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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号化すべき入力画像を構成する複数の単位領域の各々について、該単位領域内の画像
に対し量子化パラメータの値に応じた量子化を行う符号化装置において、
　各単位領域を符号化する際に用いる量子化パラメータを設定する設定手段であって、各
単位領域について、該単位領域における量子化パラメータと所定の基準値との差が予め定
められたｎ個の差分値の何れかに一致するように、各単位領域の量子化パラメータを設定
する設定手段と、
　上記ｎ個の差分値の各々をｎ個の整数の何れかに１対１に変換する変換規則に従って、
各単位領域について、該単位領域における量子化パラメータと上記所定の基準値との差を
整数に変換する変換手段と、
　上記変換手段により変換された上記整数の絶対値の大きさに応じた長さの２値列を生成
する２値列生成手段と、を備え、上記ｎ個の整数は上記ｎ個の差分値よりも絶対値の総和
が小さいことを特徴とする符号化装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の符号化装置であって、
　上記ｎ個の差分値と、上記ｎ個の整数と、の１対１の対応関係を示す情報を生成する情
報生成手段をさらに備え、
　上記情報生成手段が生成した上記情報を符号化データとして上記２値列とともに外部に
出力することを特徴とする符号化装置。
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【請求項３】
　請求項２に記載の符号化装置であって、
　上記ｎ個の差分値は上記ｎ個の整数にそれぞれ所定の値を乗算することにより得られる
値となっており、上記情報は上記所定の値そのものであることを特徴とする符号化装置。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の符号化装置であって、
　上記変換手段は、上記ｎ個の差分値のうち絶対値がｉ番目に小さい差分値を、上記ｎ個
の整数のうち絶対値がｉ番目に小さい整数に変換するように構成されており、該整数の絶
対値は、該差分値の絶対値よりも小さいことを特徴とする符号化装置。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の符号化装置であって、
　上記ｎ個の差分値の各々について、上記変換手段が変換する各単位領域の差から構成さ
れるグループに占める該差分値の割合を算出する算出手段をさらに備え、
　上記変換手段は、変換の対象となる差分値が上記算出手段が算出した上記割合が大きい
差分値であるほど変換により得られる整数の絶対値が小さくなるように構成されているこ
とを特徴とする符号化装置。
【請求項６】
　符号化データを復号することによって、復号画像を構成する各単位領域に関する量子化
パラメータを設定する復号装置において、
　上記符号化データから各単位領域に関する２値列のデータを抽出する抽出手段と、
　上記抽出手段が抽出した各２値列のデータから各単位領域に関する２値列の長さに応じ
た整数値を生成する整数生成手段と、
　ｎ個の整数と、量子化パラメータに関するｎ個の差分値と、が１対１に対応付けられて
いる情報に基づいて、上記整数生成手段が生成した各単位領域に関する整数値から、各単
位領域に関する差分値を特定する特定手段と、を備え、
　各単位領域に関する量子化パラメータは、上記特定手段が特定した各差分値から生成さ
れることを特徴とする復号装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の復号装置であって、
　上記符号化データには、ｎ個の整数と、量子化パラメータに関するｎ個の差分値と、を
１対１に対応付ける情報が含まれており、
　上記抽出手段は、上記符号化データから上記情報を抽出することを特徴とする復号装置
。
【請求項８】
　請求項７に記載の復号装置であって、
　上記抽出手段が上記符号化データから抽出する上記情報は所定の値であり、
　上記特定手段は、上記整数生成手段が生成した整数値に上記抽出手段が抽出した上記所
定の値を乗算することにより、上記差分値を特定することを特徴とする復号装置。
【請求項９】
　符号化すべき入力画像を構成する複数の単位領域の各々について、該単位領域内の画像
に対し量子化パラメータの値に応じた量子化を行う符号化装置において、
　上記複数の単位領域の各々について、該単位領域を構成する複数の第３単位領域を所定
の順序で選択する選択手段と、
　上記複数の単位領域の各々について、該単位領域に含まれる量子化の対象となる第３単
位領域の中から上記選択手段が最初に選択した第３単位領域に関し、該第３単位領域の量
子化パラメータの差分値を決定する決定手段と、
　上記複数の単位領域の各々について、該単位領域に含まれる量子化の対象となる各第３
単位領域内の画像に対して量子化を行うために参照する上記量子化パラメータの値を、上
記決定手段が該単位領域内において決定した上記量子化パラメータの差分値から算出する
算出手段と、
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　上記複数の単位領域の各々について、該単位領域内の所定のフラグである第１のフラグ
が偽である場合には量子化パラメータの差分値をたかだか１つ符号化することを決定し、
該単位領域内の第１のフラグが真である場合には量子化パラメータの差分値を上記第３単
位領域単位で符号化することを決定する第２決定手段と、を備えていることを特徴とする
符号化装置。
【請求項１０】
　第１のフラグを符号化するか否かを制御するためのフラグである第２のフラグの値を決
定する第３決定手段を更に備えている、ことを特徴とする請求項９に記載の符号化装置。
【請求項１１】
　第１のフラグが真である場合に、量子化パラメータの差分値が符号化されているか否か
を示す第３のフラグの値を決定する第４決定手段を更に備えている、ことを特徴とする請
求項９または１０に記載の符号化装置。
【請求項１２】
　符号化すべき入力画像を構成する複数の単位領域の各々について、該単位領域内の画像
に対し量子化パラメータの値に応じた量子化を行う符号化装置において、
　上記複数の単位領域の各々について、該単位領域を構成する複数の第３単位領域を所定
の順序で選択する選択手段と、
　上記複数の単位領域の各々について、該単位領域に含まれる量子化の対象となる第３単
位領域の中から上記選択手段が最初に選択した第３単位領域に関し、該第３単位領域の量
子化パラメータの差分値を決定する決定手段と、
　上記複数の単位領域の各々について、該単位領域に含まれる量子化の対象となる各第３
単位領域内の画像に対して量子化を行うために参照する上記量子化パラメータの値を、上
記決定手段が該単位領域内において決定した上記量子化パラメータの差分値から算出する
算出手段と、を備え、
　上記第３単位領域はＣＵであり、
　上記単位領域を構成する複数の第４単位領域の各々について、上記選択手段が該第４単
位領域内で最初に選択するＣＵの予測モードがイントラ予測モードであるか否かを判定す
る判定手段をさらに備え、
　上記算出手段は、上記予測モードがイントラ予測モードであると判定された第４単位領
域内の量子化の対象となる各ＣＵの画像に対して量子化を行うために参照する上記量子化
パラメータの値を、該第４単位領域が属する単位領域について上記決定手段が決定した上
記量子化パラメータの差分値に代えて、該第４単位領域内で最初に選択されたＣＵの量子
化パラメータの差分値から算出することを特徴とする符号化装置。
【請求項１３】
　符号化すべき入力画像を構成する複数の単位領域の各々について、該単位領域内の画像
に対し量子化パラメータの値に応じた量子化を行う符号化装置において、
　上記複数の単位領域の各々について、該単位領域を構成する複数の第３単位領域を所定
の順序で選択する選択手段と、
　上記複数の単位領域の各々について、該単位領域に含まれる量子化の対象となる第３単
位領域の中から上記選択手段が最初に選択した第３単位領域に関し、該第３単位領域の量
子化パラメータの差分値を決定する決定手段と、
　上記複数の単位領域の各々について、該単位領域に含まれる量子化の対象となる各第３
単位領域内の画像に対して量子化を行うために参照する上記量子化パラメータの値を、上
記決定手段が該単位領域内において決定した上記量子化パラメータの差分値から算出する
算出手段と、
　上記入力画像を構成する複数のスライスの各々について該スライスのスライスタイプを
判定する判定手段と、
　上記複数のスライスの各々について、該スライスを構成する各単位領域のサイズを、上
記判定手段が判定したスライスタイプに応じたサイズに設定する単位領域設定手段と、を
備えていることを特徴とする符号化装置。
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【請求項１４】
　符号化データを復号することによって、復号画像を構成する各単位領域に関する量子化
パラメータを特定する復号装置において、
　上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域を構成する複数の第３単位領
域を所定の順序で選択する選択手段と、
　上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域に含まれる逆量子化の対象と
なる第３単位領域の中から上記選択手段が最初に選択した第３単位領域に関し、該第３単
位領域の量子化パラメータの差分値を、上記符号化データから読み出す読出手段と、
　上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域に含まれる逆量子化の対象と
なる各第３単位領域内の量子化画像に対して逆量子化を行うために参照する上記量子化パ
ラメータの値を、上記読出手段が該単位領域内において読み出した上記量子化パラメータ
の差分値から特定する特定手段と、
　上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域内の所定のフラグである第１
のフラグが偽である場合には量子化パラメータの差分値をたかだか１つ復号することを決
定し、該単位領域内の第１のフラグが真である場合には量子化パラメータの差分値を第３
単位領域単位で復号することを決定する決定手段と、を備えていることを特徴とする復号
装置。
【請求項１５】
　第１のフラグを復号するか否か決定するための第２のフラグの値に基づいて、第１のフ
ラグを復号するか否かを決定する第２決定手段を更に備えている、ことを特徴とする請求
項１４に記載の復号装置。
【請求項１６】
　第１のフラグが真である場合、量子化パラメータの差分値を復号するか否か決定するた
めの第３のフラグの値に基づいて、量子化パラメータの差分値を復号するか否かを決定す
る第３決定手段を更に備えている、ことを特徴とする請求項１４または１５に記載の復号
装置。
【請求項１７】
　符号化データを復号することによって、復号画像を構成する各単位領域に関する量子化
パラメータを特定する復号装置において、
　上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域を構成する複数の第３単位領
域を所定の順序で選択する選択手段と、
　上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域に含まれる逆量子化の対象と
なる第３単位領域の中から上記選択手段が最初に選択した第３単位領域に関し、該第３単
位領域の量子化パラメータの差分値を、上記符号化データから読み出す読出手段と、
　上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域に含まれる逆量子化の対象と
なる各第３単位領域内の量子化画像に対して逆量子化を行うために参照する上記量子化パ
ラメータの値を、上記読出手段が該単位領域内において読み出した上記量子化パラメータ
の差分値から特定する特定手段と、を備え、
　上記第３単位領域はＣＵであり、
　上記単位領域を構成する複数の第４単位領域の各々について、上記選択手段が該第４単
位領域内で最初に選択するＣＵの予測モードがイントラ予測モードであるか否かを判定す
る判定手段をさらに備え、
　上記特定手段は、上記予測モードがイントラ予測モードであると判定された第４単位領
域内の逆量子化の対象となる各ＣＵの量子化画像に対して逆量子化を行うために参照する
上記量子化パラメータの値を、該第４単位領域が属する単位領域について上記読出手段が
読み出した上記量子化パラメータの差分値に代えて、該第４単位領域内で最初に選択され
たＣＵの量子化パラメータの差分値から特定することを特徴とする復号装置。
【請求項１８】
　符号化データを復号することによって、復号画像を構成する各単位領域に関する量子化
パラメータを特定する復号装置において、
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　上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域を構成する複数の第３単位領
域を所定の順序で選択する選択手段と、
　上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域に含まれる逆量子化の対象と
なる第３単位領域の中から上記選択手段が最初に選択した第３単位領域に関し、該第３単
位領域の量子化パラメータの差分値を、上記符号化データから読み出す読出手段と、
　上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域に含まれる逆量子化の対象と
なる各第３単位領域内の量子化画像に対して逆量子化を行うために参照する上記量子化パ
ラメータの値を、上記読出手段が該単位領域内において読み出した上記量子化パラメータ
の差分値から特定する特定手段と、
　上記復号画像を構成する複数のスライスの各々について該スライスのスライスタイプを
判定する判定手段と、
　上記複数のスライスの各々について、該スライスを構成する各単位領域のサイズを、上
記判定手段が判定したスライスタイプに応じたサイズに設定する単位領域設定手段と、を
備えていることを特徴とする復号装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を符号化し符号化データを生成する符号化装置に関する。また、そのよ
うな符号化装置を用いて生成された符号化データを復号する復号装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　動画像を効率的に伝送または記録するために、動画像符号化装置が用いられている。具
体的な動画像符号化方式としては、例えば、Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ（以下、
Ｈ２６４／ＡＶＣと略記）（非特許文献１）、および、ＶＣＥＧ(Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉ
ｎｇ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐ)における共同開発用コーデックであるＫＴＡソフトウ
ェアに採用されている方式などが挙げられる。
【０００３】
　このような符号化方式においては、普通、動画像を構成する画像（ピクチャ）を分割す
ることにより得られるスライス、スライスを分割することにより得られるマクロブロック
、マクロブロックを分割することにより得られるサブマクロブロック、及び、マクロブロ
ックまたはサブマクロブロックを分割することより得られるブロックからなる階層構造に
より管理される。
【０００４】
　Ｈ２６４／ＡＶＣ方式の動画像符号化装置は、（１）画像をＤＣＴ変換し、（２）ＤＣ
Ｔ変換（離散コサイン変換）により得られた周波数成分を量子化し、（３）量子化された
周波数成分を可変長符号化することによって、符号化画像を得る。量子化の際に用いる量
子化ステップは、マクロブロック毎に変更可能であり、動画像符号化装置は、この量子化
ステップの大きさを指定する量子化パラメータを符号化して、符号化画像と共に動画像復
号装置に提供するように構成されている。
【０００５】
　上記量子化パラメータの符号化処理について、図７（ａ）、図１１および図１２を参照
しながら、詳細に説明する。
【０００６】
　図７（ａ）は、マクロブロックＭＢ１～ＭＢｎから構成されるスライスを模式的に示し
た図である。また、図１２は、マクロブロックＭＢ１～ＭＢｎに割り当てられる量子化パ
ラメータの差分値の例を示した図であり、図１１は、量子化パラメータの差分値と符号番
号と符号番号を２値化した場合に出力される２値列との関係を示した表である。
【０００７】
　図１２に示すように、動画像符号化装置は、ピクチャごとに、該ピクチャの量子化パラ
メータのデフォルト値pic＿init＿qp（以下、「ピクチャデフォルトＱＰ値」と称する）
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を決定する。そして、ピクチャに含まれる各スライスについて、該スライスの量子化パラ
メータのデフォルト値SliceQPY（以下、「スライスデフォルトＱＰ値」と称する）を決定
する。さらに、動画像符号化装置は、各スライスについて、該スライスのスライスデフォ
ルトＱＰ値から該スライスを含むピクチャのピクチャデフォルトＱＰ値を引き算して得ら
れる差分値slice＿qp＿deltaを生成する。
【０００８】
　また、動画像符号化装置は、スライスに含まれるマクロブロックＭＢｉ（ｉ＝１～ｎ）
についてスライスごとにラスタスキャン順で量子化パラメータQPYを決定するとともに、
決定した量子化パラメータからラスタスキャン順で１つ前のマクロブロックＭＢｉ―１の
量子化パラメータを引き算して得られる差分値mb＿qp＿delta（以下、「ＱＰ差分値」と
も称する）を、マクロブロックＭＢｉのＱＰ差分値として決定する。なお、ラスタスキャ
ン順で最初のマクロブロックＭＢ１のＱＰ差分値mb＿qp＿deltaは、マクロブロックＭＢ
１について決定した量子化パラメータからマクロブロックＭＢ１を含むスライスのスライ
スデフォルトＱＰ値SliceQPYを引き算した値である。
【０００９】
　動画像符号化装置は、以上のように生成したＱＰ差分値mb＿qp＿deltaを、図１１の表
に基づいて２値化する。すなわち、ＱＰ差分値は、その絶対値がｎである場合、ユーナリ
バイナリゼーションにより長さが２ｎまたは２ｎ＋１の２値列に変換される。
【００１０】
　このような動画像符号化装置および動画像復号装置の処理には以下の利点がある。
【００１１】
　すなわち、１）動画像復号装置の復号画像の主観画質を損なうことなく、符号化画像（
主情報）の符号量を効率的に削減することが可能である。また、２）量子化パラメータを
適切に調整することにより１フレームあたりの符号化画像の符号量を目標レートに保つこ
とが可能である。
【００１２】
　さらに、３）後に参照画像として扱われる画像をよりも小さい量子化ステップで量子化
することにより、後に生成する予測残差の符号量を削減し、ひいては、動画像全体の符号
量を削減することが可能である。４）ＲＤ（レート歪み）コストが小さくなるよう量子化
パラメータの値を調整することにより、符号化効率を向上させることが可能である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】ＩＴＵ－Ｔ　Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ　Ｈ．２６４（０３／２０
０９）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、上記従来の構成では、符号化画像（主情報）の符号量を削減できるもの
の、主情報とともに動画像復号装置にサイド情報として供給するＱＰ差分値の符号量は十
分に削減できているとは言えない。例えば、ＱＰ差分値の符号量は、動画像復号装置に供
給する符号化データ全体の１０％程度を占有してしまうこともある。これは、図１１から
わかるように、ＱＰ差分値の符号量がＱＰ差分値の絶対値に比例して大きくなるためであ
る。
【００１５】
　本発明は、上記課題に鑑みて成されたものであり、その主な目的は、復号装置に供給す
る量子化パラメータの符号量を従来に比べてより削減することが可能な符号化装置、およ
び、そのような符号化装置から供給された量子化パラメータに基づいて逆量子化すること
が可能な復号装置を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１６】
　本発明に係る符号化装置は、上記課題を解決するために、符号化すべき入力画像を構成
する複数の単位領域の各々について、該単位領域内の画像に対し量子化パラメータの値に
応じた量子化を行う符号化装置において、各単位領域を符号化する際に用いる量子化パラ
メータを設定する設定手段であって、各単位領域について、該単位領域における量子化パ
ラメータの差が予め定められたｎ個の差分値の何れかに一致するように、各単位領域の量
子化パラメータを設定する設定手段と、上記ｎ個の差分値の各々をｎ個の整数の何れかに
１対１に変換する変換規則に従って、各単位領域について、該単位領域における量子化パ
ラメータと上記所定の基準値との差を整数に変換する変換手段と、上記変換手段により変
換された上記整数の絶対値の大きさに応じた長さの２値列を生成する２値列生成手段と、
を備え、上記ｎ個の整数は上記ｎ個の差分値よりも絶対値の総和が小さいことを特徴とし
ている。
【００１７】
　ここで、従来の符号化装置では、各単位領域について該単位領域における量子化パラメ
ータの差を、直接、差の絶対値の大きさに応じた長さの２値列を生成するようになってい
る。
【００１８】
　一方、本発明に係る符号化装置では、各単位領域について、該単位領域における量子化
パラメータの差を整数に変換し、整数の絶対値の大きさに応じた長さの２値列を生成する
ようになっている。また、上記ｎ個の整数は、上記量子化パラメータの差の候補となるｎ
個の差分値よりも、絶対値の総和が小さいことから、統計的には、上記変換の対象となる
差分値の絶対値に比べ、上記変換により得られる整数の絶対値のほうが、値が小さくなる
。
【００１９】
　したがって、本発明に係る符号化装置は、従来の符号化装置に比べて、上記量子化パラ
メータの差から生成する２値列の長さが小さくなる。これにより、復号装置に供給する量
子化パラメータの符号量を従来に比べてより削減することができるという効果を奏する。
【００２０】
　本発明に係る復号装置は、上記課題を解決するために、符号化データを復号することに
よって、復号画像を構成する各単位領域に関する量子化パラメータを設定する復号装置に
おいて、上記符号化データから各単位領域に関する２値列のデータを抽出する抽出手段と
、上記抽出手段が抽出した各２値列のデータから各単位領域に関する２値列の長さに応じ
た整数値を生成する整数生成手段と、ｎ個の整数と、量子化パラメータに関するｎ個の差
分値と、が１対１に対応付けられている情報に基づいて、上記整数生成手段が生成した各
単位領域に関する整数値から、各単位領域に関する差分値を特定する特定手段と、を備え
、各単位領域に関する量子化パラメータは、上記特定手段が特定した各差分値から生成さ
れることを特徴としている。
【００２１】
　上記の構成によれば、本発明に係る符号化装置から上記２値列を含む符号化データが入
力された場合に、本発明に係る復号装置は、上記符号化データに基づいて各単位領域に関
する差分値を適切に特定することができる。すなわち、本発明に係る復号装置は、本発明
に係る符号化装置から供給された各単位領域に関する量子化パラメータを適切に特定する
ことができる。
【００２２】
　したがって、本発明に係る復号装置は、本発明に係る符号化装置から供給された量子化
パラメータに基づいて逆量子化することが可能であるという効果を奏する。
【００２３】
　また、本発明に係る符号化装置は、上記課題を解決するために、符号化すべき入力画像
を構成する複数の単位領域の各々について、該単位領域内の画像に対し量子化パラメータ
の値に応じた量子化を行う符号化装置において、上記複数の単位領域の各々について、該
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単位領域を構成する複数の第３単位領域を所定の順序で選択する選択手段と、上記複数の
単位領域の各々について、該単位領域に含まれる量子化の対象となる第３単位領域の中か
ら上記選択手段が最初に選択した第３単位領域に関し、該第３単位領域の量子化パラメー
タの差分値を決定する決定手段と、上記複数の単位領域の各々について、該単位領域に含
まれる量子化の対象となる各第３単位領域内の画像に対して量子化を行うために参照する
上記量子化パラメータの値を、上記決定手段が該単位領域内において決定した上記量子化
パラメータの差分値から算出する算出手段と、を備えていることを特徴としている。ここ
で、「画像に対して量子化を行う」こととは、入力画像と予測画像の残差画像を量子化す
ること、及び、残差画像を周波数変換して得られる変換係数を量子化すること、の何れの
であってもよい。
【００２４】
　上記の構成によれば、本発明に係る符号化装置は、各単位領域について該単位領域の中
から選択した１つの第３単位領域について量子化パラメータの差分値を決定し、その量子
化パラメータの差分値を用いて、量子化の対象となる各第３単位領域の量子化パラメータ
を決定する。一方、上記特徴を備えていない符号化装置は、量子化の対象となる各第３単
位領域の量子化パラメータを決定し、各第３単位領域の量子化パラメータから、各第３単
位領域の量子化パラメータの差分値を決定する。
【００２５】
　すなわち、復号装置側で逆量子化を行うためには、本発明に係る符号化装置は、１つの
単位領域あたり、量子化パラメータの差分値を１つ決定して復号装置に伝送すればよいが
、上記特徴を備えていない符号化装置は、単位領域に含まれる各第３単位領域について量
子化パラメータの差分値を復号装置に伝送する必要がある。
【００２６】
　したがって、本発明に係る符号化装置は、量子化パラメータの符号量を従来に比べてよ
り削減することが可能であるという効果を奏する。
【００２７】
　本発明に係る復号装置は、符号化データを復号することによって、復号画像を構成する
各単位領域に関する量子化パラメータを特定する復号装置において、上記復号画像を構成
する各単位領域について、該単位領域を構成する複数の第３単位領域を所定の順序で選択
する選択手段と、上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域に含まれる逆
量子化の対象となる第３単位領域の中から上記選択手段が最初に選択した第３単位領域に
関し、該第３単位領域の量子化パラメータの差分値を、上記符号化データから読み出す読
出手段と、上記復号画像を構成する各単位領域について、該単位領域に含まれる逆量子化
の対象となる各第３単位領域内の量子化画像に対して逆量子化を行うために参照する上記
量子化パラメータの値を、上記読出手段が該単位領域内において読み出した上記量子化パ
ラメータの差分値から特定する特定手段と、を備えていることを特徴としている。ここで
、量子化画像とは、たとえば、符号化データから復号された量子化済みのＤＣＴ係数によ
って構成される周波数領域上の画像のことであり、量子化画像に対して逆量子化及び逆周
波数変換を行うことによって、空間領域上の復号画像が得られる。
【００２８】
　上記の構成によれば、本発明に係る復号装置は、各単位領域について該単位領域の中か
ら選択した１つの第３単位領域における量子化パラメータの差分値を読み出し、その差分
値を用いて、該単位領域内における逆量子化の対象となる各第３単位領域の量子化パラメ
ータを決定する。
【００２９】
　一方、上記特徴を備えていない復号装置は、各単位領域について該単位領域内の逆量子
化の対象となる各第３単位領域から量子化パラメータの差分値を読み出し、読み出した各
差分値を用いて、該単位領域内における逆量子化の対象となる各第３単位領域の量子化パ
ラメータを決定する。
【００３０】
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　したがって、本発明に係る復号装置は、逆量子化を行うために用いるべき量子化パラメ
ータをより少ない負荷で特定することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　以上のように、本発明に係る符号化装置は、復号装置に供給する量子化パラメータの符
号量を従来に比べてより削減することが可能である。また、復号装置は、そのような符号
化装置から供給された量子化パラメータに基づいて逆量子化することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】実施形態に係る動画像符号化装置の構成を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係る動画像符号化装置が備えるサイド情報生成部およびサイド情報符
号化部の動作を示すフローチャートである。
【図３】実施形態に係る動画像符号化装置が備えるサイド情報生成部およびサイド情報符
号化部の別の動作を示すフローチャートである。
【図４】実施形態に係る動画像復号装置の構成を示すブロック図である。
【図５】実施形態に係る動画像復号装置が備えるサイド情報復号部およびＭＢ設定部の動
作を示すフローチャートである。
【図６】実施形態に係る動画像復号装置が備えるサイド情報復号部およびＭＢ設定部の別
の動作を示すフローチャートである。
【図７】（ａ）（ｂ）は、それぞれ、スライスの構成を模式的に示した図である。
【図８】（ａ）～（ｅ）は、ＱＰ差分値テーブルの具体例を示す図である。
【図９】（ａ）は、インデックスの値と、ユーナリバイナリゼーションの入力値となる符
号番号と、ユーナリバイナリゼーションの出力値となる２値列と、の関係を示した図であ
り、（ｂ）は、インデックスの値と、固定長バイナリゼーションの出力値となる２値列と
、の関係を示した図である。
【図１０】（ａ）（ｂ）は、それぞれ、ＱＰ差分値テーブルを符号化する場合の符号量の
一例を示した図である。
【図１１】従来技術を示すものであり、ＱＰ差分値と、ユーナリバイナリゼーションの入
力値となる符号番号と、ユーナリバイナリゼーションの出力値となる２値列と、の関係を
示した図である。
【図１２】ピクチャごとに設定されるピクチャデフォルトＱＰ値、スライス毎に設定され
るスライスデフォルトＱＰ値、並びに、マクロブロックごとに設定されるＱＰ値およびＱ
Ｐ差分値の一例を示した図である。
【図１３】サイド情報に含まれる各情報を階層的に示した図である。
【図１４】別の実施形態に係る動画像復号装置の構成を示すブロック図である。
【図１５】別の実施形態に係る動画像符号化装置の構成を示すブロック図である。
【図１６】ピクチャパラメータセットの一例を示す図である。
【図１７】ＱＰ差分値が符号化されるＣＵの各ＱＰ符号化単位領域における位置を模式的
に示した図である。
【図１８】coding_unitシンタックスの一例を示す図である。（ａ）はシンタックスの前
半部分を示しており、（ｂ）はシンタックスの後半部分を示している。
【図１９】coding_unitシンタックスの別の一例を示す図である。（ａ）はシンタックス
の前半部分を示しており、（ｂ）はシンタックスの後半部分を示している。
【図２０】coding_unitシンタックスの別の一例を示す図である。（ａ）はシンタックス
の前半部分を示しており、（ｂ）はシンタックスの後半部分を示している。
【図２１】transform_treeシンタックスの一例を示す図である。
【図２２】別の実施形態に係る動画像符号化装置の構成を示すブロック図である。
【図２３】transform_treeシンタックスの別の一例を示す図である。
【図２４】transform_treeシンタックスの別の一例を示す図である。
【図２５】別の実施形態に係る動画像復号装置の構成を示すブロック図である。
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【図２６】別の実施形態に係る動画像符号化装置の構成を示すブロック図である。
【図２７】coding_unitシンタックスの別の一例を示す図である。（ａ）はシンタックス
の前半部分を示しており、（ｂ）はシンタックスの後半部分を示している。
【図２８】coding_unitシンタックスの別の一例を示す図である。（ａ）はシンタックス
の前半部分を示しており、（ｂ）はシンタックスの後半部分を示している。
【図２９】別の実施形態に係る動画像復号装置の構成を示すブロック図である。
【図３０】別の実施形態に係る動画像符号化装置の構成を示すブロック図である。
【図３１】coding_unitシンタックスの別の一例を示す図である。（ａ）はシンタックス
の前半部分を示しており、（ｂ）はシンタックスの後半部分を示している。
【図３２】別の実施形態に係る動画像復号装置の構成を示すブロック図である。
【図３３】別の実施形態に係る動画像符号化装置の構成を示すブロック図である。
【図３４】coding_unitシンタックスの別の一例を示す図である。（ａ）はシンタックス
の前半部分を示しており、（ｂ）はシンタックスの後半部分を示している。
【図３５】別の実施形態に係る動画像復号装置の構成を示すブロック図である。
【図３６】別の実施形態に係る動画像符号化装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　〔実施形態１〕
　（動画像符号化装置）
　以下では、本実施形態に係る動画像符号化装置（符号化装置）２について、図１～図３
、図６～図１０、および図１２を参照して説明する。図１は、動画像符号化装置２の構成
を示すブロック図である。図１に示すように、動画像符号化装置２は、サイド情報決定部
２１、サイド情報符号化部２２、ＭＢ設定部２３、ＭＢ符号化部２４、可変長符号多重化
部２５、ＭＢ復号部２６、および、フレームメモリ２７を備えている。
【００３４】
　動画像符号化装置２は、概略的に言えば、入力画像＃１００を符号化することによって
符号化データ＃１を生成し、出力する装置である。動画像符号化装置２は、その一部に、
Ｈ２６４／ＡＶＣ規格に採用されている技術を用いている動画像符号化装置である。
【００３５】
　また、入力画像＃１００の符号化処理には、ＤＣＴ変換や量子化等の処理が含まれるが
、動画像符号化装置２は、マクロブロック（量子化単位領域）ごとに量子化レベルを切り
替えて量子化処理を施すようになっている。
【００３６】
　サイド情報決定部２１は、入力画像＃１００に基づいて、サイド情報を決定し、決定し
たサイド情報をサイド情報＃２１として出力する。そして、サイド情報＃２１は、ＭＢ設
定部２３に入力されると共に、サイド情報符号化部２２に供給される。ここで、サイド情
報＃２１は、入力画像＃１００に関するパラメータの集合であるピクチャ・パラメータ・
セット、入力画像＃１００に含まれるスライス毎のヘッダ情報であるスライスヘッダ、ス
ライスに含まれるマクロブロック毎のパラメータの集合であるマクロブロックレイヤ等か
ら構成されるようになっている。ピクチャ・パラメータ・セットおよびスライスヘッダに
は、それぞれ、ピクチャデフォルトＱＰ値、および、スライスデフォルトＱＰ値のピクチ
ャデフォルトＱＰ値に対する差分値が含まれるようになっている。
【００３７】
　また、サイド情報決定部２１は、スライス毎に、該スライスに含まれるマクロブロック
に割り当て可能なＱＰ値に制限を課すためのＱＰ差分値の集合を決定する。すなわち、ス
ライスに含まれるマクロブロックＭＢｉに割り当て可能なＱＰ値は、同じスライスに含ま
れるマクロブロックＭＢｉ―１に割り当てたＱＰ値とのＱＰ差分値が上記ＱＰ差分値の集
合に含まれるように制限される。
【００３８】
　さらに、サイド情報決定部２１は、スライス（テーブル生成単位領域）毎に、該スライ
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スに関するＱＰ差分値テーブルを生成し、対応するスライスヘッダ内に生成したＱＰ差分
値テーブルを含めるようになっている。ここで、スライスに関するＱＰ差分値テーブルと
は、上記ＱＰ差分値の集合に含まれる各ＱＰ差分値に、該ＱＰ差分値を指し示すインデッ
クス（ＱＰ差分値ごとに互いに異なる整数）を関連づけることにより生成されるテーブル
であるが、ＱＰ差分値テーブルは、（付記事項３）に後述するように、ＱＰ差分値テーブ
ルの生成規則を符号化するものでも良い。また、動画像符号化装置と動画像復号装置が所
定のＱＰ差分値テーブルを複数個備えることとし、そのＱＰ差分値テーブルを切り替える
ためのインデックスを符号化する構成としても良い。そして、サイド情報決定部２１は、
マクロブロックＭＢｉに割り当てたＱＰ値とマクロブロックＭＢｉ―１に割り当てたＱＰ
値とのＱＰ差分値を指し示すインデックスをマクロブロックレイヤに含めるようになって
いる。なお、サイド情報決定部２１が、上記ＱＰ差分値の集合をどのように決定するか、
また、ＱＰ差分値テーブルをどのように生成するかについては後述する。
【００３９】
　サイド情報符号化部２２は、サイド情報＃２１を符号化し、符号化済サイド情報＃２２
を出力する。符号化済サイド情報＃２２は、可変長符号多重化部２５に供給される。
【００４０】
　ＭＢ設定部２３は、サイド情報＃２１に基づいて、入力画像＃１００を複数のスライス
に分割し、さらに、各スライスを複数のマクロブロックに分割し、各マクロブロックに関
するマクロブロック画像＃２３を出力する。また、ＭＢ設定部２３は、サイド情報＃２１
に基づいて、マクロブロック画像＃２３に関する量子化パラメータの値（ＱＰ値）を算出
する（詳細については後述する）。そして、マクロブロック画像＃２３は、算出したＱＰ
値とともに、ＭＢ符号化部２４に順次供給される。
【００４１】
　ＭＢ符号化部２４は、順次入力されるマクロブロック画像＃２３について、ＭＢ符号化
データ＃２４を生成して可変長符号多重化部２５に供給する。ＭＢ符号化部２４がＭＢ符
号化データ＃２４を生成する処理は具体的には以下の通りである。
【００４２】
　すなわち、ＭＢ符号化部２４は、マクロブロック画像＃２３を構成する各ブロックをＤ
ＣＴ変換するとともに、ともに供給されるＱＰ値に基づく量子化レベルで各ブロックの各
ＤＣＴ係数を量子化する。そして、ＭＢ符号化部２４は、量子化により得られたデータに
可変長符号化処理を施すことによりＭＢ符号化データ＃２４を生成する。
【００４３】
　可変長符号多重化部２５は、符号化済サイド情報＃２２と、ＭＢ符号化データ＃２４と
を多重化することによって符号化データ＃１を生成し、出力する。
【００４４】
　ＭＢ復号部２６は、入力された個々のマクロブロックに対応するＭＢ符号化データ＃２
４を順次復号することにより、個々のマクロブロックに対応する復号画像＃２６を生成し
、出力する。復号画像＃２６は、フレームメモリ２７に供給される。
【００４５】
　フレームメモリ２７には、入力された復号画像＃２６が記録される。特定のマクロブロ
ックを符号化する時点では、当該マクロブロックよりもラスタスキャン順で先行する全て
のマクロブロックに対応する復号画像がフレームメモリ２７に記録されている。
【００４６】
　（ＱＰ差分値の集合の決定方法、および、ＱＰ差分値テーブルの生成方法）
　サイド情報決定部２１はマクロブロックに割り当て可能なＱＰ値に制限を課すためのＱ
Ｐ差分値の集合を任意の方法により決定できるが、以下に具体例を挙げる。
【００４７】
　例１）要素として含まれる各ＱＰ差分値がfactor*（－１）j+1* Ceil（ｊ／２）（ｊ＝
０、１、２、・・）であるようなＱＰ差分値の集合を決定する。
【００４８】
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　例２）要素として含まれる各ＱＰ差分値が、０または（－１）j+1*factor{Ceil(j/2)-1
} （ｊ＝１、２、・・）であるようなＱＰ差分値の集合を決定する。
【００４９】
　例３）要素として含まれる各ＱＰ差分値が、０、１、－１、またはfactor*（－１）j+1

