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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオデータを符号化する方法であって、
　ビデオデータの現在のブロックを予測するためのイントラモードを判定することと、
　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するための最確モード（ＭＰＭ）を判定する
ことと、ここにおいて、前記ＭＰＭが、前記現在のブロックより前に符号化されたビデオ
データのそれぞれのブロックに関連するイントラモードである、
　前記ＭＰＭに関連するビデオデータの前記それぞれのブロックの位置に基づいて前記Ｍ
ＰＭのリストを生成することと、
　前記ＭＰＭのモード指標に基づいて前記リスト内の前記ＭＰＭをリソートすることなし
に、前記リスト内の前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てることと、
　前記現在のブロックのイントラモードデータを符号化することと、ここにおいて、前記
符号化することが、前記ＭＰＭのうちの１つが前記現在のブロックを予測するための前記
イントラモードと一致するときに、符号化されたビットストリーム内の前記リスト内の前
記一致するＭＰＭの前記指標を表すデータを符号化することを含む、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記現在のブロックの前記イントラモードデータを復号することが、前記ＭＰＭのうち
の１つが、前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードと一致しないときに
、
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　前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードがＭＰＭでないことを指示す
るＭＰＭフラグを符号化することと、
　イントラモードの修正されたリストを生成することと、
　前記修正されたリスト内の前記現在のブロックの前記イントラモードの指標を表すデー
タを符号化することと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記修正されたリストを生成することが、イントラモードの前記修正されたリストから
前記ＭＰＭを削除することを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記修正されたリストを生成することが、前記イントラモードのモード値に従って、昇
順でイントラモードの前記修正されたリストをソートすることを含む、請求項２に記載の
方法。
【請求項５】
　前記一致するＭＰＭの前記指標の前に、前記一致するＭＰＭの前記指標が前記符号化さ
れたビットストリーム内に存在することを表す前記データを指示するＭＰＭフラグを符号
化することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＭＰＭを判定することが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、
前記現在のブロックの上に隣接するビデオブロックとに関連するイントラモードを判定す
ることを含み、前記ＭＰＭの前記リストを生成することが、前記上に隣接するブロックに
関連する前記イントラモードの指標より小さい前記左に隣接するビデオブロックに関連す
る前記イントラモードに指標を割り当てることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＭＰＭを判定することが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、
前記現在のブロックの上に隣接するビデオブロックとに関連するイントラモードを判定す
ることを含み、前記ＭＰＭの前記リストを生成することが、前記左に隣接するビデオブロ
ックに関連するイントラモードに関連する前記イントラモードの指標より小さい前記上に
隣接するブロックに関連する前記イントラモードに指標を割り当てることを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てることが、隣接するブロックが符号化される順番に
基づいて、前記現在のブロックの前記隣接するブロックのイントラモードに指標を割り当
てることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てることが、前記現在のブロックを予測するための前
記イントラモードと一致するＭＰＭの尤度に関連する統計値に基づいて、前記ＭＰＭにイ
ンデックスを割り当てることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　指標が前記ＭＰＭに割り当てられる順番を表すデータを符号化することをさらに含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＭＰＭが、３つ以上の参考ブロックに関連する３つ以上のＭＰＭを備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項１２】
　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するためのＭＰＭを判定することが、
　イントラコーディング中に参照するために使用することができない１つまたは複数のブ
ロックを識別することと、
　前記１つまたは複数のブロックにデフォルトイントラモードを割り当てることと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記デフォルトモードがプレーナイントラモードである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記デフォルトモードがＤＣイントラモードである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　ビデオデータを符号化するための装置であって、
　ビデオデータの現在のブロックを記憶するように構成されたメモリと、
　　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するためのイントラモードを判定する、
　　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するための最確モード（ＭＰＭ）を判定す
る、ここにおいて、前記ＭＰＭが、前記現在のブロックより前に符号化されたビデオデー
タのそれぞれのブロックに関連するイントラモードである、
　　前記ＭＰＭに関連するビデオデータの前記それぞれのブロックの位置に基づいて前記
ＭＰＭのリストを生成する、
　　前記ＭＰＭのモード指標に基づいて前記リスト内の前記ＭＰＭをリソートすることな
しに、前記リスト内の前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てる、および、
　　前記現在のブロックのイントラモードデータを符号化する、ここで、前記ＭＰＭのう
ちの１つが前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードと一致するときに、
符号化されたビットストリーム内の前記リスト内の前記一致するＭＰＭの前記指標を表す
データを符号化することを含む、
　ように構成された１つまたは複数のプロセッサを備える、装置。
【請求項１６】
　前記現在のブロックの前記イントラモードデータを符号化するために、前記ＭＰＭのう
ちの１つが前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードと一致しないときに
、前記１つまたは複数のプロセッサが、
　前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードがＭＰＭでないことを指示す
るＭＰＭフラグを符号化する、
　イントラモードの修正されたリストを生成する、および、
　前記修正されたリスト内の前記現在のブロックの前記イントラモードの指標を表すデー
タを符号化する
　ようにさらに構成される、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記修正されたリストを生成するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、イント
ラモードの前記修正されたリストから前記ＭＰＭを削除するように構成された、請求項１
６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記修正されたリストを生成するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記イ
ントラモードのモード値に従って、昇順でイントラモードの前記修正されたリストをソー
トするように構成された、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記１つまたは複数のプロセッサが、前記一致するＭＰＭの前記指標より前に、前記一
致するＭＰＭの前記指標が前記符号化されたビットストリーム内に存在することを表す前
記データを指示するＭＰＭフラグを符号化するようにさらに構成された、請求項１５に記
載の装置。
【請求項２０】
　前記ＭＰＭを判定するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記現在のブロッ
クの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロックの上に隣接するビデオブロック
とに関連するイントラモードを判定するように構成され、前記ＭＰＭの各々に指標を割り
当てるために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記上に隣接するブロックに関連す
る前記イントラモードの指標より小さい前記左に隣接するビデオブロックに関連する前記
イントラモードに指標を割り当てるように構成された、請求項１５に記載の装置。
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【請求項２１】
　前記ＭＰＭを判定するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記現在のブロッ
クの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロックの上に隣接するビデオブロック
とに関連するイントラモードを判定するように構成され、前記ＭＰＭの各々に指標を割り
当てるために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記左に隣接するブロックに関連す
る前記イントラモードの指標より小さい前記上に隣接するビデオブロックに関連する前記
イントラモードに指標を割り当てるように構成された、請求項１５に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てるために、前記１つまたは複数のプロセッサが、隣
接するブロックが符号化される順番に基づいて、前記現在のブロックの前記隣接するブロ
ックのイントラモードに指標を割り当てるように構成される、請求項１５に記載の装置。
【請求項２３】
　前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てるために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前
記現在のブロックを予測するための前記イントラモードと一致するＭＰＭの尤度に関連す
る統計値に基づいて、前記ＭＰＭに指標を割り当てるように構成された、請求項１５に記
載の装置。
【請求項２４】
　前記１つまたは複数のプロセッサが、指標が前記ＭＰＭに割り当てられる順番を表すデ
ータを符号化するようにさらに構成された、請求項１５に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ＭＰＭが、３つ以上の参考ブロックに関連する３つ以上のＭＰＭを備える、請求項
１５に記載の装置。
【請求項２６】
　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するためのＭＰＭを判定するために、前記１
つまたは複数のプロセッサが、
　イントラコーディング中に参照するために使用することができない１つまたは複数のブ
ロックを識別する、および、
　前記１つまたは複数のブロックにデフォルトイントラモードを割り当てる
　ようにさらに構成された、請求項１５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記デフォルトイントラモードがプレーナモードである、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記デフォルトモードがＤＣイントラモードである、請求項２６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記装置がビデオ符号器を備え、前記１つまたは複数のプロセッサが、
　前記判定されたイントラモードを使用して前記現在のブロックを予測して参考ビデオブ
ロックを生成する、
　前記参考ブロックと前記現在のブロックの差を備える残りのブロックを判定する、およ
び、
　前記符号化されたビットストリーム内の前記残りのブロックを表すデータを符号化する
　ようにさらに構成された、請求項１５に記載の装置。
【請求項３０】
　実行されるときに、１つまたは複数のプロセッサに
　ビデオデータの現在のブロックを予測するためのイントラモードを判定させる、
　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するための最確モード（ＭＰＭ）を判定させ
る、ここにおいて、前記ＭＰＭが前記現在のブロックより前に符号化されたビデオデータ
のそれぞれのブロックに関連するイントラモードである、
　前記ＭＰＭに関連するビデオデータの前記それぞれのブロックの位置に基づいて前記Ｍ
ＰＭのリストを生成させる、
　前記ＭＰＭのモード指標に基づいて前記リスト内の前記ＭＰＭをリソートすることなし
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に、前記リスト内の前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てさせる、および、
　前記現在のブロックのイントラモードデータを符号化させる、ここで、前記ＭＰＭのう
ちの１つが、前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードと一致するときに
、符号化されたビットストリーム内の前記リスト内の前記一致するＭＰＭの前記指標を表
すデータを符合することを含む、
　命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３１】
　前記現在のブロックの前記イントラモードデータを符号化するために、前記ＭＰＭのう
ちの１つが前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードと一致しないときに
、前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッサに、
　前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードがＭＰＭでないことを支持す
るＭＰＭフラグ符号化させる、
　イントラモードの修正されたリストを生成させる、および、
　前記修正されたリスト内の前記現在のブロックの前記イントラモードの指標を表すデー
タを符号化させる、請求項３０に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３２】
　前記修正されたリストを生成するために、前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッ
サに、イントラモードの前記修正されたリストから前記ＭＰＭを削除させる、請求項３１
に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３３】
　前記修正されたリストを生成するために、前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッ
サに、前記イントラモードのモード値に従って、昇順でイントラモードの前記修正された
リストをソートさせる、請求項３１に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３４】
　実行されるときに、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記一致するＭＰＭの前記指
標より前に、前記一致するＭＰＭの前記指標が前記符号化されたビットストリーム内に存
在することを表すデータを指示するＭＰＭフラグを符号化させる命令をさらに備える、請
求項３０に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３５】
　前記ＭＰＭを判定するために、前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記
現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと前記現在のブロックの上に隣接するビデ
オブロックとに関連するイントラモードを判定させ、前記ＭＰＭの各々に指標を割り当て
るために、前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記上に隣接するビデオブ
ロックに関連する前記イントラモードの指標より小さい前記左に隣接するブロックに関連
する前記イントラモードに指標を割り当てさせる、請求項３０に記載の非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体。
【請求項３６】
　前記ＭＰＭを判定するために、前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記
現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと前記現在のブロックの上に隣接するビデ
オブロックとに関連するイントラモードを判定させ、前記ＭＰＭの各々に指標を割り当て
るために、前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記左に隣接するビデオブ
ロックに関連する前記イントラモードの指標より小さい前記上に隣接するブロックに関連
する前記イントラモードに指標を割り当てさせる、請求項３０に記載の非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体。
【請求項３７】
　ビデオデータの現在のブロックを予測するためのイントラモードを判定するための手段
と、
　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するための最確モード（ＭＰＭ）を判定する
ための手段と、ここにおいて、前記ＭＰＭが、前記現在のブロックより前に符号化された
ビデオデータのそれぞれのブロックに関連するイントラモードである、
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　前記ＭＰＭに関連するビデオデータの前記それぞれのブロックの位置に基づいて、前記
ＭＰＭのリストを生成するための手段と、
　前記ＭＰＭのモード指標に基づいて前記リスト内の前記ＭＰＭをリソートすることなし
に、前記リスト内の前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てるための手段と、
　前記ＭＰＭのうちの１つが、前記現在のブロックを予測するための前記イントラモード
と一致するときに、符号化されたビットストリーム内の前記リスト内の前記一致するＭＰ
Ｍの前記指標を表すデータを符号化するための手段と
　を備える、ビデオデータを符号化するための装置。
【請求項３８】
　ビデオデータを復号する方法であって、
　ビデオデータの現在のブロックを予測するための最確モード（ＭＰＭ）を判定すること
と、ここにおいて、前記ＭＰＭが、前記現在のブロックより前に復号されたビデオデータ
のそれぞれのブロックに関連するイントラモードである、
　前記ＭＰＭに関連するビデオデータの前記それぞれのブロックの位置に基づいて、ビデ
オデータの前記現在のブロックを予測するための前記判定されたＭＰＭのリストを生成す
ることと、
　前記ＭＰＭのモード指標に基づいて前記リスト内の前記ＭＰＭをリソートすることなし
に、前記リスト内の前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てることと、
　前記現在のブロックのイントラモードデータを復号することと、ここで、前記ＭＰＭの
うちの１つが前記現在のブロックのためのイントラモードと一致するときに、符号化され
たビットストリームからの前記リスト内の前記一致するＭＰＭの前記指標を表すデータを
復号することを含む、
　前記指標を使用し、前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードを識別す
ることと、
　前記現在のブロックの前記識別されたイントラモードで前記現在のブロックを復号する
ことと
　を含む、方法。
【請求項３９】
　前記現在のブロックの前記イントラモードデータを復号することが、前記ＭＰＭのうち
の１つが前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードと一致しないときに、
　前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードがＭＰＭでないことを指示す
るＭＰＭフラッグを復号することと、
　イントラモードの修正されたリストを生成することと、
　前記修正されたリスト内の前記現在のブロックの前記イントラモードの指標を表すデー
