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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像復号化方法において、
　受信されたビットストリームから最大符号化単位の分割情報をパージングする段階と、
　前記最大符号化単位の分割情報が分割を示す場合、前記最大符号化単位から分割された
第１符号化単位を決定する段階と、
　前記第１符号化単位が現在映像の境界を外れた領域を含まないと決定されるとき、受信
されたビットストリームから前記第１符号化単位の分割情報をパージングし、前記第１符
号化単位の分割情報が非分割を示す時、前記第１符号化単位を復号化する段階と、
　前記第１符号化単位が前記現在映像の境界を外れた領域を含むと決定されるとき、前記
第１符号化単位から分割された少なくとも一つの第２符号化単位を決定する段階と、
　前記第２符号化単位がこれ以上分割されない時、前記第２符号化単位を復号化する段階
を含み、
　前記現在映像は複数の最大符号化単位で分割され、
　前記最大符号化単位は、現在深度及び下位深度のうち、少なくとも一つを含む深度の符
号化単位で階層的に分割され、
　前記第１符号化単位の分割情報が分割されることを示す時、前記現在深度の前記第１符
号化単位は隣接符号化単位と独立して正方形の前記下位深度の前記第２符号化単位に４分
割され、
　前記第１符号化単位の分割情報が非分割を示す時、一つ以上の予測単位は前記第１符号
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化単位から決定されることを特徴とする映像復号化方法。
【請求項２】
　前記第１符号化単位から分割された少なくとも一つの第２符号化単位を決定する段階は
、
　前記第１符号化単位が前記現在映像の境界を外れる場合、前記受信されたビットストリ
ームから前記第１符号化単位の分割情報はパージングせず、前記第１符号化単位の分割を
決定する段階を含むことを特徴とする請求項１に記載の映像復号化方法。
【請求項３】
　前記第１符号化単位から分割された少なくとも一つの第２符号化単位を決定する段階は
、
　前記少なくとも一つの第２符号化単位のうち、前記現在映像の境界を外れない符号化単
位に対するデータをパージングして復号化する段階を含むことを特徴とする請求項２に記
載の映像復号化方法。
【請求項４】
　前記第１符号化単位から分割された少なくとも一つの第２符号化単位を決定する段階は
、
　前記決定された第１符号化単位それぞれのアドレスと、前記現在映像の幅または高さを
比較することによって、前記第１符号化単位が前記現在映像の境界を外れた領域を含むか
否かを決定する段階を含むことを特徴とする請求項２に記載の映像復号化方法。
【請求項５】
　映像復号化装置において、
　受信されたビットストリームから最大符号化単位の分割情報をパージングし、前記最大
符号化単位の分割情報が分割を示す場合、前記最大符号化単位から分割された第１符号化
単位を決定し、第１符号化単位が現在映像の境界を外れた領域を含むか否かを決定するプ
ロセッサと、
　前記ビットストリームからパージングされた第１符号化単位の分割情報が前記第１符号
化単位の非分割を示す時、前記第１符号化単位を復号化する復号化部を備え、
　前記プロセッサは、前記第１符号化単位が前記現在映像の境界を外れた領域を含まない
と決定されるとき、前記ビットストリームから前記第１符号化単位の分割情報をパージン
グし、
　前記プロセッサは、前記第１符号化単位が前記現在映像の境界を外れた領域を含むと決
定されるとき、前記第１符号化単位から分割された少なくとも一つの第２符号化単位を決
定し、前記第２符号化単位がこれ以上分割されない時、前記第２符号化単位を復号化し、
　前記現在映像は複数の最大符号化単位で分割され、
　前記最大符号化単位は、現在深度及び下位深度のうち少なくとも一つを含む深度の符号
化単位で階層的に分割され、
　前記第１符号化単位の分割情報が分割されることを示す時、前記現在深度の前記第１符
号化単位は隣接符号化単位と独立して正方形の前記下位深度の前記第２符号化単位に４分
割され、
　前記第１符号化単位の分割情報が非分割を示す時、前記第１符号化単位からは少なくと
も一つ以上の予測単位が決定されることを特徴とする映像復号化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像符号化／復号化方法及びその装置に係り、さらに詳細には、ピクチャ境
界の映像符号化単位を符号化／復号化する方法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＰＥＧ（moving　picture　experts　group）－１、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４　
Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ（advanced　video　coding）のような映像圧縮方式
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では、映像を符号化するために、所定サイズのブロックに分ける。その後、インター予測
（inter　prediction）またはイントラ予測（intra　prediction）を利用し、それぞれの
ブロックを予測符号化する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、ピクチャ境界の符号化単位を符号化／復号化
する方法及びその装置を提供するところにある。
【０００４】
　本発明が解決しようとする技術的課題はまた、前記方法を実行するためのプログラムを
記録したコンピュータで読み取り可能な記録媒体を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記技術的課題を解決するための本発明の一実施形態による映像符号化方法は、第１符
号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含むか否かを判断する段階と、前記判断結
果に基づいて、第１符号化単位を少なくとも１つの第２符号化単位に分割する段階と、前
記分割の結果として生成された少なくとも１つの第２符号化単位のうち、前記現在ピクチ
ャの境界を外れていない第２符号化単位だけ符号化する段階と、を含む。
【０００６】
　本発明によるさらに望ましい実施形態によれば、前記現在ピクチャの境界を外れていな
い第２符号化単位の符号化時に、前記第１符号化単位の分割いかんを示す情報は、符号化
しないことを特徴とする。
【０００７】
　本発明によるさらに望ましい実施形態によれば、前記第１符号化単位の深度と、前記第
２符号化単位の深度とは異なり、前記深度は、現在スライスまたは現在ピクチャの最大符
号化単位から、前記第１符号化単位及び前記第２符号化単位に段階的に縮小された程度を
示すことを特徴とする。
【０００８】
　本発明によるさらに望ましい実施形態によれば、前記判断する段階は、前記第１符号化
単位の左側または右側の境界が、前記現在ピクチャの左側または右側の境界を外れるか否
かを判断する段階を含む。
【０００９】
　本発明によるさらに望ましい実施形態によれば、前記判断する段階は、前記第１符号化
単位の上部または下部の境界が、前記現在ピクチャの上部または下部の境界を外れるか否
かを判断する段階を含む。
【００１０】
　前記技術的課題を解決するための本発明の一実施形態による映像復号化方法は、第１符
号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含むか否かを判断する段階と、前記判断結
果に基づいて、前記第１符号化単位を分割して生成された少なくとも１つの第２符号化単
位のうち、前記現在ピクチャの境界を外れていない第２符号化単位に係わるデータをパー
ジングする段階と、前記現在ピクチャの境界を外れていない第２符号化単位に係わるデー
タを復号化する段階と、を含むことを特徴とする。
【００１１】
　前記技術的課題を解決するための本発明の一実施形態による映像符号化装置は、第１符
号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含むか否かを判断する判断部と、前記判断
結果に基づいて、第１符号化単位を少なくとも１つの第２符号化単位に分割する制御部と
、前記分割の結果として生成された少なくとも１つの第２符号化単位のうち、前記現在ピ
クチャの境界を外れていない第２符号化単位だけ符号化する符号化部と、を含む。
【００１２】
　前記技術的課題を解決するための本発明の一実施形態による映像復号化装置は、第１符
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号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含むか否かを判断する判断部と、前記判断
結果に基づいて、前記第１符号化単位を分割して生成された少なくとも１つの第２符号化
単位のうち、前記現在ピクチャの境界を外れていない第２符号化単位に係わるデータをパ
ージングするパージング部と、前記現在ピクチャの境界を外れていない第２符号化単位に
係わるデータを復号化する復号化部と、を含む。
【００１３】
　前記技術的課題を解決するために本発明の一実施形態は、前記映像符号化方法及び映像
復号化方法を実行するためのプログラムを記録したコンピュータで読み取り可能な記録媒
体を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、オーバーヘッドを発生させずに、ブロック境界を効果的に符号化する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態による映像符号化装置を図示する図である。
【図２】本発明の一実施形態による映像復号化装置を図示する図である。
【図３】本発明の一実施形態による階層的符号化単位を図示する図である。
【図４】本発明の一実施形態による符号化単位に基づいた映像符号化部を図示する図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態による符号化単位に基づいた映像復号化部を図示する図であ
る。
【図６】本発明の一実施形態による最大符号化単位、サブ符号化単位及び予測単位を図示
する図である。
【図７】本発明の一実施形態による、符号化単位及び変換単位を図示する図である。
【図８Ａ】本発明の一実施形態による符号化単位及び予測単位の分割形態を図示する図で
ある。
【図８Ｂ】本発明の一実施形態による予測単位及び周波数変換単位の分割形態を図示する
図である。
【図９】本発明の他の実施形態による映像符号化装置を図示する図である。