* Ceil（ｊ／２）＋３（ｊ＝３、４、・・）であるようなＱＰ差分値の集合を決定する。
【００５０】
　なお、上記例１～例３のいずれの場合においても、スライス毎にスライスタイプを判定
し、スライスタイプがＩスライスの場合にfactor（所定の値）=3,スライスタイプがＰス
ライスの場合にfactor=2、スライスタイプがＢスライスの場合にfactor=1となるようにＱ
Ｐ差分値の集合を決定する。以下、上記例１～上記例３の各決定方法をmethod=0,1,2で識
別することとする。
【００５１】
　次に例１～例３のようにＱＰ差分値の集合を決定した場合における、ＱＰ差分値テーブ
ルの生成方法の具体例について以下に説明する。
【００５２】
　例１のようにＱＰ差分値の集合を決定した場合、Ｐスライスのスライスヘッダに含める
ＱＰ差分値テーブルは、例えば、図８（ｂ）に示すようなテーブルになる。
【００５３】
　すなわち、サイド情報決定部２１がスライスヘッダに含めるＱＰ差分値テーブルは、各
ＱＰ差分値mb＿qp＿delta[j]=２*（－１）j+1*Ceil（ｊ／２）（ｊ＝０～８）に、インデ
ックスmb＿qp＿delta＿index[j]=（－１）j+1*Ceil（ｊ／２）を関連付けたテーブルとな
る。例１の場合、ＱＰ差分値とインデックスの関係は、ＱＰ差分値＝factor*インデック
スとなる。
【００５４】
　また、例２のようにＱＰ差分値の集合を決定した場合、Ｐスライスのスライスヘッダに
含めるＱＰ差分値テーブルは、例えば、図８（ｃ）に示すようなテーブルになる。
【００５５】
　すなわち、サイド情報決定部２１がスライスヘッダに含めるＱＰ差分値テーブルは、Ｑ
Ｐ差分値０にインデックス０を関連づけ、各ＱＰ差分値mb＿qp＿delta[j]=（－１）j+1*
２{Ceil(j/2)-1}（ｊ＝１～８）に、インデックスmb＿qp＿delta＿index[j]=（－１）j+1

* Ceil（ｊ／２）を関連付けたテーブルとなる。
【００５６】
　例３のようにＱＰ差分値の集合を決定した場合、サイド情報決定部２１がスライスヘッ
ダに含めるＱＰ差分値テーブルは、ＱＰ差分値０、１、－１にそれぞれインデックス０、
１、－１を関連づけ、各ＱＰ差分値mb＿qp＿delta[j]=（－１）j+1*factor{Ceil(j/2)-1}

