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(57)【要約】
　デコーダが、第１の係数ブロックを逆量子化すること
と、第２の係数ブロックを生成するために逆量子化され
た第１の係数ブロックの少なくとも一部に第１の逆変換
を適用することとを行うように構成される技法について
説明する。第１の逆変換は、非分離可能変換である。デ
コーダは、残差ビデオブロックを生成するために第２の
係数ブロックに第２の逆変換を適用するようにさらに構
成される。第２の逆変換は、周波数領域からピクセル領
域に第２の係数ブロックを変換する。デコーダは、復号
ビデオブロックを形成すること、ここにおいて、復号ビ
デオブロックを形成することは、１つまたは複数の予測
ブロックを残差ビデオブロックに加算することを備える
、を行うようにさらに構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオデータを復号するための方法であって、
　第１の係数ブロックを逆量子化することと、
　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少なく
とも一部に第１の逆変換を適用することと、前記第１の逆変換が、非分離可能変換である
、
　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用す
ることと、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブロック
を変換する、
　復号ビデオブロックを形成することと、ここにおいて、前記復号ビデオブロックを形成
することが、１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロックに加算することを
備える、
　を備える方法。
【請求項２】
　３つ以上の非分離可能変換候補を含む非分離可能変換のセットのサブセットを構築する
ことと、
　前記第１の逆変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補
を選択することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サブセットを構築することが、復号情報に基づいて前記サブセットを決定すること
を備える、前記復号された情報が、イントラ予測モードと、コーディングユニット（ＣＵ
）レベルの拡張複数変換（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベルのＥＭ
Ｔインデックスと、残差４分木深度と、量子化係数と、参照予測ブロックと、予測ユニッ
ト（ＰＵ）内の現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数を備える、請求
項２に記載の方法。
【請求項４】
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、請求項２に記載の方
法。
【請求項５】
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、請求項４
に記載の方法。
【請求項６】
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法が、前記ビデオデータのビットストリームから、変換ユニット、予測ユニット
、コーディングユニット、またはそれらの組合せに適用可能なインデックスを示すシンタ
ックス要素を取得することをさらに備える、
　非分離可能変換の前記サブセットから前記候補を選択することが、前記第１の逆変換と
して、前記インデックスによって示される候補を選択することを備える、請求項２に記載
の方法。
【請求項９】
　前記第１の逆変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、請求項１に記載の方法
。
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【請求項１０】
　ビデオデータを符号化するための方法であって、
　残差ビデオブロックを形成することと、ここにおいて、前記残差ビデオブロックを形成
することが、コーディングされているビデオブロックから１つまたは複数の予測ブロック
を減算することを備える、
　第１の係数ブロックを生成するために前記残差ビデオブロックに第１の変換を適用する
ことと、前記第１の変換が、ピクセル領域から周波数領域に前記残差ビデオブロックを変
換する、
　第２の係数ブロックを生成するために前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に第２
の変換を適用することと、前記第２の変換が、非分離可能変換である、
　前記第２の係数ブロックを量子化することと
　を備える方法。
【請求項１１】
　３つ以上の非分離可能変換候補を含む非分離可能変換のセットのサブセットを構築する
ことと、
　前記第２の変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補を
選択することと
　をさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記サブセットを構築することが、イントラ予測モードと、コーディングユニット（Ｃ
Ｕ）レベルの拡張複数変換（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベルのＥ
ＭＴインデックスと、残差４分木深度と、量子化係数と、基準予測ブロックと、予測ユニ
