
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
信号源を識別するための識別情報を、複数フレーム分の圧縮映像信号から成る編集単位毎
に付加して出力する映像信号出力手段と、複数の上記映像信号出力手段からの編集単位毎
の圧縮映像信号を切り換えて出力する切換手段とを備える送出部と、
上記送出部からの圧縮映像信号の編集単位毎の識別情報を抽出する抽出手段と、上記抽出
手段によって抽出された編集単位毎の識別情報を比較し、編集単位の前後で異なる識別情
報が存在する点を圧縮映像信号の編集点として検出する検出手段とを備える検出部とを有
することを特徴とする圧縮映像信号編集装置。
【請求項２】
上記検出部は、上記編集点が検出されたときには、この編集点の後の編集単位の圧縮映像
信号の復号化処理を行う際に、編集単位内で完結する復号化処理を行うことを特徴とする
請求の範囲第１項記載の圧縮映像信号編集装置。
【請求項３】
信号源を識別するための識別情報を、複数フレーム分の圧縮映像信号から成る編集単位毎
に付加して出力する工程と、
複数の上記映像信号出力段階からの編集単位毎の圧縮映像信号を切り換えて出力する工程
と、
上記圧縮映像信号の編集単位毎の識別情報を抽出する工程と、
上記抽出された編集単位毎の識別情報を比較し、編集単位の前後で異なる識別情報が存在
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する点を圧縮映像信号の編集点として検出する工程と
を有することを特徴とする圧縮映像信号編集方法。
【請求項４】
上記編集点が検出されたときには、この編集点の後の編集単位の圧縮映像信号の復号化処
理を行う際に、編集単位内で完結する復号化処理を行うことを特徴とする請求の範囲第３
項記載の圧縮映像信号編集方法。
【請求項５】
上記信号源を識別するための識別情報は、上記圧縮映像信号の伝送フォーマットのヘッダ
ー領域内のデータ送り元アドレスを示す送信元識別符号であることを特徴とする請求の範
囲第３項記載の圧縮映像信号編集方法。
【請求項６】
複数フレーム分の圧縮映像信号から成る編集単位毎に付加された、信号源を識別するため
の識別情報を抽出し、この識別情報の異なる点を編集点として検出する検出手段を備え、
上記検出手段によって編集点が検出されたときには、この編集点の前後の編集単位の圧縮
映像信号に対して編集単位内で完結する復号化処理を行う
ことを特徴とする圧縮映像信号復号化装置。
【請求項７】
所定の上記編集単位内で完結する復号化処理として、他の編集単位内の画像情報を用いて
復号化する所定の圧縮映像情報を、上記所定の編集単位内の上記所定の圧縮映像情報の近
傍の画像内符号化画像情報に置き換えて復号化することを特徴とする請求の範囲第６項記
載の圧縮映像信号復号化装置。
【請求項８】
所定の上記編集単位内で完結する復号化処理として、他の編集単位内の画像情報を用いて
復号化する所定の圧縮映像情報を、上記所定の編集単位内の上記所定の圧縮映像情報の近
傍の画像内符号化画像情報を用いた予測のみを行って復号化することを特徴とする請求の
範囲第６項記載の圧縮映像信号復号化装置。
【請求項９】
所定の伝送フォーマットに基づいて伝送された圧縮映像信号を復号化する復号化装置にお
いて、
上記所定の伝送フォーマットの所定エリアから、上記映像信号と共に重畳された上記映像
信号の伝送元を示す固有アドレス情報を、上記映像信号の編集単位毎に抽出する抽出手段
と、
上記抽出手段によって抽出された上記固有アドレス情報の変化を検出する検出手段と、
上記検出手段によって上記固有アドレス情報の変化が検出された場合には、上記編集単位
内のピクチャのみを使用して上記映像信号のピクチャを復号化する復号化手段と
を備えたことを特徴とする復号化装置。
【請求項１０】
上記所定の伝送フォーマットは、上記映像信号に関する補助的なデータを記録する補助信
号領域と、上記圧縮映像信号を記録するペイロード領域とを有し、
上記抽出手段は、上記補助信号領域のヘッダー領域から上記固有アドレス情報を抽出する
