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明 細 苫

画質評価システム、方法およびプログラム

技術分野

０００1 本発明は画質評価システム、方法ぉょびプログラムに関し、特に伝送した画像の受

信時点の画質を評価する画質評価システム、方法ぉょびプログラムに関する。

背景技術

０００2 従来この種の技術については、 eco e da o J 4 3 (非特許文

献 ) に記載されているょぅに、映像の画質を客観的に評価する方法は大きく3種類

に分類される。

０００3 一つ目は原画像と劣化画像を直接比較し画質を評価する方法( efe e ce法

)、二つ目は原画像の特徴呈のみを伝送し、この特徴呈と劣化画像から画質を評価

する方法 ( ed 。。d 。f。。。。法) 、三つ目は劣化画像のみから画質を評価する

方法 ( o efe e ce法) である。映像の伝送を伴ぅアプリケーションでは伝送路帯域

に上限があり原画像の伝送が不可能であるため、受信端末側で efe e ce法

を用いることができない。したがって、受信端末側では、 ed ced efe e ce法もし

くは o efe e ce法を用いて画質評価を行ぅことになる。例えば、 o efe e ce

法にょる画質評価方法が、特許文献 にょって、開示されている。この特許文献 に

開示されている画質評価方法は、受信した符号化映像データが伝送工う一などにょ

り正しく復号できなかった場合に、正しく復号できなかった画素ザンプル数を集計し、

この値を画質劣化度とし、画質評価結果として用いている。

非特許文献 1 : eco e da o J 4 3 (特に P 4～5 )

特許文献 1 :特開2００ ０2 5０ 4号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 特許文献 に記載されている画質評価方法では、画像の特徴にょらず、正しく復号