タを復号することと
　を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記修正されたリストを生成することが、イントラモードの前記修正されたリストから
前記ＭＰＭを削除することを含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記修正されたリストを生成することが、前記イントラモードのモード値に従って、昇
順でイントラモードの前記修正されたリストをソートすることを含む、請求項３９に記載
の方法。
【請求項４２】
　前記ＭＰＭを判定することが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと前
記現在のブロックの上に隣接するビデオブロックとに関連するイントラモードを判定する
ことを含み、前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てることが、前記上に隣接するビデオブロ
ックに関連する前記イントラモードの指標より小さい前記左に隣接するビデオブロックに
関連する前記イントラモードに指標を割り当てることを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４３】
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　前記ＭＰＭを判定することが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、
前記現在のブロックの上に隣接するビデオブロックとに関連するイントラモードを判定す
ることを含み、前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てることが、前記左に隣接するビデオブ
ロックに関連する前記イントラモードのうちの１つの指標より小さい前記上に隣接するビ
デオブロックに関連する前記イントラモードに指標を割り当てることを含む、請求項３８
に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てることが、隣接するブロックが復号される順番に基
づいて、前記現在のブロックの前記隣接するブロックのイントラモードにインデックスを
割り当てることを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てることが、前記現在のブロックを予測するための前
記イントラモードと一致するＭＰＭの尤度に関連する統計値に基づいて前記ＭＰＭに指標
を割り当てることを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４６】
　指標が前記ＭＰＭに割り当てられる順番を表すデータを復号することをさらに含む、請
求項３８に記載の方法。
【請求項４７】
　ビデオデータの現在のブロックを記憶するように構成されたメモリと、
　　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するための最確モード（ＭＰＭ）を判定し
、ここにおいて、前記ＭＰＭが、前記現在のブロックより前に復号されたビデオデータの
それぞれのブロックに関連するイントラモードである、
　　前記ＭＰＭに関連するビデオデータの前記それぞれの位置に基づいて、ビデオデータ
の前記現在のブロックを予測するための前記判定されたＭＰＭのリストを生成し、
　　前記ＭＰＭのモード指標に基づいて、前記リスト内の前記ＭＰＭをリソートすること
なしに、前記リスト内の前記ＭＰＭの各々に指標を割り当て、
　　前記現在のブロックのイントラモードデータを復号し、ここで、前記ＭＰＭのうちの
１つが前記現在のブロックのためのイントラモードと一致するときに、符号化されたビッ
トストリームからの前記リスト内の前記一致するＭＰＭの前記指標を表すデータを復号す
ることを含む、
　　前記指標を使用し、前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードを識別
し、そして、
　　前記現在のブロックの前記識別されたイントラモードで前記現在のブロックを復号す
る
　ように構成された１つまたは複数のプロセッサを備える、ビデオデータを復号するため
の装置。
【請求項４８】
　前記イントラモードデータを復号するために、前記１つまたは複数のプロセッサがさら
に、前記ＭＰＭのうちの１つが前記現在のブロックを予測するための前記イントラモード
と一致しないときに、
　前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードが、ＭＰＭではないことを指
示するＭＰＭフラッグを復号し、
　イントラモードの修正されたリストを生成し、および、
　前記修正されたリスト内の前記現在のブロックの前記イントラモードの指標を表すデー
タを復号するように構成された、請求項４７に記載の装置。
【請求項４９】
　前記修正されたリストを生成するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、イント
ラモードの前記修正されたリストから前記ＭＰＭを削除するように構成された、請求項４
８に記載の装置。
【請求項５０】
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　前記修正されたリストを生成するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記イ
ントラモードのモード値に従って、昇順でイントラモードの前記修正されたリストをソー
トするように構成された、請求項４８に記載の装置。
【請求項５１】
　前記ＭＰＭを判定するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記現在のブロッ
クの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロックの上に隣接するビデオブロック
とに関連するイントラモードを決定するように構成され、前記ＭＰＭの各々に指標を割り
当てるために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記上隣接に関連するイントラモー
ドの指標より小さい前記左に隣接するビデオブロックに関連する前記イントラモードに指
標を割り当てるように構成される、請求項４７に記載の装置。
【請求項５２】
　前記ＭＰＭを判定するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記現在のブロッ
クの左に隣接するビデオブロックと前記現在のブロックの上に隣接するビデオブロックと
に関連するイントラモードを判定するように構成され、前記ＭＰＭの各々に指標を割り当
てるために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記左隣接に関連するイントラモード
の指標より小さい前記上に隣接するブロックに関連する前記イントラモードに指標を割り
当てるように構成される、請求項４７に記載の装置。
【請求項５３】
　前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てるために、前記１つまたは複数のプロセッサが、隣
接するブロックが復号される順番に基づいて、前記現在のブロックの前記隣接するブロッ
クのイントラモードに指標を割り当てるように構成される、請求項４７に記載の装置。
【請求項５４】
　前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てるために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前
記現在のブロックを予測するための前記イントラモードと一致するＭＰＭの尤度に関連す
る統計値に基づいて前記ＭＰＭに指標を割り当てるように構成された、請求項４７に記載
の装置。
【請求項５５】
　前記１つまたは複数のプロセッサが、指標が前記ＭＰＭに割り当てられる順番を表すデ
ータを復号するようにさらに構成された、請求項４７に記載の装置。
【請求項５６】
　前記装置がビデオ復号器を備え、前記現在のブロックを復号するために、前記１つまた
は複数のプロセッサが、
　前記符号化されたビットストリームから、前記現在のブロックに関連する残りのビデオ
ブロックを取得する、
　前記現在のブロックの前記識別されたイントラモードを使用し、前記現在のブロックを
予測することによって、参考ブロックを生成する、および、
　前記参考ブロックと受信された残りのビデオブロックの組合せから前記現在のブロック
の値を判定する
　ようにさらに構成された、請求項４７に記載の装置。
【請求項５７】
　実行されるときに１つまたは複数のプロセッサに、
　ビデオデータの現在のブロックを予測するための最確モード（ＭＰＭ）を判定させる、
ここにおいて、前記ＭＰＭが、前記現在のブロックより前に復号されたビデオデータのそ
れぞれのブロックに関連するイントラモードである、
　前記ＭＰＭに関連するビデオデータの前記それぞれのブロックの位置に基づいて、ビデ
オデータの前記現在のブロックを予測するための前記判定されたＭＰＭのリストを生成さ
せる、
　前記ＭＰＭのモード指標に基づいて前記リスト内の前記ＭＰＭをリソートすることなし
に、前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てさせる、
　前記現在のブロックのイントラモードデータを復号させる、ここで、前記ＭＰＭのうち
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の１つが前記現在のブロックのためのイントラモードと一致するときに、符号化されたビ
ットストリームからの前記リスト内の前記一致するＭＰＭの前記指標を表すデータを復号
することを含む、
　前記指標を使用し、前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードを識別さ
せる、および、
　前記現在のブロックの前記識別されたイントラモードで前記現在のブロックを復号させ
る
　命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５８】
　前記現在のブロックの前記イントラモードデータを復号するために、前記ＭＰＭのうち
の１つが前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードと一致しないときに、
前記命令がさらに、前記１つまたは複数のプロセッサに、
　前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードがＭＰＭでないことを指示す
るＭＰＭフラッグを復号させ、
　イントラモードの修正されたリストを生成させ、
　前記修正されたリスト内の前記現在のブロックの前記イントラモードの指標を表すデー
タを復号させる、請求項５７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５９】
　前記ＭＰＭを判定するために、前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記
現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロックの上に隣接するビ
デオブロックとに関連するイントラモードを判定させ、前記ＭＰＭの各々に指標を割り当
てるために、前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記左隣接に関連する前
記イントラモードの指標より小さい前記上に隣接するビデオブロックに関連するイントラ
モードさせる、請求項５７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６０】
　前記ＭＰＭを判定するために、前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記
現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロックの上に隣接するビ
デオブロックとに関連するイントラモードを判定させ、前記ＭＰＭの各々に指標を割り当
てるために、前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記上に隣接するビデオ
ブロックに関連する前記イントラモードの指標よりも小さい前記左に隣接するビデオブロ
ックに関連するイントラモードさせる、請求項５７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６１】
　ビデオデータを復号するための装置であって、
　ビデオデータの現在のブロックを予測するための最確モード（ＭＰＭ）を判定するため
の手段と、ここにおいて、前記ＭＰＭが、前記現在のブロックより前に復号されたビデオ
データのそれぞれのブロックに関連するイントラモードである、
　前記ＭＰＭに関連するビデオデータの前記それぞれのブロックの位置に基づいて、ビデ
オデータの前記現在のブロックを予測するための前記判定されたＭＰＭのリストを生成す
るための手段と、
　前記ＭＰＭのモード指標に基づいて前記リスト内の前記ＭＰＭをリソートすることなし
に、前記リスト内の前記ＭＰＭの各々に指標を割り当てるための手段と、
　前記ＭＰＭのうちの１つが前記現在のブロックのためのイントラモードと一致するとき
に、前記現在のブロックのイントラモードデータを復号するための手段と、ここで、符号
化されたビットストリームからの前記リスト内の前記一致するＭＰＭの前記指標を表すデ
ータを復号することを含む、
　前記指標を使用し、前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードを識別す
るための手段と、
　前記現在のブロックの前記識別されたイントラモードで前記現在のブロックを復号する
ための手段と
　を備える装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、その全内容を参照により本明細書に組み込む、２０１１年１１月４日出願の米
国仮特許出願第６１／５５６，０２９号の利益を主張するものである。
【０００２】
　本開示は、ビデオコーディングに関し、より詳細には、ビデオデータを符号化および復
号するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　デジタルビデオ機能は、デジタルテレビジョン、デジタル直接衛星放送システム、ワイ
ヤレスブロードキャストシステム、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップまたはデスク
トップコンピュータ、タブレットコンピュータ、電子ブックリーダ、デジタルカメラ、デ
ジタル記録デバイス、デジタルメディアプレーヤ、ビデオゲームデバイス、ビデオゲーム
機、セルラまたは衛星無線電話、いわゆる「スマートフォン」、ビデオ遠隔会議デバイス
、ビデオストリーミングデバイスなどを含む様々なデバイスに組み込むことができる。デ
ジタルビデオデバイスは、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４、ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６３、ＩＴ
Ｕ－Ｔ　Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４、パート１０、高度ビデオコーディング（ＡＶＣ：Ad
vanced Video Coding）、現在開発中の高効率ビデオコーディング（ＨＥＶＣ：High Effi
ciency Video Coding）規格、およびそのような規格の拡張によって定義される規格に記
載されるものなどのビデオ圧縮技法を実装する。ビデオデバイスは、そのようなビデオ圧
縮技法を実装することによって、より効率的にデジタルビデオ情報を送信、受信、符号化
、復号、および／または記憶することができる。
【０００４】
　ビデオ圧縮技法は、空間（ピクチャ内）予測および／または時間（ピクチャ間）予測を
実行して、ビデオ順番列に固有の冗長性を低減するまたは取り除く。ブロックに基づくビ
デオコーディングについて、ビデオスライス（たとえば、ビデオピクチャまたはビデオピ
クチャの一部）は、ツリーブロック、コーディングユニット（ＣＵ）および／またはコー
ディングノードとも称され得るビデオブロックに区分することができる。ピクチャのイン
トラコーディングされた（Ｉ）スライス内のビデオブロックは、同ピクチャ内の隣接する
ブロック内の参考見本に関する空間予測を使用し、符号化される。ピクチャのインターコ
ーディングされた（ＰまたはＢ）スライス内のビデオブロックは、同ピクチャ内の隣接す
るブロック内の参考見本に関する空間予測と、他の参考ピクチャ内の参考見本に関する時
間予測とを使用することができる。ピクチャは、フレームとも称されることがあり、参考
ピクチャは参考フレームとも称され得る。
【０００５】
　空間または時間予測は、コーディングされることになるブロックの予測ブロックをもた
らす。残りのデータは、コーディングされることになるオリジナルのブロックと予測ブロ
ックの間のピクセル差を表す。インターコーディングされたブロックは、予測ブロックを
形成する参考見本のブロックを指す動きベクトルに従って符号化され、残りのデータは、
コーディングされたブロックと予測ブロックの間の差を示す。イントラコーディングされ
たブロックは、イントラコーディングモードおよびその残りのデータに従って符号化され
る。さらなる圧縮のために、その残りのデータは、ピクセル領域から変換領域に変換する
ことができ、次いで量子化され得る残りの変換係数をもたらす。最初に二次元配列で配列
される量子化された変換係数は、変換係数の一次元ベクトルを作り出すために、スキャン
することができ、そして、エントロピコーディングが、さらなる圧縮を達成するために、
適用され得る。
【発明の概要】
【０００６】
　概して、本開示は、ビデオコーディングのための技法に関する。本開示の技法は、概し
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て、ビデオデータの符号化および復号に関する。いくつかの例で、本技法は、最確イント
ラ予測モード（ＭＰＭ：most possible intra-prediction mode）のソーティングに関す
る。すなわち、本開示のある種の態様は、ビデオコーダの複雑さを軽減し得る、ＭＰＭの
ソーティングの回避に関する。本開示の他の態様は、デフォルトＭＰＭと、ＭＰＭを判定
するための順番と、ＭＰＭに関連する他の概念とに関する。
【０００７】
　一例で、本開示は、ビデオデータを符号化するための方法について説明する。本方法は
、ビデオデータの現在のブロックを予測するためのイントラモードを判定することと、ビ
デオデータの現在のブロックを予測するための最確モード（ＭＰＭ）を判定することと、
現在のブロックを予測するためのイントラモードがＭＰＭと比較される順番に基づいて各
々のＭＰＭの指標を判定することと、現在のブロックを予測するためのＭＰＭのうちの１
つが、現在のブロックを予測するためのイントラモードに一致するときに、その一致する
ＭＰＭの指標を信号伝達することとを含む。
【０００８】
　もう１つの例で、本開示は、ビデオデータの現在のブロックを予測するためのイントラ
モードを判定し、ビデオデータの現在のブロックを予測するためのＭＰＭを判定し、現在
のブロックを予測するためのイントラモードがＭＰＭと比較される順番に基づいて各々の
ＭＰＭの指標を判定し、現在のブロックを予測するためのＭＰＭのうちの１つが現在のブ
ロックを予測するためのイントラモードに一致するときにその一致するＭＰＭの指標を信
号伝達するように構成された１つまたは複数のプロセッサを含むビデオデータを符号化す
るための装置について説明する。
【０００９】
　もう１つの例で、本開示は、コンピュータ可読記憶媒体について説明する。本コンピュ
ータ可読記憶媒体は、実行するときにデバイスの１つまたは複数のプロセッサにビデオデ
ータの現在のブロックを予測するためのイントラモードを判定させ、ビデオデータの現在
のブロックを予測するためのＭＰＭを判定させ、現在のブロックを予測するためのイント
ラモードがＭＰＭと比較される順番に基づいて各々のＭＰＭの指標を判定させ、現在のブ
ロックを予測するためのＭＰＭのうちの１つが現在のブロックを予測するためのイントラ
モードに一致するときにその一致するＭＰＭの指標を信号伝達させる命令がそこに記憶さ
れてある。
【００１０】
　もう１つの例で、本開示は、ビデオデータの現在のブロックを予測するためのイントラ
モードを判定するための手段と、ビデオデータの現在のブロックを予測するためのＭＰＭ
を判定するための手段と、現在のブロックを予測するためのイントラモードがＭＰＭと比
較される順番に基づいて各々のＭＰＭの指標を判定するための手段と、現在のブロックを
予測するためのＭＰＭのうちの１つが現在のブロックを予測するためのイントラモードに
一致するときにその一致するＭＰＭの指標を信号伝達するための手段とを含む、ビデオデ
ータを符号化するための装置について説明する。
【００１１】
　もう１つの例で、本開示は、ビデオデータを復号する方法について説明し、本方法は、
現在のブロックのイントラモードがＭＰＭを備えるときに、ビデオデータの現在のブロッ
クのＭＰＭのリストであって、ビデオデータの現在のブロックのイントラモードがビデオ
データの１つまたは複数の参考ブロックに関連する１つまたは複数のイントラモードと比
較される順番で配列されたＭＰＭのリストを生成することと、そのＭＰＭのリスト内で現
在のブロックのイントラモードを識別するＭＰＭ指標を判定することと、そのＭＰＭ指標
を使用して現在のブロックのイントラモードを識別することと、現在のブロックの識別さ
れたイントラモードで現在のブロックを復号することとを含む。
【００１２】
　もう１つの例で、本開示は、現在のブロックのイントラモードがＭＰＭを備えるときに
ビデオデータの現在のブロックのＭＰＭのリストであって、ビデオデータの現在のブロッ
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クのイントラモードがビデオデータの１つまたは複数の参考ブロックに関連する１つまた
は複数のイントラモードと比較される順番で配列されたＭＰＭのリストを生成し、そのＭ