【図１０Ａ】本発明の一実施形態によるピクチャ境界の符号化単位を図示する図である。
【図１０Ｂ】本発明の一実施形態によるピクチャ境界の符号化単位を図示する図である。
【図１１Ａ】本発明の一実施形態によるピクチャ境界の符号化単位を分割する方法を図示
する図である。
【図１１Ｂ】本発明の一実施形態によるピクチャ境界の符号化単位を分割する方法を図示
する図である。
【図１２Ａ】本発明の他の実施形態によるピクチャ境界の符号化単位及び分割方法を図示
する図である。
【図１２Ｂ】本発明の他の実施形態によるピクチャ境界の符号化単位及び分割方法を図示
する図である。
【図１３Ａ】本発明の一実施形態によるイントラ予測方法を図示する図である。
【図１３Ｂ】本発明の一実施形態によるイントラ予測方法を図示する図である。
【図１４】本発明の一実施形態による最大符号化単位のインデクシング（indexing）を図
示する図である。
【図１５】本発明の一実施形態による映像符号化方法について説明するためのフローチャ
ートである。
【図１６】本発明の一実施形態のさらに他の映像復号化装置を図示する図である。
【図１７】本発明の一実施形態による映像復号化方法について説明するためのフローチャ
ートである。
【図１８Ａ】現在ピクチャの境界を外れた領域を含む２Ｎｘ２Ｎサイズの第１符号化単位
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の予測モードを図示する図である。
【図１８Ｂ】現在ピクチャの境界を外れた領域を含む２Ｎｘ２Ｎサイズの第１符号化単位
の予測モードを図示する図である。
【図１８Ｃ】現在ピクチャの境界を外れた領域を含む２Ｎｘ２Ｎサイズの第１符号化単位
の予測モードを図示する図である。
【図１８Ｄ】現在ピクチャの境界を外れた領域を含む２Ｎｘ２Ｎサイズの第１符号化単位
の予測モードを図示する図である。
【図１８Ｅ】現在ピクチャの境界を外れた領域を含む２Ｎｘ２Ｎサイズの第１符号化単位
の予測モードを図示する図である。
【図１８Ｆ】現在ピクチャの境界を外れた領域を含む２Ｎｘ２Ｎサイズの第１符号化単位
の予測モードを図示する図である。
【図１８Ｇ】現在ピクチャの境界を外れた領域を含む２Ｎｘ２Ｎサイズの第１符号化単位
の予測モードを図示する図である。
【図１９】本発明の他の実施形態による映像符号化方法について説明するためのフローチ
ャートである。
【図２０Ａ】図２０Ａ及び２０Ｂは本発明の他の実施形態によるピクチャ境界の符号化単
位を符号化する方法について説明するための図である。
【図２０Ｂ】図２０Ａ及び２０Ｂは本発明の他の実施形態によるピクチャ境界の符号化単
位を符号化する方法について説明するための図である。
【図２１】本発明の他の実施形態による映像復号化方法について説明するためのフローチ
ャートである。
【図２２】本発明のさらに他の実施形態による映像符号化方法について説明するためのフ
ローチャートである。
【図２３Ａ】本発明のさらに他の実施形態によるピクチャ境界の符号化単位を符号化する
方法について説明するための図である。
【図２３Ｂ】本発明のさらに他の実施形態によるピクチャ境界の符号化単位を符号化する
方法について説明するための図である。
【図２４】本発明のさらに他の実施形態による映像復号化方法について説明するためのフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の望ましい実施形態について詳細に説明する。構成要
素の目録に先行する「少なくとも１つの」のような表現は、目録のそれぞれの構成要素を
限定するものではなく、構成要素の全体目録を限定するものである。本発明で、「映像」
は、ビデオの静止映像または動映像、すなわち、ビデオそれ自体を意味することができる
。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態による映像符号化装置を図示している。図１を参照すれば
、本発明の一実施形態による映像符号化装置１００は、最大符号化単位分割部１１０、符
号化深度決定部１２０、映像データ符号化部１３０及び符号化情報符号化部１４０を含む
。
【００１８】
　最大符号化単位分割部１１０は、最大サイズの符号化単位である最大符号化単位に基づ
いて、現在ピクチャまたは現在スライスを分割することができる。現在ピクチャまたは現
在スライスを少なくとも１つの最大符号化単位に分割することができる。
【００１９】
　本発明の一実施形態によれば、最大符号化単位及び深度を利用して符号化単位が表現さ
れる。前述のように、最大符号化単位は、現在ピクチャの符号化単位のうち、大きさが最
も大きい符号化単位を示し、深度は、符号化単位が階層的に縮小された程度を示す。深度
が大きくなりつつ、符号化単位は、最大符号化単位から最小符号化単位まで縮小され、最
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大符号化単位の深度は、最小深度で定義され、最小符号化単位の深度は、最大深度で定義
される。最大符号化単位は、深度が大きくなるにつれて、深度別符号化単位の大きさは小
さくなるので、ｋ深度のサブ符号化単位は、ｋより大きい深度の複数個のサブ符号化単位
を含んでもよい。
【００２０】
　符号化されるピクチャの大きさが大きくなるにつれ、さらに大きい単位で映像を符号化
すれば、さらに高い映像圧縮率で映像を符号化することができる。しかし、符号化単位を
大きくし、その大きさを固定させてしまえば、続けて変わる映像の特性を反映して効率的
に映像を符号化することができない。
【００２１】
　例えば、海または空に係わる平坦な領域を符号化するときには、符号化単位を大きくす
るほど、圧縮率が向上しうるが、人またはビルディングに係わる複雑な領域を符号化する
ときには、符号化単位を小さくするほど圧縮率が向上する。
【００２２】
　このために、本発明の一実施形態は、ピクチャまたはスライスごとに、異なる大きさの
最大映像符号化単位を設定し、最大深度を設定する。最大深度は、符号化単位が縮小しう
る最大回数を意味するので、最大深度によって最大映像符号化単位に含まれた最小符号化
単位サイズを可変的に設定できる。
【００２３】
　符号化深度決定部１２０は、最大深度を決定する。最大深度は、Ｒ－Ｄコスト（rate-d
istortion　cost）計算に基づいて決定される。最大深度は、ピクチャまたはスライスご
とに異なって決定されたり、それぞれの最大符号化単位ごとに異なって決定されもする。
決定された最大深度は、符号化情報符号化部１４０に出力され、最大符号化単位別映像デ
ータは、映像データ符号化部１３０に出力される。
【００２４】
　最大深度は、最大符号化単位に含まれる最小サイズの符号化単位、すなわち、最小符号
化単位を意味する。換言すれば、最大符号化単位は、異なる深度によって、異なるサイズ
のサブ符号化単位に分割されてもよい。図８Ａ及び図８Ｂを参照して詳細に後述する。ま
た、最大符号化単位に含まれた異なるサイズのサブ符号化単位は、異なるサイズの処理単
位に基づいて、予測または周波数変換（ピクセルドメインの値を周波数ドメインの値に変
換、例えば、離散コサイン変換）される。言い換えれば、映像符号化装置１００は、映像
符号化のための複数の処理段階を、多様な大きさ及び多様な形態の処理単位に基づいて遂
行することができる。映像データの符号化のためには、予測、周波数変換、エントロピ符
号化などの処理段階を経るが、あらゆる段階にわたって、同サイズの処理単位が利用され
、段階別に異なるサイズの処理単位を利用することができる。
【００２５】
　例えば、映像符号化装置１００は、所定の符号化単位を予測するために、符号化単位と
異なる処理単位を選択することができる。
【００２６】
　符号化単位の大きさが、２Ｎｘ２Ｎ（ただし、Ｎは、正の整数）である場合、予測のた
めの処理単位は、２Ｎｘ２Ｎ、２ＮｘＮ、Ｎｘ２Ｎ、ＮｘＮなどである。言い換えれば、
符号化単位の高さまたは幅のうち、少なくとも一つを半分にする形態の処理単位を基にし
て動き予測が行われもする。以下、予測の基礎になる処理単位は、「予測単位」とする。
【００２７】
　予測モードは、イントラモード、インターモード及びスキップモードのうち少なくとも
一つであり、特定予測モードは、特定サイズまたは形態の予測単位についてのみ行われる
。例えば、イントラモードは、正方形である２Ｎｘ２Ｎ,ＮｘＮサイズの予測単位に対し
てのみ遂行される。また、スキップモードは、２Ｎｘ２Ｎサイズの予測単位に対してのみ
行われる。符号化単位内部に、複数の予測単位があるならば、それぞれの予測単位に対し
て予測を行い、符号化誤差が最小の予測モードが選択されてもよい。
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【００２８】
　また、映像符号化装置１００は、符号化単位と異なる大きさの処理単位に基づいて、映
像データを周波数変換することができる。符号化単位の周波数変換のために、符号化単位
より小さいか、あるいは同じサイズのデータ単位を基にして、周波数変換が行われる。以
下、周波数変換の基礎になる処理単位を「変換単位」とする。
【００２９】
　符号化深度決定部１２０は、ラグランジュ乗数（Lagrangian　multiplier）基盤の率歪
曲最適化技法（rate-distortion　optimization）を利用し、最大符号化単位に含まれた
サブ符号化単位を決定することができる。言い換えれば、最大符号化単位が、いかなる形
態の複数のサブ符号化単位に分割されるかを決定することができるが、ここで、複数のサ
ブ符号化単位は、深度によって大きさが異なる。その後、映像データ符号化部１３０は、
符号化深度決定部１２０で決定された分割形態に基づいて、最大符号化単位を符号化して
ビットストリームを出力する。
【００３０】
　符号化情報符号化部１４０は、符号化深度決定部１２０で決定された最大符号化単位の
符号化モードについての情報を符号化する。最大符号化単位の分割形態についての情報、
最大深度についての情報及び深度別サブ符号化単位の符号化モードについての情報を符号
化し、ビットストリームを出力する。サブ符号化単位の符号化モードについての情報は、
サブ符号化単位の予測単位についての情報、予測単位別予測モード情報、サブ符号化単位
の変換単位についての情報などを含んでもよい。
【００３１】
　最大符号化単位の分割形態についての情報は、それぞれの符号化単位に対する分割いか
んを示す情報であってもよい。例えば、最大符号化単位を分割して符号化する場合、最大
符号化単位に対する分割いかんを示す情報を符号化し、最大符号化単位を分割して生成さ
れたサブ符号化単位をさらに分割して符号化する場合にも、それぞれのサブ符号化単位に
対する分割いかんを示す情報を符号化する。分割いかんを示す情報は、分割いかんを示す
フラグ情報であってもよい。
【００３２】
　最大符号化単位ごとに異なるサイズのサブ符号化単位が存在し、それぞれのサブ符号化