できなかった画素ザンプル数を集計して画質劣化度として推定しているため、受信し

た画像の特徴にょっては実際の画質劣化度との相関が低くなるとレぢ問題があった。



０００5 本発明は上述した問題を鑑みて提案されたものであって、本発明の目的は、画像

受信端末上での画質評価の精度向上を可能にする画質評価システム、方法および

そのプログラムを提供することにある。

課題を解決するための手段

０００6 上記課題を解決する本発明は、画像送出装置から送出された映像データを画像受

信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムであって、画像

送出装置が、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定められ

た時間間隔で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理部を少なくとも有し、前記画像

受信装置が、受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第 の画質評価結果

を得る第 の画質評価処理部と、あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記

第2の特徴呈を入力とし、この第2の特徴呈と受信した映像データとを比較することに

よって画質の評価を了 、刊 、第2の画質評価結果を得る第2の画質評価処理部と、第

の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と前記

第2の画質評価結果とが車みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送出さ

れた映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理部と、を

有することを特徴とする画質評価システムである。

０００7 また、上記課題を解決する本発明は、画像送出装置から送出された映像データを

画像受信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムであって

、画像送出装置が、前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈を送出する第

の原画像特徴呈抽出処理部と、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈を

あらかじめ定められた時間間隔で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理部とを少な

くとも有し、前記画像受信装置が、前記第 の特徴呈を入力とし、受信した映像デー

タに対して画質の評価 、新刊 、第 の画質評価結果を得る第 の画質評価処理部と

、あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この第

2の特徴呈と受信した映像データとを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第2

の画質評価結果を得る第2の画質評価処理部と、第 の画質評価結果と第2の画質

評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と前記第2の画質評価結果とが重み

づけされた計算式を用いて、画像送出装置から送出された映像データの第3の画質



評価結果を計算する画質評価結果算出処理部と、を有することを特徴とする画質評

価システムである。

０００8 また、上記課題を解決する本発明は、画像送出装置から送出された映像データを

画像受信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムであって

、画像送出装置が、前記映像データの原画像に対する特徴呈を送出する原画像特

徴呈抽出処理部と、前記映像データの原画像フレームを符号化し、あらかじめ定め

られた時間間隔で送出する原画像フレーム符号化処理部とを少なくとも有し、前記画

像受信装置が、前記特徴呈を入力とし、受信した映像データに対して画質の評価を

行い、第 の画質評価結果を得る第 の画質評価処理部と、あらかじめ定められた時

間間隔で送出された前記原画像フレームを入力とし、復号する原画像復号化処理部

と、前記原画像復号化処理部で復号された原画像フレームを入力とし、この原画像

フレームと受信した映像データとを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第2の

画質評価結果を得る第2の画質評価処理部と、第 の画質評価結果と第2の画質評

価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と前記第2の画質評価結果とが重みづ

けされた計算式を用いて、画像送出装置から送出された映像データの第3の画質評

価結果を計算する画質評価結果算出処理部と、を有することを特徴とする画質評価

０００9 また、上記課題を解決する本発明は、画像送出装置から送出された映像データを

画像受信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムのため

の画像送出装置であって、画像受信装置が、受信した映像データと原画像から得ら

れる特徴呈から計算された第 の画質評価結果と、受信した映像データと原画像の

フレームとの比較から得られる第2の画質評価結果とを用いて画質の評価を行ぅため

に、前記映像データの原画像に対する特徴呈を送出する原画像特徴呈抽出処理部

と、前記映像データの原画像フレームを符号化し、あらかじめ定められた時間間隔で

送出する原画像フレーム符号化処理部とを少なくとも有することを特徴とする画質評

価システムの画像送出装置である。

００1０ また、上記課趨を解決する本発明は、画像送出装置から送出された映像データを

画像受信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムのため



の画像送出装置であって、画像受信装置が、受信した映像データと原画像から得ら

れる第 の特徴呈とから計算された第 の画質評価結果と、受信した映像データと原

画像から得られる第2の特徴呈とから計算された第2の画質評価結果とを用いて画質

の評価を行ぅために、前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈を送出する第

の原画像特徴呈抽出処理部と、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈を

して構成され、前記第2の特徴最が、第 の特徴最と比較して、原画像の特徴を表す

ための情報呈が多いことを特徴とする画質評価システムの画像送出装置である。

００11 また、上記課題を解決する本発明は、画像送出装置から送出された映像データを

画像受信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムのため

の画像受信装置であって、前記画像送出装置から、前記映像データの原画像に対

する特徴呈と、あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記映像データの原画

像フレームを入力とし、前記特徴呈から受信した映像データに対して画質の評価を

行い、第 の画質評価結果を得る第 の画質評価処理部と、前記原画像フレームと

受信した映像データとを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第2の画質評価結

果を得る第2の画質評価処理部と、第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入

力とし、前記第 の画質評価結果と前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計

算式を用いて、画像送出装置から送出された映像データの第3の画質評価結果を計

算する画質評価結果算出処理部と、を有することを特徴とする画像受信装置である。

００12 また、上記課題を解決する本発明は、画像送出装置から送出された映像データを

画像受信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムのため

の画像受信装置であって、前記画像送出装置から、前記映像データの原画像に対

する第 の特徴呈と、あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記映像データ

の原画像に対する第2の特徴呈とを入力とし、前記第2の特徴呈が、第 の特徴呈と

比較して、原画像の特徴を表すための情報呈が多いものであって、前記第 の特徴

呈から受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第 の画質評価結果を得る

第 の画質評価処理部と、前記第2の特徴最から受信した映像データに対して画質

の評価を了 、刊 、第2の画質評価結果を得る第2の画質評価処理部と、第 の画質評



価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と前記第2の画

質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送出された映像

データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理部と、を有すること

を特徴とする画像受信装置である。

００13 また、上記課題を解決する本発明は、画像送出装置から送出された映像データを

画像受信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価方法であって、

画像送出装置が、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定め

られた時間間隔で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理ステップを実行し、前記画

像受信装置が、受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第 の画質評価結

果を得る第 の画質評価処理ステップと、あらかじめ定められた時間間隔で送出され

た前記第2の特徴呈を入力とし、この第2の特徴呈と受信した映像データとを比較す

ることによって画質の評価をォ 、刊 、第2の画質評価結果を得る第2の画質評価処理ス

テップと、第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評

価結果と前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装

置から送出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出

処理ステップと、を実行することを特徴とする画質評価方法である。

００14 また、上記課題を解決する本発明は、画像送出装置から送出された映像データを

画像受信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価方法であって、

画像送出装置が、前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈を送出する第 の

原画像特徴呈抽出処理ステップと、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈

をあらかじめ定められた時間間隔で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理ステップ

と、を少なくとも実行し、前記画像受信装置が、前記第 の特徴最を入力とし、受信し

た映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第 の画質評価結果を得る第 の画質評

価処理ステップと、あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を

入力とし、この第2の特徴呈と受信した映像データとを比較することによって画質の評

価を了 、刊 、第2の画質評価結果を得る第2の画質評価処理ステップと、第 の画質評

価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と前記第2の画

質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送出された映像



データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理ステップと、を実行

することを特徴とする画質評価方法である。

００15 また、上記課題を解決する本発明は、画像送出装置から送出された映像データを

画像受信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価プログラムであっ
て、画像送出装置を、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ

定められた時間間隔で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理手段として少なくとも

機能させ、前記画像受信装置を、受信した映像データに対して画質の評価を行い、

第 の画質評価結果を得る第 の画質評価処理手段と、あらかじめ定められた時間

間隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この第2の特徴呈と受信した映像デ

ータとを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第2の画質評価結果を得る第2の

画質評価処理手段と、第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記

第 の画質評価結果と前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて

、画像送出装置から送出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質

評価結果算出処理手段と、して機能させることを特徴とする画質評価プログラムであ

る。

００16 また、上記課題を解決する本発明は、画像送出装置から送出された映像データを

画像受信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価プログラムであっ
て、画像送出装置を、前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈を送出する第