ＰＭのリスト内で現在のブロックのイントラモードを識別するＭＰＭ指標を判定し、その
ＭＰＭ指標を使用して現在のブロックのイントラモードを識別し、現在のブロックの識別
されたイントラモードで現在のブロックを復号するように構成された１つまたは複数のプ
ロセッサを含む装置について説明する。
【００１３】
　もう１つの例で、本開示は、コンピュータ可読記憶媒体について説明する。そのコンピ
ュータ可読記憶媒体は、実行するときにデバイスの１つまたは複数のプロセッサに、現在
のブロックのイントラモードがＭＰＭを備えるときに、ビデオデータの現在のブロックの
ＭＰＭのリストであって、ビデオデータの現在のブロックのイントラモードがビデオデー
タの１つまたは複数の参考ブロックに関連する１つまたは複数のイントラモードと比較さ
れる順番で配列されたＭＰＭのリストを生成させ、そのＭＰＭのリスト内で現在のブロッ
クのイントラモードを識別するＭＰＭ指標を判定させ、そのＭＰＭ指標を使用して現在の
ブロックのイントラモードを識別させ、現在のブロックの識別されたイントラモードで現
在のブロックを復号させる命令がそこに記憶されてある。
【００１４】
　もう１つの例で、本開示は、ビデオデータを復号するための装置について説明し、本装
置は、現在のブロックのイントラモードがＭＰＭを備えるときに、ビデオデータの現在の
ブロックのＭＰＭのリストであって、ビデオデータの現在のブロックのイントラモードが
ビデオデータの１つまたは複数の参考ブロックに関連する１つまたは複数のイントラモー
ドと比較される順番で配列されたＭＰＭのリストを生成するため手段と、そのＭＰＭのリ
スト内で現在のブロックのイントラモードを識別するＭＰＭ指標を判定するための手段と
、そのＭＰＭ指標を使用して現在のブロックのイントラモードを識別するための手段と、
現在のブロックの識別されたイントラモードで現在のブロックを復号するための手段とを
含む。
【００１５】
　本開示の１つまたは複数の例の詳細が、添付の図面および以下の説明に記載される。他
の特徴、目的および利点が、その説明および図面と特許請求の範囲とから明らかとなろう
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本開示に記載の技法を使用することができる例示的ビデオ符号化および復号シス
テムを示すブロック図。
【図２】本開示に記載の技法を実装することができる例示的ビデオ符号器のブロック図。
【図３】本開示に記載の技法を実装することができる例示的ビデオ復号器のブロック図。
【図４】イントラモード予測中に考慮することができるビデオデータのブロックのブロッ
ク図。
【図５】イントラモード予測について説明する概念図。
【図６】イントラモード予測について説明するもう１つの概念図。
【図７】本開示の態様による、最確イントラモード候補について示すブロック図。
【図８】本開示に記載の１つまたは複数の例によるビデオデータを符号化するための例示
的方法の流れ図。
【図９】本開示に記載の１つまたは複数の例によるビデオデータを復号する例示的方法の
流れ図。
【図１０】本開示に記載の１つまたは複数の例によるビデオデータをコーディングする例
示的方法の流れ図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　一例で、本開示の態様は、最確イントラ予測モード（ＭＰＭ）のソーティングを対象と
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する。たとえば、いくつかのビデオコーディング技法によれば、ビデオコーダ（たとえば
、ビデオ符号器またはビデオ復号器）は、現在コーディングされているブロックのＭＰＭ
を判定および信号伝達する前に、ＭＰＭをソートすることができる。本開示の態様は、そ
のようなソーティングを取り除くことに関し、それはビデオコーダの複雑さを軽減するこ
とができる。
【００１８】
　一例で、ビデオ符号器は、ＭＰＭがビデオデータのピクチャまたはスライスで出現する
順番（たとえば、コーディング順番）でＭＰＭのセットからのイントラ予測モードを含む
ＭＰＭのリストを生成することができる。もう１つの例で、ビデオ符号器は、隣接するブ
ロックのイントラモードが現在コーディングされるブロックと同じであるかどうかをビデ
オ符号器が検査する順番（本明細書では「検査の順番」と呼ばれる）でＭＰＭのリストを
生成することができる。ビデオ符号器は、生成されたリストの指標に従って、そのリスト
内でＭＰＭをソーティングまたは並べ替えすることなしに、ＭＰＭを信号伝達することが
できる。ビデオ復号器は、同プロセスを実行して、ＭＰＭのリストを生成し、符号化され
たビットストリームからリストの指標を取得し、そのリスト内でＭＰＭをソートするまた
は並べ替えることなしに、その指標に従ってリストからＭＰＭを選択することができる。
【００１９】
　説明を目的とする一例で、ビデオコーダは、現在コーディングされているブロックの左
に位置付けられたブロックのイントラモード（本明細書で「左に隣接するブロック」と呼
ばれる）が、現在のブロックのイントラモードと同じであるかどうかを先ず検査すること
ができる。ビデオコーダは、次いで、現在コーディングされているブロックの上に位置付
けられたブロックのイントラモード（本明細書で「上に隣接するブロック」と呼ばれる）
が現在のブロックのイントラモードと同じであるかどうかを検査することができる。この
例では、本開示の態様によれば、左に隣接するブロックのイントラモードは、ビデオコー
ダによって保持されるＭＰＭのリスト内にゼロ指標を有することができ、上に隣接するブ
ロックのイントラモードは、そのリスト内の１の指標を有し得る。したがって、ビデオ符
号器は、左に隣接するブロックの実際のイントラモード番号（たとえば、ビデオコーディ
ング規格によって指定されるものとしての、所定のモード番号）が上に隣接するブロック
より大きいかどうかにかかわらず、左に隣接するブロックのイントラモードの指標をゼロ
として、そして、上に隣接するブロックの指標を１として、信号伝達することができる。
別法として、ビデオコーダが左に隣接するブロックの前に上に隣接するブロックのイント
ラモードを検査する場合、そのビデオコーダは、上に隣接するそのブロックの指標をゼロ
として、そして、左に隣接するブロックの指標を１として、信号伝達することができる。
いずれにしても、本開示のこれらの例および態様によれば、ビデオ符号器は、リスト内の
イントラモードを並べ替えるまたはソートすることなしそのイントラモードの指標を信号
伝達することができる。いくつかの例で、ソーティングは、イントラモードがＭＰＭのう
ちの１つではない場合に、イントラモードコーディングのために適用され得る。すなわち
、ビデオ符号器は、ＭＰＭではないイントラモードを信号伝達するときにイントラモード
のリストをソートするまたは他の方法で修正することができる。本開示の態様によれば、
ビデオコーダが隣接するブロックのイントラモードを検査する順番（本明細書で「検査の
順番」と呼ばれる）は、以前にコーディングされたブロックのイントラモードの収集され
た統計値に従って黙示的に導出されたイントラモードでもよい。他の例で、ビデオコーダ
は、隣接するブロックの可用性に基づいて検査の順番を導出することができる。さらに他
の例で、ビデオ符号器は、検査の順番の明示的指示を信号伝達することができる（そして
、ビデオ復号器は、符号化されたビットストリームから取得することができる）。
【００２０】
　図１は、本開示に記載の技法を使用することができる例示的ビデオ符号化および復号シ
ステム１０を示すブロック図である。図１に示すように、システム１０は、宛先デバイス
１４によって後で復号されることになる符号化されたビデオデータを生成するソースデバ
イス１２を含む。ソースデバイス１２および宛先デバイス１４は、デスクトップコンピュ
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ータ、ノートブック（たとえば、ラップトップ）コンピュータ、タブレットコンピュータ
、セットトップボックス、いわゆる「スマート」フォンなどの電話送受話器、いわゆる「
スマート」パッド、テレビジョン、カメラ、表示デバイス、デジタルメディアプレーヤ、
ビデオゲーム機、ビデオストリーミングデバイスなどを含む、様々なデバイスのいずれか
を備え得る。いくつかの例で、ソースデバイス１２および宛先デバイス１４は、ワイヤレ
ス通信に対応し得る。
【００２１】
　宛先デバイス１４は、リンク１６を介して復号されることになる符号化されたビデオデ
ータを受信することができる。リンク１６は、ソースデバイス１２から宛先デバイス１４
に符号化されたビデオデータを動かす能力を有する任意のタイプの媒体またはデバイスを
備え得る。一例で、リンク１６は、ソースデバイス１２がリアルタイムで宛先デバイス１
４に直接に符号化されたビデオデータを送信することを可能にするための通信媒体を備え
得る。符号化されたビデオデータは、ワイヤレス通信プロトコルなどの通信規格に従って
変調され、宛先デバイス１４に送信することができる。その通信媒体は、無線周波数（Ｒ
Ｆ）スペクトルあるいは１つまたは複数の物理的伝送回路などの任意のワイヤレスまたは
ワイヤード通信媒体を備え得る。その通信媒体は、ローカルエリアネットワーク、ワイド
エリアネットワーク、または、インターネットなどのグローバルネットワークなど、パケ
ットに基づくネットワークの部分を形成し得る。その通信媒体は、ルータ、スイッチ、基
地局、または、ソースデバイス１２から宛先デバイス１４への通信を円滑に進めるために
有用であり得る任意の他の機器を含み得る。
【００２２】
　別法として、符号化されたデータは、出力インターフェース２２から記憶デバイス２４
に出力することができる。同様に、符号化されたデータは、入力インターフェースによっ
て記憶デバイス２４からアクセスされ得る。記憶デバイス２４は、ハードドライブ、Ｂｌ
ｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、フラッシュメモリ、揮発性ま
たは不揮発性メモリ、あるいは、符号化されたビデオデータを記憶するための任意の他の
適切なデジタル記憶媒体などの様々な分散されたまたはローカルにアクセスされるデータ
記憶媒体を含み得る。さらなる例で、記憶デバイス２４は、ソースデバイス１２によって
生成された符号化されたビデオを保持することができるファイルサーバまたは別の中間記
憶デバイスに一致し得る。宛先デバイス１４は、ストリーミングまたはダウンロードを介
して記憶デバイス２４から記憶されたビデオデータにアクセスすることができる。そのフ
ァイルサーバは、符号化されたビデオデータを記憶することおよび宛先デバイス１４にそ
の符号化されたビデオデータを送信することができる任意のタイプのサーバでもよい。例
示的ファイルサーバは、ウェブサーバ（たとえば、ウェブサイトのための）、ファイル転
送プロトコル（ＦＴＰ）サーバ、ネットワーク接続記憶（ＮＡＳ）デバイス、またはロー
カルディスクドライブを含む。宛先デバイス１４は、インターネット接続を含む任意の標
準データ接続を介してその符号化されたビデオデータにアクセスすることができる。これ
は、ワイヤレスチャネル（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）接続）、ワイヤード接続（
たとえば、ＤＳＬ、ケーブルモデムなど）、または、ファイルサーバで記憶された符号化
されたビデオデータにアクセスするのに適した両方の組合せを含み得る。記憶デバイス２
４からの符号化されたビデオデータの伝送は、ストリーミング伝送、ダウンロード伝送、
または両方の組合せでもよい。
【００２３】
　本開示の技法は、ワイヤレスアプリケーションまたは設定に必ずしも限定されない。本
技法は、無線のテレビジョンブロードキャスト、ケーブルテレビジョン伝送、衛星テレビ
ジョン伝送、たとえばインターネットを介する、ストリーミングビデオ伝送、データ記憶
媒体での記憶のためのデジタルビデオの符号化、データ記憶媒体で記憶されたデジタルビ
デオの復号、または、他の適用例などの様々なマルチメディア適用例のいずれかをサポー
トするビデオコーディングに適用され得る。いくつかの例で、システム１０は、ビデオス
トリーミング、ビデオプレイバック、ビデオブロードキャスティング、および／またはテ
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レビ電話通信などの適用例をサポートするために、単方向または双方向ビデオ伝送をサポ
ートするように構成することができる。
【００２４】
　図１の例で、ソースデバイス１２は、ビデオソース１８、ビデオ符号器２０、および出
力インターフェース２２を含む。いくつかの例で、出力インターフェース２２は、変調装
置／復調装置（モデム）および／または送信機を含み得る。ソースデバイス１２で、ビデ
オソース１８は、ビデオキャプチャデバイス、たとえばビデオカメラ、前にキャプチャさ
れたビデオを含むビデオアーカイブ、ビデオコンテンツプロバイダからビデオを受信する
ためのビデオ供給インターフェース、および／または、ソースビデオとしてコンピュータ
グラフィックスデータを生成するためのコンピュータグラフィックスシステム、あるいは
そのようなソースの組合せなどのソースを含み得る。一例として、ビデオソース１８がビ
デオカメラである場合、ソースデバイス１２および宛先デバイス１４は、いわゆるカメラ
付き携帯電話またはテレビ電話を形成し得る。しかし、本開示に記載の技法は、一般に、
ビデオコーディングに適用可能でもよく、ワイヤレスおよび／またはワイヤードアプリケ
ーションに適用され得る。
【００２５】
　キャプチャされた、事前にキャプチャされた、またはコンピュータ生成されたビデオは
、ビデオ符号器２０によって符号化され得る。符号化されたビデオデータは、ソースデバ
イス１２の出力インターフェース２２を介して宛先デバイス１４に直接に送信することが
できる。符号化されたビデオデータはまた（あるいは別法として）、復号および／または
プレイバックのために、宛先デバイス１４または他のデバイスによる後のアクセスのため
に記憶デバイス２４で記憶することができる。
【００２６】
　宛先デバイス１４は、入力インターフェース２８と、ビデオ復号器３０と、表示デバイ
ス３２とを含む。いくつかの例で、入力インターフェース２８は、受信機および／または
モデムを含み得る。宛先デバイス１４の入力インターフェース２８は、リンク１６を介し
て符号化ビデオデータを受信する。リンク１６を介して通信される、または記憶デバイス
２４で提供される、符号化されたビデオデータは、ビデオデータを復号する際のビデオ復
号器３０などのビデオ復号器による使用のためにビデオ符号器２０によって生成される様
々な構文要素を含み得る。そのような構文要素は、通信媒体で送信される、記憶媒体で記
憶される、またはファイルサーバで記憶される、符号化されたビデオデータで含まれ得る
。
【００２７】
　表示デバイス３２は、宛先デバイス１４と統合されても、その外部でもよい。いくつか
の例で、宛先デバイス１４は、統合された表示デバイスを含むことができ、外部表示デバ
イスとインターフェースをとるように構成することもできる。他の例で、宛先デバイス１
４は、表示デバイスでもよい。一般に、表示デバイス３２は、復号されたビデオデータを
ユーザに表示し、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ、有機発光ダイオ
ード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ、または別のタイプの表示デバイスなどの様々な表示デバ
イスのいずれかを備え得る。
【００２８】
　ビデオ符号器２０およびビデオ復号器３０は、現在開発中の高効率ビデオコーディング
（ＨＥＶＣ）規格などのビデオ圧縮規格に従って動作することができ、ＨＥＶＣテストモ
デル（ＨＭ）に準拠することができる。別法として、ビデオ符号器２０およびビデオ復号
器３０は、別法としてＭＰＥＧ－４、パート１０、高度ビデオコーディング（ＡＶＣ：Ad
vanced Video Coding）と称される、ＩＴＵ－ＴＨ．２６４規格などの他の独自のもしく
は業界の規格またはそのような規格の拡張に従って動作することができる。しかし、本開
示の技法は、特定のコーディング規格に限定されない。ビデオ圧縮規格の他の例は、ＭＰ
ＥＧ－２、およびＩＴＵ－ＴＨ．２６３を含む。
【００２９】
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　図１には示さないが、いくつかの態様で、ビデオ符号器２０およびビデオ復号器３０は
、音声符号器および復号器と各々統合することができ、共通のデータストリームまたは別
個のデータストリームでの音声とビデオの両方の符号化を処理するために、適切なＭＵＸ
－ＤＥＭＵＸユニット、または他のハードウェアとソフトウェアとを含むことができる。
該当する場合、いくつかの例で、ＭＵＸ－ＤＥＭＵＸユニットは、ＩＴＵ　Ｈ．２２３マ
ルチプレクサプロトコル、または、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）などの他の
プロトコルに準拠することができる。
【００３０】
　ビデオ符号器２０およびビデオ復号器３０は、１つまたは複数のマイクロプロセッサ、
デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、個別論理、ソフトウェア、ハードウェア、ファ
ームウェアまたはその任意の組合せなど、様々な適切な符号器回路素子のいずれかとして
各々実装することができる。本技法がソフトウェアで部分的に実装されるとき、デバイス
は、適切な、非一時的コンピュータ可読媒体内のソフトウェアのための命令を記憶し、１
つまたは複数のプロセッサを使用してハードウェアでその命令を実行して本開示の技法を
実行することができる。ビデオ符号器２０およびビデオ復号器３０の各々は、１つまたは
複数の符号器または復号器内に含めることができ、そのいずれかがそれぞれのデバイス内
の結合された符号器／復号器（コーデック）の部分として統合され得る。
【００３１】
　本開示は、概して、ビデオ復号器３０などの別のデバイスにある種の情報を「信号伝達
する」ビデオ符号器２０を参照し得る。しかし、ビデオ符号器２０は、ビデオデータの様
々な符号化された部分とある種の構文要素を関連付けることによって、情報を信号伝達す
ることができることを理解されたい。すなわち、ビデオ符号器２０は、ビデオデータの様
々な符号化された部分のヘッダにある種の構文要素を格納することによって、データを「
信号伝達」することができる。いくつかの例で、そのような構文要素は、ビデオ復号器３
０によって受信および復号される以前に、符号化および記憶することができる（たとえば
、記憶媒体３４またはファイルサーバ３６に格納される）。したがって、「信号伝達」と
いう用語は、圧縮されたビデオデータを復号するための構文または他のデータの通信を、
そのような通信が、媒体に格納された後の任意の時間に次いで復号デバイスによって検索
され得る、符号化時にこの媒体に構文要素を格納するときに生じ得るなど、リアルタイム
またはほぼリアルタイムであるいはある期間にわたって生じるかどうかにかかわらず、示
し得る。
【００３２】
　ＪＣＴ－ＶＣは、ＨＥＶＣ標準の開発で正常に機能している。ＨＥＶＣ標準化の努力は
、ＨＥＶＣテストモデル（ＨＭ）と称されるビデオコーディングデバイスの進化するモデ
ルに基づく。ＨＥＶＣの最新の作業草案（ＷＤ）、以下ＨＥＶＣ　ＷＤ７と称する、は、
http://phenix.int-evry.fr/jct/doc_end_user/documents/9_Geneva/wg11/JCTVC-I1003-v
5.zipで入手可能であり、より最新のバージョンはhttp://phenix.int-evry.fr/jct/doc_e
nd_user/documents/9_Geneva/wg11/JCTVC-I1003-v6.zipで入手可能であり、その両方を、
これにより、その全内容が記載されたように参照によって本明細書に組み込むものとする
。ＨＭは、たとえば、ＩＴＵ－ＴＨ．２６４／ＡＶＣによる、既存のデバイスに関連する
ビデオコーディングデバイスのいくつかの追加の機能を推定する。たとえば、Ｈ．２６４
が９つのイントラ予測符号化モードを提供するのに対して、ＨＭは３３ものイントラ予測
符号化モードを提供することができる。
【００３３】
　一般に、ＨＭのワーキングモデルは、ビデオフレームまたはピクチャが、ルマサンプル
とクロマサンプルの両方を含むツリーブロックまたは最大コーディングユニット（ＬＣＵ
）の順番列に分割され得ることについて説明する。ツリーブロックは、Ｈ．２６４規格の
マクロブロックと同様の目的を有する。スライスは、コーディング順番でいくつかの連続
するツリーブロックを含む。ビデオフレームまたはピクチャは、１つまたは複数のスライ
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スに区分することができる。各ツリーブロックは、四分木によるコーディングユニット（
ＣＵ）に分けることができる。たとえば、四分木の根ノードとしてのツリーブロックは、
４つの子ノードに分けることができ、各子ノードは、順に、親ノードであることが可能で
あり、別の４つの子ノードに分けられ得る。四分木の葉ノードとしての、最後の、分割さ
れない子ノードは、コーディングノード、たとえばコーディングされたビデオブロック、
を備えることができる。コーディングされたビットストリームに関連する構文データは、
ツリーブロックが分割され得る最大の回数を定義することができ、コーディングノードの
最小のサイズを定義することもできる。
【００３４】
　コーディングユニット（ＣＵ）は、コーディングノードと、そのコーディングノードに
関連する予測ユニット（ＰＵ）および変換ユニット（ＴＵ）を含む。ＣＵのサイズは、コ
ーディングノードのサイズに対応し、形は正方形でなければならない。ＣＵのサイズは、
８×８ピクセルから最大６４×６４ピクセル以上を有するツリーブロックのサイズにまで
わたり得る。各ＣＵは、１つまたは複数のＰＵと１つまたは複数のＴＵとを含み得る。Ｃ
Ｕに関連する構文データは、たとえば、１つまたは複数のＰＵへのＣＵの区分化を記載し
得る。区分モードは、ＣＵがスキップまたは直接モード符号化、イントラ予測モード符号
化、もしくはインター予測モード符号化されるかどうかで異なり得る。ＰＵは、形で非正
