシンタックス要素の値に依存する方式で変化する。
【０１００】
　ue(v):左のビットが最初の、符号なしの整数の0次指数ゴロムコーディングされたシン
タックス要素
【０１０１】
　HEVCのTable 9-4は、3つの初期化タイプの各々に対して初期化が必要とされる、コンテ
キストインデックス(ctxIdx)を列挙する。各ctxIdxは、initType変数に対応する変数によ
って、HEVC Table 9-4において指定される。HEVC Table 9-4はまた、初期化のために必要
とされるinitValueの値の各々を含むテーブル番号を列挙する。PスライスタイプおよびB
スライスタイプに対して、initTypeの導出は、cabac_init_flagシンタックス要素の値に
依存する。ビデオコーダは、以下の疑似コードによって記述される演算を使用して変数in
itTypeを導出し得る。
if( slice_type　= =　I )
　　　　initType = 0
else if( slice_type　= =　P )
　　　　initType = cabac_init_flag ? 2 : 1
else
　　　　initType = cabac_init_flag ? 1 : 2
【０１０２】
　HEVC準拠ビデオデコーダなどのビデオコーディングデバイスは、様々な段階においてコ
ンテキストモデルの確率状態を更新し得る。所与の確率状態に対して、更新は、状態イン
デックスと、LPSまたはMPSのいずれかとして特定される符号化されたシンボルの値とに依
存する。更新プロセスを実施することによって、ビデオコーディングデバイスは、対応す
るコンテキストモデルの新しい確率状態を導出する。新しい確率状態は、修正される可能
性のあるLPS確率推定、および適用可能であれば、修正されたMPS値から構成され得る。LP
S確率のための遷移規則の導出は、所与のLPS確率poldおよびLPS確率が更新されたものpne
wとの以下の関係に基づく。
【０１０３】
【数３】

【０１０４】
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　複雑さを下げるために、ビデオコーディングデバイスは、7ビットの無符号の整数値の1
28個のエントリを各々有する多くても2つのテーブルを使用してすべての遷移規則が実現
され得るような方法で、CABACを実施し得る。状態インデックス「i」を仮定すると、ビデ
オコーディングデバイスは、MPS値がコーディングされるときには更新の後の新しい状態
インデックスをTransIdxMPS[i]として、またはLPS値がコーディングされるときにはTrans
IdxLPS[i]として定義し得る。TransIdxMPSテーブルおよびTransIdxLPSテーブルが以下に
示される。
TransIdxMPS[ 128 ] =
{
　2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
　18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
　34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
　50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
　66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
　82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
　98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
　114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 124, 125, 126, 127
};
TransIdxLPS[ 128 ] =
{
　1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 8, 9, 8, 9, 10, 11,
　12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 22, 23, 22, 23, 24, 25,
　26, 27, 26, 27, 30, 31, 30, 31, 32, 33, 32, 33, 36, 37, 36, 37,
　38, 39, 38, 39, 42, 43, 42, 43, 44, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
　48, 49, 50, 51, 52, 53, 52, 53, 54, 55, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
　58, 59, 60, 61, 60, 61, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 64, 65, 66, 67,
　66, 67, 66, 67, 68, 69, 68, 69, 70, 71, 70, 71, 70, 71, 72, 73,
　72, 73, 72, 73, 74, 75, 74, 75, 74, 75, 76, 77, 76, 77, 126, 127,
};
【０１０５】
　算術コーディングは再帰的な間隔の分割に基づく。従来の算術コーディングでは、0か
ら1の初期値を有する範囲が、ビンの確率に基づいて2つの部分間隔へ分割される。符号化
されるビットは、バイナリの断片へと変換されるときに2つの部分間隔のうちの1つの選択
をもたらす、オフセットを提供する。選択された部分間隔は、復号されるビンの値を示す
。それぞれの復号されたビンの後で、ビデオデコーダは、選択された部分間隔に等しくな
るように範囲を更新し得る。今度は、ビデオデコーダが、再帰的な手順として間隔の分割
を実施するために、間隔分割プロセスを繰り返し得る。範囲およびオフセットはビットの
精度が限られているので、ビデオデコーダは、アンダーフローを防ぐために、範囲がある
(たとえば、所定の)値を下回る事例において、再正規化を実施し得る。ビデオデコーダは
、各ビンが復号された後で再正規化を実行し得る。
【０１０６】
　ビデオコーディングデバイスは、様々な方法で取得される確率情報に基づいて、算術コ
ーディングを実行し得る。算術コーディングの「通常コーディングモード」によれば、ビ
デオコーディングデバイスは、推定される確率を使用し得る。通常コーディングモードに
従った算術コーディングの場合、ビンストリングはコンテキストコーディングされると言
われる。算術コーディングの「バイパスモード」によれば、ビデオコーディングデバイス
は、0.5という仮定される等しい確率を使用し得る。バイパスモードに従った算術コーデ
ィングの場合、ビンストリングはバイパスコーディングされると言われる。バイパスコー
ディングされるビンに対して、ビデオコーディングデバイスは、シフトを使用して範囲を
部分間隔へ分割し得る。対照的に、ビデオコーディングデバイスは、コンテキストコーデ
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ィングされるビンの場合、参照テーブルを使用して範囲を分割し得る。HEVCに従った算術
コーディングは、H.264/AVCに従った算術コーディングと同じである。HEVCおよびH.264/A
VCによれば、ビデオコーディングデバイスは、テーブルベースのバイナリ算術コーディン
グを利用することができ、算術コーディングの通常コーディングモードのフローが、添付
の図面に関して以下の段落においてさらに詳細に説明される。
【０１０７】
　ビデオエンコーダ20およびおビデオデコーダ30(これらのいずれかまたは両方が一般に
、「ビデオコーダ」として本開示の様々な部分において呼ばれる)は、変換係数データの
コンテキストモデリングのために、本開示の技法を用いて構成され得る。1つの変換係数
がその大きさおよび符号フラグによって表されると仮定すると、バイナリ化の後の大きさ
は、0からM(Mは正の整数である)のビンインデックスを有するビンストリングによって表
記される。本開示の様々なCABACの改善が、ビデオエンコーダ20、ビデオデコーダ30、お
よび/またはそれらの1つまたは複数の構成要素に関して以下で説明される。本開示の様々
な技法は、個々に、またはそれらの任意の組合せで、互いとともに、および/または本明
細書において説明される任意の他の技法とともに実施され得ることを理解されたい。
【０１０８】
　本開示は、上で論じられた様々な既存のCABAC技法がいくつかの問題に遭遇し得ること
を認識している。たとえば、HEVCにおけるコンテキストモデリング方法は特に、64×64よ
り大きくないCTUに対して設計されている。より大きいCTU(たとえば、128×128、256×25
6、またはさらに大きいCTU)が使用されるとき、現在のコンテキストモデリング方法を直
接再使用することは、非効率であることがあり、かつ/または構文解析の問題をもたらす
ことがある。別の例として、JCTVC-H0228において提案された変更(これは図12に関して以
下でさらに詳細に論じられる)が潜在的にはより良好なコーディング性能を提供し得るが
、マルチパスコーディングをシングルパスコーディングにより置き換えることは、並列化
に対して有害であり、異なるコンテキストモデル集合の切替えはスループットを低下させ
る。別の例として、事前に定義された初期化値から導出される初期確率は、スライスタイ
プに依存する。しかしながら、1つのスライスタイプに対する固定された初期確率は、コ
ーディングされた情報の統計に基づいて適応的ではないことがあり、これはCABACのコー
ディング性能を制限する。
【０１０９】
　図4は、改善されたCABAC設計に従ってデータをコーディングするための技法を実施し得
るビデオエンコーダ20の例を示すブロック図である。ビデオエンコーダ20は、ビデオスラ
イス内のビデオブロックのイントラコーディングおよびインターコーディングを実行し得
る。イントラコーディングは、所与のビデオフレームまたはピクチャ内のビデオにおける
空間的冗長性を低減または除去するために空間的予測に依拠する。インターコーディング
は、ビデオシーケンスの隣接フレームまたはピクチャ内のビデオにおける時間的冗長性を
低減または除去するために時間的予測に依拠する。イントラモード(Iモード)は、いくつ
かの空間ベースのコーディングモードのうちのいずれかを指し得る。単方向予測(Pモード
)または双予測(Bモード)などのインターモードは、いくつかの時間ベースのコーディング
モードのうちのいずれかを指し得る。
【０１１０】
　図4に示されるように、ビデオエンコーダ20は、符号化されるべきビデオフレーム内の
現在のビデオブロックを受信する。図4の例では、ビデオエンコーダ20は、モード選択ユ
ニット40と、参照ピクチャメモリ64(復号ピクチャバッファ(DPB)とも呼ばれ得る)と、加
算器50と、変換処理ユニット52と、量子化ユニット54と、エントロピー符号化ユニット56
とを含む。モード選択ユニット40は、動き補償ユニット44と、動き推定ユニット42と、イ
ントラ予測ユニット46と、区分ユニット48とを含む。ビデオブロック再構築のために、ビ
デオエンコーダ20はまた、逆量子化ユニット58と、逆変換ユニット60と、加算器62とを含
む。ブロック境界をフィルタリングしてブロッキネスアーティファクトを再構築されたビ
デオから除去するために、デブロッキングフィルタ(図4に示さず)も含まれ得る。所望さ
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れる場合、デブロッキングフィルタは、一般に、加算器62の出力をフィルタリングする。
追加のフィルタ(ループ内またはループ後)も、デブロッキングフィルタに加えて使用され
得る。そのようなフィルタは、簡潔のために示されないが、所望される場合、(ループ内
フィルタとして)加算器50の出力をフィルタリングし得る。
【０１１１】
　符号化プロセスの間に、ビデオエンコーダ20は、コーディングされるべきビデオフレー
ムまたはスライスを受信する。フレームまたはスライスは、複数のビデオブロックに分割
され得る。動き推定ユニット42および動き補償ユニット44は、時間的予測を行うために、
1つまたは複数の参照フレームの中の1つまたは複数のブロックに対する受信されたビデオ
ブロックのインター予測符号化を実行する。代替的に、イントラ予測ユニット46は、空間
予測を行うために、コーディングされるべきブロックと同じフレームまたはスライスの中
の1つまたは複数の隣接ブロックに対する受信されたビデオブロックのイントラ予測符号
化を実行し得る。ビデオエンコーダ20は、たとえば、ビデオデータの各ブロックに対する
適切なコーディングモードを選択するために、複数のコーディングパスを実行し得る。
【０１１２】
　その上、区分ユニット48は、以前のコーディングパスにおける以前の区分方式の評価に
基づいて、ビデオデータのブロックをサブブロックに区分し得る。たとえば、区分ユニッ
ト48は、最初にフレームまたはスライスをLCUに区分し、レート歪み分析(たとえば、レー
ト歪み最適化)に基づいて、LCUの各々をサブCUに区分し得る。モード選択ユニット40は、
LCUをサブCUに区分することを示す4分木データ構造をさらに作成し得る。4分木のリーフ
ノードCUは、1つまたは複数のPUと1つまたは複数のTUとを含み得る。
【０１１３】
　モード選択ユニット40は、たとえば誤差結果に基づいてイントラ予測モードまたはイン
ター予測モードのうちの一方を選択することができ、得られた予測されたブロックを、残
差データを生成するために加算器50に提供し、参照フレームとして使用するための符号化
されたブロックを再構築するために加算器62に提供する。モード選択ユニット40はまた、
動きベクトル、イントラモードインジケータ、区分情報、および他のそのようなシンタッ
クス情報などのシンタックス要素をエントロピー符号化ユニット56に提供する。
【０１１４】
　動き推定ユニット42および動き補償ユニット44は、高度に集積され得るが、概念的な目
的のために別々に示されている。動き推定ユニット42によって実行される動き推定は、ビ
デオブロックに対する動きを推定する動きベクトルを生成するプロセスである。動きベク
トルは、たとえば、現在のフレーム(またはコーディングされた他のユニット)内でコーデ
ィングされている現在のブロックに対する、参照フレーム(またはコーディングされた他
のユニット)内の予測ブロックに対する、現在のビデオフレームまたはピクチャ内のビデ
オブロックのPUの変位を示し得る。予測ブロックは、絶対差分和(SAD)、2乗差分和(SSD)
、または他の差分尺度によって決定され得る、ピクセル差分の観点で、コーディングされ
るべきブロックと厳密に一致することが見出されるブロックである。いくつかの例では、
ビデオエンコーダ20は、参照ピクチャメモリ64内に記憶された参照ピクチャのサブ整数ピ
クセル位置の値を計算し得る。たとえば、ビデオエンコーダ20は、参照ピクチャの4分の1
ピクセル位置の値、8分の1ピクセル位置の値、または他の分数ピクセル位置の値を補間し
得る。したがって、動き推定ユニット42は、フルピクセル位置および分数ピクセル位置に
対する動き探索を実行し、分数ピクセル精度で動きベクトルを出力し得る。
【０１１５】
　動き推定ユニット42は、PUの位置を参照ピクチャの予測ブロックの位置と比較すること
によって、インターコーディングされたスライス中のビデオブロックのPUの動きベクトル
を計算する。参照ピクチャは、その各々が参照ピクチャメモリ64内に記憶された1つまた
は複数の参照ピクチャを識別する、第1の参照ピクチャリスト(リスト0)または第2の参照
ピクチャリスト(リスト1)から選択され得る。動き推定ユニット42は、エントロピー符号
化ユニット56および動き補償ユニット44に計算された動きベクトルを送る。
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【０１１６】
　動き補償ユニット44によって実行される動き補償は、動き推定ユニット42によって決定
された動きベクトルに基づいて、予測ブロックをフェッチまたは生成することを伴い得る
。やはり、動き推定ユニット42および動き補償ユニット44は、いくつかの例では、機能的
に統合され得る。現在のビデオブロックのPUの動きベクトルを受信すると、動き補償ユニ
ット44は、参照ピクチャリストのうちの1つの中で動きベクトルが指す予測ブロックの位
置を特定し得る。加算器50は、以下で論じられるように、コーディングされている現在の
ビデオブロックのピクセル値から予測ブロックのピクセル値を減算し、ピクセル差分値を
形成することによって、残差ビデオブロックを形成する。一般に、動き推定ユニット42は
、ルーマ成分に対する動き推定を実行し、動き補償ユニット44は、ルーマ成分に基づいて
計算された動きベクトルをクロマ成分とルーマ成分の両方に使用する。モード選択ユニッ
ト40はまた、ビデオスライスのビデオブロックを復号する際にビデオデコーダ30によって
使用するための、ビデオブロックおよびビデオスライスと関連付けられるシンタックス要
素を生成し得る。
【０１１７】
　イントラ予測ユニット46は、上で説明されたように、動き推定ユニット42および動き補
償ユニット44によって実行されるインター予測の代替として、現在のブロックをイントラ
予測し得る。具体的には、イントラ予測ユニット46は、現在のブロックを符号化するため
に使用するイントラ予測モードを決定し得る。いくつかの例では、イントラ予測ユニット
46は、たとえば、別々の符号化パスの間、様々なイントラ予測モードを使用して現在のブ
ロックを符号化することができ、イントラ予測ユニット46(または、いくつかの例ではモ
ード選択ユニット40)は、試験されたモードから使用すべき適切なイントラ予測モードを
選択することができる。
【０１１８】
　たとえば、イントラ予測ユニット46は、様々な試験されたイントラ予測モードに対して
レート歪み分析を使用してレート歪み値を計算し、試験されたモードの中から最良のレー
ト歪み特性を有するイントラ予測モードを選択し得る。レート歪み分析は、一般に、符号
化されたブロックと、符号化されたブロックを生成するために符号化された元の符号化さ
れていないブロックとの間の歪み(または誤差)の量、ならびに、符号化されたブロックを
生成するために使用されたビットレート(すなわち、ビット数)を決定する。イントラ予測
ユニット46は、どのイントラ予測モードがブロックのための最良のレート-歪み値を示す
のかを決定するために、様々な符号化されたブロックに対する歪みおよびレートから比を
計算し得る。
【０１１９】
　ブロックのためのイントラ予測モードを選択した後、イントラ予測ユニット46は、ブロ
ックのための選択されたイントラ予測モードを示す情報を、エントロピー符号化ユニット
56に提供し得る。エントロピー符号化ユニット56は、選択されたイントラ予測モードを示
す情報を符号化し得る。ビデオエンコーダ20は、複数のイントラ予測モードインデックス
テーブルおよび複数の変更されたイントラ予測モードインデックステーブル(コードワー
ドマッピングテーブルとも呼ばれる)を含み得る、送信されるビットストリーム構成デー
タの中に、コンテキストの各々のために使用する、様々なブロックのための符号化コンテ
キストの定義と、最もあり得るイントラ予測モードの指示と、イントラ予測モードインデ
ックステーブルと、修正されたイントラ予測モードインデックステーブルとを含み得る。
【０１２０】
　ビデオエンコーダ20は、モード選択ユニット40からの予測データをコーディングされて
いる元のビデオブロックから減算することによって、残差ビデオブロックを形成する。加
算器50は、この減算演算を実行する1つまたは複数の構成要素を表す。変換処理ユニット5
2は、離散コサイン変換(DCT)または概念的に同様の変換などの変換を残差ブロックに適用
し、変換係数値を備えるビデオブロックを作成する。DCTの代わりに、ウェーブレット変
換、整数変換、サブバンド変換、離散サイン変換(DST)、または他のタイプの変換が使用
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され得る。いずれの場合にも、変換処理ユニット52は、残差ブロックに変換を適用し、変
換係数のブロックを作成する。変換は、残差情報をピクセル領域から周波数領域などの変
換領域に変換し得る。変換処理ユニット52は、得られた変換係数を量子化ユニット54に送
り得る。量子化ユニット54は、ビットレートをさらに低減するために変換係数を量子化す
る。量子化プロセスは、係数の一部またはすべてと関連付けられたビット深度を低減する
ことができる。量子化の程度は、量子化パラメータを調整することによって修正され得る
。
【０１２１】
　量子化に続いて、エントロピー符号化ユニット56は、量子化された変換係数をエントロ
ピーコーディングする。たとえば、エントロピー符号化ユニット56は、本開示の技法に従
ってCABACおよび/または改善されたCABACを実行し得る。コンテキストベースのエントロ
ピーコーディングの場合には、コンテキストは、隣接ブロックに基づき得る。エントロピ
ー符号化ユニット56によるエントロピーコーディングに続いて、符号化されたビットスト
リームは、別のデバイス(たとえば、ビデオデコーダ30)へ送信されるか、または、後の送
信もしくは取出しのためにアーカイブされ得る。
【０１２２】
　逆量子化ユニット58および逆変換ユニット60は、ピクセル領域における残差ブロックを
再構築するために、それぞれ、逆量子化および逆変換を適用する。具体的には、加算器62
は、動き補償ユニット44またはイントラ予測ユニット46によって前に作成された動き補償
された予測ブロックに再構築された残差ブロックを加算して、参照ピクチャメモリ64に記
憶するための再構築されたビデオブロックを作成する。再構築されたビデオブロックは、
後続のビデオフレーム中のブロックをインターコーディングするために、参照ブロックと
して、動き推定ユニット42および動き補償ユニット44によって使用され得る。
【０１２３】
　エントロピー符号化ユニット56などのビデオエンコーダ20の様々な構成要素は、本開示
の改善されたCABAC技法を実施してコンテキストモデリングを実行し得る。本開示の様々
な態様によれば、エントロピー符号化ユニット56は、1つまたは複数の以前の符号化され
た変換係数のi番目のビンの値を使用して、変換係数のi番目のビンのためのコンテキスト
モデリングを実行し得る。別の言い方をすると、現在の変換係数のi番目のビンのコンテ
キストモデリングは、エントロピー符号化ユニット56がすでに符号化した1つまたは複数
の変換係数の対応するi番目のビンの値に依存する。i番目のビンのコンテキストモデリン
グは、変換係数の値の複数のビンのためのコンテキストモデリングが並列に実行されるこ
とを可能にするために、以前に符号化された変換係数の値の他のビンの使用を除外し得る
。
【０１２４】
　以前に符号化された変換のi番目のビンの値を使用して現在の変換係数のビンのための
コンテキストモデリングを実行することによって、エントロピー符号化ユニット56は、本
開示の技法を実施して、既存のCABACコーダを超える1つまたは複数の潜在的な改善をもた
らし得る。そのような利点の例として、エントロピー符号化ユニット56は、本開示の技法
を実施することによって、コンテキストモデリング動作の並列化を改善し得る。より具体
的には、エントロピー符号化ユニット56は、現在符号化されている変換係数の複数のビン
に対して、コンテキストモデリングを並列に実行し得る。たとえば、複数のビンに対応す
るビン値が以前に符号化された変換係数から利用可能であるとエントロピー符号化ユニッ
ト56が決定する場合、エントロピー符号化ユニット56は、現在符号化されている変換係数
のビンに対して、コンテキストモデリング動作を少なくとも部分的に並列化し得る。
【０１２５】
　エントロピー符号化ユニット56は、マルチパスコーディング方式に従って、本開示の並
列化されたコンテキストモデリングを実行し得る。より具体的には、マルチパスコーディ
ング方式は、エントロピー符号化ユニット56が別々のスレッドを各々の特定のビンに割り
当てる(たとえば、第1のビンに対してスレッド1、第2のビンに対してスレッド2など)、コ
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ーディング技法を指す。したがって、マルチパスコーディングによれば、すべてのbin0の
インスタンスが、順番にコーディングされるbin1のインスタンスとは無関係に、順番に符
号化されることが可能であり、bin0とbin1の両方のインスタンスが、順番に符号化される
bin2のインスタンスとは無関係にコーディングされ、以下同様である。いくつかの例では
、エントロピー符号化ユニット56は、単一のブロックの変換単位に関してマルチパスコー
ディングを実行し得る。その上、通常モードに従って符号化されるビンに対して、エント
ロピー符号化ユニット56は、いくつかの符号化パスを実行し得る。各パスは、すべての変
換係数の単一の対応するビンに関し得る。言い換えると、各パスの間、エントロピー符号
化ユニット56は、他のパスに関する情報を利用しない。たとえば、エントロピー符号化ユ
ニット56は、第1のパスにおいて1つの変換単位/CG内のすべての変換係数の(必要であれば
)第1のビンを符号化することができる。この例では、第2のパスにおいて、エントロピー
符号化ユニット56は、必要であれば、1つの変換単位/CG内のすべての変換係数の第2のビ
ンを符号化することができ、以下同様である。
【０１２６】
　1つの例示的な使用事例では、エントロピー符号化ユニット56は、以前にコーディング
された隣接する変換係数のbin0の値を使用して現在コーディングされている変換係数のbi
n0のためのコンテキストモデリングを実行し、以前にコーディングされた隣接する変換係
数のbin1の値を使用して現在コーディングされている変換係数のbin1のためのコンテキス
トモデリングを実行し、以下同様であり得る。上で論じられたような並列化を可能にする
ために、エントロピー符号化ユニット56は、特定のビンのコンテキストモデリングを実行
するときに異なるビンを使用するのを避けるように構成され得る。たとえば、エントロピ
ー符号化ユニット56は、以前にコーディングされた変換係数のいずれのbin0の値も使用す
ることなく、現在の変換係数のbin1をエントロピー符号化するためのコンテキストを決定
し得る。ビンの集合が並列にエントロピー符号化される場合、ビンコンテキストを決定す
るために必要なそれぞれのビンが利用可能であるとき、エントロピー符号化ユニット56は
、以前にコーディングされた変換係数のためにそれぞれの利用可能なビン値を使用するこ
とができ、エントロピー符号化ユニット56は、現在コーディングされている変換係数の複
数のビンのためのコンテキストモデリングを並列に実行することができる。上で説明され
た使用事例の状況では、bin0とbin1がともに以前にコーディングされた隣接変換係数から
入手可能である場合、エントロピー符号化ユニット56は、現在コーディングされている変
換係数のためのbin0およびbin1のコンテキストモデリングを並列化することができる。こ
のようにして、エントロピー符号化ユニット56は、本開示の技法を実施して、HEVCにおい
て記述されるようなマルチパスコーディングの主義の範囲内でCABACを実行しながら、コ
ンテキストモデリング動作の並列化を可能にして場合によっては利用することによって、
現在の変換係数のビンに対するコンテキストの選択を改善することができる。
【０１２７】
　エントロピー符号化ユニット56は、必ずしもそうであるとは限らないが、すべてのその
ようなビンの完全なコンテキストモデリングを並列に実行できることを理解されたい。よ
り具体的には、エントロピー符号化ユニット56は、複数のビンのコンテキストモデリング
のいくつかの部分を同時に実行することができる。このようにして、エントロピー符号化
ユニット56は、本開示の技法を実施して、マルチコアプロセシング技術および/または複
数のプロセッサを活用し、現在コーディングされている変換係数のためのコンテキストモ
デリング動作を改善することができる。
【０１２８】
　並列化が可能にされた状態で異なる変換係数の対応するビンを符号化することによって
、エントロピー符号化ユニット56は、既存のマルチパスCABAC技法を超える1つまたは複数
の利点を提供し得る。たとえば、単一のパスにおいて複数の変換係数の対応するビン(た
とえば、それぞれのbin0)をコーディングすることによって、エントロピー符号化ユニッ
ト56は、ビンの遷移において、新しいコンテキストモデルを頻繁に記憶して取り出す必要
をなくすことができる。代わりに、エントロピー符号化ユニット56は、所与のパスの全体
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で単一のコンテキストモデルを使用することができ、それは、そのパスが複数の変換係数
にわたって、対応するビン(たとえば、それぞれのbin0)を対象とするからである。このよ
うにして、エントロピー符号化ユニット56は、本開示の並列化されたコンテキスト選択技
法を実施して、頻繁なコンテキスト切替えにより生じる時間遅延およびリソースの混乱を
軽減し、または場合によってはなくすことができる。対照的に、既存のマルチパスコーデ
ィングは、第1の変換係数のためにbin0、bin1、bin2などを符号化し、次いで第2の変換係
数のためにbin0、bin1、bin2などを符号化することなどが原因で、頻繁なコンテキストモ
デルの保存と取出しの動作が必要になる。
【０１２９】
　たとえば、エントロピー符号化ユニット56は、本明細書において説明されるi番目のビ
ンコンテキストモデリング機能のために使用すべき、1つまたは複数の事前に定義された
テンプレートを生成し、またはそうでなければそれを入手し得る。エントロピー符号化ユ
ニット56が現在コーディングされている変換係数のi番目のビンのコンテキストモデリン
グのために使用し得る、事前に定義されたテンプレートの1つの非限定的な例が、図10に
示されている。図10のテンプレート140などの事前に定義されたテンプレートは、8×8の
変換ブロックのための対角方向の走査順序を定義し、ここで「L」は最後の有意な走査位
置を表し、「x」は現在の走査位置を表し、「xi」はローカルテンプレート140によってカ
バーされる近隣を表す。xiに関して、「i」という値は0から4の範囲にあり、範囲の制約
はi・[0, 4]として表される。本開示の1つまたは複数の態様によれば、エントロピー符号
化ユニット56は、現在符号化されている変換係数の対応するi番目のビンのコンテキスト
モデリングのために、ローカルテンプレート140の中に位置する変換係数のi番目のビンを
使用し得る。いくつかの実装形態によれば、エントロピー符号化ユニット56は、複数のテ
ンプレートを使用して、本開示の並列化されたビンコンテキストモデリングを実行し得る
。一例では、テンプレートのサイズおよび/または形状は、(i)変換単位のサイズ、または
(ii)モード、または(iii)現在の変換単位もしくは係数グループ(CG)内の現在の変換係数
の位置、または(iv)ルーマ成分および/もしくはクロマ成分情報などの、色成分情報とい
う基準のうちの1つまたは複数に依存する。
【０１３０】
　1つまたは複数の事前に定義されたテンプレートを使用してビン値のための以前にコー
ディングされたTUを横断することによって、エントロピー符号化ユニット56は、本開示の
技法を実施して、既存のCABAC技法を超える1つまたは複数の改善をもたらし得る。たとえ
ば、図10のローカルテンプレート140などのTU横断テンプレートを使用することによって
、エントロピー符号化ユニット56は、異なるコーディングパスに関して横断方式を別々に
決定する必要をなくすことができる。したがって、本開示のテンプレートベースの並列化
されたコンテキスト選択技法を実施することによって、エントロピー符号化ユニット56は
、コーディング精度を維持しながら、ビンのコーディングに関してスループットを向上さ
せることができる。
【０１３１】
　別の例示的な実装形態によれば、エントロピー符号化ユニット56は、現在コーディング
されている変換係数の最初の「K」個のビンだけに、本開示の並列化されたコンテキスト
モデリング技法を適用することがあり、ここで「K」はMより小さく、Mは利用可能なビン
インデックスの上限を表し、Mは0から開始する。エントロピー符号化ユニット56は、別の
コンテキストモデリング技法を使用して、またはバイパスモードに従って、残りの(M+1-K
)個のビンを符号化し得る。
【０１３２】
　別の例示的な実装形態によれば、エントロピー符号化ユニット56は、現在符号化されて
いる変換係数の前の、現在の変換単位またはCG内の符号化順序において連続する「N」個
の変換係数として、以前にコーディングされた変換係数の世界を定義し得る。代替的に、
エントロピー符号化ユニット56は、Nを可変であるものとして決定し得る。一例では、エ
ントロピー符号化ユニット56は、現在の変換単位の中での現在符号化されている変換係数
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の相対的な位置に応じて、Nの値を決定し得る。別の例では、エントロピー符号化ユニッ
ト56は、変換単位のサイズに応じてNの値を決定し得る。
【０１３３】
　別の実装形態では、エントロピー符号化ユニット56は、現在の変換単位またはCG内で現
在の位置の近隣に位置する変換係数として、以前に符号化された変換係数の世界を定義し
得る。一例では、現在の位置の近隣は、現在の位置に直接隣り合う位置、または、現在の
位置に直接隣り合うか現在の位置から離れているかのいずれかの位置に制約される。別の
例では、近隣は、これらの位置を含み得るが、1つまたは複数の空間的に隣接する変換単
位の中の位置を含むように拡大し得る。
【０１３４】
　本開示の様々な態様によれば、エントロピー符号化ユニット56は、1つまたは複数の以
前にコーディングされた変換係数と関連付けられる値の関数として、ビンのコンテキスト
インデックスを定義し得る。たとえば、エントロピー符号化ユニット56は、以前にコーデ
ィングされた変換係数のすべてのi番目のビン値の合計を生む関数を使用し得る。より具
体的には、この例では、エントロピー符号化ユニット56は、TU/CGのすべての以前に符号
化された変換係数の利用可能なi番目のビン値の値の加算を実行し得る。そして、エント
ロピー符号化ユニット56は、現在コーディングされている変換係数のi番目のビンのため
のコンテキストモデリングの間に、コンテキストインデックス(CtIdx)として得られた合
計を使用し得る。別の例では、エントロピー符号化ユニット56はカットオフ値を定義し得
る。この例では、関数の出力が事前に定義されたカットオフ値を超えるとき、エントロピ
ー符号化ユニット56は、現在コーディングされているビンに関して同じコンテキストを使
用し得る。いくつかの例では、エントロピー符号化ユニット56は、カットオフ値がビンイ
ンデックス/変換単位のサイズ/コーディングモード/1つの変換単位内での変換係数の位置
に基づく(またはそれらに依存すべきである)ことを決定し得る。
【０１３５】
　いくつかの例では、エントロピー符号化ユニット56は、これらのビンが同じコンテキス
トモデルを共有するように、異なるパスにおいてコーディングされる対応するビンを符号
化し得る。一例では、エントロピー符号化ユニット56は、異なるパスにおけるビンのため
のコンテキストインデックス導出方法、たとえばコンテキストインデックスを計算するた
めの関数が異なると、決定し得る。一例によれば、エントロピー符号化ユニット56は、異
なるパスにおけるビンのためのコンテキストインデックス導出方法、たとえばコンテキス
トインデックスを計算するための関数が同じであり得ると、決定し得る。
【０１３６】
　本開示のいくつかの態様によれば、エントロピー符号化ユニット56は、異なるサイズの
変換単位において、同じパスに対してはコンテキストインデックスの導出規則が変更され
ないままにすることができる。しかしながら、エントロピー符号化ユニット56は、オフセ
ットをコンテキストインデックスに適用して、現在コーディングされているビンのための
コンテキストモデリングを実行することができる。たとえば、エントロピー符号化ユニッ
ト56は、2つの異なる変換サイズがコンテキストモデルの2つの集合を有すると決定し得る
。そして、エントロピー符号化ユニット56は、1つのそのような集合の中のコンテキスト
モデルの数として、オフセットを定義し得る。たとえば、TUサイズが事前に定義された次
元M×Mの正方形より小さいとエントロピー符号化ユニット56が決定する場合、エントロピ
ー符号化ユニット56は、各々のそのようなTU(M×Mより小さい)のサイズがコンテキストモ
デルの固有のそれぞれの集合を有すると決定し得る。逆に、エントロピー符号化ユニット
56は、M×M以上のサイズを有するすべてのTUがコンテキストモデルの同じ集合を共有する
と決定し得る。
【０１３７】
　様々な使用事例の状況において、エントロピー符号化ユニット56は、Mの値を16に設定
し得る。より具体的には、これらの例では、現在コーディングされているTUのサイズが16
×16の正方形より小さいとエントロピー符号化ユニット56が決定する場合、エントロピー
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符号化ユニット56は、現在コーディングされているTUがTUの特定のサイズに対応するコン
テキストモデルの集合と関連付けられると決定し得る。逆に、現在コーディングされてい
るTUが16×16以上のサイズを有するとエントロピー符号化ユニットが決定する場合、エン
トロピー符号化ユニット56は、現在コーディングされているTUが、16×16以上のサイズを
有するすべての他のTUとコンテキストモデルの同じ集合を共有すると決定し得る。いくつ
かの例では、エントロピー符号化ユニット56は、TUサイズベースのコンテキストの選択を
、ルーマブロックにのみ適用し得る。
【０１３８】
　いくつかの例によれば、残りのビンをコーディングするために使用されるRiceパラメー
タは、変換サイズに依存する。代わりに、または加えて、Riceパラメータはコーディング
モードに依存し得る。一例では、coeff_abs_level_remainingのためにゴロムライス符号
を使用する代わりに、エントロピー符号化ユニット56は他のバイナリ化技法を使用し得る
。代わりに、または加えて、2つ以上のバイナリ化方法が、coeff_abs_level_remainingシ
ンタックス要素をコーディングするために適用され得る。一例では、coeff_abs_level_re
mainingをコーディングするために使用されるバイナリ化方法(たとえば、Riceパラメータ
)は、コーディングモードに依存する。代替的に、coeff_abs_level_remainingをコーディ
ングするために使用されるバイナリ化方法(たとえば、Riceパラメータ)は、1つのTU内で
の相対的な位置に依存し得る。代わりに、coeff_abs_level_remainingをコーディングす
るために使用されるバイナリ化方法(たとえば、Riceパラメータ)は、走査順序における最
初のコーディング/復号される変換係数からの距離に依存し得る。いくつかの事例では、c
oeff_abs_level_remainingをコーディングするために使用されるバイナリ化方法(たとえ
ば、Riceパラメータ)は、変換単位に対する相対的なコーディンググループの位置に依存
する。
【０１３９】
　本開示のいくつかの態様によれば、エントロピー符号化ユニット56は、変換サイズに基
づいて係数グループ(CG)サイズを決定し得る。言い換えると、これらの態様によれば、CG
サイズは変換サイズに依存する。代わりに、または加えて、エントロピー符号化ユニット
56は、コーディングモードに基づいてCGサイズを決定し得る。これらの例では、エントロ
ピー符号化ユニット56は、変換サイズおよび/またはコーディングモードの一方または両
方に依存するものとして、CGサイズを決定し得る。代わりに、または加えて、エントロピ
ー符号化ユニット56は、変換行列に基づいてCGサイズを決定し得る。
【０１４０】
　本開示のいくつかの態様によれば、エントロピー符号化ユニット56は、変換バイパスモ
ード(「変換スキップモード」とも呼ばれる)を使用して符号化されるブロックにも、並列
化されたコンテキストモデリング技法を適用し得る。変換バイパスモードは、無損失のコ
ーディング出力を与えるためにビデオエンコーダ20が符号化の変換と量子化の動作をスキ
ップし得る、コーディングモードを指す。したがって、本開示のいくつかの態様によれば
、エントロピー符号化ユニット56は、無損失のコーディングの事例において利益をもたら
す可能性を与えるように、並列化されたコンテキスト選択技法を拡大し得る。
【０１４１】
　本開示の様々な変換係数コンテキストモデリング技法の例示的な詳細が、以下でさらに
詳細に論じられる。マルチパスコーディングに従ったコンテキストモデリングの一例が以
下で説明される。この例によれば、エントロピー符号化ユニット56は、HEVCにおいて設計
されるようなコーディング要素およびコーディング順序(マルチパスコーディング、およ
びCGベース)を適用し得る。加えて、エントロピー符号化ユニット56は、変換係数の大き
さが変わらないままであるように保ちながら、バイナリ化技法を適用し得る。しかしなが
ら、エントロピー符号化ユニット56は、変換係数の大きさをコーディングするためのコン
テキストインデックスおよびRiceパラメータの計算方法を修正し得る。
【０１４２】
　bin0(有意性フラグ)に対するコンテキストインデックスの計算は、テンプレートにおけ
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る0ではない係数(すなわち、係数の大きさが0より大きい)の数、現在のTU内での現在の係
数の位置、ルーマ成分に対するTUサイズ、および色成分という情報に依存し得る。色成分
の依存性に関して、ルーマとクロマは別々に考慮される。加えて、ルーマ成分に対するTU
サイズを考慮する際、コンテキストインデックスの計算はルーマに対するTUサイズとは無
関係である。ルーマ成分のTUサイズは、3つの集合、すなわち、4×4のTU、8×8のTU、16
×16以上のTUを含み得る。
【０１４３】
　bin1およびbin2(Grt than 1、Grt than 2)に対して、コンテキストインデックスの計算
は、(bin1に対して)1より大きいテンプレート中のabsLevelsの数および(bin2に対して)2
より大きいテンプレート中のabsLevelsの数、現在のTU内での現在の係数の位置、ならび
に色成分という情報に依存し得る。Riceパラメータの導出プロセスは、バイパスコーディ
ング情報に、およびsum_absolute_levelMinus1シンタックス要素の値に依存する。
【０１４４】
　一例では、エントロピー符号化ユニット56は、係数の大きさがkより大きくなるように
、テンプレートの中の係数の数を返すように関数sum_template(k)を定義し得る。sum_tem
plate(k)関数の例は次の通りである。
【０１４５】
【数４】