ット（ＰＵ）内の現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数に基づいて前
記サブセットを決定することを備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、請求項１
３に記載の方法。
【請求項１５】
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ビデオデータの符号化ビットストリーム中に、変換ユニット、予測ユニット、コー
ディングユニット、またはそれらの組合せのためのインデックスを示すデータを生成する
こと、前記選択された候補を示す前記インデックスが、前記第２の変換である、
　をさらに備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２の変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１９】
　ビデオデータを復号するための装置であって、
　前記ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、
　　第１の係数ブロックを逆量子化することと、
　　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少な
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くとも一部に第１の逆変換を適用することと、前記第１の逆変換が、非分離可能変換であ
る、
　　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用
することと、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブロッ
クを変換する、
　　１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロックに加算することと、
　　１つまたは複数の予測ブロックとの前記残差ビデオブロックの前記加算に基づいて復
号ビデオブロックを形成することと
　を行うように構成されたビデオデコーダと
　を備える装置。
【請求項２０】
　前記ビデオデコーダが、
　３つ以上の非分離可能変換候補を含む非分離可能変換のセットのサブセットを構築する
ことと、
　前記第１の逆変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補
を選択することと
　を行うようにさらに構成された、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ビデオデコーダが、
　復号情報に基づいて前記サブセットを決定することを備える、前記サブセットを構築す
ること、前記復号情報が、イントラ予測モードと、コーディングユニット（ＣＵ）レベル
の拡張複数変換（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベルのＥＭＴインデ
ックスと、残差４分木深度と、量子化係数と、基準予測ブロックと、予測ユニット（ＰＵ
）内の現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数を備える、
　を行うようにさらに構成された、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、請求項２０に記載の
装置。
【請求項２３】
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、請求項２
２に記載の装置。
【請求項２４】
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、請求項２０に記載の装置。
【請求項２６】
　前記ビデオデコーダが、前記ビデオデータのビットストリームから、変換ユニット、予
測ユニット、コーディングユニット、またはそれらの組合せに適用可能なインデックスを
示すシンタックス要素を取得するように構成され、
　前記ビデオデコーダが、非分離可能変換の前記サブセットから前記候補を選択すること
の一部として、前記ビデオデコーダが、前記第１の逆変換として、前記インデックスによ
って示される候補を選択するように構成された、請求項２０に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第１の逆変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、請求項１９に記載の装
置。
【請求項２８】
　前記装置が、前記復号ビデオブロックを備えるピクチャを表示するように構成されたデ
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ィスプレイを備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２９】
　前記装置が、カメラ、コンピュータ、モバイルデバイス、ブロードキャスト受信機デバ
イス、またはセットトップボックスのうちの１つまたは複数を備える、請求項１９に記載
の装置。
【請求項３０】
　ビデオデータを符号化するための装置であって、
　前記ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、
　　残差ビデオブロックを形成することと、ここにおいて、前記残差ビデオブロックを形
成することが、コーディングされているビデオブロックから１つまたは複数の予測ブロッ
クを減算することを備える、
　　第１の係数ブロックを生成するために前記残差ビデオブロックに第１の変換を適用す