方形に区分され得る。ＣＵに関連する構文データはまた、たとえば、四分木による１つま
たは複数のＴＵへのＣＵの区分も記載することができる。変換ユニット（ＴＵ）は、正方
形または非正方形の形でもよい。
【００３５】
　ＨＥＶＣ標準は、異なるＣＵで異なり得るＴＵによる変換を可能にする。ＴＵは、通常
は、区分されるＬＣＵのために定義された所与のＣＵ内のＰＵのサイズに基づいてサイズ
を決めることができるが、いつもそうであるとは限らない。ＴＵは、通常は、ＰＵと同サ
イズまたはそれより小さい。いくつかの例で、ＣＵに対応する残りのサンプルは、「残り
の四分木」（ＲＱＴ：residual quad tree）として知られる四分木構造を使用し、より小
さいユニットにさらに分割され得る。ＱＲＴの葉ノードは、変換ユニット（ＴＵ）と呼ば
れ得る。ＴＵに関連するピクセル差値は、量子化され得る変換係数を作り出すために、変
換することができる。
【００３６】
　一般に、ＰＵは、予測処理に関連するデータを含む。たとえば、ＰＵがイントラモード
符号化されるとき、そのＰＵは、そのＰＵのイントラ予測モードを記載するデータを含み
得る。もう１つの例として、ＰＵがインターモード符号化されるとき、そのＰＵは、その
ＰＵの動きベクトルを定義するデータを含み得る。ＰＵの動きベクトルを定義するデータ
は、たとえば、その動きベクトルの水平成分、その動きベクトルの垂直成分、その動きベ
クトルの解像度（たとえば、４分の１のピクセル精度または８分の１のピクセル精度）、
その動きベクトルが指す参考ピクチャ、および／または、その動きベクトルの参考ピクチ
ャリスト（たとえば、リスト０、リスト１、またはリストＣ）を記載し得る。
【００３７】
　一般に、ＴＵは、変換および量子化処理のために使用される。１つまたは複数のＰＵを
有する所与のＣＵはまた、１つまたは複数の変換ユニット（ＴＵ）を含み得る。予測に続
いて、ビデオ符号器２０は、そのＰＵに対応する残りの値を計算することができる。その
残りの値は、変換係数に変換し、量子化し、エントロピコーディングのための直列化され
た変換係数を生み出すためにＴＵを使用してスキャンすることができる、ピクセル差値を
備える。本開示は、通常は、ＣＵのコーディングノードを指すために「ビデオブロック」
という用語を使用する。いくつかの特定の例で、本開示はまた、コーディングノードとＰ
ＵおよびＴＵとを含むツリーブロック、たとえば、ＬＣＵまたはＣＵ、を指すために「ビ
デオブロック」という用語を使用することがある。
【００３８】
　ビデオ順番列は、通常は、一連のビデオフレームまたはピクチャを含む。１群のピクチ
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ャ（ＧＯＰ）は、一般に、ビデオピクチャのうちの一連の１つまたは複数を備える。ＧＯ
Ｐは、そのＧＯＰのヘッダ、それらのピクチャのうちの１つまたは複数のヘッダ、または
、そのＧＯＰに含まれるいくつかのピクチャを記載する他の場所に、構文データを含むこ
とができる。ピクチャの各スライスは、それぞれのスライスの符号化モードを記載するス
ライス構文データを含み得る。ビデオ符号器２０は、通常は、ビデオデータを符号化する
ために、個別のビデオスライス内のビデオブロックで動作する。ビデオブロックは、ＣＵ
内のコーディングノードに対応し得る。そのビデオブロックは、固定のまたは変化するサ
イズを有することができ、指定されたコーディング規格によりサイズは異なり得る。
【００３９】
　一例として、ＨＭは、様々なＰＵサイズでの予測をサポートする。特定のＣＵのサイズ
が２Ｎ×２Ｎであると仮定すると、ＨＭは、２Ｎ×２ＮまたはＮ×ＮのＰＵサイズでのイ
ントラ予測と、２Ｎ×２Ｎ、２Ｎ×Ｎ、Ｎ×２Ｎ、またはＮ×Ｎの対称的ＰＵサイズでの
インター予測をサポートする。ＨＭはまた、２Ｎ×ｎＵ、２Ｎ×ｎＤ、ｎＬｘ２Ｎ、およ
びｎＲｘ２ＮのＰＵサイズでのインター予測のための非対称区分化をサポートする。非対
称区分化では、ＣＵの１つの方向は区分されないが、他の方向は２５％と７５％に区分さ
れる。２５％区分に対応するＵの部分は、「ｎ」とその後に続く「上」、「下」、「左」
、または「右」の指示で指示される。したがって、たとえば、「２Ｎ×ｎＵ」は、上に２
Ｎ×０．５Ｎ　ＰＵ、下に２Ｎ×１．５Ｎ　ＰＵで水平に区分された２Ｎ×２ＮのＣＵを
示す。
【００４０】
　本開示で、「Ｎ×Ｎ」および「ＮかけるＮ」は、縦寸法および横寸法に関するビデオブ
ロックのピクセル寸法、たとえば、１６×１６ピクセルまたは１６かける１６ピクセル、
を示すために同義的に使用することができる。一般に、１６×１６ブロックは、垂直方向
に１６ピクセル（ｙ＝１６）と水平方向に１６ピクセル（ｘ＝１６）とを有することにな
る。同様に、Ｎ×Ｎブロックは、一般に、垂直方向のＮピクセルと水平方向のＮピクセル
とを有し、Ｎは非負整数値を表す。ブロック内のピクセルは、行と列とで配列され得る。
さらに、ブロックは、垂直方向と同じ数のピクセルを水平方向で有する必要は必ずしもな
い。たとえば、ブロックは、Ｎ×Ｍピクセルを備えることができ、Ｍは必ずしもＮと等し
くはない。
【００４１】
　ＣＵのＰＵを使用するイントラ予測またはインター予測コーディングに続いて、ビデオ
符号器２０は、ＣＵのＴＵの残りのデータを計算することができる。そのＰＵは、空間領
域（ピクセル領域とも称される）内にピクセルデータを備えることができ、ＴＵは、変換
、たとえば、残りのビデオデータへの離散コサイン変換（ＤＣＴ）、整数変換、ウェーブ
レット変換、または概念的に同様の変換、の適用に続いて変換領域内に係数を備えること
ができる。その残りのデータは、符号化されないピクチャのピクセルとＰＵに対応する予
測値との間のピクセル差に対応し得る。ビデオ符号器２０は、ＣＵの残りのデータを含む
ＴＵを形成し、次いで、そのＴＵを変換してそのＣＵの変換係数を作り出すことができる
。
【００４２】
　変換係数を作り出すための任意の変換に続いて、ビデオ符号器２０は、その変換係数の
量子化を実行することができる。量子化は、一般に、変換係数が、圧縮をさらに提供し、
量子化されて、その係数を表すために使用されるデータの量を恐らくは減らす、プロセス
を示す。量子化プロセスは、一部またはすべての係数に関連するビット深度を減らし得る
。たとえば、ｎビット値は、量子化中にｍビット値まで切り捨てることができ、ｎはｍよ
りも大きい。
【００４３】
　いくつかの例で、ビデオ符号器２０は、所定のスキャン順序を使用して、量子化された
変換係数をスキャンして、エントロピ符号化され得る直列化されたベクトルを作り出すこ
とができる。他の例で、ビデオ符号器２０は、適応型スキャンを実行することができる。
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量子化された変換係数をスキャンして一次元ベクトルを形成した後に、ビデオ符号器２０
は、たとえば、コンテキスト適応型可変長コーディング（ＣＡＶＬＣ：context adaptive
 variable length coding）、コンテキスト適応型２進演算コーディング（ＣＡＢＡＣ：c
ontext adaptive binary arithmetic coding）、構文に基づくコンテキスト適応型２進演
算コーディング（ＳＢＡＣ：syntax-based context-adaptive binary arithmetic coding
）、確率区間区分化エントロピ（ＰＩＰＥ：Probability Interval Partitioning Entrop
y）コーディングまたは別のエントロピ符号化方法論に従って、一次元ベクトルをエント
ロピ符号化することができる。ビデオ符号器２０はまた、ビデオデータを復号する際にビ
デオ復号器３０によって使用するためにその符号化されたビデオデータに関連する構文要
素をエントロピ符号化することができる。
【００４４】
　ＣＡＢＡＣを実行するために、ビデオ符号器２０は、送信されることになるシンボルに
コンテキストモデル内のコンテキストを割り当てることができる。そのコンテキストは、
たとえば、シンボルの隣接する値がゼロではないかどうかに関連し得る。ＣＡＶＬＣを実
行するために、ビデオ符号器２０は、送信されることになるシンボルの可変長コードを選
択することができる。可変長コーディング（ＶＬＣ）でのコードワードは、比較的より短
いコードがより可能性の高いシンボルに対応し、一方、より長いコードがより可能性の低
いシンボルに対応するように、構築することができる。この方法で、ＶＬＣの使用は、た
とえば、送信されることになる各シンボルのための等しい長さのコードワードの使用を介
し、ビットの節約を達成することができる。確率判定は、そのシンボルに割り当てられる
コンテキストに基づき得る。
【００４５】
　いくつかの例で、ビデオ符号器２０および／またはビデオ復号器３０は、イントラ予測
コーディング中にいわゆる「最確」イントラ予測モードを識別することができる。すなわ
ち、たとえば、ビデオ符号器２０および／またはビデオ復号器３０は、現在コーディング
されているブロックに隣接する以前にコーディングされたブロック（「参考ブロック」と
呼ばれる）のイントラ予測モードを識別し、そのようなイントラ予測モードを現在コーデ
ィングされているブロック（「現在のブロック」と呼ばれる）のイントラ予測モードと比
較することができる。そのような参考ブロックのイントラモードは、現在のブロックへの
隣接するブロックの空間近接により、その現在のブロックと同じまたは同様である比較的
高い確率を有し得る。以下でさらに詳しく説明されるように、複数の参考ブロックのイン
トラ予測モードが、ＭＰＭを識別するときに考慮され得る。
【００４６】
　加えて、いくつかの例によれば、ビデオ符号器２０および／またはビデオ復号器３０は
、ＭＰＭを識別する指標を信号伝達することができる。すなわち、各イントラモードは、
コーディング規格に従って定義されるような、複数の起こり得るイントラモードのうちの
１つとしてそのイントラモードを識別する関連（オリジナル）イントラモード指標を有し
得る。たとえば、提案されているＨＥＶＣ標準は、最高３５までのイントラモードをサポ
ートすることができ、各イントラモードは、そのイントラモードを識別するために使用す
ることができる指標値を割り当てられる（たとえば、参照用テーブルへの指標値）。
【００４７】
　いくつかのビデオコーディング規格によれば、ビデオ符号器２０および／またはビデオ
復号器３０は、オリジナルイントラモード指標値に従ってＭＰＭをソートすることができ
る。ビデオ符号器２０および／またはビデオ復号器３０は、次いで、より小さいオリジナ
ルイントラモード指標（たとえば、より低いオリジナル指標値）を有するイントラモード
に「０」の新しい指標値を、次に大きいオリジナルイントラモード指標値（たとえば、よ
り高いオリジナルイントラモード指標値）を有するイントラモードに「１」の指標値をと
いうように割り当てることができる。この方法で、ビデオ符号器２０は、実際のイントラ
モード指標を送ることより少ないビットを使用してＭＰＭを信号伝達することができる（
そして、ビデオ復号器３０は、符号化されたビットストリームから検索することができる
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）。しかし、ＭＰＭを使用してイントラモードを指示することによって達成される利得に
もかかわらず、イントラモードソーティングは、コーディングプロセスに計算の複雑さを
増やし得る。
【００４８】
　本開示の態様によれば、ＭＰＭの指標値に基づいてＭＰＭをソートするのではなくて、
ビデオ符号器２０および／またはビデオ復号器３０は、ソーティングを必要としないＭＰ
Ｍのリストを生成することができる。すなわち、たとえば、ビデオ符号器２０および／ま
たはビデオ復号器３０は、ＭＰＭが現在のブロックのイントラモードと比較される順番で
ＭＰＭに指標値を割り当てることができる。他の例で、ビデオ符号器２０および／または
ビデオ復号器３０は、ＭＰＭがコーディングされる順番に従って指標値を割り当てること
ができる。この方法では、コーディングされるイントラモードがＭＰＭのうちの１つと等
しい場合、ＭＰＭは、それらのオリジナルイントラモード指標値に従ってソートされる必
要はなく、ビデオコーダの複雑さは軽減することができる。いくつかの例で、イントラモ
ードがＭＰＭのうちの１つと等しくない場合、イントラモードソーティングが、そのイン
トラモードをコーディングするために適用され得る。
【００４９】
　いくつかの例で、ビデオ符号器２０は、ビデオデータの現在のブロックを予測するため
のイントラモードを判定し、ビデオデータの現在のブロックを予測するためのＭＰＭを判
定し、比較の順番でそのＭＰＭの各々とそのイントラモードを比較し、その比較の順番に
基づいて各々のＭＰＭの指標を判定し、ビットストリーム内のデータの現在のブロックを
予測するためのイントラモードと一致するＭＰＭの指標を信号伝達する。
【００５０】
　追加で、一例で、ビデオ符号器２０は、比較の順番でそのＭＰＭの生成されたリストを
信号伝達することができる。ビデオ符号器２０はまた、各々のＭＰＭの指標が、昇順での
そのリスト内の各々のＭＰＭへの指標値の割当てを備えることを判定することができる。
別の例で、ビデオ符号器２０は、そのＭＰＭの指標が信号伝達されたことを指示するため
に、そのＭＰＭの指標の前にＭＰＭフラグを信号伝達することができる。
【００５１】
　ＭＰＭは、その現在のブロックの左に隣接するビデオブロックとその現在のブロックの
上に隣接するビデオブロックとに関連付けることができ、その比較の順番は、上に隣接す
るブロックの比較の前に、左に隣接するビデオブロックに関連するイントラモードの比較
を備え得る。ＭＰＭは、その現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、その現在
のブロックの上に隣接するビデオブロックとに関連付けることができ、その比較の順番は
、左に隣接するビデオブロックに関連するイントラモードの比較の前に上に隣接するブロ
ックに関連するイントラモードの比較を備え得る。
【００５２】
　別の例で、ビデオ復号器３０は、ビデオデータの現在のブロックのＭＰＭのリストを生
成することができる。そのＭＰＭのリストは、次いで、比較の順番で配列され得る。この
比較の順番は、ビデオデータの現在のブロックのイントラモードが、ビデオデータの現在
のブロックの符号化中に、ビデオデータの１つまたは複数の参考ブロックに関連する１つ
または複数のイントラモードと比較される順番を示すことができる。ビデオ復号器３０は
、ＭＰＭのリスト内で現在のブロックのイントラモードを識別するＭＰＭ指標を判定する
ことができる。ビデオ復号器３０は、次いで、そのＭＰＭ指標を使用して現在のブロック
のイントラモードを識別し、現在のブロックの識別されたイントラモードで現在のブロッ
クを復号することができる。
【００５３】
　一例で、３つ以上の参考ブロックは、現在のブロックより上に置かれ、その現在のブロ
ックに隣接する１つまたは複数のブロックを含む。その３つ以上の参考ブロックは、現在
のビデオブロックの左に置かれ、その現在のブロックに隣接する１つまたは複数のブロッ
クを含み得る。一例で、そのＭＰＭのリストは、ビデオデータの現在のブロックのイント
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ラモードが、ビデオデータの現在のブロックの符号化中に、ビデオデータの１つまたは複
数の参考ブロックに関連する１つまたは複数のイントラモードと比較される順番を示す、
比較の順番で配列され得る。
【００５４】
　別の例で、ＭＰＭは、その現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、その現在
のブロックの上に隣接するビデオブロックとに関連付けることができ、比較の順番は、上
に隣接するブロックに関連するイントラモードの比較の前に、左に隣接するブロックに関
連するイントラモードの比較を含み得る。さらなる例で、ＭＰＭは、その現在のブロック
の左に隣接するビデオブロックと、その現在のブロックの上に隣接するビデオブロックと
に関連付けることができ、その比較の順番は、左に隣接するビデオブロックに関連するイ
ントラモードの比較の前に、上に隣接するブロックに関連するイントラモードの比較を備
える。
【００５５】
　本開示のある種の態様は、ブロックＡまたはブロックＢのいずれかがイントラモードコ
ーディングのために使用可能ではない場合のデフォルトモードの割当てに関する。たとえ
ば、ビデオ符号器２０またはビデオ復号器３０などのビデオコーダは、ビデオデータの現
在のブロックを識別することができる。そのコーダは、そのブロックがビデオデータの現
在のブロックのＭＰＭを判定するための参考ブロックとして使用するために使用可能では
ないかどうかに関する判定を行うことができる。そのビデオコーダは、参考ブロックとし
て使用するために使用可能ではない任意のブロックにデフォルトイントラモードを割り当
てることができる。いくつかの例で、デフォルトイントラモードは、プレーナモード、Ｄ
Ｃモードなどでもよい。そのコーダは、ビデオデータの１つまたは複数のブロックのイン
トラモードに基づいてビデオデータの現在のブロックのイントラモードを判定することが
できる。追加で、そのコーダは、判定されたイントラモードを使用し、現在のブロックを
コーディングすることができる。
【００５６】
　図２は、本開示に記載の技法を実装することができる例示的ビデオ符号器２０を示すブ
ロック図である。ビデオ符号器２０は、ビデオスライス内のビデオブロックのイントラコ
ーディングとインターコーディングとを実行することができる。イントラコーディングは
、所与のビデオフレームまたはピクチャ内のビデオにおける空間冗長性を低減するまたは
取り除くために、空間予測に依存する。インターコーディングは、ビデオ順番列の隣接フ
レームまたはピクチャ内のビデオにおける時間冗長性を低減するまたは取り除くために、
時間予測に依存する。イントラモード（Ｉモード）は、いくつかの空間に基づく圧縮モー
ドのいずれかを示し得る。単方向予測（Ｐモード）または双予測（Ｂモード）などのイン
ターモードは、いくつかの時間に基づく圧縮モードのいずれかを示し得る。
【００５７】
　図２の例で、ビデオ符号器２０は、区分化ユニット３５と、予測ユニット４１と、参考
ピクチャメモリ６４と、アナログ加算器５０と、変換処理ユニット５２と、量子化ユニッ
ト５４と、エントロピ符号化ユニット５６とを含む。予測ユニット４１は、動き推定ユニ
ット４２と、動き補正ユニット４４と、イントラ予測ユニット４６とを含む。ビデオブロ
ック再構成のために、ビデオ符号器２０はまた、逆量子化ユニット５８と、逆変換ユニッ
ト６０と、アナログ加算器６２とを含む。非ブロック化フィルタ（図２に示さず）はまた
、再構築されたビデオからブロックノイズアーティファクトを取り除くために、フィルタ
ブロック境界に含まれ得る。必要に応じて、非ブロック化フィルタは、通常は、アナログ
加算器６２の出力にフィルタをかけることになる。追加のループフィルタ（ループ内また
はループ後の）もまた、非ブロック化フィルタに加えて使用することができる。
【００５８】
　図２に示すように、ビデオ符号器２０は、ビデオデータを受信し、区分化ユニット３５
は、そのデータをビデオブロックに区分する。この区分化はまた、たとえば、ＬＣＵおよ
びＣＵの四分木構造による、スライス、タイル、または他のより大きなユニットへの区分
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化、ならびにビデオブロック区分化を含み得る。ビデオ符号器２０は、概して、符号化さ
れることになるビデオスライス内のビデオブロックを符号化する構成要素を示す。一般に
、スライスは、複数のビデオブロックに（そして、場合により、タイルと呼ばれるビデオ
ブロックのセットに）分割され得る。
【００５９】
　予測ユニット４１は、エラー結果（たとえば、コーディング速度および歪みのレベル）
に基づいて現在のビデオブロックのために、複数のイントラコーディングモードのうちの
１つまたは複数のインターコーディングモードのうちの１つなど、複数の起こり得るコー
ディングモードのうちの１つを選択することができる。予測ユニット４１は、結果として
もたらされたイントラまたはインターコーディングされたブロックをアナログ加算器５０
に提供して残りのブロックデータを生成し、アナログ加算器６２に参考ピクチャとして使
用するための符号化されたブロックを再構築することができる。
【００６０】
　予測ユニット４１内の動き推定ユニット４２および動き補正ユニット４４は、１つまた
は複数の参考ピクチャ内の１つまたは複数の予測ブロックに関連する現在のビデオブロッ
クのインター予測コーディングを実行して時間的圧縮を提供する。動き推定ユニット４２
は、ビデオ順番列の所定のパターンによりビデオスライスのインター予測モードを判定す
るように構成され得る。その所定のパターンは、Ｐスライス、ＢスライスまたはＧＰＢス
ライスとして順番列内のビデオスライスを指定することができる。動き推定ユニット４２
および動き補正ユニット４４は、高度に統合され得るが、概念的目的で別個に示される。
動き推定ユニット４２によって実行される動き推定は、ビデオブロックの動きを推定する
動きベクトルを生成するプロセスである。動きベクトルは、たとえば、参考ピクチャ内の
予測ブロックに比べた現在のビデオフレームまたはピクチャ内のビデオブロックのＰＵの
変位を指示することができる。
【００６１】
　予測ブロックは、絶対差（ＳＡＤ）の和、自乗差（ＳＳＤ）の和、または他の差メトリ
クスによって判定することができる、ピクセル差に関してコーディングされることになる
ビデオブロックのＰＵに厳密と一致することが発見されたブロックである。いくつかの例
で、ビデオ符号器２０は、参考ピクチャメモリ６４内に記憶された参考ピクチャのサブ整
数ピクセル位置の値を計算することができる。たとえば、ビデオ符号器２０は、参考ピク
チャの４分の１ピクセル位置、８分の１ピクセル位置、または他の分数のピクセル位置の
値を補間することができる。したがって、動き推定ユニット４２は、全ピクセル位置およ
び分数のピクセル位置に関連する動き探索を実行し、分数のピクセル精度で動きベクトル
を出力することができる。
【００６２】
　動き推定ユニット４２は、参考ピクチャの予測ブロックの位置とＰＵの位置を比較する
ことによって、インターコーディングされたスライス内のビデオブロックのＰＵの動きベ
クトルを計算する。その参考ピクチャは、第１の参考ピクチャリスト（リスト０）または