の原画像特徴呈抽出処理手段と、前記映像データの原画像に対する第2の特徴

最をあらかじめ定められた時間間隔で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理手段と

して少なくとも機能させ、前記画像受信装置を、前記第 の特徴呈を入力とし、受信

した映像データに対して画質の評価をォ 、刊 、第 の画質評価結果を得る第 の画質

評価処理手段と、あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を

入力とし、この第2の特徴呈と受信した映像データとを比較することによって画質の評

価を了 、刊 、第2の画質評価結果を得る第2の画質評価処理手段と、第 の画質評価

結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と前記第2の画質

評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送出された映像デ

ータの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理手段として機能させる



ことを特徴とする画質評価プログラムである。

発明の効果

００17 本発明の効果は、背景技術と比較して、画像受信端末上での画質評価の精度を

向上できることにある。

００18 その理由は、受信した画像フレームごとに行ぅ、画質評価とあわせて、あらかじめ指

定された時間間隔で符号化された原画像フレームを画像受信端末が受信し、この情

報を用いて画質評価を行ぅことで、より高精度な画質評価ができるためである。

図面の簡単な説明

００19 図 本発明の第 の実施の形態の構成を示すブロック図である。

図2 本発明の第2の実施の形態の構成を示すブロック図である。

図3 本発明の第3の実施の形態であるコンピュータシステムのぅち、画像送出システ

ムを示すブロック図である。

図4 本発明の第3の実施の形態であるコンピュータシステムのぅち、画像受信システ

ムを示すブロック図である。

符号の説明

００2０ ０ 画像符号化処理部

０2 原画像特徴呈抽出処理部

０3 原画像フレーム符号化処理部

3０ 画像復号化処理部

3０2 画質評価処理部

3０3 原画像フレーム復号化処理部

3０4 画質評価処理部

3０5 画質評価結果算出処理部

4０ 画像符号化処理部

4０2 原画像特徴呈抽出処理部

4０3 原画像特徴呈抽出処理部

5０ 画像復号化処理部

5０2 画質評価処理部



5０3 画質評価処理部

5０4 画質評価結果算出処理部

3 プログラム制御プロセッザ

3 2 入カデータバッファ

3 3 出カデ一か ッファ

34 プログラムメモり

3 5 画像符号化処理

3 6 原画像特徴呈抽出処理

3 7 原画像フレーム符号化処理

4 プログラム制御プロセッザ

4 2 入カデータバッファ

4 3 出カデ一か ッファ

4 4 プログラムメモり

4 5 画像復号化処理

4 6 画質評価処理

4 7 原画像フレーム復号処理

4 8 画質評価処理

4 9 画質評価結果算出処理

発明を実施するための最良の形態

００2 1 本発明の画質評価システムでは、受信したフレームごとに受信端末上で ed ced

efe e ce法もしくは o efe e ce法による画質評価を行ぅ。

００2 2 ed ced efe e ce法で用いる原画像の特徴呈は伝送帯域の制限があるため、

少ない情報呈 (低ビットレートの情報 )から構成される。本発明による画質評価システ

ムでは、 ed ced efe e ce法もしくは o efe e ce法による画質評価と並行し

て、あらかじめ定められた時間間隔で efe e ce法もしくは特徴呈の情報呈の

多い高ビットレートの情報を用いた沢 e d ced efe e ce法による画質評価を行ぅこ

とにより、画質評価精度の向上を実現する。映像を送出する画像送出装置側では、

通常の映像伝送の他に、あらかじめ定められた時間間隔で原画像フレームを可逆圧



縮、もしくは劣化が極めて少ない状態での非可逆圧縮により符号化し、受信端末に

伝送する。

００2 3 受信端末は、通常は少ない情報呈から構成される特徴呈による ed ced efe e

e法か、 o efe e ce法により画質評価を行っているが、あらかじめ指定されて

いる時間間隔で、原画像フレームもしくは多くの情報呈から構成される原画像特徴呈

が伝送されるため、この時間においては、さらに efe e ce法もしくは多くの情

報最から構成される原画像特徴最を用いた ed ced efe e ce法による画質評価

もあわせて行ぅ。この2種類の評価結果をもとに、最終的な画質評価結果を出力する

ことで画質評価結果の精度を向上させることが可能となる。

００24 以下、本発明の実施の形態を説明する。

００2 5 (第 の実施の形態 )