単位ごとに、符号化モードについての情報が決定されねばならないので、１つの最大符号
化単位については、少なくとも１つの符号化モードについての情報が決定される。
【００３３】
　映像符号化装置１００は、深度が大きくなるにつれ、最大符号化単位を高さ及び幅を半
分にしてサブ符号化単位を生成することができる。すなわち、ｋ深度の符号化単位の大き
さが２Ｎｘ２Ｎであるならば、ｋ＋１深度の符号化単位の大きさは、ＮｘＮである。
【００３４】
　従って、一実施形態による映像符号化装置１００は、映像の特性を考慮した最大符号化
単位の大きさ及び最大深度を基にして、それぞれの最大符号化単位ごとに、最適の分割形
態を決定することができる。映像特性を考慮して、可変的に最大符号化単位の大きさを調
節し、異なる深度のサブ符号化単位で最大符号化単位を分割して映像を符号化することに
よって、多様な解像度の映像をさらに効率的に符号化することができる。
【００３５】
　図２は、本発明の一実施形態による映像復号化装置を図示している。図２を参照すれば
、本発明の一実施形態による映像復号化装置２００は、映像データ獲得部２１０、符号化
情報抽出部２２０及び映像データ復号化部２３０を含む。
【００３６】
　映像関連データ獲得部２１０は、映像復号化装置２００が受信したビットストリームを
パージングし、最大符号化単位別に映像データを獲得し、映像データ復号化部２３０に出
力する。映像データ獲得部２１０は、現在ピクチャまたはスライスに係わるヘッダから、
現在ピクチャまたはスライスの最大符号化単位についての情報を抽出することができる。
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言い換えれば、ビットストリームを最大符号化単位に分割し、映像データ復号化部２３０
に、最大符号化単位ごとに映像データを復号化させる。
【００３７】
　符号化情報抽出部２２０は、映像復号化装置２００が受信したビット列をパージングし
、現在ピクチャに係わるヘッダから、最大符号化単位、最大深度、最大符号化単位の分割
形態、サブ符号化単位の符号化モードについての情報を抽出する。分割形態及び符号化モ
ードについての情報は、映像データ復号化部２３０に出力される。
【００３８】
　最大符号化単位の分割形態についての情報は、最大符号化単位に含まれた深度によって
異なるサイズのサブ符号化単位についての情報を含んでもよい。前述のように、分割形態
についての情報は、それぞれの符号化単位に対して符号化された分割いかんを示す情報（
例えば、フラグ情報）であってもよい。
【００３９】
　符号化モードについての情報は、サブ符号化単位別予測単位についての情報、予測モー
ドについての情報及び変換単位についての情報などを含んでもよい。
【００４０】
　映像データ復号化部２３０は、符号化情報抽出部２２０で抽出された情報に基づいて、
それぞれの最大符号化単位の映像データを復号化して現在ピクチャを復元する。
【００４１】
　最大符号化単位の分割形態についての情報に基づいて、映像データ復号化部２３０は、
最大符号化単位に含まれたサブ符号化単位を復号化することができる。復号化過程は、イ
ントラ予測及び動き補償を含む動き予測過程、及び周波数逆変換過程を含んでもよい。
【００４２】
　映像データ復号化部２３０は、サブ符号化単位の予測のために、サブ符号化単位別予測
単位についての情報、及び予測モードについての情報に基づいて、イントラ予測またはイ
ンター予測を行うことができる。また、映像データ復号化部２３０は、サブ符号化単位の
変換単位についての情報に基づいて、サブ符号化単位ごとに周波数逆変換を行うことがで
きる。
【００４３】
　図３は、本発明の一実施形態による階層的符号化単位を図示している。図３を参照すれ
ば、本発明による階層的符号化単位は、幅ｘ高さが６４ｘ６４である符号化単位から、３
２ｘ３２、１６ｘ１６、８ｘ８及び４ｘ４を含んでもよい。正方形の符号化単位以外にも
、幅ｘ高さが、６４ｘ３２、３２ｘ６４、３２ｘ１６、１６ｘ３２、１６ｘ８、８ｘ１６
、８ｘ４、４ｘ８である符号化単位が存在しうる。
【００４４】
　図３を参照すれば、解像度が１９２０ｘ１０８０である映像データ３１０に対して、最
大符号化単位の大きさが６４ｘ６４、最大深度が２に設定されている。
【００４５】
　解像度が１９２０ｘ１０８０である他の映像データ３２０に対して、最大符号化単位の
大きさが６４ｘ６４、最大深度が３に設定されている。解像度が３５２ｘ２８８であるビ
デオデータ３３０について、最大符号化単位の大きさが１６ｘ１６、最大深度が１に設定
されている。
【００４６】
　解像度が高くても、データ量が多い場合、圧縮率向上だけではなく、映像特性を正確に
反映するために、符号化サイズの最大サイズが相対的に大きいことが望ましい。従って、
映像データ３３０に比べ、高解像度の映像データ３１０及び３２０は、最大符号化単位の
大きさが６４ｘ６４に選択されてもよい。
【００４７】
　最大深度は、階層的符号化単位での総階層数を示している。映像データ３１０の最大深
度が２であるから、映像データ３１０の符号化単位３１５は、長軸サイズが６４である最
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大符号化単位から、深度が増加するにつれて、長軸サイズが３２,１６であるサブ符号化
単位まで含んでもよい。
【００４８】
　一方、映像データ３３０の最大深度が１であるから、映像データ３３０の符号化単位３
３５は、長軸サイズが１６の最大符号化単位から、深度が増加するにつれて、長軸サイズ
が８,４である符号化単位まで含んでもよい。
【００４９】
　映像データ３２０の最大深度が３であるから、ビデオデータ３２０の符号化単位３２５
は、長軸サイズが６４である最大符号化単位から、深度が増加するにつれて、長軸サイズ
が３２，１６，８，４のサブ符号化単位まで含んでもよい。深度が増加するほど、さらに
小さいサブ符号化単位に基づいて映像を符号化するので、さらに精密な場面を含んでいる
映像を符号化するのに適する。
【００５０】
　図４は、本発明の一実施形態による符号化単位に基づいた映像符号化部を図示している
。
【００５１】
　イントラ予測部４１０は、現在フレーム４０５において、イントラモードの予測単位に
対してイントラ予測を行い、動き推定部４２０及び動き補償部４２５は、インターモード
の予測単位に対して、現在フレーム４０５及び参照フレーム４９５を利用して、インター
予測及び動き補償を行う。
【００５２】
　イントラ予測部４１０、動き推定部４２０及び動き補償部４２５から出力された予測単
位に基づいて残差値（residual value）が生成され、生成された残差値は、周波数変換部
４３０及び量子化部４４０を経て、量子化された変換係数として出力される。
【００５３】
　量子化された変換係数は、逆量子化部４６０、周波数逆変換部４７０を介してさらに残
差値に復元され、復元された残差値は、デブロッキング部４８０及びループ・フィルタリ
ング部４９０を経て後処理され、参照フレーム４９５として出力される。量子化された変
換係数は、エントロピ符号化部４５０を経て、ビットストリーム４５５として出力されも
する。
【００５４】
　本発明の一実施形態による映像符号化方法によって符号化するために、映像符号化部４
００の構成要素であるイントラ予測部４１０、動き推定部４２０、動き補償部４２５、周
波数変換部４３０、量子化部４４０、エントロピ符号化部４５０、逆量子化部４６０、周
波数逆変換部４７０、デブロッキング部４８０及びループ・フィルタリング部４９０は、
いずれも最大符号化単位、深度によるサブ符号化単位、予測単位及び変換単位に基づいて
映像符号化過程を処理する。
【００５５】
　図５は、本発明の一実施形態による符号化単位に基づいた映像復号化部を図示している
。
【００５６】
　ビットストリーム５０５が、パージング部５１０を経て、復号化対象である符号化され
た映像データ及び復号化のために必要な符号化情報がパージングされる。符号化された映
像データは、エントロピ復号化部５２０及び逆量子化部５３０を経て、逆量子化されたデ
ータとして出力され、周波数逆変換部５４０を経て、残差値に復元される。残差値は、イ
ントラ予測部５５０のイントラ予測の結果または動き補償部５６０の動き補償結果と加算
され、符号化単位別に復元される。復元された符号化単位は、デブロッキング部５７０及
びループ・フィルタリング部５８０を経て、次の符号化単位または次のピクチャの予測に
利用される。
【００５７】
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　本発明の一実施形態による映像復号化方法によって復号化するために、映像復号化部４
００の構成要素であるパージング部５１０、エントロピ復号化部５２０、逆量子化部５３
０、周波数逆変換部５４０、イントラ予測部５５０、動き補償部５６０、デブロッキング
部５７０及びループ・フィルタリング部５８０が、いずれも最大符号化単位、深度による
サブ符号化単位、予測単位及び変換単位に基づいて映像復号化過程を処理する。
【００５８】
　特に、イントラ予測部５５０、動き補償部５６０は、最大符号化単位及び深度を考慮し
て、サブ符号化単位内の予測単位及び予測モードを決定し、周波数逆変換部５４０は、変
換単位の大きさを考慮して、周波数逆変換を行う。
【００５９】
　図６は、本発明の一実施形態による最大符号化単位、サブ符号化単位及び予測単位を図
示している。
【００６０】
　本発明の一実施形態による映像符号化装置１００及び映像復号化装置２００は、映像特
性を考慮して符号化、復号化を行うために、階層的な符号化単位を利用する。最大符号化
単位及び最大深度は、映像の特性によって適応的に設定されたり、ユーザの要求によって
多様に設定される。
【００６１】
　本発明の一実施形態による符号化単位の階層構造６００は、最大符号化単位６１０の高
さ及び幅が６４であり、最大深度が４である場合を図示している。符号化単位の階層構造
６００の縦軸に沿って深度が増加し、深度の増加によって、サブ符号化単位６２０ないし
６５０の高さ及び幅が縮小される。また、符号化単位の階層構造６００の横軸に沿って、
最大符号化単位６１０及びサブ符号化単位６２０ないし６５０の予測単位が図示されてい
る。
【００６２】
　最大符号化単位６１０は、深度が０であり、符号化単位の大きさ、すなわち、高さ及び
幅が６４ｘ６４である。縦軸に沿って深度が増加し、大きさ３２ｘ３２である深度１のサ
ブ符号化単位６２０、大きさ１６ｘ１６である深度２のサブ符号化単位６３０、サイズ８
ｘ８である深度３のサブ符号化単位６４０、大きさ４ｘ４である深度４のサブ符号化単位
６５０が存在する。大きさ４ｘ４である深度４のサブ符号化単位６５０は、最小符号化単
位である。
【００６３】
　図６を参照すれば、それぞれの深度別に、横軸に沿って予測単位の例示が図示されてい
る。すなわち、深度０の最大符号化単位６１０の予測単位は、大きさ６４ｘ６４の符号化