第２の参考ピクチャリスト（リスト１）から選択することができ、それらの各々は参考ピ
クチャメモリ６４内で記憶された１つまたは複数の参考ピクチャを識別する。動き推定ユ
ニット４２は、計算された動きベクトルをエントロピ符号化ユニット５６および動き補正
ユニット４４に送る。
【００６３】
　動き補正ユニット４４によって実行される動き補正は、サブピクセル精度への補間を場
合により実行し、動き推定によって判定された動きベクトルに基づいて予測ブロックをフ
ェッチまたは生成することを含み得る。現在のビデオブロックのＰＵの動きベクトルを受
信したとき、動き補正ユニット４４は、その動きベクトルが参考ピクチャリストのうちの
１つの中で指す予測ブロックを見つけることができる。ビデオ符号器２０は、ピクセル差
値を形成し、コーディングされる現在のビデオブロックのピクセル値から予測ブロックの
ピクセル値を減算することによって、残りのビデオブロックを形成する。そのピクセル差



(23) JP 5902307 B2 2016.4.13

10

20

30

40

50

値は、そのブロックの残りのデータを形成し、ルマ差構成要素とクロマ差構成要素の両方
に含まれ得る。アナログ加算器５０は、この減算操作を実行する１つまたは複数の構成要
素を表す。動き補正ユニット４４はまた、ビデオスライスのビデオブロックを復号する際
にビデオ復号器３０によって使用するためのそのビデオブロックおよびそのビデオスライ
スに関連する構文要素を生成することができる。
【００６４】
　予測ユニット４１内のイントラ予測ユニット４６は、コーディングされることになる現
在のブロックとしての同ピクチャまたはスライス内の１つまたは複数の隣接するブロック
に関連する現在のビデオブロックのイントラ予測コーディングを実行して、空間圧縮を提
供することができる。その結果、イントラ予測ユニット４６は、前述のように、動き推定
ユニット４２および動き補正ユニット４４によって実行されるインター予測の代替として
、現在のブロックをイントラ予測することができる。具体的には、イントラ予測ユニット
４６は、現在のブロックを符号化するために使用するためのイントラ予測モードを判定す
ることができる。いくつかの例で、イントラ予測ユニット４６は、たとえば別個の符号化
が経過する間に、様々なイントラ予測モードを使用し、現在のブロックを符号化すること
ができ、そして、イントラ予測ユニット４６（または、いくつかの例で、モード選択ユニ
ット４０）は、テストされたモードから使用するために適切なイントラ予測モードを選択
することができる。
【００６５】
　たとえば、イントラ予測ユニット４６は、様々なテストされたイントラ予測モードの速
度歪み分析を使用し、速度歪み値を計算し、テストされたモードの間で最良の速度歪み特
性を有するイントラ予測モードを選択することができる。速度歪み分析は、一般に、符号
化されたブロックとオリジナルの間の歪み（またはエラー）の量、符号化ブロックを作り
出すために符号化された符号化されていないブロック、ならびに、その符号化ブロックを
作り出すために使用されるビット速度（すなわち、ビットの数）を判定する。イントラ予
測ユニット４６は、様々な符号化されたブロックの歪みおよび速度から比率を計算して、
どのイントラ予測モードがそのブロックの最良の速度歪み値を提示するかを判定すること
ができる。提案されているＨＥＶＣ標準によれば、最高３５までのイントラ予測モードが
存在することが可能であり、各イントラ予測モードは、指標と関連付けられ得る。
【００６６】
　本開示の態様は、概して、イントラコーディングに関する。したがって、本開示のある
種の技法は、イントラ予測ユニット４６によって実行され得る。すなわち、たとえば、イ
ントラ予測ユニット４６は、以下の図４～１０に関して記載される本開示の技法を実行す
ることができる。他の例で、ビデオ符号器２０の１つまたは複数の他のユニットは、追加
でまたは別法として、本開示の技法を実行する責任を負い得る。
【００６７】
　たとえば、イントラ予測ユニット４６は、現在符号化されているブロックのイントラモ
ードを判定することができる（たとえば、前述のように、速度歪み分析により）。イント
ラ予測ユニット４６はまた、現在イントラコーディングされているブロックに隣接する１
つまたは複数の前にコーディングされたブロック（ＭＰＭと呼ばれる）のイントラ予測モ
ードを判定することができる。イントラ予測ユニット４６は、たとえば、以下にさらに詳
しく説明するように、現在のブロックのイントラモードとＭＰＭを比較することによって
、隣接するブロックの判定されたイントラモードに基づいて現在のブロックの判定された
イントラモードを指示することができる。
【００６８】
　本開示の態様によれば、イントラ予測ユニット４６は、ＭＰＭが現在のブロックのイン
トラモードと比較される順番でＭＰＭのリストを生成することができる。イントラ予測ユ
ニット４６は、次いで、ＭＰＭが現在のブロックのイントラモードと比較される順番でＭ
ＰＭに指標値を割り当てることができる。この方法で、イントラ予測ユニット４６は、Ｍ
ＰＭをソートすることなしに、それらのオリジナルイントラモード指標値（たとえば、ビ
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デオコーディング規格による）に従って、特定のＭＰＭを指示することができる。
【００６９】
　予測ユニット４１が、インター予測またはイントラ予測のいずれかを介して、現在のビ
デオブロックの予測ブロックを生成した後に、ビデオ符号器２０は、現在のビデオブロッ
クからその予測ブロックを減算することによって、残りのビデオブロックを形成する。そ
の残りのブロック内の残りのビデオデータは、１つまたは複数のＴＵに含まれてもよく、
変換処理ユニット５２に適用され得る。変換処理ユニット５２は、離散コサイン変換（Ｄ
ＣＴ）または概念的に同様の変換などの変換を使用し、残りのビデオデータを残りの変換
係数に変換する。変換処理ユニット５２は、その残りのビデオデータをピクセル領域から
周波数領域などの変換領域に変換することができる。
【００７０】
　変換処理ユニット５２は、結果としてもたらされた変換係数を量子化ユニット５４に送
ることができる。量子化ユニット５４は、その変換係数を量子化して、ビット速度をさら
に低減する。その量子化プロセスは、その係数のうちのいくつかまたはすべてに関連する
ビット深度を低減することができる。量子化の程度は、量子化パラメータを調節すること
によって、修正することができる。いくつかの例で、量子化ユニット５４は、次いで、量
子化された変換係数を含む行列のスキャンを実行することができる。別法として、エント
ロピ符号化ユニット５６が、そのスキャンを実行することが可能である。
【００７１】
　量子化に続いて、エントロピ符号化ユニット５６は、量子化された変換係数をエントロ
ピ符号化する。たとえば、エントロピ符号化ユニット５６は、コンテキスト適応型可変長
コーディング（ＣＡＶＬＣ）、コンテキスト適応型２進演算コーディング（ＣＡＢＡＣ）
、構文に基づくコンテキスト適応型２進演算コーディング（ＳＢＡＣ）、確率区間区分化
エントロピ（ＰＩＰＥ）コーディングまたは別のエントロピ符号化方法論もしくは技法を
実行することができる。エントロピ符号化ユニット５６はまた、コーディングされる現在
のビデオスライスの動きベクトルと他の構文要素とをエントロピ符号化することができる
。エントロピ符号化ユニット５６によるエントロピ符号化に続いて、符号化されたビット
ストリームは、ビデオ復号器３０に送信され、ビデオ復号器３０による後の送信または検
索のためにアーカイブされ得る。
【００７２】
　エントロピコーディングユニット５６は、本開示の技法に従って、選択されたイントラ
予測モードを指示する情報を符号化することができる。ビデオ符号器２０は、複数のイン
トラ予測モード指標テーブルと複数の修正されたイントラ予測モード指標テーブル（やは
りコードワードマッピングテーブルと呼ばれる）と、様々なブロックのコンテキストの符
号化の定義と、ＭＰＭ、イントラ予測モード指標テーブル、および各々のコンテキストの
ために使用するための修正されたイントラ予測モード指標テーブルの指示とを含み得る、
送信されるビットストリーム構成データに含まれ得る。
【００７３】
　逆量子化ユニット５８および逆変換ユニット６０は、それぞれに、逆量子化と逆変換と
を適用して、参考ピクチャの参考ブロックとして後で使用するためのピクセル領域内の残
りのブロックを再構築する。動き補正ユニット４４は、参考ピクチャリストのうちの１つ
の中の参考ピクチャのうちの１つの予測ブロックに残りのブロックを追加することによっ
て、参考ブロックを計算することができる。動き補正ユニット４４はまた、その再構築さ
れた残りのブロックに１つまたは複数の補間フィルタを適用して、動き推定で使用するた
めのサブ整数ピクセル値を計算することができる。アナログ加算器６２は、その再構築さ
れた残りのブロックを動き補正ユニット４４によって作り出された動き補正された予測ブ
ロックに追加して、参考ピクチャメモリ６４で記憶するために参考ブロックを作り出す。
その参考ブロックは、その後のビデオフレームまたはピクチャ内のブロックをインター予
測するために、参考ブロックとして動き推定ユニット４２および動き補正ユニット４４に
よって使用され得る。
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【００７４】
　図３は、本開示に記載の技法を実装することができる例示的ビデオ復号器３０を示すブ
ロック図である。図３の例で、ビデオ復号器３０は、エントロピ復号ユニット８０と、予
測ユニット８１と、逆量子化ユニット８６と、逆変換ユニット８８と、アナログ加算器９
０と、参考ピクチャメモリ９２とを含む。予測ユニット８１は、動き補正ユニット８２と
、イントラ予測ユニット８４とを含む。ビデオ復号器３０は、いくつかの例で、図２から
のビデオ符号器２０に関して記載された符号化パスと概して互恵的な復号パスを実行する
ことができる。
【００７５】
　復号プロセス中に、ビデオ復号器３０は、符号化されたビデオスライスのビデオブロッ
クと関連構文要素とを表す符号化されたビデオビットストリームをビデオ符号器２０から
受信する。ビデオ復号器３０のエントロピ復号ユニット８０は、そのビットストリームを
エントロピ復号して、量子化された係数と、動きベクトルと、他の構文要素とを生成する
。エントロピ復号ユニット８０は、動きベクトルと、他の構文要素とを予測ユニット８１
に転送する。ビデオ復号器３０は、ビデオスライスレベルおよび／またはビデオブロック
レベルでその構文要素を受信することができる。
【００７６】
　ビデオスライスがイントラコーディングされた（Ｉ）スライスとしてコーディングされ
るとき、予測ユニット８１のイントラ予測ユニット８４は、信号伝達されるイントラ予測
モードと、現在のフレームまたはピクチャの以前に復号されたブロックからのデータとに
基づいて、現在のビデオスライスのビデオブロックの予測データを生成することができる
。
【００７７】
　前述のように、本開示の態様は、概して、イントラコーディングに関する。したがって
、本開示のある種の技法は、イントラ予測ユニット８４によって実行することができる。
すなわち、たとえば、イントラ予測ユニット８４は、以下に図４～７に関して記載された
本開示の技法を実行することができる。他の例で、ビデオ復号器３０の１つまたは複数の
他のユニットは、追加でまたは別法として、本開示の技法を実行する責任を負い得る。
【００７８】
　たとえば、イントラ予測ユニット８４は、エントロピ復号ユニット８０からビデオデー
タの現在のブロックを復号するためのＭＰＭのリストへの指標を取得することができる。
イントラ予測ユニット８４は、ビデオ符号器２０と同じ方式、たとえばＭＰＭが現在のブ
ロックのイントラモードと比較される順番、でリスト内にＭＰＭを含めることによって、
その指標が属するリストを生成することができる。イントラ予測ユニット８４は、次いで
、取得された指標に基づいてビデオデータの現在のブロックを復元するための適切なイン
トラモードを判定することができる。この方法で、イントラ予測ユニット８４は、ＭＰＭ
のオリジナルイントラモード指標値に従って（たとえば、ビデオコーディング規格に従っ
て）ＭＰＭをソートすることなしに現在のブロックを復号するための適切なＭＰＭを判定
することができる。
【００７９】
　ビデオピクチャが、インターコーディングされた（たとえば、Ｂ、ＰまたはＧＰＢ）ス
ライスとしてコーディングされるとき、予測ユニット８１の動き補正ユニット８２は、エ
ントロピ復号ユニット８０から受信された動きベクトルおよび他の構文要素に基づいて現
在のビデオスライスのビデオブロックの予測ブロックを作り出す。その予測ブロックは、
参考ピクチャリストのうちの１つの中の参考ピクチャのうちの１つから作り出すことがで
きる。ビデオ復号器３０は、参考ピクチャメモリ９２内に記憶された参考ピクチャに基づ
いてデフォルト構造技法を使用し、参考ピクチャリスト、リスト０、およびリスト１、を
構築することができる。
【００８０】
　動き補正ユニット８２は、動きベクトルと他の構文要素とを構文解析することによって
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、現在のビデオスライスのビデオブロックの予測情報を判定し、その予測情報を使用して
、復号される現在のビデオブロックの予測ブロックを作り出す。たとえば、動き補正ユニ
ット８２は、受信された構文要素うちののいくつかを使用して、そのビデオスライスのビ
デオブロックをコーディングするために使用される予測モード（たとえば、イントラまた
はインター予測）と、インター予測スライスタイプ（たとえば、Ｂスライス、Ｐスライス
、またはＧＰＢスライス）と、そのスライスの参考ピクチャリストのうちの１つまたは複
数の構造情報と、そのスライスのインター符号化された各ビデオブロックの動きベクトル
と、そのスライスのインターコーディングされた各ビデオブロックのインター予測状況と
、現在のビデオスライス内のビデオブロックを復号するための他の情報とを判定する。
【００８１】
　動き補正ユニット８２はまた、補間フィルタに基づいて補間を実行することができる。
動き補正ユニット８２は、参考ブロックのサブ整数ピクセルの補間された値を計算するた
めにそのビデオブロックの符号化中にビデオ符号器２０によって使用されるものとして、
補間フィルタを使用することができる。この場合、動き補正ユニット８２は、受信された
構文要素からビデオ符号器２０によって使用される補間フィルタを判定し、その補間フィ
ルタを使用して予測ブロックを作り出すことができる。
【００８２】
　逆量子化ユニット８６は、逆量子化する、たとえば、ビットストリームで提供され、エ
ントロピ復号ユニット８０によって復号された量子化された変換係数を逆量子化する。逆
量子化プロセスは、量子化の程度と、同様に、適用されるべき逆量子化の程度とを判定す
るために、そのビデオスライス内の各ビデオブロックのビデオ符号器２０によって計算さ
れる量子化パラメータの使用を含むことができる。逆変換ユニット８８は、ピクセル領域
内の残りのブロックを作り出すために、変換係数に逆変換、たとえば、逆ＤＣＴ、逆整数
変換、または概念的に同様の逆変換プロセス、を適用する。
【００８３】
　動き補正ユニット８２が動きベクトルおよび他の構文要素に基づいて現在のビデオブロ
ックの予測ブロックを生成した後、ビデオ復号器３０は、動き補正ユニット８２によって
生成された対応する予測ブロックと逆変換ユニット８８からの残りのブロックを合計する
ことによって、復号されたビデオブロックを形成する。アナログ加算器９０は、この加算
演算を実行する１つまたは複数の構成要素を表す。必要に応じて、非ブロック化フィルタ
はまた、ブロックノイズアーティファクトを取り除くために、復号されたブロックにフィ
ルタをかけるために適用され得る。他のループフィルタ（コーディングループ内のまたは
コーディングループ後のいずれか）もまた、ピクセル遷移を滑らかにするために、または
他の方法でビデオ品質を改善するために、使用され得る。所与のフレームまたはピクチャ
内の復号されたビデオブロックは、次いで、その後の動き補正のために使用される参考ピ
クチャを記憶する参考ピクチャメモリ９２で記憶される。参考ピクチャメモリ９２はまた
、図１の表示デバイス３２などの表示デバイスで後で提示するために復号されたビデオを
記憶する。
【００８４】
　前述のように、本開示の技法は、概して、イントラコーディングに関する。本開示の技
法は、たとえば、図１～３に関して図示および記載されるようなビデオ符号器２０および
ビデオ復号器３０を含む、本開示に記載のどのビデオコーダによっても実行され得ること
を理解されたい。すなわち、一例で、図２に関して記載されるイントラ予測ユニット４６
は、ビデオデータのブロックの符号化中にイントラ予測を実行するときに、以下に記載の
ある種の技法を実行することができる。別の例で、図３に関して記載されたイントラ予測
ユニット８４は、ビデオデータのブロックの復号中にイントラ予測を実行するときに、以
下に記載されるある種の技法を実行することができる。したがって、一般的な「ビデオコ
ーダ」の参照は、ビデオ符号器２０、ビデオ復号器３０、または、別のビデオ符号化もし
くは復号ユニットを含み得る。
【００８５】
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　いくつかの例で、ビデオコーダは、イントラ予測コーディング中にいわゆる「最確」イ
ントラ予測モードを識別することができる。すなわち、たとえば、ビデオ符号器（たとえ
ば、ビデオ符号器２０などの）は、前に符号化されたブロック（たとえば、参考ブロック
）のイントラ予測モードを識別し、そのようなイントラ予測モードを現在のブロックのイ
ントラ予測モードと比較することができる。そのような参考ブロックのイントラモードは
、現在のブロックへのそのブロックの空間近接により現在のブロックと同じまたは同様で
ある比較的高い確率を有し得る。以下にさらに詳しく説明するように、複数の参考ブロッ
クのイントラ予測モードが、ＭＰＭを識別するときに考慮され得る。
【００８６】
　現在のブロックのイントラ予測モードがＭＰＭと同じである場合、ビデオ符号器２０は
、１ビットＭＰＭフラグを使用し、そのイントラ予測モードを信号伝達することができる
。すなわち、ビデオ符号器２０は、現在のブロックのイントラ予測モードを明示的に識別
する必要なしに、現在のブロックのイントラ予測モードがそのＭＰＭと同じであることを
信号伝達することができる。ビデオ復号器３０は、現在のブロックのイントラモードがそ
のＭＰＭと同じであることを指示するフラグを受信し、ビデオ符号器２０によって使用さ
れるプロセスを繰り返してそのＭＰＭを判定することができる。すなわち、ビデオ復号器
３０は、符号化中にビデオ符号器２０によって考慮される同ブロックを使用し、そのＭＰ
Ｍを識別することができる。
【００８７】
　図４は、現在のブロック、たとえばコーディングユニット、（「現在のＣＵ」）と、イ
ントラコーディング中に考慮され得る２つの参考ブロック（たとえば、「Ａ」および「Ｂ
」）との例である。たとえば、ビデオ符号器（たとえば、ビデオ符号器２０などの）は、
現在のブロックのＭＰＭとして参考ブロックＡ（現在のブロックの左に置かれた）および
参考ブロックＢ（現在のブロックの上に置かれた）に関連するイントラモードを考慮する
ことができる。いくつかの例で、ＭＰＭ候補（たとえば、ブロックＡまたはブロックＢ）
のいずれかがイントラモードを使用しない、または他の方法で使用できない（たとえば、
そのブロックがまだコーディングされていない）場合、ビデオ符号器２０は、ＤＣモード
など、ブロックにデフォルトイントラモードを割り当てることができる。また、いくつか
の例で、ＭＰＭの数は２つより多くてもよい。たとえば、ビデオ符号器２０は、３つ以上
の参考ブロックのイントラモードに基づいて追加のＭＰＭを生成することができる。
【００８８】
　現在のブロックの実際のイントラモード（たとえば、イントラ予測ユニット４６によっ
て、たとえば、計算されるものとしての）が、参考ブロックＡまたは参考ブロックＢのい
ずれかと同じである場合、ビデオ符号器２０は、ＭＰＭが現在のブロックを符号化するた
めに使用されることを指示する１ビットフラグを信号伝達することができる（たとえば、
ＭＰＭフラグが１と等しく設定される）。
【００８９】
　加えて、いくつかの例によれば、ビデオ符号器２０は、そのＭＰＭを識別する指標を信
号伝達することができる。すなわち、各イントラモードは、コーディング規格に従って定
義されるものとして、複数の起こり得るイントラモードのうちの１つとしてそのイントラ
モードを識別する関連（オリジナル）イントラモード指標を有し得る。たとえば、提案さ
れているＨＥＶＣ標準は、最高３５までのイントラモードをサポートすることができ、各
イントラモードは、以下のテーブル１に示すようなオリジナルの、標準指定された指標値
を割り当てられる：
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【表１】

【００９０】
テーブル１の例で、プレーナイントラモードは０のオリジナル指標値を有し、ＤＣイント
ラモードは１のオリジナル指標値を有し、そして、様々な角度イントラモードが２と３４
の間のオリジナル指標値を有する。
【００９１】
　従来は、ＭＰＭに基づいて現在のブロックをイントラコーディングするとき、ビデオ符
号器２０は、オリジナルイントラモード指標値に従って、ＭＰＭをソートする。２つのＭ
ＰＭを有する一例で、ビデオ符号器２０は、次いで、より小さいオリジナルイントラモー
ド指標（たとえば、より低いオリジナル指標値）を有するイントラモードに「０」の新し
い指標値を割り当てることができる。加えて、ビデオ符号器２０は、より大きなオリジナ
ルイントラモード指標値（たとえば、より高いオリジナルイントラモード指標値）を有す
るイントラモードに「１」の新しい指標値を割り当てる。この方法で、ビデオ符号器２０
は、実際のイントラモード指標を送るよりもより少ないビットを使用してＭＰＭを信号伝
達することができる。いくつかの例で、参考ブロックＡのイントラモードが参考ブロック
Ｂのイントラモードと同じである場合、ビデオ符号器２０は追加の指標値を送らない。い
くつかの例で、ＭＰＭの数が２より大きい場合、同様の指標割当てが行われ得る。
【００９２】
　現在のブロックのイントラモードがＭＰＭと等しくない場合、ビデオ符号器２０は、た
とえば、固定長コーディングテーブル、または他の方法を使用し、現在のブロックをイン