次に、図 を参照して本発明の画質評価システムの構成について詳細に説明する

００26 図 を参照すると、本発明による画質評価システムは、画像送出装置 と伝送路 2と

画像受信装置3とから構成されている。画像送出装置 は入力される画像を符号化

する画像符号化処理部 ０ と、 ed ced efe e ce法による画質評価のために用

いられる情報 (原画像の特徴呈 :第 の特徴呈) を抽出する原画像特徴呈抽出処理

部 ０2と、あらかじめ定められた時間間隔で原画像フレームを可逆圧縮、もしくは劣

化が少ない状態で非可逆圧縮する原画像フレーム符号化処理部 ０3とから構成さ

れる。

００2 7 画像受信装置3は伝送路 2を介して受信した映像データ (受信映像データ) を復号

する画像復号化処理部3０ と、受信映像データを構成するフレームごとに受信映像

データの画質の評価を行ぅ画質評価処理部3０2と、あらかじめ定められた時間間隔

で受信する符号化された原画像フレームを復号する原画像フレーム復号化処理部3

０3 と、原画像フレーム復号化処理部3０3で受信及び復号した原画像フレームと、画

像復号化処理部3０ が復号した受信フレームとを用いて画質評価を行ぅ画質評価処

理部3０4 と、画質評価処理部3０2および画質評価処理部3０4 における画質評価処

理の出力から最終的な画質評価結果を決定する画質評価結果算出処理部3０5とか



ら構成される。

００28 画像受信装置3は、伝送路 2を介して伝送された映像データを視聴する個々の視

聴者が使用する受信端末の形態であってもよレ七、受信している家庭の家庭内ネット

ワークの入り口に設置されるホームゲートウェイの形態であってもよい。

００29 画像送出装置 に入力された原画像は、画像符号化処理部 ０ で符号ィヒされ、符

号ィヒされた映像データが伝送路 2を介して画像受信装置3に伝送される。伝送された

映像データは、画像受信装置3の画像復号化処理部3０ にて復号され、受信映像

データが得られる。伝送路 2を介して受信した映像データまたは画像復号化処理部3

０ で復号した受信映像データは、画質評価処理部3０2に送られ、画質が評価され

る。ここでの評価は、 ed ced efe e ce法もしくは o efe e ce法にて行われ

る。 ed ced efe e ce法による評価の場合、画像送出装置 では、原画像特徴

呈抽出処理部 ０2において、原画像の特徴呈が抽出および符号ィヒされ原画像特徴

呈を得る。この原画像特徴呈は、伝送路 2を介して画像受信装置3の画質評価処理

部3０2に伝送される。

００3０ 画像評価処理部3０2では、原画像特徴呈を復号し、受信した符号化画像もしくは

復号した受信画像フレームを用いて画質評価を行ぅ。なお、画像評価処理部3０2に

おいて o efe e ce法により画質評価が行われる場合には、原画像特徴呈は必

要ないため、原画像特徴呈抽出処理部 ０2は必要とされない。

００3 1 画像送出装置 はこれらの処理の他に、原画像フレーム符号化処理部 ０3にて、

あらかじめ定められた時間間隔にて原画像フレームを可逆圧縮、もしくは劣化が少な

い状態刊P G方式などの非可逆圧縮により符号化し、この符号ィヒされた原画像フ

レーム (第2の特徴呈) を伝送路 2を介して画像受信装置3に伝送する。あらかじめ指

定される時間間隔は、映像の特徴や伝送路 2の状態によって決定されるものとする。

００3 2 なお、間隔は一定でなくても良く、例えば、より高精度に画質評価を行いたいときや

、画像送出装置 、伝送路 2、画像送出装置3の負荷に余裕があるときなどは間隔を

短くするよぅに制御し、そぅでないときは間隔を長くするよぅに制御すると良い。

００3 3 伝送路 2を介して伝送された原画像フレームは、原画像フレーム復号化処理部3０

3で復号され、画質評価処理部3０4へ出力する。



００34 画質評価処理部3０4は、原画像フレーム復号化処理部3０3で復号された原画像

フレームと画像復号化処理部3０ にて復号された受信画像フレームを用いた画質評

価を実行する。

００35 画質評価処理部3０2、画質評価処理部3０4での画質評価結果は画質評価結果算

出処理部3０5に入力され、この画質評価結果処理部3０5によって最終的な画質評

価結果が求められる。例えば、時刻 にて、画質評価処理部3０2と画質評価処理部

3０4の双方にて画質評価が実行されたとする。このとき、画像評価処理部3０2の画

質評価結果スコアを ( )、画質評価処理部3０4の画質評価結果スコアを ( )とす

ると、時刻 における最終的な画質評価スコアC ( )は、C ( ) 二 ) として求め、時

刻 における画像評価処理部3０2の画質評価結果スコアを ( )は使わない。また

は、 ( )の重みを ( )と比較して 、さくするのでも良い。次に時刻 では、画質

評価処理部3０2でのみで画質評価が実行されたとする。このとき、時刻 におけ

る最終的な画質評価スコアC ( ) は、C ( ) 二 ( ) X ( ) ( )とし

て求める。

００36 ただし、最終的な画質評価結果の算出方法はここに述べたもののみに限定される

ものではなく、他の計算式によるものでも良い。

００37 このよぅに、あらかじめ指定された時間ごとに伝送されてくる原映像データを参照し

て求めた画質評価結果を用いることで、画質評価の精度を向上させることが可能とな

る。その理由は、画像受信装置において画質の評価を行ぅ指標として、第 の特徴呈

(原画像特徴呈) と第2の特徴呈 (原画像フレーム)を用い、第2の特徴呈は、第 の

特徴呈と比較して原画像の特徴を良く表している、情報呈の多いものを使い、画質

評価時にこの特性を利用しているからである。

００38 (第2の実施の形態 )

次に、本発明の第2の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

００39 図2を参照すると、第2の実施の形態では、図 を用いて説明した第 の実施の形態

における原画像フレーム符号化処理部 ０3が、原画像特徴呈抽出処理部4０3とな

っている点と、原画像フレーム復号化処理部3０3と画質評価処理部3０4が、画質評

価処理部 5０3となっている点で典なる。また、それ以外の構成について、図 と典な



る符号を付与しているが、特に説明しない限り、同一の名称を付与したものについて

は、同じ機能を有する。

００4０ 第 の実施の形態では、第2の特徴呈として、原画像フレーム符号化処理部 ０3に

て、あらかじめ指定された時間間隔で原画像フレームを符号化し伝送していたが、第

2の実施の形態では、原画像フレームではなく、原画像特徴呈抽出処理部4０2 ( ０

2) と典なる原画像の特徴呈を符号化し伝送することを特徴としている。あらかじめ指

定された時間間隔で伝送された第2の特徴最をもとに、画像受信装置3にて ed ce

d efe e ce法による画質評価が行われる。受信した原画像特徴呈は画質評価処

理部 5０3にて復号され、画質評価に用いられる。

００4 1 このとき、原画像特徴呈抽出処理部4０3で抽出する原画像特徴呈 (第2の特徴呈)

は、原画像特徴呈抽出処理部4０2にて抽出される原画像特徴呈 (第 の特徴呈) より

も情報呈が多く、画質評価処理部 5０4での画質評価結果の精度が、画質評価処理

部 5０2での画質評価結果よりも高くなることを特徴としている。

００4 2 ただし、原画像特徴呈抽出処理部4０3で抽出する原画像特徴呈は情報呈が多く

なるため、フレームごとにこの原画像特徴呈を伝送することが難しいため、原画像特

徴呈抽出処理部よりも長い時間間隔にて伝送するのが良い。

００4 3 (第3の実施の形態 )

次に、本発明の第3の実施の形態について図3、4を参照して詳細に説明する。

００4 4 第3の実施の形態では、上述した第 の実施の形態に示される画質評価システム画

質評価システムがコンピュータシステムにより実現されるものでる。

００4 5 図3は、第3の実施の形態におけるコンピュータシステムにおいて、画像送出システ

ムを示している。図3を参照すると、本システムはプログラム制御プロセッザ3 が装備

されている。プログラム制御プロセッザ 3 には、入カデ一か ッファ3 2および出カデ

一か ッファ3 3の他に、必要なプログラムを格納したプログラムメモり34 が接続されて

いる。プログラムメモり34 に格納されるプログラムモジュールは、メインプログラムの他

に、画像符号化処理3 5、原画像特徴呈抽出処理3 6、原画像フレーム符号化処理3

7で構成される。

００4 6 メインプログラムは、前記プログラムモジュールを実行する主プログラムである。画像



符号化処理3 5、原画像特徴呈抽出処理36、原画像フレーム符号化処理3 7のプロ

グラムモジュールは上述した画像符号化処理部 ０ と、原画像特徴呈抽出処理部

０2と、原画像フレーム符号化処理 ０3をそれぞれ機能的に実現する。

００47 図4は、第3の実施の形態におけるコンピュータシステムにおいて、画像を受信し画

質推定を行ぅ画像受信システムを示している。画像受信システムには、プログラム制

御プロセッザ4 が装備されている。プログラム制御プロセッザ4 には、入カデ一か
ッファ4 2および出カデータバッファ4 3の他に、必要なプログラムを格納したプログラ