ることと、前記第１の変換が、ピクセル領域から周波数領域に前記残差ビデオブロックを
変換する、
　　第２の係数ブロックを生成するために前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に第
２の変換を適用することと、前記第２の変換が、非分離可能変換である、
　　前記第２の係数ブロックを量子化することと
　を行うように構成されたビデオエンコーダと
　を備える装置。
【請求項３１】
　前記ビデオエンコーダが、
　３つ以上の非分離可能変換候補を含む非分離可能変換のセットのサブセットを構築する
ことと、
　前記第２の変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補を
選択することと
　を行うようにさらに構成された、請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記ビデオエンコーダが、
　イントラ予測モードと、コーディングユニット（ＣＵ）レベルの拡張複数変換（ＥＭＴ
）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベルのＥＭＴインデックスと、残差４分木深
度と、量子化係数と、基準予測ブロックと、予測ユニット（ＰＵ）内の現在のＴＵの相対
ロケーションとのうちの１つまたは複数に基づいて前記サブセットを決定することを備え
る、前記サブセットを構築すること
　を行うようにさらに構成された、請求項３０に記載の装置。
【請求項３３】
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、請求項３１に記載の
装置。
【請求項３４】
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、請求項３
３に記載の装置。
【請求項３５】
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、請求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、請求項３１に記載の装置。
【請求項３７】
　前記ビデオエンコーダが、
　前記ビデオデータの符号化ビットストリーム中に、変換ユニット、予測ユニット、コー
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ディングユニット、またはそれらの組合せのためのインデックスを示すデータを生成する
こと、前記選択された候補を示す前記インデックスが、前記第２の変換である、
　を行うようにさらに構成された、請求項３１に記載の装置。
【請求項３８】
　前記第２の変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、請求項３０に記載の装置
。
【請求項３９】
　前記ビデオエンコーダが、
　変換ユニットが変換スキップモードでコーディングされていることに基づいて前記ビデ
オデータのビットストリーム中の前記第２の変換のインデックスを示すデータを符号化す
べきかどうかを決定することと、
　前記第２の変換の前記インデックスを示すデータが前記ビットストリーム中に符号化さ
れていることに基づいて前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に前記第２の変換を実
行することを備える、前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に前記第２の変換を適用
することと
　を行うようにさらに構成された、請求項３０に記載の装置。
【請求項４０】
　前記装置が、前記ビデオブロックを備えるピクチャをキャプチャするように構成された
カメラを備える、請求項３０に記載の装置。
【請求項４１】
　前記装置が、カメラ、コンピュータ、モバイルデバイス、ブロードキャスト受信機デバ
イス、またはセットトップボックスのうちの１つまたは複数を備える、請求項３０に記載
の装置。
【請求項４２】
　ビデオデータを復号するための装置であって、
　第１の係数ブロックを逆量子化するための手段と、
　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少なく
とも一部に第１の逆変換を適用するための手段と、前記第１の逆変換が、非分離可能変換
である、
　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用す
るための手段と、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブ
ロックを変換する、
　復号ビデオブロックを形成するための手段と、ここにおいて、前記復号ビデオブロック
を形成するための前記手段が、１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロック
に加算するための手段を備える、
　を備える装置。
【請求項４３】
　実行されたとき、ビデオデータを復号するためのデバイスの１つまたは複数のプロセッ
サに、
　第１の係数ブロックを逆量子化することと、
　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少なく
とも一部に第１の逆変換を適用することと、前記第１の逆変換が、非分離可能変換である
、
　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用す
ることと、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブロック
を変換する、