ことを特徴とする請求の範囲第９項記載の復号化装置。
【請求項１１】
上記所定の伝送フォーマットのヘッダー領域には、素材の送信元を示すソースアドレスデ
ータと素材の送信元を示すディスティネーションアドレスデータとが記録され、
上記抽出手段は、上記ヘッダー領域に記憶されたソースアドレスデータから、上記固有ア
ドレス情報を抽出することを特徴とする請求の範囲第１０項記載の復号化装置。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、信号源の異なる複数の素材の圧縮映像信号を編集する圧縮映像信号編集装置及
び圧縮映像信号編集方法、及び信号源の異なる複数の素材の圧縮映像信号を復号化する圧
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縮映像信号復号化装置に関するものである。
背景技術
動画像データは情報量が極めて多いため、この情報を長時間記録する場合には、映像信号
を高能率符号化して記録すると共に、この記録された信号を読み出したときに能率良く復
号化する手段が不可欠となる。このような要求に応えるべく、映像信号の相関を利用した
いくつかの高能率符号化方式が提案されており、この１つとしてＭＰＥＧ (Moving Pictur
e Experts Group)方式がある。
このＭＰＥＧ方式は、先ず、フレーム間相関を利用して映像信号の画像フレーム間の差分
を取ることにより時間軸方向の冗長度を落とし、その後、ライン相関を利用して離散コサ
イン変換（ＤＣＴ）等の処理を用いて空間軸方向の冗長度を落とすことにより映像信号を
能率良く符号化している。
このＭＰＥＧ方式において、フレーム間相関を利用したときに、２つのフレーム画像の差
分信号のみを伝送しただけでは元の画像を復元することはできないので、各フレームの画
像を、Ｉピクチャ（ Intra Picture:画像内符号化又はイントラ符号化画像）、Ｐピクチャ
(Predictive Picture:前方予測符号化画像）、及びＢピクチャ（ Bidirectional predicti
ve Picture:双方向予測符号化画像）の３種類のいずれかのピクチャとし、これらの３つ
のピクチャのフレーム画像を組み合わせて圧縮符号化する方法が用いられている。Ｉピク
チャは、そのフレーム画像のみによって圧縮された画像データであり、Ｐピクチャは、そ
のフレーム画像とそのフレーム画像以前でかつ最も近いＩピクチャのフレーム画像とを基
に圧縮された画像データであり、Ｂピクチャは、そのフレーム画像とそのフレーム画像の
前後でそれぞれ最も近いＩピクチャ、Ｐピクチャのフレーム画像の合計３フレームの画像
を基に圧縮されたデータである。このとき、フレーム毎の画像データを圧縮処理するとき
の単位はグループオブピクチャ（ＧＯＰ）と呼ばれる。
このＭＰＥＧ方式においては、そのフレーム間予測符号化を行うときに、２つのグループ
オブピクチャにまたがって行われる場合がある。
具体的には、例えば、グループオブピクチャの構成が、図１に示すグループオブピクチャ
ＧＯＰ 1、ＧＯＰ 2、ＧＯＰ 3、・・・の構成となっている場合に、各グループオブピクチ
ャの先頭のピクチャであるＢピクチャは、その後に続くＩピクチャと、１つ前のグループ
オブピクチャの最後のピクチャであるＰピクチャとから作成される。このため、あるグル
ープオブピクチャの先頭のＢピクチャを復号化するためには、１つ前のグループオブピク
チャの画像データが必要となる。
ところで、例えば、図２に示すように、素材Ａの圧縮画像データのグループオブピクチャ
ＧＯＰ A 1、ＧＯＰ A 2を伝送している途中で、編集点Ｐで素材Ｂの圧縮画像データに切り換
え、圧縮画像データのグループオブピクチャＧＯＰ A 2に継続して素材Ｂの圧縮画像データ
のグループオブピクチャＧＯＰ B 1、ＧＯＰ B 2を伝送した後に、この伝送された圧縮画像デ
ータを復号化するときには、グループオブピクチャＧＯＰ B 1のＢ 9ピクチャを復号化する
際に、全く相関の無い素材ＡのグループオブピクチャＧＯＰ A 2からのＰ 8ピクチャを用い