ムメモり44が接続されている。

００48 プログラムメモり44に格納されるプログラムモジュールは、メインプログラムの他に、

画像復号化処理4 5と、画質評価処理4 6と、原画像フレーム復号化処理4 7と、画質

評価処理4 8と、画質評価結果算出処理4 9で構成される。メインプログラムは、前記

プログラムモジュールを実行する主プログラムである。画像復号化処理4 5と、画質評

価処理4 6と、原画像フレーム復号化処理4 7と、画質評価処理4 8と、画質評価結果

算出処理4 9のプログラムモジュールは上述した画像復号化処理部3０ と、画質評価

処理部3０2と、原画像フレーム復号化処理部3０3と、画質評価処理部3０4と、画質

評価結果算出処理部3０5をそれぞれ機能的に実現する。前記画像送出システムと

前記画像受信システムのメインプログラムおよび各機能モジュールをプログラム制御

プロセッザ3 およびプログラム制御プロセッザ4 で実行することで、本発明による画

質評価処理が実行される。

００49 本実施の形態では、第 の実施の形態の構成をコンピュータシステムに実現する例

を示したが、本発明の第2の実施形態についても同様にコンピュータによって実現可

能である。

実施例 1

００5０ 次に、具体的な実施例を用いて本発明の構成 機能 動作を説明する。

００5 1 この実施例では、原画像としてS ザイズ (水平72０画素、垂直4 8０画素、1秒あ

たり29 97フレーム) の動画像を図 に記載の画像送出装置 に入力する。ここで図

に示した画像符号化装置 ０ は、 P 符号化方式で前記動画像を符号化

する。また、画像送出装置 に予め符号ィヒされた原画像が入力された場合、画像符



号化処理部 ０ によって、更に符号化する必要はない。

００5 2 この符号化された動画像 (映像テータ) か伝迭路 (ネオヮ一列 2を介して画像受信

装置3に伝迭される。符号化画像を受信した画像受信装置3ては、画像復号化処理

部3０ にて P 方式て符号化された画像を復号し、画像フレームに戻され視

聴者によって視聴される。

００5 3 このとき、受信した符号化画像または復号された画像フレームか画質秤価処理部3

０2に入力され、受信された画像の画質か秤価される。例えは特井文献 (特開2００

０ 4号公報 ) に開示されているよぅな正しく復号てきなかったザンプル数を画質

秤価値とするよぅな方怯て画質秤価か行われるものとし、ここては1フレームのぅち半

分の画素か正しく復号てきなかったものとする。

００5 4 つまり、5０。の画素か正しく復号てきていることになり、この値を画質スコア (画質秤

価結果 ) とし、画質秤価結果算出処理部3０5に入力される。この画質秤価方怯は o

efe e ce怯によるものてあるのて、原画像特徴呈抽出処理部 ０2ては、何も処理

を行わないものとする。

００5 5 一方、画質迭出装置 ては、例えは5秒に一回の間隔て、原画像フレーム符号化

処理 ０3において、原画像フレームを圧縮率の低い条件にてJP G方式て符号化し

、この符号化テータ (原画像フレーム 第2の特徴呈) か伝迭路 2を介して画像受信装

置3に伝迭される。このよぅに伝迭された符号化済み原画像フレームは、原画像フレ

ーム復号化処理部3０3にて、JP G方式て符号ィヒされたテータを復号し、フレーム

テータに復元する。

００5 6 画質秤価処理部3０4ては、画像復号化処理部3０ て復号された受信フレームと、

原画像フレーム復号化処理部3０3て復号された原画像フレームの双方を用いて画

質秤価を行ぅ。ここては、P S を画質スコアとして用いることにする。このフレームて

は、P S か3０d てあったとする。この値は、画質秤価処理部3０4か算出した画質

秤価結果として画質秤価結果算出処理部3０5に入力される。

００5 7 画質秤価結果算出処理部3０5ては、最終的な画質秤価結果か求められるか、この

フレームては、画質秤価処理部3０4ての秤価結果か得られているのて、画質秤価処

理部3０4ての画質スコア3０d かそのまま現在のフレームに対する最終的な画質ス



コア (画質評価結果 ) として出力される。

００5 8 一方、次のフレームについては、原画像フレーム符号化処理部 ０3で送出される

原画像フレームが時間間隔毎であるので、通常、次のフレームにおいては原画像フ

レームの伝送が行われない。この場合、画像受信装置3では、原画像フレーム復号

化処理部3０3、画質評価処理部3０4では処理が行われない。画像復号化処理部3０

で受信映像データが復号され、画質評価処理部3０2で o efe e ce法による画

質スコアが算出される。このフレームでは、全体の5 5 の画素が正しく復号されたと

し、この値が画質評価処理部3０2での画質スコアとなる。この画質スコアが、画質評

価結果算出処理部3０5に入力される。画質評価結果算出処理部3０5では、前回画

質評価処理部3０4で算出した3０d といぅ画質スコアと、そのときの画質評価処理部

3０2の画質スコア5０。と、現在のフレームでの画質評価処理部3０2の画質スコア5 5

。とから、3０d 5 ０ 5００二 33d が最終的な画質スコアとして出力される。以

後、次に原画像フレームを受信するまで、3０d と5０ といぅ二つの画質スコアと、フ

レームごとの画質評価処理部3０2での画質スコアを用 、いて、同様の計算を了刊 、最

終的な画質スコアを得る。

００5 9 また、本実施例はあくまで例にすぎない。この例では、伝送路 2によって伝送された

映像データは動映像データであったが、もちろん静止映像データであっても良い。

００6０ また、伝送路 2において、画像送出装置 から画像受信装置3の下りの物理的ネット

ヮ一クが典なるもの、またほ、典なるプロトコルを用いるものであって良い。この場合、

画像符号化処理部 ０ が送出に利用する伝送路 2は、原画像特徴呈抽出処理部

０2が送出に利用数伝送路よりも帯域が大きい方が望ま 、。また、原画像フレーム

符号化処理部 ０3や原画像特徴呈抽出処理部4０3が送出に利用する伝送路 2は、

原画像特徴呈抽出処理部 ０2が送出に利用数伝送路よりも、帯域が大きく、有る程

度ネットヮ一ク品質が補償されているものを利用することが望ま 、。

００6 1 また、第2の特徴呈はリアルタイムで伝送するよりも、ネットヮ一ク品質が良い時期な

ど、映像データとは典なる時期 (非リアルタイム) で送信することで、ネットヮ一クの負

荷増加を防ぐことが可能となる。

００6 2 以上の如く、本実施の形態における第 の発明は、画像送出装置から送出された



映像データを画像受信装置が受信し、該映像データの画質を評価する画質評価シ

、画像送出装置が、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈

くとも有し、前記画像受信装置が、受信した映像データに対して画質の評価を行い、

第 の画質評価結果を得る第 の画質評価処理部と、あらかじめ定められた時間間

隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この第2の特徴呈と受信した映像デー

タとを比較することによって画質の評価をォ 、刊 、第2の画質評価結果を得る第2の画

質評価処理部と、第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の

画質評価結果と前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像

送出装置から送出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結

果算出処理部とを有することを特徴とする画質評価システムである。

００63 また、第2の発明は、画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が

受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムであって、画像送出装置

が、前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈を送出する第 の原画像特徴呈

抽出処理部と、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定めら

れた時間間隔で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理部とを少なくとも有し、前記

画像受信装置が、前記第 の特徴呈を入力とし、受信した映像データに対して画質

の評価を了 、刊 、第 の画質評価結果を得る第 の画質評価処理部と、あらかじめ定め

られた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この第2の特徴呈と受信

した映像データとを比較することによ 、って画質の評価を了刊 、第2の画質評価結果を

得る第2の画質評価処理部と、第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし

、前記第 の画質評価結果と前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を

用いて、画像送出装置から送出された映像データの第3の画質評価結果を計算する

画質評価結果算出処理部とを有することを特徴とする画質評価システムである。

００64 また、第3の発明は、上記発明において、前記第2の原画像特徴呈抽出処理部が、

原画像フレーム符号化処理部であって、前記第2の特徴呈として、符号ィヒされた原

画像フレームを送出し、前記画像受信装置は、前記原画像フレームを受信して復号

する原画像フレーム復号化処理部を有し、前記第2の画質評価処理部は、復号され



た前記原画像フレームと受信した映像データを比較することによって画質の評価を

行い、第2の画質評価結果を得ることと特徴とする。

００65 また、第4の発明は、画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が

受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムであって、画像送出装置

が、前記映像データの原画像に対する特徴呈を送出する原画像特徴呈抽出処理部

と、前記映像データの原画像フレームを符号化し、あらかじめ定められた時間間隔で

送出する原画像フレーム符号化処理部とを少なくとも有し、前記画像受信装置が、前

記特徴呈を入力とし、受信した映像データに対して画質の評価 、新刊 、第 の画質

評価結果を得る第 の画質評価処理部と、あらかじめ定められた時間間隔で送出さ