（ｊ＝３・・）に、インデックスmb＿qp＿delta＿index[j]=（－１）j+1* Ceil（ｊ／２
）＋３（ｊ＝３・・）を関連付けたテーブルとなる。
【００５７】
　以上のように、サイド情報決定部２１は、各ＱＰ差分値に、該ＱＰ差分値の絶対値より
も絶対値が小さいインデックスを関連づけたＱＰ差分値テーブル（図８（ａ）～図８（ｃ
）に示すようなテーブル）を生成することが望ましいが、サイド情報決定部２１が生成す
るＱＰ差分値テーブルは少なくとも以下のような特性を持っていればよい。
【００５８】
　すなわち、各インデックスを符号番号に変換してユーナリバイナリゼーションに基づく
量子化処理を施した場合に出力される全量子化データの符号量が、各ＱＰ差分値を符号番
号に変換してユーナリバイナリゼーションに基づく量子化処理を施した場合に出力される
全量子化データの符号量より少なくなるようなものであれば、ＱＰ差分値テーブルはいか
なるものであっても構わない。例えば、ＱＰ差分値テーブルは、ＱＰ差分値とインデック
スとが１対１に対応づけられたテーブルであって、各ＱＰ差分値の絶対値の総和よりも各
インデックスの絶対値の総和が小さくなるようなテーブルであればよい。
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【００５９】
　（サイド情報決定部２１およびサイド情報符号化部２２の動作について）
　次に、サイド情報決定部２１およびサイド情報符号化部２２の動作について、図２を参
照しながら説明する。すなわち、入力画像＃１００に含まれる図７（ａ）に示すような各
スライスについて、動画像符号化装置２が、ＱＰ差分値テーブルを生成してからスライス
内の各マクロブロックＭＢｉのマクロブロックレイヤに格納したインデックスを符号化す
るまでの各部の動作について以下に説明する。
【００６０】
　図２は、上記動作の流れを示すフローチャートである。
【００６１】
　図２に示すように、サイド情報決定部２１は、入力画像＃１００に含まれるスライスの
スライスタイプに応じたＱＰ差分値テーブルを生成し、サイド情報＃２１内の対応するス
ライスヘッダに含める（ステップＳ４１）。
【００６２】
　次に、サイド情報決定部２１は、上記スライス内のマクロブロックＭＢｉ（ｉ＝１、２
、・・）のＱＰ値を決定する（ステップＳ４２）。
【００６３】
　具体的には、サイド情報決定部２１は、マクロブロックＭＢｉのＱＰ値を、Ｈ２６４／
ＡＶＣ規格において規定された範囲内の値に暫定的に定める。そして、サイド情報決定部
２１は、暫定的に定めたマクロブロックＭＢｉのＱＰ値から、すでに決定したマクロブロ
ックＭＢｉ－１のＱＰ値（ｉ＝１の場合にはスライスデフォルトＱＰ値）を引いた値（暫
定ＱＰ差分値）が、ＱＰ差分値テーブルにＱＰ差分値として含まれているか否かを判定す
る。
【００６４】
　そして、含まれていると判定した場合には、サイド情報決定部２１は、暫定的に定めた
ＱＰ値を、マクロブロックＭＢｉのＱＰ値として決定する。一方、含まれていないと判定
した場合には、サイド情報決定部２１は、ＱＰ差分値テーブルに含まれている複数のＱＰ
差分値のうち暫定ＱＰ差分値に最も近いＱＰ差分値をマクロブロックＭＢｉ－１のＱＰ値
（ｉ＝１の場合にはスライスデフォルトＱＰ値）に加算した値をマクロブロックＭＢｉの
ＱＰ値として決定する。
【００６５】
　以上のように、各マクロブロックのＱＰ値を決定した後、サイド情報決定部２１は、先
頭マクロブロックＭＢ１のＱＰ値からスライスデフォルトＱＰ値を引き算することにより
、先頭マクロブロックＭＢ１に関するＱＰ差分値を求める。そして、サイド情報決定部２
１は、直前のステップＳ４１にて生成したＱＰ差分値テーブルを参照して、該ＱＰ差分値
をインデックスに変換する（ステップＳ４３）。サイド情報決定部２１は、得られたイン
デックスをサイド情報＃２１内の対応するマクロブロックレイヤに含める。
【００６６】
　ここでは、ＱＰ差分値テーブルを用いて、ＱＰ差分値からインデックスへの変換を行っ
たが、ＱＰ差分値とインデックスとの関係が四則演算などの演算で定義されるものである
場合には、ＱＰ差分値テーブルを用いずとも変換は可能である。以下、ＱＰ差分値からイ
ンデックスへの演算による変換、もしくは、インデックスからＱＰ差分値への演算による
変換を定める規則を変換規則と呼ぶ。例えば、例１の場合は、変換規則がＱＰ差分値＝イ
ンデックス×factorとなるので、ＱＰ差分値テーブルによらず演算によりＱＰ差分値から
インデックスへの変換が可能である。
【００６７】
　さらに、サイド情報決定部２１は、ＱＰ差分値がまだ算出されていない別のマクロブロ
ックＭＢｉ（ｉ＞１）について、マクロブロックＭＢｉに関するＱＰ差分値を、マクロブ
ロックＭＢｉのＱＰ値からマクロブロックＭＢｉ－１のＱＰ値を引き算することにより求
める。そして、サイド情報決定部２１は、直前のステップＳ４１にて生成したＱＰ差分値
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テーブルを参照して、該ＱＰ差分値をインデックスに変換する（ステップＳ４４）。サイ
ド情報決定部２１は、得られたインデックスをサイド情報＃２１内の対応するマクロブロ
ックレイヤに含める。
【００６８】
　ステップＳ４４の後、サイド情報決定部２１は、ステップＳ４４における処理の対象と
なったマクロブロックがスライス内の最後のマクロブロックＭＢｎであるか否かを判定す
る（ステップＳ４５）。最後のマクロブロックＭＢｎでないと判定された場合、ステップ
Ｓ４４に戻る。一方、最後のマクロブロックＭＢｎであると判定された場合、ステップＳ
４６に進む。
【００６９】
　サイド情報決定部２１は、ステップＳ４１～ステップＳ４４における処理が施されてい
ないスライスが入力画像＃１００内に存在するか否かを判定する（ステップＳ４６）。存
在すると判定された場合、ステップＳ４１～ステップＳ４４における処理がまだ施されて
いない別のスライスについてステップＳ４１～ステップＳ４４の処理を施す。一方、存在
しないと判定された場合、サイド情報決定部２１は、マクロブロックレイヤにインデック
スが含まれ、スライスヘッダにＱＰ差分値テーブルが含まれているサイド情報＃２１を、
サイド情報符号化部２２およびＭＢ設定部２３に供給し、ステップＳ４７に進む。
【００７０】
　サイド情報＃２１が入力されたサイド情報符号化部２２は、サイド情報＃２１の各マク
ロブロックレイヤに含まれているインデックスについて、該インデックスを符号番号に変
換し、符号番号を入力として、ユーナリバイナリゼーションに基づく２値化処理を施す。
すなわち、図９（ａ）に示すようなテーブルに基づいて、絶対値ｎのインデックスを、長
さ２ｎの２値列または長さ２ｎ＋１の２値列（すなわち、インデックスの絶対値の大きさ
に応じた長さの２値列）に変換する（ステップＳ４７）。
【００７１】
　さらに、サイド情報符号化部２２は、ステップＳ４７の処理によって各マクロブロック
レイヤに格納された２値列を算術符号化するとともに、サイド情報＃２１の各スライスヘ
ッダに含まれているＱＰ差分値テーブルを符号化する（ステップＳ４８）。サイド情報符
号化部２２は、Ｓ４８の処理を含むサイド情報＃２１全体の符号化処理を行った後、符号
化済サイド情報＃２２を可変長符号多重化部２５に供給する。
【００７２】
　以上、サイド情報決定部２１およびサイド情報符号化部２２の動作について説明したが
、ここで、サイド情報＃２１が入力されたＭＢ設定部２３の動作について説明する。
【００７３】
　前述したように、ＭＢ設定部２３は、入力画像＃１００を複数のスライスに分割し、さ
らに、各スライスを複数のマクロブロックに分割する。そして、ＭＢ設定部２３は、各マ
クロブロックに関するマクロブロック画像＃２３を、そのマクロブロック画像＃２３に関
するＱＰ値とともに、ＭＢ符号化部２４に順次供給する。
【００７４】
　ＭＢ設定部２３は、入力されたサイド情報＃２１に基づいてＭＢ符号化部２４に供給す
る上記ＱＰ値を以下のように算出する。
【００７５】
　すなわち、ＭＢ設定部２３は、マクロブロック画像＃２３に対応するマクロブロックレ
イヤに含まれているインデックスと、マクロブロック画像＃２３がその一部を構成するス
ライスに対応するスライスヘッダに含まれているＱＰ差分値テーブルと、を参照する。
【００７６】
　そして、ＭＢ設定部２３は、ＱＰ差分値テーブルにおいて、参照したインデックスに関
連づけられているＱＰ差分値を参照する。さらに、ＭＢ設定部２３は、直前にＭＢ符号化
部２４に供給したマクロブロック画像＃２３に関するＱＰ値に該ＱＰ差分値を加算した値
を、ＭＢ符号化部２４にこれから供給するＱＰ値とする。
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【００７７】
　なお、入力されたＱＰ値に基づいてマクロブロック画像＃２３を量子化および符号化す
るＭＢ符号化部２４、並びに、可変長符号多重化部２５～フレームメモリ２７は、Ｈ２６
４／ＡＶＣ規格に準拠した動作を行うものであるので、詳細については省略することとす
る。
【００７８】
　（ＱＰ差分値テーブルの符号化について）
　サイド情報符号化部２２によるＱＰ差分値の符号化について具体的に説明する。
【００７９】
　サイド情報符号化部２２は、ＱＰ差分値テーブルのサイズ（すなわち、テーブルに含ま
れるインデックス（ＱＰ差分値）の個数）と、各ＱＰ差分値と、を符号化する。
【００８０】
　例えば、図８（ｂ）に示すようなＱＰ差分値テーブルをサイド情報決定部２１が生成し
ていた場合、サイド情報符号化部２２は、ＱＰ差分値テーブルのサイズ９と、各ＱＰ差分
値（－８、－６、・・、０、・・６、８）と、を符号化する。あるいは、サイド情報符号
化部２２は、各ＱＰ差分値をそのまま符号化する代わりに、インデックス０に対応するＱ
Ｐ差分値についてはそのまま符号化し、他のインデックスについては、該インデックスの
ＱＰ差分値から該インデックスより１だけ小さいインデックスのＱＰ差分値を引き算した
差分を符号化するようにしてもよい。
【００８１】
　なお、ＱＰ差分値、または上記ＱＰ差分値の差分を、ユーナリバイナリゼーションによ
り符号化してもよい。
【００８２】
　ユーナリバイナリゼーションを用いて図８（ｂ）のＱＰ差分値テーブルを符号化する場
合の符号量を、各ＱＰ差分値をそのまま符号化する場合、および、インデックス０に対応
するＱＰ差分値についてはそのまま符号化し、他のインデックスについてはＱＰ差分値の
差分を符号化する場合のそれぞれについて、図１０（ａ）および図１０（ｂ）を参照しな
がら以下に示す。なお、図１０（ａ）および図１０（ｂ）のmb＿qp＿delta[i]はインデッ
クスｉのＱＰ差分値を示しており、図１０（ｂ）において、dd[i,i-1]=mb＿qp＿delta[i]
-mb＿qp＿delta[i-1]である。
【００８３】
　各ＱＰ差分値をそのまま符号化する場合、図１０（ａ）に示すように、ＱＰ差分値mb＿
qp＿delta[-4](＝-8)は符号番号１６に変換されるので、ＱＰ差分値の符号量は１７にな
る。他のＱＰ差分値についても同様であり、各ＱＰ差分値の符号量の合計は８５ビットに
なる。
【００８４】
　また、インデックス０に対応するＱＰ差分値についてはそのまま符号化し、他のインデ
ックスについてはＱＰ差分値の差分を符号化する場合、図１０（ｂ）に示すように、イン
デックス０に対応するＱＰ差分値（mb＿qp＿delta[0]＝0）は、符号番号０に変換される
ので符号量は１になる。また、他のインデックスiについてはＱＰ差分値の差分dd[i,i-1]
=2が符号番号3に変換されるので符号量は4になる。したがって、符号量の合計は、２９ビ
ットになる。
【００８５】
　（変形例）
　サイド情報決定部２１およびサイド情報符号化部２２の動作の変形例について、図３お
よび図７（ｂ）を参照しながら以下に説明する。図３は、本変形例に係るサイド情報決定
部２１およびサイド情報符号化部２２の動作を示すフローチャートである。また、図７（
ｂ）は、複数の拡大マクロブロック（第２単位領域）から構成されているスライスであっ
て各拡大マクロブロックが複数のマクロブロックから構成されているスライスを示す図で
ある。ここで、拡大マクロブロックは、内部に含まれる全マクロブロックが互いに画素特
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性が類似するように構成される。
【００８６】
　本変形例では、動画像符号化装置２は、拡大マクロブロックに含まれる複数のマクロブ
ロックの各々についてＱＰ差分値を決定するが、ＱＰ差分値を決定するマクロブロックは
、拡大マクロブロック内においてラスタスキャン順に選択されるようになっている。例え
ば、図７（ｂ）の拡大マクロブロックＬＭＢ１に含まれる４つのマクロブロックのＱＰ差
分値は、ＭＢ１、ＭＢ２、ＭＢ３、ＭＢ４の順に決定されるようになっている。
【００８７】
　また、動画像符号化装置２は、スライスに含まれる複数の拡大マクロブロックの各々に
ついて上記処理を行うが、上記処理の対象となる拡大マクロブロックは、スライス内にお
いてラスタスキャン順に選択されるようになっている。例えば、図７（ｂ）のスライスに
含まれる複数の拡大マクロブロックに対する上記処理は、拡大マクロブロックＬＭＢ１、
ＬＭＢ２、ＬＭＢ３・・の順に行うようになっている。なお、図７（ｂ）および上記説明
からわかるように、図中においてマクロブロックに付した符号ＭＢｉ（ｉ＝１、２、・・
）のｉの値はスライス内でマクロブロックが選択される順序を示している。
【００８８】
　本変形例では、動画像符号化装置２は、拡大マクロブロック内の先頭のマクロブロック
（特定の単位領域）については、Ｈ２６４／ＡＶＣ規格に基づく方法でＱＰ値（以下では
上記先頭のマクロブロックのＱＰ値をＱＰheadとも記載する）を割り当てる。そして、動
画像符号化装置２は、ＱＰ差分値をインデックスに変換せずに直接符号番号に変換し、符
号番号をユーナリバイナリゼーションにより２値列に変換する。
【００８９】
　一方、動画像符号化装置２は、先頭以外のマクロブロックについては、同じ拡大マクロ
ブロックの先頭のマクロブロックについて割り当てたＱＰ値に対するＱＰ差分値を、図８
（ｅ）に示すＱＰ差分値テーブルに基づいてインデックスに変換する。そして、動画像符
号化装置２は、インデックスを符号番号に変換し、符号番号をユーナリバイナリゼーショ
ンにより２値列に変換する。
【００９０】
　ここで、図８（ｅ）からわかるように、本変形例で先頭以外のマクロブロックに割り当
て可能なＱＰ値の候補の数（ＱＰhead－２、ＱＰhead、ＱＰhead＋２の３個）は、上記実
施形態において各マクロブロックに割り当て可能なＱＰ値の候補の数（図８（ａ）のテー
ブルを用いた場合の１３個や図８（ｂ）～図８（ｄ）のテーブルを用いた場合の９個）よ
り少なくなっている。また、本変形例で先頭以外のマクロブロックに決定可能なＱＰ差分
値の絶対値の最大値は、０に近い所定の値である２となっている。
【００９１】
　なお、拡大マクロブロック内の各マクロブロックは画像特性が類似しているため、上記
のようにして各マクロブロックに割り当てるＱＰ値を略一定にしても、適切でないＱＰ値
を割り当てることによるマクロブロック画像の画質の劣化や無駄な符号量の増加等が起こ
りにくいと考えられる。また、ＱＰ差分値テーブルのサイズが小さくなるため、ＱＰ差分
値テーブルを符号化する場合の符号量も削減されるメリットや、インデックスの絶対値の
最大値がたかだか１になるので、インデックスから変換された２値列の符号量も２以下と
小さくなるメリットがある。
【００９２】
　以下、サイド情報決定部２１およびサイド情報符号化部２２の変形例に係る動作につい
て、図３を参照しながら説明する。
【００９３】
　図３に示すように、サイド情報決定部２１は、図８（ｅ）に示すようなＱＰ差分値テー
ブルを生成し、サイド情報＃２１内の対応するスライスヘッダに含める（ステップＳ６１
）。
【００９４】
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　以下のＳ６２～Ｓ６８の処理は、対象となる拡大マクロブロック（例えばＬＭＢ１）全
体を構成する複数のマクロブロックの中からラスタスキャン順に選択した各マクロブロッ
クについて、選択した順（例えば、ＭＢ１、ＭＢ２、ＭＢ３、ＭＢ４の順）に行われる。
また、上記対象となる拡大マクロブロックは、スライス全体を構成する複数の拡大マクロ
ブロックの中からラスタスキャン順（ＬＭＢ１、ＬＭＢ２・・の順）に選択される。
【００９５】
　ステップＳ６２において、サイド情報決定部２１は、選択したマクロブロックＭＢｉが
スライス内の先頭マクロブロックＭＢ１であるか否かを判定する。
【００９６】
　先頭マクロブロックＭＢ１であると判定された場合（ステップＳ６２においてＹＥＳ）
、サイド情報決定部２１は、マクロブロックＭＢ１のＱＰ値をＨ２６４／ＡＶＣ規格に基
づく方法で決定する。そして、サイド情報決定部２１は、決定したＱＰ値からスライスデ
フォルトＱＰ値を引き算したＱＰ差分値を、対応するマクロブロックレイヤに格納し(ス
テップＳ６７)、ステップＳ６８に進む。
【００９７】
　一方、先頭マクロブロックＭＢ１でないと判定された場合（ステップＳ６２においてＮ
Ｏ）、選択したマクロブロックＭＢｉがいずれかの拡大マクロブロック内の先頭マクロブ
ロック（ＭＢ５やＭＢ９等）であるか否かを判定する（ステップＳ６３）。
【００９８】
　拡大マクロブロック内の先頭マクロブロックであると判定された場合（ステップＳ６３
においてＹＥＳ）、サイド情報決定部２１は、マクロブロックＭＢｉのＱＰ値をＨ２６４
／ＡＶＣ規格に基づく方法で決定する。そして、サイド情報決定部２１は、決定したＱＰ
値から、マクロブロックＭＢｉ－１について決定したＱＰ値を引き算したＱＰ差分値を、
対応するマクロブロックレイヤに格納し(ステップＳ６６)、ステップＳ６８に進む。
【００９９】
　一方、先頭マクロブロックでないと判定された場合（ステップＳ６３においてＮＯ）、
そのマクロブロックのＱＰ差分値を決定する（ステップＳ６４）。
【０１００】
　具体的には、サイド情報決定部２１は、マクロブロックのＱＰ値をＨ２６４／ＡＶＣ規
格に基づいて暫定的に定める。そして、サイド情報決定部２１は、暫定的に定めたＱＰ値
から、該マクロブロックと同じ拡大マクロブロックに含まれる先頭マクロブロックのＱＰ
値を引いた値（暫定ＱＰ差分値）が、ＱＰ差分値テーブルにＱＰ差分値として含まれてい
るか否かを判定する。
【０１０１】
　そして、含まれていると判定した場合には、サイド情報決定部２１は、暫定的に定めた
ＱＰ値を、マクロブロックＭＢｉのＱＰ値として決定する。一方、含まれていないと判定
した場合には、サイド情報決定部２１は、ＱＰ差分値テーブルに含まれている複数のＱＰ
差分値のうち暫定ＱＰ差分値に最も近いＱＰ差分値をマクロブロックＭＢｉのＱＰ差分値
として決定する。つまり、ステップＳ６４にて拡大マクロブロックの先頭以外のマクロブ
ロックについて決定すべきＱＰ差分値の候補の数は、拡大マクロブロックの先頭マクロブ
ロックについて決定すべきＱＰ差分値の候補の数よりも少なくなることになる。なお、決
定したＱＰ差分値をマクロブロックＭＢｉ－１のＱＰ値に加算した値をマクロブロックＭ
ＢｉのＱＰ値として決定する。
【０１０２】
　サイド情報決定部２１は、直前のステップＳ６１にて生成したＱＰ差分値テーブルを参
照して、ステップＳ６４にて決定したＱＰ差分値をインデックスに変換する。サイド情報
決定部２１は、得られたインデックスをサイド情報＃２１内の対応するマクロブロックレ
イヤに含め（ステップＳ６５）、ステップＳ６８に進む。
【０１０３】
　ステップＳ６８において、サイド情報決定部２１は、処理の対象となったマクロブロッ
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クがスライス内の最後のマクロブロックであるか否かを判定する。最後のマクロブロック
でないと判定された場合（ステップＳ６８においてＮＯ）、ステップＳ６２に戻る。一方
、最後のマクロブロックであると判定された場合（ステップＳ６８においてＹＥＳ）、ス
テップＳ６９に進む。
【０１０４】
　サイド情報決定部２１は、ステップＳ６１～ステップＳ６８における処理が施されてい
ないスライスが入力画像＃１００内に存在するか否かを判定する（ステップＳ６９）。存
在すると判定された場合、ステップＳ６１～ステップＳ６８における処理がまだ施されて
いない別のスライスについてステップＳ６１～ステップＳ６８の処理を施す。一方、存在
しないと判定された場合、サイド情報決定部２１は、サイド情報＃２１を、サイド情報符
号化部２２およびＭＢ設定部２３に供給し、ステップＳ７０に進む。
【０１０５】
　サイド情報＃２１が入力されたサイド情報符号化部２２は、サイド情報＃２１の各マク
ロブロックレイヤに含まれているインデックスまたはＱＰ差分値を符号番号に変換し、符
号番号を入力として、ユーナリバイナリゼーションに基づく２値化処理を施す（ステップ
Ｓ７０）。
【０１０６】
　さらに、サイド情報符号化部２２は、サイド情報＃２１の各スライスヘッダに含まれて
いるＱＰ差分値テーブルを符号化する（ステップＳ７１）。サイド情報符号化部２２は、
Ｓ７０の処理を含むサイド情報＃２１全体の符号化処理を行った後、符号化済サイド情報
＃２２を可変長符号多重化部２５に供給する。
【０１０７】
　以上、サイド情報決定部２１およびサイド情報符号化部２２の動作について説明したが
、ここで、サイド情報＃２１が入力されたＭＢ設定部２３の動作について説明する。
【０１０８】
　ＭＢ設定部２３は、ＭＢ符号化部２４にマクロブロック画像＃２３とともに供給するＱ
Ｐ値を、入力されたサイド情報＃２１に基づいて以下のように算出する。
【０１０９】
　すなわち、供給すべきマクロブロック画像＃２３が拡大マクロブロック内の先頭マクロ
ブロック以外のマクロブロックである場合、ＭＢ設定部２３は、マクロブロック画像＃２
３に対応するマクロブロックレイヤに含まれているインデックスと、マクロブロック画像
＃２３がその一部を構成するスライスに対応するスライスヘッダに含まれているＱＰ差分
値テーブルと、を参照する。そして、ＭＢ設定部２３は、ＱＰ差分値テーブルにおいて、
参照したインデックスに関連づけられているＱＰ差分値を参照する。さらに、ＭＢ設定部
２３は、直前にＭＢ符号化部２４に供給したマクロブロック画像＃２３に関するＱＰ値に
該ＱＰ差分値を加算した値を、ＭＢ符号化部２４にこれから供給するＱＰ値とする。
【０１１０】
　一方、供給すべきマクロブロック画像＃２３が拡大マクロブロック内の先頭マクロブロ
ックである場合、ＭＢ設定部２３は、マクロブロック画像＃２３に対応するマクロブロッ
クレイヤに含まれているＱＰ差分値を参照する。ＭＢ設定部２３は、直前にＭＢ符号化部
２４に供給したマクロブロック画像＃２３に関するＱＰ値に該ＱＰ差分値を加算した値を
、ＭＢ符号化部２４にこれから供給するＱＰ値とする。
【０１１１】
　＜動画像符号化装置に関する付記事項＞
　なお、ＱＰ差分値テーブルは、図８（ａ）～図８（ｃ）のように、各ＱＰ差分値に、該
ＱＰ差分値の絶対値よりも絶対値が小さいインデックスを関連づけたテーブルであること
が望ましいと述べたが、サイド情報決定部２１は、そうでない図８（ｄ）のようなテーブ
ルを生成してもよい。図８（ｄ）のテーブルは以下のように生成されるものである。
【０１１２】
　すなわち、先に述べたように、ステップＳ４２において、サイド情報決定部２１は、ス
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ライス内のマクロブロックＭＢ１～ＭＢｎの各々について、該マクロブロックのＱＰ値を
決定するために、該スライスについて決定したＱＰ差分値の集合の中から該マクロブロッ
クのＱＰ差分値を決定する。
【０１１３】
　サイド情報決定部２１は、決定したｎ個のＱＰ差分値から定まる最頻値(図８（ｄ）に
おいて０)、２番目に頻度の高い値（図８（ｄ）において４）、３番目に頻度の高い値(図
８（ｄ）において－６)・・の順に、それぞれ、インデックス０、１、－１、・・・を関
連づけたテーブルを生成する。すなわち、テーブルにおいて、頻度が高いＱＰ差分値ほど
絶対値の小さいインデックスに関連づけられることになる。また、各頻度、すなわち、各
ＱＰ差分値がｎ個のＱＰ差分値からなるグループの中に含まれる割合は、サイド情報決定
部２１により算出される。なお、このように、頻度の高いＱＰ差分値ほど絶対値の小さい
インデックスが割り当てられるようにＱＰ差分値テーブルを生成する場合、ＱＰ差分値テ
ーブルに含まれる各ＱＰ差分値の絶対値の総和と各インデックスの絶対値の総和とは、等
しくなっていてもよい。
【０１１４】
　以上、本実施形態に係る動画像符号化装置２について説明を行ったが、本発明は、以上
の構成に限定されるものではない。
【０１１５】
　（付記事項１）
　上記実施形態では、量子化単位領域がマクロブロックであるものとしたが、これに限ら
れない。すなわち、ＱＰ値の決定、ＱＰ差分値のインデックスへの変換、およびインデッ
クスの２値化、並びに、ＱＰ値による画像の量子化をマクロブロック単位で行うものとも
のとしたが、マクロブロック単位でなくマクロブロックよりも大きい単位やマクロブロッ
クより小さい単位（パーティション単位や８画素ｘ８ラインのブロック単位、４画素ｘ４
ラインのブロック単位等）で行ってもよい。
【０１１６】
　また、上記実施形態では、テーブル生成単位領域がスライスであるものとしたが、これ
に限られない。すなわち、ＱＰ差分値テーブルの生成をスライス単位で行うものとしたが
、ＱＰ差分値テーブルの生成を、スライスより大きい単位（ピクチャ単位等）やスライス
より小さい単位（マクロブロック単位等）で行うようにしてもよい。マクロブロック単位
でfactorの値に応じたＱＰ差分値テーブルを生成する場合、例えば、マクロブロックレイ
ヤのマクロブロックタイプを参照して、マクロブロックタイプがイントラマクロブロック
であればfactor=3と決定し、マクロブロックタイプがインターマクロブロックである場合
にはfactor=2と決定するようにしてもよい。
【０１１７】
　ただし、どのようにテーブル生成単位領域のサイズ、および量子化単位領域のサイズを
決定した場合であっても、テーブル生成単位領域は、複数の量子化単位領域を包含するよ
うに構成される必要がある。
【０１１８】
　また、ＱＰ差分値テーブルをテーブル生成単位領域ごとに生成しないようにしてもよい
。すなわち、予め定められたＱＰ差分値テーブルを図示しない記憶部に保持しておき、テ
ーブル生成単位領域ごとに生成するＱＰ差分値テーブルに代えて、上記記憶部に保持して
いるＱＰ差分値テーブルを用いてもよい。この場合、動画像符号化装置２は、ＱＰ差分値
テーブルの符号化および符号化したＱＰ差分値テーブルの外部への出力を行わなくてもよ
い。これは、動画像復号装置１が、同じＱＰ差分値テーブルを保持していれば、サイド情
報符号化データ＃１１ａを復号した後、インデックスからＱＰ差分値を導出することがで
きるからである。
【０１１９】
　（付記事項２）
　上記実施形態では、スライス毎にスライスタイプを判定し、スライスタイプに応じてfa