　１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロックに加算することと、
　１つまたは複数の予測ブロックとの前記残差ビデオブロックの前記加算に基づいて復号
ビデオブロックを形成することと
　を行わせる命令を記憶した非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　[0001]本出願は、その各々の全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１５年９
月２９日に出願された米国仮出願第６２／２３４，６４４号、２０１６年２月１２日に出
願された米国仮出願第６２／２９４，８９７号、２０１６年４月１５日に出願された米国
仮出願第６２／３２３，４９６号、および２０１６年５月１７日に出願された米国仮出願
第６２／３３７，７３６号の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示は、ビデオコーディングに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]デジタルビデオ能力は、デジタルテレビジョン、デジタルダイレクトブロードキ
ャストシステム、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
ー、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、ビデオゲームコンソール、セルラー電話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、広
範囲のデバイスに組み込まれ得る。デジタルビデオデバイスは、ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６１
、ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＭＰＥＧ－１　Ｖｉｓｕａｌ、ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６２またはＩＳＯ
／ＩＥＣ　ＭＰＥＧ－２　Ｖｉｓｕａｌ、ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６３、ＩＳＯ／ＩＥＣ　Ｍ
ＰＥＧ－４　Ｖｉｓｕａｌ、ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４、Ｐａｒｔ　１０、
アドバンストビデオコーディング（ＡＶＣ）、およびＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６５、高効率ビ
デオコーディング（ＨＥＶＣ）によって定義された規格、およびそのような規格の拡張を
含む様々な規格に記載されているビデオコーディング技法などのビデオコーディング技法
を実装する。ビデオデバイスは、そのようなビデオコーディング技法を実装することによ
って、デジタルビデオ情報をより効率的に送信、受信、符号化、復号、および／または記
憶し得る。
【０００４】
　[0004]ビデオコーディング技法は、ビデオシーケンスに固有の冗長性を低減または除去
するための空間的（ピクチャ内）予測および／または時間的（ピクチャ間）予測を含む。
ブロックベースのビデオコーディングでは、ビデオスライス（たとえば、ビデオフレーム
またはビデオフレームの一部分）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呼ばれることもあるビデオブロックに区分され得る。
ピクチャのイントラコード化（Ｉ）スライス中のビデオブロックは、同じピクチャ中の隣
接ブロック中の参照サンプルに対する空間的予測を使用して符号化される。ピクチャのイ
ンターコード化（ＰまたはＢ）スライス中のビデオブロックは、同じピクチャ中の隣接ブ
ロック中の参照サンプルに対する空間的予測、または他の参照ピクチャ中の参照サンプル
に対する時間的予測を使用し得る。ピクチャは、フレームと呼ばれることがあり、参照ピ
クチャは、参照フレームと呼ばれることがある。
【０００５】
　[0005]空間的予測または時間的予測により、コーディングされるべきブロックのための
予測ブロックが生じる。残差データは、コーディングされるべき元のブロックと予測ブロ
ックとの間のピクセル差分を表す。インターコーディングされたブロックは、予測ブロッ
クを形成する参照サンプルのブロックを指す動きベクトルと、コーディングされたブロッ
クと予測ブロックとの間の差を示す残差データとに従って符号化される。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と残差データとに従って符号化さ
れる。さらなる圧縮のために、残差データは、ピクセル領域から変換領域に変換され、残
差変換係数が生じ得、その残差変換係数は、次いで量子化され得る。最初に２次元アレイ
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で構成される量子化された変換係数は、変換係数の１次元ベクトルを生成するために走査
され得、なお一層の圧縮を達成するために、エントロピーコーディングが適用され得る。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]概して、本開示では、ビデオコーディングにおけるイントラまたはインター予測
残差データに適用される２次変換設計に関する技法について説明する。変換は、ＨＥＶＣ
の拡張または次世代のビデオコーディング規格などの高度なビデオコーデックのコンテキ
ストにおいて使用され得る。
【０００７】
　[0007]一例では、本開示は、第１の係数ブロックを逆量子化することと、第２の係数ブ