て復号化が行われるので、画質が大幅に劣化してしまう。
そこで、本発明は上述の実情に鑑み、途中で切り換えられて編集された圧縮画像データを
、画質を劣化させることなく復号化することができる圧縮映像信号編集装置、圧縮映像信
号編集方法、及び映像信号復号化装置の提供を目的とする。
発明の開示
本発明に係る圧縮映像信号編集装置は、信号源を識別するための識別情報を、複数フレー
ム分の圧縮映像信号から成る編集単位毎に付加して出力する映像信号出力手段と、複数の
上記映像信号出力手段からの編集単位毎の圧縮映像信号を切り換えて出力する切換手段と
を備える送出部と、上記送出部からの圧縮映像信号の編集単位毎の識別情報を抽出する抽
出手段と、上記抽出手段によって抽出された編集単位毎の識別情報を比較し、編集単位の
前後で異なる識別情報が存在する点を圧縮映像信号の編集点として検出する検出手段とを
備える検出部とを有することにより上述した課題を解決する。
また、本発明に係る圧縮映像信号編集方法は、信号源を識別するための識別情報を、複数
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フレーム分の圧縮映像信号から成る編集単位毎に付加して出力する工程と、複数の上記映
像信号出力段階からの編集単位毎の圧縮映像信号を切り換えて出力する工程と、上記圧縮
映像信号の編集単位毎の識別情報を抽出する工程と、上記抽出された編集単位毎の識別情
報を比較し、編集単位の前後で異なる識別情報が存在する点を圧縮映像信号の編集点とし
て検出する工程とを有することにより上述した課題を解決する。
また、本発明に係る圧縮映像信号復号化装置は、複数フレーム分の圧縮映像信号から成る
編集単位毎に付加された、信号源を識別するための識別情報を抽出し、この識別情報の異
なる点を編集点として検出する検出手段を備え、上記検出手段によって編集点が検出され
たときには、この編集点の前後の編集単位の圧縮映像信号に対して編集単位内で完結する
復号化処理を行うことにより上述した課題を解決する。
本発明においては、信号源を識別するための識別情報が、複数フレーム分の圧縮映像信号
から成る編集単位毎に付加された異なる圧縮映像信号を切り換えて送出し、この送出され
た圧縮映像信号の編集単位毎の識別情報を抽出して比較することによって、編集単位の前
後で異なる識別情報が存在する点を圧縮映像信号の編集点として検出し、この編集点が検
出されたときには、この編集点の後の編集単位の圧縮映像信号の復号化処理を行う際に、
編集単位内で完結する復号化処理を行うことにより、容易に圧縮映像信号の復号化処理を
行う。
【図面の簡単な説明】
図１は、Ｂピクチャの予測方向を説明するための図である。
図２は、編集点での復号化処理を説明するための図である。
図３は、本発明に係る圧縮映像信号編集装置の概略的な構成図である。
図４は、ドライブ装置の概略的な構成図である。
図５は、映像信号符号化装置の概略的な構成図である。
図６は、圧縮映像信号の編集を説明するための図である。
図７は、いわゆるＳＤＤＩフォーマットを示す図である。
図８は、図７のフォーマットのヘッダー領域の詳細を示す図である。
図９は、復号化装置の概略的な構成図である。
図１０は、復号化処理の第１の実施の形態を説明するための図である。
図１１は、伝送路の伝送フォーマット図である。
図１２は、復号化器の具体的な構成図である。
図１３は、復号化処理の第２の実施の形態を説明するための図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、本発明に係る実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図３には、本発
明に係る圧縮映像信号編集装置の概略的な構成を示す。
図３の圧縮映像信号編集装置では、信号源を識別するための識別情報を、複数フレーム分
の圧縮映像信号から成る編集単位いわゆるグループオブピクチャ毎に付加して出力する映
像信号出力手段であるドライブ装置１、２と、複数のドライブ装置１、２からのグループ