【０１４６】
加えて、この例では、エントロピー符号化ユニット56は、以下のように、位置情報を扱う
ように関数function f(x, y, n, t)を定義し、成分情報を扱うように別の関数δk(u, v)
を定義し得る。
【０１４７】

【数５】

【０１４８】
　図10は、本明細書において説明されるコンテキストモデリング技法に関してエントロピ
ー復号ユニット70および/またはエントロピー符号化ユニット56が使用し得るテンプレー
ト(ローカルテンプレート140)の一例を示す。現在の変換係数は「X」としてマークされ、
5つの空間的な近隣は「Xi」としてマークされる(iは0から4の整数を表す)。以下の条件の
いずれか1つが満たされる場合、エントロピー符号化ユニット56は、コンテキストインデ
ックスの導出プロセスにおいて利用不可能であり使用されないものとしてXiをマークし得
る。
　・　Xiの位置および現在の変換係数Xは同じ変換単位の中に位置せず、または、
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　・　Xiの位置はピクチャの水平方向もしくは垂直方向の境界の外側に位置し、または、
　・　変換係数Xiはまだコーディングされていない。マルチパスコーディングの場合、同
じコーディングパスにおけるビンがコーディングされるときはいつでも、それらのビンが
コンテキストインデックスの導出プロセスにおいて使用され得る。したがって、復号の観
点からは、1つの変換係数を完全に復号することは必要ではない。
【０１４９】
　代替的に、エントロピー符号化ユニット56は、隣接する変換単位からの情報を含み得る
1つまたは複数の他のテンプレートを適用し得る。様々な例では、隣接するTUは空間的な
近隣または時間的な近隣であり得る。本明細書において説明されるコンテキストモデリン
グ技法の1つまたは複数によれば、コンテキストインデックスの計算は以下の段落におい
て説明されるように定義され得る。
【０１５０】
　bin0に関して、エントロピー符号化ユニット56は、コンテキストインデックスを次のよ
うに導出し得る。
c0 = min(sum_template(0), 5)+f(x, y, 6, 2)+δk(f(x, y, 6, 5), cIdx) + offset(cId
x, width)
c0 = c0 + offset(cIdx, width)
ここで、
【０１５１】
【数６】