れた前記原画像フレームを入力とし、復号する原画像復号化処理部と、前記原画像

復号化処理部で復号された原画像フレームを入力とし、この原画像フレームと受信し

た映像データとを比較することによ 、って画質の評価を了刊 、第2の画質評価結果を得

る第2の画質評価処理部と、第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、

前記第 の画質評価結果と前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用

いて、画像送出装置から送出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画

質評価結果算出処理部とを有することを特徴とする画質評価システムである。

００66 また、第5の発明は、画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が

受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムのための画像送出装置

であって、画像受信装置が、受信した映像データと原画像から得られる特徴呈から

計算された第 の画質評価結果と、受信した映像データと原画像のフレームとの比較

から得られる第2の画質評価結果とを用いて画質の評価を行ぅために、前記映像デ

ータの原画像に対する特徴呈を送出する原画像特徴呈抽出処理部と、前記映像デ

ータの原画像フレームを符号化し、あらかじめ定められた時間間隔で送出する原画

像フレーム符号化処理部とを少なくとも有することを特徴とする画質評価システムの

画像送出装置である。

００67 また、第6の発明は、画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が

受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムのための画像送出装置

であって、画像受信装置が、受信した映像データと原画像から得られる第 の特徴呈



とから計算された第 の画質評価結果と、受信した映像データと原画像から得られる

第2の特徴最とから計算された第2の画質評価結果とを用いて画質の評価を行ぅため

に、前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈を送出する第 の原画像特徴呈

抽出処理部と、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈を、あらかじめ定め

られた時間間隔で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理部とを有して構成され、前

記第2の特徴呈が、第 の特徴呈と比較して、原画像の特徴を表すための情報呈が

多いことを特徴とする画質評価システムの画像送出装置である。

００68 また、第7の発明は、画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が

受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムのための画像受信装置

であって、前記画像送出装置から、前記映像データの原画像に対する特徴呈と、あ

らかじめ定められた時間間隔で送出された前記映像データの原画像フレームを入力

とし、前記特徴最から受信した映像データに対して画質の評価をォ 、刊 、第 の画質評

価結果を得る第 の画質評価処理部と、前記原画像フレームと受信した映像データ

とを比較することによって画質の評価 、新刊 、第2の画質評価結果を得る第2の画質

評価処理部と、第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画

質評価結果と前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送

出装置から送出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果

算出処理部とを有することを特徴とする画像受信装置である。

００69 また、第8の発明は、画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が

受信し、該映像データの画質を評価する画質評価システムのための画像受信装置

であって、前記画像送出装置から、前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈

と、あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記映像データの原画像に対する

第2の特徴呈とを入力とし、前記第2の特徴呈が、第 の特徴呈と比較して、原画像、

の特徴を表すための情報呈が多いものであって、前記第 の特徴呈から受信した映

像データに対して画質の評価 、新刊 、第 の画質評価結果を得る第 の画質評価処

理部と、前記第2の特徴呈から受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第2

の画質評価結果を得る第2の画質評価処理部と、第 の画質評価結果と第2の画質

評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と前記第2の画質評価結果とが重み



づけされた計算式を用いて、画像送出装置から送出された映像データの第3の画質

評価結果を計算する画質評価結果算出処理部とを有することを特徴とする画像受信

装置である。

００7０ また、第9の発明は、画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が

受信し、該映像データの画質を評価する画質評価方法であって、画像送出装置が、

前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定められた時間間隔で

送出する第2の原画像特徴最抽出処理ステップを実行し、前記画像受信装置が、受

信した映像データに対して画質の評価 、新刊 、第 の画質評価結果を得る第 の画

質評価処理ステップと、あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴

呈を入力とし、この第2の特徴呈と受信した映像データとを比較することによって画質

の評価を了 、刊 、第2の画質評価結果を得る第2の画質評価処理ステップと、第 の画

質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と前記第2

の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送出された

映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理ステップとを実

行することを特徴とする画質評価方法である。

００7 1 また、第 ０の発明は、画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が

受信し、該映像データの画質を評価する画質評価方法であって、画像送出装置が、

前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈を送出する第 の原画像特徴呈抽

出処理ステップと、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定め

られた時間間隔で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理ステップと、を少なくとも実

行し、前記画像受信装置が、前記第 の特徴呈を入力とし、受信した映像データに

対して画質の評価を了 、刊 、第 の画質評価結果を得る第 の画質評価処理ステップ

と、あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この

第2の特徴呈と受信した映像データとを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第

2の画質評価結果を得る第2の画質評価処理ステップと、第 の画質評価結果と第2

の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と前記第2の画質評価結果と

が重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送出された映像データの第3

の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理ステップとを実行することを特徴



とする画質評価方法である。

００72 また、第 の発明は、上記発明において、前記第2の原画像特徴最抽出処理ステ

ップが、原画像フレーム符号化処理ステップであって、前記第2の特徴呈として、符

号ィヒされた原画像フレームを送出し、前記画像受信装置は、前記原画像フレームを

受信して復号する原画像フレーム復号化処理ステップを実行し、前記第2の画質評

価処理ステップは、復号された前記原画像フレームと受信した映像データを比較す

ることによって画質の評価を了 、刊 、第2の画質評価結果を得ることと特徴とする。

００73 また、第 2の発明は、画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が

受信し、該映像データの画質を評価する画質評価プログラムであって、画像送出装

置を、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定められた時間

間隔で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理手段として少なくとも機能させ、前記

画像受信装置を、受信した映像データに対して画質の評価をォ 、刊 、第 の画質評価

結果を得る第 の画質評価処理手段と、あらかじめ定められた時間間隔で送出され

た前記第2の特徴呈を入力とし、この第2の特徴呈と受信した映像データとを比較す

ることによって画質の評価を了 、刊 、第2の画質評価結果を得る第2の画質評価処理手

段と、第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結

果と前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置か
ら送出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理