ロックを生成するために逆量子化された第１の係数ブロックの少なくとも一部に第１の逆
変換を適用することと、第１の逆変換は、非分離可能変換である、残差ビデオブロックを
生成するために第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用することと、第２の逆変換は、
周波数領域からピクセル領域に第２の係数ブロックを変換する、復号ビデオブロックを形
成することと、ここにおいて、復号ビデオブロックを形成することは、１つまたは複数の
予測ブロックを残差ビデオブロックに加算することを備える、を備える方法について説明
する。
【０００８】
　[0008]一例では、本開示は、残差ビデオブロックを形成することと、ここにおいて、残
差ビデオブロックを形成することは、コーディングされているビデオブロックから１つま
たは複数の予測ブロックを減算することを備える、第１の係数ブロックを生成するために
残差ビデオブロックに第１の変換を適用することと、第１の変換は、ピクセル領域から周
波数領域に残差ビデオブロックを変換する、第２の係数ブロックを生成するために第１の
係数ブロックの少なくとも一部に第２の変換を適用することと、第２の変換は、非分離可
能変換である、第２の係数ブロックを量子化することとを備える方法について説明する。
【０００９】
　[0009]一例では、本開示は、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
タを記憶するように構成されたメモリと、第１の係数ブロックを逆量子化することと、第
２の係数ブロックを生成するために逆量子化された第１の係数ブロックの少なくとも一部
に第１の逆変換を適用することと、第１の逆変換は、非分離可能変換である、残差ビデオ
ブロックを生成するために第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用することと、第２の
逆変換は、周波数領域からピクセル領域に第２の係数ブロックを変換する、１つまたは複
数の予測ブロックを残差ビデオブロックに加算することと、１つまたは複数の予測ブロッ
クとの残差ビデオブロックの加算に基づいて復号ビデオブロックを形成することとを行う
ように構成されたビデオデコーダとを備える装置について説明する。
【００１０】
　[0010]一例では、本開示は、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
ータを記憶するように構成されたメモリと、残差ビデオブロックを形成することと、ここ
において、残差ビデオブロックを形成することは、コーディングされているビデオブロッ
クから１つまたは複数の予測ブロックを減算することを備える、第１の係数ブロックを生
成するために残差ビデオブロックに第１の変換を適用することと、第１の変換は、ピクセ
ル領域から周波数領域に残差ビデオブロックを変換する、第２の係数ブロックを生成する
ために第１の係数ブロックの少なくとも一部に第２の変換を適用することと、第２の変換
は、非分離可能変換である、第２の係数ブロックを量子化することとを行うように構成さ
れたビデオエンコーダとを備える装置について説明する。
【００１１】
　[0011]一例では、本開示は、ビデオデータを復号するための装置であって、第１の係数
ブロックを逆量子化するための手段と、第２の係数ブロックを生成するために逆量子化さ
れた第１の係数ブロックの少なくとも一部に第１の逆変換を適用するための手段と、第１
の逆変換は、非分離可能変換である、残差ビデオブロックを生成するために第２の係数ブ
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ロックに第２の逆変換を適用するための手段と、第２の逆変換は、周波数領域からピクセ
ル領域に第２の係数ブロックを変換する、復号ビデオブロックを形成するための手段と、
ここにおいて、復号ビデオブロックを形成するための手段は、１つまたは複数の予測ブロ
ックを残差ビデオブロックに加算するための手段を備える、を備える装置について説明す
る。
【００１２】
　[0012]一例では、本開示は、ビデオデータを符号化するための装置であって、残差ビデ
オブロックを形成するための手段と、ここにおいて、残差ビデオブロックを形成すること
は、コーディングされているビデオブロックから１つまたは複数の予測ブロックを減算す
ることを備える、第１の係数ブロックを生成するために残差ビデオブロックに第１の変換
を適用するための手段と、第１の変換は、ピクセル領域から周波数領域に残差ビデオブロ
ックを変換する、第２の係数ブロックを生成するために第１の係数ブロックの少なくとも
一部に第２の変換を適用するための手段と、第２の変換は、非分離可能変換である、第２
の係数ブロックを量子化するための手段とを備える装置について説明する。
【００１３】
　[0013]一例では、本開示は、実行されたとき、ビデオデータを復号するためのデバイス
の１つまたは複数のプロセッサに、第１の係数ブロックを逆量子化することと、第２の係
数ブロックを生成するために逆量子化された第１の係数ブロックの少なくとも一部に第１
の逆変換を適用することと、第１の逆変換は、非分離可能変換である、残差ビデオブロッ
クを生成するために第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用することと、第２の逆変換
は、周波数領域からピクセル領域に第２の係数ブロックを変換する、１つまたは複数の予
測ブロックを残差ビデオブロックに加算することと、１つまたは複数の予測ブロックとの
残差ビデオブロックの加算に基づいて復号ビデオブロックを形成することとを行わせる命