オブピクチャ毎の圧縮映像信号を切り換えて出力する切り換え手段であるスイッチ回路４
とを備える送出部１０と、上記送出部１０から伝送される複数の信号源からの連続した圧
縮映像信号を復号化処理して映像信号として出力する復号化装置５を備えて成る。
上記ドライブ装置１、２は、高密度記録が可能な光磁気ディスクいわゆるＭＯディスクを
用いるＭＯドライブ装置であり、このＭＯディスクには圧縮映像信号が記録されている。
このドライブ装置１、２に対して、制御装置３から通信インターフェイス例えばＲＳ－４
２２を介して、再生命令や信号源を識別するための識別情報としてそのドライブ装置に固
有の固有アドレス情報が送られる。
ここで、上記ドライブ装置１、２の具体的な構成を図４に示す。
図３の制御装置３からの再生命令は、信号入力端子１５を介して、中央処理装置いわゆる
ＣＰＵ等から成る制御回路１６に入力される。この制御回路１６は、入力された再生命令
によって、光学系ブロック１１におけるＭＯディスク１２からの圧縮映像信号の再生動作
を制御する。これにより、ＭＯディスク１２から圧縮映像信号がグループオブピクチャ毎
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に再生される。
ここで、ＭＯディスク１２に記録されている圧縮映像信号を作成する映像信号符号化装置
の概略的な構成を図５に示す。
例えば、図５の信号入力端子３１から、Ｉピクチャ符号化が指定されたフレーム画像及び
Ｂピクチャ符号化が指定されたフレーム画像から成る原画像の映像信号がフレーム毎に入
力される場合には、Ｉピクチャ符号化が指定されたフレーム画像の映像信号は、フレーム
メモリ３２をバイパスして、ＤＣＴ回路３４に送られてＤＣＴ処理が施され、量子化回路
３５でＤＣＴ係数が量子化された後に、可変長符号化回路３６で可変長符号化される。こ
の可変長符号化された画像データは光学系ブロック１１内のＭＯディスクに記録される。
尚、Ｐピクチャ符号化が指定されたフレーム画像については、一方向の前フレームの予測
符号化であるため、説明を省略する。
このとき、量子化回路３５でＤＣＴ係数が量子化された画像データは、逆量子化回路３７
にも送られて逆量子化が行われ、ＩＤＣＴ回路３８で逆ＤＣＴ処理された後に、フレーム
メモリ３９に書き込まれる。このような処理をローカルデコードという。２枚のＩピクチ
ャ符号化が指定されたフレーム画像の映像信号がローカルデコードされたところで、Ｂピ
クチャ符号化が指定されたフレーム画像の映像信号がフレームメモリ３２で２フレーム分
遅延されて減算器３３に入力される。
また、動き補償回路４０では、２枚のＩピクチャによって正方向及び逆方向の動き補償予
測がなされるように、フレームメモリ３９に記憶されているローカルデコードされた２枚
のＩピクチャのそれぞれの動き補償が行われて、その平均がとられた後に動き補償出力と
して減算器３３に出力される。減算器３３では、動き補償回路４０からの出力とＢピクチ
ャの映像信号との差分が取られて動き補償予測符号化が行われる。これ以後は、Ｂピクチ
ャもＩピクチャと同様に、ＤＣＴ回路３４でＤＣＴ処理が施され、量子化回路３５でＤＣ
Ｔ係数が量子化された後に、可変長符号化回路３６で可変長符号化されて、光学系ブロッ
ク１１内のＭＯディスクに記録される。これにより、ＭＯディスク内にはフレーム毎の画
像データの圧縮映像信号がグループオブピクチャ毎に記録される。
図４のＭＯディスク１２から再生されたグループオブピクチャ毎の圧縮映像信号は、ＲＦ
復調器１３でＲＦ復調された後に、多重化回路１４に送られる。
また、上記制御回路１６は、上記光学系ブロック１１での圧縮映像信号の再生後に、固有
アドレス情報及び多重化制御信号を多重化回路１４に送る。
この多重化回路１４では、送られたグループオブピクチャ毎の圧縮映像信号に固有アドレ
ス情報が多重化される。この固有アドレス情報が多重化された圧縮映像信号は、伝送路に
出力される。
上記ドライブ装置１から出力される信号は、伝送路Ａを介してスイッチ回路４に送られ、
また、上記ドライブ装置２から出力される信号は、伝送路Ｂを介してスイッチ回路４に送