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ctorの値を決定し、factorの値に応じたＱＰ差分値テーブルを生成するものとしたが、Ｑ
Ｐ差分値テーブルの生成は以下のように行っても良い。
【０１２０】
　すなわち、最初に、サイド情報決定部２１は、スライスに含まれるマクロブロックＭＢ
１～ＭＢｎのＱＰ値を、Ｈ２６４／ＡＶＣ規格に基づく方法で暫定的に定める。そして、
サイド情報決定部２１は、得られたｎ個のＱＰ値の分散を算出し、分散の値の大きさに応
じてfactorの値を決定する。具体的には、例えば、分散がＳ1以上である場合にfactor=3
と決定し、分散がＳ2以上Ｓ1未満である場合にfactor=2と決定し、分散がＳ2未満である
場合にfactor=1と決定するようにしてもよい。最後にサイド情報決定部２１は、このよう
に決定されたfactorの値に応じたＱＰ差分値テーブルを生成する。
【０１２１】
　（付記事項３）
　上記実施形態では、ＱＰ差分値テーブルを符号化する場合に、各ＱＰ差分値を符号化す
るものとしたが、以下のようにＱＰ差分値テーブルを符号化してもよい。すなわち、図８
（ｂ）のＱＰ差分値テーブルや図８（ｃ）のＱＰ差分値テーブルのように、factorの値と
、ＱＰ差分値テーブルのサイズと、から定まるＱＰ差分値テーブルを符号化する場合には
、各ＱＰ差分値を符号化する代わりにfactorの値を符号化するようにしてもよい。この場
合、ＱＰ差分値テーブルの符号量がより削減されることになる。また、同一のfactorから
ＱＰ差分値テーブルを算出する算出方法には例１～例３に示すように複数の算出方法が存
在する。ここでは例１～例３の各算出方法の中から算出方法を１つ選択して使用してもよ
い。この場合、ＱＰ差分値テーブルの算出方法を決定するために必要な情報を明示的に符
号化してもよい。すなわち、methodとfactorの両方を符号化するものでも構わない。
【０１２２】
　なお、符号化データとして外部に出力する情報は、各ＱＰ差分値と、各インデックスと
、を１対１に対応付ける情報であれば、いかなるものであっても構わない。すなわち、該
情報は、各ＱＰ差分値を符号化したものであってもよいし、factorの値を符号化したもの
であってもよい。また、ＱＰ差分値テーブルに登録されるインデックスの範囲がスライス
毎に変更され得る場合には、該情報に、各ＱＰ差分値またはfactorの値に加え、各インデ
ックスの値を含めてもよい。
【０１２３】
　なお、動画像符号化装置と動画像復号装置が所定の変換規則、もしくは、ＱＰ差分値テ
ーブルを複数個備えることとし、その変換規則（ＱＰ差分値テーブル）を切り替えるため
の変換規則インデックス（粗さ指定フラグ）を符号化する構成としても良い。変換規則イ
ンデックスを符号化する場合、例えば、mb＿qp＿delta = mb＿qp＿delta_indexとなる変
換規則を識別するインデックスが０、等価なＱＰ差分値テーブルが図８（ｂ）のＱＰ差分
値テーブルで示される変換規則を識別するインデックスが１、等価なＱＰ差分値テーブル
が図８（ｃ）で示される変換規則を識別するインデックスが２となるような０～２の変換
規則インデックスを符号化する構成でも良い。
【０１２４】
　また、ＱＰ差分値テーブルを識別する粗さ指定フラグは、２値のフラグであっても構わ
ない。例えば、等価な変換規則がmb＿qp＿delta = mb＿qp＿delta_indexとなるようなＱ
Ｐ差分値テーブルを識別する粗さ指定フラグの値を０とし、図８（ａ）のＱＰ差分値テー
ブルを識別する粗さ指定フラグの値を１としても良い。
【０１２５】
　（付記事項４）
　上記実施形態では、インデックスを２値列に変換するためにユーナリバイナリゼーショ
ンを用いるものとしたが、必ずしもこの構成に限定されない。すなわち、インデックスを
２値列に変換するために、ユーナリバイナリゼーションと、図９（ｂ）に示すような固定
長バイナリゼーションとを使い分けてもよい。さらには、これらのバイナリゼーションに
より得られた２値列に対し、別の符号化を施してもよい。例えば、Ｈ．２６４／ＡＶＣで
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規定されているようなコンテキスト適応算術符号化（ＣＡＢＡＣ）を適用することができ
る。
【０１２６】
　具体的には、サイド情報符号化部２２は、ユーナリバイナリゼーションを用いるか、固
定長バイナリゼーションを用いるかをスライス毎に決定してもよい。この場合、サイド情
報符号化部２２は、例えば、スライス内の各マクロブロックについて、対応するマクロブ
ロックレイヤに格納されているインデックスを参照する。そして、サイド情報符号化部２
２は、参照した複数個のインデックスの中に各インデックスの値ｉ（ｉ＝０、１、・・・
）が含まれる確率が略一定であるか（確率の最大値と最小値との差が所定の閾値以下であ
るか）否かを判定し、略一定である場合には固定長バイナリゼーション、そうでない場合
にはユーナリバイナリゼーションを用いるようにしてもよい。
【０１２７】
　なお、固定長バイナリゼーションにより得られる２値列の長さは、２を底とする、とり
得るＱＰ差分値の個数の対数値に依存することになる。例えば、とり得るＱＰ差分値の個
数が７であれば、２値列の長さは３になる。したがって、ＱＰ差分値テーブルを用いてと
り得るＱＰ差分値に制限をかけた場合、制限をかけない場合に比べ２値列の長さが小さく
なり、符号量も削減されることになる。
【０１２８】
　(付記事項５)
　本発明では、量子化単位領域のＱＰ差分値を、該量子化単位領域のＱＰ値と所定の基準
値と、の差をとることにより求める。上記実施形態では、この所定の基準値を、処理順で
該量子化単位領域の直前の量子化単位領域のＱＰ値としていたが、本発明はこれに限定さ
れない。すなわち、ＱＰ差分値を求める量子化単位領域に隣接する量子化単位領域（例え
ば、左や上に隣接する量子化単位領域）のＱＰ値を上記所定の基準値としてもよい。ある
いは、ＱＰ差分値を求める量子化単位領域に近接する（すなわち、該量子化単位領域から
所定の範囲内にある）量子化単位領域のＱＰ値を上記所定の基準値としてもよいし、量子
化単位よりも大きな処理単位毎に変化する値（例えば、スライスデフォルトＱＰ値）を上
記所定の基準値としてもよい。あるいは、上記所定の基準値を特定の定数値（例えば、０
）にしてもよい。
【０１２９】
　（動画像符号化装置２の利点）
　以上のように、動画像符号化装置２では、サイド情報決定部２１が、符号化順序が連続
する２つのマクロブロックからなる各対のＱＰ差分値がｎ個のＱＰ差分値のいずれかにな
るように、各マクロブロックのＱＰ値を設定する。例えば、動画像符号化装置２は、マク
ロブロックＭＢ３のマクロブロックＭＢ２に対するＱＰ差分値が図８（ｄ）のＱＰ差分値
テーブルに登録される９個のＱＰ差分値－９、－２、・・３、８のひとつである１になる
ように、マクロブロックＭＢ３のＱＰ値を決定する。そして、マクロブロックＭＢ３のマ
クロブロックＭＢ２に対するＱＰ差分値１を、９個のインデックスのうちの、ＱＰ差分値
１に対応するインデックス２に変換する。
【０１３０】
　また、サイド情報符号化部２２は、インデックスからその絶対値の大きさに応じた長さ
の２値列を生成する。例えば、サイド情報符号化部２２は、インデックス２から長さ４の
２値列「１１１０」を生成し、インデックス３から長さ６の２値列「１１１１１０」を生
成する。
【０１３１】
　なお、ｎ個のインデックスはｎ個の差分値よりも絶対値の総和が小さくなっている。例
えば、図８（ｄ）のＱＰ差分値テーブルでは、９個のインデックスの絶対値の総和は２０
であり、９個のＱＰ差分値の絶対値の総和は３４である。このため、マクロブロックＭＢ
１～ＭＢｎの各ＱＰ差分値から従来のように該ＱＰ差分値の絶対値の大きさに応じた長さ
の２値列を生成するよりも、マクロブロックＭＢ１～ＭＢｎの各ＱＰ差分値を対応するイ
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ンデックスに変換するとともにインデックスの絶対値の大きさに応じた長さの２値列を生
成するほうが、一般的に、ｎ個の２値列の合計長が短くなる（すなわち、符号量が小さく
なる）。
【０１３２】
　これにより、動画像符号化装置２は、量子化パラメータの符号量を従来に比べてより削
減することが可能である。
【０１３３】
　（動画像復号装置）
　実施形態に係る動画像復号装置（復号装置）１の構成について、図４～図１０、図１２
を参照して説明する。動画像復号装置１は、その一部に、Ｈ２６４／ＡＶＣ規格に採用さ
れている技術を用いている動画像復号装置である。
【０１３４】
　動画像復号装置１は、概略的に言えば、動画像符号化装置２から入力される符号化デー
タ＃１を復号することによって復号画像＃２を生成し、出力する装置である。
【０１３５】
　図４は、動画像復号装置１の構成を示すブロック図である。図４に示すように、動画像
復号装置１は、可変長符号逆多重化部１１、サイド情報復号部１２、ＭＢ設定部１３、Ｍ
Ｂ復号部１４、および、フレームメモリ１５を備えている。
【０１３６】
　動画像復号装置１に入力された符号化データ＃１は可変長符号逆多重化部１１へ入力さ
れる。可変長符号逆多重化部１１は、入力された符号化データ＃１を逆多重化することに
よって、符号化データ＃１を、サイド情報に関する符号化データであるサイド情報符号化
データ＃１１ａと、ピクチャに関する符号化データである符号化データ＃１１ｂと、に分
離し、サイド情報符号化データ＃１１ａをサイド情報復号部１２に、符号化データ＃１１
ｂをＭＢ設定部１３にそれぞれ出力する。
【０１３７】
　サイド情報復号部１２では、サイド情報符号化データ＃１１ａからサイド情報＃１２を
復号し、サイド情報＃１２をＭＢ設定部１３に出力する。サイド情報＃１２は、入力画像
＃１００に関するパラメータの集合であるピクチャ・パラメータ・セット、入力画像＃１
００に含まれるスライス毎のヘッダ情報であるスライスヘッダ、スライスに含まれるマク
ロブロック毎のパラメータの集合であるマクロブロックレイヤ等から構成される。
【０１３８】
　ＭＢ設定部１３では、入力されたサイド情報＃１２に基づいて、符号化データ＃１１ｂ
を複数のスライスに分割し、各スライスを個々のマクロブロックに対応する符号化データ
＃１３に分離し、ＭＢ復号部１４に対して順次出力する。ＭＢ設定部１３は、後述するよ
うに、サイド情報＃１２に基づいて、符号化データ＃１３を逆量子化するためのＱＰ値を
求め、求めたＱＰ値を符号化データ＃１３とともにＭＢ復号部１４に出力する。
【０１３９】
　ＭＢ復号部１４は、入力された個々のマクロブロック（逆量子化単位領域）に対応する
符号化データ＃１３を順次復号および逆量子化することにより、個々のマクロブロックに
対応する復号画像＃２を生成し、出力する。また、復号画像＃２は、フレームメモリ１５
に対しても出力される。
【０１４０】
　フレームメモリ１５には、復号画像＃２が記録される。フレームメモリ１５には、特定
のマクロブロックを復号する時点において、当該マクロブロックよりも処理順で先行する
全てのマクロブロックに対応する復号画像が記録されている。
【０１４１】
　符号化データ＃１１ｂを構成する全てのマクロブロックに対して、ＭＢ復号部１４によ
るマクロブロック単位の復号画像生成処理が終わった時点で、動画像復号装置１に入力さ
れた符号化データに対応する復号画像＃２の生成処理が完了する。
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【０１４２】
　（サイド情報復号部１２およびＭＢ設定部１３の動作について）
　次に、サイド情報復号部１２およびＭＢ設定部１３の動作について、図５を参照しなが
ら説明する。図５は、サイド情報復号部１２およびＭＢ設定部１３の動作の流れを示すフ
ローチャートである。
【０１４３】
　図５に示すように、サイド情報復号部１２は、サイド情報符号化データ＃１１ａから、
各スライスヘッダに含まれているＱＰ差分値テーブルを復号する（ステップＳ１）。そし
て、サイド情報復号部１２は、サイド情報符号化データ＃１１ａから、各マクロブロック
レイヤに含まれているインデックスを取り出す（ステップ２）。具体的には、動画像符号
化装置２のサイド情報符号化部２２がステップＳ４８にて算術符号化したデータを算術復
号して２値列を生成し、２値列に対して、ユーナリバイナリゼーションの逆処理（２値列
の多値化）を施すことにより、インデックスを取り出す。そして、サイド情報復号部１２
は、ＱＰ差分値テーブルおよびインデックスを含むサイド情報＃１２をＭＢ設定部１３に
供給する。
【０１４４】
　そして、ＭＢ設定部１３は、符号化データ＃１３とともにＭＢ復号部１４に順次出力す
るＱＰ値を算出する（ステップＳ３）。
【０１４５】
　具体的には、ＭＢ設定部１３は、サイド情報＃１２のスライスヘッダに含まれているＱ
Ｐ差分値テーブルと、サイド情報＃１２のマクロブロックレイヤ（符号化データ＃１３が
表わすマクロブロックに対応するマクロブロックレイヤ）に含まれているインデックスと
、を参照する。ここで、サイド情報＃１２のスライスヘッダとは、符号化データ＃１３が
表わすマクロブロックがその一部を構成するスライスに対応するスライスヘッダである。
そして、ＭＢ設定部１３は、ＱＰ差分値テーブルにおいて該インデックスに関連づけられ
ているＱＰ差分値を参照し、該ＱＰ差分値からＱＰ値を算出する。
【０１４６】
　なお、入力された符号化データ＃１３を復号し、さらに、ともに入力されたＱＰ値に基
づいて逆量子化するＭＢ復号部１４、および、フレームメモリ１５は、Ｈ２６４／ＡＶＣ
規格に準拠した動作を行うものであるので、詳細については省略することとする。
【０１４７】
　（変形例）
　サイド情報復号部１２およびＭＢ設定部１３の動作の変形例について、図６および図７
（ｂ）を参照しながら以下に説明する。図６は、サイド情報復号部１２およびＭＢ設定部
１３の動作を示すフローチャートである。
【０１４８】
　サイド情報復号部１２およびＭＢ設定部１３の本変形例に係る動作は、動画像符号化装
置２のサイド情報決定部２１およびサイド情報符号化部２２が変形例に係る動作を行った
場合に、行うべき動作である。
【０１４９】
　図６に示すように、サイド情報復号部１２は、サイド情報符号化データ＃１１ａから、
各スライスヘッダに含まれているＱＰ差分値テーブルを復号する（ステップＳ２１）。
【０１５０】
　以下のＳ２２以降の処理は、サイド情報符号化データ＃１１ａに含まれる全マクロブロ
ックレイヤに対して施される。また、Ｓ２２以降の処理を施すマクロブロックレイヤは、
動画像符号化装置２のサイド情報決定部２１が処理対象とするマクロブロックを選択する
順序と同じ順序で選択される。図７（ｂ）のスライスに即して言えば、マクロブロックＭ
Ｂｉに対応するマクロブロックレイヤに対するＳ２２以降の処理はｉ番目に行われる。
【０１５１】
　サイド情報復号部１２は、選択したマクロブロックレイヤが拡大マクロブロック（第２



(24) JP 5670444 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

単位領域）内の先頭マクロブロック（特定の単位領域）のマクロブロックレイヤであるか
否かを判定する（ステップＳ２２）。
【０１５２】
　先頭マクロブロックのマクロブロックレイヤでないと判定された場合（ステップＳ２２
においてＮＯ）、サイド情報復号部１２は、サイド情報符号化データ＃１１ａから、マク
ロブロックレイヤに含まれているインデックスを取り出す（ステップＳ２３）。具体的に
は、動画像符号化装置２のサイド情報符号化部２２がステップＳ７０にて生成した２値列
に対して、ユーナリバイナリゼーションの逆処理（２値列の多値化）を施すことにより、
インデックスを取り出す。そして、サイド情報復号部１２は、ＱＰ差分値テーブルおよび
インデックスを含むサイド情報＃１２をＭＢ設定部１３に供給する。
【０１５３】
　さらに、ＭＢ設定部１３は、符号化データ＃１３とともにＭＢ復号部１４に出力するＱ
Ｐ値を算出する（ステップＳ２４）。
【０１５４】
　具体的には、ＭＢ設定部１３は、サイド情報＃１２のスライスヘッダに含まれているＱ
Ｐ差分値テーブルと、マクロブロックレイヤに含まれているインデックスと、を参照する
。そして、ＭＢ設定部１３は、ＱＰ差分値テーブルにおいて該インデックスに関連づけら
れているＱＰ差分値を参照し、該ＱＰ差分値からＨ２６４／ＡＶＣ規格に基づく方法でＱ
Ｐ値を算出する。
【０１５５】
　一方、先頭マクロブロックのマクロブロックレイヤであると判定された場合（ステップ
Ｓ２２においてＹＥＳ）、サイド情報復号部１２は、サイド情報符号化データ＃１１ａか
ら、マクロブロックレイヤに含まれているＱＰ差分値を取り出し、ＭＢ設定部１３はＱＰ
値を算出する（ステップ２５）。具体的には、動画像符号化装置２のサイド情報符号化部
２２がステップＳ７０にて生成した２値列に対して、ユーナリバイナリゼーションの逆処
理（２値列の多値化）を施すことにより多値化された整数値に対応するＱＰ差分値を取り
出す。そして、サイド情報復号部１２は、ＱＰ差分値を含むサイド情報＃１２をＭＢ設定
部１３に供給し、ＭＢ設定部１３は、サイド情報＃１２に含まれているＱＰ差分値からＨ
２６４／ＡＶＣ規格に基づく方法でＱＰ値を算出する。
【０１５６】
　すべてのマクロブロックレイヤに対してステップＳ２３およびステップＳ２４の処理（
または、ステップＳ２５の処理）を施した場合（ステップＳ２６においてＹＥＳ）、処理
を終了する。まだ該処理を施していないマクロブロックレイヤが存在する場合（ステップ
Ｓ２６においてＮＯ）、ステップＳ２２に戻る。
【０１５７】
　＜動画像復号装置に関する付記事項＞
　以上、本実施形態に係る動画像復号装置１について説明を行ったが、本発明は、以上の
構成に限定されるものではない。
【０１５８】
　（付記事項１）
　上記実施形態では、逆量子化単位領域がマクロブロックであるものとしたが、これに限
られない。すなわち、逆量子化単位領域のサイズが動画像符号化装置２における量子化単
位領域のサイズと同一であれば、逆量子化単位領域はマクロブロックよりも大きい単位領
域またはマクロブロックよりも小さい単位領域であっても構わない。
【０１５９】
　また、上記実施形態では、各逆量子化単位領域の画像の逆量子化に用いるＱＰ値をＱＰ
差分値から算出するが、インデックスからＱＰ差分値を求めるために、スライスヘッダ内
のＱＰ差分値テーブルを参照した。すなわち、インデックスからＱＰ差分値を求めるため
に参照するＱＰ差分値テーブルをスライス毎に切り替えていた。しかし、本発明に係る復
号装置はこれに限定されない。すなわち、動画像符号化装置２におけるテーブル生成単位
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領域と同一のサイズの単位領域ごとに、参照するＱＰ差分値テーブルを切り替えるように
なっていればよい。
【０１６０】
　（付記事項２）
　ＱＰ差分値テーブルを復号する具体的な処理は以下のようになっていればよい。
【０１６１】
　すなわち、ＱＰ差分値テーブルの符号化データがＱＰ差分値テーブルに含まれる各ＱＰ
差分値の符号化データを含む場合、各ＱＰ差分値をユーナリバイナリゼーションの逆処理
により復号してもよい。
【０１６２】
　また、ＱＰ差分値テーブルの符号化データがfactorの値とＱＰ差分値テーブルのサイズ
とを含んでいる場合、これらを復号することになる。この場合、復号により得られたfact
orの値およびＱＰ差分値テーブルのサイズに基づいて、ＱＰ差分値テーブルを生成すれば
よい。すなわち、ＱＰ差分値テーブルのサイズが2n+1であり、factorの値がfである場合
、インデックスを-n,-n+1,・・,0,・・,n-1,nとし、それぞれに対応するＱＰ差分値を-1*
f*n,-1*f*(n-1),・・,0, f*(n-1),f*nとするＱＰ差分値テーブルを生成すればよい。
【０１６３】
　（動画像復号装置１の利点）
　以上のように、動画像復号装置１は、復号画像を構成する各マクロブロックに関する量
子化パラメータを設定する処理を行うが、サイド情報復号部１２が符号化データ＃１から
各マクロブロックに関する２値列のデータを抽出する。そして、サイド情報復号部１２は
、各２値列のデータから２値列の長さに応じたインデックスを生成する。
【０１６４】
　そして、ＭＢ設定部１３は、互いに異なるｎ個のインデックスと、ｎ個のＱＰ差分値と
、が１対１に対応付けられているＱＰ差分値テーブルを参照することにより、サイド情報
復号部１２が各マクロブロックについて生成したインデックスから、各マクロブロックの
ＱＰ差分値を特定する。その後、ＭＢ設定部１３は、Ｈ２６４／ＡＶＣ規格に基づく方法
で各ＱＰ差分値から各マクロブロックのＱＰ値を算出する。
【０１６５】
　したがって、動画像復号装置１は、算出したＱＰ値を用いて各マクロブロックに逆量子
化処理を施すことにより、各マクロブロックが構成する復号画像を生成することができる
。
【０１６６】
　〔実施形態２〕
　（符号化データ）
　まず、実施形態２以降の各実施形態に係る動画像符号化装置によって生成され、実施形
態２以降の各本実施形態に係る動画像復号装置によって参照される符号化データについて
図１３を参照しながら説明する。なお、以下の説明における、動画像符号化装置の符号「
４」、動画像復号装置の符号「３」、符号化データの符号「＃４」は、それぞれ、実施形
態２に係る動画像符号化装置、実施形態２に係る動画像復号装置、実施形態２において参
照される符号化データを示している。実施形態３以降の各実施形態に係る動画像符号化装
置および動画像復号装置によって参照される符号化データについても、以下の説明におい
て用いられている符号を、当該実施形態において使用される符号に置き換えて読むことに
より理解できることは言うまでもない。
【０１６７】
　〔符号化データの構成〕
　図１３を用いて、動画像符号化装置４によって生成され、動画像復号装置３によって復
号される符号化データ＃４の構成例について説明する。符号化データ＃４は、例示的に、
シーケンス、およびシーケンスを構成する複数のピクチャを含む。
【０１６８】
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　符号化データ＃４におけるピクチャレイヤ以下の階層の構造を図１３に示す。図１３の
（ａ）～（ｄ）は、それぞれ、ピクチャＰＩＣＴを規定するピクチャレイヤ、スライスＳ
を規定するスライスレイヤ、ツリーブロック（Tree block）ＴＢＬＫを規定するツリーブ
ロックレイヤ、ツリーブロックＴＢＬＫに含まれる符号化単位（Coding Unit；ＣＵ）を
規定するＣＵレイヤを示す図である。
【０１６９】
　　（ピクチャレイヤ）
　ピクチャレイヤでは、処理対象のピクチャＰＩＣＴ（以下、対象ピクチャとも称する）
を復号するために動画像復号装置３が参照するデータの集合が規定されている。ピクチャ
ＰＩＣＴは、図１３の（ａ）に示すように、ピクチャヘッダＰＨ、及び、スライスＳ1～
ＳNSを含んでいる（ＮＳはピクチャＰＩＣＴに含まれるスライスの総数）。
【０１７０】
　なお、以下、スライスＳ1～ＳNSのそれぞれを区別する必要が無い場合、符号の添え字
を省略して記述することがある。また、以下に説明する符号化データ＃４に含まれるデー
タであって、添え字を付している他のデータについても同様である。
【０１７１】
　ピクチャヘッダＰＨには、対象ピクチャの復号方法を決定するために動画像復号装置３
が参照する符号化パラメータ群が含まれている。例えば、動画像符号化装置４が符号化の
際に用いた可変長符号化のモードを示す符号化モード情報（entropy_coding_mode_flag）
は、ピクチャヘッダＰＨに含まれる符号化パラメータの一例である。
【０１７２】
　entorpy_coding_mode_flagが０の場合、当該ピクチャＰＩＣＴは、ＣＡＶＬＣ（Contex
t-based Adaptive Variable Length Coding）によって符号化されている。また、entorpy
_coding_mode_flagが１である場合、当該ピクチャＰＩＣＴは、ＣＡＢＡＣ（Context-bas
ed Adaptive Binary Arithmetic Coding）によって符号化されている。
【０１７３】
　なお、ピクチャヘッダＰＨは、ピクチャ・パラメータ・セット（ＰＰＳ：Picture Para
meter Set）とも称される。
【０１７４】
　図１６は、ピクチャ・パラメータ・セットに含まれているシンタックスを示す図である
。図１６に示すように、ピクチャ・パラメータ・セットには、シンタックスlog2_min_del
ta_qualt_coding_unit_size_minus4が含まれている。本実施形態に係る動画像復号装置は
、このシンタックスを参照することによって、サイズ情報としてMinDeltaQuantCodingUni
tSizeを生成する。
【０１７５】
　なお、図１６に示したDescriptor（記述子）u(1)は、これらの記述子に関連付けられた
シンタックスが１ビットで固定長符号化されることを示しており、u(2)は、この記述子に
関連付けられたシンタックスが２ビットで固定長符号化されることを示しており、ue(v)
は、この記述子に関連付けられたシンタックスが可変長符号化されることを示している（
以下のシンタックステーブルにおいても同様）。
【０１７６】
　　（スライスレイヤ）
　スライスレイヤでは、処理対象のスライスＳ（対象スライスとも称する）を復号するた
めに動画像復号装置３が参照するデータの集合が規定されている。スライスＳは、図１３
の（ｂ）に示すように、スライスヘッダＳＨ、及び、ツリーブロックＴＢＬＫ1～ＴＢＬ
ＫNC（ＮＣはスライスＳに含まれるツリーブロックの総数）のシーケンスを含んでいる。
【０１７７】
　スライスヘッダＳＨには、対象スライスの復号方法を決定するために動画像復号装置１
が参照する符号化パラメータ群が含まれる。スライスタイプを指定するスライスタイプ指
定情報（slice_type）は、スライスヘッダＳＨに含まれる符号化パラメータの一例である
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。
【０１７８】
　スライスタイプ指定情報により指定可能なスライスタイプとしては、（１）符号化の際
にイントラ予測のみを用いるＩスライス、（２）符号化の際に単方向予測、又は、イント
ラ予測を用いるＰスライス、（３）符号化の際に単方向予測、双方向予測、又は、イント
ラ予測を用いるＢスライスなどが挙げられる。
【０１７９】
　また、スライスヘッダＳＨには、動画像復号装置１の備えるループフィルタ（不図示）
によって参照されるフィルタパラメータが含まれていてもよい。
【０１８０】
　　（ツリーブロックレイヤ）
　ツリーブロックレイヤでは、処理対象のツリーブロックＴＢＬＫ（以下、対象ツリーブ
ロックとも称する）を復号するために動画像復号装置３が参照するデータの集合が規定さ
れている。
【０１８１】
　ツリーブロックＴＢＬＫは、ツリーブロックヘッダＴＢＬＫＨと、符号化単位情報ＣＵ