単位６１０と同一であるか、あるいはそれより小サイズであるサイズ６４ｘ６４の予測単
位６１０、サイズ６４ｘ３２の予測単位６１２、サイズ３２ｘ６４の予測単位６１４、サ
イズ３２ｘ３２の予測単位６１６であってもよい。
【００６４】
　深度１のサイズ３２ｘ３２の符号化単位６２０の予測単位は、サイズ３２ｘ３２の符号
化単位６２０と同一であるか、あるいはそれより小サイズであるサイズ３２ｘ３２の予測
単位６２０、サイズ３２ｘ１６の予測単位６２２、サイズ１６ｘ３２の予測単位６２４、
サイズ１６ｘ１６の予測単位６２６であってもよい。
【００６５】
　深度２のサイズ１６ｘ１６の符号化単位６３０の予測単位は、サイズ１６ｘ１６の符号
化単位６３０と同一であるか、あるいはそれより小サイズであるサイズ１６ｘ１６の予測
単位６３０、サイズ１６ｘ８の予測単位６３２、サイズ８ｘ１６の予測単位６３４、サイ
ズ８ｘ８の予測単位６３６であってもよい。
【００６６】
　深度３のサイズ８ｘ８の符号化単位６４０の予測単位は、サイズ８ｘ８の符号化単位６
４０と同一であるか、あるいはそれより小サイズであるサイズ８ｘ８の予測単位６４０、



(11) JP 5913677 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

サイズ８ｘ４の予測単位６４２、サイズ４ｘ８の予測単位６４４、サイズ４ｘ４の予測単
位６４６であってもよい。
【００６７】
　最後に、深度４のサイズ４ｘ４の符号化単位６５０は、最小符号化単位であり、最大深
度の符号化単位であり、予測単位は、サイズ４ｘ４の予測単位６５０である。
【００６８】
　図７は、本発明の一実施形態による符号化単位及び変換単位を図示している。
【００６９】
　本発明の一実施形態による映像符号化装置１００及び映像復号化装置２００は、最大符
号化単位をそのまま符号化したり、最大符号化単位より小さいか、あるいは同じサブ符号
化単位に最大符号化単位を分割して符号化する。符号化過程において、周波数変換のため
の変換単位の大きさは、それぞれの符号化単位より大きくない変換単位に選択される。例
えば、現在符号化単位７１０が６４ｘ６４サイズであるとき、３２ｘ３２サイズの変換単
位７２０を利用して周波数変換が行われる。
【００７０】
　図８Ａ及び図８Ｂは、本発明の一実施形態による、符号化単位、予測単位及び周波数変
換単位の分割形態を図示している。
【００７１】
　図８Ａは、本発明の一実施形態による符号化単位及び予測単位を図示している。図８Ａ
の左側は、最大符号化単位８１０を符号化するために、本発明の一実施形態による映像符
号化装置１００が選択した分割形態を図示している。映像符号化装置１００は、多様な形
態に最大符号化単位８１０を分割して符号化した後、多様な分割形態の符号化結果をＲ－
Ｄコストに基づいて比較し、最適の分割形態を選択する。最大符号化単位８１０をそのま
ま符号化するのが最適である場合には、図８Ａ及び図８Ｂのように、最大符号化単位８１
０を分割せずに、最大符号化単位８００を符号化することもできる。
【００７２】
　図８Ａの左側を参照すれば、深度０である最大符号化単位８１０を、深度１以上のサブ
符号化単位に分割して符号化する。最大符号化単位８１０を、４個の深度１のサブ符号化
単位に分割した後、全部または一部の深度１のサブ符号化単位を、さらに深度２のサブ符
号化単位に分割する。
【００７３】
　深度１のサブ符号化単位のうち、右側上部に位置したサブ符号化単位及び左側下部に位
置したサブ符号化単位が、深度２以上のサブ符号化単位に分割された。深度２以上のサブ
符号化単位のうち一部は、さらに深度３以上のサブ符号化単位に分割されてもよい。
【００７４】
　図８Ａの右側は、最大符号化単位８１０に係わる予測単位の分割形態を図示している。
図８Ａの右側を参照すれば、最大符号化単位に係わる予測単位８６０は、最大符号化単位
８１０と異なって分割されてもよい。言い換えれば、サブ符号化単位それぞれに係わる予
測単位は、サブ符号化単位より小さくともよい。
【００７５】
　例えば、深度１のサブ符号化単位のうち、右側下部に位置したサブ符号化単位８５４に
係わる予測単位は、サブ符号化単位８５４より小さくともよい。深度２のサブ符号化単位
８１４，８１６，８１８，８２８，８５０，８５２のうち、一部のサブ符号化単位８１５
，８１６，８５０，８５２に係わる予測単位は、サブ符号化単位より小さくともよい。
【００７６】
　また、深度３のサブ符号化単位８２２，８３２，８４８に係わる予測単位は、サブ符号
化単位より小さくともよい。予測単位は、それぞれのサブ符号化単位を、高さまたは幅の
方向に半分にした形態でもあり、高さ方向及び幅方向に４分した形態でもある。
【００７７】
　図８Ｂは、本発明の一実施形態による予測単位及び変換単位を図示している。図８Ｂの
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左側は、図８Ａの右側に図示された最大符号化単位８１０に係わる予測単位の分割形態を
図示し、図８Ｂの右側は、最大符号化単位８１０の変換単位の分割形態を図示している。
【００７８】
　図８Ｂの右側を参照すれば、変換単位８７０の分割形態は、予測単位８６０と異なって
設定される。
【００７９】
　例えば、深度１の符号化単位８５４に係わる予測単位が、高さを半分にした形態で選択
されてたにしても、変換単位は、深度１の符号化単位８５４の大きさと同じ大きさに選択
される。同様に、深度２の符号化単位８１４，８５０に係わる予測単位が、深度２の符号
化単位８１４，８５０の高さを半分にした形態で選択されたとしても、変換単位は、深度
２の符号化単位８１４，８５０の本来大きさと同じサイズに選択される。
【００８０】
　予測単位よりさらに小サイズに変換単位が選択されもする。例えば、深度２の符号化単
位８５２に係わる予測単位が、幅を半分にした形態で選択された場合、変換単位は、予測
単位よりさらに小サイズである高さ及び幅を半分にした形態で選択される。
【００８１】
　図９は、本発明の他の実施形態による映像符号化装置を図示している。
【００８２】
　図９を参照すれば、本発明の一実施形態による映像符号化装置９００は、判断部９１０
、制御部９２０及び符号化部９３０を含む。映像符号化装置９００は、前述の深度によっ
て段階的に大きさが変わる符号化単位、予測単位及び変換単位に基づいて映像符号化する
装置であってもよい。
【００８３】
　判断部９１０は、符号化のために映像符号化装置９００に入力された第１符号化単位が
、現在ピクチャの境界を外れた領域を含むか否かを判断する。
【００８４】
　映像符号化装置９００は、第１符号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含まな
い場合、第１符号化単位をそのまま符号化する。第１符号化単位を分割せずに、予測し、
周波数変換（例えば、離散コサイン変換）することもでき、第１符号化単位を、図２、図
６、図８Ａ及び図８Ｂと関連して述べたように、所定の深度によって、複数の符号化単位
に分割した後、予測して周波数変換することもできる。
【００８５】
　しかし、第１符号化単位が、現在ピクチャの境界を外れた領域を含む場合には、第１符
号化単位を分割し、少なくとも１つの第２符号化単位を生成した後、現在ピクチャの境界
を外れていない第２符号化単位だけ符号化する。
【００８６】
　言い換えれば、映像符号化装置９００は、第１符号化単位が、現在ピクチャの境界を外
れた領域を含むか否かによって、異なる符号化方法を利用して、第１符号化単位を符号化
するが、判断部９１０は、まず第１符号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含む
か否かを判断する。図１０Ａ及び図１０Ｂを参照して後述する。
【００８７】
　図１０Ａ及び図１０Ｂは、本発明の一実施形態によるピクチャ境界の符号化単位を図示
している。図１０Ａ及び図１０Ｂを参照すれば、第１符号化単位１０２０は、現在ピクチ
ャの境界１０１０に跨っている。現在ピクチャの大きさが最大符号化単位の大きさの倍数
ではない場合、例えば、最大符号化単位の大きさを３２ｘ３２に設定して現在ピクチャを
符号化するが、現在ピクチャの横または縦の大きさが３２の倍数ではない場合には、最大
符号化単位が現在ピクチャの境界１０１０を外れた領域１０２４を含む。同様に、図１０
Ｂのように、第１符号化単位１０４０が現在ピクチャの境界１０３０を外れた領域１０４
４を含むことがある。図１０Ａで、現在ピクチャの境界１０１０の左側は、現在ピクチャ
の内部領域であり、右側は、現在ピクチャの外部領域であり、図１０Ｂで、現在ピクチャ
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の境界１０３０の上部は、現在ピクチャの内部領域であり、下部は、現在ピクチャの外部
領域である。
【００８８】
　図１０Ａ及び図１０Ｂは、第１符号化単位１０２０または１０４０が、現在ピクチャの
右側境界及び下部境界に跨った場合を図示しているが、第１符号化単位１０２０または１
０４０が、現在ピクチャの左側境界及び上部境界に跨った場合もありうる。
【００８９】
　判断部９１０は、図１０Ａ及び図１０Ｂに図示されているように、第１符号化単位１０
２０または１０４０が、現在ピクチャの境界１０１０または１０３０を外れた領域を含ん
でいるか否かを判断するために、第１符号化単位１０２０または１０４０の境界を現在ピ
クチャの境界と比較する。
【００９０】
　第１符号化単位１０２０の右側境界が、現在ピクチャの右側境界を外れたり、左側境界
が、現在ピクチャの左側境界を外れれば、第１符号化単位１０２０は、現在ピクチャの境
界１０１０を外れた領域を含んでいると判断される。また、第１符号化単位１０４０の下
部境界が、現在ピクチャの下部境界を外れたり、上部境界が現在ピクチャの上部境界を外
れれば、第１符号化単位１０４０が、現在ピクチャの境界１０３０を外れた領域を含んで
いると判断される。
【００９１】
　再び図９を参照すれば、判断部９１０で、第１符号化単位１０２０または１０４０が現
在ピクチャの境界を外れた領域を含んでいると判断すれば、制御部９２０は、第１符号化
単位１０２０または１０４０を少なくとも１つの第２符号化単位に分割する。
【００９２】
　本願発明の一実施形態による映像符号化装置９００は、前述の階層的な符号化単位を利
用して映像を符号化、復号化することができる。最大符号化単位を、所定深度のサブ符号
化単位に分けて映像を符号化／復号化することができる。このとき深度は、最大符号化単
位から所定サブ符号化単位に段階的に縮小された程度を示す。
【００９３】
　制御部９２０は、このような深度によって、第１符号化単位１０２０を少なくとも１つ
の第２符号化単位に分割する。例えば、第１符号化単位１０２０が、深度０である最大符
号化単位である場合、少なくとも１つの深度１の符号化単位に、第１符号化単位１０２０