られる。
このスイッチ回路４では、制御装置３からの制御によって、各ドライブ装置１、２から送
られた信号を編集点で切り換えて伝送路Ｃに出力する。
具体的には、例えば、ドライブ装置１では、図６Ａに示すように、素材Ａのグループオブ
ピクチャＧＯＰ 1、ＧＯＰ 2、ＧＯＰ 3、・・・の圧縮映像信号に固有アドレス情報ＳＡが
多重化された信号を伝送し、ドライブ装置２では、図６Ｂに示すように、素材Ｂのグルー
プオブピクチャＧＯＰ 5、ＧＯＰ 6、ＧＯＰ 7、・・・の圧縮映像信号に固有アドレス情報
ＳＢが多重化された信号を伝送した場合に、スイッチ回路４において編集点Ｐで切り換え
制御を行うことにより、例えば図６Ｃに示すように、伝送路Ｃでは、素材Ａの固有アドレ
ス情報ＳＡが多重化されたグループオブピクチャＧＯＰ 1、ＧＯＰ 2の圧縮映像信号に続け
て、素材ＢのグループオブピクチャＧＯＰ 7の圧縮映像信号が切り換えられて伝送される
ことになる。
なお、伝送路Ａ及びＢは、本件出願人が先に開発したＳＤＤＩ（シリアルディジタルデー
タインターフェース）に基づいたものであり、伝送路Ｃは、例えばアメリカ規格協会（Ａ
ＮＳＩ）によって規格された光ファイバ分散データ・インターフェイス（ＦＤＤＩ）に基
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づいたものである。
ここで、図７を参照しながら、上記ＳＤＤＩフォーマットについて説明する。このＳＤＤ
Ｉフォーマットは、原画像信号の他に、圧縮符号化された画像情報や音声情報、あるいは
制御情報等をも伝送することができるフォーマットである。
図７において、先頭部分には、ＥＡＶ（エンドオブアクティブビデオ）領域６０が設けら
れる。ＥＡＶ領域６０の次には補助信号領域６１が設けられる。補助信号領域６１の次に
はＳＡＶ（スタートオブアクティブビデオ）領域６２が設けられる。ＳＡＶ及びＥＡＶは
、それぞれ１６進数信号の（３ＦＦ，０００，０００，ＸＹＺ）ｈの各ワードにより構成
されている。ＥＡＶ領域６０、補助信号領域６１及びＳＡＶ領域６２は、走査線数５２５
本／６０フィールド方式では２７６ワードから成り、走査線数６２５本／５０フィールド
方式では２８８ワードから成る。
ＳＡＶ領域６２の次にはペイロード領域６４が設けられる。ペイロード領域６４に、圧縮
された画像信号が配置される。画像信号は、映像信号を高能率圧縮符号化処理したディジ
タルデータである。ペイロード領域６４の後端部には、ＣＲＣＣ（サイクリックリダンダ
ンシーチェックコード）０，ＣＲＣＣ１領域６６が設けられる。
ＣＲＣＣ０，ＣＲＣＣ１は、次のようなものである。すなわち、通信回線を通して伝送さ
れる情報フレームに対して、ある割算を行った結果として得られる剰余項を付加して送信
する。受信端では、受信信号に対して同様の演算を行って得られる剰余項を、送られてき
た剰余項と突き合わせることによって、伝送誤りをチェックする。この割算には、生成多
項式を用いる。
ペイロード領域６４及びＣＲＣＣ０，ＣＲＣＣ１領域８６は、走査線数５２５本／６０フ
ィールド方式及び走査線数６２５本／５０フィールド方式において、共に１４４０ワード
から成る。
従って、ＥＡＶ領域６０、補助信号領域６１及びＳＡＶ領域６２に、ペイロード領域６４
及びＣＲＣＣ０，ＣＲＣＣ１領域８６を加えた領域は、走査線数５２５本／６０フィール
ド方式では１７１６ワードから成り、走査線数６２５本／５０フィールド方式では１７２
８ワードから成る。
ここで、特に、この例においては、補助信号領域６１の先頭部分にヘッダー領域６３を設
けている。ヘッダー領域６３は、送信元識別符号を有し、５３ワードから成る。
ペイロード領域６４の次には、タイミング基準信号ＥＡＶ領域６５が付加される。ＥＡＶ
領域６５は、１６進数信号の（３ＦＦ，０００，０００，ＸＹＺ）ｈの各ワードにより構
成されている。これらのＥＡＶ領域６０、ＳＡＶ領域６２及びＥＡＶ領域６５は、水平方
向のブランキング期間に挿入される。
次に図８は、上記図７のＳＤＤＩフォーマットのヘッダー領域６３の詳細を示す図である