１～ＣＵＮＬ（ＮＬはツリーブロックＴＢＬＫに含まれる符号化単位情報の総数）とを含
む。ここで、まず、ツリーブロックＴＢＬＫと、符号化単位情報ＣＵとの関係について説
明すると次のとおりである。
【０１８２】
　ツリーブロックＴＢＬＫは、イントラ予測またはインター予測、および、変換の各処理
ためのブロックサイズを特定するためのパーティションに分割される。
【０１８３】
　ツリーブロックＴＢＬＫの上記パーティションは、再帰的な４分木分割により分割され
ている。この再帰的な４分木分割により得られる木構造のことを以下、符号化ツリー（co
ding tree）と称する。
【０１８４】
　以下、符号化ツリーの末端のノードであるリーフ（leaf）に対応するパーティションを
、符号化ノード（coding node）として参照する。また、符号化ノードは、符号化処理の
基本的な単位となるため、以下、符号化ノードのことを、符号化単位（ＣＵ）とも称する
。
【０１８５】
　つまり、符号化単位情報（以下、ＣＵ情報と称する）ＣＵ１～ＣＵＮＬは、ツリーブロ
ックＴＢＬＫを再帰的に４分木分割して得られる各符号化ノード（符号化単位）に対応す
る情報である。
【０１８６】
　また、符号化ツリーのルート（root）は、ツリーブロックＴＢＬＫに対応付けられる。
換言すれば、ツリーブロックＴＢＬＫは、複数の符号化ノードを再帰的に含む４分木分割
の木構造の最上位ノードに対応付けられる。
【０１８７】
　なお、各符号化ノードのサイズは、当該符号化ノードが直接に属する符号化ノード（す
なわち、当該符号化ノードの１階層上位のノードのパーティション）のサイズの縦横とも
半分である。
【０１８８】
　また、各符号化ノードのとり得るサイズは、符号化データ＃４のシーケンスパラメータ
セットＳＰＳに含まれる、符号化ノードのサイズ指定情報および最大階層深度（maximum 
hierarchical depth）に依存する。例えば、ツリーブロックＴＢＬＫのサイズが６４×６
４画素であって、最大階層深度が３である場合には、当該ツリーブロックＴＢＬＫ以下の
階層における符号化ノードは、３種類のサイズ、すなわち、６４×６４画素、３２×３２
画素、および１６×１６画素の何れかをとり得る。



(28) JP 5670444 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

【０１８９】
　　（ツリーブロックヘッダ）
　ツリーブロックヘッダＴＢＬＫＨには、対象ツリーブロックの復号方法を決定するため
に動画像復号装置３が参照する符号化パラメータが含まれる。具体的には、図１３の（ｃ
）に示すように、対象ツリーブロックの各ＣＵへの分割パターンを指定するツリーブロッ
ク分割情報ＳＰ＿ＴＢＬＫ、および、量子化ステップの大きさを指定する量子化パラメー
タ差分Δqp（qp_delta）が含まれる。
【０１９０】
　ツリーブロック分割情報ＳＰ＿ＴＢＬＫは、ツリーブロックを分割するための符号化ツ
リーを表す情報であり、具体的には、対象ツリーブロックに含まれる各ＣＵの形状、サイ
ズ、および、対象ツリーブロック内での位置を指定する情報である。
【０１９１】
　なお、ツリーブロック分割情報ＳＰ＿ＴＢＬＫは、ＣＵの形状やサイズを明示的に含ん
でいなくてもよい。例えばツリーブロック分割情報ＳＰ＿ＴＢＬＫは、対象ツリーブロッ
ク全体またはツリーブロックの部分領域を四分割するか否かを示すフラグ(split_coding_
unit_flag)の集合であってもよい。その場合、ツリーブロックの形状やサイズを併用する
ことで各ＣＵの形状やサイズを特定できる。
【０１９２】
　また、量子化パラメータ差分Δｑｐは、対象ツリーブロックにおける量子化パラメータ
ｑｐと、当該対象ツリーブロックの直前に符号化されたツリーブロックにおける量子化パ
ラメータｑｐ’との差分ｑｐ－ｑｐ’である。
【０１９３】
　　（ＣＵレイヤ）
　ＣＵレイヤでは、処理対象のＣＵ（以下、対象ＣＵとも称する）を復号するために動画
像復号装置３が参照するデータの集合が規定されている。
【０１９４】
　ここで、ＣＵ情報ＣＵに含まれるデータの具体的な内容の説明をする前に、ＣＵに含ま
れるデータの木構造について説明する。符号化ノードは、予測ツリー（prediction tree
；ＰＴ）および変換ツリー（transform tree；ＴＴ）のルートのノードとなる。予測ツリ
ーおよび変換ツリーについて説明すると次のとおりである。
【０１９５】
　予測ツリーにおいては、符号化ノードが１または複数の予測ブロックに分割され、各予
測ブロックの位置とサイズとが規定される。別の表現でいえば、予測ブロックは、符号化
ノードを構成する１または複数の重複しない領域である。また、予測ツリーは、上述の分
割により得られた１または複数の予測ブロックを含む。
【０１９６】
　予測処理は、この予測ブロックごとに行われる。以下、予測の単位である予測ブロック
のことを、予測単位（prediction unit；ＰＵ）とも称する。
【０１９７】
　予測ツリーにおける分割の種類は、大まかにいえば、イントラ予測の場合と、インター
予測の場合との２つがある。
【０１９８】
　イントラ予測の場合、分割方法は、２Ｎ×２Ｎ（符号化ノードと同一サイズ）と、Ｎ×
Ｎとがある。
【０１９９】
　また、インター予測の場合、分割方法は、２Ｎ×２Ｎ（符号化ノードと同一サイズ）、
２Ｎ×Ｎ、Ｎ×２Ｎ、および、Ｎ×Ｎなどがある。
【０２００】
　また、変換ツリーにおいては、符号化ノードが１または複数の変換ブロックに分割され
、各変換ブロックの位置とサイズとが規定される。別の表現でいえば、変換ブロックは、
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符号化ノードを構成する１または複数の重複しない領域のことである。また、変換ツリー
は、上述の分割より得られた１または複数の変換ブロックを含む。
【０２０１】
　変換ツリーにおける分割には、符号化ノードと同一のサイズの領域を変換ブロックとし
て割り付けるものと、上述したツリーブロックの分割と同様、再帰的な４分木分割による
ものがある。
【０２０２】
　変換処理は、この変換ブロックごとに行われる。以下、変換の単位である変換ブロック
のことを、変換単位（transform unit；ＴＵ）とも称する。
【０２０３】
　　（ＣＵ情報のデータ構造）
　続いて、図１３の（ｄ）を参照しながらＣＵ情報に含まれるデータの具体的な内容につ
いて説明する。図１３の（ｄ）に示すように、ＣＵ情報は、具体的には、スキップフラグ
ＳＫＩＰ、ＰＴ情報ＰＴＩ、および、ＴＴ情報ＴＴＩを含む。
【０２０４】
　スキップフラグＳＫＩＰは、対象のＰＵについて、スキップモードが適用されているか
否かを示すフラグであり、スキップフラグＳＫＩＰの値が１の場合、すなわち、対象ＣＵ
にスキップモードが適用されている場合、そのＣＵ情報におけるＰＴ情報ＰＴＩ、および
、ＴＴ情報ＴＴＩは省略される。なお、スキップフラグＳＫＩＰは、Ｉスライスでは省略
される。
【０２０５】
　ＰＴ情報ＰＴＩは、ＣＵに含まれるＰＴに関する情報である。言い換えれば、ＰＴ情報
ＰＴＩは、ＰＴに含まれる１または複数のＰＵそれぞれに関する情報の集合であり、動画
像復号装置３により予測画像を生成する際に参照される。ＰＴ情報ＰＴＩは、図１３の（
ｄ）に示すように、予測タイプ情報ＰＴｙｐｅ、および、予測情報ＰＩｎｆｏを含んでい
る。
【０２０６】
　予測タイプ情報ＰＴｙｐｅは、対象ＰＵについての予測画像生成方法として、イントラ
予測を用いるのか、または、インター予測を用いるのかを指定する情報である。
【０２０７】
　予測情報ＰＩｎｆｏは、予測タイプ情報ＰＴｙｐｅが何れの予測方法を指定するのかに
応じて、イントラ予測情報、または、インター予測情報より構成される。以下では、イン
トラ予測が適用されるＰＵをイントラＰＵとも呼称し、インター予測が適用されるＰＵを
インターＰＵとも呼称する。
【０２０８】
　また、予測情報ＰＩｎｆｏは、対象ＰＵの形状、サイズ、および、位置を指定する情報
が含まれる。上述のとおり予測画像の生成は、ＰＵを単位として行われる。予測情報ＰＩ
ｎｆｏの詳細については後述する。
【０２０９】
　ＴＴ情報ＴＴＩは、ＣＵに含まれるＴＴに関する情報である。言い換えれば、ＴＴ情報
ＴＴＩは、ＴＴに含まれる１または複数のＴＵそれぞれに関する情報の集合であり、動画
像復号装置１により残差データを復号する際に参照される。なお、以下、ＴＵのことをブ
ロックと称することもある。
【０２１０】
　ＴＴ情報ＴＴＩは、図１３の（ｄ）に示すように、対象ＣＵの各変換ブロックへの分割
パターンを指定するＴＴ分割情報ＳＰ＿ＴＴ、および、量子化予測残差ＱＤ1～ＱＤNT（
ＮＴは、対象ＣＵに含まれるブロックの総数）を含んでいる。
【０２１１】
　ＴＴ分割情報ＳＰ＿ＴＴは、具体的には、対象ＣＵに含まれる各ＴＵの形状、サイズ、
および、対象ＣＵ内での位置を決定するための情報である。例えば、ＴＴ分割情報ＳＰ＿
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ＴＴは、対象となるノードの分割を行うのか否かを示す情報（split_transform_unit_fla
g）と、その分割の深度を示す情報（trafoDepth）とから実現することができる。
【０２１２】
　また、例えば、ＣＵのサイズが、６４×６４の場合、分割により得られる各ＴＵは、３
２×３２画素から２×２画素までのサイズをとり得る。
【０２１３】
　各量子化予測残差ＱＤは、動画像符号化装置４が以下の処理１～３を、処理対象のブロ
ックである対象ブロックに施すことによって生成した符号化データである。
【０２１４】
　処理１：符号化対象画像から予測画像を減算した予測残差をＤＣＴ変換（Discrete Cos
ine Transform）する；
　処理２：処理１にて得られた変換係数を量子化する；
　処理３：処理２にて量子化された変換係数を可変長符号化する；
　なお、上述した量子化パラメータｑｐは、動画像符号化装置２が変換係数を量子化する
際に用いた量子化ステップＱＰの大きさを表す（ＱＰ＝２qp/6）。
【０２１５】
　　（予測情報ＰＩｎｆｏ）
　上述のとおり、予測情報ＰＩｎｆｏには、インター予測情報およびイントラ予測情報の
２種類がある。
【０２１６】
　インター予測情報には、動画像復号装置３が、インター予測によってインター予測画像
を生成する際に参照される符号化パラメータが含まれる。より具体的には、インター予測
情報には、対象ＣＵの各インターＰＵへの分割パターンを指定するインターＰＵ分割情報
、および、各インターＰＵについてのインター予測パラメータが含まれる。
【０２１７】
　インター予測パラメータには、参照画像インデックスと、推定動きベクトルインデック
スと、動きベクトル残差とが含まれる。
【０２１８】
　一方、イントラ予測情報には、動画像復号装置３が、イントラ予測によってイントラ予
測画像を生成する際に参照される符号化パラメータが含まれる。より具体的には、イント
ラ予測情報には、対象ＣＵの各イントラＰＵへの分割パターンを指定するイントラＰＵ分
割情報、および、各イントラＰＵについてのイントラ予測パラメータが含まれる。イント
ラ予測パラメータは、各イントラＰＵについてのイントラ予測方法（予測モード）を指定
するためのパラメータである。
【０２１９】
　以下、実施形態２以降では、特に断りがない限り、「ＴＵ」を変換ツリーの最下位階層
にある変換ブロックの意味で用いている。さらに、「ＬＣＵ」を符号化ツリーの最上位階
層にあるＣＵの意味で用いている。
【０２２０】
　（動画像復号装置）
　本実施形態に係る動画像復号装置は、次に説明する動画像符号化装置４から供給される
符号化データ＃４を復号して復号画像＃３を生成する装置である。
【０２２１】
　以下では、本実施形態に係る動画像復号装置について図面を参照しながら詳細に説明す
る。
【０２２２】
　最初に、本実施形態に係る動画像復号装置の構成について図１４を参照しながら説明す
る。図１４は、動画像復号装置３の構成を示すブロック図である。図１４に示すように、
動画像復号装置３は、可変長符号逆多重化部３１、サイド情報復号部３２、ＣＵ設定部３
３、ＣＵ復号部３４、および、フレームメモリ１５を備えている。
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【０２２３】
　動画像復号装置３に入力された符号化データ＃４は可変長符号逆多重化部３１へ入力さ
れる。可変長符号逆多重化部３１は、入力された符号化データ＃４を逆多重化することに
よって、符号化データ＃４を、サイド情報に関する符号化データであるサイド情報符号化
データ＃３１ａと、ピクチャに関する符号化データである符号化データ＃３１ｂとに分離
し、サイド情報符号化データ＃３１ａをサイド情報復号部３２に、符号化データ＃３１ｂ
をＣＵ設定部３３にそれぞれ出力する。
【０２２４】
　サイド情報復号部３２では、サイド情報符号化データ＃３１ａを復号してサイド情報＃
３２を生成し、サイド情報＃３２をＣＵ設定部３３に出力する。
【０２２５】
　サイド情報復号部３２では、サイド情報符号化データ＃３１ａを復号する処理において
、ＱＰ符号化単位領域のサイズを示すサイズ情報の符号化データを復号することにより、
サイド情報＃３２の一部として上記サイズ情報を生成する。具体的には、サイド情報復号
部３２は、サイド情報符号化データ＃３１ａに含まれているlog2_min_delta_qualt_codin
g_unit_size_minus4に対して以下の式１の演算を行い、上記サイズ情報としてMinDeltaQu
antCodingUnitSizeを生成する。式１において「＜＜」は、左ビットシフト演算を示して
いる。
【０２２６】
【数１】

【０２２７】
　また、サイド情報復号部３２では、サイド情報符号化データ＃３１ａを復号する処理に
おいて、各ＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分値の符号化データを復号することにより、サイ
ド情報＃３２の一部として上記ＱＰ差分値を生成する。
【０２２８】
　サイド情報復号部３２は、より具体的には、符号化データ＃４に含まれるcoding_unit
シンタックス（図１８参照）を参照して各ＣＵに対して順次以下の処理を行う。すなわち
、サイド情報復号部３２は、スキップフラグ（skip_flag）を参照するＣＵの左上座標の
ｘ成分およびｙ成分が共にＱＰ符号化単位領域のサイズ（MinDeltaQuantCodingUnitSize
）の整数倍に一致する場合に、復号可能状態を示すフラグ(deltaQuantAvail)の値を復号
可能状態を示す”true”に設定する。そして、サイド情報復号部３２は、deltaQuantAvai
lが復号可能状態において、スキップブロック以外のＣＵを復号する時点で、ＱＰ差分値
を復号する。すなわち、deltaQuantAvailの値が”true”である状態で値が「０」のスキ
ップフラグを参照すると、coding_unitシンタックスに含まれるcu_qp_deltaを復号し、該
スキップフラグを参照したＣＵのＱＰ差分値を、復号されたcu_qp_deltaの値に設定する
。続いて、サイド情報復号部３２は、deltaQuantAvailの値を”false”に設定する。
【０２２９】
　サイド情報復号部３２は、deltaQuantAvailの値が”false”である状態のときに、値が
「０」のスキップフラグを参照すると、ＱＰ差分値に０を設定する。すなわち、該スキッ
プフラグを参照したＣＵの直前に復号したＣＵにおけるqpの値を、該スキップフラグを参
照したＣＵについてのqpとして用いる。
【０２３０】
　あるいは、隣接するブロックと同じ予測パラメータを用いるＣＵであるマージブロック
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を考慮して以下のようにcu_qp_deltaを復号しても良い。サイド情報復号部３２は、各Ｑ
Ｐ符号化単位領域について、該ＱＰ符号化単位領域全体を構成する１以上の各ＣＵについ
て、ラスタスキャン順に該ＣＵのスキップフラグと該ＣＵのマージフラグとを参照するよ
うにしてもよい。この場合、サイド情報復号部３２は、各ＱＰ符号化単位領域について、
値が「０」であるスキップフラグと値が「０」であるマージフラグとが該ＱＰ符号化単位
領域において初めて参照されるＣＵのＱＰ差分値をcu_qp_deltaから復号する。
【０２３１】
　具体的には、サイド情報復号部３２は、符号化データ＃４に含まれるcoding_unitシン
タックス（図１９参照）を参照して各ＣＵに対して順次以下の処理を行ってもよい。すな
わち、サイド情報復号部３２は、スキップフラグ（skip_flag）を参照するＣＵの左上座
標のｘ成分およびｙ成分が共にＱＰ符号化単位領域のサイズ（MinDeltaQuantCodingUnitS
ize）の整数倍に一致する場合に、復号可能状態を示すフラグ(deltaQuantAvail)の値を”
true”に設定する。その後、サイド情報復号部３２は、スキップブロックでも、マージブ
ロックでもないＣＵを復号する時点において、cu_qp_deltaを復号する。すなわち、delta
QuantAvailの値が”true”である状態で値が「０」のスキップフラグと値が「０」のマー
ジフラグとを同時に参照すると、coding_unitシンタックスに含まれるcu_qp_deltaを復号
し、該スキップフラグを参照したＣＵのＱＰ差分値を、復号されたcu_qp_deltaの値に設
定する。続いて、サイド情報復号部３２は、deltaQuantAvailの値を”false”に設定する
。
【０２３２】
　サイド情報復号部３２は、deltaQuantAvailの値が”false”である状態のときに、スキ
ップブロックもしくはマージブロックのＣＵを復号する時点においては、ＱＰ差分値の符
号化は行わない。すなわち、deltaQuantAvailの値が”false”である状態のときに、値が
「１」のスキップフラグを参照すると、あるいは、値が「０」のスキップフラグと値が「
１」のマージフラグとを同時に参照すると、ＱＰ差分値に０を設定する。この場合、該ス
キップフラグを参照したＣＵの直前に復号したＣＵのqpの値を、該スキップフラグを参照
したＣＵについてのqpとして用いる。
【０２３３】
　以上のようなサイド情報復号部３２の処理によって、各ＱＰ符号化単位領域についてqp
がユニークに定まることになる。また、各ＱＰ符号化単位領域についてユニークに定まっ
たqpは、該ＱＰ符号化単位領域に含まれる各ＣＵに対して共通に用いられる。
【０２３４】
　ＣＵ設定部３３では、入力されたサイド情報＃３２に基づいて、符号化データ＃３１ｂ
を複数のスライスに分割し、各スライスを複数のＱＰ符号化単位領域に分割し、各ＱＰ符
号化単位領域を個々のＣＵに対応する符号化データ＃３３ｂに分離し、ＣＵ復号部３４に
対して順次出力する。また、ＣＵ設定部３３は、各ＱＰ符号化単位領域について、該ＱＰ
符号化単位領域の個々のＣＵに対応する符号化データ＃３３ｂに加えて、サイド情報＃３
２に含まれている該ＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分値＃３３ａをＣＵ復号部３４に対して
出力する。
【０２３５】
　ＣＵ復号部３４は、入力された個々のＣＵ（逆量子化単位領域）に対応する符号化デー
タ＃３３ｂを順次復号および逆量子化することにより、個々のＣＵに対応する復号画像＃
３４を生成し、出力する。また、復号画像＃３４は、フレームメモリ１５に対しても出力
される。
【０２３６】
　具体的には、ＣＵ復号部３４は、ＣＵに対応する符号化データ＃３３ｂを復号および逆
量子化する際には、該ＣＵが属するＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分値＃３３ａからＱＰ値
を求めて逆量子化処理を行う。
【０２３７】
　符号化データ＃３１ｂを構成する全てのＣＵに対して、ＣＵ復号部３４によるＣＵ単位
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の復号画像生成処理が終わった時点で、動画像復号装置３に入力された符号化データに対
応する復号画像＃３の生成処理が完了する。
【０２３８】
　以上のように、動画像復号装置は、ＣＵごとにＱＰ差分値の符号化データを復号するの
ではなく、１以上のＣＵからなるＱＰ符号化単位領域ごとにＱＰ差分値の符号化データを
復号するので、従来よりも少ない符号量の符号化データからで復号画像を生成することが
できる。
【０２３９】
　また、残差データを含まないＣＵであるスキップブロックではqpを必要としない。この
ことを考慮してスキップフラグが「１」である場合にはＱＰ差分値を復号せず、スキップ
フラグが「０」である場合のみＱＰ差分値を復号することにより、符号化データにおける
ＱＰ差分値の符号量を低減することができる。
【０２４０】
　また、スキップブロックと同様、一部の符号化データを省略することによって符号化デ
ータの符号量を低減するマージブロックでもＱＰ差分値を復号しないことにより、符号化
データにおけるＱＰ差分値の符号量を低減することができる。
【０２４１】
　（動画像符号化装置）
　本実施形態に係る動画像符号化装置は、入力画像を構成する各ＬＣＵを、ＪＣＴＶＴ－
４０３に記載されているcoding_treeシンタックスを用いて複数のＣＵ（Coding Unit：量
子化単位領域）に分割する処理を行う。coding_treeシンタックスを見るとわかるように
、上記分割処理は、具体的には、第ｉ階層のＣＵのsplit_coding_unit_flagがtrueである
ときに該ＣＵを４分の１のサイズを持つ第ｉ＋１階層の４つのＣＵに分割する処理を、再
帰的に行う処理である。したがって、上記複数のＣＵのサイズは、一般的に同一ではない
。
【０２４２】
　また、動画像符号化装置は、１つ以上のＣＵから構成されるＱＰ符号化単位領域（単位
領域）ごとに、該ＱＰ符号化単位領域に属するたかだか１つのＣＵに関するＱＰ差分値を
符号化するように構成されている。また、動画像符号化装置は、ＱＰ符号化単位領域のサ
イズを示すサイズ情報を符号化するように構成されている。
【０２４３】
　すなわち、本実施形態に係る動画像符号化装置は、実施形態１の動画像符号化装置のよ
うに量子化単位領域ごとにＱＰ差分値を符号化するのではなく、１以上の量子化単位領域
からなるＱＰ符号化単位領域ごとにＱＰ差分値を符号化することによって、ＱＰ差分値の
符号量を削減できるようになっている。
【０２４４】
　このようにして生成された、各ＱＰ符号化単位領域の符号化済みのＱＰ差分値と符号化
済みのサイズ情報とは、後述する動画像復号装置に伝送される。そして、動画像復号装置
は、１つのＱＰ符号化単位領域を構成する各量子化単位領域で共通のＱＰ差分値を使用し
て逆量子化を行うようになっている。
【０２４５】
　なお、上記のＱＰ符号化単位領域の構成要素となる領域（第３単位領域）は、ＣＵでは
なくＴＵであっても構わない。
【０２４６】
　以下では、本実施形態に係る動画像符号化装置について図面を参照しながら詳細に説明
する。
【０２４７】
　最初に、本実施形態に係る動画像符号化装置４の構成について図１５を参照しながら説
明する。図１５は、動画像符号化装置４の構成を示すブロック図である。図１５に示すよ
うに、動画像符号化装置４は、サイド情報決定部４１、サイド情報符号化部４２、ＣＵ設
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定部４３、ＣＵ符号化部４４、可変長符号多重化部２５、ＣＵ復号部４６、および、フレ
ームメモリ２７を備えている。
【０２４８】
　サイド情報決定部４１は、入力画像＃１００に基づいて、サイド情報を決定し、決定し
たサイド情報をサイド情報＃４１として出力する。サイド情報＃４１（後述するサイド情
報＃６１、＃８１等も同様）は、入力画像＃１００に関するパラメータの集合であるピク
チャ・パラメータ・セット、入力画像＃１００に含まれるスライス毎のヘッダ情報である
スライスヘッダ、スライスに含まれるＣＵ毎のパラメータの集合であるＣＵ情報、ＣＵに
含まれるＴＵ毎のパラメータの集合であるＴＵ情報等から構成される。
【０２４９】
　具体的には、サイド情報決定部４１は、スライス（またはピクチャ）ごとに所定のアル
ゴリズムに基づいてＱＰ符号化単位領域の（縦および横の）サイズを決定し、ＱＰ符号化
単位領域のサイズを示すサイズ情報をサイド情報＃４１のスライスヘッダ（ピクチャ・パ
ラメータ・セット）に格納する。
【０２５０】
　さらに、サイド情報決定部４１は、ピクチャ・パラメータ・セット（またはスライスヘ
ッダ）内のＱＰ符号化単位領域のサイズ情報に基づいて、入力画像＃１００（または各ス
ライス）を構成するＱＰ符号化単位領域を規定し、ＱＰ符号化単位領域ごとにたかだか１
つのＣＵに関するＱＰ差分値（以下、単に、「ＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分値」とも称
する）を、該ＣＵのＣＵ情報の一部としてサイド情報＃４１に格納する。
【０２５１】
　サイド情報符号化部４２は、サイド情報＃４１を符号化し、サイド情報符号化データ＃
４２を出力する。サイド情報符号化データ＃４２は、可変長符号多重化部２５に供給され
る。サイド情報符号化部４２は、サイド情報＃４１を符号化する処理において、各ＱＰ符
号化単位領域のＱＰ差分値と、上記サイズ情報とを符号化する。
【０２５２】
　サイド情報符号化部４２は、具体的には、ＱＰ符号化単位領域のサイズに２を底とする
ような対数関数を適用するとともに得られた対数関数値から４を減算することにより、サ
イズ情報の符号化データを生成する。なお、ピクチャ・パラメータ・セットにサイズ情報
が含まれている場合には、ピクチャ・パラメータ・セットの符号化データは、例えば、図
１６に示すようなデータとなる（図１６において、log2_min_delta_qualt_coding_unit_s
ize_minus4がサイズ情報の符号化データを表している）。
【０２５３】
　ＣＵ設定部４３は、サイド情報＃４１に基づいて、入力画像＃１００を複数のスライス
に分割し、さらに、各スライスを複数のＣＵに分割し、各ＣＵに関するＣＵ画像＃４３を
出力する。なお、前述したように、一般的には各ＣＵ画像のサイズは同一ではない。
【０２５４】
　また、ＣＵ設定部４３は、１つのＱＰ符号化単位領域を構成する複数のＣＵのＣＵ画像
＃４３ｂとともに、サイド情報＃４１に格納されている該ＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分
値＃４３ａを出力する。
【０２５５】
　ＣＵ符号化部４４は、順次入力されるＣＵ画像＃４３ｂについて、予測画像生成部（図
示せず）から送信される予測画像との予測残差をＤＣＴ変換するとともに、該ＣＵ画像＃
４３ｂが属するＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分値＃４３ａから定まるＱＰ値に応じた量子
化レベルで、予測残差の各ＤＣＴ係数を量子化する。そして、ＣＵ符号化部４４は、量子
化により得られたデータに可変長符号化処理を施すことによりＣＵ符号化データ＃４４を
生成して可変長符号多重化部２５に供給する。
【０２５６】
　ＣＵ復号部４６は、入力された個々のＣＵ画像＃４３ｂに対応するＣＵ符号化データ＃
４４を順次復号することにより、個々のＣＵに対応する復号画像＃４６を生成し、出力す
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る。復号画像＃４６は、フレームメモリ２７に供給される。
【０２５７】
　なお、可変長符号多重化部２５およびフレームメモリ２７については実施形態１におい
て説明したので、ここでは説明を省略する。
【０２５８】
　以上、動画像符号化装置４の構成について説明したが、以下では、ＱＰ符号化単位領域
ごとにたかだか１つのＱＰ差分値を符号化するためにサイド情報決定部４１およびサイド
情報符号化部４２が行う具体的な処理について図１７を参照しながら説明する。
【０２５９】
　図１７は、サイド情報決定部４１が規定するＱＰ符号化単位領域の一部（４つのＱＰ符
号化単位領域）を模式的に示した図である。図１７において太線で囲まれた４つの正方形
領域の各々がＱＰ符号化単位領域であり、細線で囲まれた計１２個の領域はＣＵを示して
いる。また、図１７において斜線で描かれたＣＵは、ＱＰ差分値が符号化されるＣＵを示
しており、点状模様で描かれたＣＵは、スキップブロックであることを示している。
【０２６０】
　サイド情報決定部４１は、規定した各ＱＰ符号化単位領域について、該ＱＰ符号化単位
領域全体を構成する１以上の各ＣＵについて、規定の順序で（本実施形態ではラスタスキ
ャン順に）該ＣＵのスキップフラグを参照する。サイド情報決定部４１は、各ＱＰ符号化
単位領域について、値が「０」であるスキップフラグが該ＱＰ符号化単位領域において初
めて参照されるＣＵのＱＰ値を算出し、直前に参照したＱＰ値（またはデフォルトＱＰ値
）とのＱＰ差分値をサイド情報＃４１の一部としてサイド情報符号化部４２に出力する。
【０２６１】
　例えば、図１７の右上の符号化単位領域では、サイド情報決定部４１は、ラスタスキャ
ン順で最初に位置するＣＵがスキップブロック(スキップフラグの値が「１」であるＣＵ)
であるので、ラスタスキャン順で２番目に位置する斜線が描かれたＣＵのＱＰ値を算出し
、デフォルトＱＰ値とのＱＰ差分値をサイド情報符号化部４２に出力することになる。
【０２６２】
　サイド情報符号化部４２は、ＱＰ符号化単位領域ごとに、サイド情報＃４１に格納され
ている該ＱＰ符号化単位領域内のたかだか１つのＣＵのＱＰ差分値を符号化する。
【０２６３】
　具体的には、サイド情報決定部４１およびサイド情報符号化部４２は、図１８に示すco
ding_unitシンタックスを用いて各ＣＵに対して順次以下の処理を行う。すなわち、サイ
ド情報決定部４１は、スキップフラグ（skip_flag）を参照するＣＵの左上座標のｘ成分
およびｙ成分が共にＱＰ符号化単位領域のサイズ（MinDeltaQuantCodingUnitSize）の整
数倍に一致する場合に、符号化可能状態を示すフラグ(deltaQuantAvail)の値を”true”
に設定する。そして、サイド情報決定部４１は、deltaQuantAvailの値が”true”である
状態で値が「０」のスキップフラグを参照すると、スキップフラグを参照したＣＵのＱＰ
差分値をサイド情報＃４１の一部としてサイド情報符号化部４２に供給する。サイド情報
符号化部４２は、ＱＰ差分値の符号化処理を実行してdeltaQuantAvailの値を”false”に
設定する。
【０２６４】
　あるいは、サイド情報決定部４１は、規定した各ＱＰ符号化単位領域について、該ＱＰ
符号化単位領域全体を構成する１以上の各ＣＵについて、ラスタスキャン順に該ＣＵのス
キップフラグと該ＣＵのマージフラグとを参照するようにしてもよい。この場合、サイド
情報決定部４１は、各ＱＰ符号化単位領域について、値が「０」であるスキップフラグと
値が「０」であるマージフラグとが該ＱＰ符号化単位領域において初めて参照されるＣＵ
のＱＰ値を算出し、直前に参照したＣＵのＱＰ値（またはデフォルトＱＰ値）とのＱＰ差
分値を、サイド情報＃４１の一部としてサイド情報符号化部４２に供給する。
【０２６５】
　具体的には、サイド情報決定部４１およびサイド情報符号化部４２は、図１９に示すco
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ding_unitシンタックスを用いて各ＣＵに対して順次以下の処理を行ってもよい。すなわ
ち、サイド情報決定部４１は、スキップフラグ（skip_flag）を参照するＣＵの左上座標
のｘ成分およびｙ成分が共にＱＰ符号化単位領域のサイズ（MinDeltaQuantCodingUnitSiz
e）の整数倍に一致する場合に、符号化可能状態を示すフラグ(deltaQuantAvail)の値を”
true”に設定する。その後、サイド情報決定部４１は、deltaQuantAvailの値が”true”
である状態で値が「０」のスキップフラグと値が「０」のマージフラグとを同時に参照す
ると、スキップフラグを参照したＣＵのＱＰ差分値をサイド情報＃４１の一部としてサイ
ド情報符号化部４２に供給する。サイド情報符号化部４２は、ＱＰ差分値の符号化処理を
実行してdeltaQuantAvailの値を”false”に設定する。
【０２６６】
　以上のようなサイド情報決定部４１およびサイド情報符号化部４２の処理によって可変
長符号多重化部２５は、サイド情報符号化部４２から、各ＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分
値とピクチャ・パラメータ・セット（各スライス）ごとに定まるＱＰ符号化単位領域のサ
イズ情報との符号化データを含むサイド情報符号化データ＃４２を受け取ることになる。
また、可変長符号多重化部２５は、ＣＵ符号化部４４から受け取るＣＵ符号化データ＃４
４とサイド情報符号化データ＃４２とを多重化することによって符号化データ＃４を生成
し、出力する。
【０２６７】
　なお、サイド情報決定部４１は、スライスヘッダおよびピクチャ・パラメータ・セット
に代えて、シーケンス・パラメータ・セットにＱＰ符号化単位領域のサイズ情報を格納し
てもよい。
【０２６８】
　（付記事項）
　動画像符号化装置４のサイド情報符号化部４２は、ＱＰ符号化単位領域のサイズに２を
底とするような対数関数を適用するとともに得られた対数関数値から４を減算した値を算
出することにより、サイズ情報の符号化データを生成するものとしたが、本発明はこれに
限られない。
【０２６９】
　すなわち、サイド情報符号化部４２は、ＬＣＵサイズとの相対的なサイズとしてＱＰ符
号化単位領域のサイズを符号化しても構わない。例えば、ＱＰ符号化単位領域のサイズが
ＬＣＵサイズ(max_coding_unit_width)の２n分の１である場合にｎをサイズ情報の符号化
データとして生成してもよい。
【０２７０】
　この場合、動画像復号装置３のサイド情報復号部３２は、サイド情報符号化データ＃３
１ａに含まれているlog2_min_delta_qualt_coding_unit_size_to_lcuに対して以下の式２
の演算を行い、上記サイズ情報としてMinDeltaQuantCodingUnitSizeを生成する。式２に
おいて「＞＞」は、右ビットシフト演算を示している。
【０２７１】
【数２】