を分割することができる。また、深度１の符号化単位より深度が大きい符号化単位、すな
わち、深度が２以上である符号化単位に、第１符号化単位１０２０を分割することもでき
る。図１１Ａ及び図１１Ｂを参照して詳細に説明する。
【００９４】
　図１１Ａ及び図１１Ｂは、本発明の一実施形態によるピクチャ境界の符号化単位を分割
する方法を図示している。
【００９５】
　図１１Ａは、図１０Ａに図示された第１符号化単位１０２０が、少なくとも１つの第２
符号化単位１１１０ないし１１４０に分割される場合を図示する。図１０Ａと関連して述
べたように、第１符号化単位１０２０がピクチャ境界に跨った場合、第１符号化単位１０
２０は、現在ピクチャの境界を外れた領域１０２４を含む。
【００９６】
　第１符号化単位１０２０を、異なる深度の少なくとも１つの第２符号化単位１１１０な
いし１１４０に分割し、現在ピクチャの境界を外れていない領域に係わる第２符号化単位
１１１０ないし１１２０と、現在ピクチャの境界を外れた領域に係わる第２符号化単位１
１３０ないし１１４０とに区分する。
【００９７】
　図１１Ｂは、図１０Ｂに図示された第１符号化単位１０４０が、少なくとも１つの第２
符号化単位１１５０ないし１１８０に分割される場合を図示する。
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【００９８】
　第１符号化単位１０４０を、異なる深度の少なくとも１つの第２符号化単位１１５０な
いし１１８０に分割し、現在ピクチャの境界を外れていない領域に係わる第２符号化単位
１１５０ないし１１６０と、現在ピクチャの境界を外れた領域に係わる第２符号化単位１
１７０ないし１１８０とに区分する。
【００９９】
　図１１Ａ及び図１１Ｂは、第１符号化単位１０２０または１０４０を同サイズの４個の
第２符号化単位に分割すれば、境界を外れていない領域に係わる第２符号化単位と、境界
を外れた領域に係わる第２符号化単位とを区分することができる場合を図示した。しかし
、第１符号化単位１０２０または１０４０を同サイズの４個の第２符号化単位に分割した
としても、境界を外れていない領域に係わる第２符号化単位と、境界を外れた領域に係わ
る第２符号化単位とを区分することができない場合がある。図１２Ａ及び図１２Ｂを参照
して詳細に説明する。
【０１００】
　図１２Ａ及び図１２Ｂは、本発明の他の実施形態によるピクチャ境界の符号化単位及び
分割方法を図示している。
【０１０１】
　図１２Ａに図示されているように、第１符号化単位１２２０がピクチャ境界に位置する
場合、第１符号化単位１２２０を、第２符号化単位１２３０ないし１２６０に分割しても
、現在ピクチャの境界を外れた第２符号化単位と、境界を外れていない第２符号化単位と
を区分することができない。一部の第２符号化単位１２５０及び１２６０が相変らず境界
を外れた領域と、境界を外れていない領域とを含んでいるためである。
【０１０２】
　従って、図１２Ａに図示されているように、第１符号化単位１２２０が境界に位置する
場合、第１符号化単位１２２０を反復して分割する。図１２Ａに図示された実施形態では
、第２符号化単位１２５０及び１２６０をもう一度分割し、第３符号化単位１２５２ない
し１２５８，１２６２ないし１２６８を生成する。
【０１０３】
　第２符号化単位１２５０及び１２６０を、さらに小サイズの第３符号化単位にもう一度
さらに分割することによって、境界を外れていない符号化単位１２３０，１２４０，１２
５２，１２５４，１２６２及び１２６４と、境界を外れた符号化単位１２５６，１２５８
，１２６６及び１２６８を区分することができる。
【０１０４】
　再び図９を参照すれば、制御部９２０が、図１１Ａ、図１１Ｂ及び１２Ｂに図示されて
いるように、第１符号化単位１０２０，１０４０または１２２０を分割し、境界を外れた
領域と、境界を外れていない領域とを区分すれば、符号化部９３０は、第１符号化単位を
分割して生成された少なくとも１つの符号化単位のうち、現在ピクチャの境界を外れてい
ない符号化単位だけ符号化する。
【０１０５】
　第１符号化単位が、現在ピクチャの境界を外れた領域を含まない場合には、第１符号化
単位を全部を符号化する。第１符号化単位を分割せずに、予測し、周波数変換（例えば、
離散コサイン変換）することもでき、第１符号化単位を、図２、図６、図８Ａ及び図８Ｂ
と関連して述べたように、所定の深度によって複数の符号化単位に分割した後、予測して
周波数変換することもできる。
【０１０６】
　しかし、第１符号化単位が、現在ピクチャの境界を外れた領域を含む場合には、制御部
９２０の分割結果によって、境界を外れていない領域のピクセル値だけ符号化する。
【０１０７】
　図１１Ａに図示された実施形態で、左側に位置した第２符号化単位１１１０及び１１２
０を符号化し、図１１Ｂに図示された実施形態で、上部に位置した第２符号化単位１１５
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０及び１１６０を符号化する。図１２Ｂに図示された例では、左側に位置した第２符号化
単位１２３０及び１２４０と、左側に位置した第３符号化単位１２５２，１２５４，１２
６２及び１２６４を符号化する。境界を外れていない符号化単位を、所定の予測単位に基
づいて予測し、予測結果として生成される残差値を所定の変換単位に基づいて周波数変換
する。
【０１０８】
　本願発明の一実施形態による映像符号化装置９００は、ピクチャ境界に位置した第１符
号化単位のうち、境界を外れていないピクセル値だけ符号化することができるので、境界
を外れた不要なピクセル値の符号化による圧縮率低下を防止することができる。
【０１０９】
　また、符号化部９３０の前述した分割いかんについての情報（例えば、分割いかんを示
すフラグ情報）も選択的に符号化することができる。第１符号化単位がピクチャ境界に跨
った場合、第１符号化単位は、制御部９２０によって分割される。境界を外れていない領
域のピクセル値だけ符号化するために、分割は必須であるので、第１符号化単位に対して
は、分割いかんについての情報を符号化する必要がない。分割いかんについての情報を別
途に符号化せずとも、復号化する側で、第１符号化単位が分割されることを知っているた
めである。しかし、本発明の他の実施形態によれば、第１符号化単位の分割が必須である
ときにも、分割いかんについての情報を別途に符号化することもできる。
【０１１０】
　しかし、前述の映像符号化方法によって、符号化部９３０が現在ピクチャの境界を外れ
た領域のピクセル値を符号化しないために、境界に跨った第１符号化単位が、他の符号化
単位の予測に利用されない場合が生じる。図１３Ａ及び図１３Ｂを参照して詳細に説明す
る。
【０１１１】
　図１３Ａ及び図１３Ｂは、本発明の一実施形態によるイントラ予測方法を図示している
。
【０１１２】
　図１３Ａを参照すれば、本発明の一実施形態によるイントラ予測方法は、所定の予測単
位１３１０をイントラ予測するにあたり、以前に符号化された隣接したピクセル値１３２
０を利用することができる。特に、本発明の一実施例によるイントラ予測は、予測単位１
３１０の左側下部の縦方向に、「ＰｕSize」ほどのピクセルをさらに利用することもでき
る。
【０１１３】
　本発明による映像符号化方法は、図８Ａに図示されているように、階層的な符号化単位
を利用して映像を符号化する。従って、予測単位１３１０の左側は、もちろん左側下部に
隣接したピクセルを利用してイントラ予測を行うことができる。例えば、図８Ａの符号化
単位８３０をイントラ予測するとき、符号化単位８３０の上部、及び右側上部に隣接した
ピクセル、すなわち、符号化単位８１２に含まれたピクセルはもちろん、符号化単位８３
０の左側、及び左側下部に隣接したピクセル、すなわち、符号化単位８２８に含まれたピ
クセルを利用して、イントラ予測を行うことができる。
【０１１４】
　ところで、右側上部及び左側下部に隣接したピクセルが利用可能ではない場合がある。
図１３Ｂに図示されているように、符号化単位１３３０を符号化するとき、右側上部に隣
接したピクセル値のうち、一部ピクセル値１３４６を利用することができない。右側上部
に位置した符号化単位１３４０を符号化するとき、現在ピクチャの境界１３５０を外れた
領域の符号化単位１３４４は、符号化しないためである。従って、符号化単位１３３０の
イントラ予測に利用することができる隣接したピクセルは、上部、左側及び左側下部のピ
クセルのみである。
【０１１５】
　符号化部９３０は、右側上部に隣接したピクセルを利用できるか否かを判断するために
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、「ｃｕｘ＋ｃｕSize＋ｃｕSize」が前述の「Frame＿width」より大きいか否かを判断す
る。「ｃｕｘ」は、符号化単位１３３０の左側境界のＸ座標であり、「ｃｕSize」は、符
号化単位１３３０の縦横サイズであり、「Frame＿width」は、現在ピクチャの横サイズで
ある。
【０１１６】
　また、符号化部９３０は、左側下部に隣接したピクセルを利用できる否かを判断するた
めに、「ｃｕｙ＋ｃｕSize＋ｃｕSize」が、前述の「Frame＿height」より大きいか否か
を判断する。「ｃｕｘ」は、符号化単位１３３０の左側境界のＸ座標であり、「ｃｕSize
」は、符号化単位１３３０の縦サイズであり、「Frame＿height」は、現在ピクチャの縦
サイズである。
【０１１７】
　符号化部９３０は、第１符号化単位が境界を外れた領域を含むか否かに基づいて、符号
化方法についての情報、すなわち、符号化モードについての情報をさらに効率的に符号化
することができる。第１符号化単位が境界を外れた領域を含む場合、第１符号化モードが
、他の符号化モードである第２符号化モードを意味するように、符号化モードについての
情報を符号化することができる。
【０１１８】
　図１８Ａないし図１８Ｇを参照して、第１符号化単位の予測モードについての情報を符
号化する場合を例に挙げて説明する。図１８Ａないし図１８Ｇは、現在ピクチャの境界を
外れた領域を含む２Ｎｘ２Ｎサイズの第１符号化単位の予測モードを図示している。図１
８Ａないし図１８Ｈで、斜線領域が現在ピクチャの境界を外れた領域である。
【０１１９】
　図１８Ａを参照すれば、２Ｎｘ２Ｎの第１符号化単位の右側Ｎｘ２Ｎ領域が境界を外れ
た領域である。符号化部９３０が、図１８Ａの第１符号化単位の符号化するにあたり、２
Ｎｘ２Ｎサイズの予測モードを選択しても、境界を外れた領域は、予測を行わないので、
Ｎｘ２Ｎ予測モードで予測を行う。
【０１２０】
　言い換えれば、符号化部９３０が、第１符号化単位の予測モードについての情報を、２
Ｎｘ２Ｎ予測モードに設定しても、Ｎｘ２Ｎ予測モードに設定する場合と同一に、予測が
行われる。従って、Ｎｘ２Ｎ予測モードを別途に設定する必要がなく、２Ｎｘ２Ｎ予測モ