令を記憶した非一時的コンピュータ可読記憶媒体について説明する。
【００１４】
　[0014]一例では、本開示は、実行されたとき、ビデオデータを符号化するためのデバイ
スの１つまたは複数のプロセッサに、残差ビデオブロックを形成することと、ここにおい
て、残差ビデオブロックを形成することは、コーディングされているビデオブロックから
１つまたは複数の予測ブロックを減算することを備える、第１の係数ブロックを生成する
ために残差ビデオブロックに第１の変換を適用することと、第１の変換は、ピクセル領域
から周波数領域に残差ビデオブロックを変換する、第２の係数ブロックを生成するために
第１の係数ブロックの少なくとも一部に第２の変換を適用することと、第２の変換は、非
分離可能変換である、第２の係数ブロックを量子化することとを行わせる命令を記憶した
非一時的コンピュータ可読記憶媒体について説明する。
【００１５】
　[0015]一例では、本開示は、ビデオデータを復号するための方法であって、係数走査順
序に従って第１の１次元係数ベクトルとして第１の２次元係数ブロックを再編成すること
と、第２の１次元係数ベクトルを生成するために第１の１次元係数ベクトルに第１の逆変
換を適用することと、第１の逆変換は、非分離可能変換である、第２の２次元係数ブロッ
クとして第１の１次元係数ベクトルを再編成することと、残差ビデオブロックを生成する
ために第２の２次元係数ブロックに第２の逆変換を適用することと、第２の逆変換は、周
波数領域からピクセル領域に第２の２次元係数ブロックを変換する、復号ビデオブロック
を形成することと、ここにおいて、復号ビデオブロックを形成することは、１つまたは複
数の予測ブロックを残差ビデオブロックに加算することを備える、を備える方法について
説明する。
【００１６】
　[0016]一例では、本開示は、ビデオデータを符号化するための方法であって、残差ビデ
オブロックを形成することと、ここにおいて、残差ビデオブロックを形成することは、コ
ーディングされているビデオブロックから１つまたは複数の予測ブロックを減算すること
を備える、第１の２次元係数ブロックを生成するために残差ビデオブロックの少なくとも
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一部に第１の変換を適用することと、第１の変換は、ピクセル領域から周波数領域に残差
ビデオブロックを変換する、第１の１次元係数ベクトルとして第１の２次元係数ブロック
を再編成することと、第２の１次元係数ベクトルを生成するために第１の１次元係数ベク
トルの少なくとも一部に第２の変換を適用することと、第２の変換は、非分離可能変換で
ある、係数走査順序に従って第２の２次元係数ブロックとして第２の１次元係数ベクトル
を再編成することとを備える方法について説明する。
【００１７】
　[0017]一例では、本開示は、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
タを記憶するように構成されたメモリと、係数走査順序に従って第１の１次元係数ベクト
ルとして第１の２次元係数ブロックを再編成することと、第２の１次元係数ベクトルを生
成するために第１の１次元係数ベクトルに第１の逆変換を適用することと、第１の逆変換
は、非分離可能変換である、第２の２次元係数ブロックとして第１の１次元係数ベクトル
を再編成することと、残差ビデオブロックを生成するために第２の２次元係数ブロックに
第２の逆変換を適用することと、第２の逆変換は、周波数領域からピクセル領域に第２の
２次元係数ブロックを変換する、１つまたは複数の予測ブロックを残差ビデオブロックに
加算することと、１つまたは複数の予測ブロックを残差ビデオブロックに加算することと
、１つまたは複数の予測ブロックとの残差ビデオブロックの加算に基づいて復号ビデオブ
ロックを形成することとを行うように構成されたビデオデコーダとを備える装置について
説明する。
【００１８】
　[0018]一例では、本開示は、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
ータを記憶するように構成されたメモリと、残差ビデオブロックを形成することと、ここ
において、残差ビデオブロックを形成することは、コーディングされているビデオブロッ
クから１つまたは複数の予測ブロックを減算することを備える、第１の２次元係数ブロッ
クを生成するために残差ビデオブロックの少なくとも一部に第１の変換を適用することと
、第１の変換は、ピクセル領域から周波数領域に残差ビデオブロックを変換する、第１の
１次元係数ベクトルを生成するために第１の２次元係数ブロックを再編成することと、第
２の１次元係数ベクトルを生成するために第１の１次元係数ベクトルの少なくとも一部に
第２の変換を適用することと、第２の変換は、非分離可能変換である、係数走査順序に従
って第２の２次元係数ブロックとして第２の１次元係数ベクトルを再編成することとを行
うように構成されたビデオエンコーダとを備える装置について説明する。
【００１９】
　[0019]一例では、本開示は、ビデオデータを復号するための装置であって、係数走査順
序に従って第１の１次元係数ベクトルとして第１の２次元係数ブロックを再編成するため
の手段と、第２の１次元係数ベクトルを生成するために第１の１次元係数ベクトルに第１
の逆変換を適用するための手段と、第１の逆変換は、非分離可能変換である、第２の２次
元係数ブロックとして第１の１次元係数ベクトルを再編成するための手段と、残差ビデオ
ブロックを生成するために第２の２次元係数ブロックに第２の逆変換を適用するための手
段と、第２の逆変換は、周波数領域からピクセル領域に第２の２次元係数ブロックを変換