【０２７２】
　なお、上記のような、ＬＣＵサイズとの相対的なサイズとして符号化する、ＱＰ符号化
単位領域のサイズの符号化方法は、以下の実施形態にも適応することが可能である。
【０２７３】
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　〔実施形態３〕
　（符号化データ）
　本実施形態に係る符号化データ＃６の構成は、実施形態２において説明した符号化デー
タ＃４の構成と略同様であるが、以下の点において異なる。すなわち、本実施形態に係る
符号化データ＃６には、図２０に示すcoding_unitシンタックスおよび図２１に示すtrans
form_treeシンタックスが含まれている。図２０に示すcoding_unitシンタックスおよび図
２１に示すtransform_treeシンタックスについては、以下の動画像復号装置及び動画像符
号化装置と共に説明を行うことにする。
【０２７４】
　（動画像復号装置）
　本実施形態に係る動画像復号装置は、実施形態２において説明した動画像復号装置３と
略同様の構成である。また、本実施形態に係る動画像復号装置は、基本的に実施形態２に
おいて説明した動画像復号装置３と略同様の動作を行うことにより、符号化データ＃６を
復号して復号画像＃３を生成できる。ただし、各ＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分値は、サ
イド情報＃３２のＱＰ情報の一部ではなく、サイド情報＃３２のＴＵ情報の一部になって
いる。したがって、動画像復号装置３のＣＵ設定部３３は、サイド情報＃３２に含まれて
いる各選択対象ＴＵのＴＵ情報を参照することにより、各ＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分
値を読み出すことになる。
【０２７５】
　この点についてより具体的に説明すれば以下の通りである。
【０２７６】
　本実施形態に係る動画像復号装置の備えるサイド情報復号部３２は、各ＱＰ符号化単位
領域について、該ＱＰ符号化単位領域全体を構成する１以上の各ＣＵについて、ラスタス
キャン順に該ＣＵのスキップフラグと該ＣＵの残差データ存在フラグ（residualDataPres
entFlag）とを参照する。ここで、残差データ存在フラグは、ＣＵが、０でないＤＣＴ係
数を少なくとも１つ以上含むＴＵを少なくとも１つ以上含む場合に、”True”になり、そ
うでない場合に”False”になるフラグである。
【０２７７】
　サイド情報復号部３２は、図２０のcoding unitシンタックスと、図２１のtransform_t
reeシンタックスと、を参照し、各ＣＵに対して順次以下の処理を行う。すなわち、図２
０からわかるように、サイド情報復号部３２は、スキップフラグ（skip_flag）を参照す
るＣＵの左上座標のｘ成分およびｙ成分が共にＱＰ符号化単位領域の縦および横のサイズ
（MinDeltaQuantCodingUnitSize）の整数倍に一致する場合に、復号可能状態を示すフラ
グ(deltaQuantAvail)の値を”true”に設定する。そして、サイド情報復号部３２は、del
taQuantAvailの値が”true”である状態で値が「０」のスキップフラグを参照すると、図
２１のtransform_treeシンタックスにおける、residualDataPresentFlagの値を参照する
。residualDataPresentFlagの値が「０」である場合、すなわち、該ＴＵが残差データを
含まない場合、サイド情報復号部３２は、次のＣＵについてcoding unitシンタックスを
参照する。なお、entropy_coding_mode_flagが０の場合、residualDataPresentFlagは、c
uv_yuv_rootの値が０か否かにより定まる。cuv_yuv_rootが０以外の場合に”true”、cuv
_yuv_rootが０の場合に”false”となる。
entropy_coding_mode_flagが０の場合、residualDataPresentFlagは、no_resisulal_data
_flagの値が０以外であれば”true”、 no_resisulal_data_flagの値が０であれば”fals
e”となる。
【０２７８】
　一方、residualDataPresentFlagの値が「１」である場合、すなわち、該ＴＵが残差デ
ータを含む場合、サイド情報復号部３２は、注目しているＣＵを構成する各ＴＵに対して
図２１のtransform_treeシンタックスを参照する。その結果、サイド情報復号部３２は、
０でないＤＣＴ係数を少なくとも１つ以上含むＴＵであって注目しているＣＵの中で規定
の順序（例えば、ラスタスキャン順とは真逆の順序）において最初に復号するＴＵ（例え
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ば、右下端のＴＵ。以下、「選択対象ＴＵ」とも称する）のcu_qp_deltaを復号し、当該
最初に復号するＴＵについてのＱＰ差分値を、該復号されたcu_qp_deltaの値に設定する
。その後、サイド情報復号部３２は、deltaQuantAvailの値を”false”に設定する。以上
のようなサイド情報復号部３２の処理によって、各ＱＰ符号化単位領域についてqpがユニ
ークに定まることになる。また、各ＱＰ符号化単位領域についてユニークに定まったqpは
、該ＱＰ符号化単位領域に含まれる各ＣＵに対して共通に用いられる。
【０２７９】
　（動画像符号化装置）
　本実施形態に係る動画像符号化装置について図面を参照しながら詳細に説明する。
【０２８０】
　本実施形態に係る動画像符号化装置は、実施形態２の動画像符号化装置４と同様、入力
画像を構成する各ＬＣＵを、coding_treeシンタックスを用いて複数のＣＵ（Coding Unit
：量子化単位領域）に分割する。また、本実施形態に係る動画像符号化装置は、動画像符
号化装置４とは異なり、各ＣＵについて、図２０に示すcoding_unitシンタックスおよび
図２１に示すtransform_treeシンタックスを用いて、該ＣＵを、変換ツリーを構成する複
数の変換単位（ＴＵ）に分割する。
【０２８１】
　また、動画像符号化装置は、１以上の上記ＴＵから構成される所定のアルゴリズムに基
づいて定められたＱＰ符号化単位領域ごとに、該ＱＰ符号化単位領域全体を構成する少な
くとも一部のＴＵについてのみＱＰ差分値を符号化するように構成されている。ただし、
本実施形態に係る動画像符号化装置が、該ＴＵに関するＱＰ差分値を符号化するのは、該
ＴＵの予測残差が０でない（すなわち、０でないＤＣＴ係数が存在する）場合に限られて
いる。ここで、０でないＤＣＴ係数が存在しないことは、該ＴＵの輝度成分の各ＤＣＴ係
数および該ＴＵの色差成分の各ＤＣＴ係数がすべて０であることと等価である。そのため
、本実施形態に係る動画像符号化装置は、実施形態２と異なり、符号化する必要がないＱ
Ｐ差分値を符号化してしまうという冗長な処理を減らすことができる。
【０２８２】
　以下、本実施形態に係る動画像符号化装置６について図２２を参照しながら説明する。
図２２は、動画像符号化装置６の構成を示すブロック図である。図２２に示すように、動
画像符号化装置６は、サイド情報決定部６１、サイド情報符号化部６２、ＣＵ設定部４３
、ＣＵ符号化部４４、可変長符号多重化部２５、ＣＵ復号部４６、および、フレームメモ
リ２７を備えている。
【０２８３】
　ＣＵ設定部４３、ＣＵ符号化部４４、可変長符号多重化部２５、ＣＵ復号部４６、およ
び、フレームメモリ２７については、実施形態１または２において説明したので、以下で
は、サイド情報決定部６１およびサイド情報符号化部６２について説明する。
【０２８４】
　サイド情報決定部６１は、規定した各ＱＰ符号化単位領域について、該ＱＰ符号化単位
領域全体を構成する１以上の各ＣＵについて、ラスタスキャン順に該ＣＵのスキップフラ
グと該ＣＵの残差データ存在フラグ（residualDataPresentFlag）とを参照する。ここで
、残差データ存在フラグは、ＣＵが、０でないＤＣＴ係数を少なくとも１つ以上含むＴＵ
を少なくとも１つ以上含む場合に、”True”になり、そうでない場合に”False”になる
フラグである。サイド情報決定部６１は、各ＱＰ符号化単位領域について、値が「０」で
あるスキップフラグと値が「１」である残差データ存在フラグとが該ＱＰ符号化単位領域
において初めて同時に参照されるＣＵのＱＰ値とデフォルトＱＰ値とのＱＰ差分値＃６３
ａを、サイド情報＃６１の一部としてサイド情報符号化部６２に出力する。
【０２８５】
　サイド情報符号化部６２は、ＱＰ符号化単位領域ごとに、サイド情報決定部６１から受
け取ったＱＰ差分値を符号化して符号化データ＃６２を生成する。
【０２８６】
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　具体的には、サイド情報決定部６１およびサイド情報符号化部６２は、図２０のcoding
 unitシンタックスと、図２１のtransform_treeシンタックスと、を用いて各ＣＵに対し
て順次以下の処理を行う。すなわち、図２０からわかるように、サイド情報決定部６１は
、スキップフラグ（skip_flag）を参照するＣＵの左上座標のｘ成分およびｙ成分が共に
ＱＰ符号化単位領域の縦および横のサイズ（MinDeltaQuantCodingUnitSize）の整数倍に
一致する場合に、符号化可能状態を示すフラグ(deltaQuantAvail)の値を”true”に設定
する。そして、サイド情報決定部６１は、deltaQuantAvailの値が”true”である状態で
値が「０」のスキップフラグを参照すると、図２１のtransform_treeシンタックスを呼び
出して、residualDataPresentFlagの値を参照する。residualDataPresentFlagの値が「０
」である場合、サイド情報決定部６１は、次のＣＵについてcoding unitシンタックスを
呼び出す。
【０２８７】
　一方、サイド情報決定部６１は、residualDataPresentFlagの値が「１」である場合、
サイド情報決定部６１は、注目しているＣＵを構成する各ＴＵに対して図２１のtransfor
m_treeシンタックスを適用する。その結果、サイド情報決定部６１は、０でないＤＣＴ係
数を少なくとも１つ以上含むＴＵであって注目しているＣＵの中で規定の順序（例えば、
ラスタスキャン順とは真逆の順序）において最初に参照するＴＵ（例えば、右下端のＴＵ
。以下、「選択対象ＴＵ」とも称する）のＱＰ差分値を算出し、選択対象ＴＵのＱＰ差分
値をＴＵ情報の一部としてサイド情報符号化部６２に供給する。サイド情報符号化部６２
は、受け取ったＱＰ差分値に対して符号化処理を実行してdeltaQuantAvailの値を”false
”に設定する。
【０２８８】
　以上のようなサイド情報決定部６１およびサイド情報符号化部６２の処理によって可変
長符号多重化部２５は、サイド情報符号化部６２から、各ＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分
値とピクチャ（またはピクチャを構成する各スライス）ごとに定まるＱＰ符号化単位領域
のサイズ情報との符号化データを含むサイド情報符号化データ＃６２を受け取ることにな
る。また、可変長符号多重化部２５は、ＣＵ符号化部４４から受け取るＣＵ符号化データ
＃４４とサイド情報符号化データ＃６２とを多重化することによって符号化データ＃６を
生成し、出力する。
【０２８９】
　（付記事項）
　サイド情報決定部６１およびサイド情報符号化部６２は、図２１のtransform_treeシン
タックスを用いる代わりに、図２３のtransform_treeシンタックスを用いてもよい。
【０２９０】
　すなわち、サイド情報決定部６１は、上記選択対象ＴＵのＱＰ差分値に加え、０でない
ＤＣＴ係数を少なくとも１つ以上含むＴＵであって注目しているＣＵ内の左上端に位置す
るＴＵのＱＰ差分値を、ＴＵ情報の一部としてサイド情報符号化部６２に供給してもよい
。
【０２９１】
　さらに、サイド情報決定部６１およびサイド情報符号化部６２は、図２１のtransform_
treeシンタックスを用いる代わりに、図２４のtransform_treeシンタックスを用いてもよ
い。
【０２９２】
　すなわち、サイド情報決定部６１は、注目しているＣＵのresidualDataPresentFlagの
値が「１」である場合、該ＣＵ（すなわち、最上位階層のＴＵ）のＣＵ情報の一部として
、該ＣＵのＱＰ差分値をサイド情報符号化部６２に供給してもよい。
【０２９３】
　〔実施形態４〕
　（動画像復号装置）
　本実施形態に係る動画像復号装置は、動画像符号化装置８から供給される符号化データ
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＃８を復号して復号画像＃７を生成する装置である。符号化データ＃７に含まれるcoding
 unitシンタックスの一例を図２７に示す。
【０２９４】
　以下では、本実施形態に係る動画像復号装置について図面を参照しながら詳細に説明す
る。
【０２９５】
　最初に、本実施形態に係る動画像復号装置の構成について図２５を参照しながら説明す
る。図２７は、動画像復号装置７の構成を示すブロック図である。図２５に示すように、
動画像復号装置７は、可変長符号逆多重化部７１、サイド情報復号部７２、ＣＵ設定部７
３、ＣＵ復号部７４、予測画像生成部７５、および、フレームメモリ１５を備えている。
【０２９６】
　動画像復号装置７に入力された符号化データ＃８は可変長符号逆多重化部７１へ入力さ
れる。可変長符号逆多重化部７１は、入力された符号化データ＃８を逆多重化することに
よって、符号化データ＃７を、サイド情報に関する符号化データであるサイド情報符号化
データ＃７１ａと、ピクチャに関する符号化データである符号化データ＃７１ｂと、に分
離し、サイド情報符号化データ＃７１ａをサイド情報復号部７２に、符号化データ＃７１
ｂをＣＵ設定部７３にそれぞれ出力する。
【０２９７】
　サイド情報復号部７２では、サイド情報符号化データ＃７１ａを復号してサイド情報＃
７２を生成し、サイド情報＃７２をＣＵ設定部７３に出力する。
【０２９８】
　サイド情報復号部７２は、サイド情報符号化データ＃７１ａを復号する処理の中で、各
ＣＵの予測モード＃８８ｍの符号データを復号することにより、サイド情報＃７２の一部
となる各ＣＵの予測モード＃８８ｍを生成する。
【０２９９】
　また、サイド情報復号部７２は、サイド情報符号化データ＃７１ａを復号する処理の中
で、サイド情報符号化データ＃７１ａに含まれている第１ＱＰ符号化単位領域（単位領域
）および第２ＱＰ符号化単位領域（第４単位領域）のサイズ情報の符号化データを復号す
ることにより、サイド情報＃７２の一部として上記２つのサイズ情報を生成する。具体的
には、サイド情報復号部７２は、サイド情報符号化データ＃７１ａに含まれているlog2_m
in_delta_qualt_coding_unit_size_minus4に対して前述した式１の演算を行い、第１ＱＰ
符号化単位領域のサイズ情報としてMinDeltaQuantCodingUnitSizeを生成する。
【０３００】
　また、サイド情報復号部７２は、サイド情報符号化データ＃７１ａに含まれているlog2
_min_intra_delta_qualt_coding_unit_size_minus4に対しても同様の演算を行い、第２Ｑ
Ｐ符号化単位領域のサイズ情報としてMinIntraDeltaQuantCodingUnitSizeを生成する。
【０３０１】
　サイド情報復号部７２によるＱＰ差分値７３ａの復号処理についてより具体的に説明す
れば以下の通りである。
【０３０２】
　サイド情報復号部７２は、図２７のcoding unitシンタックスを参照して、各ＣＵに対
して順次以下の処理を行う。すなわち、図２７からわかるように、サイド情報復号部７２
は、スキップフラグ（skip_flag）を参照するＣＵの左上座標のｘ成分およびｙ成分が共
に第１ＱＰ符号化単位領域のサイズ（MinDeltaQuantCodingUnitSize）の整数倍に一致す
る場合に、deltaQuantAailの値を”true”に設定する。
【０３０３】
　そして、サイド情報復号部７２は、各スキップフラグの値を参照し、値が“０”である
ようなスキップフラグを参照した場合に、ＣＵ画像をイントラ符号化する場合におけるＱ
Ｐ差分値の復号可能状態を示すフラグ（deltaQuantAvailIntra）を”true”に設定する。
さらに、サイド情報復号部７２は、deltaQuantAvailの値が”true”である状態で値が「
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０」のスキップフラグを参照すると、coding_unitシンタックスに含まれるcu_qp_deltaを
復号し、該スキップフラグを参照したＣＵのＱＰ差分値を、復号されたcu_qp_deltaの値
に設定する。続いて、サイド情報復号部７２は、deltaQuantAvailの値とdeltaQuantAvail
Intraの値とを”false”に設定する。
【０３０４】
　また、サイド情報復号部７２は、スキップフラグ（skip_flag）を参照するＣＵの左上
座標のｘ成分およびｙ成分が共に第２ＱＰ符号化単位領域のサイズ（MinIntraDeltaQuant
CodingUnitSize）の整数倍に一致し、尚且つ、deltaQuantAvailIntraの値が”true”であ
る場合にも、coding_unitシンタックスに含まれるcu_qp_deltaを復号し、該スキップフラ
グを参照したＣＵのＱＰ差分値を、復号されたcu_qp_deltaの値に設定する。
【０３０５】
　ＣＵ設定部７３では、入力されたサイド情報＃７２に基づいて、符号化データ＃７１ｂ
を複数のスライスに分割し、各スライスを個々のＣＵに対応する符号化データ＃７３ｂに
分離し、ＣＵ復号部７４に対して順次出力する。また、ＣＵ設定部７３は、各符号化デー
タ＃７３ｂとともに、サイド情報＃７２に含まれている各ＣＵの予測モード＃７３ｍと各
選択対象ＣＵのＱＰ差分値７３ａとをＣＵ復号部７４に対して出力する。また、ＣＵ設定
部７３は、各ＣＵの予測モード＃７３ｍを予測画像生成部７５に対して出力する。
【０３０６】
　ＣＵ復号部７４は、入力された個々のＣＵ（逆量子化単位領域）に対応する符号化デー
タ＃７３ｂを順次復号および逆量子化することにより、個々のＣＵに対応する復号画像＃
７４を生成し、出力する。また、復号画像＃７４は、フレームメモリ１５に対しても出力
される。
【０３０７】
　具体的には、ＣＵ復号部７４は、入力されたサイド情報＃７２に格納されている第１Ｑ
Ｐ符号化単位領域および第２ＱＰ符号化単位領域のサイズを参照し、生成すべき復号画像
の全領域を構成する各ＱＰ符号化単位領域を規定する。
【０３０８】
　そして、ＣＵ復号部７４は、各ＣＵの逆量子化に用いるＱＰ差分値を以下のように決定
する。すなわち、逆量子化の対象となっているＣＵが選択対象ＣＵである場合、ＣＵ復号
部７４は、ＣＵ設定部７３から受け取った当該選択対象ＣＵのＱＰ差分値＃７３ｂと直前
に逆量子化したＣＵのＱＰ値とから、当該選択対象ＣＵのＱＰ値を求める。そして、ＣＵ
復号部７４は、選択対象ＣＵのＱＰ値に応じた量子化レベルで逆量子化を行う。
【０３０９】
　一方、逆量子化の対象となっているＣＵが選択対象ＣＵでない場合、該ＣＵの逆量子化
に用いるＱＰ差分値を以下のように決定する。すなわち、ＣＵ復号部７４は、ＣＵ設定部
７３から受信した当該ＣＵの予測モード＃７３ｍがインター予測画像を示す場合、当該Ｃ
Ｕが属する第１ＱＰ符号化単位領域内の選択対象ＣＵのＱＰ差分値＃７３ｂと、直前に逆
量子化したＣＵのＱＰ値とから、逆量子化の対象となっているＣＵのＱＰ値を求める。そ
して、ＣＵ復号部７４は、当該ＣＵのＱＰ値に応じた量子化レベルで逆量子化を行う。
【０３１０】
　逆に、ＣＵ復号部７４は、ＣＵ設定部７３から受信した当該ＣＵの予測モード＃７３ｍ
がイントラ予測モードを示す場合、当該ＣＵが属する第２ＱＰ符号化単位領域内の選択対
象ＣＵのＱＰ差分値＃７３ｂと、直前に逆量子化したＣＵのＱＰ値とから、逆量子化の対
象となっているＣＵのＱＰ値を求める。そして、ＣＵ復号部７４は、当該ＣＵのＱＰ値に
応じた量子化レベルで逆量子化を行う。
【０３１１】
　ＣＵ復号部７４は、以上のようにして逆量子化を行い、さらにＤＣＴ逆変換を行って、
予測残差を生成する。そして、ＣＵ復号部７４は、予測画像生成部７５から受け取った、
符号化データ＃７３ｂに対応する予測画像＃７５と、予測残差と、を加算して復号画像＃
７４を生成する。
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【０３１２】
　予測画像生成部７５は、ＣＵ設定部７３から送られる予測モード＃７３ｍに基づいて、
フレームメモリ１５に格納された復号画像＃７４からイントラ予測画像を生成するか、ま
た、フレームメモリ１５に格納されている参照画像＃７４を用いて、動きベクトルを算出
し、動きベクトルに基づいた動き補償を行い、インター予測画像を生成する。予測画像生
成部７５は、生成したいずれかの予測画像＃７５を出力する。
【０３１３】
　符号化データ＃７１ｂを構成する全てのＣＵに対して、ＣＵ復号部７４によるＣＵ単位
の復号画像生成処理が終わった時点で、動画像復号装置７に入力された符号化データに対
応する復号画像＃７の生成処理が完了する。
【０３１４】
　以上のように、動画像復号装置は、ＣＵごとにＱＰ差分値の符号化データを復号するの
ではなく、選択対象ＣＵについてのみＱＰ差分値の符号化データを復号するので、従来よ
りも少ない符号量の符号化データから復号画像を生成することができる。
【０３１５】
　また、以上のように、deltaQuantAvailIntraフラグを導入することによって、サイド情
報決定部８１が選択対象ＣＵのＱＰ差分値を重複してサイド情報符号化部８２に供給して
しまうことを防止することができる。
【０３１６】
　（動画像符号化装置）
　入力画像中にインター符号化すべき領域が相対的に多い場合、ＱＰ差分値の個数を多く
することによってＱＰ値の精度を高めて量子化を行ったとしても、予測残差の符号量の削
減量がＱＰ差分値の符号量の増加量を下回り、符号化効率が低下することがわかっている
。
【０３１７】
　本実施形態に係る動画像符号化装置は、入力画像中にインター符号化すべき領域が相対
的に多いほど、相対的に少ない数のＱＰ差分値を符号化するようになっている。すなわち
、入力画像中にイントラ符号化すべき領域が相対的に多いほど、相対的に多い数のＱＰ差
分値を符号化するようになっている。
【０３１８】
　本実施形態に係る動画像符号化装置について図面を参照しながら詳細に説明する。
【０３１９】
　最初に、本実施形態に係る動画像符号化装置８の構成について図２６を参照しながら説
明する。図２６は、動画像符号化装置８の構成を示すブロック図である。図２６に示すよ
うに、動画像符号化装置８は、サイド情報決定部８１、サイド情報符号化部８２、ＣＵ設
定部８３、ＣＵ符号化部８４、可変長符号多重化部２５、ＣＵ復号部４６、フレームメモ
リ２７、および予測画像生成部８８を備えている。サイド情報決定部８１、サイド情報符
号化部８２および予測画像生成部８８について説明する。
【０３２０】
　可変長符号多重化部２５、ＣＵ復号部４６、およびフレームメモリ２７については実施
形態１または２で説明したので、以下ではその他の構成要素について説明する。
【０３２１】
　予測画像生成部８８は、フレームメモリ２７に格納された復号画像＃４６からイントラ
予測画像＃８８ａを生成する。また、予測画像生成部８８は、フレームメモリ２７に格納
されている参照画像＃４６を用いて、動きベクトルを算出し、動きベクトルに基づいた動
き補償を行い、インター予測画像＃８８ｂを生成する。
【０３２２】
　さらに、予測画像生成部８８は、イントラ予測画像と、インター予測画像と、入力画像
＃１００とを比較し、イントラ予測画像、または、インター予測画像のうち、何れか一方
を選択し、予測画像＃８８として出力する。また、予測画像生成部８８は、イントラ予測
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画像、または、インター予測画像のうち、何れを選択したのかを表す情報である予測モー
ド＃８８ｍを出力する。
【０３２３】
　サイド情報決定部８１は、入力画像＃１００および各ＣＵに関する予測モード＃８８ｍ
に基づいて、サイド情報を決定し、決定したサイド情報をサイド情報＃８１として出力す
る。具体的には、サイド情報決定部８１は、スライス（またはピクチャ）ごとに所定のア
ルゴリズムに基づいて第１ＱＰ符号化単位領域のサイズおよび第２ＱＰ符号化単位領域の
サイズを決定し、各ＱＰ符号化単位領域のサイズを示すサイズ情報をサイド情報＃８１の
スライスヘッダ（またはピクチャ・パラメータ・セット）に格納する。ここで、サイド情
報決定部８１は、第１ＱＰ符号化単位領域のサイズを、第２ＱＰ符号化単位領域のサイズ
よりも相対的に大きいサイズに決定する。より具体的には、サイド情報決定部８１は、第
１ＱＰ符号化単位領域（単位領域）が複数の第２ＱＰ符号化単位領域（第４単位領域）か
ら構成されるように、第１ＱＰ符号化単位領域および第２ＱＰ符号化単位領域のサイズを
決定する。
【０３２４】
　さらに、サイド情報決定部８１は、ピクチャ・パラメータ・セット（またはスライスヘ
ッダ）内の第１ＱＰ符号化単位領域のサイズ情報および第２ＱＰ符号化単位領域のサイズ
に基づいて、入力画像＃１００（または各スライス）を構成する第１ＱＰ符号化単位領域
および第２ＱＰ符号化単位領域を規定し、予測モード＃８８ｍに基づいて後述する処理に
よって選択された各ＣＵ（以下、「選択対象ＣＵ」とも称する）のＱＰ差分値を、該ＣＵ
のＣＵ情報の一部としてサイド情報＃８１に格納する。また、サイド情報決定部８１は、
各ＣＵの予測モード＃８８ｍをサイド情報＃８１に格納する。
【０３２５】
　サイド情報符号化部８２は、サイド情報＃８１を符号化してサイド情報符号化データ＃
８２を出力する。
【０３２６】
　サイド情報符号化部８２は、サイド情報＃８１を符号化する処理の中で、サイド情報決
定部８１から受け取った各ＱＰ差分値を符号化するが、符号化済みの各ＱＰ差分値はサイ
ド情報符号化データ＃８２の一部を構成するようになっている。
【０３２７】
　同様に、サイド情報符号化部８２は、サイド情報＃８１を符号化する処理の中で、各Ｑ
Ｐ符号化単位領域のサイズ情報を符号化するが、符号化済みの各サイズ情報はサイド情報
符号化データ＃８２の一部を構成するようになっている。
【０３２８】
　サイド情報符号化部８２は、具体的には、第１ＱＰ符号化単位領域および第２のＱＰ符
号化単位領域の各々について、ＱＰ符号化単位領域のサイズに２を底とするような対数関
数を適用するとともに得られた対数関数値から４を減算することにより、サイズ情報の各
符号化データを生成する。
【０３２９】
　ＣＵ設定部８３は、サイド情報＃８１に基づいて、入力画像＃１００を複数のスライス
に分割し、各スライスを複数のＣＵに分割し、各ＣＵに関するＣＵ画像＃８３ｂを出力す
る。
【０３３０】
　また、ＣＵ設定部８３は、各ＣＵのＣＵ画像＃８３ｂを出力する際に、その一部のＣＵ
については当該ＣＵのＣＵ画像＃８３ｂとともにサイド情報＃８１に含まれている当該Ｃ
ＵのＱＰ差分値＃８３ａをＣＵ符号化部８４に出力する。
【０３３１】
　ＣＵ符号化部８４は、順次入力されるＣＵ画像＃８３ｂについて、予測画像生成部（図
示せず）から送信される予測画像との予測残差をＤＣＴ変換する。
【０３３２】
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　そして、ＣＵ符号化部８４は、入力されるＣＵ画像＃８３ｂについて予測画像生成部８
８から送信される予測画像がインター予測画像である場合（すなわち、予測画像生成部８
８から送信される予測モード＃８８ｍがインター予測モードを示す場合）、該ＣＵ画像＃
８３ｂが属する第１ＱＰ符号化単位領域内の選択対象ＣＵのＱＰ差分値＃８３ａから定ま
るＱＰ値に応じた量子化レベルで、予測残差の各ＤＣＴ係数を量子化する。
【０３３３】
　一方、ＣＵ符号化部８４は、入力されるＣＵ画像＃８３ｂについて予測画像生成部８８
から送信される予測画像がイントラ予測画像である場合（すなわち、予測画像生成部８８
から送信される予測モード＃８８ｍがイントラ予測モードを示す場合）、該ＣＵ画像＃８
３ｂが属する第２ＱＰ符号化単位領域内の選択対象ＣＵのＱＰ差分値＃８３ａから定まる
ＱＰ値に応じた量子化レベルで、予測残差の各ＤＣＴ係数を量子化する。
【０３３４】
　ＣＵ符号化部８４は、以上のＤＣＴ変換および量子化処理により得られたＣＵ符号化デ
ータ＃８４を可変長符号多重化部２５に出力する。
【０３３５】
　以上、動画像符号化装置８の構成について説明したが、以下では、サイド情報決定部８
１およびサイド情報符号化部８２が行う具体的な処理について説明する。
【０３３６】
　サイド情報決定部８１は、サイド情報＃８１に基づいて、各第１ＱＰ符号化単位領域に
ついて、該第１ＱＰ符号化単位領域全体を構成する１以上の各ＣＵについて、ラスタスキ
ャン順に該ＣＵのスキップフラグを参照する。ＣＵ設定部８３は、各第１ＱＰ符号化単位
領域について、値が「０」であるスキップフラグが該第１ＱＰ符号化単位領域において初
めて参照されるＣＵ（選択対象ＣＵ）のＱＰ値とデフォルトＱＰ値とのＱＰ差分値＃８３
ａを算出する。
【０３３７】
　また、サイド情報決定部８１は、上記各ＣＵのスキップフラグを参照する処理に付随し
て、上記各ＣＵについて該ＣＵが第２ＱＰ符号化領域内の左上端に位置するＣＵであり、
尚且つ、予測画像生成部８８から送られる該ＣＵの予測モード＃８８ｍがイントラ予測モ
ードである（すなわち、判定処理の結果が真である）か否かを判定するようになっている
。サイド情報決定部８１は、上記各ＣＵについて該ＣＵに対する上記判定処理の結果が真
であると判定した場合、該ＣＵ（選択対象ＣＵ）のＱＰ値とデフォルトＱＰ値とのＱＰ差
分値＃８３ａを算出する。
【０３３８】
　そして、サイド情報決定部８１は、各選択対象ＣＵのＱＰ差分値８１をＣＵ設定部８３
とサイド情報符号化部８２とに供給する。
【０３３９】
　サイド情報符号化部８２は、サイド情報決定部８１から受け取った各ＱＰ差分値を符号
化して、各ＱＰ差分値の符号化データを符号化データ＃８２の一部として生成する。
【０３４０】
　具体的には、サイド情報決定部８１およびサイド情報符号化部８２は、図２７のcoding
 unitシンタックスを用いて各ＣＵに対して順次以下の処理を行う。すなわち、図２７か
らわかるように、サイド情報決定部８１は、スキップフラグ（skip_flag）を参照するＣ
Ｕの左上座標のｘ成分およびｙ成分が共に第１ＱＰ符号化単位領域のサイズ（MinDeltaQu
antCodingUnitSize）の整数倍に一致する場合に、deltaQuantAailの値を”true”に設定
する。
【０３４１】
　そして、サイド情報決定部８１は、各スキップフラグの値を参照し、値が“０”である
ようなスキップフラグを参照した場合に、ＣＵ画像をイントラ符号化する場合におけるＱ
Ｐ差分値の符号化可能状態を示すフラグ（deltaQuantAvailIntra）を”true”に設定する
。さらに、サイド情報決定部８１は、deltaQuantAvailの値が”true”である状態で値が
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「０」のスキップフラグを参照すると、スキップフラグを参照したＣＵのＱＰ差分値をサ
イド情報＃８１の一部としてサイド情報符号化部８２に供給する。サイド情報符号化部８
２は、ＱＰ差分値の符号化処理を実行してdeltaQuantAvailの値とdeltaQuantAvailIntra
の値とを”false”に設定する。
【０３４２】
　また、サイド情報決定部８１は、スキップフラグ（skip_flag）を参照するＣＵの左上
座標のｘ成分およびｙ成分が共に第２ＱＰ符号化単位領域のサイズ（MinDeltaQuantCodin
gUnitSize）の整数倍に一致し、尚且つ、deltaQuantAvailIntraの値が”true”である場
合にも、スキップフラグを参照したＣＵのＱＰ差分値をサイド情報＃８１の一部としてサ
イド情報符号化部８２に供給するようになっている。
【０３４３】
　以上のようなサイド情報決定部８１およびサイド情報符号化部８２の処理によって可変
長符号多重化部２５は、サイド情報符号化部８２から、選択対象ＣＵのＱＰ差分値とピク
チャ（またはピクチャを構成する各スライス）ごとに定まる第１ＱＰ符号化単位領域およ
び第２ＱＰ符号化単位領域のサイズ情報との符号化データを含むサイド情報符号化データ
＃８２を受け取ることになる。また、可変長符号多重化部２５は、ＣＵ符号化部８４から
受け取るＣＵ符号化データ＃８４とサイド情報符号化データ＃８２とを多重化することに
よって符号化データ＃８を生成し、出力する。スキップフラグ（skip_flag）を参照する
ＣＵの左上座標のｘ成分およびｙ成分が共に第１ＱＰ符号化単位領域のサイズ（MinDelta
QuantCodingUnitSize）の整数倍に一致する場合に、deltaQuantAailの値を”true”に設
定する。
【０３４４】
　そして、サイド情報決定部８１は、deltaQuantAvailの値が”true”である状態で値が
「０」のスキップフラグを参照すると、図２１のtransform_treeシンタックスを呼び出し
て、residualDataPresentFlagの値を参照する。residualDataPresentFlagの値が「０」で
ある場合、サイド情報決定部６１は、次のＣＵについてcoding unitシンタックスを呼び
出す。
【０３４５】
　なお、上記では、ＣＵの左上座標のｘ成分およびｙ成分が共にＱＰ符号化単位領域のサ
イズ（MinDeltaQuantCodingUnitSize）の整数倍に一致する場合という判定を行っている
が、同じ位置のＣＵを判定できる別の判定方法を用いても構わない。例えば、以下に示す
ＣＵ座標インデックスで判定を行うことができる。ＣＵ座標インデックスとは、あるＬＣ
Ｕを最大限に分割した場合にできるＣＵに対し、ＬＣＵ左上からラスタスキャンで復号す
る順番で０、１、２と増加するような、ＣＵの位置を示すインデックスのことである。Ｌ
ＣＵを最大限に分割しない場合にもＣＵ毎に、対応する位置からＣＵ座標インデックスを
割り振ることができる。最小ＣＵサイズが４×４ブロックである場合には、ＣＵ座標イン
デックスが例えば０、４、８、１２である場合の判定を行うと、MinDeltaQuantCodingUni
tSize＝８、すなわちＱＰ符号化単位領域が８×８とすることができる。
【０３４６】
　また、上記では、ＣＵの左上座標のｘ成分およびｙ成分が共にＱＰ符号化単位領域のサ
イズ（MinDeltaQuantCodingUnitSize）の整数倍に一致する場合としているが、ｘ成分と
ｙ成分で異なるＱＰ符号化単位領域のサイズを用いても構わない。この場合、ＣＵの左上
座標のｘ成分がＱＰ符号化単位領域の幅MinDeltaQuantCodingUnitWidthの整数倍、かつ、
ＣＵの左上座標のｙ成分がＱＰ符号化単位領域の高さMinDeltaQuantCodingUnitHeightの
整数倍のように判定を行う。
【０３４７】
　（付記事項）
　上記実施形態では、サイド情報決定部８１が図２７のcoding unitシンタックスに従っ
て選択対象ＣＵを決定し、サイド情報符号化部８２が図２７のcoding unitシンタックス
に従って選択対象ＣＵのＱＰ差分値を符号化するものとした。対応する動画像復号装置で
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は、サイド情報復号部７２が、図２７のcoding unitシンタックスに従って、選択対象Ｃ
ＵのＱＰ差分値を復号するものとした。しかしながら、本発明はこれに限定されない。す
なわち、サイド情報決定部８１が図２８のcoding unitシンタックスを用いて選択対象Ｃ
Ｕを決定してもよい。対応する動画像復号装置では、サイド情報復号部７２が、図２８の
coding unitシンタックスを参照して、選択対象ＣＵのＱＰ差分値を復号してもよい。
【０３４８】
　すなわち、図２７のcoding unitに代えて、ＣＵの予測モードに応じた分岐処理を行う
ようなシンタックスを構成するようにしてもよい。具体的には、図２８のcoding unitシ
ンタックスのように、ＣＵの予測モードがイントラ予測モードであるときとインター予測
モードであるときとマージモードであるときとダイレクトモードであるときとで、サイド
情報符号化部８２が符号化する、もしくは、サイド情報復号部７２が復号のために参照す
るcu_qp_deltaがシンタックス中の別々の場所に記載されるようになっていてもよい（換
言すれば、サイド情報符号化部８２がcu_qp_deltaの符号化を行うステップは、ＣＵの予
測モードの符号化に続くステップであり、予測モードの種別毎にcu_qp_deltaの符号化の
有無を異なるものとしてよい。サイド情報復号部７２がcu_qp_deltaを復号するステップ
は、ＣＵの予測モードの復号に続くステップであり、該予測モード毎のステップであって
もよい）。
【０３４９】
　なお、図２８のcoding unitシンタックスを見るとわかるように、予測モードがスキッ
プモードである場合にはＱＰ差分値を符号化せず、予測モードがイントラ予測モードであ
る場合には、MinIntraDeltaCodingUnitSize以上のサイズを持つＣＵについてのみＱＰ差
分値を符号化し、予測モードがイントラ予測モードでもスキップモードでない場合には、
MinDeltaCodingUnitSize以上のサイズを持つＣＵについてのみＱＰ差分値を符号化するよ
うにしてもよい。
【０３５０】
　（付記事項）
　なお、上記実施形態において、量子化の対象となっているＣＵのＱＰ値（cu_qp）を、
直前に参照したＱＰ値（pred_qp）と量子化の対象となっているＣＵのＱＰ差分値との和
によって求めている。ここで、直前に参照したＱＰ値（ＱＰ予測値）は、量子化の対象と
なっているＣＵの左側に位置するＣＵのＱＰ値であってもよいし、ラスタスキャン順で量
子化の対象となっているＣＵの直前の位置にあるＣＵのＱＰ値であってもよい。あるいは
、直前に参照したＱＰ値は、量子化の対象となっているＣＵの左側に位置するＣＵのＱＰ
値と量子化の対象となっているＣＵの上側に位置するＣＵのＱＰ値との平均値であっても
よい。
【０３５１】
　〔実施形態５〕
　（動画像復号装置）
　本実施形態に係る動画像復号装置は、次に説明する動画像符号化装置１０から供給され
る符号化データ＃１０を復号して復号画像＃９を生成する装置である。符号化データ＃１
０に含まれるcoding_unitシンタックスの一例を図３１に示す。
【０３５２】
　以下では、本実施形態に係る動画像復号装置について図面を参照しながら詳細に説明す
る。
【０３５３】
　最初に、本実施形態に係る動画像復号装置の構成について図２９を参照しながら説明す
る。図２９は、動画像復号装置９の構成を示すブロック図である。図２９に示すように、
動画像復号装置９は、可変長符号逆多重化部９１、サイド情報復号部９２、ＣＵ設定部９
３、ＣＵ復号部９４、および、フレームメモリ１５を備えている。
【０３５４】
　動画像復号装置９に入力された符号化データ＃１０は可変長符号逆多重化部９１へ入力
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される。可変長符号逆多重化部９１は、入力された符号化データ＃９を逆多重化すること
によって、符号化データ＃９を、サイド情報に関する符号化データであるサイド情報符号
化データ＃９１ａと、ピクチャに関する符号化データである符号化データ＃９１ｂとに分
離し、サイド情報符号化データ＃９１ａをサイド情報復号部９２に、符号化データ＃９１
ｂをＣＵ設定部９３にそれぞれ出力する。
【０３５５】
　サイド情報復号部９２では、サイド情報符号化データ＃９１ａを復号してサイド情報＃
９２を生成し、サイド情報＃９２をＣＵ設定部９３に出力する。
【０３５６】
　サイド情報復号部９２では、サイド情報符号化データ＃９１ａを復号する処理において
、ＱＰ符号化単位領域のサイズを示すサイズ情報の符号化データを復号することにより、
サイド情報＃９２の一部として上記サイズ情報を生成する。
【０３５７】
　また、サイド情報復号部９２では、サイド情報符号化データ＃９１ａを復号する処理に
おいて、各ＬＣＵについて、該ＬＣＵを構成する各ＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分値の符
号化データ、または、該ＬＣＵのＱＰ差分値の符号化データを復号することにより、サイ
ド情報＃９２の一部としてＱＰ差分値を生成する。
【０３５８】
　サイド情報復号部９２によるＱＰ差分値の復号処理についてより具体的に説明すれば以
下の通りである。
【０３５９】
　サイド情報復号部９２は、符号化データ＃１０のスライスヘッダ（ピクチャ・パラメー
タ・セット）に含まれるサイズ情報（MinDeltaQuantCodingUnitSize）を復号し、ＱＰ符
号化単位領域の（縦および横の）サイズを決定する。
【０３６０】
　また、サイド情報復号部９２は、各ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUフラグを復号する。
【０３６１】
　サイド情報復号部９２は、該ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUの値が”false”である場合に
、該ＬＣＵの量子化に用いるＱＰ差分値の復号をＬＣＵ単位で行う（すなわち、該ＬＣＵ
においてたかだか１つのＱＰ差分値を復号する）ことを決定する。そして、サイド情報復
号部９２は、そのＱＰ差分値を、該ＬＣＵに含まれる各ＣＵの復号に利用する。
【０３６２】
　一方、サイド情報復号部９２は、該ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUの値が”true”である
場合に、該ＬＣＵの量子化に用いるＱＰ差分値の復号をＣＵ単位で行うことを決定する。
そして、サイド情報復号部９２は、ＱＰ符号化単位領域ごとにたかだか１つ選択される選
択対象ＣＵのＱＰ差分値を復号する。
【０３６３】
　以下では、サイド情報復号部９２が各ＬＣＵに対して行う具体的な処理について図３１
のcoding_unitシンタックスを参照しながら説明する。
【０３６４】
　サイド情報復号部９２は、ＬＣＵを構成する１以上の各ＣＵについて、対象ＣＵに対し
て以下の処理を行う。
【０３６５】
　サイド情報復号部９２は、対象ＣＵがＬＣＵの左上端に位置するＣＵである場合(すな
わち、対象ＣＵの左上座標のｘ成分およびｙ成分がそれぞれmax_coding_unit_widthおよ
びmax_coding_unit_heightの整数倍である場合)にdeltaQuantAvailLCUフラグを”true”
に設定する。そして、サイド情報復号部９２は、対象ＣＵが属するＱＰ符号化単位領域の
左上端に対象ＣＵが位置し（すなわち、対象ＣＵの左上座標のｘ成分およびｙ成分がMinD
eltaQuantCodingUnitSizeの整数倍であり)、尚且つ、deltaQuantAvailCUフラグが”true
”である場合にdeltaQuantAvailフラグを”true”に設定する。
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【０３６６】
　ここで、deltaQuantAvailLCUフラグ、deltaQuantAvailCUフラグ、deltaQuantAvailフラ
グの意味は以下の通り、deltaQuantAvailLCUフラグは、ＬＣＵ単位で符号化されるdeltaQ
uantAvailCUフラグの符号化／復号を制御するためのフラグであり、deltaQuantAvailCU 
の符号化／復号可能状態を示す。deltaQuantAvailCUフラグは、ＱＰ差分値をＬＣＵ単位
で符号化するか、ＣＵ単位で符号化するかを選択するためのフラグであり、ＬＣＵ単位で
符号化する場合に”false”、ＣＵ単位で符号化する際に”true”となる。deltaQuantAva
ilは、ＣＵ単位で符号化する場合における、ＱＰ符号化単位を制御するためのフラグであ
り、qp_deltaの符号化／復号可能状態を示す。
【０３６７】
　サイド情報復号部９２は、さらに対象ＣＵのスキップフラグの値が“０”であってdelt
aQuantAvailLCUフラグが”true”である場合に、対象ＣＵ（すなわち、選択対象ＣＵ）の
qp_deltaを復号し、対象ＣＵについてのＱＰ差分値に設定する。また、deltaQuantAvailC
Uフラグを復号し、尚且つ、deltaQuantAvailLCUフラグを”false”に設定する。なお、図
３１では、qp_delta の後にdeltaQuantAvailCUフラグが位置するシンタックスとなってい
るが、qp_delta の前にdeltaQuantAvailCUフラグが位置するシンタックスであっても構わ
ない。
【０３６８】
　また、サイド情報復号部９２は、対象ＣＵのスキップフラグの値が“０”であってdelt
aQuantAvailフラグが”true”である場合にも、対象ＣＵ（すなわち、選択対象ＣＵ）のq
p_deltaを復号し、対象ＣＵについてのＱＰ差分値に設定する。また、deltaQuantAvailフ
ラグを”false”に設定する。
【０３６９】
　以上の説明および図３１のcoding_unitシンタックスからわかるように、ＬＣＵのdelta
QuantAvailCUフラグが”false”である限り、deltaQuantAvailフラグは”true”になり得
ない。そのため、ＬＣＵ内において値が“０”であるようなスキップフラグがラスタスキ
ャン順で最初に参照されるただ１つのＣＵについてのＱＰ差分値が復号される。したがっ
て、deltaQuantAvailCUフラグが”false”の場合、ＬＣＵ単位でＱＰ差分値が復号される
ことになる。
【０３７０】
　一方、ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUフラグが”true”である場合、ＱＰ符号化単位領域
の左上端に位置する対象ＣＵに図３１のcoding_unitシンタックスを適用するたびに、del
taQuantAvailフラグは”true“になる。そのため、ＱＰ符号化単位領域ごとにたかだか１
つ選択される選択対象ＣＵのＱＰ差分値が復号されることになる。
【０３７１】
　また、図３１のcoding_unitシンタックスからわかるように、ＬＣＵの中で最初に値が
“０”であるようなスキップフラグが参照されるＣＵについてＱＰ差分値の復号を行う際
に、当該ＬＣＵ内でその後に参照するＣＵについてＱＰ差分値の復号を行うか否かが決定
されることになる。
【０３７２】
　ＣＵ設定部９３では、入力されたサイド情報＃９２に基づいて、符号化データ＃９１ｂ
を複数のスライスに分割し、各スライスを複数のＱＰ符号化単位領域に分割し、各ＱＰ符
号化単位領域を個々のＣＵに対応する符号化データ＃９３ｂに分離し、ＣＵ復号部９４に
対して順次出力する。
【０３７３】
　また、ＣＵ設定部９３は、各ＬＣＵについて、該ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUフラグを
参照する。このdeltaQuantAvailCUフラグは、前述のＬＣＵ単位でＱＰ差分値を符号化す
るかＱＰ符号化領域単位でＬＣＵを符号化するかを示すフラグである。ＣＵ設定部９３は
、該ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUフラグが“true”である場合に、該ＬＣＵに属する各Ｃ
ＵのＣＵ情報を参照し、ＣＵ情報内にＱＰ差分値が含まれているＣＵについてはそのＱＰ
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差分値を、ＣＵ復号部９４に出力する。
【０３７４】
　一方、ＣＵ設定部９３は、該ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUフラグが“false”である場合
に、該ＬＣＵのＣＵ情報内に含まれているＱＰ差分値を、ＣＵ復号部９４に出力する。
【０３７５】
　さらに、ＣＵ設定部９３は、各ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUフラグをＣＵ復号部９４に
出力する。
【０３７６】
　ＣＵ復号部９４は、入力された個々のＣＵ（逆量子化単位領域）に対応する符号化デー
タ＃９３ｂを順次復号および逆量子化することにより、個々のＣＵに対応する復号画像＃
９４を生成し、出力する。また、復号画像＃９４は、フレームメモリ１５に対しても出力
される。
【０３７７】
　具体的には、ＣＵ復号部９４は、ＣＵに対応する符号化データ＃９３ｂを復号および逆
量子化する際には、ＣＵが属するＬＣＵにおけるdeltaQuantAvailCUフラグの値に応じて
、該ＣＵが属するＱＰ符号化単位領域または該ＬＣＵのＱＰ差分値＃９３ａからＱＰ値を
求めて逆量子化処理を行う。
【０３７８】
　符号化データ＃９１ｂを構成する全てのＣＵに対して、ＣＵ復号部９４によるＣＵ単位
の復号画像生成処理が終わった時点で、動画像復号装置９に入力された符号化データに対
応する復号画像＃９の生成処理が完了する。
【０３７９】
　以上のように、動画像復号装置は、ＣＵごとにＱＰ差分値の符号化データを復号するの
ではなく、各ＬＣＵについてＬＣＵ単位またはＬＣＵを構成するＱＰ符号化単位領域ごと
にＱＰ差分値の符号化データを復号するので、従来よりも少ない符号量の符号化データか
らで復号画像を生成することができる。
【０３８０】
　（動画像符号化装置）
　本実施形態に係る動画像符号化装置は、実施形態２に係る動画像符号化装置と同様に、
入力画像を構成する各ＬＣＵを、ＪＣＴＶＣ－Ｃ４０３に記載されているcoding_treeシ
ンタックスを用いて複数のＣＵ（Coding Unit：量子化単位領域）に分割する処理を行う
。但し、本実施形態にて説明するシンタックスは、ＪＣＴＶＣ－Ｃ４０３に記載されてい
るシンタックスよりも一部簡略化してある（coding_treeシンタックスを用いる他の実施
形態についても同様）。
【０３８１】
　ただし、本実施形態に係る動画像符号化装置は、実施形態２に係る動画像符号化装置と
は異なり、入力画像を構成する各ＬＣＵについて、該ＬＣＵの量子化に用いるＱＰ差分値
の符号化をＬＣＵ単位で行うか、該ＬＣＵを構成するＱＰ符号化領域単位で行うかを、後
述するdeltaQuantAvailCUフラグに基づいて決定するように構成されている。
【０３８２】
　以下では、本実施形態に係る動画像符号化装置について図面を参照しながら詳細に説明
する。
【０３８３】
　最初に、本実施形態に係る動画像符号化装置１０の構成について図３０を参照しながら
説明する。図３０は、動画像符号化装置１０の構成を示すブロック図である。図３０に示
すように、動画像符号化装置１０は、サイド情報決定部１０１、サイド情報符号化部１０
２、ＣＵ設定部４３、ＣＵ符号化部４４、可変長符号多重化部２５、ＣＵ復号部４６、お
よび、フレームメモリ２７を備えている。
【０３８４】
　サイド情報決定部１０１は、入力画像＃１００に基づいて、サイド情報を決定し、決定