【０１５２】
　一例では、c0の範囲に基づいて、ルーマコンテキストの1つの集合は、NumberLumaCtxOn
esetの値に等しい数のコンテキストモデルを含み得る。たとえば、ルーマコンテキストの
集合は18個のコンテキストモデルを含み得る。ルーマbin0をコーディングするための異な
る変換サイズ(変換の幅は「w」によって表記される)に関して、エントロピー符号化ユニ
ット56は、各変換サイズに対して異なる集合を選択し得る。加えて、クロマコンテキスト
およびルーマコンテキストは、コーディング性能をさらに改善するために分離される。YC
bCr入力に対して、3つの色成分、すなわちY、Cb、およびCrはそれぞれ、0、1、および2に
等しい成分インデックスvを用いて表される。
【０１５３】
　これらの例では、エントロピー符号化ユニット56は、bin1のためのコンテキストインデ
ックスを次のように導出し得る。
c1 = min(sum_template(1), 4) + N
c1 = c1 +δk(f(x, y, 5, 3), cIdx) +δk(f(x, y, 5, 10), cIdx)
加えて、これらの例では、エントロピー符号化ユニット56は、bin2のためのコンテキスト
インデックスを次のように導出し得る。
c2 = min(sum_template(2), 4) + N
c2 = c2 +δk(f(x, y, 5, 3), cIdx) +δk(f(x, y, 5, 10), cIdx)
【０１５４】
　一例では、Nは0に等しい。別の例では、Nは1に等しい。代わりに、または加えて、Nが1
に等しいとき、エントロピー符号化ユニット56は、0に等しいコンテキストインデックスc
1またはc2を用いて第1のbin1またはbin2をコーディングし得る。この例では、エントロピ
ー符号化ユニット56は、上の式に従ってbin1およびbin2の他のインスタンスをコーディン
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グし得る。
【０１５５】
　一例では、エントロピー符号化ユニット56は、コンテキストモデルの同じ集合を有する
が異なるインデックスを有する、bin1およびbin2を符号化し得る。代わりに、bin1および
bin2はコンテキストモデルの2つの集合を用いてコーディングされ、それらの間には依存
性がない。残りのビンに対して、エントロピー符号化ユニット56は、HEVCにおいて展開さ
れる設計またはJCTVC-H0228における設計を適用し得る。様々な例において、エントロピ
ー符号化ユニット56は、上で説明された様々な関数を構築する際に異なる定数値を使用し
得る。
【０１５６】
　本開示の追加の態様は、コンテキスト初期化の改善を対象とする。本開示のコンテキス
ト初期化の改善は、上で説明された並列化されたコンテキスト選択技法とは独立に実施さ
れることがあり、または、上で説明された並列化されたコンテキスト選択技法の任意の1
つまたは複数と組み合わせて実施されることがある。本開示のコンテキスト初期化技法の
1つまたは複数は、以前に符号化された情報からコンテキスト情報を再使用することを対
象とする。たとえば、エントロピー符号化ユニット56は、現在のピクチャまたは以前に符
号化されたピクチャに属し得る、以前に符号化されたスライスからのステータスをコピー
することによって、スライスのためのコンテキスト情報を継承し、またはそうでなければ
導出することができる。本開示の継承ベースのコンテキスト初期化技法による様々な例で
は、「ステータス」という用語は、状態情報と優勢シンボル(MPS)値との組合せを指す。
以下の説明では、「スライス」という用語は「タイル」という用語と交換可能に使用され
得る。
【０１５７】
　以前に符号化されたスライスからコンテキスト初期化情報を継承することによって、エ
ントロピー符号化ユニット56は、本開示の技法を実施して、既存のCABACコンテキスト初
期化技法と比較して改善された精度を提供することができる。たとえば、既存のCABACコ
ンテキスト初期化技法は、テーブルからコンテキストステータス情報を取得することに依
存する。しかしながら、テーブルは静的な情報を使用して形成される。しかしながら、本
開示の継承ベースのコンテキスト初期化技法によれば、エントロピー符号化ユニットは、
同じスライスタイプである、かつ/または現在符号化されているスライスと同じ量子化パ
ラメータ(QP)を有する、以前に符号化されたスライスからコンテキスト初期化情報を引き
出すことができる。このようにして、エントロピー符号化ユニット56は、本開示の技法を
実施して、現在のスライスための使用されるコンテキスト初期化情報の精度を改善するこ
とができる。
【０１５８】
　いくつかの実装形態によれば、エントロピー符号化ユニット56は、コンテキスト初期化
情報をそこから継承すべきスライスとして、以前に符号化されたスライスの中心LCUを特
定し得る。様々な例において、エントロピー符号化ユニット56は、複数の対応する以前に
符号化されたスライスから、現在のピクチャの現在のスライスのためのコンテキスト初期
化を継承し得る。一例では、エントロピー符号化ユニット56は、本開示のコンテキスト初
期化技法に従って符号化される複数のスライスのすべてのためのコンテキスト初期化情報
をそこから継承すべき、以前に符号化されたピクチャの同じブロック(すなわち、中心LCU
)を使用し得る。別の例では、エントロピー符号化ユニット56は、以前に符号化されたピ
クチャの対応するスライスの各々からのそれぞれの中心LCUから、複数のスライスの各々
のためのコンテキスト初期化情報を継承し得る。
【０１５９】
　たとえば、以前に符号化されたピクチャの中心LCUを符号化した後で、エントロピー符
号化ユニット56は、スライスコンテキスト初期化に関してステータス情報のすべてを記憶
し得る。次いで、エントロピー符号化ユニット56は、コピーされたステータス情報にアク
セスしてそれを読み取り、現在符号化されているピクチャの1つまたは複数のスライスの
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ためのコンテキストを初期化するためにそのステータス情報を使用し得る。以前に符号化
されたピクチャからのステータス情報を使用して現在のピクチャのスライスのためのコン
テキスト初期化を実行することによって、エントロピー符号化ユニット56は、コンテキス
ト初期化が目的の、静的な情報の固定されたテーブルへの依存を減らすことができる。た
とえば、固定されたテーブルを使用して最初のピクチャのスライスならびに任意のイント
ラコーディングされたピクチャのためのコンテキストを初期化した後で、エントロピー符
号化ユニット56は、続いて符号化されるインターコーディングされたピクチャのためのコ
ンテキスト初期化を実行し得る。エントロピー符号化ユニット56は、Pスライスおよび/ま
たはBスライスに関して、本開示の継承ベースのコンテキスト初期化技法を実施し得る。
【０１６０】
　本開示のコンテキスト初期化技法の追加の例示的な詳細が以下で説明される。エントロ
ピー符号化ユニット56は、追加で、または代替的に、以下で論じられるような、コンテキ
スト初期化のための本開示による技法を実行するように構成され得る。エントロピー符号
化ユニット56は、本開示のコンテキスト初期化技法を実施して、現在のスライスをコーデ
ィングするための初期化されたコンテキスト情報として以前に符号化されたピクチャの中
に位置する1つのブロックを符号化した後のコンテキスト情報を継承し得る。エントロピ
ー符号化ユニット56は、Pスライスおよび/またはBスライスに継承ベースのコンテキスト
初期化技法を適用し得る。加えて、上で言及された「1つのブロック」の位置は、事前に
定義されており、1つの全体のシーケンスに対して固定されている。たとえば、最大コー
ディング単位サイズ(LCU)は「N×N」によって表記され、ピクチャの幅は「W」によって表
記され、ピクチャの高さは「H」によって表記される。この例では、「PicWidthInCtbsY」
によって表記される、1つのLCU行の中のLCUの数は、天井関数、すなわちCeil(W÷N)の出
力に等しい。加えて、この例では、「PicHeightInCtbsY」によって表記されるLCU行の数
はCeil(H÷N)に等しく、ここで天井関数Ceil(x)はx以上の最小の整数を表す。
【０１６１】
　いくつかの例によれば、位置は、以前にコーディングされたピクチャの中の第1のスラ
イスの中心LCUとして定義される。numLCUinSliceが第1のスライスの中のLCUの数を表すと
仮定すると、位置はTargetCUAddr = numLCUinSlice/2として定義される。一例では、位置
はTargetCUAddr = (PicWidthInCtbsY* PicHeightInCtbsY)/2 + PicWidthInCtbsY /2とし
て定義される。さらに、TargetCUAddrが(PicWidthInCtbsY* PicHeightInCtbsY)以上であ
る(たとえば、PicHeightInCtbsYが1に等しい)とき、TargetCUAddrは、(PicWidthInCtbsY*
 PicHeightInCtbsY - 1)にリセットされ、これは最後のLCUに対応する。一例では、位置
は、以前にコーディングされたピクチャの最後のLCU、または1つのフレーム内の中心LCU(
すなわち、PicWidthInCtbsY* PicHeightInCtbsY/2)、または中心のLCU行の最後のLCU(す
なわち、PicWidthInCtbsY* (PicHeightInCtbsY/2) - 1)、またはk番目のLCU行の最後のLC
U(たとえば、kは1に等しい)として定義される。1つの例によれば、位置は、以前に符号化
されたピクチャの中の第1のスライスの最後のLCUとして定義される。本開示のコンテキス
ト初期化技法のいくつかの実装形態によれば、分解能が異なると、コーディングブロック
の位置の定義が異なり得る。
【０１６２】
　いくつかの例では、「1つのブロック」の位置は、シーケンスパラメータセット(SPS)ま
たはピクチャパラメータセット(PPS)などのパラメータセットにおいてシグナリングされ
る。SPSおよび/またはPPSなどのパラメータセットは、現在のピクチャのスライスに関し
て帯域外でシグナリングされ得る。いくつかの例では、「1つのブロック」の位置は、ス
ライスヘッダにおいてシグナリングされ得る。スライスヘッダは、対応するスライスに関
して帯域内でシグナリングされ得る。これらの例および他の例では、参照ピクチャインデ
ックス、対応するピクチャ順序カウントの差分(またはデルタPOC)などの、以前に符号化
されたピクチャの指示が、パラメータセットまたはスライスヘッダにおいてシグナリング
され得る。
【０１６３】
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　いくつかの例では、「以前にコーディングされたピクチャ」は、現在のピクチャのすぐ
前(直前)に符号化/復号されたピクチャとして定義される。いくつかの例では、「以前に
コーディングされたピクチャ」は、以前のピクチャの中の第1のスライスが現在のスライ
スと同じスライスタイプを有するように、現在のピクチャの前に符号化または復号された
最後のピクチャであるピクチャとして定義される。いくつかの例では、「以前にコーディ
ングされたピクチャ」は、現在のピクチャの前の符号化/復号されたピクチャであるピク
チャとして定義され、以前のピクチャの中の第1のスライスは、現在のスライスと同じ初
期量子化パラメータを有する。いくつかの例によれば、「以前にコーディングされたピク
チャ」は、現在のスライスおよび/または上記の同じ初期量子化パラメータと、同じスラ
イスタイプを有する、または同じスライスタイプと量子化パラメータの両方を有する、ま
たは同じスライスタイプと時間レイヤの両方を有する、以前にコーディングされたスライ
スを含むピクチャとして定義される。いくつかの例では、「以前にコーディングされたピ
クチャ」は、ピクチャバッファ(コーディングピクチャバッファまたは復号ピクチャバッ
ファなど)の中に存在するピクチャとして定義され、参照ピクチャとして現在のピクチャ
のために使用され得る。これらの例によれば、HEVCベースのプラットフォームのように、
以前のスライスは、参照ピクチャセット(RPS)の中のピクチャに、またはRefPicSetStCurr
Before、RefPicSetStCurrAfter、およびRefPicSetLtCurrという部分集合のうちの1つの中
のピクチャに、属さなければならない。
【０１６４】
　本開示のコンテキスト初期化技法のいくつかの実装形態によれば、表示順序においてあ
るイントラコーディングされたピクチャの後でコーディングされるピクチャのすべてが同
じスライスタイプおよび同じ初期量子化パラメータを有しない場合、コンテキスト情報の
継承は無効にされ得る。この場合、従来の初期化方法が適用され、たとえば、エントロピ
ー符号化ユニット56は固定されたテーブルを使用して、そのテーブルから初期ステータス
情報を引き出し得る。いくつかの実装形態によれば、エントロピー符号化ユニット56は、
本開示の継承ベースのコンテキスト初期化技法を特定のコンテキストモデルに適用し、他
のコンテキストモデルには適用しないことがある。加えて、または代わりに、「1つのブ
ロック」の位置は、異なるコンテキストモデルに対しては異なり得る。上に列挙された様
々な実装の選択肢は、本開示のコンテキスト初期化技法に従って、個別に、または様々な
組合せで実装され得ることを理解されたい。
【０１６５】
　本開示のコンテキスト初期化技法のいくつかの例では、cabac_init_present_flagが有
効であるとエントロピー符号化ユニット56が決定する場合、エントロピー符号化ユニット
56は、「以前に符号化されたピクチャ」に含まれるスライスが現在符号化されているスラ
イスと同じタイプを有するべきであると決定し得る。別の言い方をすると、この例では、
cabac_init_present_flagが有効である場合、以前に符号化されたピクチャの定義は一致
するスライスタイプに依存する。加えて、復号の観点から、シグナリングされるcabac_in
it_present_flagは、この実装形態によれば考慮されない。いくつかの事例では、代わり
に、エントロピー符号化ユニット56はまず、cabac_init_present_flagおよび「以前に符
号化されたピクチャ」の選択に基づいて、現在のスライスのスライスタイプを修正し得る
。
【０１６６】
　本開示のコンテキスト初期化技法の追加の例示的な詳細が以下で説明される。いくつか
の実装形態によれば、エントロピー符号化ユニット56は、イントラランダムアクセスピク
チャ(IRAP)に関して本開示の継承ベースのコンテキスト初期化技法を適用しないことがあ
る。たとえば、エントロピー符号化ユニット56は、3つのタイプのIRAP、すなわち、瞬時
復号リフレッシュ(IDR)ピクチャ、クリーンランダムアクセス(CRA)ピクチャ、およびブロ
ークンリンクアクセス(BLA)ピクチャのいずれかに関して、継承ベースのコンテキスト初
期化技法を実施しないことがある。
【０１６７】
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　以前にコーディングされた情報に基づく継承ベースのコンテキスト初期化の一例では、
エントロピー符号化ユニット56は、1つのスライスを有する1つのピクチャを符号化し得る
。この例では、エントロピー符号化ユニット56は、以下の規則のうちの1つまたは複数を
適用して、コンテキストモデルの初期状態を導出し得る。第1の規則は、以前に符号化さ
れたピクチャのスライスが現在符号化されているスライスのスライスタイプと同じスライ
スタイプを有するというものである。代わりに、または加えて、初期スライス量子化パラ
メータ(QP)は、現在符号化されているスライスをコーディングするために使用されるスラ
イスQPと同じである。
【０１６８】
　本開示のいくつかの態様によれば、エントロピー符号化ユニット56は、異なるQPが現在
のスライスおよび予測子スライスのために使用されるとき、以前に符号化されたスライス
からコンテキスト初期化情報を継承し得る。これらの例では、エントロピー符号化ユニッ
ト56は、現在のスライスを符号化するためのコンテキスト初期化情報を使用する前に、コ
ンテキスト状態に関してマッピングプロセスを適用し得る。たとえば、エントロピー符号
化ユニット56は、1つまたは複数の初期化関数(たとえば、HEVCにおいて指定される初期化
関数)ならびに2つのQPおよびコンテキストを利用して、ある状態を別の状態に変換し得る
。いくつかの事例では、エントロピー符号化ユニット56は、以前にコーディングされたピ
クチャの中の事前に定義されたアドレスを有する1つのブロックを符号化した後で状態情
報(たとえば、状態)を記録し、現在符号化されているスライスのための初期状態情報とし
てその記録された状態情報を使用し得る。
【０１６９】
　一例では、「1つのブロック」は最大コーディング単位(LCU)を表す。たとえば、LCUサ
イズ(次元)は「N×N」によって、ピクチャの幅は「W」によって、ピクチャの高さは「H」
によって表記され得る。1つのLCU行の中のLCUの数は、PicWInCtbsYによって表記されるこ
とが可能であり、天井関数Ceil(W÷N)の出力に等しい。PicHInCtbsYにより表記される、
ピクチャの中のLCU行の数は、天井関数Ceil(H÷N)の出力に等しい。一般的に説明すると
、関数Ceil(x)はx以上の最小の整数を返す。加えて、LCUの単位で測られるピクチャの幅
、およびLCUの単位で測られるピクチャの高さは、それぞれ、上で説明された天井関数を
使用して得られるPicWInCtbsYおよびPicHInCtbsYの値によって表される。一例では、LCU
のアドレスは以下の式に従って定義される。
TargetCUAddr = (Pic WInCtbsY * PicHInCtbs Y)/2 + PicWInCtbs Y/2
【０１７０】
　さらに、TargetCUAddrが(PicWInCtbsY* PicHInCtbsY)の値以上であるとき、エントロピ
ー符号化ユニット56は、TargetCUAddrを(PicWInCtbsY* PicHInCtbsY - 1)の値にリセット
し得る。たとえば、TargetCUAddrは、PicHInCtbsYが1に等しい事例では、上記の値に等し
いことがあり、またはそれを超えることがある。加えて、(PicWInCtbsY* PicHInCtbsY - 
1)の値は、1つのピクチャの中の最後のLCUに対応する。
【０１７１】
　いくつかの事例では、さらに、エントロピー符号化ユニット56は、表示順序において新
しいイントラコーディングされたピクチャの後の最初の1つまたは複数のピクチャに対し
て、上で説明された規則ベースのコンテキスト初期化技法を適用しないことがある。エン
トロピー符号化ユニット56が規則ベースのコンテキスト初期化を適用しない可能性がある
例は、エントロピー符号化ユニット56が初めて新しいスライスタイプまたは新しいQPに遭
遇した(たとえば、新しいスライスタイプまたは新しいQPが出現した)場合である。たとえ
ば、エントロピー符号化ユニット56は、ランダムアクセスに関する問題を軽減し、または
場合によっては回避し得る。本開示の例が図9に示されており、図9において、28から35の
ピクチャ順序カウント(POC)値を有するピクチャのコーディング順序(およびしたがって復
号順序)は、32、28、…30、29、31、40、36、34、33、35である。
【０１７２】
　表示順序に関して、POC値が40に等しいピクチャは、POC値が32に等しいIピクチャの後
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で復号される最初のピクチャである。POC値が24であるピクチャはPOCが40に等しいピクチ
ャと同じQPを有し、両方が同じスライスタイプを共有するが、エントロピー符号化ユニッ
ト56は、POCが24に等しいピクチャのコーディングされた情報を使用して、POC値が40に等
しいピクチャを予測しないことがある。同様に、エントロピー符号化ユニット56は、POC
が31に等しいピクチャのコーディングされた情報を使用して、POCが33に等しいピクチャ
を予測しないことがある。しかしながら、エントロピー符号化ユニット56は、POCが33に
等しいピクチャのコーディングされた情報を使用して、POCが35に等しいピクチャを予測
することがあり、それは、両方のピクチャがIピクチャよりも(表示順序において)後にあ
るからである。
【０１７３】
　以前にコーディングされたピクチャからの予測が許可されない、無効にされている、ま
たはエントロピー符号化ユニット56に対して別様に利用可能ではない事例では、エントロ
ピー符号化ユニット56は、HEVCにおいて定義されるようにコンテキスト初期化技法を適用
し得る。上で説明されたように、図4のビデオエンコーダ20は、改善されたCABACのために
本開示の様々な技法のいずれをも、単独で、または任意の組合せで実行するように構成さ
れ得るビデオエンコーダの例を表す。いくつかの例では、ビデオエンコーダ20は、変換単
位を符号化するためのコーディングモードを選択するように構成される。いくつかの例で
は、ビデオエンコーダ20は、ビデオデータの少なくとも一部分を捕捉するように構成され
るカメラを含む、デバイスを含むことがあり、デバイスであることがあり、またはデバイ
スの一部であることがある。いくつかの例では、ビデオエンコーダ20は、カメラから捕捉
されたビデオデータを受け取るように構成されるメモリデバイスを含み得る。
【０１７４】
　図5は、本開示の技法に従ってCABACを実行するように構成され得る例示的なエントロピ
ー符号化ユニット56のブロック図である。シンタックス要素118は、エントロピー符号化
ユニット56に入力される。シンタックス要素がすでにバイナリ値のシンタックス要素(た
とえば、0および1という値のみを有するフラグまたは他のシンタックス要素)である場合
、バイナリ化のステップはスキップされ得る。シンタックス要素が非バイナリ値のシンタ
ックス要素(たとえば、1または0以外の値を有し得るシンタックス要素)である場合、非バ
イナリ値のシンタックス要素はバイナライザ120によってバイナリ化される。バイナライ
ザ120は、非バイナリ値のシンタックス要素の、バイナリの判断の列へのマッピングを実
行する。これらのバイナリの判断は、しばしば「ビン」と呼ばれる。たとえば、変換係数
レベルでは、レベルの値は連続的なビンへと分解されることがあり、各ビンは、係数レベ
ルの絶対値が何らかの値より大きいかどうかを示す。たとえば、ビン0(有意性フラグと呼
ばれることがある)は、変換係数レベルの絶対値が0より大きいかどうかを示す。ビン1は
、変換係数レベルの絶対値が1より大きいかどうかを示し、以下同様である。各々の非バ
イナリ値のシンタックス要素に対して、固有のマッピングが開発され得る。
【０１７５】
　バイナライザ120によって作成される各ビンは、エントロピー符号化ユニット56のバイ
ナリ算術コーディング側に与えられる。すなわち、非バイナリ値のシンタックス要素の所
定の集合に対して、各ビンのタイプ(たとえば、ビン0)は、次のビンのタイプ(たとえば、
ビン1)の前にコーディングされる。コーディングは、通常モードとバイパスモードのいず
れかで実行され得る。バイパスモードでは、バイパスコーディングエンジン126は、固定
された確率モデルを使用して、たとえばゴロムライスコーディングまたは指数ゴロムコー
ディングを使用して、算術コーディングを実行する。バイパスモードは一般に、より予測
可能なシンタックス要素のために使用される。
【０１７６】
　通常モードにおけるコーディングは、CABACを実行することを伴う。通常モードのCABAC
は、以前に符号化されたビンの値を与えられるとビンの値の確率が予測可能である場合に
、ビン値をコーディングするためのものである。ビンがLPSである確率は、コンテキスト
モデラ122によって決定される。コンテキストモデラ122は、ビン値およびコンテキストモ
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デルの確率状態(たとえば、LPSの値およびLPSが発生する確率を含む、確率状態σ)を出力
する。コンテキストモデルは、一連のビンに対する初期コンテキストモデルであることが
あり、または、以前にコーディングされたビンのコーディングされた値に基づいて決定さ
れることがある。上で説明されたように、コンテキストモデラ122は、受信されたビンがM
PSまたはLPSであったかどうかに基づいて、状態を更新し得る。コンテキストモデルおよ
び確率状態σがコンテキストモデラ122によって決定された後で、通常コーディングエン
ジン124がビン値に対してBACを実行する。
【０１７７】
　コンテキストモデラ122は、本開示の技法を実施して、並列化された方式でコンテキス
トモデリングを実行し得る。本開示の様々な態様によれば、コンテキストモデラ122は、1
つまたは複数の以前の符号化された変換係数のi番目のビンの値を使用して、変換係数のi
番目のビンのためのコンテキストモデリングを実行し得る。このようにして、現在の変換
係数のi番目のビンのコンテキストモデリングは、コンテキストモデラ122がすでにそれに
対するコンテキストを選択した1つまたは複数の変換係数の対応するi番目のビンの値に依
存する。
【０１７８】
　以前に符号化された変換のi番目のビンの値を使用して現在の変換係数のビンのための
コンテキストモデリングを実行することによって、コンテキストモデラ122は、本開示の
技法を実施して、既存のCABACコーディングデバイスを超える1つまたは複数の潜在的な改
善をもたらし得る。そのような利点の例として、コンテキストモデラ122は、本開示の技
法を実施することによって、コンテキストモデリング動作の並列化を改善し得る。たとえ
ば、コンテキストモデラ122は、現在符号化されている変換係数の複数のビンに対して、
コンテキストモデリングを並列に実行し得る。一例として、複数のビンに対応するビン値
が以前に符号化された変換係数から利用可能であるとコンテキストモデラ122が決定する
場合、コンテキストモデラ122は、現在符号化されている変換係数のビンに対して、コン
テキストモデリング動作を少なくとも部分的に並列化し得る。
【０１７９】
　コンテキストモデラ122は、マルチパスコーディング方式に従って、本開示の並列化さ
れたコンテキストモデリングを実行し得る。より具体的には、マルチパスコーディング方
式は、エントロピー符号化ユニット56が別々のスレッドを各々の特定のビンに割り当てる
(たとえば、第1のビンに対してスレッド1、第2のビンに対してスレッド2など)、コーディ
ング技法を指す。したがって、マルチパスコーディングによれば、すべてのbin0のインス
タンスが、順番にコーディングされるbin1のインスタンスとは無関係に、順番に符号化さ
れることが可能であり、bin0とbin1の両方のインスタンスが、順番に符号化されるbin2の
インスタンスとは無関係にコーディングされ、以下同様である。いくつかの例では、コン
テキストモデラ122は、単一のブロックの変換単位に関してマルチパスコーディングを実
行し得る。その上、通常モードに従って符号化されるビンに対して、コンテキストモデラ
122は、複数のパスにおいてコンテキスト選択を実行し得る。各パスは、すべての変換係
数の単一の対応するビンに関し得る。言い換えると、各パスの間に、コンテキストモデラ
122は、他のパスに関する情報を利用しない。たとえば、コンテキストモデラ122は、第1
のパスにおいて1つの変換単位/CG内のすべての変換係数の第1のビンのためのコンテキス
トを選択することができる。この例では、第2のパスにおいて、コンテキストモデラ122は
、必要であれば、1つの変換単位/CG内のすべての変換係数の第2のビンのためのコンテキ
ストを選択することができ、以下同様である。
【０１８０】
　1つの例示的な使用事例では、コンテキストモデラ122は、以前にコーディングされた隣
接する変換係数のbin0の値を使用して現在コーディングされている変換係数のbin0のため
のコンテキストモデリングを実行し、以前にコーディングされた隣接する変換係数のbin1
の値を使用して現在コーディングされている変換係数のbin1のためのコンテキストモデリ
ングを実行し、以下同様であり得る。以前にコーディングされた変換係数に対して利用可
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能である任意のビン値を使用して、コンテキストモデラ122は、現在コーディングされて
いる変換係数の複数のビンに対するコンテキストモデリングを並列に実行し得る。上で説
明された使用事例の状況では、bin0とbin1がともに以前にコーディングされた隣接変換係
数から入手可能である場合、コンテキストモデラ122は、現在コーディングされている変
換係数のためのbin0およびbin1のコンテキストモデリングを並列化することができる。こ
のようにして、コンテキストモデラ122は、本開示の技法を実施して、HEVCにおいて記述
されるようなマルチパスコーディングの主義の範囲内でCABACを実行しながら、コンテキ
ストモデリング動作の並列化を可能にして場合によっては利用することによって、現在の
変換係数のビンに対するコンテキストの選択を改善することができる。
【０１８１】
　コンテキストモデラ122は、必ずしもそうであるとは限らないが、すべてのそのような
ビンの完全なコンテキストモデリングを並列に実行できることを理解されたい。より具体
的には、コンテキストモデラ122は、複数のビンのコンテキストモデリングのいくつかの
部分を同時に実行することができる。このようにして、コンテキストモデラ122は、本開
示の技法を実施して、マルチコアプロセシング技術および/または複数のプロセッサを活
用し、現在コーディングされている変換係数のためのコンテキストモデリング動作を改善
することができる。
【０１８２】
　単一のパスにおいて異なる変換係数の対応するビンを符号化することによって、コンテ
キストモデラ122は、既存のマルチパスCABAC技法を超える1つまたは複数の利点を提供し
得る。たとえば、単一のパスにおいて複数の変換係数の対応するビン(たとえば、それぞ
れのbin0)をコーディングすることによって、コンテキストモデラ122は、ビンの遷移にお
いて、新しいコンテキストモデルを頻繁に記憶して取り出す必要をなくすことができる。
代わりに、コンテキストモデラ122は、所与のパスの全体で単一のコンテキストモデルを
使用することができ、それは、そのパスが複数の変換係数にわたって、対応するビン(た
とえば、それぞれのbin0)を対象とするからである。このようにして、コンテキストモデ
ラ122は、本開示の並列化されたコンテキスト選択技法を実施して、頻繁なコンテキスト
切替えにより生じる時間遅延およびリソースの混乱を軽減し、または場合によってはなく
すことができる。対照的に、既存のマルチパスコーディングは、第1の変換係数のためにb
in0、bin1、bin2などを符号化し、次いで第2の変換係数のためにbin0、bin1、bin2などを
符号化することなどが原因で、頻繁なコンテキストモデルの保存と取出しの動作が必要に
なる。
【０１８３】
　たとえば、コンテキストモデラ122は、本明細書において説明されるi番目のビンコンテ
キストモデリング機能のために使用すべき、1つまたは複数の事前に定義されたテンプレ
ートを生成し、またはそうでなければそれを入手し得る。コンテキストモデラ122が現在
コーディングされている変換係数のi番目のビンのコンテキストモデリングのために使用
し得る、事前に定義されたテンプレートの1つの非限定的な例が、図10に示されている。
図10のテンプレート140などの事前に定義されたテンプレートは、8×8の変換ブロックの
ための対角方向の走査順序を定義し、ここで「L」は最後の有意な走査位置を表し、「x」
は現在の走査位置を表し、「xi」はローカルテンプレート140によってカバーされる近隣
を表す。xiに関して、「i」という値は0から4の範囲にあり、範囲の制約はi・[0, 4]とし
て表される。本開示の1つまたは複数の態様によれば、コンテキストモデラ122は、現在符
号化されている変換係数の対応するi番目のビンのコンテキストモデリングのために、ロ
ーカルテンプレート140の中に位置する変換係数のi番目のビンを使用し得る。いくつかの
実装形態によれば、コンテキストモデラ122は、複数のテンプレートを使用して、本開示
の並列化されたビンコンテキストモデリングを実行し得る。一例では、テンプレートのサ
イズおよび/または形状は、(i)変換単位のサイズ、または(ii)モード、または(iii)現在
の変換単位もしくは係数グループ(CG)内での現在の変換係数の位置という基準のうちの1
つまたは複数に依存する。
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【０１８４】
　1つまたは複数の事前に定義されたテンプレートを使用してビン値のための以前にコー
ディングされたTUを横断することによって、コンテキストモデラ122は、本開示の技法を
実施して、既存のCABAC技法を超える1つまたは複数の改善をもたらし得る。たとえば、図
10のローカルテンプレート140などのTU横断テンプレートを使用することによって、コン
テキストモデラ122は、異なるコーディングパスに関して横断方式を別々に決定する必要
をなくすことができる。したがって、本開示のテンプレートベースの並列化されたコンテ
キスト選択技法を実施することによって、コンテキストモデラ122は、コーディング精度
を維持しながら、ビンのコーディングに関してスループットを向上させることができる。
【０１８５】
　別の例示的な実装形態によれば、コンテキストモデラ122は、現在コーディングされて
いる変換係数の最初の「K」個のビンだけに、本開示の並列化されたコンテキストモデリ
ング技法を適用することがあり、ここで「K」はMより小さく、Mは利用可能なビンインデ
ックスの上限を表す。コンテキストモデラ122は、別のコンテキストモデリング技法を使