ードについての情報を、Ｎｘ２Ｎ予測モードについての情報として利用することができる
。これは、予測モードの種類が減る効果と同一であり、これにより、符号化部９３０が予
測モードについての情報を符号化するために必要なビット数を減らすことができる。
【０１２１】
　同様に、図１８Ｂでも、符号化部９３０は、第１符号化単位の予測モードを２Ｎｘ２Ｎ
予測モードに設定することにより、２ＮｘＮ予測モードの代わりをすることができる。
【０１２２】
　図１８Ｃで、符号化部９３０は、第１符号化単位の予測モードを２Ｎｘ２Ｎ予測モード
に設定し、２ＮｘＮ／２予測モードの代わりをすることができる。図１８Ｂと比較すれば
、図１８Ｃでは、予測される領域の縦サイズが１／２に縮小した。しかし、第１符号化単
位で、境界を外れていない領域だけ予測するのは、図１８Ｂと同一であるので、第１符号
化単位の予測モードを２Ｎｘ２Ｎ予測モードに設定し、２ＮｘＮ／２予測モードの代わり
を行うことができる。
【０１２３】
　図１８Ｄで、符号化部９３０は、第１符号化単位の予測モードをＮｘＮ予測モードに設
定し、２ＮｘＮ予測モードの代わりを行うことができる。図１８Ｄの第１符号化単位が２
ＮｘＮ予測モードで予測され、第１符号化単位の右側半分が境界を外れた領域に含まれた
場合、ＮｘＮ予測モードと同一に、ＮｘＮサイズで予測が行われる。従って、ＮｘＮ予測
モードでもって、ＮｘＮ予測モードの代わりを行うことができる。
【０１２４】
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　図１８Ｅで、符号化部９３０は、第１符号化単位の予測モードを２ＮｘＮ予測モードに
設定し、２ＮｘＮ／２予測モードの代わりを行うことができる。図１８Ｂと比較すれば、
縦サイズが１／２に縮小された２つの予測単位に基づいて予測を行う。従って、図１８Ｂ
によって設定された２Ｎｘ２Ｎ予測モードで、縦サイズに係わる部分だけ１／２に縮小さ
せた２ＮｘＮ予測モードで、第１符号化単位の予測モードを設定することができる。
【０１２５】
　図１８Ｆで、符号化部９３０は、第１符号化単位の予測モードを２Ｎｘ２Ｎ予測モード
に設定し、ＮｘＮ予測モードの代わりを行うことができる。図１８Ｆの第１符号化単位も
、図１８Ａ、図１８Ｂ及び図１８Ｃと同様に、第１符号化単位で、境界を外れていない領
域だけ予測する。従って、第１符号化単位の予測モードを２Ｎｘ２Ｎ予測モードに設定し
、ＮｘＮ予測モードの代わりを行うことができる。
【０１２６】
　図１８Ｇで、符号化部９３０は、第１符号化単位の予測モードをＮｘ２Ｎ予測モードに
設定し、Ｎ／２ｘＮ予測モードの代わりを行うことができる。図１８Ｆと比較すれば、横
サイズが１／２に縮小された２つの予測単位に基づいて予測を行う。従って、図１８Ｂに
よって設定された２Ｎｘ２Ｎ予測モードで、横部分を１／２に縮小させたＮｘ２Ｎ予測モ
ードで、第１符号化単位の予測モードを設定することができる。
【０１２７】
　図９ないし図１３と関連して述べた映像符号化装置９００の符号化過程は、次のような
プログラミング・コードによって具現される。
【０１２８】
　ＵＩｎｔ　ｕｉＬＰｅｌＸ
　ＵＩｎｔ　ｕｉＲＰｅｌＸ
　ＵＩｎｔ　ｕｉＴＰｅｌＹ
　ＵＩｎｔ　ｕｉＢＰｅｌＹ
　if（！（（ｕｉＲＰｅｌＸ＜ｐｃＣＵ→getSlice（）→getWidth（））＆＆（ｕｉＢＰ
ｅｌＹ＜ｐｃＣＵ→getSlice（）→getHeight（））））
　｛
　go＿next＿depth＿process（）；
　｝
　前記プログラミング・コードを参照すれば、関数「ＵＩｎｔ ｕｉＬＰｅＬＸ」、「Ｕ
Ｉｎｔ ｕｉＲＰｅＬＸ」、「ＵＩｎｔ ｕｉＴＰｅＬＹ」及び「ＵＩｎｔ ｕｉＢＰｅＬ
Ｙ」を利用し、第１符号化単位の左側Ｘ座標、右側Ｘ座標、上部Ｙ座標及び下部Ｙ座標を
得て、「ｐｃＣＵ→getSlice（）→getWidth（）」及び「ｕｉＢＰｅｌＹ＜ｐｃＣＵ→ge
tSlice（）→getHeight（）」を利用し、現在ピクチャの横サイズ及び現在ピクチャの縦
サイズを得る。
【０１２９】
　その後、第１符号化単位の左側Ｘ座標と、現在ピクチャの横サイズとを比較し、第１符
号化単位の下部Ｙ座標と、現在ピクチャの縦サイズとを比較する。第１符号化単位の左側
Ｘ座標が、現在ピクチャの横サイズより大きいか、あるいは第１符号化単位の下部Ｙ座標
が縦サイズより大きい場合には、「go＿next＿depth＿process（）」関数を呼び出し、次
の深度、すなわち、第１符号化単位の深度「ｋ」より大きい深度「ｋ＋１」の第２符号化
単位に第１符号化単位を分割し、現在ピクチャの境界を外れていない第２符号化単位だけ
符号化する。
【０１３０】
　しかし、映像符号化装置９００が、図９ないし図１３に図示されているように、現在ピ
クチャの境界を外れていない領域だけ符号化する場合にも、最大符号化単位のアドレスは
、境界を外れた領域も符号化されたものであると仮定して設定される。図１４を参照して
詳細に説明する。
【０１３１】
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　図１４は、本発明の一実施形態による最大符号化単位のインデクシング（indexing）を
図示している。図１４を参照すれば、現在ピクチャ１４１０を所定サイズの最大符号化単
位に分割して符号化するとき、現在ピクチャの広さ「Frame＿width」及び高さ「Frame＿h
eight」が最大符号化単位の横サイズの倍数ではないならば、図１４のように、現在ピク
チャ１４１０の右側境界及び下部境界に最大符号化単位が跨っている。
【０１３２】
　図９ないし図１３で、本願発明の映像符号化装置９００は、境界に跨っている最大符号
化単位を符号化するにあたり、現在ピクチャの境界を外れていない領域だけ符号化する。
しかし、最大符号化単位のアドレスを設定するときには、「Frame＿width」及び「Frame
＿height」ではない「Frame＿widthＮ」及び「Frame＿heightＮ」を基準で、最大符号化
単位のアドレスを設定する。言い換えれば、現在ピクチャの右側境界及び下部境界に跨っ
ている最大符号化単位にもアドレスを付加し、最大符号化単位のアドレスを設定する。
【０１３３】
　例えば、最初行の最も右側に位置した最大符号化単位は、現在ピクチャの右側境界に跨
っており、境界を外れていない領域だけ符号化されるが、アドレスとして「Ｐ」付加され
、従って、二行目の最も左側に位置した最大符号化単位のアドレスは、「Ｐ＋１」になる
。「Frame＿widthＮ」及び「Frame＿heightＮ」は、次の通り計算される。
【０１３４】
　If　Frame＿width％ＬｃｕSize　not　equal　to　０，
　Frame＿widthＮ＝（Frame＿width／ＬｃｕSize＋１）＊ＬｃｕSize
　If　Frame＿height％ＬｃｕSize　not　equal　to　０，
　Frame＿heightＮ＝（Frame＿height／ＬｃｕSize＋１）＊ＬｃｕSize
　前記計算式で、「Frame＿width％ＬｃｕSize」は、「Frame＿width」を「ＬｃｕSize」
で割った余りを意味し、「Frame＿height％ＬｃｕSize」は、「Frame＿height」を「Ｌｃ
ｕSize」で割った残りを意味する。「Frame＿width／ＬｃｕSize」は、「Frame＿width」
を「ＬｃｕSize」で割った商（quotient）を意味し、「Frame＿height／ＬｃｕSize」は
、「Frame＿height」を「ＬｃｕSize」で割った商を意味する。「ＬｃｕSize」は、最大
符号化単位が正方形であるとき、最大符号化単位の横及び縦の大きさを意味する。
【０１３５】
　図１５は、本発明の一実施形態による映像符号化方法について説明するためのフローチ
ャートである。図１５を参照すれば、段階１５１０で、映像符号化装置９００は、第１符
号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含むか否かを判断する。図１０Ａ、図１０
Ｂ及び図１２Ａのように、第１符号化単位がピクチャ境界に跨っており、境界を外れた領
域を含むか否かを判断する。境界を外れた領域を含むか否かを判断するために、現在ピク
チャの境界と、第１符号化単位の境界とを比較する。第１符号化単位の左側または右側の
境界が、現在ピクチャの左側または右側の境界を外れるか否かを判断したり、あるいは第
１符号化単位の上部または下部の境界が、現在ピクチャの上部または下部の境界を外れる
か否かを判断する。
【０１３６】
　段階１５２０で、映像符号化装置９００は、段階１５１０での判断結果に基づいて、第
１符号化単位を少なくとも１つの第２符号化単位に分割する。第１符号化単位の深度「ｋ
」より大きい深度「ｋ＋１」の第２符号化単位に第１符号化単位を分割することができる
。第２符号化単位に分割されたが、第２符号化単位がさらにピクチャ境界を外れた領域を
含むと判断されれば、分割を反復し、分割の結果として生成された符号化単位が、ピクチ
ャ境界を外れた領域を含まなくなるまで第１符号化単位を分割する。
【０１３７】
　段階１５３０で、映像符号化装置９００は、段階１５２０での分割の結果として生成さ
れた少なくとも１つの第２符号化単位のうち、ピクチャ境界を外れていない第２符号化単
位だけ選択的に符号化する。第２符号化単位を予測し、残差値を生成し、生成された残差
値を、周波数変換、量子化、エントロピ符号化する。また、映像符号化装置９００は、ピ
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クチャ境界に跨った第１符号化単位の分割は必須であるので、第１符号化単位については
、分割いかんを示す情報を符号化しない。
【０１３８】
　また、図１８Ａないし図１８Ｇと関連して述べたように、映像符号化装置９００は、第
１符号化単位が境界を外れた領域を含むか否かに基づいて、符号化モードについての情報
を符号化することができる。
【０１３９】
　図１６は、本発明の一実施形態の他の映像復号化装置を図示している。図１６を参照す
れば、本発明の一実施形態による映像復号化装置１６００は、判断部１６１０、パージン
グ部１６１０及び復号化部１６２０を含む。
【０１４０】
　判断部１６１０は、復号化しようとする第１符号化単位が、現在ピクチャの境界を外れ
た領域を含むか否かを判断する。以前に復号化された符号化単位に基づいて、復号化しよ
うとする第１符号化単位が、現在ピクチャの境界を外れた領域であるか否かを判断するこ
とができる。例えば、図１４に図示された実施形態では、すぐ以前に復号化された符号化
単位が「Ｐ－１」符号化単位である場合、復号化しようとする第１符号化単位は、現在ピ
クチャの境界に跨っており、境界を外れた領域を含んでいると判断することができる。
【０１４１】
　言い換えれば、現在復号化される第１符号化単位の左側または右側の境界が、現在ピク