。この図８の先頭のＡＤＦ（アンシラリーデータフラグ）領域７０は、１６進数信号の（
０００，３ＦＦ，３ＦＦ）ｈの３ワードから成る。ＡＤＦ領域７０は、補助信号のパケッ
トの開始を示す符号である。データＩＤ７１は、補助信号の中身を示す。例えば、ディジ
タルオーディオデータ、タイムコード、エラー検出コード等である。
ブロックナンバー７２は、データパケットの連続性を検出するものである。この例では、
８ビットのカウントアップを行い、０～２５５までの連続性を検出することができる。デ
ータカウント７３は、補助信号の中のユーザーデータのワード数をカウントするものであ
る。
ラインナンバー０，ラインナンバー１領域７４は、１～５２５の内のいずれかの走査線番
号を示す。
ＣＲＣＣ０，ＣＲＣＣ１領域７５は、ＡＤＦ領域７０からデータＩＤ７９、ブロックナン
バー７２、データカウント７３及びラインナンバー０，ラインナンバー１領域７４までの
誤りを検出する誤り検出符号である。
ディスティネーションアドレス７６は、データの送り先のアドレスを示す。ソースアドレ
ス７７は、データの送り元のアドレスを示す送信元識別符号である。ソースアドレス７７
は、例えば、出荷時に書く機器にユニークな個別符号を付加する。ソースアドレス７７は
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、この例においては、１６ワードのデータ領域から成り、１２８ビットのデータ数により
構成される。上記送信元識別符号は、図６Ａ、６Ｂ、６ＣのＳＡ及びＳＢで示されるよう
な固有アドレス情報である。
この他、図８に示すヘッダー領域内には、上記ソースアドレス７７に続いて、ブロックタ
イプ７８、ＣＲＣフラグ７９、データスタートポジション８０、リザーブ０～３のリザー
ブ領域８１、ＣＲＣＣ０，ＣＲＣＣ１領域８２、及びチェックサム８３を有しており、ヘ
ッダー領域全体としては５３ワードから成っている。
このように、固有アドレス情報が多重化されて伝送された圧縮映像信号は、図３の復号化
装置５に入力される。この復号化装置５では、入力された圧縮映像信号のグループオブピ
クチャ毎の固有アドレス情報を抽出して、この固有アドレス情報の変化を検出することに
より、編集点を検出する。編集点が検出されない場合には、グループオブピクチャ単位の
圧縮映像信号に対して通常の復号化処理を行い、映像信号を出力するが、編集点が検出さ
れた場合には、編集点の前後のグループオブピクチャ単位の圧縮映像信号に対してはグル
ープオブピクチャ内で完結する復号化処理を行う。この復号化された映像信号は、信号出
力端子６から出力される。
ここで、復号化装置５の具体的な構成を図９に示す。
この復号化装置は、圧縮映像信号のグループオブピクチャ毎の固有アドレス情報を抽出す
る抽出手段であるアドレス抽出器２１と、このアドレス抽出器２１によって抽出されたグ
ループオブピクチャ毎の固有アドレス情報を記憶するメモリ２２と、グループオブピクチ
ャの前後で異なる固有アドレス情報が存在する点を圧縮映像信号の編集点として検出する
検出手段である制御回路２３と、圧縮映像信号を復号化する復号化器２４とを備えるもの
である。
この復号化装置では、伝送路Ｃから伝送される、固有アドレス情報が多重化された圧縮映
像信号は、復号化器２４に送られると共に、アドレス抽出器２１にも送られる。
このアドレス抽出器２１では、伝送された圧縮映像信号に多重化された固有アドレス情報
を順次抽出する。この抽出された固有アドレス情報は、メモリ２２に記憶されると共に、
中央処理装置いわゆるＣＰＵ等から成る制御回路２３に送られる。
制御回路２３では、メモリ２２に記憶された１つ前のグループオブピクチャの圧縮映像信
号に多重化された固有アドレス情報と、アドレス抽出器２１から送られた次のグループオ
ブピクチャの圧縮映像信号に多重化された固有アドレス情報とを常に比較する。これによ
り、１つ前のグループオブピクチャの圧縮映像信号に多重化された固有アドレス情報と異
なる固有アドレス情報が検出された場合には、切換信号を復号化器２４に出力する。
この復号化器２４は、入力される圧縮映像信号に対して一般的な復号化処理を行うもので