する、復号ビデオブロックを形成するための手段と、ここにおいて、復号ビデオブロック
を形成するための手段は、１つまたは複数の予測ブロックを残差ビデオブロックに加算す
るための手段を備える、を備える装置について説明する。
【００２０】
　[0020]一例では、本開示は、ビデオデータを符号化するための装置であって、残差ビデ
オブロックを形成するための手段と、ここにおいて、残差ビデオブロックを形成するため
の手段は、コーディングされているビデオブロックから１つまたは複数の予測ブロックを
減算するための手段を備える、第１の２次元係数ブロックを生成するために残差ビデオブ
ロックの少なくとも一部に第１の変換を適用するための手段と、第１の変換は、ピクセル
領域から周波数領域に残差ビデオブロックを変換する、第１の１次元係数ベクトルを生成
するために第１の２次元係数ブロックを再編成するための手段と、第２の１次元係数ベク
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トルを生成するために第１の１次元係数ベクトルの少なくとも一部に第２の変換を適用す
るための手段と、第２の変換は、非分離可能変換である、係数走査順序に従って第２の２
次元係数ブロックとして第２の１次元係数ベクトルを再編成するための手段とを備える装
置について説明する。
【００２１】
　[0021]一例では、本開示は、実行されたとき、ビデオデータを復号するためのデバイス
の１つまたは複数のプロセッサに、係数走査順序に従って第１の１次元係数ベクトルとし
て第１の２次元係数ブロックを再編成することと、第２の１次元係数ベクトルを生成する
ために第１の１次元係数ベクトルに第１の逆変換を適用することと、第１の逆変換は、非
分離可能変換である、第２の２次元係数ブロックとして第１の１次元係数ベクトルを再編
成することと、残差ビデオブロックを生成するために第２の２次元係数ブロックに第２の
逆変換を適用することと、第２の逆変換は、周波数領域からピクセル領域に第２の２次元
係数ブロックを変換する、復号ビデオブロックを形成することと、ここにおいて、復号ビ
デオブロックを形成することは、１つまたは複数の予測ブロックを残差ビデオブロックに
加算することを備える、を行わせる命令を記憶した非一時的コンピュータ可読記憶媒体に
ついて説明する。
【００２２】
　[0022]一例では、本開示は、実行されたとき、ビデオデータを符号化するためのデバイ
スの１つまたは複数のプロセッサに、コーディングされているビデオブロックから１つま
たは複数の予測ブロックを減算することを備える、残差ビデオブロックを形成することと
、第１の２次元係数ブロックを生成するために残差ビデオブロックの少なくとも一部に第
１の変換を適用することと、第１の変換は、ピクセル領域から周波数領域に残差ビデオブ
ロックを変換する、第１の１次元係数ベクトルを生成するために第１の２次元係数ブロッ
クを再編成することと、第２の１次元係数ベクトルを生成するために第１の１次元係数ベ
クトルの少なくとも一部に第２の変換を適用することと、第２の変換は、非分離可能変換
である、係数走査順序に従って第２の２次元係数ブロックとして第２の１次元係数ベクト
ルを再編成することとを行わせる命令を記憶した非一時的コンピュータ可読記憶媒体につ
いて説明する。
【００２３】
　[0023]１つまたは複数の例の詳細を添付の図面および以下の説明に記載する。他の特徴
、目的、および利点は、説明、図面、および特許請求の範囲から明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】[0024]本開示で説明する技法を利用し得る例示的な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】[0025]本開示で説明する技法を利用し得るＨＥＶＣにおける残差４分木に基づく
変換方式の図。
【図３Ａ】[0026]ビデオエンコーダにおける変換プロセスの図。
【図３Ｂ】[0027]ビデオデコーダにおける変換プロセスの図。
【図４】[0028]ビデオデコーダによって適用される例示的な回転変換の図。
【図５】[0029]２次変換係数再編成プロセスを含む例示的な符号化プロセスを示すブロッ
ク図。
【図６】[0030]２次変換係数再編成プロセスを含む例示的な復号プロセスを示すブロック
図。
【図７Ａ】[0031]ルーマイントラモードから変換セットインデックスへの例示的なマッピ
ングの図。
【図７Ｂ】[0032]０～６６にわたるイントラ予測モード（ＩＰＭ）範囲の図。
【図８】[0033]本開示で説明する技法を実装し得るビデオエンコーダの一例を示すブロッ
ク図。
【図９】[0034]本開示で説明する技法を実装し得るビデオデコーダの一例を示すブロック
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図。
【図１０Ａ】[0035]本開示で説明する１つまたは複数の技法による、ビデオエンコーダに
よる例示的な変換処理の図。
【図１０Ｂ】[0036]本開示で説明する１つまたは複数の技法による、ビデオデコーダによ
る例示的な逆変換処理の図。
【図１１】[0037]本開示で説明する技法を実施し得るビデオデータの第１の例示的な復号
を示す流れ図。
【図１２】[0038]本開示で説明する技法を実施し得るビデオデータの第１の例示的な符号
化を示す流れ図。
【図１３】[0039]本開示で説明する技法を実施し得るビデオデータの第２の例示的な復号
を示す流れ図。
【図１４】[0040]本開示で説明する技法を実施し得るビデオデータの第２の例示的な符号
化を示す流れ図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　[0041]概して、本開示では、ビデオコーディングにおけるイントラまたはインター予測