チャの左側または右側の境界を外れるか否かを判断したり、または第１符号化単位の上部
または下部の境界が現在ピクチャの上部または下部の境界を外れるか否かを判断し、復号
化しようとする第１符号化単位が、現在ピクチャの境界に跨っているか否かを判断する。
【０１４２】
　パージング部１６１０は、映像ビットストリームを受信し、第１符号化単位が、現在ピ
クチャの境界を外れた領域を含むと判断されれば、第１符号化単位を分割して生成された
少なくとも１つの第２符号化単位のうち、ピクチャ境界を外れていない第２符号化単位に
係わるデータだけパージングする。第２符号化単位の深度は、第１符号化単位の深度「ｋ
」より大きい深度「ｋ＋１」の符号化単位であってもよい。また、第１符号化単位が、ピ
クチャ境界を外れた領域を含まないと判断されれば、第１符号化単位に係わるデータ全部
をパージングする。
【０１４３】
　第１符号化単位がピクチャ境界を外れた領域を含むと判断され、ピクチャ境界を外れて
いない第２符号化単位に係わるデータだけパージングする場合、第１符号化単位の分割い
かんについての情報（例えば、フラグ情報）をパージングしないこともある。ピクチャ境
界に跨った第１符号化単位の分割が必須であり、分割いかんについての情報を符号化しな
い場合には、パージングする情報もないので、パージングする必要がない。
【０１４４】
　しかし、第１符号化単位がピクチャ境界を外れた領域を含むと判断され、第１符号化単
位の分割が必須であるにもかかわらず、分割いかんについての情報が別途に符号化された
とすれば、符号化された分割いかんについての情報をパージングすることができる。
【０１４５】
　ただし、残差値は、ピクチャ境界を外れていない第２符号化単位の残差値についてのみ
符号化されるので、分割いかんについての情報のパージングいかんと係わりなく、第１符
号化単位を分割して生成された第２符号化単位のうち、ピクチャ境界を外れていない第２
符号化単位に係わるデータだけパージングする。
【０１４６】
　復号化部１６３０は、パージング部１６２０でパージングされた現在ピクチャの境界を
外れていない第２符号化単位に係わるデータを復号化する。境界を外れていない第２符号
化単位に係わるデータをエントロピ復号化、逆量子化、周波数逆変換（例えば、逆離散コ
サイン変換）して残差値を復元し、第２符号化単位をイントラ予測またはインター予測し
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て生成された予測値と、復元された残差値とを加算して第２符号化単位を復元する。
【０１４７】
　復号化時に利用する符号化単位のアドレスを設定する方法は、図１４に図示されたとこ
ろと同一に、復号化過程でイントラ予測のために利用できる隣接したピクセルも、図１３
Ａ及び図１３Ｂに図示された通りである。
【０１４８】
　復号化部１６３０が復号化時に利用する第１符号化単位の符号化モードについての情報
は、図１８Ａないし図１８Ｇと関連して述べたように、境界を外れた領域を含むか否かに
基づいて符号化された符号化モードについての情報であってもよい。
【０１４９】
　図１７は、本発明の一実施形態による映像復号化方法について説明するためのフローチ
ャートである。図１７を参照すれば、段階１７１０で、映像復号化装置１６００は、復号
化しようとする第１符号化単位が、現在ピクチャの境界を外れた領域を含むか否かを判断
する。以前に復号化された符号化単位を参照して、第１符号化単位の右側または左側境界
が、現在ピクチャの右側または左側境界を外れるか否かを判断したり、あるいは第１符号
化単位の上部または下部の境界が、現在ピクチャの上部または下部の境界を外れるか否か
を判断する。
【０１５０】
　段階１７２０で、映像復号化装置１６００は、段階１７１０の判断結果に基づいて、第
１符号化単位を分割して生成された少なくとも１つの第２符号化単位のうち、ピクチャ境
界を外れていない第２符号化単位に係わるデータをパージングする。段階１７１０で、第
１符号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含んでいると判断された場合、第１符
号化単位を分割して生成された第２符号化単位のうち、ピクチャ境界を外れていない第２
符号化単位に係わるデータをパージングする。前述のように、第２符号化単位は、第１符
号化単位の深度「ｋ」より大きい深度「ｋ＋１」の符号化単位であってもよい。
【０１５１】
　段階１７３０で、映像復号化装置１６００は、段階１７２０でパージングされた現在ピ
クチャの境界を外れていない第２符号化単位に係わるデータだけ復号化する。ピクチャ境
界を外れていない第２符号化単位に係わるデータをエントロピ復号化、逆量子化、周波数
逆変換して残差値を復元し、予測結果として生成された予測値と加算して、第２符号化単
位を復元する。
【０１５２】
　映像復号化装置１６００が復号化時に利用する第１符号化単位の符号化モードについて
の情報は、図１８Ａないし図１８Ｇと関連して述べたように、境界を外れた領域を含むか
否かに基づいて符号化された情報であってもよい。
【０１５３】
　図１９は、本発明の他の実施形態による映像符号化方法について説明するためのフロー
チャートである。図１９を参照すれば、段階１９１０で、映像符号化装置９００は、第１
符号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含むか否かを判断する。
【０１５４】
　段階１９２０で、映像符号化装置９００は、段階１９１０での判断結果に基づいて、第
１符号化単位を少なくとも１つの第２符号化単位に分割する。第１符号化単位の深度「ｋ
」より大きい深度「ｋ＋１」の第２符号化単位で、第１符号化単位を分割することができ
る。
【０１５５】
　段階１９３０で、映像符号化装置９００は、段階１９２０の分割の結果として生成され
た少なくとも１つの第２符号化単位の境界を外れた領域を所定の値でパッディングする。
図２０Ａ及び図２０Ｂを参照して詳細に説明する。
【０１５６】
　図２０Ａ及び図２０Ｂは、本発明の他の実施形態によるピクチャ境界の符号化単位を符



(21) JP 5913677 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

号化する方法について説明するための図である。
【０１５７】
　映像符号化装置９００の判断部９１０が、第１符号化単位２０２０がピクチャの境界に
跨っていると判断すれば、制御部９２０は、第１符号化単位２０２０をさらに小サイズ、
すなわち、さらに大きい深度の第２符号化単位に分割する。しかし、第２符号化単位が最
小符号化単位である場合には、制御部９２０がさらに小サイズの符号化単位に第２符号化
単位を分割することができず、それ以上分割することができないために、境界を外れた領
域、と外れていない領域とが符号化単位によって区分されない。
【０１５８】
　従って、符号化部９３０は、第２符号化単位２０２４及び２０２８において、境界２０
１０を外れた領域を、図２０Ｂに図示されているようにパッディングする。現在ピクチャ
の境界２０１０を外れた領域のピクセル値をいずれも「０」に設定したり、あるいは境界
を外れた領域のピクセル値を、隣接した境界を外れていない領域のピクセル値と同一に設
定する。
【０１５９】
　再び図１９を参照すれば、段階１９４０で、映像符号化装置９００は、段階１９３０で
パッディングされた領域を含む少なくとも１つの第２符号化単位を符号化する。
【０１６０】
　映像符号化装置９００の符号化部９３０は、第２符号化単位２０２２ないし２０２８を
予測して残差値を生成し、生成された残差値を周波数変換する。周波数変換して生成され
た周波数変換係数を、量子化し、かつエントロピ符号化を行い、第２符号化単位２０２２
ないし２０２８を符号化する。
【０１６１】
　境界２０１０に跨った第２符号化単位２０２４及び２０２８を予測するにあたり、第２
符号化単位全体を予測することもでき、あるいは境界を外れていない領域だけ予測するこ
ともできる。例えば、境界２０１０に跨った第２符号化単位２０２４が８ｘ８である場合
、境界を外れた領域を含む８ｘ８サイズに予測することもでき、あるいは境界を外れた領
域を除外した４ｘ８サイズに予測することもできる。
【０１６２】
　また、境界２０１０に跨った第２符号化単位２０２４及び２０２８を周波数変換するに
あたり、第２符号化単位全体を周波数変換することもでき、あるいは境界を外れていない
領域だけ周波数変換することもできる。
【０１６３】
　例えば、境界２０１０に跨った最小符号化単位２０２４が８ｘ８である場合、境界を外
れた領域を含む８ｘ８サイズで周波数変換を行うこともできる。周波数境界を外れた領域
も予測された場合、境界を外れた領域も残差値を含むので、第２符号化単位の大きさで周
波数変換を行うことができる。境界を外れた領域が予測されずに残差値のない場合には、
境界を外れた領域を任意の残差値（例えば、「０」）に設定し、第２符号化単位の大きさ
で周波数変換を行うことができる。予測いかんと係わりなく境界を外れた領域の残差値は
、意味がないので、周波数変換に最も高い効率を示す任意の値で境界を外れた領域の残差
値を設定して周波数変換を行うこともできる。
【０１６４】
　また、符号化部９３０は、境界を外れた領域を除外した４ｘ８サイズで周波数変換を行
うこともできる。前述のように、本願発明によれば、符号化単位、予測単位及び変換単位
の大きさがそれぞれ独立して決定されるので、最小符号化単位より小サイズの変換単位を
利用し、境界を外れていない領域だけ選択的に周波数変換することができる。段階１９４
０で、第２符号化単位の符号化と共に、符号化部９３０は、図１８Ａ及び図１８Ｇと関連
して述べたように、第２符号化単位が境界を外れた領域を含むか否かに基づいて、符号化
モードについての情報を符号化することもできる。
【０１６５】
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　図２１は、本発明の他の実施形態による映像復号化方法について説明するためのフロー
チャートである。
【０１６６】
　図２１を参照すれば、段階２１１０で、映像復号化装置１６００の判断部１６１０は、
第１符号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含むか否かを判断する。
【０１６７】
　段階２１２０で、映像復号化装置１６００のパージング部１６２０は、段階２１１０の
判断結果に基づいて、第１符号化単位を分割して生成された少なくとも１つの第２符号化
単位のうちパッディングされた領域を含む少なくとも１つの第２符号化単位に係わるデー
タをパージングする。図２０Ａに図示されているように、第２符号化単位が最小符号化単
位であり、境界に跨った場合、第２符号化単位の一部領域は、現在ピクチャの境界を外れ
た領域である。このような領域は、図１９と関連して述べたように、所定の値でパッディ