ある。また、この復号化器２４内には、２つのフレームメモリ２５ 1、２５ 2が備えられて
おり、入力されたグループオブピクチャのＩピクチャ又はＰピクチャが記憶される。この
復号化器２４に切換信号が入力された場合には、上記２つのフレームメモリ２５ 1又はフ
レームメモリ２５ 2に記憶されたピクチャを用いて、即ちグループオブピクチャ内のピク
チャだけを用いてグループオブピクチャの圧縮映像信号の復号化処理を行う。
次に、グループオブピクチャ内の復号化処理について説明する。この復号化処理は、編集
点の前後の編集単位となるグループオブピクチャ（ＧＯＰ）の圧縮映像信号に対して、編
集単位（ＧＯＰ）内で完結する復号化処理を行うものである。これは、他の編集単位内の
画像情報を用いて復号化する所定の圧縮映像情報、例えばＧＯＰの先頭位置のＢピクチャ
を、上記所定の編集単位内の上記所定の圧縮画像情報（Ｂピクチャ）の近傍の画像内符号
化画像情報、例えばＩピクチャに置き換えて復号したり、上記Ｂピクチャを同じＧＯＰ内
のＩピクチャのみを用いて片側予測だけでＢピクチャを復号すること等が挙げられる。
先ず、図１０を用いて、復号化処理の第１の実施の形態を説明する。
この図１０においては、Ｐ 4ピクチャまでが素材Ａからの圧縮映像信号である。このＰ 4ピ
クチャの後に編集点Ｐが検出された場合には、この編集点Ｐの後のグループオブピクチャ
の最初のピクチャである、双方向予測符号化を行うためのＢピクチャに対して、図９の復
号化器２４内のフレームメモリ２５ 1又はフレームメモリ２５ 2に記憶されるＩ 6ピクチャ
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を置換する処理を用いる。
ここで、伝送路Ｃで伝送されるグループオブピクチャ内の各ピクチャの順番は、例えば図
１１Ａに示すように、Ｂ 1、Ｉ 2、Ｂ 3、Ｐ 4のピクチャの順である場合には、伝送路Ｃ内で
は、図１１Ｂに示すように、Ｉ 2、Ｂ 1、Ｐ 4、Ｂ 3のピクチャの順に伝送される。
また、伝送されるグループオブピクチャ毎の各ピクチャを復号化する復号化器２４の具体
的な構成を図１２に示す。
先ず、伝送された画像データは、信号入力端子５２から入力されて、可変長復号化回路４
１で可変長復号化され、逆量子化回路４２で逆量子化された後、ＩＤＣＴ回路４３で逆Ｄ
ＣＴ処理が施されて映像信号として出力される。
ここで、信号入力端子４８からは、図９の制御回路２３から出力される切換信号が入力さ
れており、この切換信号によって信号切換器４７、４９、５０がそれぞれ切り換えられる
。通常の復号化処理を行う場合には、上記切換信号は入力されず、置換処理を行う場合に
は、上記切換信号は入力される。
よって、信号切換器４７においては、上記切換信号が入力されない場合には端子ａ側に切
り換えられ、切換信号が入力された場合には端子ｂ側に切り換えられる。
切換信号が入力されない場合には、ＩＤＣＴ回路４３からの映像信号は、端子ａ側に切り
換えられた信号切換器４７及び加算器４４を介してフレームメモリ４５に書き込まれる。
また、この映像信号は、フレームメモリ２５ 1又はフレームメモリ２５ 2にも書き込まれる
。このフレームメモリ２５ 1及びフレームメモリ２５ 2は信号切換器５０の端子ａ及び端子
ｂにそれぞれ接続されており、このフレームメモリ２５ 1又はフレームメモリ２５ 2に記憶
されている映像信号は上記切換信号によって切り換えられた信号切換器５０を介して出力
される。
また、通常の復号化処理を行う場合には、信号切換器４９は接続されず、フレームメモリ
２５ 1又はフレームメモリ２５ 2のどちらか一方の映像信号が動き補償回路５１に出力され
る。この動き補償回路５１では、送られた映像信号の動き補償予測がなされて加算器４４
に送られる。加算器４４では、ＩＤＣＴ回路４３からのＢピクチャの映像信号と、動き補
償回路５１からの出力とが加算されて、フレームメモリ４５をバイパスして信号出力端子
５３から出力される。
また、図１０に示すように、編集点Ｐの後のＢピクチャに対してＩピクチャを入れ換える