(50) JP 5670444 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

したサイド情報をサイド情報＃１０１として出力する。
【０３８５】
　具体的には、サイド情報決定部１０１は、ＱＰ符号化単位領域の（縦および横の）サイ
ズを決定し、ＱＰ符号化単位領域のサイズを示すサイズ情報（MinDeltaQuantCodingUnitS
ize）をサイド情報＃１０１のスライスヘッダ（ピクチャ・パラメータ・セット）に格納
する。
【０３８６】
　また、サイド情報決定部１０１は、入力画像＃１００を構成する各ＬＣＵについて、所
定のアルゴリズムに基づいて定められている、該ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUフラグを復
号する。
【０３８７】
　サイド情報決定部１０１は、該ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUの値が”false”である場合
に、該ＬＣＵの量子化に用いるＱＰ差分値の符号化をＬＣＵ単位で行う（すなわち、該Ｌ
ＣＵにおいてたかだか１つのＱＰ差分値を符号化する）ことを決定する。そして、サイド
情報決定部１０１は、そのＱＰ差分値をサイド情報＃１０１を構成するＬＣＵのＣＵ情報
内に格納する。
【０３８８】
　一方、サイド情報決定部１０１は、該ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUの値が”true”であ
る場合に、該ＬＣＵの量子化に用いるＱＰ差分値の符号化をＣＵ単位で行うことを決定す
る。そして、サイド情報決定部１０１は、ＱＰ符号化単位領域ごとにたかだか１つ選択さ
れる選択対象ＣＵのＱＰ差分値を、サイド情報＃１０１を構成するその選択対象ＣＵのＣ
Ｕ情報内に格納する。
【０３８９】
　サイド情報符号化部１０２は、サイド情報＃１０１を符号化し、サイド情報符号化デー
タ＃１０２を出力する。サイド情報符号化データ＃１０２は、可変長符号多重化部２５に
供給される。サイド情報符号化部１０２は、サイド情報＃１０１を符号化する処理におい
て、各ＱＰ差分値と、上記サイズ情報とを符号化する。
【０３９０】
　なお、ＣＵ設定部４３、ＣＵ符号化部４４、ＣＵ復号部４６、可変長符号多重化部２５
およびフレームメモリ２７については実施形態１または２において説明したので、ここで
は説明を省略する。
【０３９１】
　以上、動画像符号化装置１０の構成について説明したが、以下では、サイド情報決定部
１０１およびサイド情報符号化部１０２が入力画像＃１００を構成する各ＬＣＵに対して
行う具体的な処理について図３１のcoding_unitシンタックスを参照しながら説明する。
【０３９２】
　サイド情報決定部１０１は、ＬＣＵを構成する１以上の各ＣＵについて、対象ＣＵに対
して以下の処理を行う。
【０３９３】
　サイド情報決定部１０１は、対象ＣＵがＬＣＵの左上端に位置するＣＵである場合(す
なわち、対象ＣＵの左上座標のｘ成分およびｙ成分がそれぞれmax_coding_unit_widthお
よびmax_coding_unit_heightの整数倍である場合)にdeltaQuantAvailLCUフラグを”true
”に設定する。そして、サイド情報決定部１０１は、対象ＣＵが属するＱＰ符号化単位領
域の左上端に対象ＣＵが位置し（すなわち、対象ＣＵの左上座標のｘ成分およびｙ成分が
MinDeltaQuantCodingUnitSizeの整数倍であり)、尚且つ、deltaQuantAvailCUフラグが”t
rue”である場合にdeltaQuantAvailフラグを”true”に設定する。
【０３９４】
　さらに、サイド情報決定部１０１は、対象ＣＵのスキップフラグの値が“０”であって
deltaQuantAvailLCUフラグが”true”である場合に、対象ＣＵ（すなわち、選択対象ＣＵ
）のＱＰ差分値を対象ＣＵのＣＵ情報内に格納するとともに、deltaQuantAvailCUフラグ
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を復号し、尚且つ、deltaQuantAvailLCUフラグを”false”に設定する。
【０３９５】
　また、サイド情報決定部１０１は、対象ＣＵのスキップフラグの値が“０”であってde
ltaQuantAvailフラグが”true”である場合にも、対象ＣＵ（すなわち、選択対象ＣＵ）
のＱＰ差分値を対象ＣＵのＣＵ情報内に格納するとともに、deltaQuantAvailフラグを”f
alse”に設定する。
【０３９６】
　このようにしてＣＵ情報内に格納されたＱＰ差分値は、ＬＣＵのdeltaQuantAvailフラ
グとともに、サイド情報＃１０１の一部としてサイド情報符号化部１０２に供給される。
【０３９７】
　サイド情報符号化部１０２は、サイド情報＃１０１を符号化してサイド情報符号化デー
タ＃１０２を可変長符号多重化部２５に供給する。
【０３９８】
　以上の説明および図３１のcoding_unitシンタックスからわかるように、ＬＣＵのdelta
QuantAvailCUフラグが”false”である限り、deltaQuantAvailフラグは”true”になり得
ない。そのため、ＬＣＵ内において値が“０”であるようなスキップフラグがラスタスキ
ャン順で最初に参照されるただ１つのＣＵのＣＵ情報にＱＰ差分値が格納される。したが
って、deltaQuantAvailCUフラグが”false”の場合、ＬＣＵ単位でＱＰ差分値が符号化さ
れることになる。
【０３９９】
　一方、ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUフラグが”true”である場合、ＱＰ符号化単位領域
の左上端に位置する対象ＣＵに図３１のcoding_unitシンタックスを適用するたびに、del
taQuantAvailフラグは”true“になる。そのため、ＱＰ符号化単位領域ごとにたかだか１
つ選択される選択対象ＣＵのＱＰ差分値が符号化されることになる。
【０４００】
　また、図３１のcoding_unitシンタックスからわかるように、ＬＣＵの中で最初に値が
“０”であるようなスキップフラグが参照されるＣＵについてＱＰ差分値の符号化を行う
際に、当該ＬＣＵ内でその後に参照するＣＵについてＱＰ差分値の符号化を行うか否かが
決定されることになる。
【０４０１】
　以上のようなサイド情報決定部１０１およびサイド情報符号化部１０２の処理によって
可変長符号多重化部２５は、サイド情報符号化部１０２から、各ＬＣＵについてＬＣＵ単
位またはＱＰ符号化単位領域単位で定まるＱＰ差分値とピクチャ・パラメータ・セット（
各スライス）ごとに定まるＱＰ符号化単位領域のサイズ情報とdeltaQuantAvailCUフラグ
との符号化データを含むサイド情報符号化データ＃１０２を受け取ることになる。また、
可変長符号多重化部２５は、ＣＵ符号化部４４から受け取るＣＵ符号化データ＃４４とサ
イド情報符号化データ＃１０２とを多重化することによって符号化データ＃１０を生成し
、出力する。
【０４０２】
　〔実施形態６〕
　（動画像復号装置）
　本実施形態に係る動画像復号装置は、次に説明する動画像符号化装置１１２から供給さ
れる符号化データ＃１１２を復号して復号画像＃１１１を生成する装置である。符号化デ
ータ＃１１２に含まれるcoding_unitシンタックスの一例を図３４に示す。
【０４０３】
　以下では、本実施形態に係る動画像復号装置について図面を参照しながら詳細に説明す
る。
【０４０４】
　最初に、本実施形態に係る動画像復号装置の構成について図３２を参照しながら説明す
る。図３２は、動画像復号装置１１１の構成を示すブロック図である。図３２に示すよう
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に、動画像復号装置１１１は、可変長符号逆多重化部１１１１、サイド情報復号部１１１
２、ＣＵ設定部１１１３、ＣＵ復号部１１１４、および、フレームメモリ１５を備えてい
る。
【０４０５】
　動画像復号装置１１１に入力された符号化データ＃１１２は可変長符号逆多重化部１１
１１へ入力される。可変長符号逆多重化部１１１１は、入力された符号化データ＃１１２
を逆多重化することによって、符号化データ＃１１２を、サイド情報に関する符号化デー
タであるサイド情報符号化データ＃１１１１ａと、ピクチャに関する符号化データである
符号化データ＃１１１１ｂとに分離し、サイド情報符号化データ＃１１１１ａをサイド情
報復号部１１１２に、符号化データ＃１１１１ｂをＣＵ設定部１１１３にそれぞれ出力す
る。
【０４０６】
　サイド情報復号部１１１２では、サイド情報符号化データ＃１１１１ａを復号してサイ
ド情報＃１１１２を生成し、サイド情報＃１１１２をＣＵ設定部１１１３に出力する。
【０４０７】
　サイド情報復号部１１１２では、サイド情報符号化データ＃１１１１ａを復号する処理
において、ＩスライスＱＰ符号化単位領域、Ｑスライス符号化単位領域およびＰスライス
符号化単位領域の各ＱＰ符号化単位領域のサイズを示すサイズ情報の符号化データを復号
することにより、サイド情報＃１１１２の一部として上記サイズ情報を生成する。
【０４０８】
　また、サイド情報復号部１１１２では、サイド情報符号化データ＃１１１１ａを復号す
る処理において、各ＬＣＵについて、該ＬＣＵを構成する各対象ＱＰ符号化単位領域のＱ
Ｐ差分値の符号化データを復号することにより、サイド情報＃１１１２の一部としてＱＰ
差分値を生成する。ここで、サイド情報復号部１１１２は、ＬＣＵを構成する各対象ＱＰ
符号化単位領域が３種類のＱＰ符号化単位領域のうちのいずれに該当するかを、該ＬＣＵ
が属するスライスのスライスヘッダ内のスライスタイプを参照することにより認識する。
【０４０９】
　サイド情報復号部１１１２によるＱＰ差分値の復号処理についてより具体的に説明すれ
ば以下の通りである。
【０４１０】
　サイド情報復号部１１１２は、量子化処理の対象となる各ＬＣＵについて、該ＬＣＵが
属するスライスのスライスタイプに応じて異なるサイズの３つのＱＰ符号化単位領域（Ｉ
スライス用ＱＰ符号化単位領域、Ｑスライス用ＱＰ符号化単位領域、およびＢスライス用
ＱＰ符号化単位領域）のいずれかのＱＰ符号化単位領域（「対象ＱＰ符号化単位領域」と
も称する）を規定するようになっている。例えば、サイド情報復号部１１１２はＬＣＵが
属するスライスのスライスタイプがＩスライスである場合には、対象ＱＰ符号化単位領域
としてＩスライス用ＱＰ符号化単位領域を規定する。
【０４１１】
　そして、サイド情報復号部１１１２は、規定した各対象ＱＰ符号化単位領域について、
該対象ＱＰ符号化単位領域全体を構成する１以上の各ＣＵについて、ラスタスキャン順に
該ＣＵのスキップフラグを参照する。サイド情報復号部１１１２は、各対象ＱＰ符号化単
位領域について、値が「０」であるスキップフラグが該ＱＰ符号化単位領域において初め
て参照されるＣＵについて、図３４に示すcu_qp_deltaを復号し、当該ＣＵについてのＱ
Ｐ差分値に設定する。
【０４１２】
　具体的には、サイド情報復号部１１１２は、図３４に示すcoding_unitシンタックスを
用いて各ＣＵに対して順次以下の処理を行う。すなわち、サイド情報復号部１１１２は、
スキップフラグ（skip_flag）を参照するＣＵの左上座標のｘ成分およびｙ成分が共に対
象ＱＰ符号化単位領域のサイズ（ＬＣＵが属するスライスのスライスタイプがＩスライス
の場合にはMinIDeltaQuantCodingUnitSize。ＢスライスおよびＰスライスの場合には、そ
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れぞれ、MinBDeltaQuantCodingUnitSizeおよびMinPDeltaQuantCodingUnitSize）の整数倍
に一致する場合に、復号可能状態を示すフラグ(deltaQuantAvail)の値を”true”に設定
する。そして、サイド情報復号部１１１２は、deltaQuantAvailの値が”true”である状
態で値が「０」のスキップフラグを参照すると、スキップフラグを参照したＣＵについて
のcu_qp_deltaを復号し、当該ＣＵについてのＱＰ差分値に設定する。その後、deltaQuan
tAvailの値を”false”に設定する。
【０４１３】
　ＣＵ設定部１１１３では、入力されたサイド情報＃１１１２に基づいて、符号化データ
＃１１１１ｂを複数のスライスに分割し、各スライスを複数の対象ＱＰ符号化単位領域に
分割し、各対象ＱＰ符号化単位領域を個々のＣＵに対応する符号化データ＃１１１３ｂに
分離し、ＣＵ復号部１１１４に対して順次出力する。
【０４１４】
　ＣＵ復号部１１１４は、入力された個々のＣＵ（逆量子化単位領域）に対応する符号化
データ＃１１１３ｂを順次復号および逆量子化することにより、個々のＣＵに対応する復
号画像＃１１１４を生成し、出力する。また、復号画像＃１１１４は、フレームメモリ１
５に対しても出力される。
【０４１５】
　具体的には、ＣＵ復号部１１１４は、ＣＵに対応する符号化データ＃１１１３ｂを復号
および逆量子化する際には、ＣＵが属する対象ＱＰ符号化単位領域におけるＱＰ差分値＃
１１１３ａからＱＰ値を求めて逆量子化処理を行う。
【０４１６】
　符号化データ＃１１１１ｂを構成する全てのＣＵに対して、ＣＵ復号部１１１４による
ＣＵ単位の復号画像生成処理が終わった時点で、動画像復号装置１１１に入力された符号
化データに対応する復号画像＃１１１の生成処理が完了する。
【０４１７】
　以上のように、動画像復号装置は、ＣＵごとにＱＰ差分値の符号化データを復号するの
ではなく、ＣＵが属するスライスのスライスタイプに応じて定まる対象ＱＰ符号化単位領
域ごとにＱＰ差分値の符号化データを復号するので、従来よりも少ない符号量の符号化デ
ータから復号画像を生成することができる。
【０４１８】
　（動画像符号化装置）
　本実施形態に係る動画像符号化装置１１２は、入力画像を構成するスライスにＩスライ
スが多い場合と、Ｐスライスが多い場合と、Ｂスライスが多い場合とで、異なる粒度（個
数）のＱＰ差分値を符号化するように構成されている。
【０４１９】
　以下、本実施形態に係る動画像符号化装置１１２について図３３を参照しながら説明す
る。図３３は、動画像符号化装置１１２の構成を示すブロック図である。図３３に示すよ
うに、動画像符号化装置１１２は、サイド情報決定部１１２１、サイド情報符号化部１１
２２、ＣＵ設定部４３、ＣＵ符号化部４４、可変長符号多重化部２５、ＣＵ復号部４６、
および、フレームメモリ２７を備えている。
【０４２０】
　ＣＵ設定部４３、ＣＵ符号化部４４、可変長符号多重化部２５、ＣＵ復号部４６、およ
び、フレームメモリ２７については、実施形態１または２において説明したので、以下で
は、サイド情報決定部１１２１およびサイド情報符号化部１１２２について説明する。
【０４２１】
　サイド情報決定部１１２１は、量子化処理の対象となる各ＬＣＵについて、該ＬＣＵが
属するスライスのスライスタイプに応じて異なるサイズの３つのＱＰ符号化単位領域（Ｉ
スライス用ＱＰ符号化単位領域、Ｑスライス用ＱＰ符号化単位領域、およびＢスライス用
ＱＰ符号化単位領域）のいずれかのＱＰ符号化単位領域（「対象ＱＰ符号化単位領域」と
も称する）を規定するようになっている。例えば、サイド情報決定部１１２１は、ＬＣＵ
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が属するスライスのスライスタイプがＩスライスである場合には、対象ＱＰ符号化単位領
域としてＩスライス用ＱＰ符号化単位領域を規定する。
【０４２２】
　そして、サイド情報決定部１１２１は、規定した各対象ＱＰ符号化単位領域について、
該対象ＱＰ符号化単位領域全体を構成する１以上の各ＣＵについて、ラスタスキャン順に
該ＣＵのスキップフラグを参照する。サイド情報決定部１１２１は、各対象ＱＰ符号化単
位領域について、値が「０」であるスキップフラグが該ＱＰ符号化単位領域において初め
て参照されるＣＵのＱＰ値を算出し、直前に参照したＱＰ値（またはデフォルトＱＰ値）
とのＱＰ差分値をサイド情報の一部としてサイド情報符号化部１１２２に出力する。
【０４２３】
　具体的には、サイド情報決定部１１２１およびサイド情報符号化部１１２２は、図３４
に示すcoding_unitシンタックスを用いて各ＣＵに対して順次以下の処理を行う。すなわ
ち、サイド情報決定部１１２１は、スキップフラグ（skip_flag）を参照するＣＵの左上
座標のｘ成分およびｙ成分が共に対象ＱＰ符号化単位領域のサイズ（ＬＣＵが属するスラ
イスのスライスタイプがＩスライスの場合にはMinIDeltaQuantCodingUnitSize。Ｂスライ
スおよびＰスライスの場合には、それぞれ、MinBDeltaQuantCodingUnitSizeおよびMinPDe
ltaQuantCodingUnitSize）の整数倍に一致する場合に、符号化可能状態を示すフラグ(del
taQuantAvail)の値を”true”に設定する。そして、サイド情報決定部１１２１は、delta
QuantAvailの値が”true”である状態で値が「０」のスキップフラグを参照すると、スキ
ップフラグを参照したＣＵのＱＰ差分値をサイド情報＃４１の一部としてサイド情報符号
化部１１２２に供給する。サイド情報符号化部１１２２は、ＱＰ差分値の符号化処理を実
行してdeltaQuantAvailの値を”false”に設定する。
【０４２４】
　以上のようなサイド情報決定部１１２１およびサイド情報符号化部１１２２の処理によ
って、可変長符号多重化部２５は、サイド情報符号化部１１２２から、３種類のＱＰ符号
化単位領域のサイズ情報と各対象ＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分値との符号化データを含
むサイド情報符号化データ＃１１２２を受け取ることになる。また、可変長符号多重化部
２５は、ＣＵ符号化部４４から受け取るＣＵ符号化データ＃４４とサイド情報符号化デー
タ＃１１２２とを多重化することによって符号化データ＃１１２を生成し、出力する。
【０４２５】
　（付記事項）
　なお、本実施形態に係る動画像符号化装置１１２は、入力画像を構成するスライスにＩ
スライスが多い場合と、Ｐスライスが多い場合と、Ｂスライスが多い場合とで、異なる粒
度（個数）のＱＰ差分値を符号化するように構成されているが、本発明はこれに限定され
ない。すなわち、動画像符号化装置は、Ｐスライスが多い場合とＢスライスが多い場合と
で符号化するＱＰ差分値を符号化する粒度（個数）が同程度になるように構成してもよい
。すなわち、MinIDeltaQuantCodingUnitSizeとMinBDeltaQuantCodingUnitSizeとMinPDelt
aQuantCodingUnitSizeとの各値を、次式が成立するような値に設定してもよい。
【０４２６】
【数３】