手段として機能させることを特徴とする画質評価プログラムである。

００74 また、第 3の発明は、画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が

受信し、該映像データの画質を評価する画質評価プログラムであって、画像送出装

置を、前記映像データの原画像に対する第 の特徴最を送出する第 の原画像特徴

最抽出処理手段と、前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定

められた時間間隔で送出する第2の原画像特徴最抽出処理手段として少なくとも機

能させ、前記画像受信装置を、前記第 の特徴呈を入力とし、受信した映像データに

対して画質の評価を了 、刊 、第 の画質評価結果を得る第 の画質評価処理手段と、

あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この第2

の特徴呈と受信した映像データとを比較することによって画質の評価 、新刊 、第2の



画質評価結果を得る第2の画質評価処理手段と、第 の画質評価結果と第2の画質

評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と前記第2の画質評価結果とが重み

づけされた計算式を用いて、画像送出装置から送出された映像データの第3の画質

評価結果を計算する画質評価結果算出処理手段として機能させることを特徴とする

画質評価プログラムである。

００75 また、第 4の発明は、上記発明において、前記第2の原画像特徴呈抽出処理手段

が、原画像フレーム符号化処理手段であって、前記第2の特徴呈として、符号ィヒされ

た原画像フレームを送出する機能を有し、前記画像受信装置は、前記原画像フレー

ムを受信して復号する原画像フレーム復号化処理手段の機能を有し、前記第2の画

質評価処理手段は、復号された前記原画像フレームと受信した映像データを比較す

ることによって画質の評価を了 、刊 、第2の画質評価結果を得ることと特徴とする。

００76 本出願は、2００7年3月22 日に出願された日本出願特願2００7 号を某礎

とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。



請求の範囲

画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が受信し、該映像データ

の画質を評価する画質評価システムであって、

画像送出装置が、

前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定められた時間間隔

で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理部を少なくとも有し、

前記画像受信装置が、

受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第 の画質評価結果を得る第

の画質評価処理部と、

あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この第

2の特徴呈と受信した映像データとを比較することによ 、って画質の評価を了刊 、第2

の画質評価結果を得る第2の画質評価処理部と、

第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と

前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送

出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理部と

を有することを特徴とする画質評価システム。

2 画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が受信し、該映像データ

の画質を評価する画質評価システムであって、

画像送出装置が、

前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈を送出する第 の原画像特徴呈抽

出処理部と、

前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定められた時間間隔

で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理部とを少なくとも有し、

前記画像受信装置が、

前記第 の特徴呈を入力とし、受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第

の画質評価結果を得る第 の画質評価処理部と、

あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この第



2の特徴呈と受信した映像データとを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第2

の画質評価結果を得る第2の画質評価処理部と、

第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と

前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送

出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理部と

を有することを特徴とする画質評価システム。

3 前記第2の原画像特徴呈抽出処理部が、原画像フレーム符号化処理部であって、

前記第2の特徴呈として、符号化された原画像フレームを送出し、

前記画像受信装置は、

前記原画像フレームを受信して復号する原画像フレーム復号化処理部を有し、

前記第2の画質評価処理部は、復号された前記原画像フレームと受信した映像デ

ータを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第2の画質評価結果を得ることと特

徴とする請求項 または請求項2に記載の画質評価システム。

4 画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が受信し、該映像データ

の画質を評価する画質評価システムであって、

画像送出装置が、

前記映像データの原画像に対する特徴呈を送出する原画像特徴呈抽出処理部と

前記映像データの原画像フレームを符号化し、あらかじめ定められた時間間隔で

送出する原画像フレーム符号化処理部とを少なくとも有し、

前記画像受信装置が、

前記特徴呈を入力とし、受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第 の画

質評価結果を得る第 の画質評価処理部と、

あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記原画像フレームを入力とし、復号

する原画像復号化処理部と、

前記原画像復号化処理部で復号された原画像フレームを入力とし、この原画像フ

レームと受信した映像データとを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第2の画



質評価結果を得る第2の画質評価処理部と、

第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と

前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送

出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理部と

を有することを特徴とする画質評価システム。

5 画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が受信し、該映像データ

の画質を評価する画質評価システムのための画像送出装置であって、

画像受信装置が、受信した映像データと原画像から得られる特徴呈から計算され

た第 の画質評価結果と、受信した映像データと原画像のフレームとの比較から得ら

れる第2の画質評価結果とを用いて画質の評価を行ぅために、

前記映像データの原画像に対する特徴呈を送出する原画像特徴呈抽出処理部と

前記映像データの原画像フレームを符号化し、あらかじめ定められた時間間隔で

送出する原画像フレーム符号化処理部と

を少なくとも有することを特徴とする画質評価システムの画像送出装置。

6 画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が受信し、該映像データ

の画質を評価する画質評価システムのための画像送出装置であって、

画像受信装置が、受信した映像データと原画像から得られる第 の特徴呈とから計

算された第 の画質評価結果と、受信した映像データと原画像から得られる第2の特

徴呈とから計算された第2の画質評価結果とを用いて画質の評価を行ぅために、

前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈を送出する第 の原画像特徴呈抽

出処理部と、

前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈を、あらかじめ定められた時間間

隔で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理部とを有して構成され、

前記第2の特徴呈が、第 の特徴呈と比較して、原画像の特徴を表すための情報

最が多いことを特徴とする画質評価システムの画像送出装置。

7 画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が受信し、該映像データ



の画質を評価する画質評価システムのための画像受信装置であって、

前記画像送出装置から、前記映像データの原画像に対する特徴呈と、あらかじめ

定められた時間間隔で送出された前記映像データの原画像フレームを入力とし、

前記特徴呈から受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第 の画質評価

結果を得る第 の画質評価処理部と、

前記原画像フレームと受信した映像データとを比較することによって画質の評価を

行い、第2の画質評価結果を得る第2の画質評価処理部と、

第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と

前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送

出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理部と

を有することを特徴とする画像受信装置。

8 画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が受信し、該映像データ

の画質を評価する画質評価システムのための画像受信装置であって、

前記画像送出装置から、前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈と、あら

かじめ定められた時間間隔で送出された前記映像データの原画像に対する第2の特

徴呈とを入力とし、前記第2の特徴呈が、第 の特徴呈と比較して、原画像の特徴を

表すための情報呈が多いものであって、