トラコーディングすることができる。
【００９３】
　ビデオ復号器３０などのビデオ復号器は、ＭＰＭフラグと、ＭＰＭ指標とを受信するこ
とができる。ビデオ復号器３０は、次いで、ＭＰＭ指標がどのイントラモードを示すかを
判定するために、ビデオ符号器２０に関して記載されたのと同様のプロセスを実行するこ
とができる。すなわち、ビデオ復号器３０は、オリジナル指標の昇順でイントラモードを
ソートすることができる。ビデオ復号器３０は、より小さいオリジナルイントラモード指
標に「０」の指標値を、より大きなオリジナルイントラモード指標に「１」の指標値を割
り当てることができる。ビデオ復号器３０は、次いで、信号伝達されたＭＰＭ指標を使用
し、ソートされたイントラモードのうちの１つを選択することができる。ビデオ復号器３
０は、次いで、ビデオデータのイントラコーディングされたブロックを復号することがで
きる。
【００９４】
　いくつかのビデオコーディング技法によれば、ビデオコーダ（たとえば、ビデオ符号器
またはビデオ復号器）は、現在コーディングされているブロックのＭＰＭを判定および信
号伝達する前に、ＭＰＭをソートすることができる。これは、ビデオコーダの複雑さを増
やし得る。以下にさらに詳しく説明するように、本開示のある種の態様は、ＭＰＭのソー
ティングを取り除いてビデオコーダの複雑さを軽減することに関する。たとえば、ビデオ
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符号器２０、ビデオ復号器３０、またはその両方は、ソーティングを必要としないＭＰＭ
のリストを生成することができる。ビデオ符号器２０および／またはビデオ復号器３０は
、ＭＰＭが現在のブロックのイントラモードと比較された順番でそのＭＰＭに指標値を割
り当てることができる。他の例で、ビデオ符号器２０および／またはビデオ復号器３０は
、ＭＰＭがコーディングされた順番に従って、指標値を割り当てることができる。この方
法で、ＭＰＭは、それらのオリジナルイントラモード指標値に従ってソートされる必要は
なく、ビデオコーダの複雑さは軽減され得る。
【００９５】
　加えて、本開示のある種の態様はまた、ブロックＡまたはブロックＢのいずれかがイン
トラモードコーディングのために使用可能ではない場合にデフォルトモードを割り当てる
ことに関する。たとえば、ビデオ符号器２０は、デフォルトモードとしてプレーナモード
またはＤＣモードなどの事前に選択されたモードを割り当てることができる。
【００９６】
　図５は、図４に関して前述したような、イントラモードコーディングの概念図である。
たとえば、図５の例に示すように、現在のブロックのイントラモードがＭＰＭのうちの１
つと一致する（たとえば「はい」ブランチ）場合、ビデオ符号器２０は、ＭＰＭフラグを
「１」と等しく設定することができる。加えて、ビデオ符号器２０は、ＭＰＭのオリジナ
ル指標値に従ってＭＰＭをソートすることができる（「ＭＰＭモードをソート」）。すな
わち、ビデオ符号器２０は、より小さいオリジナルイントラモード指標を有するＭＰＭに
ゼロ（「０」「より小さいＭＰＭ」）の値を割当て、より大きなオリジナルイントラモー
ド指標を有するＭＰＭに１（「１」「他のＭＰＭ」）を割り当てる。ビデオ符号器２０は
、次いで、そのＭＰＭに基づいて現在のブロックのイントラモードを信号伝達することが
できる。すなわち、ビデオ符号器２０は、ＭＰＭが使用されることを指示するために「１
」フラグを、適切なＭＰＭを識別するために「０」フラグまたは「１」フラグのいずれか
を送ることができる。
【００９７】
　現在のブロックのイントラモードがＭＰＭうちの１つと一致しない場合（たとえば、「
いいえ」ブランチ）、ビデオ符号器２０は、ＭＰＭフラグをゼロ（「０」）に設定するこ
とができる。加えて、ビデオ符号器２０は、たとえば、固定長テーブルまたは他の方法（
「残りのイントラモードコーディング」）を使用し、イントラモードをコーディングする
ことができる。
【００９８】
　図６は、本開示の態様によるイントラモードコーディングの概念図である。たとえば、
図６の例に示すように、現在のブロックのイントラモードがＭＰＭのうちの１つと一致す
る場合（たとえば、「はい」ブランチ）、ビデオ符号器２０は、ＭＰＭフラグを「１」と
等しく設定することができる。本開示の態様によれば、ＭＰＭの指標値に基づいてＭＰＭ
をソートするのではなくて、ビデオ符号器２０は、ソーティングを必要としないＭＰＭの
リストを生成することができる（「ＭＰＭのリストを生成」）。すなわち、たとえば、本
開示のある種の技法は、ＭＰＭが現在のブロックのイントラモードと比較される順番でそ
のＭＰＭに指標値を割り当てることに関する。この方法では、ＭＰＭは、それらのオリジ
ナルイントラモード指標値に従って記憶される必要はない。現在のブロックのイントラモ
ードがそれらのＭＰＭのうちの１つではない場合、ビデオ符号器２０は、ＭＰＭフラグを
ゼロ（「０」）と等しく設定することができ、追加のＭＰＭソーティングが、残りのイン
トラモードコーディングを実行する前に、適用され得る。すなわち、たとえば、ビデオ符
号器２０は、現在のブロックのリストでイントラモードの１つを識別する前に残りのイン
トラモード（それらのＭＰＭを含まない）のリストをソートすることができる。
【００９９】
　説明を目的とする一例で、ビデオ符号器２０は、１つまたは複数の隣接するブロック（
たとえば、現在のブロックに空間的に隣接するブロック）のイントラモードなどの１つま
たは複数の参考ブロックに関連するイントラモードとビデオデータの現在のブロックに関
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連するイントラモードを比較して、それらのＭＰＭのうちの１つが現在のブロックの実際
のイントラモードと一致することを判定することができる。図４および図５に関して前述
したように、ビデオ符号器２０は、２つの隣接するブロックと現在のブロックのイントラ
モードを比較することができるが、より多数のまたは少数の参考ブロックのイントラモー
ドが考慮可能であり（たとえば、１つ、３つ、５つなど）、追加で、ＭＰＭが、隣接する
イントラモードに基づいて生成され得る。
【０１００】
　本開示の態様によれば、ビデオ符号器２０は、ＭＰＭが現在のイントラモードと比較さ
れる順番でそのＭＰＭに指標値を割り当てることができる。２つのＭＰＭを有する一例で
、ビデオ符号器２０は、先ず、現在のブロックのイントラモードをその左に隣接するブロ
ックのイントラモードと比較し、次いで、上に隣接するブロックのイントラモードと現在
のブロックのイントラモードを比較することができる（たとえば、図４に示す配列を参照
）。その結果、ビデオ符号器２０は、その左に隣接するブロックのイントラモードにゼロ
の指標値（「０」「第１の比較」）を、上に隣接するブロックのイントラモードに１の指
標値（「１」「第２の比較」）を割り当てることができる。図６に示す例はＭＰＭを２つ
のみ含むが、追加の指標値が、他のＭＰＭが考慮される場合には、そのようなＭＰＭに割
り当てられ得る。
【０１０１】
　現在のブロックのイントラモードがそれらのＭＰＭのうちの１つと一致しない場合（た
とえば、「いいえ」ブランチ）、ビデオ符号器２０は、ＭＰＭフラグをゼロ（「０」）に
設定することができる。加えて、ビデオ符号器２０は、たとえば、固定長テーブルまたは
他の方法（「残りのイントラモードコーディング」）を使用し、そのイントラモードをコ
ーディングすることができる。追加で、いくつかの例で、そして、前述のように、ビデオ
符号器２０は、ＭＰＭソーティングプロセスに従って残りのイントラモードをソートする
ことができる。
【０１０２】
　説明を目的として、３５イントラモードがビデオデータのブロックをイントラコーディ
ングするために使用可能であると仮定する。３５イントラモードが、使用可能なイントラ
モードを識別するテーブルに含まれ得るモード番号によって識別され得るとさらに仮定す
る。現在のモードがＭＰＭではなく、たとえば、１５、２、および３１であるＭＰＭを有
し、１６である現在のモードを有する、一例で、ビデオコーダ（たとえば、ビデオ復号器
３０またはビデオ符号器２０）は、最初に、ＭＰＭを昇順にソートすることができる。そ
の結果、ＭＰＭ１５、２、および３１のリストは、ソートの後に、２、１５、および３１
になる。第２に、そのビデオコーダは、現在のモードがＭＰＭではないことが知られてい
るので、残りのイントラモードからそれらのＭＰＭを削除することができる。残りの３２
モードは、次いで、３２の５ビットコードワードに再配置され得る。いくつかの例は、モ
ード２、１５、３１を削除し、残りの３２モードのテーブルを使用することができる。し
かし、他の例は、テーブルを使用しない。
【０１０３】
　マッピングに関して、たとえば、現在のモード（たとえばモード１６）がソートされた
ＭＰＭ（モード２）の第１のものより大きいまたはそれと等しいという理由で、ビデオコ
ーダは、現在のモードから１を減算することができる（１６－１＝１５）。第１の減算の
後の値（１５）もまた、ソートされたＭＰＭの第２のもの（１５）より大きいまたはそれ
と等しいので、そのビデオコーダは、再び１を減算する（１５－１＝１４）。第２の減算
の後の値（１４）は３１よりも小さいので、ビデオコーダは別の減算を実行しない。した
がって、現在のモードは、現在のモード１６に２つの減算を実行することによって計算さ
れるものとして（１６－２＝１４）新しいテーブルに第１４のエントリをマッピングする
。他の例で、モードは、異なる形でマッピングされ得る。
【０１０４】
　現在のモードがＭＰＭではない、たとえば、５、４、および６であるＭＰＭと１５であ
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る現在のモードとを有する、別の例で、ビデオコーダは、ＭＰＭを昇順にソートすること
ができる。その結果、５、４、６は、４、５、６になる。そのビデオコーダは、次いで、
モード４、５、および６を削除し、残りの３２モードのリストまたはテーブルを作ること
ができる。前述のように、すべての例がテーブルを使用するとは限らないことを理解され
たい。
【０１０５】
　前述の例では、現在のモードはＭＰＭではないと仮定される。対照的に、現在のモード
がＭＰＭである場合、たとえば５、４、および６であるＭＰＭと４である現在のモードと
を有する場合、ビデオコーダは、ＭＰＭフラグを「１」と等しく設定することができる。
加えて、そのビデオコーダは、「１」と等しくＭＰＭの指標を設定することができる。た
とえば、その指標は、リスト中の順番付けに基づいて、ＭＰＭをマッピングすることがで
きる。すなわち、前述の例で、そのビデオコーダは、０の指標に５を、１の指標に４を、
２の指標に６をマッピングすることができる。
【０１０６】
　いくつかの例で、前述のように、ビデオ符号器２０は、ＭＰＭが現在のブロックのイン
トラモードと比較される順番でそれらのＭＰＭのリストを作成することができる。それに
より、指標は、比較の順番に基づいて一致するＭＰＭを識別することができる。ビデオ符
号器２０は、次いで、そのリスト中の各々のＭＰＭに指標値を割り当てることができる。
たとえば、ビデオ符号器２０は、現在のイントラモードと比較される第１のＭＰＭが最も
低い相対的指標値を有し、現在のイントラモードと比較される最後のＭＰＭが最も高い相
対的指標値を有するように、昇順でリスト内の各々のＭＰＭに指標値を割り当てることが
できる。対照的に、各イントラモードは、コーディング規格に従って定義されるものとし
て、複数の起こり得るイントラモードのうちの１つ（３５イントラモードのうちの１つな
ど）としてそのイントラモードを識別するオリジナルの関連イントラモード指標を有し得
る。このオリジナル指標は、本開示の態様によるビットストリーム内で信号伝達される指
標とは異なり得る。
【０１０７】
　ビデオ符号器２０は、次いで、ビデオ復号器３０などのビデオ符号器にＭＰＭフラグと
、ＭＰＭ指標とを信号伝達することができる。ビデオ復号器３０は、ビデオ符号器２０に
関して説明されたのと同様のプロセスを実行して、受信された指標値から適切なイントラ
モードを識別することができる。すなわち、たとえば、ビデオ復号器３０は、イントラモ
ードが現在のイントラモードと比較された順番でＭＰＭを含むリストを生成することがで
きる。ビデオ復号器３０は、次いで、各々のＭＰＭに指標値を適用し、受信された指標値
を使用して現在のブロックの適切なイントラモードを選択することができる。
【０１０８】
　いくつかの例で、ＭＰＭが現在のイントラモードと比較される順番は、前にコーディン
グされたイントラモードの収集された統計値に従って黙示的に導出され得る。すなわち、
たとえば、ある特定の参考ブロックに関連するイントラモードが、他のブロックの他のＭ
ＰＭよりも現在のイントラモードとより頻繁と一致する場合、そのある特定の参考ブロッ
クに関連するイントラモードが、その他のブロックの他のＭＰＭよりも早く比較され得る
。
【０１０９】
　他の例で、比較の順番は、可用性に基づいて導出することができ、または、明示的に信
号伝達され得る。たとえば、ＭＰＭを含む１つまたは複数の参考ブロックがしばしば使用
不可能である場合、そのような参考ブロックは、より一般的に使用可能な参考ブロックよ
りも相対的に後で現在のブロックと比較され得る。他の例で、ビデオ符号器２０は、符号
化されたビットストリーム内で特定の比較の順番を判定し、明示的に信号伝達することが
できる。
【０１１０】
　ソートするステップ（たとえば、ＭＰＭをそれらの指標値に従ってソートすること）を
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削除することは、コーディングプロセスの複雑さを軽減し得る。すなわち、ＭＰＭを明示
的にソートしなければならないのではなくて、ビデオコーダは、現在のイントラモードが
それらのＭＰＭのいずれかと同じであるかどうかを判定しながら、ＭＰＭのリストを生成
することができる。この方法で、本開示のある種の技法が、ビデオコーダの計算効率を増
やすために使用され得る。しかし、いくつかの例で、ＭＰＭソーティングは、イントラモ
ードがそれらのＭＰＭのうちの１つと等しくない場合に、イントラモードコーディングの
ために維持され得る。たとえば、イントラモードがそれらのＭＰＭのうちの１つと一致し
ないとき、残りのモードは、ソートされ得る。
【０１１１】
　本開示の技法はまた、ＭＰＭコーディング中に参考ブロックとして考えるために使用可
能ではないビデオデータのブロックにデフォルトイントラモードを割り当てることに関す
る。すなわち、たとえば、参考ブロックがまだコーディングされていない（したがって、
それの予測モードが知られていない）場合、参考ブロックがインター予測（前述）を使用
してコーディングされる場合、または、参考ブロックが存在しない（ピクチャまたはスラ
イスの左上隅に置かれたブロックが左および／または上に隣接するブロックを有し得ない
）場合、その参考ブロックは「使用不可能」と考えることができる。
【０１１２】
　本開示の態様によれば、イントラコーディング中（たとえば、ＭＰＭ導出プロセス中）
に参照するために使用することができないブロックを識別したとき、そのようなブロック
は、デフォルトイントラモードを割り当てられ得る。すなわち、たとえば、そのようなブ
ロックは、プレーナイントラモードとも称され得る平面イントラモードを割り当てられ得
る。平面イントラモードは、予測目的のブロックに適した線形平面機能を含み得る。平面
イントラモードは、スムーズに変化する輝度のエリアでうまく機能する（正確な予測を提
供する）ことができる。
【０１１３】
　場合によっては、平面イントラモードは、ビデオデータをコーディングするためのイン
トラモードとして比較的頻繁に選択され得る。すなわち、他のコーディングモードよりも
現在のブロックをコーディングするために平面モードを選択する可能性が比較的高い。し
たがって、デフォルトモードを平面モードに設定することは、ブロックが使用可能でない
ときに、ビデオ符号器がＭＰＭに基づいて現在のモードをコーディングすることができる
可能性を増やし得すことができる。
【０１１４】
　本開示の技法はまた、３つ以上のＭＰＭを考慮することに関する。たとえば、図７の例
に示すように、ビデオコーダは、ＭＰＭとして複数の隣接するブロックに関連するイント
ラモードを考えることができる。すなわち、ビデオコーダは、現在のブロックのＭＰＭと
して現在コーディングされているブロックに隣接する任意の参考ブロックに関連するイン
トラモードを考えることができる。そのビデオコーダは、ＭＰＭのリストを生成し、その
リスト中の各ＭＰＭに指標値を割り当てることができる。そのビデオコーダは、次いで、
前述のように、ＭＰＭに基づいて現在のブロックをイントラコーディングすることができ
る。
【０１１５】
　図７に示す例で、ビデオコーダは、「左上」（ＡＬ）の隣接するブロック、ならびに「
第１の上」に隣接するブロック（Ａ１）、「第２の上」に隣接するブロックＡ２（図示せ
ず）、「第ｎの上」に隣接するブロックＡNなどから、ＭＰＭを判定するときの「右上」
（ＡＲ）に隣接するブロックまでを含む、現在のブロックに隣接する各ブロックに関連す
るイントラモードを考慮する。加えて、図７に示す例で、ビデオコーダは、「第１の左」
（Ｌ１）の隣接するブロック、「第２の左」に隣接するブロックＬ２（図示せず）、「第
ｎの左」に隣接するブロックＬNなど、から「左下」（ＢＬ）に隣接するブロックに関連
するイントラモードを考慮することができる。
【０１１６】
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　本開示のいくつかの態様によれば、ビデオコーダは、ＭＰＭを判定するときにイントラ
コーディングされた参考ブロックのみを考慮することができる。別の例で、ビデオコーダ
は、すべてのブロック（たとえば、インターコーディングされたブロックおよび／または
他の方法で使用不可能なブロックを含む）考慮することができる。そのような例で、ビデ
オコーダは、前述のように、ＭＰＭを判定する前に使用不可能なブロックにデフォルトイ
ントラモード（たとえば、プレーナモードまたはＤＣモードなど）を割り当てることがで
きる。
【０１１７】
　いくつかの例で、符号器または復号器による比較の順番（たとえば、現在のイントラモ
ードが参考ブロックのイントラモードと比較される順番）は、左から右に続いて、上から
下へでもよい。たとえば、図７に示すように、比較の順番は、ＡＬからＡＲに左から右の
方向に続いて、ＡＬからＢＬに上から下の方向で進めることができる。別の例で、比較の
順番は、右から左へに続いて、下から上へでもよい。たとえば、図７にやはり示すように
、その比較の順番は、ＡＲからＡＬに右から左の方向に続いて、ＢＬからＡＬに下から上
の方向で進めることができる。他の例で、比較の順番の任意の他の組合せ（たとえば、下
から上へに続いて左から右へ、右から左へに続いて上から下へなど）が使用され得る。
【０１１８】
　さらに他の例で、比較の順番は、所定の規則によって定義され得る。そのような例で、
ビデオ符号器２０は比較の順番に関する規則を信号伝達することができ、そして、ビデオ
復号器３０は、符号化されたビットストリームから検索することができる。さらに他の例
で、本開示の態様によれば、ビデオコーダは、隣接するブロックのイントラモードと現在
のイントラモードを比較するときに、あらゆる他のブロック、あらゆる第３のブロック、
またはブロックの異なるサブセットなどの隣接するブロックのサブセットを考慮すること
ができる。
【０１１９】
　ＭＰＭを判定するときに考慮される参考ブロックは、固定でもよく、または、信号伝達
することができる。すなわち、たとえば、ビデオ符号器２０とビデオ復号器３０は、同じ
隣接する参考ブロックのイントラモードを比較することによってＭＰＭを判定するように
両方とも構成することができる。加えて、ビデオ符号器２０とビデオ復号器３０は、同じ
比較の順番（たとえば、現在のイントラモードが参考ブロックのイントラモードと比較さ
れる順番）を判定するように両方とも構成することができる。
【０１２０】
　別法として、ビデオ符号器２０は、どの参考ブロックをＭＰＭイントラコーディング中
に考慮するかおよび／または比較の順番を信号伝達することができる。この例では、ビデ
オ復号器３０は、ビデオ符号器２０によって提供される受信された信号伝達に基づいてＭ
ＰＭコーディングを実行することができる。
【０１２１】
　本開示の態様によれば、ＭＰＭを識別するときに考慮される参考ブロックの数は、選択
が可能な異なるＭＰＭの数に関連し得る。すなわち、たとえば、考慮される各参考ブロッ
クは、単一のＭＰＭと関連し得る。ＭＰＭの数は、固定でもよく、導出するまたは信号伝
達することができる。たとえば、ＭＰＭは、隣接するブロック、スライスタイプ、ブロッ
クサイズなどのいくつかの異なる要因に依存し得る。この情報は、たとえば、知られてい
る公式によって、ＭＰＭの数を判定するために使用することができる。この知られている
公式は、その場合、ＭＰＭの数を導出するために使用することができる。
【０１２２】
　図７の例の参考ブロックは、同様のまたは同じサイズであるのものとして示されるが、
異なるサイズの参考ブロックが、ＭＰＭを識別するときにビデオコーダによって考慮され
得ることを理解されたい。さらに、図７の例に示すものより多数のまたは少数の候補が、
考慮され得る。
【０１２３】
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　図８は、本開示に記載の１つまたは複数の例によるビデオデータを符号化するための例
示的方法の流れ図である。図８のビデオデータを符号化するための例示的方法で、ビデオ
符号器２０は、ビデオデータの現在のブロックを予測するためのイントラモードを判定す
る（８００）。たとえば、ビデオ符号器２０は、ビデオスライス内のビデオブロックのイ
ントラコーディングを実行することができる。イントラコーディングは、空間予測に依存
して、所与のビデオフレームまたはピクチャ内のビデオ内の空間冗長性を軽減するまたは
取り除くことができる。イントラモードは、いくつかの空間圧縮モードのいずれかを示し
得る。
【０１２４】
　ビデオ符号器２０は、ビデオデータの現在のブロックを予測するための候補ＭＰＭを判
定する（８０２）。すなわち、たとえば、ビデオ符号器２０は、前に符号化されたブロッ
ク（たとえば、参考ブロック）のイントラ予測モードを識別し、そのようなイントラ予測
モードを現在のブロックのイントラ予測モード（たとえば、図２に関して前述した速度歪