用して、またはバイパスモードに従って、残りの(M+1-K)個のビンを符号化し得る。
【０１８６】
　別の例示的な実装形態によれば、コンテキストモデラ122は、現在符号化されている変
換係数の前の、現在の変換単位またはCG内の符号化順序において連続する「N」個の変換
係数として、以前にコーディングされた変換係数の世界を定義し得る。代替的に、コンテ
キストモデラ122は、Nを可変であるものとして決定し得る。一例では、コンテキストモデ
ラ122は、現在の変換単位の中での現在符号化されている変換係数の相対的な位置に応じ
て、Nの値を決定し得る。別の例では、コンテキストモデラ122は、変換単位のサイズに応
じてNの値を決定し得る。
【０１８７】
　別の実装形態では、コンテキストモデラ122は、現在の変換単位またはCG内で現在の位
置の近隣に位置する変換係数として、以前に符号化された変換係数の世界を定義し得る。
一例では、現在の位置の近隣は、現在の位置に直接隣り合う位置、または、現在の位置に
直接隣り合うか現在の位置から離れているかのいずれかの位置に制約される。別の例では
、近隣は、これらの位置を含み得るが、1つまたは複数の空間的に隣接する変換単位の中
の位置を含むように拡大し得る。
【０１８８】
　本開示の様々な態様によれば、コンテキストモデラ122は、1つまたは複数の以前にコー
ディングされた変換係数と関連付けられる値の関数として、ビンのコンテキストインデッ
クスを定義し得る。たとえば、コンテキストモデラ122は、以前にコーディングされた変
換係数のすべてのi番目のビン値の合計を生む関数を使用し得る。より具体的には、この
例では、コンテキストモデラ122は、TU/CUのすべての以前に符号化された変換係数の利用
可能なi番目のビン値の値の加算を実行し得る。そして、コンテキストモデラ122は、現在
コーディングされている変換係数のi番目のビンのためのコンテキストモデリングの間に
、コンテキストインデックス(CtIdx)として得られた合計を使用し得る。
【０１８９】
　本開示のいくつかの態様によれば、コンテキストモデラ122は、異なるサイズの変換単
位において、同じパスに対してはコンテキストインデックスの導出規則が変更されないま
まにすることができる。しかしながら、コンテキストモデラ122は、オフセットをコンテ
キストインデックスに適用して、現在コーディングされているビンのためのコンテキスト
モデリングを実行することができる。たとえば、コンテキストモデラ122は、2つの異なる
変換サイズがコンテキストモデルの2つの集合を有すると決定し得る。そして、コンテキ
ストモデラ122は、1つのそのような集合の中のコンテキストモデルの数として、オフセッ
トを定義し得る。たとえば、TUサイズが事前に定義された次元M×Mの正方形より小さいと
コンテキストモデラ122が決定する場合、コンテキストモデラ122は、各々のそのようなTU
(M×Mより小さい)のサイズがコンテキストモデルの固有のそれぞれの集合を有すると決定
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し得る。逆に、エントロピー符号化ユニット56は、M×M以上のサイズを有するすべてのTU
がコンテキストモデルの同じ集合を共有すると決定し得る。
【０１９０】
　様々な使用事例の状況において、コンテキストモデラ122は、Mの値を16に設定し得る。
より具体的には、これらの例では、現在コーディングされているTUのサイズが16×16の正
方形より小さいとコンテキストモデラ122が決定する場合、コンテキストモデラ122は、現
在コーディングされているTUがTUの特定のサイズに対応するコンテキストモデルの集合と
関連付けられると決定し得る。逆に、現在コーディングされているTUが16×16以上のサイ
ズを有するとエントロピー符号化ユニットが決定する場合、コンテキストモデラ122は、
現在コーディングされているTUが、16×16以上のサイズを有するすべての他のTUとコンテ
キストモデルの同じ集合を共有すると決定し得る。いくつかの例では、コンテキストモデ
ラ122は、TUサイズベースのコンテキストの選択を、ルーマブロックにのみ適用し得る。
【０１９１】
　本開示のいくつかの態様によれば、コンテキストモデラ122は、変換サイズに基づいて
係数グループ(CG)サイズを決定し得る。言い換えると、これらの態様によれば、CGサイズ
は変換サイズに依存する。代わりに、または加えて、コンテキストモデラ122は、コーデ
ィングモードに基づいてCGサイズを決定し得る。これらの例では、コンテキストモデラ12
2は、変換サイズおよび/またはコーディングモードの一方または両方に依存するものとし
て、CGサイズを決定し得る。代わりに、または加えて、コンテキストモデラ122は、変換
行列に基づいてCGサイズを決定し得る。
【０１９２】
　本開示のいくつかの態様によれば、コンテキストモデラ122は、変換バイパスモード(「
変換スキップモード」とも呼ばれる)を使用して符号化されるブロックにも、並列化され
たコンテキストモデリング技法を適用し得る。変換バイパスモードは、無損失のコーディ
ング出力を与えるためにビデオエンコーダ20が符号化の変換と量子化の動作をスキップし
得る、コーディングモードを指す。したがって、本開示のいくつかの態様によれば、コン
テキストモデラ122は、無損失のコーディングの事例において利益をもたらす可能性を与
えるように、並列化されたコンテキスト選択技法を拡大し得る。
【０１９３】
　図4に戻ると、場合によっては、ビデオエンコーダ20のエントロピー符号化ユニット56
または別のユニットは、エントロピーコーディングに加えて、他のコーディング機能を実
行するように構成され得る。たとえば、エントロピー符号化ユニット56は、CUおよびPUの
コーディングブロックパターン(CBP)値を決定するように構成され得る。また、場合によ
っては、エントロピー符号化ユニット56は、係数のランレングスコーディングを実行し得
る。加えて、エントロピー符号化ユニット56、または他の処理ユニットは、量子化行列の
値などの他のデータもコーディングし得る。
【０１９４】
　上で論じられたように、逆量子化ユニット58および逆変換処理ユニット60は、たとえば
、参照ブロックとして後で使用するためのピクセル領域中の残差ブロックを再構築するた
めに、それぞれ、逆量子化および逆変換を適用する。動き補償ユニット44は、参照ピクチ
ャメモリ64のフレームのうちの1つの予測ブロックに残差ブロックを加算することによっ
て、参照ブロックを計算し得る。動き補償ユニット44はまた、動き推定において使用する
ためのサブ整数ピクセル値を計算するために、1つまたは複数の補間フィルタを再構築さ
れた残差ブロックに適用し得る。加算器62は、動き補償ユニット44によって生成された動
き補償された予測ブロックに再構築された残差ブロックを加算して、参照ピクチャメモリ
64内に記憶するための再構築されたビデオブロックを生成する。再構築されたビデオブロ
ックは、後続のビデオフレーム中のブロックをインターコーディングするために、参照ブ
ロックとして、動き推定ユニット42および動き補償ユニット44によって使用され得る。
【０１９５】
　図6は、改善されたCABAC設計に従ってデータをコーディングするための技法を実施し得
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るビデオデコーダ30の例を示すブロック図である。図3の例では、ビデオデコーダ30は、
エントロピー復号ユニット70と、動き補償ユニット72と、イントラ予測ユニット74と、逆
量子化ユニット76と、逆変換ユニット78と、参照ピクチャメモリ82と、加算器80とを含む
。ビデオデコーダ30は、いくつかの例では、ビデオエンコーダ20(図4)に関して説明され
た符号化パスと全体的に逆の復号パスを実行し得る。動き補償ユニット72は、エントロピ
ー復号ユニット70から受信された動きベクトルに基づいて予測データを生成することがで
き、一方、イントラ予測ユニット74は、エントロピー復号ユニット70から受信されたイン
トラ予測モードインジケータに基づいて予測データを生成することができる。
【０１９６】
　復号プロセスの間に、ビデオデコーダ30は、ビデオエンコーダ20から、符号化されたビ
デオスライスのビデオブロックと関連するシンタックス要素とを表す符号化されたビデオ
ビットストリームを受信する。ビデオデコーダ30のエントロピー復号ユニット70は、ビッ
トストリームをエントロピー復号して、量子化された係数と、動きベクトルまたはイント
ラ予測モードインジケータと、他のシンタックス要素とを生成する。いくつかの例では、
エントロピー復号ユニット70は、本開示の技法に従ってCABACおよび/または改善されたCA
BACを実行し得る。エントロピー復号ユニット70は、動き補償ユニット72に動きベクトル
と他のシンタックス要素とを転送する。ビデオデコーダ30は、ビデオスライスレベルおよ
び/またはビデオブロックレベルにおいてシンタックス要素を受信し得る。
【０１９７】
　ビデオスライスがイントラコーディングされるスライスとしてコーディングされるとき
、イントラ予測ユニット74は、シグナリングされたイントラ予測モードと、現在のフレー
ムまたはピクチャの以前に復号されたブロックからのデータとに基づいて、現在のビデオ
スライスのビデオブロックのための予測データを生成し得る。ビデオフレームがインター
コーディングされる(すなわち、B、P、またはGPB)スライスとしてコーディングされると
き、動き補償ユニット72は、エントロピー復号ユニット70から受信された動きベクトルと
他のシンタックス要素とに基づいて、現在のビデオスライスのビデオブロックのための予
測ブロックを生成する。予測ブロックは、参照ピクチャリストの1つの中の参照ピクチャ
の1つから作成され得る。ビデオデコーダ30は、参照ピクチャメモリ82に記憶された参照
ピクチャに基づいて、デフォルトの構築技法を使用して、参照フレームリスト、リスト0
およびリスト1を構築し得る。動き補償ユニット72は、動きベクトルと他のシンタックス
要素とを構文解析することによって、現在のビデオスライスのビデオブロックのための予
測情報を決定し、予測情報を使用して、復号されている現在のビデオブロックの予測ブロ
ックを生成する。たとえば、動き補償ユニット72は、受信されたシンタックス要素の一部
を使用して、ビデオスライスのビデオブロックをコーディングするために使用された予測
モード(たとえば、イントラまたはインター予測)と、インター予測スライスタイプ(たと
えば、Bスライス、Pスライス、またはGPBスライス)と、スライスのための参照ピクチャリ
ストのうちの1つまたは複数のための構築情報と、スライスの各々のインター符号化され
たビデオブロックのための動きベクトルと、スライスの各々のインターコーディングされ
たビデオブロックのためのインター予測状態と、現在のビデオスライスの中のビデオブロ
ックを復号するための他の情報とを決定する。
【０１９８】
　動き補償ユニット72はまた、補間フィルタに基づいて補間を実行し得る。動き補償ユニ
ット72は、ビデオブロックの符号化の間にビデオエンコーダ20によって使用された補間フ
ィルタを使用して、参照ブロックのサブ整数ピクセルのための補間された値を計算し得る
。この場合、動き補償ユニット72は、受信されたシンタックス要素からビデオエンコーダ
20によって使用された補間フィルタを決定し、補間フィルタを使用して、予測ブロックを
生成し得る。
【０１９９】
　逆量子化ユニット76は、ビットストリームにおいて提供され、エントロピー復号ユニッ
ト70によって復号された、量子化された変換係数を逆量子化する(inverse quantize)、す
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なわち逆量子化する(de-quantize)。逆量子化プロセスは、量子化の程度を決定し、同様
に、適用されるべき逆量子化の程度を決定するために、ビデオデコーダ30によって計算さ
れた量子化パラメータQPYをビデオスライス中の各ビデオブロックのために使用すること
を含み得る。
【０２００】
　逆変換ユニット78は、ピクセル領域における残差ブロックを生成するために、変換係数
に逆変換、たとえば、逆DCT、逆整数変換、または概念的に同様の逆変換プロセスを適用
する。
【０２０１】
　動き補償ユニット72が、動きベクトルと他のシンタックス要素とに基づいて現在のビデ
オブロックの予測ブロックを生成した後、ビデオデコーダ30は、逆変換ユニット78からの
残差ブロックを、動き補償ユニット72によって生成された対応する予測ブロックと加算す
ることによって、復号されたビデオブロックを形成する。加算器80は、この加算演算を実
行する1つまたは複数の構成要素を表す。所望される場合、ブロッキネスアーティファク
トを除去するために、復号されたブロックをフィルタリングするように、デブロッキング
フィルタも適用され得る。(コーディングループ内またはコーディングループ後のいずれ
かの)他のループフィルタも、ピクセル遷移を滑らかにするために、または別様にビデオ
品質を改善するために使用され得る。次いで、所与のフレームまたはピクチャ中の復号さ
れたビデオブロックは、参照ピクチャメモリ82に記憶され、参照ピクチャメモリ82は、後
続の動き補償のために使用される参照ピクチャを記憶する。参照ピクチャメモリ82はまた
、図1のディスプレイデバイス32などのディスプレイデバイス上で後に提示するための復
号されたビデオを記憶する。
【０２０２】
　図6のビデオデコーダ30は、改善されたCABACのための本開示の様々な技法のいずれをも
、単独で、または任意の組合せで実行するように構成され得るビデオデコーダの例を表す
。したがって、上で説明された技法は、ビデオエンコーダ20(図1および図4)および/また
はビデオデコーダ30(図1および図5)によって実行されることがあり、それらの両方が一般
にビデオコーダと呼ばれることがある。同様に、ビデオコーディングは、適宜、ビデオ符
号化またはビデオ復号を指し得る。エントロピー復号ユニット70などのビデオデコーダ30
の様々な構成要素は、本開示の改善されたCABAC技法を実施してコンテキストモデリング
を実行し得る。本開示の様々な態様によれば、エントロピー復号ユニット70は、1つまた
は複数の以前の復号された変換係数のi番目のビンの値を使用して、変換係数のi番目のビ
ンのためのコンテキストモデリングを実行し得る。別の言い方をすると、現在の変換係数
のi番目のビンのコンテキストモデリングは、エントロピー復号ユニット70がすでに復号
した1つまたは複数の変換係数の対応するi番目のビンの値に依存する。
【０２０３】
　以前に復号された変換のi番目のビンの値を使用して現在の変換係数のビンのためのコ
ンテキストモデリングを実行することによって、エントロピー復号ユニット70は、本開示
の技法を実施して、既存のCABACコーダを超える1つまたは複数の潜在的な改善をもたらし
得る。そのような利点の例として、エントロピー復号ユニット70は、本開示の技法を実施
することによって、コンテキストモデリング動作の並列化を改善し得る。より具体的には
、エントロピー復号ユニット70は、現在復号されている変換係数の複数のビンに対して、
コンテキストモデリングを並列に実行し得る。たとえば、複数のビンに対応するビン値が
以前に復号された変換係数から利用可能であるとエントロピー復号ユニット70が決定する
場合、エントロピー復号ユニット70は、現在復号されている変換係数のビンに対して、コ
ンテキストモデリング動作を少なくとも部分的に並列化し得る。
【０２０４】
　エントロピー復号ユニット70は、マルチパスコーディング方式に従って、本開示の並列
化されたコンテキストモデリングを実行し得る。より具体的には、マルチパスコーディン
グ方式は、エントロピー復号ユニット70が別々のスレッドを各々の特定のビンに割り当て
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る(たとえば、第1のビンに対してスレッド1、第2のビンに対してスレッド2など)、コーデ
ィング技法を指す。したがって、マルチパスコーディングによれば、すべてのbin0のイン
スタンスが、順番に復号されるbin1のインスタンスとは無関係に、順番に復号されること
が可能であり、bin0とbin1の両方のインスタンスが、順番に復号されるbin2のインスタン
スとは無関係に復号され、以下同様である。いくつかの例では、エントロピー復号ユニッ
ト70は、単一のブロックの変換単位に関してマルチパスコーディングを実行し得る。その
上、通常モードに従って復号されるビンに対して、エントロピー復号ユニット70は、いく
つかの復号パスを実行し得る。各パスは、すべての変換係数の単一の対応するビンに関し
得る。言い換えると、エントロピー復号ユニット70は、他のパスに関する情報を利用しな
い。たとえば、エントロピー復号ユニット70は、第1のパスにおいて1つの変換単位/CG内
のすべての変換係数の(必要であれば)第1のビンを復号することができる。この例では、
第2のパスにおいて、エントロピー復号ユニット70は、必要であれば、1つの変換単位/CG
内のすべての変換係数の第2のビンを復号することができ、以下同様である。
【０２０５】
　1つの例示的な使用事例では、エントロピー復号ユニット70は、以前にコーディングさ
れた隣接する変換係数のbin0の値を使用して現在コーディングされている変換係数のbin0
のためのコンテキストモデリングを実行し、以前にコーディングされた隣接する変換係数
のbin1の値を使用して現在コーディングされている変換係数のbin1のためのコンテキスト
モデリングを実行し得る。以前にコーディングされた変換係数に対して利用可能である任
意のビン値を使用して、エントロピー復号ユニット70は、現在コーディングされている変
換係数の複数のビンに対するコンテキストモデリングを並列に実行し得る。上で説明され
た使用事例の状況では、bin0とbin1がともに以前にコーディングされた隣接変換係数から
入手可能である場合、エントロピー復号ユニット70は、現在コーディングされている変換
係数のためのbin0およびbin1のコンテキストモデリングを並列化することができる。この
ようにして、エントロピー復号ユニット70は、本開示の技法を実施して、HEVCにおいて記
述されるようなマルチパスコーディングの主義の範囲内でCABACを実行しながら、コンテ
キストモデリング動作の並列化を可能にして場合によっては利用することによって、現在
の変換係数のビンに対するコンテキストの選択を改善することができる。
【０２０６】
　エントロピー復号ユニット70は、必ずしもそうであるとは限らないが、すべてのそのよ
うなビンの完全なコンテキストモデリングを並列に実行できることを理解されたい。より
具体的には、エントロピー復号ユニット70は、複数のビンのコンテキストモデリングのい
くつかの部分を同時に実行することができる。このようにして、エントロピー復号ユニッ
ト70は、本開示の技法を実施して、マルチコアプロセシング技術および/または複数のプ
ロセッサを活用し、現在コーディングされている変換係数のためのコンテキストモデリン
グ動作を改善することができる。
【０２０７】
　単一のパスにおいて異なる変換係数の対応するビンを復号することによって、エントロ
ピー復号ユニット70は、既存のマルチパスCABAC技法を超える1つまたは複数の利点を提供
し得る。たとえば、単一のパスにおいて複数の変換係数の対応するビン(たとえば、それ
ぞれのbin0)を復号することによって、エントロピー復号ユニット70は、ビンの遷移にお
いて、新しいコンテキストモデルを頻繁に記憶して取り出す必要をなくすことができる。
代わりに、エントロピー復号ユニット70は、所与のパスの全体で単一のコンテキストモデ
ルを使用することができ、それは、そのパスが複数の変換係数にわたって、対応するビン
(たとえば、それぞれのbin0)を対象とするからである。このようにして、エントロピー復
号ユニット70は、本開示の並列化されたコンテキスト選択技法を実施して、頻繁なコンテ
キスト切替えにより生じる時間遅延およびリソースの混乱を軽減し、または場合によって
はなくすことができる。対照的に、既存のマルチパスコーディングは、第1の変換係数の
ためにbin0、bin1、bin2などを復号し、次いで第2の変換係数のためにbin0、bin1、bin2
などを復号することなどが原因で、頻繁なコンテキストモデルの保存と取出しの動作が必
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要になる。
【０２０８】
　たとえば、エントロピー復号ユニット70は、本明細書において説明されるi番目のビン
コンテキストモデリング機能のために使用すべき、1つまたは複数の事前に定義されたテ
ンプレートを生成し、またはそうでなければそれを入手し得る。エントロピー復号ユニッ
ト70が現在コーディングされている変換係数のi番目のビンのコンテキストモデリングの
ために使用し得る、事前に定義されたテンプレートの1つの非限定的な例が、図10に示さ
れている。図10のテンプレート140などの事前に定義されたテンプレートは、8×8の変換
ブロックのための対角方向の走査順序を定義し、ここで「L」は最後の有意な走査位置を
表し、「x」は現在の走査位置を表し、「xi」はローカルテンプレート140によってカバー
される近隣を表す。xiに関して、「i」という値は0から4の範囲にあり、範囲の制約はi・
[0, 4]として表される。本開示の1つまたは複数の態様によれば、エントロピー復号ユニ
ット70は、現在復号されている変換係数の対応するi番目のビンのコンテキストモデリン
グのために、ローカルテンプレート140の中に位置する変換係数のi番目のビンを使用し得
る。いくつかの実装形態によれば、エントロピー復号ユニット70は、複数のテンプレート
を使用して、本開示の並列化されたビンコンテキストモデリングを実行し得る。一例では
、テンプレートのサイズおよび/または形状は、(i)変換単位のサイズ、または(ii)モード
、または(iii)現在の変換単位もしくは係数グループ(CG)内での現在の変換係数の位置と
いう基準のうちの1つまたは複数に依存する。
【０２０９】
　1つまたは複数の事前に定義されたテンプレートを使用してビン値のための以前にコー
ディングされたTUを横断することによって、エントロピー復号ユニット70は、本開示の技
法を実施して、既存のCABAC技法を超える1つまたは複数の改善をもたらし得る。たとえば
、図10のローカルテンプレート140などのTU横断テンプレートを使用することによって、
エントロピー復号ユニット70は、異なるコーディングパスに関して横断方式を別々に決定
する必要をなくすことができる。したがって、本開示のテンプレートベースの並列化され
たコンテキスト選択技法を実施することによって、エントロピー復号ユニット70は、コー
ディング精度を維持しながら、ビンのコーディングに関してスループットを向上させるこ
とができる。
【０２１０】
　別の例示的な実装形態によれば、エントロピー復号ユニット70は、現在コーディングさ
れている変換係数の最初の「K」個のビンだけに、本開示の並列化されたコンテキストモ
デリング技法を適用することがあり、ここで「K」はMより小さく、Mは利用可能なビンイ
ンデックスの上限を表す。エントロピー復号ユニット70は、別のコンテキストモデリング
技法を使用して、またはバイパスモードに従って、残りの(M+1-K)個のビンを復号し得る
。
【０２１１】
　別の例示的な実装形態によれば、エントロピー復号ユニット70は、現在復号されている
変換係数の前の、現在の変換単位またはCG内の復号順序において連続する「N」個の変換
係数として、以前にコーディングされた変換係数の世界を定義し得る。代替的に、エント
ロピー復号ユニット70は、Nを可変であるものとして決定し得る。一例では、エントロピ
ー復号ユニット70は、現在の変換単位の中での現在復号されている変換係数の相対的な位
置に応じて、Nの値を決定し得る。別の例では、エントロピー復号ユニット70は、Nが変換
単位のサイズに応じたものになるように、Nの値を決定し得る。
【０２１２】
　別の実装形態では、エントロピー復号ユニット70は、現在の変換単位またはCG内の現在
の位置の近隣に位置する変換係数として、以前に復号された変換係数の世界を定義し得る
。一例では、現在の位置の近隣は、現在の位置に直接隣り合う位置、または、現在の位置
に直接隣り合うか現在の位置から離れているかのいずれかの位置に制約される。別の例で
は、近隣は、これらの位置を含み得るが、1つまたは複数の空間的に隣接する変換単位の
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中の位置を含むように拡大し得る。
【０２１３】
　本開示の様々な態様によれば、エントロピー復号ユニット70は、1つまたは複数の以前
にコーディングされた変換係数と関連付けられる値の関数として、ビンのコンテキストイ
ンデックスを定義し得る。たとえば、エントロピー復号ユニット70は、以前にコーディン
グされた変換係数のすべてのi番目のビン値の合計を生む関数を使用し得る。より具体的
には、この例では、エントロピー復号ユニット70は、TU/CGのすべての以前に復号された
変換係数の利用可能なi番目のビン値の値の加算を実行し得る。そして、エントロピー復
号ユニット70は、現在コーディングされている変換係数のi番目のビンのためのコンテキ
ストモデリングの間に、コンテキストインデックス(CtIdx)として得られた合計を使用し
得る。別の例では、エントロピー復号ユニット70はカットオフ値を定義し得る。この例で
は、関数の出力が事前に定義されたカットオフ値を超えるとき、エントロピー復号ユニッ
ト70は、現在コーディングされているビンに関して同じコンテキストを使用し得る。いく
つかの例では、エントロピー復号ユニット70は、カットオフ値がビンインデックス/変換
単位のサイズ/コーディングモード/1つの変換単位内での変換係数の位置に基づく(または
それらに依存すべきである)ことを決定し得る。
【０２１４】
　いくつかの例では、エントロピー復号ユニット70は、これらのビンが同じコンテキスト
モデルを共有するように、異なるパスにおいてコーディングされる対応するビンを復号し
得る。一例では、エントロピー復号ユニット70は、異なるパスにおけるビンのためのコン
テキストインデックス導出方法、たとえばコンテキストインデックスを計算するための関
数が異なると、決定し得る。一例によれば、エントロピー復号ユニット70は、異なるパス
におけるビンのためのコンテキストインデックス導出方法、たとえばコンテキストインデ
ックスを計算するための関数が同じであり得ると、決定し得る。
【０２１５】
　本開示のいくつかの態様によれば、エントロピー復号ユニット70は、異なるサイズの変
換単位において、同じパスに対してはコンテキストインデックスの導出規則が変更されな
いままにすることができる。しかしながら、エントロピー復号ユニット70は、オフセット
をコンテキストインデックスに適用して、現在コーディングされているビンのためのコン
テキストモデリングを実行することができる。たとえば、エントロピー復号ユニット70は
、2つの異なる変換サイズがコンテキストモデルの2つの集合を有すると決定し得る。そし
て、エントロピー復号ユニット70は、1つのそのような集合の中のコンテキストモデルの
数として、オフセットを定義し得る。たとえば、TUサイズが事前に定義された次元M×Mの
正方形より小さいとエントロピー復号ユニット70が決定する場合、エントロピー復号ユニ
ット70は、各々のそのようなTU(M×Mより小さい)のサイズがコンテキストモデルの固有の
それぞれの集合を有すると決定し得る。逆に、エントロピー復号ユニット70は、M×M以上
のサイズを有するすべてのTUがコンテキストモデルの同じ集合を有すると決定し得る。
【０２１６】
　様々な使用事例の状況において、エントロピー復号ユニット70は、Mの値を16に設定し
得る。より具体的には、これらの例では、現在コーディングされているTUのサイズが16×
16の正方形より小さいとエントロピー復号ユニット70が決定する場合、エントロピー復号
ユニット70は、現在コーディングされているTUがTUの特定のサイズに対応するコンテキス
トモデルの集合と関連付けられると決定し得る。逆に、現在復号されているTUが16×16以
上のサイズを有するとエントロピー復号ユニット70が決定する場合、エントロピー復号ユ
ニット70は、現在コーディングされているTUが、16×16以上のサイズを有するすべての他
のTUとコンテキストモデルの同じ集合を共有すると決定し得る。いくつかの例では、エン
トロピー復号ユニット70は、TUサイズベースのコンテキストの選択を、ルーマブロックに
のみ適用し得る。
【０２１７】
　いくつかの例によれば、残りのビンをコーディングするために使用されるRiceパラメー
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タは、変換サイズに依存する。代わりに、または加えて、Riceパラメータはコーディング
モードに依存し得る。一例では、coeff_abs_level_remainingのためにゴロムライス符号
を使用する代わりに、エントロピー復号ユニット70は他のバイナリ化技法を使用し得る。
代わりに、または加えて、2つ以上のバイナリ化方法が、coeff_abs_level_remainingシン
タックス要素をコーディングするために適用され得る。一例では、coeff_abs_level_rema
iningをコーディングするために使用されるバイナリ化方法(たとえば、Riceパラメータ)
は、コーディングモードに依存する。代替的に、coeff_abs_level_remainingをコーディ
ングするために使用されるバイナリ化方法(たとえば、Riceパラメータ)は、1つのTU内で
の相対的な位置に依存し得る。代わりに、coeff_abs_level_remainingをコーディングす
るために使用されるバイナリ化方法(たとえば、Riceパラメータ)は、走査順序における最
初のコーディング/復号される変換係数からの距離に依存し得る。いくつかの事例では、c
oeff_abs_level_remainingをコーディングするために使用されるバイナリ化方法(たとえ
ば、Riceパラメータ)は、変換単位に対する相対的なコーディンググループの位置に依存
する。
【０２１８】
　本開示のいくつかの態様によれば、エントロピー復号ユニット70は、変換サイズに基づ
いて係数グループ(CG)サイズを決定し得る。言い換えると、これらの態様によれば、CGサ
イズは変換サイズに依存する。代わりに、または加えて、エントロピー復号ユニット70は
、コーディングモードに基づいてCGサイズを決定し得る。これらの例では、エントロピー
復号ユニット70は、変換サイズおよび/またはコーディングモードの一方または両方に依
存するものとして、CGサイズを決定し得る。代わりに、または加えて、エントロピー復号
ユニット70は、変換行列に基づいてCGサイズを決定し得る。
【０２１９】
　本開示のいくつかの態様によれば、エントロピー復号ユニット70は、変換バイパスモー
ド(「変換スキップモード」とも呼ばれる)を使用して符号化されるブロックにも、並列化
されたコンテキストモデリング技法を適用し得る。変換バイパスモードは、ビデオビット
ストリームの無損失で符号化された部分を処理するためにビデオデコーダ30が復号の逆変
換と逆量子化の動作をスキップし得る、コーディングモードを指す。したがって、本開示
のいくつかの態様によれば、エントロピー復号ユニット70は、受信された符号化されたビ
デオビットストリームが無損失で符号化される事例において利益をもたらす可能性を与え
るように、並列化されたコンテキスト選択技法を拡大し得る。
【０２２０】
　本開示の様々な変換係数コンテキストモデリング技法の例示的な詳細が、以下でさらに
詳細に論じられる。マルチパスコーディングに従ったコンテキストモデリングの一例が以
下で説明される。この例によれば、エントロピー復号ユニット70は、HEVCにおいて設計さ
れるようなコーディング要素およびコーディング順序(マルチパスコーディング、およびC
Gベース)を適用し得る。加えて、エントロピー復号ユニット70は、変換係数の大きさが変
わらないままであるように保ちながら、バイナリ化技法を適用し得る。しかしながら、エ
ントロピー復号ユニット70は、変換係数の大きさをコーディングするためのコンテキスト
インデックスおよびRiceパラメータの計算方法を修正し得る。
【０２２１】
　bin0(有意性フラグ)に対するコンテキストインデックスの計算は、テンプレートにおけ
る0ではない係数(すなわち、係数の大きさが0より大きい)の数、現在のTU内での現在の係
数の位置、ルーマ成分に対するTUサイズ、および色成分という情報に依存する。色成分の
依存性に関して、ルーマとクロマは別々に考慮される。加えて、ルーマ成分に対するTUサ
イズを考慮する際、コンテキストインデックスの計算はルーマに対するTUサイズとは無関
係である。ルーマ成分のTUサイズは、3つの集合、すなわち、4×4のTU、8×8のTU、16×1
6以上のTUを含み得る。
【０２２２】
　bin1およびbin2(Grt than 1、Grt than 2)に対して、コンテキストインデックスの計算
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は、(bin1に対して)1より大きいテンプレート中のabsLevelsの数および(bin2に対して)2
より大きいテンプレート中のabsLevelsの数、現在のTU内での現在の係数の位置、ならび
に色成分という情報に依存し得る。Riceパラメータの導出プロセスは、バイパスコーディ
ング情報に、およびsum_absolute_levelMinus1シンタックス要素の値に依存する。
【０２２３】
　一例では、エントロピー復号ユニット70は、係数の大きさがkより大きくなるように、
テンプレートの中の係数の数を返すように関数sum_template(k)を定義し得る。sum_templ
ate(k)関数の例は次の通りである。
【０２２４】
【数７】