置換処理を行う場合には、上記切換信号によって信号切換器４９が接続され、フレームメ
モリ２５ 1又はフレームメモリ２５ 2に記憶されているＩピクチャの映像信号は、上記切換
信号によって切り換えられた信号切換器５０から出力され、信号切換器４９を介して加算
器４４に送られる。また、信号切換器４７は上記切換信号によって端子ｂ側に切り換えら
れる。この信号切換器４７の端子ｂは信号入力端子４６に接続されており、この信号入力
端子４６からのゼロデータ（’０’データ）が信号切換器４７を介して加算器４４に送ら
れる。よって、加算器４４ではＩピクチャの映像信号にゼロデータが加算されて出力され
る。即ち、加算器４４からの出力データはＩピクチャの映像信号であり、この映像信号は
フレームメモリ４５を介して信号出力端子５３から出力される。
上述のように、Ｂピクチャの前にはＩピクチャが既に伝送されており、この伝送されたＩ
ピクチャはフレームメモリ２５ 1又はフレームメモリ２５ 2に記憶されているので、編集点
Ｐの後のＢピクチャに対しては、フレームメモリ２５ 1又はフレームメモリ２５ 2に記憶さ
れたＩピクチャをＢピクチャに対して入れ換えることができる。
また、復号化処理の第２の実施の形態として、図１３に示すように、双方向予測を用いず
に、相関のあるＩ 6ピクチャからだけの片側予測によって、Ｂ 5’ピクチャを作成すること
も可能である。
このように、編集点が検出されたときには、この編集点の前後のグループオブピクチャの
圧縮映像信号の復号化処理を行う際に、グループオブピクチャ内で完結する復号化処理を
行うようにすることによって、画質が劣化することなく、復号化処理を行うことができる
。
以上の説明からも明らかなように、本発明に係る圧縮映像信号編集装置は、信号源を識別
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するための識別情報を、複数フレーム分の圧縮映像信号から成る編集単位毎に付加して出
力し、この映像信号出力からの編集単位毎の圧縮映像信号を切り換えて出力する送出部と
、上記送出部からの圧縮映像信号の編集単位毎の識別情報を抽出し、この抽出された編集
単位毎の識別情報を比較し、編集単位の前後で異なる識別情報が存在する点を圧縮映像信
号の編集点として検出する検出部とを有することにより、ＭＰＥＧ方式のようにフレーム
間予測符号化を用いた圧縮映像信号を切換編集したときに、この切換編集された圧縮映像
信号を復号化する場合において、その編集点でノイズを出力することがなく、良好な画質
の映像信号を得ることができる。
また、本発明に係る圧縮映像信号編集方法は、信号源を識別するための識別情報を、複数
フレーム分の圧縮映像信号から成る編集単位毎に付加して出力する工程と、複数の上記映
像信号出力段階からの編集単位毎の圧縮映像信号を切り換えて出力する工程と、上記圧縮
映像信号の編集単位毎の識別情報を抽出する工程と、上記抽出された編集単位毎の識別情
報を比較し、編集単位の前後で異なる識別情報が存在する点を圧縮映像信号の編集点とし
て検出する工程とを有することにより、ＭＰＥＧ方式のようにフレーム間予測符号化を用
いた圧縮映像信号を切換編集したときに、この切換編集された圧縮映像信号を復号化する
場合において、その編集点でノイズを出力することがなく、良好な画質の映像信号を得る
ことができる。
また、本発明に係る圧縮映像信号復号化装置は、複数フレーム分の圧縮映像信号から成る
編集単位毎に付加された、信号源を識別するための識別情報を抽出し、この識別情報の異
なる点を編集点として検出する検出手段を備え、上記検出手段によって編集点が検出され
たときには、この編集点の前後の編集単位の圧縮映像信号に対して編集単位内で完結する
復号化処理を行うことにより、この圧縮映像信号復号化装置が、編集した圧縮映像信号を
送出する送出装置と離れている場合においても、１本の信号線で送出することができ、良
好な画質の映像信号を得ることができる。
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