前記第 の特徴呈から受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第 の画

質評価結果を得る第 の画質評価処理部と、

前記第2の特徴呈から受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第2の画

質評価結果を得る第2の画質評価処理部と、

第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と

前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送

出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理部と

を有することを特徴とする画像受信装置。

9 画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が受信し、該映像データ



の画質を評価する画質評価方法であって、

画像送出装置が、

前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定められた時間間隔

で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理ステップを実行し、

前記画像受信装置が、

受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第 の画質評価結果を得る第

の画質評価処理ステップと、

あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この第

2の特徴呈と受信した映像データとを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第2

の画質評価結果を得る第2の画質評価処理ステップと、

第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と

前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送

出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理ステ

ップと、

を実行することを特徴とする画質評価方法。

０ 画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が受信し、該映像データ

の画質を評価する画質評価方法であって、

画像送出装置が、

前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈を送出する第 の原画像特徴呈抽

出処理ステップと、

前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定められた時間間隔

で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理ステップと、を少なくとも実行し、

前記画像受信装置が、

前記第 の特徴呈を入力とし、受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第

の画質評価結果を得る第 の画質評価処理ステップと、

あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この第

2の特徴最と受信した映像データとを比較することによって画質の評価をォ 、刊 、第2

の画質評価結果を得る第2の画質評価処理ステップと、



第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と

前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送

出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理ステ

ップと、

を実行することを特徴とする画質評価方法。

前記第2の原画像特徴量抽出処理ステップが、原画像フレーム符号化処理ステッ

プであって、前記第2の特徴最として、符号化された原画像フレームを送出し、

前記画像受信装置は、

前記原画像フレームを受信して復号する原画像フレーム復号化処理ステップを実

行し、

前記第2の画質評価処理ステップは、復号された前記原画像フレームと受信した映

像データを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第2の画質評価結果を得ること

と特徴とする請求項9または請求項 ０に記載の画質評価方法。

2 画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が受信し、該映像データ

の画質を評価する画質評価プログラムであって、

画像送出装置を、

前記映像データの原画像に対する第2の特徴呈をあらかじめ定められた時間間隔

で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理手段として少なくとも機能させ、

前記画像受信装置を、

受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第 の画質評価結果を得る第

の画質評価処理手段と、

あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この第

2の特徴呈と受信した映像データとを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第2

の画質評価結果を得る第2の画質評価処理手段と、

第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と

前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送

出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理手段

と、



して機能させることを特徴とする画質評価プログラム。

3 画像送出装置から送出された映像データを画像受信装置が受信し、該映像データ

の画質を評価する画質評価プログラムであって、

画像送出装置を、

前記映像データの原画像に対する第 の特徴呈を送出する第 の原画像特徴呈抽

出処理手段と、

前記映像データの原画像に対する第2の特徴最をあらかじめ定められた時間間隔

で送出する第2の原画像特徴呈抽出処理手段として少なくとも機能させ、

前記画像受信装置を、

前記第 の特徴呈を入力とし、受信した映像データに対して画質の評価を了 、刊 、第

の画質評価結果を得る第 の画質評価処理手段と、

あらかじめ定められた時間間隔で送出された前記第2の特徴呈を入力とし、この第

2の特徴呈と受信した映像データとを比較することによって画質の評価を了 、刊 、第2

の画質評価結果を得る第2の画質評価処理手段と、

第 の画質評価結果と第2の画質評価結果を入力とし、前記第 の画質評価結果と

前記第2の画質評価結果とが重みづけされた計算式を用いて、画像送出装置から送

出された映像データの第3の画質評価結果を計算する画質評価結果算出処理手段

と、

して機能させることを特徴とする画質評価プログラム。

4 前記第2の原画像特徴量抽出処理手段が、原画像フレーム符号化処理手段であ

って、前記第2の特徴呈として、符号化された原画像フレームを送出する機能を有し

前記画像受信装置は、

前記原画像フレームを受信して復号する原画像フレーム復号化処理手段の機能を

有し、

前記第2の画質評価処理手段は、復号された前記原画像フレームと受信した映像

データを比較することによ 、って画質の評価をォ刊 、第2の画質評価結果を得ることと

特徴とする請求項 2または請求項 3に記載の画質評価プログラム。
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日本国実用新案公報 1 9 2 2 1 9 9 6 午
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 - 2 0 0 8 午
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 8 午
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 8 午

国際調査て使用した電子テ タ ス テ タ ス の名称、調査に使用した用譜 )

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及ひ—部の箇所か関連する きは、 その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

Y US 6246435 Bl (Tektronix, Inc. ) 2001. 06. 12, JP 1-14

2000-92522 A & EP 986269 A2

Y J P 11-55663 A ( ソ 株式会社 1999. 02. 26, 全文，全図 (7 ァ 1-14

な し)

Y WO 2002/056605 Al (Koninklijke Philip 3 Electronics N. V. ) 1-14

2002. 07. 18, J P 2004-518344 A US 2002/90134 Al &

EP 1352530 Al

r C欄の続きにも文献か 挙 されて る。 r ト ァ に関する別紙を参 B 。

ホ 引用文献の力テ の日の役に公表 された文献
ΓA 特に関連のある文献てはな 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 t 矛盾するものてはな < 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 :他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 の、当業者に て自明てある組合 に

ΓO 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
p j 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同 テ ト ア ; y 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
1 8 . 0 6 . 2 0 0 8 0 1 . 0 7 . 2 0 0 <3

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 (権限のある職員 ) 5 P 8 8 3 9

日本国特許庁 . I A ノ J ) 伊東 和重
郵便番号 1 0 0 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三丁目4 番 3 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 8 1

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 第 - ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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