【０２２５】
加えて、この例では、エントロピー復号ユニット70は、以下のように、位置情報を扱うよ
うに関数function f(x, y, n, t)を定義し、成分情報を扱うように別の関数δk(u, v)を
定義し得る。
【０２２６】

【数８】

【０２２７】
　図10は、本明細書において説明されるコンテキストモデリング技法に関してエントロピ
ー復号ユニット70が使用し得るテンプレート(ローカルテンプレート140)の一例を示す。
現在の変換係数は「X」としてマークされ、5つの空間的な近隣は「Xi」としてマークされ
る(iは0から4の整数を表す)。以下の条件のいずれか1つが満たされる場合、エントロピー
復号ユニット70は、コンテキストインデックスの導出プロセスにおいて利用不可能であり
使用されないものとしてXiをマークし得る。
　・　Xiの位置および現在の変換係数Xは同じ変換単位の中に位置せず、または、
　・　Xiの位置はピクチャの水平方向もしくは垂直方向の境界の外側に位置し、または、
　・　変換係数Xiはまだコーディングされていない。マルチパスコーディングの場合、同
じコーディングパスにおけるビンがコーディングされるときはいつでも、それらのビンが
コンテキストインデックスの導出プロセスにおいて使用され得る。したがって、復号の観
点からは、1つの変換係数を完全に復号することは必要ではない。
【０２２８】
　代替的に、エントロピー復号ユニット70は、隣接する変換単位からの情報を含み得る1
つまたは複数の他のテンプレートを適用し得る。様々な例では、隣接するTUは空間的な近
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隣または時間的な近隣であり得る。本明細書において説明されるコンテキストモデリング
技法の1つまたは複数によれば、コンテキストインデックスの計算は以下の段落において
説明されるように定義され得る。
【０２２９】
　bin0に関して、エントロピー復号ユニット70は、コンテキストインデックスを次のよう
に導出し得る。
c0 = min(sum_template(0), 5)+f(x, y, 6, 2) +δk(f(x, y, 6, 5), cIdx) + offset(cI
dx, width)
c0 = c0 + offset(cIdx, width)
ここで、
【０２３０】
【数９】