み分析を使用し、たとえば、選択されるものとしての現在のブロックをコーディングする
ための実際のイントラモード）と比較することができる。そのような参考ブロックのイン
トラモードは、現在のブロックへのそのブロックの空間的近接により、現在のブロックと
同じまたは同様である比較的高い確率を有し得る。複数の参考ブロックのイントラ予測モ
ードが、ＭＰＭを識別するときに考慮され得る。
【０１２５】
　いくつかの例で、ビデオ符号器２０は、比較の順番でそのイントラモードを各々のＭＰ
Ｍと比較する。前述のように、その比較の順番は、たとえば、現在のイントラモードがビ
デオ符号器２０によって参考ブロックのイントラモードと比較される順番である。その比
較の順番は、左から右へに続いて、上から下へでもよい。別の例で、その比較の順番は、
右から左へに続いて、下から上へでもよい。他の例で、比較の順番の任意の他の組合せ（
たとえば、下から上へに続いて左から右へ、右から左へに続いて上から下へなど）が使用
され得る。
【０１２６】
　前述のように、さらに他の例で、その比較の順番は、何らかの規則によって定義するこ
とができ、その規則が信号伝達され得る（たとえば、ビデオ符号器２０によって信号伝達
されてビデオ復号器３０によって使用されることになる）。さらに他の例で、本開示の態
様によれば、ビデオ符号器２０は、隣接するブロックのイントラモードと現在のイントラ
モードを比較するときに、あらゆる他のブロック、あらゆる第３のブロック、または異な
るサブセットのブロックなどの隣接するブロックのサブセットを考慮することができる。
【０１２７】
　ビデオ符号器２０は、その比較の順番に基づいて各々のＭＰＭの指標を判定する（８０
４）。たとえば、図６に関して前述したように、ビデオ符号器２０は、左に隣接するブロ
ックのイントラモードにゼロの指標値（「０」「第１の比較」）を、そして、上に隣接す
るブロックのイントラモードに１の指標値（「１」「第２の比較」）を割り当てることが
できる。図６に示す例は、ＭＰＭを２つのみ含むが、追加の指標値が、他のＭＰＭが考慮
される場合には、そのようなＭＰＭに割り当てられ得る。
【０１２８】
　ビデオ符号器２０は、ビットストリーム内のデータの現在のブロックを予測するための
イントラモードと一致するＭＰＭの指標を信号伝達する（８０６）。たとえば、前述のよ
うに、その指標は、比較の順番に基づいて一致するＭＰＭを識別することができる。対照
的に、各イントラモードは、コーディング規格に従って定義されるものとして、複数の起
こり得るイントラモードのうちの１つ（３５イントラモードのうちの１つなど）としてイ
ントラモードを識別するオリジナルの関連イントラモード指標を有し得る。このオリジナ
ル指標は、本開示の態様によるビットストリーム内で信号伝達される指標とは異なっても
よい。たとえば、前述のように、ビデオ符号器２０は、昇順での比較の順番に基づいてＭ
ＰＭ指標値を割り当てることができ、その比較プロセスで相対的に早く現在のイントラモ
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ードと比較されるそのようなＭＰＭは、比較プロセスで相対的に後で現在のイントラモー
ドと比較されるＭＰＭよりも低い指標値を有し得る。したがって、より早くに比較される
ＭＰＭは、より早くに比較されるＭＰＭのオリジナルイントラモード指標に関係なく、よ
り後で比較されるＭＰＭよりも低い指標値を有し得る。すなわち、いくつかの例で、より
早くに比較されるＭＰＭは、より後で比較されるＭＰＭよりも高いオリジナル指標値を有
し得る。
【０１２９】
　図９は、本開示に記載された１つまたは複数の例によるビデオデータを復号する例示的
方法の流れ図である。図９のビデオデータを復号する例示的方法で、ビデオ復号器３０は
、ビデオデータの現在のブロックのＭＰＭのリストを生成する（９００）。たとえば、ビ
デオコーダ３０は、ＭＰＭのリストを生成し、そのリスト内の各ＭＰＭに指標値を割り当
てることができる。そのＭＰＭのリストは、ビデオデータの現在のブロックのイントラモ
ードが、ビデオデータの現在のブロックの符号化中に、ビデオデータの１つまたは複数の
参考ブロックに関連する１つまたは複数のイントラモードと比較された順番を示す比較の
順番で配列され得る。
【０１３０】
　ビデオ復号器３０は、ＭＰＭのリスト内の現在のブロックのイントラモードを識別する
ＭＰＭ指標を判定する（９０２）。ビデオ復号器３０は、そのＭＰＭのリスト内で現在の
ブロックのイントラモードを識別するＭＰＭ指標を判定することができる。ビデオ復号器
３０は、次いで、そのＭＰＭ指標を使用し、現在のブロックのイントラモードを識別し、
現在のブロックの識別されたイントラモードで現在のブロックを復号することができる。
一例で、ビデオ復号器３０は、符号化されたビットストリームに含まれる信号伝達に基づ
いてＭＰＭ指標を判定することができる。ビデオ符号器２０は、１ビットＭＰＭフラグを
使用し、そのイントラ予測モードを信号伝達することができる。すなわち、ビデオ符号器
２０は、現在のブロックのイントラ予測モードを明示的に識別する必要なしに、現在のブ
ロックのイントラ予測モードがそのＭＰＭと同じであることを信号伝達することができる
。ビデオ復号器３０は、次いで、現在のブロックのイントラモードがそのＭＰＭと同じで
あることを指示するフラグを受信することができる。
【０１３１】
　ビデオ復号器３０は、ＭＰＭ指標を使用し、現在のブロックのイントラモードを識別す
る（９０４）。たとえば、ビデオ復号器３０は、符号化中にビデオ符号器２０によって考
慮される同じブロックを使用し、ＭＰＭを識別することができる。ビデオ復号器３０は、
次いで、信号伝達されたＭＰＭ指標を使用して、ソートされたイントラモードのうちの１
つを選択することができる。ビデオ復号器３０は、現在のブロックの識別されたイントラ
モードで現在のブロックを復号する（９０６）。
【０１３２】
　たとえば、前述のように、その指標は、その比較の順番に基づいて一致するＭＰＭを識
別することができる。対照的に、各イントラモードは、コーディング規格に従って定義さ
れるものとして、複数の起こり得るイントラモードのうちの１つ（３５イントラモードの
うちの１つなど）としてそのイントラモードを識別するオリジナルの関連イントラモード
指標を有し得る。このオリジナル指標は、本開示の態様によるビットストリーム内で信号
伝達される指標とは異なってもよい。たとえば、ビデオ復号器３０は、昇順での比較の順
番に基づいてＭＰＭ指標値を判定することができる。
【０１３３】
　図１０は、本開示に記載された１つまたは複数の例によるビデオデータをコーディング
する例示的方法の流れ図である。図１０のビデオデータをコーディングする例示的方法で
、ビデオ符号器２０またはビデオ復号器３０などのビデオコーダは、ビデオデータの現在
のブロックのＭＰＭを判定するためのビデオデータの１つまたは複数のブロックを識別す
ることができる（１０００）。そのビデオコーダは、１つまたは複数のブロックのいずれ
も、ビデオデータの現在のブロックのＭＰＭを判定するための参考ブロックとして使用す
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るために使用可能ではないかどうかを判定することができる（１００２）。たとえば、参
考ブロックは、その参考ブロックがまだコーディングされていない（したがって、それの
予測モードが知られていない）場合、参考ブロックが、インター予測（前述）を使用し、
コーディングされる場合、または、参考ブロックが存在しない（ピクチャまたはスライス
の左上隅に置かれたそのブロックが、左および／または上に隣接するブロックを有し得な
い）場合に、「使用不可能」と考えることができる。
【０１３４】
　そのビデオコーダは、参考ブロックとして使用するために使用可能ではない１つまたは
複数のブロックのいずれかにデフォルトイントラモードを割り当てる。一例で、デフォル
トイントラモードは、プレーナモードでもよい（１００４）。プレーナイントラモード（
平面イントラモードとも称される）は、予測を目的としてそのブロックに適する線形平面
機能を含むことが可能で、スムーズに変化する輝度のエリア内で正確な予測を提供するこ
とができる。他の例で、そのデフォルトイントラモードは、ＤＣモードまたは別のイント
ラモードでもよい。
【０１３５】
　そのビデオコーダは、その１つまたは複数のブロックのイントラモードに基づいてビデ
オデータの現在のブロックのイントラモードを判定する（１００６）。たとえば、ビデオ
符号器２０に関して、図４の例に関して説明したように、現在のブロックの実際のイント
ラモード（たとえば、イントラ予測ユニット４６によって、たとえば、計算されるものと
して）が参考ブロックＡまたは参考ブロックＢのいずれかと同じである場合、ビデオ符号
器２０は、ＭＰＭが現在のブロックを符号化するために使用されることを指示する１ビッ
トフラグを信号伝達することができる（たとえば、ＭＰＭフラグが１と等しく設定される
）。別法として、ビデオ復号器３０に関して、前述のように、ビデオ復号器３０は、符号
化されたビットストリームからＭＰＭフラグを取得し、そのＭＰＭフラグを使用して現在
のブロックを復号するためのイントラモードを判定することができる。
【０１３６】
　そのビデオコーダは、判定されたイントラモードを使用し、現在のブロックをコーディ
ングする（１００８）。たとえば、ビデオ符号器２０は、判定されたイントラモードを使
用して現在のブロックを予測して参考ビデオブロックを生成することによって、現在のブ
ロックを符号化する。ビデオ符号器２０はまた、参考ブロックと現在のブロックの差を含
む残りのブロックを判定し、その残りのブロックをビットストリームに含めることができ
る。別法として、ビデオ復号器３０は、現在のブロックの識別されたＭＰＭで現在のブロ
ックを復号する。たとえば、ビデオ復号器３０は、符号化されたビットストリームから、
現在のブロックに関連する残りのビデオブロックを取得することができる。ビデオ復号器
３０は、現在のブロックの識別されたイントラモードを使用し、現在のブロックを予測す
ることによって、参考ブロックを生成することができる。追加で、ビデオ復号器３０は、
その参考ブロックと受信された残りのビデオブロックの組合せから現在のブロックの値を
判定することができる。
【０１３７】
　本開示のある種の態様がビデオ符号器２０およびビデオ復号器３０に関して説明された
が、本開示の技法は、いくつかの他のビデオ符号化および／または復号ユニット、プロセ
ッサ、処理ユニット、符号器／復号器（コーデック）などのハードウェアに基づくコーデ
ィングユニットなどによって適用され得ることを理解されたい。さらに、図８～１０に関
して図示および記載されるステップは単に例として提供されることを理解されたい。すな
わち、図８～１０の例で示すステップは、必ずしも図８～１０に示す順番で実行される必
要はなく、より少数の、追加の、または代替のステップが実行され得る。
【０１３８】
　さらに、例に応じて、本明細書に記載の方法のいずれかのある種の動作または事象は、
異なる順番列で実行することができ、追加、統合または一斉に省略することが可能である
（たとえば、記載されたすべての動作または事象が本方法の実施のために必須であるとは
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限らない）ことを理解されたい。さらに、ある種の例で、動作または事象は、順次にでは
なくて、たとえば、マルチスレッド処理、割込み処理、または複数のプロセッサを介して
、同時に実行することができる。加えて、本開示のある種の態様は、明確さを目的として
、単一のモジュールまたはユニットによって実行されるものとして説明されるが、本開示
の技法は、ビデオコーダに関連するユニットまたはモジュールの組合せによって実行され
得ることを理解されたい。
【０１３９】
　１つまたは複数の例で、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウ
ェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、そ
れらの機能は、コンピュータ可読媒体上の１つまたは複数の命令またはコードを介して記
憶または送信することができ、ハードウェアに基づく処理ユニットによって実行すること
ができる。コンピュータ可読媒体は、データ記憶媒体などの有形的表現媒体に相当するコ
ンピュータ可読記憶媒体、あるいは、たとえば通信プロトコルに従って、ある場所から別
の場所へのコンピュータプログラムの転送を円滑に進める任意の媒体を含む通信媒体を含
み得る。
【０１４０】
　この方式で、コンピュータ可読媒体は、概して、（１）非一時的な有形的表現コンピュ
ータ可読記憶媒体、あるいは、（２）信号または搬送波などの通信媒体に対応し得る。デ
ータ記憶媒体は、本開示に記載の技法を実装するための命令、コードおよび／またはデー
タ構造体を検索するために１つまたは複数のコンピュータあるいは１つまたは複数のプロ
セッサによってアクセスされ得る任意の使用可能な媒体でもよい。コンピュータプログラ
ム製品は、コンピュータ可読媒体を含み得る。
【０１４１】
　例として、但し限定ではなく、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディ
スク記憶装置、または他の磁気記憶デバイス、フラッシュメモリ、あるいは、命令または
データ構造体の形で所望のプログラムコードを記憶するために使用することができる、そ
してコンピュータによってアクセスすることができる、任意の他の媒体を備え得る。また
、任意の接続が、コンピュータ可読媒体と適切に称される。たとえば、命令が、同軸ケー
ブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または、赤
外線、無線およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用し、ウェブサイト、サーバ、ま
たは他の遠隔ソースから送信される場合、そのとき、その同軸ケーブル、光ファイバケー
ブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または、赤外線、無線およびマイクロ波などのワイヤレス
技術は、媒体の定義に含まれる。
【０１４２】
　しかし、コンピュータ可読記憶媒体およびデータ記憶媒体は、接続、搬送波、信号、ま
たは他の一時的媒体を含まず、そうではなくて、非一時的、有形的表現記憶媒体を対象と
することを理解されたい。本明細書では、ディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は、コン
パクトディスク（ＣＤ）、レーザディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶ
Ｄ）、フロッピディスク、およびＢｌｕ－ｒａｙディスクを含み、ディスク（ｄｉｓｋ）
は通常は磁気的にデータを再生し、ディスク（ｄｉｓｃ）はレーザで光学的にデータを再
生する。前述の組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲に含まれるべきである。
【０１４３】
　命令は、１つまたは複数のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、汎用マイクロプロセッ
サ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルロジックアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）、あるいは他の同等の統合されたまたは個別の論理回路などの１つまたは複数の
プロセッサによって実行することができる。したがって、「プロセッサ」という用語は、
本明細書では、前述の構造のいずれかまたは本明細書に記載の技法の実装に適した任意の
他の構造のいずれかを指し得る。加えて、いくつかの態様で、本明細書に記載の機能は、
符号化および復号のために構成された、または結合されたコーデックに組み込まれた、専
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用のハードウェアおよび／またはソフトウェアモジュール内で提供され得る。また、本技
法は、１つまたは複数の回路あるいはロジック要素内で完全に実装され得る。
【０１４４】
　本開示の技法は、ワイヤレスハンドセット、集積回路（ＩＣ）またはＩＣのセット（た
とえば、チップセット）を含む様々なデバイスまたは装置内で実装され得る。様々な構成
要素、モジュール、またはユニットが、開示される技法を実行するように構成されたデバ
イスの機能的態様を強調するために、本開示に記載されるが、異なるハードウェアユニッ
トによる実施を必ずしも必要としない。そうではなくて、前述のように、様々なユニット
は、コーデックハードウェアユニット内で結合する、あるいは、適切なソフトウェアおよ
び／またはファームウェアと連動して、前述のような１つまたは複数のプロセッサを含む
イントラ動作可能なハードウェアユニットのコレクションによって提供することが可能で
ある。
【０１４５】
　本開示の様々な態様が、説明された。これらのおよび他の態様は、以下の特許請求の範
囲内にある。
　以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　ビデオデータを符号化する方法であって、
　ビデオデータの現在のブロックを予測するためのイントラモードを判定することと、
　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するための最確モード（ＭＰＭ）を判定する
ことと、
　前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードが前記ＭＰＭと比較される順
番に基づいて各々のＭＰＭの指標を判定することと、
　前記現在のブロックを予測するための前記ＭＰＭのうちの１つが前記現在のブロックを
予測するための前記イントラモードと一致するときに、前記一致するＭＰＭの指標を信号
伝達することと
　を含む、方法。
　　［Ｃ２］
　前記現在のブロックの前記イントラモードが前記ＭＰＭのうちの１つと一致しないとき
に、ＭＰＭフラグをゼロに設定し、コードワードマッピング手順に基づいて前記現在のブ
ロックの前記イントラモードを信号伝達することをさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記コードワードマッピング手順が、残りのイントラモードから前記ＭＰＭを削除する
ことを含む、Ｃ２に記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記コードワードマッピング手順が、昇順で前記ＭＰＭをソートすることを含む、Ｃ２
に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記ＭＰＭの指標の前に、前記ＭＰＭの前記指標が信号伝達されたことを指示するＭＰ
Ｍフラグを信号伝達することをさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロ
ックの上に隣接するビデオブロックとに関連し、各ＭＰＭの前記指標を判定することが、
前記上に隣接するブロックの比較の前に、前記左に隣接するビデオブロックに関連するイ
ントラモードの比較を含む、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ７］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロ
ックの上に隣接するビデオブロックとに関連し、各ＭＰＭの前記指標を判定することが、
前記左に隣接するビデオブロックに関連するイントラモードの比較の前に、前記上に隣接
するブロックに関連するイントラモードを比較することを含む、Ｃ１に記載の方法。
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　　［Ｃ８］
　前記ＭＰＭが、少なくとも、第１の初期の指標を有する第１のＭＰＭと、前記第１の初
期の指標より小さい第２の初期の指標を有する第２のＭＰＭとを備え、前記第１のおよび
第２の初期の指標がビデオコーディング規格によって指定されることを示し、前記ＭＰＭ
の各々の前記指標を判定することが、前記第２のＭＰＭを前記現在のブロックの前記イン
トラモードと比較の前に、前記第１のＭＰＭを前記現在のブロックの前記イントラモード
と比較することを備え、前記第１のＭＰＭの指標が前記第２のＭＰＭの指標よりも小さい
、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記ＭＰＭの各々の前記指標を判定することが、前記現在のブロックを予測するための
前記イントラモードと一致するＭＰＭの尤度に関連する統計値に基づく順番で前記ＭＰＭ
と前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードを比較することを含む、Ｃ１
に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　前記ＭＰＭが前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードと比較される順
番を信号伝達することをさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１１］
　前記ＭＰＭが、３つ以上の参考ブロックに関連する３つ以上のＭＰＭを備える、Ｃ１に
記載の方法。
　　［Ｃ１２］
　前記指標を信号伝達することが、ビットストリーム内で前記指標の指示を符号化するこ
とを含む、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１３］
　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するためのＭＰＭを判定することが、
　イントラコーディング中に参照するために使用することができない１つまたは複数のブ
ロックを識別することと、
　前記１つまたは複数のブロックにデフォルトイントラモードを割り当てることと
　をさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１４］
　前記デフォルトモードがプレーナモードである、Ｃ１３に記載の方法。
　　［Ｃ１５］
　前記デフォルトモードがＤＣモードである、Ｃ１３に記載の方法。