ングされるが、映像復号化装置のパージング部１６２０は、このようなパッディングされ
た領域を含む少なくとも１つの第２符号化単位に係わるデータをパージングする。
【０１６８】
　段階２１３０で、映像復号化装置１６００の復号化部１６３０は、段階２１２０でパー
ジングされた第２符号化単位に係わるデータに基づいて、第２符号化単位を復号化する。
パージングされた第２符号化単位に係わるデータをエントロピ復号化、逆量子化、周波数
逆変換して残差値を復元し、予測結果生成された予測値と加算して、第２符号化単位を復
元する。図１８Ａ及び図１８Ｇと関連して述べたように、第２符号化単位が境界を外れた
領域を含むか否かに基づいて符号化された符号化モードについての情報を復号化し、復号
化された符号化モードについての情報によって、第２符号化単位を復号化することができ
る。
【０１６９】
　図１９と関連して前述した周波数変換のように、周波数逆変換も、第２符号化単位全体
を周波数逆変換することもでき、境界を外れていない領域だけ周波数逆変換することもで
きる。また、予測を行うにあっても、第２符号化単位全体を予測することもでき、境界を
外れていない領域だけ予測することもできる。
【０１７０】
　図２２は、本発明のさらに他の実施形態による映像符号化方法について説明するための
フローチャートである。
【０１７１】
　図２２を参照すれば、段階２２１０で、映像符号化装置９００の判断部９１０は、第１
符号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含むか否かを判断する。
【０１７２】
　段階２２２０で、映像符号化装置９００は、段階２２１０での判断結果に基づいて、第
１符号化単位の境界を外れた領域を、所定の値でパッディングする。図２３Ａを参照して
詳細に説明する。
【０１７３】
　図２３Ａ及び２３Ｂは、本発明のさらに他の実施形態によるピクチャ境界の符号化単位
を符号化する方法について説明するための図である。
【０１７４】
　図２３Ａを参照すれば、映像符号化装置９００の判断部９１０が、第１符号化単位２３
２０がピクチャの境界に跨っていると判断すれば、符号化部９３０は、第１符号化単位２
３２０において、境界２３１０を外れた領域２３２２を、図２３Ａに図示されているよう
にパッディングする。現在ピクチャの境界２３１０を外れた領域のピクセル値をいずれも
「０」に設定するか、あるいは境界を外れた領域のピクセル値を、隣接した境界を外れて
いない領域のピクセル値と同一に設定する。
【０１７５】
　再び図２２を参照すれば、段階２２３０で、映像符号化装置９００の符号化部９３０は
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、段階２２２０で境界２３１０を外れた領域２３２２がパッディングされた第１符号化単
位２３２０を、第１符号化単位２３２０より小サイズの第２符号化単位を利用する符号化
モードで符号化する。パッディングの方法に係わる規則を、符号化側と復号化側とが共有
するならば、第１符号化単位２３２０のパッディングされた領域２３２２を符号化しなく
ても、復号化する側でパッディングされた領域２３２２を復元することができる。従って
、境界２３１０を外れていない第２符号化領域２３２４の選択的な符号化のために、映像
符号化装置９００の符号化部９３０は、第１符号化単位２３２０の大きさより小サイズの
第２符号化単位を利用する符号化モードで第１符号化単位２３２０を符号化する。図２３
Ｂを参照して詳細に説明する。
【０１７６】
　図２３Ｂを参照すれば、符号化部９３０は、第１符号化単位２３２０の大きさより小サ
イズの第２符号化単位２３２２ないし２３２８を利用する符号化モードで、第１符号化単
位２３２０を符号化する。第２符号化単位を利用する符号化モードによって、第２符号化
単位それぞれを予測し、予測結果として生成された残差値を周波数変換する。周波数変換
の結果として生成された周波数変換係数を量子化した後、エントロピ符号化する。
【０１７７】
　第２符号化単位それぞれを符号化するにあたり、境界を外れていない領域の第２符号化
単位２３３６及び２３３８についてのみ予測を行い、予測結果に基づいて、境界を外れて
いない領域の第２符号化単位２３３６及び２３３８を符号化することができる。境界を外
れた領域の第２符号化単位２３３２及び２３３４は、予測を行わずに、所定の値（例えば
、「０」）に残差値を設定することができる。
【０１７８】
　また、境界２３１０を外れていない領域の第２符号化単位２３３６及び２３３８に係わ
る動きベクトル及びピクセル値についての情報だけ符号化し、境界２３１０を外れた領域
の第２符号化単位２３３２及び２３３４の動きベクトル及びピクセル値についての情報は
符号化しない。ピクセル値についての情報は、第２符号化単位２３３２ないし２３３８そ
れぞれに含まれたピクセル値を周波数変換して生成された周波数変換係数（例えば、離散
コサイン係数）であってもよい。
【０１７９】
　また段階２２３０で、符号化部９３０は、図１８Ａ及び図１８Ｇと関連して述べたよう
に、第２符号化単位が境界を外れた領域を含むか否かということに基づいて、符号化モー
ドについての情報を符号化することもできる。
【０１８０】
　図２４は、本発明のさらに他の実施形態による映像復号化方法について説明するための
フローチャートである。図２４を参照すれば、段階２４１０で、映像復号化装置１６００
の判断部１６１０は、第１符号化単位が現在ピクチャの境界を外れた領域を含むか否かを
判断する。
【０１８１】
　段階２４２０で、映像復号化装置１６００のパージング部１６２０は、段階２４１０の
判断結果に基づいて、所定の値でパッディングされた領域を含む第１符号化単位に係わる
データをパージングする。
【０１８２】
　パージングされるデータは、図２３Ｂの第１符号化単位２３２０において、境界２３１
０を外れていない領域の第２符号化単位２３３６及び２３３８についての情報だけ含んで
もよい。境界２３１０を外れていない領域の第２符号化単位２３３６及び２３３８に係わ
る動きベクトル及びピクセル値についての情報だけ含んでもよい。
【０１８３】
　段階２４３０で、映像復号化装置１６００の復号化部１６３０は、段階１６２０でパー
ジングされたデータを利用し、第１符号化単位を第１符号化単位より小サイズの第２符号
化単位を利用する符号化モードによって復号化する。第２符号化単位を利用する符号化モ



(24) JP 5913677 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

ードによって、第１符号化単位の第２符号化単位をエントロピ復号化、逆量子化、周波数
逆変換及び予測して復号化する。図１８Ａ及び図１８Ｇと関連して述べたように、第２符
号化単位が境界を外れた領域を含むか否かに基づいて、符号化された符号化モードについ
ての情報を復号化し、復号化された符号化モードについての情報によって、第２符号化単
位を復号化することができる。
【０１８４】
　パージングされたデータが境界２３１０を外れていない領域の第２符号化単位２３３６
及び２３３８についての情報だけ含む場合、境界２３１０を外れていない領域の第２符号
化単位２３３６及び２３３８だけ第２符号化単位を利用する符号化モードによって復号化
する。
【０１８５】
　以上のように、本発明はたとえ限定された実施形態及び図面によって説明したにしても
、本発明が、前記の実施形態に限定されるものではなく、本発明が属する分野で当業者で
あるならば、かような記載から多様な修正及び変形が可能である。従って、本発明の思想
は、特許請求の範囲によってのみ把握されねばならず、それと均等であるか、あるいは等
価的な変形は、いずれも本発明思想の範疇に属するのである。また、本発明によるシステ
ムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に、コンピュータで読み取り可能なコード
として具現することが可能である。
【０１８６】
　例えば、本発明の例示的な実施形態による映像符号化装置及び映像復号化装置は、図１
、図２、図４、図５、図９及び図１６に図示されているような装置のそれぞれのユニット
にカップリングされたバス、前記バスに結合された少なくとも１つのプロセッサを含んで
もよい。また、命令、受信されたメッセージまたは生成されたメッセージを保存するため
に、前記バスに結合され、前述のような命令を遂行するための少なくとも１つのプロセッ
サにカップリングされたメモリを含んでもよい。
【０１８７】
　また、コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、コンピュータシステムによって読み
取り可能なデータが保存されるあらゆる種類の記録装置を含む。記録媒体の例としては、
ＲＯＭ（read-only　memory）、ＲＡＭ（random-access　memory）、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気
テープ、フロッピー（登録商標）ディスク、光データ保存装置などがあたり、またキャリ
アウェーブ（例えば、インターネットを介した伝送）の形態で具現されるものも含む。ま
た、コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、ネットワークに連結されたコンピュータ
システムに分散され、分散方式でコンピュータで読み取り可能なコードが保存されて実行
される。
【符号の説明】
【０１８８】
　１００　映像符号化装置
　１１０　最大符号化単位分割部
　１２０　符号化深度決定部
　１３０　映像データ符号化部
　１４０　符号化情報符号化部
　２００　映像復号化装置
　２１０　映像データ獲得部
　２２０　符号化情報抽出部
　２３０　映像データ復号化部
　４００　映像符号化部
　４１０　イントラ予測部
　４２０　動き推定部
　４２５　動き補償部
　４３０　周波数変換部
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　４４０　量子化部
　４５０　エントロピ符号化部
　４６０　逆量子化部
　４７０　周波数逆変換部
　４８０　デブロッキング部
　４９０　ループ・フィルタリング部
　５００　映像復号化部
　５１０　パージング部
　５２０　エントロピ復号化部
　５３０　逆量子化部
　５４０　周波数逆変換部
　５５０　イントラ予測部
　５６０　動き補償部
　５７０　デブロッキング部
　５８０　ループ・フィルタリング部
　９００　映像符号化装置
　９１０　判断部
　９２０　制御部
　９３０　符号化部
　１６００　映像復号化装置
　１６１０　判断部
　１６２０　パージング部
　１６３０　復号化部

【図１】

【図２】

【図３】
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