【０２３１】
　一例では、c0の範囲に基づいて、ルーマコンテキストの1つの集合は、NumberLumaCtxOn
esetの値に等しい数のコンテキストモデルを含み得る。たとえば、ルーマコンテキストの
集合は18個のコンテキストモデルを含み得る。ルーマbin0をコーディングするための異な
る変換サイズ(変換の幅は「w」によって表記される)に関して、エントロピー復号ユニッ
ト70は、各変換サイズに対して異なる集合を選択し得る。加えて、クロマコンテキストお
よびルーマコンテキストは、コーディング性能をさらに改善するために分離される。YCbC
r入力に対して、3つの色成分、すなわちY、Cb、およびCrはそれぞれ、0、1、および2に等
しい成分インデックスvを用いて表される。
【０２３２】
　これらの例では、エントロピー復号ユニット70は、bin1のためのコンテキストインデッ
クスを次のように導出し得る。
c1 = min(sum_template(1), 4) + N
c1 = c1 +δk(f(x, y, 5, 3), cIdx) +δk(f(x, y, 5, 10), cIdx)
加えて、これらの例では、エントロピー復号ユニット70は、bin2のためのコンテキストイ
ンデックスを次のように導出し得る。
c2 = min(sum_template(2), 4) + N
c2 = c2 +δk(f(x, y, 5, 3), cIdx) +δk(f(x, y, 5, 10), cIdx)
【０２３３】
　一例では、Nは0に等しい。別の例では、Nは1に等しい。代わりに、または加えて、Nが1
に等しいとき、エントロピー復号ユニット70は、0に等しいコンテキストインデックスc1
またはc2を用いて第1のbin1またはbin2をコーディングし得る。この例では、エントロピ
ー復号ユニット70は、上の式に従ってbin1およびbin2の他のインスタンスをコーディング
し得る。
【０２３４】
　一例では、エントロピー復号ユニット70は、コンテキストモデルの同じ集合を有するが
異なるインデックスを有する、bin1およびbin2を復号し得る。代わりに、bin1およびbin2
はコンテキストモデルの2つの集合を用いてコーディングされ、それらの間には依存性が
ない。残りのビンに対して、エントロピー復号ユニット70は、HEVCにおいて展開される設
計またはJCTVC-H0228における設計を適用し得る。様々な例において、エントロピー復号
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ユニット70は、上で説明された様々な関数を構築する際に異なる定数値を使用し得る。
【０２３５】
　本開示の追加の態様は、コンテキスト初期化の改善を対象とする。本開示のコンテキス
ト初期化の改善は、上で説明された並列化されたコンテキスト選択技法とは独立に実施さ
れることがあり、または、上で説明された並列化されたコンテキスト選択技法の任意の1
つまたは複数と組み合わせて実施されることがある。本開示のコンテキスト初期化技法の
1つまたは複数は、以前に復号された情報からコンテキスト情報を再使用することを対象
とする。たとえば、エントロピー復号ユニット70は、現在のピクチャまたは以前に復号さ
れたピクチャに属し得る、以前に復号されたスライスからのステータスをコピーすること
によって、スライスのためのコンテキスト情報を継承し、またはそうでなければ導出する
ことができる。
【０２３６】
　以前に復号されたスライスからコンテキスト初期化情報を継承することによって、エン
トロピー復号ユニット70は、本開示の技法を実施して、既存のCABACコンテキスト初期化
技法と比較して改善された精度を提供することができる。たとえば、既存のCABACコンテ
キスト初期化技法は、テーブルからコンテキストステータス情報を取得することに依存す
る。しかしながら、テーブルは静的な情報を使用して形成される。しかしながら、本開示
の継承ベースのコンテキスト初期化技法によれば、エントロピー復号ユニット70は、同じ
スライスタイプである、かつ/または現在復号されているスライスと同じ量子化パラメー
タ(QP)を有する、以前に復号されたスライスからコンテキスト初期化情報を引き出すこと
ができる。このようにして、エントロピー復号ユニット70は、本開示の技法を実施して、
現在のスライスための使用されるコンテキスト初期化情報の精度を改善することができる
。
【０２３７】
　いくつかの実装形態によれば、エントロピー復号ユニット70は、コンテキスト初期化情
報をそこから継承すべきスライスとして、以前に復号されたスライスの中心LCUを特定し
得る。様々な例において、エントロピー復号ユニット70は、複数の対応する以前に復号さ
れたスライスから、現在のピクチャの現在のスライスのためのコンテキスト初期化を継承
し得る。一例では、エントロピー復号ユニット70は、本開示のコンテキスト初期化技法に
従って復号される複数のスライスのすべてのためのコンテキスト初期化情報をそこから継
承すべき、以前に復号されたピクチャの同じブロック(すなわち、中心LCU)を使用し得る
。別の例では、エントロピー復号ユニット70は、以前に復号されたピクチャの対応するス
ライスの各々からのそれぞれの中心LCUから、複数のスライスの各々のためのコンテキス
ト初期化情報を継承し得る。
【０２３８】
　たとえば、以前に復号されたピクチャの中心LCUを復号した後で、エントロピー復号ユ
ニット70は、スライスコンテキスト初期化に関してステータス情報のすべてを記憶し得る
。次いで、エントロピー復号ユニット70は、コピーされたステータス情報にアクセスして
それを読み取り、現在復号されているピクチャの1つまたは複数のスライスのためのコン
テキストを初期化するためにそのステータス情報を使用し得る。以前に復号されたピクチ
ャからのステータス情報を使用して現在のピクチャのスライスのためのコンテキスト初期
化を実行することによって、エントロピー復号ユニット70は、コンテキスト初期化が目的
の、静的な情報の固定されたテーブルに対する依存を減らすことができる。たとえば、固
定されたテーブルを使用して最初のピクチャのスライスならびに任意のイントラコーディ
ングされたピクチャのためのコンテキストを初期化した後で、エントロピー復号ユニット
70は、続いて復号されるインターコーディングされたピクチャのためのコンテキスト初期
化を実行し得る。エントロピー復号ユニット70は、Pスライスおよび/またはBスライスに
関して、本開示の継承ベースのコンテキスト初期化技法を実施し得る。
【０２３９】
　本開示のコンテキスト初期化技法の追加の例示的な詳細が以下で説明される。エントロ
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ピー復号ユニット70は、追加で、または代替的に、以下で論じられるような、コンテキス
ト初期化のための本開示による技法を実行するように構成され得る。エントロピー復号ユ
ニット70は、本開示のコンテキスト初期化技法を実施して、現在のスライスをコーディン
グするための初期化されたコンテキスト情報として以前に復号されたピクチャの中に位置
する1つのブロックを符号化した後で、コンテキスト情報を継承し得る。エントロピー復
号ユニット70は、Pスライスおよび/またはBスライスに継承ベースのコンテキスト初期化
技法を適用し得る。加えて、上で言及された「1つのブロック」の位置は、事前に定義さ
れており、1つの全体のシーケンスに対して固定されている。たとえば、最大コーディン
グ単位サイズ(LCU)は「N×N」によって表記され、ピクチャの幅は「W」によって表記され
、ピクチャの高さは「H」によって表記される。この例では、「PicWidthInCtbsY」によっ
て表記される、1つのLCU行の中のLCUの数は、天井関数、すなわちCeil(W÷N)の出力に等
しい。加えて、この例では、「PicHeightInCtbsY」によって表記されるLCU行の数はCeil(
H÷N)に等しく、ここで天井関数Ceil(x)はx以上の最小の整数を表す。
【０２４０】
　いくつかの例によれば、位置は、以前に復号されたピクチャの中の第1のスライスの中
心LCUとして定義される。numLCUinSliceが第1のスライスの中のLCUの数を表すと仮定する
と、位置はTargetCUAddr = numLCUinSlice/2として定義される。一例では、位置はTarget
CUAddr = (PicWidthInCtbsY* PicHeightInCtbsY)/2 + PicWidthInCtbsY /2として定義さ
れる。さらに、TargetCUAddrが(PicWidthInCtbsY* PicHeightInCtbsY)以上である(たとえ
ば、PicHeightInCtbsYが1に等しい)とき、TargetCUAddrは、(PicWidthInCtbsY* PicHeigh
tInCtbsY - 1)にリセットされ、これは最後のLCUに対応する。一例では、位置は、以前に
コーディングされたピクチャの最後のLCU、または1つのフレーム内の中心LCU(すなわち、
PicWidthInCtbsY* PicHeightInCtbsY/2)、または中心のLCU行の最後のLCU(すなわち、Pic
WidthInCtbsY* (PicHeightInCtbsY/2) - 1)、またはk番目のLCU行の最後のLCU(たとえば
、kは1に等しい)として定義される。1つの例によれば、位置は、以前に復号されたピクチ
ャの中の第1のスライスの最後のLCUとして定義される。本開示のコンテキスト初期化技法
のいくつかの実装形態によれば、分解能が異なると、コーディングブロックの位置の定義
が異なり得る。
【０２４１】
　いくつかの例では、エントロピー復号ユニット70は、「1つのブロック」の位置を、符
号化されたビデオビットストリームにおいてシグナリングされる、シーケンスパラメータ
セット(SPS)またはピクチャパラメータセット(PPS)などのパラメータセットから取得し得
る。SPSおよび/またはPPSなどのパラメータセットは、現在のピクチャのスライスに関し
て帯域外でシグナリングされ得る。いくつかの例では、「1つのブロック」の位置は、ス
ライスヘッダにおいてシグナリングされ得る。スライスヘッダは、対応するスライスに関
して帯域内でシグナリングされ得る。これらの例および他の例では、参照ピクチャインデ
ックス、対応するピクチャ順序カウントの差分(またはデルタPOC)などの、以前に復号さ
れたピクチャの指示が、パラメータセットまたはスライスヘッダにおいてシグナリングさ
れ得る。
【０２４２】
　いくつかの例では、「以前にコーディングされたピクチャ」は、現在のピクチャのすぐ
前(直前)に復号されたピクチャとして定義される。いくつかの例では、「以前にコーディ
ングされたピクチャ」は、以前のピクチャの中の第1のスライスが現在のスライスと同じ
スライスタイプを有するように、現在のピクチャの前に復号された最後のピクチャである
ピクチャとして定義される。いくつかの例では、「以前にコーディングされたピクチャ」
は、現在のピクチャの前の復号されたピクチャであるピクチャとして定義され、以前のピ
クチャの中の第1のスライスは、現在のスライスと同じ初期量子化パラメータを有する。
いくつかの例によれば、「以前にコーディングされたピクチャ」は、現在のスライスおよ
び/または上記の同じ初期量子化パラメータと、同じスライスタイプを有する、または同
じスライスタイプと量子化パラメータの両方を有する、または同じスライスタイプと時間
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レイヤの両方を有する、以前にコーディングされたスライスを含むピクチャとして定義さ
れる。いくつかの例では、「以前にコーディングされたピクチャ」は、ピクチャバッファ
(復号ピクチャバッファなど)の中に存在するピクチャとして定義され、参照ピクチャとし
て現在のピクチャのために使用され得る。これらの例によれば、HEVCベースのプラットフ
ォームのように、以前のスライスは、参照ピクチャセット(RPS)の中のピクチャに、また
はRefPicSetStCurrBefore、RefPicSetStCurrAfter、およびRefPicSetLtCurrという部分集
合のうちの1つの中のピクチャに、属さなければならない。
【０２４３】
　本開示のコンテキスト初期化技法のいくつかの実装形態によれば、表示順序においてあ
るイントラコーディングされたピクチャの後でコーディングされるピクチャのすべてが同
じスライスタイプおよび同じ初期量子化パラメータを有しない場合、コンテキスト情報の
継承は無効にされ得る。この場合、従来の初期化方法が適用され、たとえば、エントロピ
ー復号ユニット70は固定されたテーブルを使用して、そのテーブルから初期ステータス情
報を引き出し得る。いくつかの実装形態によれば、エントロピー復号ユニット70は、本開
示の継承ベースのコンテキスト初期化技法を特定のコンテキストモデルに適用し、他のコ
ンテキストモデルには適用しないことがある。加えて、または代わりに、「1つのブロッ
ク」の位置は、異なるコンテキストモデルに対しては異なり得る。上に列挙された様々な
実装の選択肢は、本開示のコンテキスト初期化技法に従って、個別に、または様々な組合
せで実装され得ることを理解されたい。
【０２４４】
　本開示のコンテキスト初期化技法のいくつかの例では、cabac_init_present_flagが有
効であるとエントロピー復号ユニット70が決定する場合、エントロピー復号ユニット70は
、「以前に復号されたピクチャ」に含まれるスライスが現在符号化されているスライスと
同じタイプを有するべきであると決定し得る。別の言い方をすると、この例では、cabac_
init_present_flagが有効である場合、以前に復号されたピクチャの定義は一致するスラ
イスタイプに依存する。加えて、復号の観点から、シグナリングされるcabac_init_prese
nt_flagは、この実装形態によれば考慮されない。いくつかの事例では、代わりに、エン
トロピー復号ユニット70はまず、cabac_init_present_flagおよび「以前に復号されたピ
クチャ」の選択に基づいて、現在のスライスのスライスタイプを修正し得る。
【０２４５】
　本開示のコンテキスト初期化技法の追加の例示的な詳細が以下で説明される。いくつか
の実装形態によれば、エントロピー復号ユニット70は、イントラランダムアクセスピクチ
ャ(IRAP)に関して本開示の継承ベースのコンテキスト初期化技法を特定のコンテキストモ
デルに適用しないことがある。たとえば、エントロピー復号ユニット70は、3つのタイプ
のIRAP、すなわち、瞬時復号リフレッシュ(IDR)ピクチャ、クリーンランダムアクセス(CR
A)ピクチャ、およびブロークンリンクアクセス(BLA)ピクチャのいずれかに関して、継承
ベースのコンテキスト初期化技法を実施しないことがある。
【０２４６】
　以前にコーディングされた情報に基づく継承ベースのコンテキスト初期化の一例では、
エントロピー復号ユニット70は、1つのスライスを有する1つのピクチャを復号し得る。こ
の例では、エントロピー復号ユニット70は、以下の規則のうちの1つまたは複数を適用し
て、コンテキストモデルの初期状態を導出し得る。第1の規則は、以前に復号されたピク
チャのスライスが現在復号されているスライスのスライスタイプと同じスライスタイプを
有するというものである。代わりに、または加えて、初期スライス量子化パラメータ(QP)
は、現在復号されているスライスをコーディングするために使用されるスライスQPと同じ
である。いくつかの事例では、エントロピー復号ユニット70は、以前に復号されたピクチ
ャの中の事前に定義されたアドレスを有する1つのブロックを復号した後で状態情報(たと
えば、状態)を記録し、現在復号されているスライスのための初期状態情報としてその記
録された状態情報を使用し得る。
【０２４７】
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　一例では、「1つのブロック」は最大コーディング単位(LCU)を表す。たとえば、LCUサ
イズ(次元)は「N×N」によって、ピクチャの幅は「W」によって、ピクチャの高さは「H」
によって表記され得る。1つのLCU行の中のLCUの数は、PicWInCtbsYによって表記されるこ
とが可能であり、天井関数Ceil(W÷N)の出力に等しい。PicHInCtbsYにより表記される、
ピクチャの中のLCU行の数は、天井関数Ceil(H÷N)の出力に等しい。一般的に説明すると
、関数Ceil(x)はx以上の最小の整数を返す。加えて、LCUの単位で測られるピクチャの幅
、およびLCUの単位で測られるピクチャの高さは、それぞれ、上で説明された天井関数を
使用して得られるPicWInCtbsYおよびPicHInCtbsYの値によって表される。一例では、LCU
のアドレスは以下の式に従って定義される。
TargetCUAddr = (Pic WInCtbsY * PicHInCtbs Y)/2 + PicWInCtbs Y/2
【０２４８】
　さらに、TargetCUAddrが(PicWInCtbsY* PicHInCtbsY)の値以上であるとき、エントロピ
ー復号ユニット70は、TargetCUAddrを(PicWInCtbsY* PicHInCtbsY - 1)の値にリセットし
得る。たとえば、TargetCUAddrは、PicHInCtbsYが1に等しい事例では、上記の値に等しい
ことがあり、またはそれを超えることがある。加えて、(PicWInCtbsY* PicHInCtbsY - 1)
の値は、1つのピクチャの中の最後のLCUに対応する。
【０２４９】
　いくつかの事例では、さらに、エントロピー復号ユニット70は、表示順序において新し
いイントラコーディングされたピクチャの後の最初の1つまたは複数のピクチャに対して
、上で説明された規則ベースのコンテキスト初期化技法を適用しないことがある。エント
ロピー復号ユニット70が規則ベースのコンテキスト初期化を適用しない可能性がある例は
、エントロピー復号ユニット70が初めて新しいスライスタイプまたは新しいQPに遭遇した
(たとえば、新しいスライスタイプまたは新しいQPが出現した)場合である。たとえば、エ
ントロピー復号ユニット70は、ランダムアクセスに関する問題を軽減し、または場合によ
っては回避し得る。本開示の例が図9に示されており、図9において、28から35のピクチャ
順序カウント(POC)値を有するピクチャの復号順序は、32、28、…30、29、31、40、36、3
4、33、35である。
【０２５０】
　表示順序に関して、POC値が40に等しいピクチャは、POC値が32に等しいIピクチャの後
で復号される最初のピクチャである。POC値が24に等しいピクチャはPOCが40に等しいピク
チャと同じQPを有し、両方が同じスライスタイプを共有するが、エントロピー復号ユニッ
ト70は、POCが24に等しいピクチャのコーディングされた情報を使用して、POC値が40に等
しいピクチャを予測しないことがある。同様に、エントロピー復号ユニット70は、POCが3
1に等しいピクチャに関して復号された情報を使用して、POCが33に等しいピクチャを再構
築しないことがある。しかしながら、エントロピー復号ユニット70は、POCが33に等しい
ピクチャのコーディングされた情報を使用して、POCが35に等しいピクチャを再構築する
ことがあり、それは、両方のピクチャがIピクチャよりも(表示順序において)後にあるか
らである。
【０２５１】
　以前に復号されたピクチャを使用した再構築が許可されない、無効にされている、また
はエントロピー復号ユニット70に対して別様に利用可能ではない事例では、エントロピー
復号ユニット70は、HEVCにおいて定義されたようにコンテキスト初期化技法を適用し得る
。上で説明されたように、図6のビデオデコーダ30は、改善されたCABACのための本開示の
様々な技法のいずれをも、単独で、または任意の組合せで実行するように構成されるビデ
オ復号デバイスの例を表す。
【０２５２】
　図7は、本開示の技法に従ってCABACを実行するように構成され得る例示的なエントロピ
ー復号ユニット70のブロック図である。図7のエントロピー復号ユニット70は、図6のエン
トロピー復号ユニット70の1つの例示的な実装形態である。様々な例において、エントロ
ピー復号ユニット70は、図5において説明されるエントロピー復号ユニット70の方式と逆
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の方式でCABACを実行する。ビットストリーム218からのコーディングされたビットは、エ
ントロピー復号ユニット70に入力される。コーディングされるビットは、それらがバイパ
スモードまたは通常モードを使用してエントロピーコーディングされたかどうかに基づい
て、コンテキストモデラ220とバイパスコーディングエンジン222のいずれかに与えられる
。コーディングされるビットがバイパスモードでコーディングされた場合、バイパス復号
エンジンは、たとえばゴロムライス復号または指数ゴロム復号を使用して、バイナリ値の
シンタックス要素または非バイナリシンタックス要素のビンを取り出す。
【０２５３】
　コーディングされるビットが通常モードでコーディングされた場合、コンテキストモデ
ラ220がコーディングされたビットのための確率モデルを決定することができ、通常復号
エンジン224がコーディングされたビットを復号して非バイナリ値のシンタックス要素の
ビン(またはバイナリ値である場合シンタックス要素自体)を作成することができる。コン
テキストモデルおよび確率状態σがコンテキストモデラ220によって決定された後で、通
常復号エンジン224がビン値に対してBACを実行する。
【０２５４】
　図5は、本開示の技法に従ってCABACを実行するように構成され得る例示的なエントロピ
ー復号ユニット70のブロック図である。シンタックス要素118は、エントロピー復号ユニ
ット70に入力される。シンタックス要素がすでにバイナリ値のシンタックス要素(たとえ
ば、0および1という値のみを有するフラグまたは他のシンタックス要素)である場合、バ
イナリ化のステップはスキップされ得る。シンタックス要素が非バイナリ値のシンタック
ス要素(たとえば、1または0以外の値を有し得るシンタックス要素)である場合、非バイナ
リ値のシンタックス要素はバイナライザ120によってバイナリ化される。バイナライザ120
は、非バイナリ値のシンタックス要素の、バイナリの判断の列へのマッピングを実行する
。これらのバイナリの判断は、しばしば「ビン」と呼ばれる。たとえば、変換係数レベル
では、レベルの値は連続的なビンへと分解されることがあり、各ビンは、係数レベルの絶
対値が何らかの値より大きいかどうかを示す。たとえば、ビン0(有意性フラグと呼ばれる
ことがある)は、変換係数レベルの絶対値が0より大きいかどうかを示す。ビン1は、変換
係数レベルの絶対値が1より大きいかどうかを示し、以下同様である。各々の非バイナリ
値のシンタックス要素に対して、固有のマッピングが開発され得る。
【０２５５】
　バイナライザ120によって作成される各ビンは、エントロピー符号化ユニット56のバイ
ナリ算術コーディング側に与えられる。すなわち、非バイナリ値のシンタックス要素の所
定の集合に対して、各ビンのタイプ(たとえば、ビン0)は、次のビンのタイプ(たとえば、
ビン1)の前にコーディングされる。コーディングは、通常モードとバイパスモードのいず
れかで実行され得る。バイパスモードでは、バイパスコーディングエンジン126は、固定
された確率モデルを使用して、たとえばゴロムライスコーディングまたは指数ゴロムコー
ディングを使用して、算術コーディングを実行する。バイパスモードは一般に、より予測
可能なシンタックス要素のために使用される。
【０２５６】
　通常モードにおけるコーディングは、CABACを実行することを伴う。通常モードのCABAC
は、以前に復号されたビンの値を与えられるとビンの値の確率が再構築されることが可能
である場合に、ビン値をコーディングするためのものである。ビンがLPSである確率は、
コンテキストモデラ220によって決定される。コンテキストモデラ220は、ビン値およびコ
ンテキストモデルの確率状態(たとえば、LPSの値およびLPSが発生する確率を含む、確率
状態σ)を出力する。コンテキストモデルは、一連のビンに対する初期コンテキストモデ
ルであることがあり、または、以前に再構築されたビンの値に基づいて決定されることが
ある。上で説明されたように、コンテキストモデラ220は、受信されたビンがMPSまたはLP
Sであったかどうかに基づいて、状態を更新し得る。コンテキストモデルおよび確率状態
σがコンテキストモデラ220によって決定された後で、通常復号エンジン224がビン値に対
してBACを実行する。
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【０２５７】
　コンテキストモデラ220は、本開示の技法を実施して、並列化された方式でコンテキス
トモデリングを実行し得る。本開示の様々な態様によれば、コンテキストモデラ220は、1
つまたは複数の以前の復号された変換係数のi番目のビンの値を使用して、変換係数のi番
目のビンのためのコンテキストモデリングを実行し得る。このようにして、現在の変換係
数のi番目のビンのコンテキストモデリングは、コンテキストモデラ220がすでにそれに対
するコンテキストを選択した1つまたは複数の変換係数の対応するi番目のビンの値に依存
する。
【０２５８】
　以前に復号された変換のi番目のビンの値を使用して現在の変換係数のビンのためのコ
ンテキストモデリングを実行することによって、コンテキストモデラ220は、本開示の技
法を実施して、既存のCABACコーディングデバイスを超える1つまたは複数の潜在的な改善
をもたらし得る。そのような利点の例として、コンテキストモデラ220は、本開示の技法
を実施することによって、コンテキストモデリング動作の並列化を改善し得る。たとえば
、コンテキストモデラ220は、現在復号されている変換係数の複数のビンに対して、コン
テキストモデリングを並列に実行し得る。一例として、複数のビンに対応するビン値が以
前に復号された変換係数から利用可能であるとコンテキストモデラ220が決定する場合、
コンテキストモデラ220は、現在復号されている変換係数のビンに対して、コンテキスト
モデリング動作を少なくとも部分的に並列化し得る。
【０２５９】
　コンテキストモデラ220は、マルチパス復号方式に従って、本開示の並列化されたコン
テキストモデリングを実行し得る。より具体的には、マルチパス復号方式は、エントロピ
ー復号ユニット70が別々のスレッドを各々の特定のビンに割り当てる(たとえば、第1のビ
ンに対してスレッド1、第2のビンに対してスレッド2など)、復号技法を指す。したがって
、マルチパスコーディングによれば、すべてのbin0のインスタンスが、順番に復号される
bin1のインスタンスとは無関係に、順番に復号されることが可能であり、bin0とbin1の両
方のインスタンスが、順番に復号されるbin2のインスタンスとは無関係に復号され、以下
同様である。いくつかの例では、コンテキストモデラ220は、単一のブロックの変換単位
に関してマルチパス復号を実行し得る。その上、通常モードに従って復号されるビンに対
して、コンテキストモデラ220は、複数のパスにおいてコンテキスト選択を実行し得る。
各パスは、すべての変換係数の単一の対応するビンに関し得る。言い換えると、各パスの
間に、コンテキストモデラ220は、他のパスに関する情報を利用しない。たとえば、コン
テキストモデラ220は、第1のパスにおいて1つの変換単位/CG内のすべての変換係数の第1
のビンのためのコンテキストを選択することができる。この例では、第2のパスにおいて
、コンテキストモデラ220は、必要であれば、1つの変換単位/CG内のすべての変換係数の
第2のビンのためのコンテキストを選択することができ、以下同様である。
【０２６０】
　1つの例示的な使用事例では、コンテキストモデラ220は、以前にコーディングされた隣
接する変換係数のbin0の値を使用して現在コーディングされている変換係数のbin0のため
のコンテキストモデリングを実行し、以前にコーディングされた隣接する変換係数のbin1
の値を使用して現在コーディングされている変換係数のbin1のためのコンテキストモデリ
ングを実行し、以下同様であり得る。以前にコーディングされた変換係数に対して利用可
能である任意のビン値を使用して、コンテキストモデラ220は、現在コーディングされて
いる変換係数の複数のビンに対するコンテキストモデリングを並列に実行し得る。上で説
明された使用事例の状況では、bin0とbin1がともに以前にコーディングされた隣接変換係
数から入手可能である場合、コンテキストモデラ220は、現在コーディングされている変
換係数のためのbin0およびbin1のコンテキストモデリングを並列化することができる。こ
のようにして、コンテキストモデラ220は、本開示の技法を実施して、HEVCにおいて記述
されるようなマルチパス復号の主義の範囲内でCABACを実行しながら、コンテキストモデ
リング動作の並列化を可能にして場合によっては利用することによって、現在の変換係数
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のビンに対するコンテキストの選択を改善することができる。
【０２６１】
　コンテキストモデラ220は、必ずしもそうであるとは限らないが、すべてのそのような
ビンの完全なコンテキストモデリングを並列に実行できることを理解されたい。より具体
的には、コンテキストモデラ220は、複数のビンのコンテキストモデリングのいくつかの
部分を同時に実行することができる。このようにして、コンテキストモデラ220は、本開
示の技法を実施して、マルチコアプロセシング技術および/または複数のプロセッサを活
用し、現在コーディングされている変換係数のためのコンテキストモデリング動作を改善
することができる。
【０２６２】
　単一のパスにおいて異なる変換係数の対応するビンを復号することによって、コンテキ
ストモデラ220は、既存のマルチパスCABAC技法を超える1つまたは複数の利点を提供し得
る。たとえば、単一のパスにおいて複数の変換係数の対応するビン(たとえば、それぞれ
のbin0)を復号することによって、コンテキストモデラ220は、ビンの遷移において、新し
いコンテキストモデルを頻繁に記憶して取り出す必要をなくすことができる。代わりに、
コンテキストモデラ220は、所与のパスの全体で単一のコンテキストモデルを使用するこ
とができ、それは、そのパスが複数の変換係数にわたって、対応するビン(たとえば、そ
れぞれのbin0)を対象とするからである。このようにして、コンテキストモデラ220は、本
開示の並列化されたコンテキスト選択技法を実施して、頻繁なコンテキスト切替えにより
生じる時間遅延およびリソースの混乱を軽減し、または場合によってはなくすことができ
る。対照的に、既存のマルチパスコーディングは、第1の変換係数のためにbin0、bin1、b
in2などを復号し、次いで第2の変換係数のためにbin0、bin1、bin2などを復号することな
どが原因で、頻繁なコンテキストモデルの保存と取出しの動作が必要になる。
【０２６３】
　たとえば、コンテキストモデラ220は、本明細書において説明されるi番目のビンコンテ
キストモデリング機能のために使用すべき、1つまたは複数の事前に定義されたテンプレ
ートを生成し、またはそうでなければそれを入手し得る。コンテキストモデラ220が現在
コーディングされている変換係数のi番目のビンのコンテキストモデリングのために使用
し得る、事前に定義されたテンプレートの1つの非限定的な例が、図10に示されている。
図10のテンプレート140などの事前に定義されたテンプレートは、8×8の変換ブロックの
ための対角方向の走査順序を定義し、ここで「L」は最後の有意な走査位置を表し、「x」
は現在の走査位置を表し、「xi」はローカルテンプレート140によってカバーされる近隣
を表す。xiに関して、「i」という値は0から4の範囲にあり、範囲の制約はi・[0, 4]とし
て表される。本開示の1つまたは複数の態様によれば、コンテキストモデラ220は、現在復
号されている変換係数の対応するi番目のビンのコンテキストモデリングのために、ロー
カルテンプレート140の中に位置する変換係数のi番目のビンを使用し得る。いくつかの実
装形態によれば、コンテキストモデラ220は、複数のテンプレートを使用して、本開示の
並列化されたビンコンテキストモデリングを実行し得る。一例では、テンプレートのサイ
ズおよび/または形状は、(i)変換単位のサイズ、または(ii)モード、または(iii)現在の
変換単位もしくは係数グループ(CG)内での現在の変換係数の位置という基準のうちの1つ
または複数に依存する。
【０２６４】
　1つまたは複数の事前に定義されたテンプレートを使用してビン値のための以前にコー
ディングされたTUを横断することによって、コンテキストモデラ220は、本開示の技法を
実施して、既存のCABAC技法を超える1つまたは複数の改善をもたらし得る。たとえば、図
10のローカルテンプレート140などのTU横断テンプレートを使用することによって、コン
テキストモデラ220は、異なる復号パスに関して横断方式を別々に決定する必要をなくす
ことができる。したがって、本開示のテンプレートベースの並列化されたコンテキスト選
択技法を実施することによって、コンテキストモデラ220は、ピクチャの正確さを維持し
ながら、ビンの復号に関してスループットを向上させることができる。
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【０２６５】
　別の例示的な実装形態によれば、コンテキストモデラ220は、現在コーディングされて
いる変換係数の最初の「K」個のビンだけに、本開示の並列化されたコンテキストモデリ
ング技法を適用することがあり、ここで「K」はMより小さく、Mは利用可能なビンインデ
ックスの上限を表す。コンテキストモデラ220は、別のコンテキストモデリング技法を使
用して、またはバイパスモードに従って、残りの(M+1-K)個のビンを復号し得る。
【０２６６】
　別の例示的な実装形態によれば、コンテキストモデラ220は、現在復号されている変換
係数の前の、現在の変換単位またはCG内の復号順序において連続する「N」個の変換係数
として、以前にコーディングされた変換係数の世界を定義し得る。代替的に、コンテキス
トモデラ220は、Nを可変であるものとして決定し得る。一例では、コンテキストモデラ22
0は、現在の変換単位の中での現在復号されている変換係数の相対的な位置に応じて、Nの
値を決定し得る。別の例では、コンテキストモデラ220は、変換単位のサイズに応じてNの
値を決定し得る。
【０２６７】
　別の実装形態では、コンテキストモデラ220は、現在の変換単位またはCG内の現在の位
置の近隣に位置する変換係数として、以前に復号された変換係数の世界を定義し得る。一
例では、現在の位置の近隣は、現在の位置に直接隣り合う位置、または、現在の位置に直
接隣り合うか現在の位置から離れているかのいずれかの位置に制約される。別の例では、
近隣は、これらの位置を含み得るが、1つまたは複数の空間的に隣接する変換単位の中の
位置を含むように拡大し得る。
【０２６８】
　本開示の様々な態様によれば、コンテキストモデラ220は、1つまたは複数の以前にコー
ディングされた変換係数と関連付けられる値の関数として、ビンのコンテキストインデッ
クスを定義し得る。たとえば、コンテキストモデラ220は、以前にコーディングされた変
換係数のすべてのi番目のビン値の合計を生む関数を使用し得る。より具体的には、この
例では、コンテキストモデラ220は、TU/CGのすべての以前に復号された変換係数の利用可
能なi番目のビン値の値の加算を実行し得る。そして、コンテキストモデラ220は、現在コ
ーディングされている変換係数のi番目のビンのためのコンテキストモデリングの間に、
コンテキストインデックス(CtIdx)として得られた合計を使用し得る。
【０２６９】
　本開示のいくつかの態様によれば、コンテキストモデラ220は、異なるサイズの変換単
位において、同じパスに対してはコンテキストインデックスの導出規則が変更されないま
まにすることができる。しかしながら、コンテキストモデラ220は、オフセットをコンテ
キストインデックスに適用して、現在コーディングされているビンのためのコンテキスト
モデリングを実行することができる。たとえば、コンテキストモデラ220は、2つの異なる
変換サイズがコンテキストモデルの2つの集合を有すると決定し得る。そして、コンテキ
ストモデラ220は、1つのそのような集合の中のコンテキストモデルの数として、オフセッ
トを定義し得る。たとえば、TUサイズが事前に定義された次元M×Mの正方形より小さいと
コンテキストモデラ220が決定する場合、コンテキストモデラ220は、各々のそのようなTU
(M×Mより小さい)のサイズがコンテキストモデルの固有のそれぞれの集合を有すると決定
し得る。逆に、エントロピー復号ユニット70は、M×M以上のサイズを有するすべてのTUが
コンテキストモデルの同じ集合を有すると決定し得る。
【０２７０】
　様々な使用事例の状況において、コンテキストモデラ220は、Mの値を16に設定し得る。
より具体的には、これらの例では、現在コーディングされているTUのサイズが16×16の正
方形より小さいとコンテキストモデラ220が決定する場合、コンテキストモデラ220は、現
在コーディングされているTUがTUの特定のサイズに対応するコンテキストモデルの集合と
関連付けられると決定し得る。逆に、現在コーディングされているTUが16×16以上のサイ
ズを有するとエントロピー復号ユニット70が決定する場合、コンテキストモデラ220は、
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現在コーディングされているTUが、16×16以上のサイズを有するすべての他のTUとコンテ
キストモデルの同じ集合を共有すると決定し得る。いくつかの例では、コンテキストモデ
ラ220は、TUサイズベースのコンテキストの選択を、ルーマブロックにのみ適用し得る。
【０２７１】
　本開示のいくつかの態様によれば、コンテキストモデラ220は、変換サイズに基づいて
係数グループ(CG)サイズを決定し得る。言い換えると、これらの態様によれば、CGサイズ
は変換サイズに依存する。代わりに、または加えて、コンテキストモデラ220は、コーデ
ィングモードに基づいてCGサイズを決定し得る。これらの例では、コンテキストモデラ22
0は、変換サイズおよび/またはコーディングモードの一方または両方に依存するものとし
て、CGサイズを決定し得る。代わりに、または加えて、コンテキストモデラ220は、変換
行列に基づいてCGサイズを決定し得る。
【０２７２】
　本開示のいくつかの態様によれば、コンテキストモデラ220は、変換バイパスモード(「
変換スキップモード」とも呼ばれる)を使用して復号されるブロックにも、並列化された
コンテキストモデリング技法を適用し得る。変換バイパスモードは、ビットストリーム21
8が無損失で復号される場合などにおいてビデオエンコーダ30が復号の逆変換と逆量子化
の動作をスキップし得る、コーディングモードを指す。したがって、本開示のいくつかの
態様によれば、コンテキストモデラ220は、ビットストリーム218が無損失で符号化される
事例において利益をもたらす可能性を与えるように、並列化されたコンテキスト選択技法
を拡大し得る。
【０２７３】
　図8は、テーブルベースのバイナリ算術コーディングの例示的なプロセス150を示すフロ
ーチャートである。すなわち、図8は、通常コーディングモードを使用した単一のビン値(
binVal)のための確率推定の更新プロセス(ステップ158および160についての灰色の影付き
のボックスの中の)を含む、バイナリ算術符号化プロセスを示す。具体的には、図8のプロ
セス150は、通常コーディングモードを使用した所与のビン値binValのための、バイナリ
算術符号化プロセスを示す。算術符号化エンジンの内部状態は、現在の間隔範囲Rおよび
現在のコード間隔の基部(下端)Lという、2つの量によって特徴付けられる。しかしながら
、(通常モードとバイパスモードの両方において)CABACエンジンにこれらのレジスタを記
憶するために必要な精度は、それぞれ9ビットおよび10ビットまで低減され得る。確率状
態インデックスσおよびMPSの値(σ%2)を有するコンテキストにおいて観測される所与の
バイナリ値binValの符号化は、次のように4つの基本的なステップの列において実行され
る。
【０２７４】
　プロセス150はステップ152において開始することができ、ステップ152において、ビデ
オコーディングデバイスは、所与の確率推定に従って現在の間隔を細分する。この間隔細
分プロセスは、プロセス150のステップ152において示されるような3つの基本的な動作を
伴う。まず、現在の間隔範囲Rは、4つのセルへの全体の範囲28≦R≦29の等分を使用して
、量子化された値Q(R)によって近似される。しかし、対応する代表的な量子化された範囲
値Q0、Q1、Q2、およびQ3をCABACエンジンにおいて明示的に使用する代わりに、Rは量子化
器インデックスpによってアドレス指定されるだけであり、pはシフト演算とビットマスキ
ング演算の組合せによって効率的に計算されることが可能であり、すなわち、
p = (R >> 6) & 3　　　　(4.5)
【０２７５】
　次いで、このインデックスpおよび確率状態インデックスσは、図8に示されるように、
2次元テーブルTabRangeLPSの中のエントリとして、(概略的な)LPS関連の部分間隔範囲RLP
Sを決定するために使用される。ここで、テーブルTabRangeLPSは、8ビット精度では、0≦
(δ>> 1)≦63および0≦ρ≦3に対するpσ・Qρのすべての64×4個の事前に計算された積
の値を含む。MPSの二重の部分間隔範囲を仮定すると、所与のビン値binValに対応する部
分間隔は、プロセス150の判断ブロック94において選ばれる。binValがMPS値に等しい場合
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(判断ブロック154のNOの分岐)、ビデオコーディングデバイスは下側の部分間隔を選び得
るので、Lは変更されない。そうではない場合(判断ブロック154のYESの分岐)、ビデオコ
ーディングデバイスは、RLPSに等しい範囲を有する上側の部分間隔を選択し得る(156)。
【０２７６】
　ステップ158および160において、確率状態の更新は、ITU-T H.264、1.2.2.2項に記載さ
れるように実行される(灰色の影付きのボックスを使用して示されている)。ステップ162
は、レジスタLおよびRの再正規化(図1の「RenormE」ボックス)からなる。ステップ164は
、プロセス150の終了を表す。
【０２７７】
　2次元テーブルTabRangeLPSは次のように定義される。
TabRangeLPS[64][4] =
{
　{ 128, 176, 208, 240},
　{ 128, 167, 197, 227},
　{ 128, 158, 187, 216},
　{ 123, 150, 178, 205},
　{ 116, 142, 169, 195},
　{ 111, 135, 160, 185},
　{ 105, 128, 152, 175},
　{ 100, 122, 144, 166},
　{ 95, 116, 137, 158},
　{ 90, 110, 130, 150},
　{ 85, 104, 123, 142},
　{ 81, 99, 117, 135},
　{ 77, 94, 111, 128},
　{ 73, 89, 105, 122},
　{ 69, 85, 100, 116},
　{ 66, 80, 95, 110},
　{ 62, 76, 90, 104},
　{ 59, 72, 86, 99},
　{ 56, 69, 81, 94},
　{ 53, 65, 77, 89},
　{ 51, 62, 73, 85},
　{ 48, 59, 69, 80},
　{ 46, 56, 66, 76},
　{ 43, 53, 63, 72},
　{ 41, 50, 59, 69},
　{ 39, 48, 56, 65},
　{ 37, 45, 54, 62},
　{ 35, 43, 51, 59},
　{ 33, 41, 48, 56},
　{ 32, 39, 46, 53},
　{ 30, 37, 43, 50},
　{ 29, 35, 41, 48},
　{ 27, 33, 39, 45},
　{ 26, 31, 37, 43},
　{ 24, 30, 35, 41},
　{ 23, 28, 33, 39},
　{ 22, 27, 32, 37},
　{ 21, 26, 30, 35},
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　{ 20, 24, 29, 33},
　{ 19, 23, 27, 31},
　{ 18, 22, 26, 30},
　{ 17, 21, 25, 28},
　{ 16, 20, 23, 27},
　{ 15, 19, 22, 25},
　{ 14, 18, 21, 24},
　{ 14, 17, 20, 23},
　{ 13, 16, 19, 22},
　{ 12, 15, 18, 21},
　{ 12, 14, 17, 20},
　{ 11, 14, 16, 19},
　{ 11, 13, 15, 18},
　{ 10, 12, 15, 17},
　{ 10, 12, 14, 16},
　{ 9, 11, 13, 15},
　{ 9, 11, 12, 14},
　{ 8, 10, 12, 14},
　{ 8, 9, 11, 13},
　{ 7, 9, 11, 12},
　{ 7, 9, 10, 12},
　{ 7, 8, 10, 11},
　{ 6, 8, 9, 11},
　{ 6, 7, 9, 10},
　{ 6, 7, 8, 9},
　{ 2, 2, 2, 2}
};
【０２７８】
　復号プロセスは、HEVC規格のセクション9.3.4.3.2.2に記載されている。
【０２７９】
　図9は、残差4分木構造に基づく変換方式を示す概念図である。残差ブロックの様々な特
性に適合するために、残差4分木(RQT)を使用する変換コーディング構造が、HEVCにおいて
適用される。残差4分木構造は以下で説明される。追加の詳細は、www.hhi.fraunhofer.de
/fields-of-competence/image-processing/researchgroups/image-video-coding/hevc-hi
gh-efficiency-video-coding/transform-coding-using-the-residual-quadtree-rqt.html
に記載されており、そこで入手可能である。
【０２８０】
　図9に示される残差4分木構造によれば、各ピクチャはコーディングツリー単位(CTU)に
分割される。ピクチャのCTUは、特定のタイルまたはスライスのためのラスター走査順序
でコーディング(たとえば、符号化および/または復号)される。CTUは、正方形のブロック
であり、4分木すなわちコーディングツリーのルートを表す。CTUサイズは8×8から64×64
にわたることがあり、幅および長さはルーマサンプルの単位で表される。64×64の次元が
、HEVC準拠のコーディングデバイスによって一般に使用される。各CTUは、コーディング
単位(CU)と呼ばれるより小さい正方形のブロックにさらに分割され得る。CTUがCUに(場合
によっては再帰的に)分割された後で、各CUは、予測単位(PU)および変換単位(TU)にさら
に分割される。PUおよびCUも正方形のフォームファクタを有する。TUへのCUの区分は、4
分木の手法に基づいて再帰的に行われる。したがって、各CUの残差信号は、木構造、すな
わち残差4分木(RQT)を使用してコーディングされる。RQTは、4×4から32×32までのTUサ
イズ(ルーマサンプルの単位で正方形の次元として表される)を許容する。
【０２８１】
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　図9は、CUが10個のTUを含む例を示す。TUは文字aからjによりラベリングされており、
各TUラベルは対応するブロック区分の内側に示されている。RQTの各ノードは変換単位(TU
)である。個々のTUは、深度第一の木横断順序で処理される。図9に関する深度第一の木横
断の結果が、アルファベットの順序に従って図9に示されている。より具体的には、図9は
、深度第一の横断を用いた再帰的なZ走査の例を示す。図9に示される4分木手法は、残差
信号の変化する空間周波数特性に対する変換の適応を可能にする。
【０２８２】
　多くの例では、より大きい空間をサポートするより大きい変換ブロックサイズは、より
良い周波数分解能を提供する。しかしながら、より小さい空間をサポートするより小さい
変換ブロックサイズは、より良い空間分解能を提供する。これらの2つ(空間分解能および
周波数分解能)のトレードオフは、エンコーダモードの決断として選択される。たとえば
、エンコーダモードの決断は、レート歪み(RD)最適化技法に基づき得る。レート歪み最適
化技法は、コーディングビットの加重和と再構築歪みとを計算する。たとえば、モード選
択ユニット40は、モード選択の決断を、各コーディングモードに対するレート歪みコスト
に基づいたものにし得る。いくつかの例では、各々の利用可能なモードに対するレート歪
みコストは、各コーディングモードと関連付けられる特定のRQT分割構造に相関し得る。R
Dコストベースの決断方式では、モード選択ユニットは、最良の利用可能なモードとして
、最低の(または最小の)レート歪みコストを有するコーディングモードを選択し得る。
【０２８３】
　3つのパラメータが、RQT区分方式において定義される。パラメータは、木の最大深度、
最小の許容される変換サイズ、および最大の許容される変換サイズである。HEVCのいくつ
かの態様によれば、最小変換サイズおよび最大変換サイズは、4×4のサンプルから32×32
のサンプルまでの範囲内で変化することができる。4×4のサンプルから32×32のサンプル
までの範囲は、上で論じられたサポートされるブロック変換に対応する。RQTの最大の許
容される深度は、RQT区分方式が生み出すことができるTUの数を制限または制約する。0と
等しい最大深度は、各々の含まれるTUが最大の許容される変換サイズ、たとえば32×32に
達した場合に、CTUがそれ以上分解され得ないことを意味する。
【０２８４】
　上で論じられたパラメータのすべてが相互作用し(たとえば、相乗的に使用され)、RQT
構造に影響する。ルートCTUサイズが64×64であり、最大深度が0と等しく、最大変換サイ
ズが32×32と等しい、使用事例の状況が以下で説明される。この場合、ビデオコーディン
グデバイスは、少なくとも一度CTUを区分する必要がある。CTUが区分されない場合、RQT
は3つのパラメータごとに64×64のTUを生み出し、これは許容されない。ビデオエンコー
ダ20は、シーケンスパラメータセット(SPS)レベルで、ビットストリームにRQTパラメータ
(最大RQT深度ならびに最小および最大の変換サイズに限定されないがそれらを含む)を含
め得る。ビデオエンコーダ20は、イントラコーディングされたCUおよびインターコーディ
ングされたCUに関して、RQT深度の異なる値を指定してシグナリングし得る。そして、ビ
デオデコーダ30は、受信されたビットストリームからRQTパラメータを復元し、シグナリ
ングされたパラメータにおいて指定される制約を使用してRQT区分を実行し得る。
【０２８５】
　ビデオエンコーダ20および/またはビデオデコーダ30は、イントラ残差ブロックとイン
ター残差ブロックの両方のために4分木変換を適用し得る。多くの例では、ビデオエンコ
ーダ20および/またはビデオデコーダ30は、現在の残差4分木区分の同一のサイズのDCT-II
変換を、残差ブロックのために適用し得る。しかしながら、現在の残差4分木ブロックが4
×4であり、イントラ予測によって生成される場合、ビデオエンコーダ20および/またはビ
デオデコーダ30は、上で説明された4×4のDST-VII変換を適用し得る。HEVCにおいて、よ
り大きいサイズの変換、たとえば64×64の変換は、主に利点が限られていることと、相対
的により解像度が低いビデオに対して複雑さが相対的に大きいこととが原因で、採用され
ない。
【０２８６】
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　図10は、本明細書において説明されるコンテキストモデリング技法に関してビデオコー
ディングデバイスが使用し得る例示的なテンプレート(ローカルテンプレート140)を示す
概念図である。現在の変換係数は「X」としてマークされ、5つの空間的な近隣は「Xi」と
してマークされる(iは0から4の整数を表す)。条件のセットのいずれか1つが満たされる場
合、ビデオコーディングデバイスは、コンテキストインデックスの導出プロセスにおいて
利用不可能であり使用されないものとしてXiをマークし得る。条件のセットの中の第1の
条件は、Xiの位置および現在の変換係数Xが同じ変換単位の中に位置しないというもので
ある。条件のセットの中の第2の条件は、Xiの位置がピクチャの水平方向または垂直方向
の境界の外側に位置するというものである。条件のセットの中の第3の条件は、変換係数X