　　［Ｃ１６］
　ビデオデータを符号化するための装置であって、
　ビデオデータの現在のブロックを予測するためのイントラモードを判定する、
　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するためのＭＰＭを判定する、
　前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードが前記ＭＰＭと比較される順
番に基づいて前記ＭＰＭの各々の指標を判定する、および、
　前記現在のブロックを予測するための前記ＭＰＭのうちの１つが前記現在のブロックを
予測するための前記イントラモードと一致するときに、前記一致するＭＰＭの指標を信号
伝達する
　ように構成された１つまたは複数のプロセッサを備える、装置。
　　［Ｃ１７］
　前記１つまたは複数のプロセッサが、ＭＰＭフラグをゼロに設定するようにさらに構成
され、前記現在のブロックの前記イントラモードが前記ＭＰＭのうちの１つと一致しない
ときにコードワードマッピング手順に基づいて前記現在のブロックの前記イントラモード
を信号伝達する、Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ１８］
　前記コードワードマッピング手順を実行するために、前記１つまたは複数のプロセッサ
が、前記残りのイントラモードから前記ＭＰＭを削除するように構成された、Ｃ１７に記
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載の装置。
　　［Ｃ１９］
　前記コードワードマッピング手順を実行するために、前記１つまたは複数のプロセッサ
が、昇順で前記ＭＰＭをソートするように構成された、Ｃ１７に記載の装置。
　　［Ｃ２０］
　前記１つまたは複数のプロセッサが、前記ＭＰＭの指標より前にＭＰＭフラグを信号伝
達して前記ＭＰＭの前記指標が信号伝達されたことを指示するようにさらに構成された、
Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２１］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロ
ックの上に隣接するビデオブロックとに関連し、前記１つまたは複数のプロセッサが、前
記上に隣接するブロックの比較より前に、前記左に隣接するビデオブロックに関連するイ
ントラモードを比較するように構成された、Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２２］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロ
ックの上に隣接するビデオブロックとに関連し、前記１つまたは複数のプロセッサが、前
記左に隣接するビデオブロックに関連するイントラモードの比較より前に、前記上に隣接
するブロックに関連するイントラモードを比較するように構成された、Ｃ１６に記載の装
置。
　　［Ｃ２３］
　前記ＭＰＭが、第１の初期の指標を有する第１のＭＰＭと、前記第１の初期の指標より
小さい第２の初期の指標を有する第２のＭＰＭとを少なくとも備え、前記第１のおよび第
２の初期の指標がビデオコーディング規格によって指定されることを示し、前記ＭＰＭの
各々の前記指標を判定するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記第２のＭＰ
Ｍを前記現在のブロックの前記イントラモードと比較する前に、前記第１のＭＰＭを前記
現在のブロックの前記イントラモードと比較するように構成され、前記第１のＭＰＭの指
標が前記第２のＭＰＭの指標よりも小さい、Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２４］
　前記ＭＰＭの各々の指標を判定するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記
現在のブロックを予測するための前記イントラモードと一致するＭＰＭの尤度に関連する
統計値に基づく順番で前記ＭＰＭと前記現在のブロックを予測するための前記イントラモ
ードを比較するように構成された、Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２５］
　前記１つまたは複数のプロセッサがさらに、前記ＭＰＭが前記現在のブロックを予測す
るための前記イントラモードと比較される順番を信号伝達するようにさらに構成された、
Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２６］
　前記ＭＰＭが、３つ以上の参考ブロックに関連する３つ以上のＭＰＭを備える、Ｃ１６
に記載の装置。
　　［Ｃ２７］
　前記指標を信号伝達するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、ビットストリー
ム内で前記指標の指示を符号化するように構成された、Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２８］
　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するためのＭＰＭを判定するために、前記１
つまたは複数のプロセッサが、
　イントラコーディング中に参照するために使用することができない１つまたは複数のブ
ロックを識別する、および、
　前記１つまたは複数のブロックにデフォルトイントラモードを割り当てる
　ようにさらに構成された、Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ２９］
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　前記デフォルトモードがプレーナモードである、Ｃ２８に記載の装置。
　　［Ｃ３０］
　前記デフォルトモードがＤＣモードである、Ｃ２８に記載の装置。
　　［Ｃ３１］
　前記装置がビデオ符号器を備え、前記１つまたは複数のプロセッサが、
　前記判定されたイントラモードを使用して前記現在のブロックを予測して参考ビデオブ
ロックを生成する、
　前記参考ブロックと前記現在のブロックの差を備える残りのブロックを判定する、およ
び、
　ビットストリーム内で前記残りのブロックを信号伝達する
　ようにさらに構成された、Ｃ１６に記載の装置。
　　［Ｃ３２］
　実行されるときに、１つまたは複数のプロセッサに
　ビデオデータの現在のブロックを予測するためのイントラモードを判定させる、
　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するためのＭＰＭを判定させる、
　前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードが前記ＭＰＭと比較される順
番に基づいて前記ＭＰＭの各々の指標を判定させる、および、
　前記現在のブロックを予測するための前記ＭＰＭのうちの１つが、前記現在のブロック
を予測するための前記イントラモードと一致するときに、前記一致するＭＰＭの指標を信
号伝達させる
　命令を備える、コンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３３］
　実行されるときに、前記１つまたは複数のプロセッサに
　前記現在のブロックの前記イントラモードが前記ＭＰＭのうちの１つと一致しないとき
に、ＭＰＭフラグをゼロに設定し、コードワードマッピング手順に基づいて前記現在のブ
ロックの前記イントラモードを信号伝達させる
　ように構成された命令をさらに備える、Ｃ３２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３４］
　前記コードワードマッピング手順が、前記残りのイントラモードから前記ＭＰＭを削除
することを含む、Ｃ３３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３５］
　前記コードワードマッピング手順が、昇順で前記ＭＰＭをソートすることを含む、Ｃ３
３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３６］
　実行されるときに、前記１つまたは複数のプロセッサに前記ＭＰＭの前記指標より前に
ＭＰＭフラグを信号伝達させて前記ＭＰＭの前記指標が信号伝達されたことを指示させる
命令をさらに備える、Ｃ３２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３７］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと前記現在のブロッ
クの上に隣接するビデオブロックとに関連し、前記１つまたは複数のプロセッサに前記上
に隣接するブロックの比較より前に前記左に隣接するビデオブロックに関連するイントラ
モードを比較することによって各ＭＰＭの前記指標を判定させる命令をさらに備える、Ｃ
３２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３８］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと前記現在のブロッ
クの上に隣接するビデオブロックとに関連し、前記１つまたは複数のプロセッサに前記左
に隣接するビデオブロックに関連するイントラモードの比較より前に前記上に隣接するブ
ロックに関連するイントラモードを比較することによって各ＭＰＭの前記指標を判定させ
る命令をさらに備える、Ｃ３２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３９］
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　ビデオデータの現在のブロックを予測するためのイントラモードを判定するための手段
と、
　ビデオデータの前記現在のブロックを予測するためのＭＰＭを判定するための手段と、
　前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードが前記ＭＰＭと比較される順
番に基づいて前記ＭＰＭの各々の指標を判定するための手段と、
　前記現在のブロックを予測するための前記ＭＰＭのうちの１つが、前記現在のブロック
を予測するためのイントラモードと一致するときに、前記一致するＭＰＭの指標を信号伝
達するための手段と
　を備える、ビデオデータを符号化するための装置。
　　［Ｃ４０］
　ビデオデータを復号する方法であって、
　現在のブロックのイントラモードがＭＰＭを備えるときに、ビデオデータの現在のブロ
ックのＭＰＭのリストを生成することであって、前記ＭＰＭのリストが、ビデオデータの
前記現在のブロックの前記イントラモードがビデオデータの１つまたは複数の参考ブロッ
クに関連する１つまたは複数のイントラモードと比較される順番で配列される、ことと、
　前記ＭＰＭのリスト内で前記現在のブロックの前記イントラモードを識別するＭＰＭ指
標を判定することと、
　前記ＭＰＭ指標を使用し、前記現在のブロックの前記イントラモードを識別することと
、
　前記現在のブロックの前記識別されたイントラモードで前記現在のブロックを復号する
ことと
　を含む、方法。
　　［Ｃ４１］
　前記現在のブロックの前記イントラモードが前記ＭＰＭのうちの１つと一致しないとき
に、指標に残りのイントラモードのセットをマッピングするコードワードマッピング手順
に基づいて前記現在のブロックのイントラモードを判定することをさらに含む、Ｃ４０に
記載の方法。
　　［Ｃ４２］
　前記コードワードマッピング手順を実行することが、前記残りのイントラモードのセッ
トから前記ＭＰＭを削除することを含む、Ｃ４１に記載の方法。
　　［Ｃ４３］
　前記コードワードマッピング手順を実行することが、昇順で前記ＭＰＭをソートするこ
とを含む、Ｃ４１に記載の方法。
　　［Ｃ４４］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと前記現在のブロッ
クの上に隣接するビデオブロックとに関連し、前記リストを生成することが、前記上に隣
接するブロックの比較より前に前記左に隣接するビデオブロックに関連するイントラモー
ドを比較することを備え、前記左に隣接するビデオブロックに関連するイントラモードが
、前記リスト内で前記上に隣接するビデオブロックに関連するイントラモードより先にリ
ストに記載される、Ｃ４０に記載の方法。
　　［Ｃ４５］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロ
ックの上に隣接するビデオブロックとに関連し、前記リストを生成することが、前記左に
隣接するビデオブロックの比較より前に前記上に隣接するブロックに関連するイントラモ
ードを比較することを備え、前記上に隣接するビデオブロックに関連するイントラモード
が、前記リスト内で前記左に隣接するビデオブロックに関連するイントラモードより先に
リストに記載される、Ｃ４０に記載の方法。
　　［Ｃ４６］
　前記ＭＰＭのリストが、少なくとも、第１の初期の指標を有する第１のＭＰＭと、前記
第１の初期の指標より小さい第２の初期の指標を有する第２のＭＰＭとを備え、前記第１
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のおよび第２の初期の指標がビデオコーディング規格によって指定されることを示し、前
記リストを生成することが、前記リスト内への前記第２のＭＰＭの追加より先に前記リス
トへの前記第１のＭＰＭの追加を備え、前記左に隣接するビデオブロックに関連するイン
トラモードが、前記リスト内で前記上に隣接するビデオブロックに関連するイントラモー
ドより先にリストに記載される、Ｃ４０に記載の方法。
　　［Ｃ４７］
　前記現在のブロックを予測するための前記イントラモードと一致するＭＰＭの尤度に関
連する統計値に基づいて前記リストを順序付けることをさらに含む、Ｃ４０に記載の方法
。
　　［Ｃ４８］
　符号化されたビットストリームから、前記リストを生成するための比較の順番を判定す
る、Ｃ４０に記載の方法。
　　［Ｃ４９］
　現在のブロックのイントラモードがＭＰＭを備えるときに
　ビデオデータの現在のブロックのＭＰＭのリストを生成し、
　前記ＭＰＭのリストが、ビデオデータの前記現在のブロックの前記イントラモードがビ
デオデータの１つまたは複数の参考ブロックに関連する１つまたは複数のイントラモード
と比較される順番で配列され、
　前記ＭＰＭのリスト内で前記現在のブロックの前記イントラモードを識別するＭＰＭ指
標を判定し、
　前記ＭＰＭ指標を使用し、前記現在のブロックの前記イントラモードを識別し、そして
、
　前記現在のブロックの前記識別されたイントラモードで前記現在のブロックを復号する
　ように構成された１つまたは複数のプロセッサを備える、装置。
　　［Ｃ５０］
　前記１つまたは複数のプロセッサがさらに、前記現在のブロックの前記イントラモード
が前記ＭＰＭのうちの１つと一致しないときに、指標に残りのイントラモードのセットを
マッピングするコードワードマッピング手順に基づいて前記現在のブロックのイントラモ
ードを判定するように構成された、Ｃ４９に記載の装置。
　　［Ｃ５１］
　前記コードワードマッピング手順を実行するために、前記１つまたは複数のプロセッサ
が、残りのイントラモードの前記セットから前記ＭＰＭを削除するように構成された、Ｃ
５０に記載の装置。
　　［Ｃ５２］
　前記コードワードマッピング手順を実行するために、前記１つまたは複数のプロセッサ
が、昇順で前記ＭＰＭをソートするように構成された、Ｃ５０に記載の装置。
　　［Ｃ５３］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロ
ックの上に隣接するビデオブロックとに関連し、前記リストを生成するために、前記１つ
または複数のプロセッサが、前記上に隣接するブロックの比較より前に、前記左に隣接す
るビデオブロックに関連するイントラモードを比較するように構成され、前記左に隣接す
るビデオブロックに関連するイントラモードが、前記リスト内で前記上に隣接するビデオ
ブロックに関連するイントラモードより先にリストに記載される、Ｃ４９に記載の装置。
　　［Ｃ５４］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと前記現在のブロッ
クの上に隣接するビデオブロックとに関連し、前記リストを生成するために、前記１つま
たは複数のプロセッサが、前記左に隣接するビデオブロックの比較より前に前記上に隣接
するブロックに関連するイントラモードを比較するように構成され、前記上に隣接するビ
デオブロックに関連するイントラモードが前記リスト内で前記左に隣接するビデオブロッ
クに関連するイントラモードより先にリストに記載される、Ｃ４９に記載の装置。
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　　［Ｃ５５］
　前記ＭＰＭのリストが、少なくとも、第１の初期の指標を有する第１のＭＰＭと、前記
第１の初期の指標より小さい第２の初期の指標を有する第２のＭＰＭとを備え、前記第１
のおよび第２の初期の指標がビデオコーディング規格によって指定されることを示し、前
記リストを生成するために、前記１つまたは複数のプロセッサが、前記リストに前記第２
のＭＰＭを追加するより前に前記リストに前記第１のＭＰＭを追加するように構成され、
前記左に隣接するビデオブロックに関連するイントラモードが、前記リスト内で前記上に
隣接するビデオブロックに関連するイントラモードより先にリストに記載される、Ｃ４９
に記載の装置。
　　［Ｃ５６］
　前記１つまたは複数のプロセッサが、前記現在のブロックを予測するための前記イント
ラモードと一致するＭＰＭの尤度に関連する統計値に基づいて前記リストを順番付けるよ
うにさらに構成された、Ｃ４９に記載の装置。
　　［Ｃ５７］
　前記１つまたは複数のプロセッサが、符号化されたビットストリームから、前記リスト
を生成するための比較の順番を判定するようにさらに構成された、Ｃ４９に記載の装置。
　　［Ｃ５８］
　前記装置がビデオ復号器を備え、前記現在のブロックを復号するために、前記１つまた
は複数のプロセッサが
　符号化されたビットストリームから、前記現在のブロックに関連する残りのビデオブロ
ックを取得する、
　前記現在のブロックの前記識別されたイントラモードを使用し、前記現在のブロックを
予測することによって、参考ブロックを生成する、および、
　前記参考ブロックと受信された残りのビデオブロックの組合せから前記現在のブロック
の値を判定する
　ようにさらに構成された、Ｃ４９に記載の装置。
　　［Ｃ５９］
　実行されるときに１つまたは複数のプロセッサに
　現在のブロックのイントラモードがＭＰＭを備えるときに、ビデオデータの現在のブロ
ックのＭＰＭのリストであって、ビデオデータの前記現在のブロックの前記イントラモー
ドがビデオデータの１つまたは複数の参考ブロックに関連する１つまたは複数のイントラ
モードと比較される順番で配列されたＭＰＭのリストを生成させる、
　前記ＭＰＭのリスト内で前記現在のブロックの前記イントラモードを識別するＭＰＭ指
標を判定させる、
　前記ＭＰＭ指標を使用し、前記現在のブロックの前記イントラモードを識別させる、お
よび、
　前記現在のブロックの前記識別されたイントラモードで前記現在のブロックを復号させ
る
　命令を備える、コンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ６０］
　前記現在のブロックの前記イントラモードが前記ＭＰＭのうちの１つと一致しないとき
に、前記１つまたは複数のプロセッサに、指標に残りのイントラモードのセットをマッピ
ングするコードワードマッピング手順に基づいて前記現在のブロックのイントラモードを
判定させる命令をさらに備える、Ｃ５９に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ６１］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロ
ックの上に隣接するビデオブロックとに関連し、前記リストを生成するために、前記命令
が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記上に隣接するブロックの比較より前に、前
記左に隣接するビデオブロックに関連するイントラモードを比較させ、前記左に隣接する
ビデオブロックに関連するイントラモードが、前記リスト内で前記上に隣接するビデオブ
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ータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ６２］
　前記ＭＰＭが、前記現在のブロックの左に隣接するビデオブロックと、前記現在のブロ
ックの上に隣接するビデオブロックとに関連し、前記リストを生成するために、前記命令
が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記左に隣接するビデオブロックの比較より前
に前記上に隣接するブロックに関連するイントラモードを比較させ、前記上に隣接するビ
デオブロックに関連するイントラモードが、前記リスト内で前記左に隣接するビデオブロ
ックに関連するイントラモードより先にリストに記載される、Ｃ５９に記載のコンピュー
タ可読記憶媒体。
　　［Ｃ６３］
　ビデオデータを復号するための装置であって、
　現在のブロックのイントラモードがＭＰＭを備えるときに、ビデオデータの現在のブロ
ックのＭＰＭのリストを生成するための手段であって、前記ＭＰＭのリストが、ビデオデ
ータの前記現在のブロックの前記イントラモードがビデオデータの１つまたは複数の参考
ブロックに関連する１つまたは複数のイントラモードと比較される順番で配列される、手
段と、
　前記ＭＰＭのリスト内で前記現在のブロックの前記イントラモードを識別するＭＰＭ指
標を判定するための手段と、
　前記ＭＰＭ指標を使用し、前記現在のブロックの前記イントラモードを識別するための
手段と、
　前記現在のブロックの前記識別されたイントラモードで前記現在のブロックを復号する
ための手段と
　を備える装置。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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