【０４２７】
　また、MinIDeltaQuantCodingUnitSize、MinBDeltaQuantCodingUnitSize、MinPDeltaQua
ntCodingUnitSizeは、ピクチャ・パラメータ・セットもしくは、シーケンス・パラメータ
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・セット、もしくは、スライスヘッダなどで符号化データ中に符号化する構成としても構
わない。
【０４２８】
　〔実施形態７〕
　（動画像復号装置）
　本実施形態に係る動画像復号装置は、その次に説明する動画像符号化装置１１４から供
給される符号化データ＃１１４を復号して復号画像＃１１３を生成する装置である。
【０４２９】
　以下では、本実施形態に係る動画像復号装置について図面を参照しながら詳細に説明す
る。
【０４３０】
　最初に、本実施形態に係る動画像復号装置の構成について図３５を参照しながら説明す
る。図３５は、動画像復号装置１１３の構成を示すブロック図である。図３５に示すよう
に、動画像復号装置１１３は、可変長符号逆多重化部１１３１、サイド情報復号部１１３
２、ＣＵ設定部１１３３、ＣＵ復号部１１３４、および、フレームメモリ１５を備えてい
る。
【０４３１】
　動画像復号装置１１３に入力された符号化データ＃１１４は可変長符号逆多重化部１１
３１へ入力される。可変長符号逆多重化部１１３１は、入力された符号化データ＃１１４
を逆多重化することによって、符号化データ＃１１４を、サイド情報に関する符号化デー
タであるサイド情報符号化データ＃１１３１ａと、ピクチャに関する符号化データである
符号化データ＃１１３１ｂとに分離し、サイド情報符号化データ＃１１３１ａをサイド情
報復号部１１３２に、符号化データ＃１１３１ｂをＣＵ設定部１１３３にそれぞれ出力す
る。
【０４３２】
　サイド情報復号部１１３２では、サイド情報符号化データ＃１１３１ａを復号してサイ
ド情報＃１１３２を生成し、サイド情報＃１１３２をＣＵ設定部１１３３に出力する。
【０４３３】
　サイド情報復号部１１３２では、サイド情報符号化データ＃１１３１ａを復号する処理
において、ＱＰ符号化単位領域のサイズを示すサイズ情報の符号化データを復号すること
により、サイド情報＃１１３２の一部として上記サイズ情報を生成する。
【０４３４】
　また、サイド情報復号部１１３２では、サイド情報符号化データ＃１１３１ａを復号す
る処理において、各スライスヘッダの変換規則インデックスの符号化データを復号するこ
とにより、サイド情報＃１１３２の一部として上記変換規則インデックスを生成する。こ
こで、変換規則インデックスとは、実施形態１において説明した各変換規則を識別するイ
ンデックスのことである。
【０４３５】
　さらに、サイド情報復号部１１３２では、サイド情報符号化データ＃１１３１ａを復号
する処理において、各ＱＰ符号化単位領域のインデックス(qp_delta_index)の符号化デー
タを復号することにより、サイド情報＃１１３２の一部として上記インデックスを生成す
る。
【０４３６】
　ＣＵ設定部１１３３では、入力されたサイド情報＃１１３２に基づいて、符号化データ
＃１１３１ｂを複数のスライスに分割し、各スライスを複数のＱＰ符号化単位領域に分割
し、各ＱＰ符号化単位領域を個々のＣＵに対応する符号化データ＃１１３３ｂに分離し、
ＣＵ復号部３４に対して順次出力する。また、ＣＵ設定部１１３３は、各ＱＰ符号化単位
領域について、サイド情報＃１１３２に含まれている変換規則インデックスから特定され
る変換規則を用いて、同じくサイド情報＃１１３２に含まれている該ＱＰ符号化単位領域
のインデックスから、ＣＵ復号部１１３４に対して出力すべきＱＰ差分値を算出する。そ
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して、ＣＵ設定部１１３３は、該ＱＰ符号化単位領域の個々のＣＵに対応する符号化デー
タ＃１１３３ｂに加えて、変換規則を用いて算出したＱＰ差分値＃１１３３ａをＣＵ復号
部１１３４に対して出力する。
【０４３７】
　ＣＵ復号部１１３４は、入力された個々のＣＵ（逆量子化単位領域）に対応する符号化
データ＃１１３３ｂを順次復号および逆量子化することにより、個々のＣＵに対応する復
号画像＃１１３４を生成し、出力する。また、復号画像＃１１３４は、フレームメモリ１
５に対しても出力される。
【０４３８】
　具体的には、ＣＵ復号部１１３４は、ＣＵに対応する符号化データ＃１１３３ｂを復号
および逆量子化する際には、該ＣＵが属するＱＰ符号化単位領域のＱＰ差分値＃１１３３
ａからＱＰ値を求めて逆量子化処理を行う。
【０４３９】
　符号化データ＃１１３１ｂを構成する全てのＣＵに対して、ＣＵ復号部１１３４による
ＣＵ単位の復号画像生成処理が終わった時点で、動画像復号装置１１３に入力された符号
化データに対応する復号画像＃１１３の生成処理が完了する。
【０４４０】
　以上のように、動画像復号装置は、ＱＰ符号化単位領域ごとにＱＰ差分値の符号化デー
タを復号するのではなく、ＱＰ差分値よりも値が小さい（または図８（ｄ）のようにＱＰ
差分値よりも小さいことが多い）インデックスの符号化データを復号する。したがって、
変換規則インデックスの符号化による符号量の増分があっても、ＱＰ差分値を生成するた
めに受信する符号化データの符号量は全体としてより少なくなる。そのため、動画像復号
装置は、より少ないデータ量の符号化データからＱＰ差分値を生成することができる。
【０４４１】
　（動画像符号化装置）
　本実施形態に係る動画像符号化装置は、実施形態２に係る動画像符号化装置と同様に、
入力画像を構成する各ＬＣＵを、ＪＣＴＶＣ－Ｃ４０３に記載されているcoding_treeシ
ンタックスを用いて複数のＣＵ（Coding Unit：量子化単位領域）に分割する処理を行う
。
【０４４２】
　また、本実施形態に係る動画像符号化装置は、ＱＰ符号化単位領域のサイズを示すサイ
ズ情報を符号化するように構成されている。
【０４４３】
　一方、本実施形態に係る動画像符号化装置は、実施形態２に係る動画像符号化装置とは
異なり、ＱＰ符号化単位領域ごとに、該ＱＰ符号化単位領域に属するたかだか１つのＣＵ
に関するＱＰ差分値に代えて、実施形態１において説明した該ＱＰ差分値を指し示すイン
デックスを符号化するように構成されている。また、実施形態１と同様に、本実施形態に
係る動画像符号化装置は、実施形態１において説明したＱＰ差分値とインデックスとの関
係を表した変換規則の変換規則インデックスを符号化するように構成されている。
【０４４４】
　以下では、本実施形態に係る動画像符号化装置について図面を参照しながら詳細に説明
する。
【０４４５】
　最初に、本実施形態に係る動画像符号化装置１１４の構成について図３６を参照しなが
ら説明する。図３６は、動画像符号化装置１１４の構成を示すブロック図である。図３６
に示すように、動画像符号化装置１１４は、サイド情報決定部１１４１、サイド情報符号
化部１１４２、ＣＵ設定部４３、ＣＵ符号化部４４、可変長符号多重化部２５、ＣＵ復号
部４６、および、フレームメモリ２７を備えている。
【０４４６】
　サイド情報決定部１１４１は、入力画像＃１００に基づいて、サイド情報を決定し、決
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定したサイド情報をサイド情報＃１１４１として出力する。サイド情報＃１１４１は、入
力画像＃１００に関するパラメータの集合であるピクチャ・パラメータ・セット、入力画
像＃１００に含まれるスライス毎のヘッダ情報であるスライスヘッダ、スライスに含まれ
るＣＵ毎のパラメータの集合であるＣＵ情報、ＣＵに含まれるＴＵ毎のパラメータの集合
であるＴＵ情報等から構成される。
【０４４７】
　具体的には、サイド情報決定部１１４１は、スライス（またはピクチャ）ごとに所定の
アルゴリズムに基づいてＱＰ符号化単位領域の（縦および横の）サイズを決定し、ＱＰ符
号化単位領域のサイズを示すサイズ情報をサイド情報＃１１４１のスライスヘッダ（ピク
チャ・パラメータ・セット）に格納する。
【０４４８】
　また、サイド情報決定部１１４１は、スライス毎に、該スライスに含まれるＣＵに割り
当て可能なＱＰ値に制限を課すためのＱＰ差分値の集合を決定する。すなわち、スライス
に含まれるＣＵに割り当て可能なＱＰ値は、同じスライスに含まれる直前のＣＵに割り当
てたＱＰ値とのＱＰ差分値が上記ＱＰ差分値の集合に含まれるように制限される。
【０４４９】
　さらに、サイド情報決定部１１４１は、スライス毎に、該スライスに関する変換規則を
定め、対応するスライスヘッダ内に該変換規則を識別する変換規則インデックスを含める
ようになっている。
【０４５０】
　そして、サイド情報決定部１１４１は、ピクチャ・パラメータ・セット（またはスライ
スヘッダ）内のＱＰ符号化単位領域のサイズ情報に基づいて、入力画像＃１００（または
各スライス）を構成するＱＰ符号化単位領域を規定する。さらに、サイド情報決定部１１
４１は、ＱＰ符号化単位領域ごとにたかだか１つ選択したＣＵ（選択対象ＣＵ）について
、ＱＰ差分値テーブルを参照することによりＱＰ差分値（qp_delta）をインデックス(qp_
delta_index)に変換する。そして、サイド情報決定部１１４１は、選択対象ＣＵのＣＵ情
報にインデックスを格納したサイド情報＃１１４１をサイド情報符号化部１１４２に出力
するとともに、ＱＰ差分値をＣＵ設定部４３に出力する。
【０４５１】
　サイド情報符号化部１１４２は、サイド情報＃１１４１を符号化し、サイド情報符号化
データ＃１１４２を出力する。サイド情報符号化データ＃１１４２は、可変長符号多重化
部２５に供給される。サイド情報符号化部１１４２は、サイド情報＃１１４１を符号化す
る処理において、各ＱＰ符号化単位領域のインデックスと、上記サイズ情報と、変換規則
インデックスとを符号化する。より具体的には、サイド情報符号化部１１４２は、各ＱＰ
符号化単位領域のインデックスを、インデックスの絶対値の大きさに応じた長さの２値列
に符号化する。
【０４５２】
　なお、ＣＵ設定部４３、ＣＵ符号化部４４、ＣＵ復号部４６、可変長符号多重化部２５
およびフレームメモリ２７については実施形態１または２において説明したので、ここで
は説明を省略する。
【０４５３】
　（動画像復号装置１１３および動画像符号化装置１１４の変形例１）
　動画像符号化装置１１４のサイド情報決定部１１４１は、スライス毎に変換規則を定め
るものとしたが、サイド情報決定部１１４１は、各スライスについて、所定の複数種類の
変換規則の中からいずれか１つの変換規則を選択するものとしてもよい。
【０４５４】
　例えば、サイド情報決定部１１４１は、qp_delta＝qp_delta_indexで表される変換規則
と、qp_delta＝qp_delta_index *２で表される変換規則（等価なＱＰ差分値テーブルが図
８（ｂ）で表されるような変換規則）と、等価なＱＰ差分値テーブルが図８（ｃ）で表さ
れるような変換規則と、の中からいずれかの変換規則を選択し、変換規則テーブルを参照
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して、該変換規則を示す変換規則インデックスをサイド情報＃１１４１のスライスヘッダ
内に格納してもよい。ここで、変換規則テーブルは、変換規則と変換規則インデックスと
が関連づけられたテーブルであり、動画像符号化装置１１４と動画像復号装置１１３とは
、共通の変換規則テーブルをそれぞれの記憶部（図示せず）に備えている。変換規則テー
ブルは、例えば、qp_delta＝qp_delta_indexで表される変換規則を識別する変換規則イン
デックスを０とし、qp_delta＝qp_delta_index *２で表される変換規則を識別する変換規
則インデックスを１とし、等価なＱＰ差分値テーブルが図８（ｃ）で表されるような変換
規則を識別する変換規則インデックスを２とするようなテーブルが挙げられる。
【０４５５】
　また、サイド情報決定部１１４１は、各スライスについて、所定の複数種類のＱＰ差分
値テーブルの中からいずれか１つのＱＰ差分値テーブルを選択するものとしてもよい。
【０４５６】
　例えば、サイド情報決定部１１４１は、qp_deltaとqp_delta_indexとが同値となるよう
なＱＰ差分値テーブルおよび図８（ａ）のようなＱＰ差分値テーブルのどちらかのＱＰ差
分値テーブルを選択して、テーブル選択用情報を参照して、該ＱＰ差分値テーブルを示す
粗さ指定フラグをサイド情報＃１１４１のスライスヘッダ内に格納してもよい。ここで、
テーブル選択用情報は、ＱＰ差分値テーブルと粗さ指定フラグとが関連づけられたテーブ
ルであり、動画像符号化装置１１４と動画像復号装置１１３とは、共通のテーブル選択用
情報をそれぞれの記憶部（図示せず）に備えている。
【０４５７】
　また、動画像符号化装置１１４と動画像復号装置１１３は、前者のＱＰ差分値テーブル
を示す２値フラグである粗さ指定フラグ「０」と規定し、後者のＱＰ差分値テーブルを示
す粗さ指定フラグ「１」と規定してもよい。
【０４５８】
　上記２つの例の場合、動画像復号装置１１３では、サイド情報復号部１１３２が、サイ
ド情報符号化データ＃１１３１ａを復号する処理において、各スライスヘッダの変換規則
インデックス（粗さ指定フラグ）の符号化データを復号することにより、サイド情報＃１
１３２の一部として上記変換規則インデックス（粗さ指定フラグ）を生成する。
【０４５９】
　ＣＵ設定部１１３３は、記憶部（図示せず）に格納されている変換規則テーブルを参照
して、サイド情報＃１１３２のスライスヘッダに含まれている変換規則インデックス（粗
さ指定フラグ）から、同じく記憶部に格納されている、変換規則を表す演算アルゴリズム
情報（ＱＰ差分値テーブル）を特定する。そして、ＣＵ設定部１１３３は、各ＱＰ符号化
単位領域について、サイド情報＃１１３２に含まれている該ＱＰ符号化単位領域内の選択
対象ＣＵのインデックスを、特定された演算情報（ＱＰ差分値テーブル）に基づいてＣＵ
復号部１１３４に対して出力すべきＱＰ差分値に変換することになる。
【０４６０】
　なお、上記複数種類のＱＰ差分値テーブルは、予測モードに応じて定まるようなＱＰ差
分値テーブルとなっていてもよい。例えば、上記複数種類のＱＰ差分値テーブルは、イン
トラ予測モード用のＱＰ差分値テーブルと、その他の予測モード用のＱＰ差分値テーブル
とからなる２種類のＱＰ差分値テーブルであってもよい。そして、イントラ予測モード用
のＱＰ差分値テーブルがqp_deltaとqp_delta_indexとが同値となるようなＱＰ差分値テー
ブルであり、その他の予測モード用のＱＰ差分値テーブルが図８（ｂ）のようなＱＰ差分
値テーブルとなっていてもよい。
【０４６１】
　この場合、サイド情報決定部１１４１は、図示しない予測画像生成部から受け取った選
択対象ＣＵの予測モードがイントラ予測モードである場合には、前者のＱＰ差分値テーブ
ルを参照して選択対象ＣＵのＱＰ差分値をインデックスに変換する。一方、サイド情報決
定部１１４１は、図示しない予測画像生成部から受け取った選択対象ＣＵの予測モードが
インター予測モード等の他の予測モードである場合には、後者のＱＰ差分値テーブルを参
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照して選択対象ＣＵのＱＰ差分値をインデックスに変換する。
【０４６２】
　また、上記複数種類のＱＰ差分値テーブルは、スライスタイプに応じて定まるようなＱ
Ｐ差分値テーブルとなっていてもよい。例えば、上記複数種類のＱＰ差分値テーブルは、
ＩスライスおよびＢスライス用のＱＰ差分値テーブルと、Ｐスライス用のＱＰ差分値テー
ブルとからなる２種類のＱＰ差分値テーブルであってもよい。
【０４６３】
　例えば、サイド情報決定部１１４１は、ＩスライスおよびＢスライスについては、実施
形態１に記載されているような方法でfactorが１となるようなＱＰ差分値の集合を決定し
、ＱＰ差分値の集合からＩスライスおよびＢスライス用のＱＰ差分値テーブルを生成して
もよい。同様に、サイド情報決定部１１４１は、Ｐスライスについては、実施形態１に記
載されているような方法でfactorが２となるようなＱＰ差分値の集合を決定し、ＱＰ差分
値の集合からＰスライス用のＱＰ差分値テーブルを生成してもよい。
【０４６４】
　この場合、選択対象ＣＵが属するスライスのスライスタイプがＩスライスまたはＢスラ
イスである場合には前者のＱＰ差分値テーブルを参照して選択対象ＣＵのＱＰ差分値をイ
ンデックスに変換する。一方、選択対象ＣＵが属するスライスのスライスタイプがＰスラ
イスである場合には後者のＱＰ差分値テーブルを参照して選択対象ＣＵのＱＰ差分値をイ
ンデックスに変換する。
【０４６５】
　なお、上記複数種類の演算規則についても、上記複数種類のＱＰ差分値テーブルと同様
のことがあてはまる。
【０４６６】
　（動画像復号装置１１３および動画像符号化装置１１４の変形例２）
　実施形態５では、入力画像＃１００を構成する各ＬＣＵについて、ＬＣＵ単位でＱＰ差
分値を符号化するかＬＣＵを構成するＱＰ符号化領域単位でＱＰ差分値を符号化するかを
、deltaQuantAvailCUフラグの真偽に応じて決定する動画像符号化装置について説明した
。
【０４６７】
　動画像符号化装置１１４は、実施形態６に係る動画像符号化装置と同様に、ＬＣＵ単位
でインデックス（qp_delta_index）を符号化するかＬＣＵを構成するＱＰ符号化単位領域
でインデックスを符号化するかを、deltaQuantAvailCUフラグの真偽に応じて決定しても
よい。
【０４６８】
　さらに、動画像符号化装置１１４のサイド情報決定部１１４１は、各選択対象ＣＵにつ
いて、スライス（ＬＣＵまたはＣＵ）ごとに定めた複数種類の変換規則からいずれか１つ
の変換規則を選択し、選択した変換規則を用いてＱＰ差分値をインデックスに変換しても
よい。この場合、サイド情報決定部１１４１は、選択対象ＣＵのインデックスとともに選
択した変換規則の変換規則インデックスを選択対象ＣＵのＣＵ情報に格納する。
【０４６９】
　なお、サイド情報決定部１１４１は、上記複数種類の変換規則がスライスまたはＬＣＵ
ごとに定められている場合には、各ＬＣＵについて１つの変換規則を選択し、選択した変
換規則を示す変換規則インデックスをＬＣＵのＣＵ情報に含めてもよい。同様に、サイド
情報決定部１１４１は、上記複数種類の変換規則がスライスごとに定められている場合に
は、各スライスについて１つの変換規則を選択し、選択した変換規則を示す変換規則イン
デックスをスライスヘッダに含めてもよい。
【０４７０】
　例えば、サイド情報決定部１１４１は、qp_deltaとqp_delta_indexとが同値となるよう
な変換規則と等価なＱＰ差分値テーブルが図８（ｂ）で表されるような変換規則とのどち
らの変換規則を使用するかをスライス毎に選択するものとしてもよい。
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　この場合、サイド情報決定部１１４１は、ＬＣＵ単位でインデックス(qp_delta_index)
を決定する場合には選択対象ＣＵのＱＰ差分値から前者の変換規則を用いてサイド情報＃
１１４１に格納すべきインデックスを算出し、ＱＰ符号化単位領域単位でインデックス(q
p_delta_index)を決定する場合には選択対象ＣＵのＱＰ差分値から後者の変換規則を用い
てサイド情報＃１１４１に格納すべきインデックスを算出してもよい。
【０４７２】
　また、動画像符号化装置１１４は、入力画像＃１００を構成する各スライスについて、
スライス単位でインデックスを符号化するかスライスを構成するＬＣＵ（またはＱＰ符号
化単位領域）単位でインデックスを符号化するかを、決定してもよい。
【０４７３】
　この場合、サイド情報決定部１１４１は、スライス単位でインデックスを決定する場合
には選択対象ＣＵのＱＰ差分値から前者の変換規則を用いてサイド情報＃１１４１に格納
すべきインデックスを算出し、ＬＣＵ（またはＱＰ符号化単位領域）単位でインデックス
を決定する場合には選択対象ＣＵのＱＰ差分値から後者の変換規則を用いてサイド情報＃
１１４１に格納すべきインデックスを算出してもよい。
【０４７４】
　この場合、動画像復号装置１１３のＣＵ設定部１１３３は、各ＬＣＵについて、サイド
情報＃１１３２内の該ＬＣＵのＣＵ情報に含まれているdeltaQuantAvailCUを参照する。
ＣＵ設定部１１３３は、該ＬＣＵのdeltaQuantAvailCUフラグが“true”である場合に、
該ＬＣＵに属する各ＣＵのＣＵ情報を参照し、ＣＵ情報内にインデックスが含まれている
ＣＵについてはそのインデックスから、スライスヘッダ内に含まれている変換規則インデ
ックスが表す変換規則を用いてＱＰ差分値１１３３ａを算出する。一方、該ＬＣＵのdelt
aQuantAvailCUフラグが“false”である場合に、該ＬＣＵのＣＵ情報を参照し、ＣＵ情報
内に含まれているインデックスを、スライスヘッダ内に含まれている変換規則インデック
スが示す変換規則を用いてＱＰ差分値１１３３ａに変換する。
【０４７５】
　そして、ＣＵ設定部１１３３は、ＱＰ差分値１１３３ａをＣＵ復号部１１３４に出力す
る。その他は、変形例１に係る動画像復号装置１１３と同様の動作を行う。
【０４７６】
　なお、上記実施形態１における、マクロブロックは、Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶ
Ｃの後継規格として提案されているＨＥＶＣ（High Efficiency Video Coding）のＬＣＵ
（最大コーディングユニット：Largest Coding Unit、コーディングツリー（Coding Tree
）のrootと呼ばれることもある）に相当し、サブマクロブロックおよびブロックは、ＨＥ
ＶＣのＣＵ（コーディングユニット：Coding Unit、コーディングツリーのleafと呼ばれ
ることもある）、ＰＵ（Prediction Unit）、又はＴＵ（transformation Unit）に相当す
るものである。
【０４７７】
　最後に、シンタックスが示された各図において用いられている変数の説明を以下に示し
ておく。
【０４７８】
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【表１】

【０４７９】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０４８０】
　以上のように、本発明に係る符号化装置は、上記ｎ個の差分値と、上記ｎ個の整数と、
の１対１の対応関係を示す情報を生成する情報生成手段をさらに備え、上記情報生成手段
が生成した上記情報を符号化データとして上記２値列とともに外部に出力することが望ま
しい。
【０４８１】
　上記の構成によれば、上記符号化装置は、上記２値列と上記対応関係を示す情報とが入
力された場合に上記差分値を復号可能な復号装置に上記差分値の復号を行わせることがで
き、また、上記ｎ個の差分値と上記ｎ個の整数との１対１の対応関係を符号化すべき入力
画像に応じて適宜変更することができるというさらなる効果を奏する。
【０４８２】
　本発明に係る符号化装置では、上記ｎ個の差分値は上記ｎ個の整数にそれぞれ所定の値



(62) JP 5670444 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

を乗算することにより得られる値となっており、上記情報は上記所定の値そのものである
ことが望ましい。
【０４８３】
　上記の構成によれば、上記ｎ個の差分値と、上記ｎ個の整数と、の１対１の対応関係を
示す情報が、１個の所定の値で表わされるので、外部に符号化データとして出力する上記
情報の符号量を削減することができるというさらなる効果を奏する。
【０４８４】
　本発明に係る符号化装置では、上記変換手段は、上記ｎ個の差分値のうち絶対値がｉ番
目に小さい差分値を、上記ｎ個の整数のうち絶対値がｉ番目に小さい整数に変換するよう
に構成されており、該整数の絶対値は、該差分値の絶対値よりも小さいことが好ましい。
【０４８５】
　上記の構成によれば、本発明に係る符号化装置は、単位領域に関する差分値をｎ個の差
分値の中からどのように決定したとしても、差分値を絶対値がより小さい整数に変換する
。
【０４８６】
　したがって、本発明に係る符号化装置は、復号装置に供給する量子化パラメータの符号
量を確実に削減することができるというさらなる効果を奏する。
【０４８７】
　本発明に係る符号化装置は、上記ｎ個の差分値の各々について、上記変換手段が変換す
る各単位領域の差から構成されるグループに占める該差分値の割合を算出する算出手段を
さらに備え、上記変換手段は、変換の対象となる差分値が上記算出手段が算出した上記割
合が大きい差分値であるほど変換により得られる整数の絶対値が小さくなるように構成さ
れていることが望ましい。
【０４８８】
　上記の構成によれば、本発明に係る符号化装置は、上記変換手段が変換する各単位領域
の差から構成されるグループに占める割合が大きい差分値ほど、絶対値が小さい整数に変
換する（すなわち、整数から生成される２値列の長さも短くなる）。
【０４８９】
　したがって、本発明に係る符号化装置は、復号装置に供給する量子化パラメータの符号
量をより効率的に削減することができるというさらなる効果を奏する。
【０４９０】
　本発明に係る符号化装置では、上記入力画像は複数の第２単位領域から構成され、且つ
、各第２単位領域は複数の上記単位領域から構成されており、上記設定手段が、各第２単
位領域について予め定めた特定の単位領域の量子化パラメータを設定する場合には、該単
位領域と、該単位領域より符号化順序が若い単位領域と、からなる対における量子化パラ
メータの差は、上記ｎ個の差分値以外の値をとり得るようになっており、上記２値列生成
手段は、該対における量子化パラメータの差から、差の絶対値の大きさに応じた長さの２
値列を生成することが望ましい。
【０４９１】
　一般に、画像特性が互いに類似している（すなわち、量子化パラメータを近い値にする
ことが適切な）各単位領域から構成される領域が第２単位領域（例えば、拡大マクロブロ
ック）として設定された場合、第２単位領域内の特定の単位領域（例えば、拡大マクロブ
ロック内の左上隅のマクロブロック）を除く残りの単位領域の各々については、該単位領
域の量子化パラメータを、該単位領域と該単位領域より符号化順序が若い単位領域と、か
らなる対における量子化パラメータの差が十分小さくなるように設定すれば、適切に量子
化を行うことが可能である。
【０４９２】
　したがって、本発明に係る符号化装置は、上記残りの単位領域の各々の量子化パラメー
タを設定する場合における、該単位領域と該単位領域より符号化順序が若い単位領域と、
からなる対における量子化パラメータの差の候補の数ｎを十分に小さくしても適切に量子
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化することができる。これにより、本発明に係る符号化装置は、ｎ個の整数と、量子化パ
ラメータに関するｎ個の差分値と、が１対１に対応付けられている情報を保持する記憶領
域を節約することができるというさらなる効果を奏する。
【０４９３】
　本発明に係る復号装置では、上記符号化データには、ｎ個の整数と、量子化パラメータ
に関するｎ個の差分値と、を１対１に対応付ける情報が含まれており、上記抽出手段が、
上記符号化データから上記情報を抽出することが望ましい。
【０４９４】
　上記の構成によれば、本発明に係る復号装置は、上記符号化データから上記情報を抽出
することができるので、本発明に係る符号化装置から供給された量子化パラメータに基づ
いて逆量子化するために自装置に予め上記情報を保持していなくてもよいというさらなる
効果を奏する。
【０４９５】
　本発明に係る復号装置では、上記抽出手段が上記符号化データから抽出する上記情報は
所定の値であり、上記特定手段は、上記整数生成手段が生成した整数値に上記抽出手段が
抽出した上記所定の値を乗算することにより、上記差分値を特定することが望ましい。
【０４９６】
　上記の構成によれば、上記符号化データに含まれる上記情報は所定の値であるため、本
発明に係る復号装置は、上記差分値を特定するために上記情報を保持する記憶領域を節約
することができるというさらなる効果を奏する。
【０４９７】
　本発明に係る復号装置では、上記復号画像は複数の第２単位領域から構成され、且つ、
各第２単位領域は複数の上記単位領域から構成されており、上記特定手段は、上記復号画
像全体を構成する複数の単位領域のうち各第２単位領域について予め定めた特定の単位領
域を除く残りの単位領域の各々について、該単位領域に関する整数値から該単位領域に関
する差分値を上記情報に基づいて特定するようになっており、上記特定手段は、上記特定
の単位領域については、上記整数生成手段が生成した整数値そのものを差分値として特定
することが望ましい。
【０４９８】
　上記の構成によれば、本発明に係る復号装置は、上記残りの単位領域の各々について、
該単位領域に関する整数値から該単位領域に関する差分値を、ｎ個の整数と、量子化パラ
メータに関するｎ個の差分値と、が１対１に対応付けられている情報に基づいて特定する
。ここで、符号化データを供給する符号化装置側において、画像特性が互いに類似してい
る（すなわち、量子化パラメータを近い値にすることが適切な）各単位領域から構成され
る領域が第２単位領域（例えば、拡大マクロブロック）として設定し、かつ、上記残りの
単位領域について決定する差分値の候補の数ｎを小さくしておけば、本発明に係る復号装
置は、上記情報を保持するための記憶領域を節約することができるというさらなる効果を
奏する。
【０４９９】
　なお、上記ｎ個の差分値と、上記ｎ個の整数と、の１対１の対応関係を示す情報を含む
符号化データも本発明の範疇に含まれる。
【０５００】
　なお、本発明に係る符号化装置は、上記第３単位領域を符号化単位（ＣＵ：Coding Uni
t）とするか、または、変換単位（ＴＵ：Transformation Unit）とすることができる。
【０５０１】
　また、本発明に係る符号化装置は、上記第３単位領域がＣＵであり、上記単位領域がＬ
ＣＵであり、上記複数のＬＣＵの各々について、該ＬＣＵ内の画像に対して上記算出手段
が算出した上記量子化パラメータの値に応じた量子化を行うか、該ＬＣＵを構成する各Ｃ
Ｕについて、該ＣＵ内の画像に対して該ＣＵの量子化パラメータの値に応じた量子化を行
うか、を所定の基準に基づいて決定する第２決定手段をさらに備えることができる。
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【０５０２】
　本発明に係る符号化装置は、上記の各構成によっても、量子化パラメータの符号量を従
来に比べてより削減することが可能であるという効果を奏する。
【０５０３】
　本発明に係る符号化装置は、上記第３単位領域はＣＵであって、上記単位領域を構成す
る複数の第４単位領域の各々について、上記選択手段が該第４単位領域内で最初に選択す
るＣＵの予測モードがイントラ予測モードであるかを否かを判定する判定手段をさらに備
え、上記算出手段は、上記予測モードがイントラ予測モードであると判定された第４単位
領域内の量子化の対象となる各ＣＵの画像に対して量子化を行うために参照する上記量子
化パラメータの値を、該第４単位領域が属する単位領域について上記決定手段が決定した
上記量子化パラメータの差分値に代えて、該第４単位領域内で最初に選択されたＣＵの量
子化パラメータの差分値から算出することが望ましい。
【０５０４】
　上記の構成によれば、本発明に係る符号化装置は、各第４単位領域について該第４単位
領域内で最初に選択されるＣＵの予測モードがイントラ予測モードである場合に、該第４
単位領域と該第４単位領域が属する単位領域内の他の第４単位領域とで量子化パラメータ
の差分値が異なるような量子化パラメータを用いて、該第４単位領域内の画像に対して量
子化を行うことができる。
【０５０５】
　換言すれば、本発明に係る符号化装置は、入力画像内に予測モードがイントラ予測モー
ドとなるようなＣＵが多く含まれる場合には、入力画像内に予測モードがインター予測モ
ードとなるようなＣＵが多く含まれる場合に比べて、復号装置に出力する量子化パラメー
タの差分値の個数が相対的に多くなる。
【０５０６】
　なお、入力画像内に予測モードがイントラ予測モードとなるようなＣＵが多く含まれる
場合、入力画像内に予測モードがインター予測モードとなるようなＣＵが多く含まれる場
合に比べ、量子化の精度を上げることによって符号化データの符号量は大きく削減される
ことがわかっている。
【０５０７】
　したがって、本発明に係る符号化装置は、入力画像内に占める予測モードがイントラ予
測モードとなるようなＣＵと予測モードがインター予測モードとなるようなＣＵとの比率
に応じて、符号化データの符号量を適切に削減することができるというさらなる効果を奏
する。
【０５０８】
　本発明に係る符号化装置は、上記入力画像を構成する複数のスライスの各々について該
スライスのスライスタイプを判定する判定手段と、記複数のスライスの各々について、該
スライスを構成する各単位領域のサイズを、上記判定手段が判定したスライスタイプに応
じたサイズに設定する単位領域設定手段と、をさらに備えていることが望ましい。
【０５０９】
　上記の構成によれば、本発明に係る符号化装置は、上記量子化パラメータの差分値が同
一となるような各量子化パラメータを用いて量子化を行うべき単位領域のサイズを、その
単位領域が属するスライスのスライスタイプに応じて適切に設定することにより、符号化
データの符号量をより削減することができるというさらなる効果を奏する。
【０５１０】
　本発明に係る符号化装置は、ｎ組（ｎ：任意の整数）の上記量子化パラメータの差分値
と整数とが１対１の対応関係になるような変換規則に従って、上記決定手段が各単位領域
について決定した上記差分値を対応する整数に変換する変換手段と、上記変換手段による
変換により得られた上記整数の絶対値の大きさに応じた長さの２値列を生成する２値列生
成手段と、をさらに備え、ｎ個の上記整数はｎ個の上記差分値よりも絶対値の総和が小さ
いことが望ましい。
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【０５１１】
　上記の構成によれば、本発明に係る符号化装置は、量子化パラメータの各差分値につい
て該差分値から変換された整数の絶対値を２値列に変換する。ここで、ｎ個の上記整数は
ｎ個の上記差分値よりも絶対値の総和が小さいので、上記変換後の２値列の長さの総和は
、統計的には、量子化パラメータの各差分値について該差分値の絶対値を２値列に変換し
た場合における変換後の２値列の長さの総和よりも小さくなることが多いと言える。
【０５１２】
　したがって、本発明に係る符号化装置は、量子化パラメータの差分値の符号量をより削
減することができるというさらなる効果を奏する。
【０５１３】
　また、本発明に係る復号装置は、上記第３単位領域を符号化単位（ＣＵ：Coding Unit
）とするか、または、変換単位（ＴＵ：Transformation Unit）とすることができる。
【０５１４】
　また、本発明に係る復号装置は、上記第３単位領域はＣＵであり、上記単位領域はＬＣ
Ｕであり、上記複数のＬＣＵの各々について、該ＬＣＵ内の量子化画像に対して上記特定
手段が特定した上記量子化パラメータの値に応じた逆量子化を行うか、該ＬＣＵを構成す
る各ＣＵについて、該ＣＵ内の量子化画像に対して該ＣＵの量子化パラメータの値に応じ
た逆量子化を行うか、を所定の基準に基づいて決定することができる。
【０５１５】
　上記の各構成によっても、本発明に係る復号装置は、逆量子化を行うために用いるべき
量子化パラメータをより少ない負荷で特定することができる。
【０５１６】
　本発明に係る復号装置は、上記第３単位領域はＣＵであって、上記単位領域を構成する
複数の第４単位領域の各々について、上記選択手段が該第４単位領域内で最初に選択する
ＣＵの予測モードがイントラ予測モードであるかを否かを判定する判定手段をさらに備え
、上記特定手段は、上記予測モードがイントラ予測モードであると判定された第４単位領
域内の逆量子化の対象となる各ＣＵの量子化画像に対して逆量子化を行うために参照する
上記量子化パラメータの値を、該第４単位領域が属する単位領域について上記読出手段が
読み出した上記量子化パラメータの差分値に代えて、該第４単位領域内で最初に選択され
たＣＵの量子化パラメータの差分値から特定することが望ましい。
【０５１７】
　上記の構成によれば、本発明に係る符号化装置は、各ＣＵの予測モードがイントラ予測
モードであるか否かを判定する判定手段を備えた本発明に係る符号化装置から送信される
より小さい符号量の符号化データを復号して、復号画像を生成することができるというさ
らなる効果を奏する。
【０５１８】
　本発明に係る復号装置は、上記復号画像を構成する複数のスライスの各々について該ス
ライスのスライスタイプを判定する判定手段と、上記複数のスライスの各々について、該
スライスを構成する各単位領域のサイズを、上記判定手段が判定したスライスタイプに応
じたサイズに設定する単位領域設定手段と、をさらに備えていることが望ましい。
【０５１９】
　上記の構成によれば、本発明に係る復号装置は、同様の判定手段を備えた本発明に係る
符号化装置から送信された符号化データを復号して、復号画像を生成することができると
いうさらなる効果を奏する。
【０５２０】
　本発明に係る復号装置は、上記読出手段が、量子化パラメータの差分値に代えて、該差
分値に対応する整数を上記符号化データから読み出すように構成されている読出手段であ
り、ｎ組（ｎ：任意の整数）の上記量子化パラメータの差分値と整数とが１対１の対応関
係になるような変換規則に従って、上記読出手段が各単位領域について読み出した上記整
数を、対応する上記差分値に変換する変換手段をさらに備え、上記特定手段が、各単位領
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域について、該単位領域に含まれる逆量子化の対象となる各第３単位領域内の量子化画像
に対して逆量子化を行うために参照する上記量子化パラメータの値を、上記読出手段が該
単位領域内において読み出した上記整数を上記変換手段が変換することにより得られた量
子化パラメータの差分値から特定するように構成されており、ｎ個の上記整数はｎ個の上
記差分値よりも絶対値の総和が小さいことが望ましい。
【０５２１】
　上記の構成によれば、本発明に係る復号装置は、上記変換規則に従って量子化パラメー
タの差分値を整数に変換する変換手段を備えた本発明に係る符号化装置から送信された符
号化データを復号して、復号画像を生成することができるというさらなる効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
【０５２２】
　本発明は、画像を符号化し符号化データを生成する符号化装置、そのような符号化装置
を用いて生成された符号化データを復号する復号装置に好適に適用することができる。
【符号の説明】
【０５２３】
１　　　　動画像復号装置（復号装置）
１１　　　可変長符号逆多重化部
１２　　　サイド情報復号部（抽出手段、特定手段）
１３　　　ＭＢ設定部（特定手段）
１４　　　ＭＢ復号部
１５　　　フレームメモリ
２　　　　動画像符号化装置（符号化装置）
２１　　　サイド情報決定部（設定手段、変換手段、算出手段）
２２　　　サイド情報符号化部（２値列生成手段）
２３　　　ＭＢ設定部
２４　　　ＭＢ符号化部
２５　　　可変長符号多重化部
２６　　　ＭＢ復号部
２７　　　フレームメモリ
３　　　　動画像復号装置
３１　　　可変長符号逆多重化部
３２　　　サイド情報復号部（選択手段、読出手段）
３３　　　ＣＵ設定部
３４　　　ＣＵ復号部（特定手段）
４　　　　動画像符号化装置
４１　　　サイド情報決定部（選択手段、決定手段）
４２　　　サイド情報符号化部
４３　　　ＣＵ設定部
４４　　　ＣＵ符号化部（算出手段）
４６　　　ＣＵ復号部
７　　　　動画像復号装置
７４　　　ＣＵ復号部（判定手段）
８　　　　動画像符号化装置
８１　　　サイド情報決定部（判定手段）
９　　　　動画像復号装置
９２　　　サイド情報復号部（決定手段）
１０　　　動画像復号装置
１０１　　サイド情報決定部（第２決定手段）
１１１　　動画像復号装置
１１１２　サイド情報復号部（判定手段、単位領域設定手段）



(67) JP 5670444 B2 2015.2.18

１１２　　動画像符号化装置
１１２１　サイド情報決定部（判定手段、単位領域設定手段）
１１３　　動画像復号装置
１１３３　ＣＵ設定部（読出手段、変換手段）
１１４　　動画像符号化装置
１１４１　サイド情報決定部（変換手段）
１１４２　サイド情報符号化部（２値列生成手段）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】
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【図３３】 【図３４】

【図３５】 【図３６】
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