iがまだコーディングされていないということである。マルチパスコーディングの場合、
同じコーディングパスにおけるビンがコーディングされるときはいつでも、それらのビン
がコンテキストインデックスの導出プロセスにおいて使用され得る。したがって、復号の
観点からは、1つの変換係数を完全に復号することは必要ではない。
【０２８７】
　図11は、係数グループに基づく例示的な係数走査を示す概念図である。TUサイズとは無
関係に、変換単位の残差は、重複しない係数グループ(CG)を用いてコーディングされ、各
々がTUの4×4ブロックの係数を含む。たとえば、32×32のTUは、合計で64個のCGを有し、
16×16のTUは、合計16個のCGを有する。TUの内部のCGは、ある事前に定義された走査順序
に従ってコーディングされ得る。各CGをコーディングするときに、現在のCGの内部の係数
は、4×4のブロックのある事前に定義された走査順序に従って走査され、コーディングさ
れる。図11は、4個のCGを含む8×8のTUのための係数走査を示す。
【０２８８】
　シンタックス要素テーブルは次のように定義される。
【０２８９】
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【表６Ａ】

【０２９０】
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【表６Ｂ】

【０２９１】
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【表６Ｃ】

【０２９２】
　色成分ごとに、ビデオエンコーダ20はまず、現在のTUが少なくとも1つの0ではない係数
を有するかどうかを示すために、1つのフラグをシグナリングし得る。現在のTUの中に少
なくとも1つの0ではない係数がある場合、ビデオエンコーダ20は、変換単位の左上の角に
対する相対的な座標を用いて、TUの中の係数走査順序において最後の有意な係数の位置を
明示的に符号化し得る。座標の垂直成分または水平成分は、そのプレフィックスおよびサ
フィックスによって表され、ここで、プレフィックスは切捨てライス(TR:truncated rice
)を用いてバイナリ化され、サフィックスは固定長を用いてバイナリ化される。
【０２９３】
セマンティクス
【０２９４】
　last_sig_coeff_x_prefixは、変換ブロック内の走査順序において最後の有意な係数の
列の位置のプレフィックスを指定する。last_sig_coeff_x_prefixの値は、両端を含めて0
から(log2TrafoSize << 1) - 1までの範囲内にある必要がある。
【０２９５】
　last_sig_coeff_y_prefixは、変換ブロック内の走査順序において最後の有意な係数の
行の位置のプレフィックスを指定する。last_sig_coeff_y_prefixの値は、両端を含めて0
から(log2TrafoSize << 1) - 1までの範囲内にある必要がある。
【０２９６】
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　last_sig_coeff_x_suffixは、変換ブロック内の走査順序において最後の有意な係数の
列の位置のサフィックスを指定する。last_sig_coeff_x_suffixの値は、両端を含めて0か
ら(1 << ((last_sig_coeff_x_prefix >> 1) - 1)) - 1までの範囲内にある必要がある。
【０２９７】
　変換ブロック内の走査順序において最後の有意な係数の列の位置LastSignificantCoeff
Xは、次のように導出される。
- last_sig_coeff_x_suffixが存在しない場合には、次があてはまる。
　　　　LastSignificantCoeffX = last_sig_coeff_x_prefix
- そうではない(last_sig_coeff_x_suffixが存在する)場合には、次があてはまる。
　　　　LastSignificantCoeffX = (1 << ((last_sig_coeff_x_prefix >> 1) - 1)) * (2
 + (last_sig_coeff_x_prefix & 1)) + last_sig_coeff_x_suffix
【０２９８】
　last_sig_coeff_y_suffixは、変換ブロック内の走査順序において最後の有意な係数の
行の位置のサフィックスを指定する。last_sig_coeff_y_suffixの値は、両端を含めて0か
ら(1 << ((last_sig_coeff_y_prefix >> 1) - 1)) - 1までの範囲内にある必要がある。
【０２９９】
　変換ブロック内の走査順序において最後の有意な係数の行の位置LastSignificantCoeff
Yは、次のように導出される。
- last_sig_coeff_y_suffixが存在しない場合には、次があてはまる。
　　　　LastSignificantCoeffY = last_sig_coeff_y_prefix
- そうではない(last_sig_coeff_y_suffixが存在する)場合には、次があてはまる。
　　　　LastSignificantCoeffY = (1 << ((last_sig_coeff_y_prefix >> 1) - 1)) * (2
 + (last_sig_coeff_y_prefix & 1)) + last_sig_coeff_y_suffix
【０３００】
　scanIdxが2と等しいとき、座標は次のように交換される。
(LastSignificantCoeffX, LastSignificantCoeffY)=Swap(LastSignificantCoeffX, LastS
ignificantCoeffY)
【０３０１】
　コーディングされたそのような位置およびCGの係数走査順序も用いて、最後のCG (走査
順序において)を除くCGが0ではない係数を含むかどうかを示す1つのフラグが、それらのC
Gのためにさらにシグナリングされる。
【０３０２】
　CGフラグのコンテキストモデリング。1つのCGが0ではない係数を有するかどうか、すな
わちCGフラグ(HEVC規格におけるcoded_sub_block_flag)をコーディングするとき、隣接す
るCGの情報がコンテキストを構築するために利用される。より具体的には、CGフラグをコ
ーディングするためのコンテキストの選択が次のように定義される。
(右CG利用可能&&右CGのフラグが1に等しい)||(下CG利用可能&&下CGのフラグが1に等しい)
【０３０３】
　ここで、右および下のCGは、現在のCGに近い2つの隣接するCGである。たとえば、図11
では、左上の4×4のブロックを符号化するとき、ビデオエンコーダ20は、右のCGを右上の
4×4のブロックとして定義することができ、下のCGが左下の4×4のブロックとして定義さ
れる。クロマおよびルーマは、コンテキストモデルの様々な集合を、ただし様々な集合の
うちの1つを選択するための同じ規則とともに、使用する。コンテキストインデックスの
インクリメントの導出の詳細は、HEVCの9.3.4.2.4において見出され得る。
【０３０４】
　1つのCG内での変換係数コーディング: 0ではない係数を含み得るCGに対して、ビデオエ
ンコーダ20はさらに、事前に定義された4×4の係数走査順序に従って、各係数に対して、
有意性フラグ(significant_flag)、係数の絶対値(coeff_abs_level_greater1_flag、coef
f_abs_level_greater2_flag、およびcoeff_abs_level_remainingを含む)、および符号情
報(coeff_sign_flag)を符号化する(かつビデオデコーダ30はそれらをさらに復号する)こ
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とができる。変換係数レベルのコーディング(たとえば、符号化および/または復号)は、
複数の走査パスに分離される。
【０３０５】
　第1のビンのコーディングの第1のパス:このパスにおいて、1つのCG内の各位置における
変換係数のすべての第1のビン(またはビンインデックス0、bin0)が、特定の変換係数が0
に等しいことが導かれ得ることを除き、コーディングされる。変数sigCtxは、現在のTUの
左上の位置に対する現在の位置、色成分インデックスcIdx、変換ブロックサイズ、および
シンタックス要素coded_sub_block_flagの以前に復号されたビンに依存する。異なる規則
がTUサイズに応じて適用される。コンテキストインデックスのインクリメントの選択の例
示的な詳細がHEVCの9.3.4.2.5において定義される。
【０３０６】
　第2のビンのコーディングの第2のパス:coeff_abs_level_greater1_flagsのコーディン
グがこのパスにおいて適用される。コンテキストモデリングは、色成分インデックス、現
在のサブブロック走査インデックス、および現在のサブブロック内の現在の係数走査イン
デックスに依存する。コンテキストインデックスのインクリメントの選択の例示的な詳細
がHEVCの9.3.4.2.6において定義される。
【０３０７】
　第3のビンのコーディングの第3のパス:coeff_abs_level_greater2_flagsのコーディン
グがこのパスにおいて適用される。コンテキストモデリングは、coeff_abs_level_greate
r1_flagsによって使用されるものと同様である。コンテキストインデックスのインクリメ
ントの選択の例示的な詳細がHEVCの9.3.4.2.7において定義される。スループットを改善
するために、第2および第3のパスはCGの中のすべての係数を処理しないことがある。CGの
中の最初の8個のcoeff_abs_level_greater1_flagsは、通常モードでコーディングされる
。その後、値は、シンタックスcoeff_abs_level_remainingによって第5のパスにおいてバ
イパスモードでコーディングされるままにされる。同様に、1より大きい大きさを有するC
Gの中の第1の係数に対するcoeff_abs_level_greater2_flagsだけがコーディングされる。
CGの1より大きい大きさを有する係数の残りは、coeff_abs_level_remainingを使用して値
をコーディングする。この方法は、係数レベルに対する通常のビンの数を、CGごとに9個
という最大値、すなわちcoeff_abs_level_greater1_flagsに対して8個およびcoeff_abs_l
evel_greater2_flagsに対して1個に限定する。
【０３０８】
　符号情報の第4のパス:HEVCのいくつかの例では、各々の0ではない係数の符号は、バイ
パスモードで第4の走査パスにおいてコーディングされる。各CGに対して、基準に応じて
、(逆方向の走査順序において)最後の0ではない係数の符号を符号化することは、符号デ
ータ隠匿(SDH:sign data hidding)を使用するときには単純に省略される。代わりに、符
号の値は、事前に定義された取り決めを使用してCGのレベルの合計のパリティに埋め込ま
れ、すなわち偶数は「+」に対応し奇数は「-」に対応する。SDHを使用するための基準は
、CGの最初の0ではない係数と最後の0ではない係数との間の走査順序における距離である
。この距離が4以上である場合、SDHが使用される。4という値は、HEVCテストシーケンス
に対して最大の利得をもたらすので、選ばれた。
【０３０９】
　残りのビンの最後のパス:残りのビンはさらなる走査パスにおいてコーディングされる
。係数のbaseLevelが次のように定義されるようにする。
baseLevel = significant_flag + coeff_abs_level_greater1_flag+ coeff_abs_level_gr
eater2_flag
【０３１０】
　ここで、フラグは0または1という値を有し、存在しない場合0であると推測される。次
いで、係数の絶対値が次のように定義される。
absCoeffLevel = baseLevel + coeff_abs_level_remaining
【０３１１】
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　Riceパラメータは、各CGの初めに0に設定され、パラメータの以前の値および現在の絶
対的なレベルに応じて次のように条件的に更新される。
absCoeffLevel > 3×2mである場合、m= min(4,m + 1)
【０３１２】
　シンタックス要素coeff_abs_level_remainingは、バイパスモードでコーディングされ
得る。加えて、HEVCのいくつかの例は、小さい値に対してゴロムライス符号を利用し、よ
り大きい値に対しては指数ゴロム符号に切り替える。コード間の遷移点は通常、単項符号
の長さが4に等しいときである。パラメータ更新プロセスは、大きい値が分布において観
測されるときに係数の統計にバイナリ化が適合することを可能にする。
【０３１３】
　inter_pred_idcのコンテキストモデリング。inter_pred_idcは、list0、list1、または
双予測が現在の予測単位のために使用されるかどうかを指定する。シンタックス要素は最
大で2つのビンを有し、これらの両方がCABACコンテキストコーディングされる。バイナリ
化されたビンストリングは次のように定義される。
【０３１４】
【表７】

【０３１５】
ここで、nPbWおよびnPbHはそれぞれ、現在のルーマ予測ブロックの幅および高さを表す。
【０３１６】
　各々のインターコーディングされるスライス、たとえばPスライスまたはBスライスに対
して、コンテキスト選択は次の規則に基づく。
【０３１７】
　合計(nPbW+nPbH)が12に等しくない場合、第1のビンは4つのコンテキストを使用してコ
ーディングされ、第2のビンは1つのコンテキストを用いてコーディングされる。第1のビ
ンのコンテキスト選択は、現在のCU深度に従う。HEVCでは、CU深度は両端を含めて0から3
の範囲の中にある。両端を含む0から3の範囲は[0, 3]として表され得る。
【０３１８】
　JCTVC-H0228(T. Nguyen、D. Marpe、T. Wiegand、「Non-CE11: Proposed Cleanup for 
Transform Coefficient Coding」、JCTVC-H0228、第8回会合:サンノゼ、カリフォルニア
州、米国、2012年2月1日～10日)において、一走査パスのコーディングが提案された。提
案された一走査パスによれば、変換係数レベルについてのすべての情報が、HEVCにおける
ような複数パスのコーディングの代わりに、単一のステップにおいてコーディングされる
。各走査位置に対して、HEVCの現在の設計においてbin0(ビンストリングの最初のビン、g
nificant_coeff_flagまたはcoeff_abs_greater0_flagとも呼ばれる)に対して行われるよ
うに、ローカルテンプレートによってカバーされる近隣が評価される。この評価から、残
りの絶対値の適応的なバイナリ化を制御するコンテキストモデルおよびRiceパラメータが
導出される。より具体的には、bin0、bin1、bin2、およびRiceパラメータのためのコンテ
キストモデルはすべて、ローカルテンプレートに位置する変換係数の大きさに基づいて選
択される(bin1およびbin2はcoeff_abs_greater1_flagおよびcoeff_abs_greater2_flagと
も呼ばれる)。
【０３１９】
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　ローカルテンプレート140の例は、対角方向の走査を用いて8×8の変換ブロックに対し
て図10において与えられ、Lは最後の有意な走査位置を表し、xは現在の走査位置を表し、
i∈[0, 4]であるxiはローカルテンプレートによってカバーされる近隣を表す。
【０３２０】
　近隣の絶対値の合計を示すsum_absolute_level、および各レベルの絶対値の合計から1
を引いたものを示すsum_absolute_levelMinus1が、bin0、bin1、bin2のためのコンテキス
トインデックスを導出するために、およびRiceパラメータrを決定するために使用される
。
【０３２１】
【数１０】

【０３２２】
　bin0に対して、ローカルテンプレートの評価から得られるsum_absolute_levelは、5と
いうカットオフ値を有するコンテキストモデルインデックスに直接マッピングされる。同
じ規則は、sum_absolute_levelMinus1および4というカットオフ値を使用することによっ
て、bin1およびbin2のコンテキストモデルインデックスの計算に適用される。この導出規
則は以下で要約されており、c0はbin0のためのコンテキストモデルインデックスを表し、
c1はbin1のためのコンテキストモデルインデックスを表し、c2はbin2のためのコンテキス
トモデルインデックスを表し、
c0 = min(sum_absolute_level, 5)
c1 = min(sum_absolute_levelMinus1, 4) + 1　　(6)
c2 = min(sum_absolute_levelMinus1, 4) + 1
【０３２３】
　図12は、ビン導出の例を示す概念図である。bin1およびbin2に対する導出規則は同じで
ある。次に、ルーマ成分に対して、追加のオフセットが、ルーマ変換レベルのbin0、bin1
、およびbin2に対して計算される。追加のコンテキストインデックス(すなわち、オフセ
ット)は、現在の走査位置の場所に依存する。図12は、このプロセスの例を示す。具体的
には、図12は、(a)ルーマbin0に対する、(b)ルーマbin1およびbin2(順方向の走査順序に
おける最後の係数ではない)に対する、1つのTU内の異なる領域のコンテキストインデック
ス範囲を示す。
【０３２４】
　まとめると、全体の概念が以下の式に要約され、xは現在の走査位置の変換ブロックの
内部の水平方向の空間的な場所を表し、yは垂直方向の空間的な場所を表し、cIdxは0を有
する現在の平面タイプがルーマを表すことを表す。加えて、異なる位置に対するコンテキ
ストインデックスの範囲が図13にマークされている。
【０３２５】



(79) JP 6619028 B2 2019.12.11

10

20

30

40

【数１１】

【０３２６】
　上で示されたように、c1に対する式はc2に対する式と同じである。bin1およびbin2に対
する同じコンテキストモデルインデックスに加えて、bin1およびbin2のコーディングのた
めに同じコンテキストモデルが使用される。さらに、コーディング順序の最初の走査位置
(すなわち、最後の有意な走査位置)に対して、bin1およびbin2のために別々のコンテキス
トモデルが使用される。最初のビンインデックス(bin0)が最後の有意な走査位置のために
推測される。この別々のコンテキストモデルは、コンテキストモデル選択方式によって再
び選択されることは決してなく、c1=0として割り当てられる。コンテキストモデルの総数
は以下のテーブルにおいて集計される。
【０３２７】
【表８】

【０３２８】
　Riceパラメータrは次のように導出される。各走査位置に対して、このパラメータは0に
設定される。次いで、sum_absolute_levelMinus1が閾値の集合tR = {3, 9, 21}と比較さ
れる。言い換えると、sum_absolute_levelMinus1が第1の間隔に入る場合、Riceパラメー
タは0であり、sum_absolute_levelMinus1が第2の間隔に入る場合、1であり、以下同様で
ある。Riceパラメータrの導出は次のように要約される。
【０３２９】
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【数１２】

【０３３０】
　図13は、異なるルーマビンに対する、TU内の異なる位置のためのコンテキストインデッ
クスの範囲を示す概念図である。図13の例では、左側のブロックは、ルーマbin0のための
TU内の異なる領域に対するコンテキストインデックス範囲を示す。右側のブロックは、ル
ーマbin1およびbin2のためのTU内の異なる領域に対するコンテキストインデックス範囲を
示す。特定の位置は図13のルーマビン内の数字を使用して呼び出され、異なる領域は影付
きを使用して区別される。
【０３３１】
　1つまたは複数の裏では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファーム
ウェア、またはそれらの任意の組合せとして実装され得る。ソフトウェアで実装される場
合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶さ
れるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信されることがあり、かつハードウェア
に基づく処理ユニットによって実行されることがある。コンピュータ可読媒体は、データ
記憶媒体などの有形媒体に対応するコンピュータ可読記憶媒体、または、たとえば、通信
プロトコルに従って、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能に
する任意の媒体を含む通信媒体を含み得る。このようにして、コンピュータ可読媒体は一
般に、(1)非一時的である有形コンピュータ可読記憶媒体、または(2)信号もしくは搬送波
などの通信媒体に対応し得る。データ記憶媒体は、本開示において説明される技法の実施
のための命令、コードおよび/もしくはデータ構造を取り出すために1つまたは複数のコン
ピュータまたは1つまたは複数のプロセッサによってアクセスされ得る任意の利用可能な
媒体であり得る。コンピュータプログラム製品はコンピュータ可読媒体を含み得る。
【０３３２】
　図14は、ビデオコーディングデバイスまたはその様々な構成要素が、本開示のコンテキ
ストモデリング技法のうちの1つまたは複数を実施するために実行し得る、例示的なプロ
セス300を示す。プロセス300は様々なデバイスによって実行され得るが、本明細書では、
プロセス300はビデオデコーダ30に関して説明される。プロセス300は、ビデオデコーダ30
が第1のTUをコーディング(たとえば、復号)するときに開始し得る(302)。そして、ビデオ
デコーダ30は、第2のTUをコーディングする第1のパスを開始し得る(304)。したがって、
第1のTUは、第2のTUに関して以前にコーディングされたブロックを表す。
【０３３３】
　ビデオデコーダ30は、コーディングの第1のパス内で、第1のTUのi番目のビンを使用し
て第2のTUのすべてのi番目のビンをコーディングし得る(306)。たとえば、ビデオデコー
ダ30は、第2のTUのためのマルチパス復号プロセスの第1のパスの間に、第1のTUのbin0を
使用して、第2のTUのすべての変換係数のそれぞれのi番目のビンのためのコンテキストイ
ンデックスを選択し得る。このようにして、ビデオデコーダ30は、以前にコーディングさ
れたブロックのビンを使用して現在コーディングされているTUのすべての変換係数のすべ
てのi番目のビンのためのコンテキスト選択を完了することによって、本開示のコンテキ
ストモデリング技法を実施して並列化を改善し得る。
【０３３４】
　このようにして、ビデオデコーダ30は、ビデオデータを記憶するように構成されたメモ
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リと、1つまたは複数のプロセッサとを含む、ビデオコーディングデバイスの例を表す。
プロセッサは、現在の変換係数のシンタックス要素の値の複数のビンの各々に対して、1
つまたは複数の以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値のそれぞれの
対応するビンを使用してコンテキストを決定するように構成され得る。コンテキストを決
定するために、1つまたは複数のプロセッサは、現在の変換係数のシンタックス要素の値
のi番目のビンのコンテキストを、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要
素の値の対応するi番目のビンを使用して決定するように構成され、iが非負の整数を備え
、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値の対応するi番目のビンを
使用するために、1つまたは複数のプロセッサは、以前にコーディングされた変換係数の
シンタックス要素の値のi番目のビンのみを使用し、以前にコーディングされた変換係数
のシンタックス要素の値の他のビンを使用しないように構成される。プロセッサはさらに
、決定されたコンテキストを使用して、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目
のビンをCABACコーディング(たとえば、CABAC復号)するように構成される。
【０３３５】
　いくつかの例では、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンのためのコ
ンテキストを決定するために、1つまたは複数のプロセッサは、現在の変換係数をCABAC復
号するために使用されるべき1つまたは複数の隣接する変換係数を特定するテンプレート
を使用して、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンのためのコンテキス
トを決定するように構成される。いくつかの例では、1つまたは複数のプロセッサはさら
に、現在の変換係数を含む変換単位のサイズ、変換単位を含むコーディング単位と関連付
けられるコーディングモード、現在の変換係数を含む変換単位における現在の変換係数の
位置、または、現在の変換係数を含む係数グループの中での現在の変換係数の位置のうち
の少なくとも1つに基づいて、テンプレートのサイズまたは形状のうちの少なくとも1つを
決定するように構成される。いくつかの例では、1つまたは複数のプロセッサはさらに、
色成分情報に基づいてテンプレートのサイズまたは形状のうちの少なくとも1つを決定す
るように構成され、色成分情報はルーマ成分情報またはクロマ成分情報の一方または両方
を含む。
【０３３６】
　いくつかの例では、現在の変換係数は変換単位に含まれ、ここで、変換単位の一部また
はすべてのビンは通常モードに従ってCABAC符号化され、現在の変換係数のシンタックス
要素の値のi番目のビンをCABACコーディングするために、1つまたは複数のプロセッサは
、変換単位のすべての変換係数のすべての対応するi番目のビンがCABACコーディングされ
るi番目のコーディングパスの間に、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビ
ンをコーディングするように構成される。いくつかの例では、現在の変換係数のシンタッ
クス要素の値のi番目のビンのためのコンテキストを決定するために、1つまたは複数のプ
ロセッサは、以前にコーディングされた変換係数の関数を使用して、現在の変換係数のシ
ンタックス要素の値のi番目のビンのためのコンテキストインデックスを決定するように
構成される。いくつかの例では、以前にコーディングされた変換係数はテンプレートの中
に位置する。いくつかの例では、以前にコーディングされた変換係数の関数を使用するた
めに、1つまたは複数のプロセッサは、最初の「M」個の以前にコーディングされた変換係
数の関数を使用するように構成され、「M」は非負の値を表す。いくつかの例では、関数
は加算関数を備え、以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値の対応す
るi番目のビンは、複数の以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値の
複数の対応するi番目のビンに含まれる。
【０３３７】
　いくつかの例では、加算関数を使用して現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番
目のビンのためのコンテキストインデックスを決定するために、1つまたは複数のプロセ
ッサは、複数の以前にコーディングされた変換係数のシンタックス要素の値の複数の対応
するi番目のビンのすべての合計として、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目
のビンのためのコンテキストインデックスを定義するように構成される。いくつかの例で
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は、1つまたは複数のプロセッサはさらに、加算関数の結果を切り抜いて、事前に定義さ
れた範囲内にある切り抜かれた合計を形成するように構成される。別の言い方をすると、
1つまたは複数のプロセッサは、加算関数の結果を切り抜くステップを含む方法を実行し
て、事前に定義された範囲内にある切り抜かれた合計を形成し得る。いくつかの例では、
現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンのためのコンテキストを決定する
ために、1つまたは複数のプロセッサは、現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目
のビンのためのコンテキストインデックスを決定し、決定されたコンテキストインデック
スにオフセットを加算するように構成される。いくつかの例では、1つまたは複数のプロ
セッサはさらに、現在の変換係数を含む変換単位のサイズに基づいてオフセットを決定す
るように構成される。
【０３３８】
　いくつかの例では、1つまたは複数のプロセッサはさらに、変換単位が閾値のサイズ内
であるかどうかを決定し、変換単位が閾値のサイズ内である場合、閾値のサイズ内である
すべての変換単位に共通のコンテキストモデルの集合と変換単位が関連付けられると決定
するように構成される。いくつかの例では、閾値のサイズは、16×16という次元と関連付
けられる。いくつかの例では、記憶されているビデオデータは符号化されたビデオデータ
を備え、1つまたは複数のプロセッサはさらに、符号化されたビデオデータの少なくとも
一部分を復号して再構築されたビデオデータを形成するように構成され、ビデオデコーダ
30は、再構築されたビデオデータの少なくとも一部分を表示するように構成される表示デ
バイスを含むデバイスを含むことがあり、デバイスであることがあり、またはデバイスの
一部であることがある。いくつかの例では、1つまたは複数のプロセッサはさらに、記憶
されているビデオデータの少なくとも一部分を符号化するように構成され、以前にコーデ
ィングされた変換係数は以前に符号化された変換係数を備える。
【０３３９】
　図15は、ビデオコーディングデバイスまたはその様々な構成要素が、本開示の継承ベー
スのコンテキスト初期化技法のうちの1つまたは複数を実施するために実行し得る、例示
的なプロセス320を示すフローチャートである。プロセス320は様々なデバイスによって実
行され得るが、本明細書では、プロセス320はビデオデコーダ30に関して説明される。プ
ロセス320は、ビデオデコーダ30が第1のピクチャをコーディング(たとえば、復号)すると
きに開始し得る(322)。したがって、第1のピクチャは、ビデオデコーダ30が続いて再構築
し得るピクチャに関して、以前にコーディングされた(たとえば、以前に復号された)ピク
チャを表す。そして、ビデオデコーダ30は、第2のピクチャの現在のスライスのためのコ
ンテキスト情報をそこから継承すべき、ファーストのブロックを特定し得る(324)。した
がって、第2のピクチャは、ビデオデコーダ30が第2のピクチャを現在復号しているという
点で「現在のピクチャ」を表すことができ、現在のスライスは、ビデオデコーダ30が復号
している第2のピクチャの特定のスライスを表すことができる。
【０３４０】
　ビデオデコーダ30は、第1のピクチャから継承されたコンテキスト情報を使用して、現
在のスライスのためのコンテキスト情報を初期化し得る(326)。たとえば、ビデオデコー
ダ30は、継承されたコンテキスト情報の1つまたは複数のステータスを記憶し、記憶され
たステータスを取り出して現在のスライスのためのコンテキストを初期化し得る。そして
、ビデオデコーダ30は、初期化されたコンテキスト情報を使用して現在のスライスをコー
ディングし得る(328)。
【０３４１】
　このようにして、ビデオデコーダ30は、ビデオデータを記憶するように構成されたメモ
リと、1つまたは複数のプロセッサとを含む、ビデオコーディングデバイスの例を表す。
プロセッサは、記憶されているビデオデータの以前にコーディングされたスライスの以前
にコーディングされたブロックをコーディングした後のコンテキスト情報を現在のピクチ
ャの現在のスライスのための初期化されたコンテキスト情報として継承することによって
、現在のピクチャの現在のスライスのためのコンテキスト情報を初期化し、初期化された
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コンテキスト情報を使用して現在のスライスのデータをコーディングするように構成され
る。いくつかの例では、以前にコーディングされたブロックは、以前にコーディングされ
たスライス内の中心の位置、または以前にコーディングされたスライスと関連付けられる
以前にコーディングされたピクチャ内の中心の位置にある、最大コーディング単位(LCU)
を含む。いくつかの例では、現在のスライスは単方向予測されたスライス(P-slice)を含
み、以前にコーディングされたスライスは双方向予測されたスライス(B-slice)を含む。
いくつかの例では、現在のスライスは双方向予測されたスライス(B-slice)を含み、以前
にコーディングされたスライスは単方向予測されたスライス(P-slice)を含む。
【０３４２】
　いくつかの例では、現在のスライスは、コンテキスト情報が以前にコーディングされた
ピクチャから継承される現在のピクチャの中の複数のスライスに含まれ、プロセッサはさ
らに、以前にコーディングされたスライス内の中心の位置にあるLCUをコーディングした
後のコンテキスト情報を継承することによって、複数のスライスのすべてのためのそれぞ
れのコンテキスト情報を初期化するように構成される。いくつかの例では、プロセッサは
さらに、現在のスライスがインターコーディングされるかどうかを決定し、現在のピクチ
ャの現在のスライスのためのコンテキスト情報を初期化するように構成され、プロセッサ
は、現在のスライスがインターコーディングされるという決定に基づいて、現在のピクチ
ャの現在のスライスのための初期化されたコンテキスト情報として以前にコーディングさ
れたブロックをコーディングした後で、コンテキスト情報を継承するように構成される。
【０３４３】
　いくつかの例では、プロセッサは、以前にコーディングされたスライスがインターコー
ディングされるかどうかを決定するように構成される。いくつかの例では、プロセッサは
さらに、現在のスライスおよび以前にコーディングされたブロックが同じ量子化パラメー
タ(QP)を共有するかどうかを決定し、現在のピクチャの現在のスライスのためのコンテキ
スト情報を初期化するように構成され、プロセッサは、現在のスライスおよび以前にコー
ディングされたスライスが同じQPを共有するという決定に基づいて、現在のピクチャの現
在のスライスのための初期化されたコンテキスト情報として、以前にコーディングされた
ブロックをコーディングした後のコンテキスト情報を継承するように構成される。いくつ
かの例では、プロセッサはさらに、イントラランダムアクセスピクチャ(IRAP)が、出力順
序において、現在のピクチャと、以前にコーディングされたスライスと関連付けられる以
前にコーディングされたピクチャとの間に位置するかどうかを決定するように構成される
。
【０３４４】
　いくつかの例では、現在のピクチャの現在のスライスのためのコンテキスト情報を初期
化するために、プロセッサは、出力順序において現在のピクチャと以前にコーディングさ
れたピクチャとの間にIRAPが位置しないという決定に基づいて、現在のピクチャの現在の
スライスのための初期化されたコンテキスト情報として、以前にコーディングされたピク
チャの以前にコーディングされたブロックのコンテキスト情報を継承するように構成され
る。いくつかの例では、プロセッサはさらに、TargetCUAddr = (PicWidthInCtbsY* PicHe
ightInCtbsY)/2 + PicWidthInCtbsY/2という式に従って以前にコーディングされたブロッ
クの位置を定義するように構成され、ここで「PicWidthInCtbsY」は以前にコーディング
されたブロックの単一の行に含まれる最大コーディング単位(LCU)の数を表し、「PicHeig
htInCtbsY」は以前にコーディングされたブロックに含まれるLCU行の総数を表す。いくつ
かの例では、コンテキスト情報は、現在のスライスと関連付けられる1つまたは複数のコ
ンテキスト状態を含む。
【０３４５】
　いくつかの例では、コンテキスト情報はさらに、最確状態(MPS)情報と関連付けられる
値を含む。いくつかの例では、以前にコーディングされたブロックをコーディングした後
のコンテキスト情報を継承することによって、現在のスライスのためのコンテキスト情報
を初期化するために、プロセッサは、以前にコーディングされたブロックをコーディング
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した後のコンテキスト情報を継承することによって、現在のスライスのためのコンテキス
ト情報のすべてではないが一部を初期化するように構成される。いくつかの例では、以前
にコーディングされたスライスは、(i)以前にコーディングされたスライスが現在のスラ
イスとは異なる場合、現在のピクチャの中のスライス、または(ii)以前にコーディングさ
れたピクチャの中のスライスのうちの1つを含む。いくつかの例では、プロセッサはさら
に、現在のピクチャと同じ量子化パラメータ(QP)およびスライスタイプを共有する以前に
コーディングされたピクチャを、出力順序において現在のピクチャの前の最後のピクチャ
として特定することによって、以前にコーディングされたピクチャを選択するように構成
される。いくつかの例では、記憶されているビデオデータは符号化されたビデオデータを
含み、プロセッサはさらに、符号化されたビデオデータの少なくとも一部分を復号して再
構築されたビデオデータを形成するように構成され、ビデオコーディングデバイスはさら
に、再構築されたビデオデータの少なくとも一部分を表示するように構成される表示デバ
イスを含む。
【０３４６】
　図16は、ビデオコーディングデバイスまたはその様々な構成要素が、ビデオ復号プロセ
スの一部として本開示の技法のうちの1つまたは複数を実施するために実行し得る、例示
的なプロセス330を示すフローチャートである。プロセス330は様々なデバイスによって実
行され得るが、本明細書では、プロセス330はビデオデコーダ30に関して説明される。プ
ロセス330は、ビデオデコーダ30が現在のブロックのためのエントロピー符号化されたデ
ータを受信するときに開始し得る(332)。加えて、ビデオデコーダ30は、現在のブロック
の変換係数のためのエントロピー符号化されたデータを取り出し得る(334)。
【０３４７】
　そして、ビデオデコーダ30は、現在のブロックの変換係数のための符号化されたデータ
をエントロピー復号し得る(336)。たとえば、変換係数をエントロピー復号するために、
ビデオデコーダ30は、以前に復号された変換係数のビンを使用して、現在の変換係数の対
応する現在のビンのためのコンテキスト情報を決定し得る(336)。ビデオデコーダ30は(た
とえば、逆変換ユニット78を呼び出すことによって)、逆変換を変換係数に適用して残差
ブロックを形成し得る(338)。そして、ビデオデコーダ30は、現在のブロックを予測して
予測されたブロックを形成し得る(340)。ビデオデコーダ30は、予測されたブロックを残
差ブロックと組み合わせて、現在のブロックを復号し得る(342)。
【０３４８】
　図17は、ビデオコーディングデバイスまたはその様々な構成要素が、本開示の1つまた
は複数の係数グループ(CG)サイズ決定技法を実施するために実行し得る、例示的なプロセ
ス350を示すフローチャートである。プロセス320は様々なデバイスによって実行され得る
が、本明細書では、プロセス350はビデオデコーダ30に関して説明される。プロセス350は
、ビデオデコーダ30が変換単位(TU)を特定するときに開始し得る(352)。たとえば、ビデ
オデコーダ30は、現在復号されているTUなどの、現在のTUを特定し得る。加えて、ビデオ
デコーダ30は、現在のTUを含む係数グループを特定することができ、ここで係数グループ
は現在のTUの変換係数の部分集合を表す(354)。ビデオデコーダ30は、変換単位と関連付
けられる変換サイズと、(i)変換単位と関連付けられるコーディングモード、または(ii)
変換単位と関連付けられる変換行列の一方または両方との組合せに基づいて、CGのサイズ
を決定し得る(356)。
【０３４９】
　このようにして、ビデオデコーダ30は、ビデオデータを記憶するように構成されたメモ
リデバイスと、1つまたは複数のプロセッサとを含む、ビデオコーディングデバイスの例
を表す。プロセッサは、ビデオデータの現在の変換係数を含む係数グループ(CG)を特定し
、ここでCGは変換単位内の変換係数の部分集合を表し、変換単位と関連付けられる変換サ
イズに基づいてCGのサイズを決定するように構成される。いくつかの例では、プロセッサ
は、変換単位と関連付けられる変換サイズと、(i)変換単位と関連付けられるコーディン
グモード、または(ii)変換単位と関連付けられる変換行列の一方または両方との組合せに
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基づいて、CGのサイズを決定し得る。いくつかの例では、記憶されているビデオデータは
符号化されたビデオデータを備え、1つまたは複数のプロセッサは、符号化されたビデオ
データの少なくとも一部分を復号して復号されたビデオデータを形成するように構成され
る。いくつかの例では、記憶されているビデオデータは符号化されたビデオデータを備え
、1つまたは複数のプロセッサは、符号化されたビデオデータの少なくとも一部分を復号
して復号されたビデオデータを形成するように構成される。
【０３５０】
　いくつかの例では、変換単位は符号化された変換単位を備え、変換単位と関連付けられ
るコーディングモードは、符号化された変換単位を形成するために使用されるコーディン
グモードを備える。いくつかの例では、ビデオデコーダ30は、復号されたビデオデータの
少なくとも一部分を表示するように構成されるディスプレイを備える、デバイスを含むこ
とがあり、デバイスであることがあり、またはデバイスの一部であることがある。いくつ
かの例では、1つまたは複数のプロセッサはさらに、現在の変換係数のシンタックス要素
の値の複数のビンの各々に対して、1つまたは複数の以前に復号された変換係数のシンタ
ックス要素の値のそれぞれの対応するビンを使用してコンテキストを決定するように構成
され得る。いくつかの例では、コンテキストを決定するために、1つまたは複数のプロセ
ッサは、以前に復号された変換係数のシンタックス要素の値の対応するi番目のビンを使
用して現在の変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンのためのコンテキストを決
定するように構成され、iは非負の整数を備える。いくつかの例では、以前に復号された
変換係数のシンタックス要素の値の対応するi番目のビンを使用するために、プロセッサ
は、以前に復号された変換係数のシンタックス要素の値のi番目のビンだけを使用し、以
前に復号された変換係数のシンタックス要素の値の他のビンを使用しない。いくつかのそ
のような例では、プロセッサは、決定されたコンテキストを使用して、現在の変換係数の
シンタックス要素の値のi番目のビンをコンテキスト適応バイナリ算術コーディング(CABA
C)復号し得る。いくつかの例では、CGはブロックの正方形の領域を備え、CGのサイズはブ
ロックの単位で表すと4×4である。
【０３５１】
　いくつかの例では、コーディングモードは、CGベースのコーディングモードを備える。
いくつかの例では、ビデオデコーダ30は、1つまたは複数の集積回路、1つまたは複数のデ
ジタル信号プロセッサ(DSP)、1つまたは複数のフィールドプログラマブルゲートアレイ(F
PGA)、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ
、電話、テレビジョン、カメラ、表示デバイス、デジタルメディアプレーヤ、ビデオゲー
ムコンソール、ビデオゲームデバイス、ビデオストリーミングデバイス、またはワイヤレ
ス通信デバイスのうちの1つまたは複数を含む、デバイスを含み、デバイスであり、また
はデバイスの一部である。
【０３５２】
　限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM、
CD-ROMもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気記
憶デバイス、フラッシュメモリ、または、命令もしくはデータ構造の形式の所望のプログ
ラムコードを記憶するために使用されコンピュータによってアクセスされ得る任意の他の
媒体を含み得る。また、いかなる接続も厳密にはコンピュータ可読媒体と呼ばれる。たと
えば、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)
、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイ
ト、サーバ、または他のリモートソースから命令が送信される場合、同軸ケーブル、光フ
ァイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などの
ワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。しかしながら、コンピュータ可読記憶媒体お
よびデータ記憶媒体は、接続、搬送波、信号、または他の一時的な媒体を含まず、代わり
に非一時的な有形記憶媒体を指すことを理解されたい。ディスク(disk)およびディスク(d
isc)は、本明細書では、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク（登録商標）
(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピーディスク(
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disk)、およびBlu-ray（登録商標）ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、デ
ータを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、レーザーを用いてデータを光学的に再生する
。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるものとする。
【０３５３】
　命令は、1つまたは複数のデジタル信号プロセッサ(DSP)、汎用マイクロプロセッサ、特
定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、または他の
等価の集積論理回路もしくはディスクリート論理回路などの、1つまたは複数のプロセッ
サによって実行され得る。したがって、本明細書において使用される「プロセッサ」とい
う用語は、前述の構造、または本明細書において説明された技法の実施に適した任意の他
の構造のいずれかを指すことがある。さらに、いくつかの態様では、本明細書において説
明される機能は、符号化および復号のために構成された専用のハードウェアモジュールお
よび/もしくはソフトウェアモジュール内で与えられることがあり、または複合コーデッ
クに組み込まれることがある。また、技法は、1つまたは複数の回路または論理要素にお
いて完全に実施され得る。
【０３５４】
　本開示の技法は、ワイヤレスハンドセット、集積回路(IC)、またICのセット(たとえば
、チップセット)を含む、様々なデバイスまたは装置において実装され得る。本開示では
、開示される技法を実行するように構成されたデバイスの機能的側面を強調するために、
様々な構成要素、モジュール、またはユニットが説明されているが、それらは、必ずしも
異なるハードウェアユニットによる実現を必要とするとは限らない。むしろ、上で説明さ
れたように、様々なユニットは、コーデックハードウェアユニットにおいて結合されるこ
とがあり、または適切なソフトウェアおよび/もしくはファームウェアとともに、上で説
明されたような1つもしくは複数のプロセッサを含む相互動作可能なハードウェアユニッ
トの集合によって提供されることがある。
【０３５５】
　様々な例が説明された。これらおよび他の例は、以下の特許請求の範囲内に入る。
【符号の説明】
【０３５６】
　　10　ビデオ符号化および復号システム
　　12　ソースデバイス
　　14　宛先デバイス
　　16　コンピュータ可読媒体
　　18　ビデオソース
　　20　ビデオエンコーダ
　　22　出力インターフェース
　　28　入力インターフェース
　　30　ビデオデコーダ
　　32　表示デバイス
　　40　モード選択ユニット
　　42　動き推定ユニット
　　44　動き補償ユニット
　　46　イントラ予測ユニット
　　48　区分ユニット
　　50　加算器
　　52　変換処理ユニット
　　54　量子化ユニット
　　56　エントロピー符号化ユニット
　　58　逆量子化ユニット
　　60　逆変換ユニット
　　62　状態インデックス
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　　70　エントロピー復号ユニット
　　72　動き補償ユニット
　　74　イントラ予測ユニット
　　76　逆量子化ユニット
　　78　逆変換ユニット
　　80　加算器
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　　100　例
　　102　例
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　　120　バイナライザ
　　122　コンテキストモデラ
　　124　通常符号化エンジン
　　126　バイパス符号化エンジン
　　140　テンプレート
　　150　プロセス
　　218　ビットストリーム
　　220　コンテキストモデラ
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