残差データに適用される２次変換設計に関する技法について説明する。変換は、ＨＥＶＣ
の拡張または次世代のビデオコーディング規格などの高度なビデオコーデックのコンテキ
ストにおいて使用され得る。
【００２６】
　[0042]ビデオエンコーダは、ビデオエンコーダからビデオデコーダへの出力に好適な形
態でビデオデータのための残差ブロックを表し得る。ビデオエンコーダからビデオデコー
ダに送信されるデータの量が低減されるように残差ブロックを表すために使用されるデー
タの量を低減することが望ましい。ビデオコーディングでは、分離可能変換は、非分離可
能変換と比較して、より少ない演算（たとえば、加算、乗算）を使用し得るので、分離可
能変換は、非分離可能変換に優先して適用されている。分離可能変換は、２つ以上のフィ
ルタの生成物として書くことができるフィルタである。対照的に、非分離可能フィルタは
、２つ以上のフィルタの生成物として書くことができない。
【００２７】
　[0043]ピクセル領域中の残差ブロックを周波数領域中の係数ブロックに変換する変換の
みに依拠するのではなく、ビデオエンコーダはまた、係数ブロックのエネルギー圧縮を増
加するために２次変換を適用し得る。たとえば、２次変換は、係数ブロックのＤＣ係数の
より近くに係数ブロックの非ゼロ係数を集中し得る。したがって、係数ブロックのＤＣ係
数と係数ブロックの最後の有意な（すなわち、非ゼロ）係数との間に係数は少なく、残差
ブロックを表すために使用されるデータの量が低減され得る。同様に、ビデオデコーダは
、係数ブロックを残差ブロックに変換するために逆１次変換を適用し得る。このようにし
て、残差ブロックを表すために使用されるデータが低減され、それによって、ビデオデー
タのための帯域幅および／または記憶要件が低減され、潜在的に、ビデオデコーダとビデ
オエンコーダとのエネルギー使用量が低減され得る。
【００２８】
　[0044]２次変換の既存の設計は、分離可能変換として２次変換を適用する。いくつかの
例では、分離可能変換が非分離可能変換と比較してより低い複雑さを有するので、分離可
能変換が非分離可能の代わりに適用されている。したがって、分離可能変換は、ビデオコ
ーディング方式では、非分離可能変換よりも有利になっていることがある。しかしながら
、２次変換としての非分離可能変換の使用は、改善された変換効率を与え得る。たとえば
、デバイスは、分離可能２次変換よりも高速に、または少ない複雑さで、非分離可能２次
変換を適用することが可能であり得る。したがって、本開示の一例によれば、ビデオデコ
ーダは、第２の係数ブロックを生成するために逆量子化された第１の係数ブロックの少な
くとも一部に第１の逆変換を適用し、第１の逆変換は、非分離可能変換であり得る。さら
にこの例では、ビデオデコーダは、残差ビデオブロックを生成するために第２の係数ブロ
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ックに第２の逆変換を適用し得る。第２の逆変換は、周波数領域からピクセル領域に第２
の係数ブロックを変換し得る。この例では、ビデオデコーダは、復号ビデオブロックを形
成し得る。いくつかの例では、復号ビデオブロックを形成することの一部として、ビデオ
デコーダは、１つまたは複数の予測ブロックを残差ビデオブロックに加算し得る。
【００２９】
　[0045]ビデオデータの圧縮の差異、たとえば、異なるイントラ予測モードは、非分離可
能２次変換の有効性を変更し得る。たとえば、第１のイントラ予測モードを使用するとき
、第１の非分離可能２次変換が、第２の非分離可能２次変換よりも高いエネルギー圧縮を
有し得る。しかしながら、本例では、第２のイントラ予測モードを使用するとき、第２の
非分離可能２次変換が、第１の非分離可能２次変換よりも高いエネルギー圧縮を有し得る
。したがって、候補非分離可能２次変換のセットから候補非分離可能２次変換を選択する
技法を可能にすることが望ましいことがある。すなわち、異なるビデオデータに対して同
じ非分離可能２次変換を使用するのではなく、ビデオエンコーダは、非分離可能２次変換
のセットから候補非分離可能２次変換を選択し得る。たとえば、ビデオエンコーダは、イ
ントラ予測モードに基づいて非分離可能２次変換のサブセットを構築し得る。同様に、い
くつかの例では、ビデオデコーダは、非分離可能２次変換のセットから候補非分離可能２
次変換を選択し得る。たとえば、ビデオデコーダは、ビデオデータの復号済み情報に基づ
いて非分離可能２次変換のサブセットを構築し得る。このようにして、より好適な非分離
可能２次変換は、残差ブロックに適用されるように選択され得、これにより、ただ１つの
非分離可能２次変換候補を使用する例と比較して、残差ブロックを表すために使用される
データの量が低減され得る。
【００３０】
　[0046]いくつかの例では、必ずしもベクトルフォーマットで変換係数を量子化するので
はなく、ビデオエンコーダは、変換係数を２次元係数ブロックに再編成し得る。より詳細
には、いくつかの例では、量子化ユニットは、分離可能変換によって出力されるフォーマ
ットであり得る２次元係数ブロックを量子化するように構成され得る。したがって、ビデ
オエンコーダが分離可能変換のみを使用するインスタンスならびにビデオエンコーダが分
離可能変換と非分離可能変換とを使用したインスタンスにおいて、同じ量子化ユニットが
使用され得る。
【００３１】
　[0047]図１は、本開示で説明する技法を利用し得る例示的な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べき符号化ビデオデータを提供するソースデバイス１２を含
む。具体的には、ソースデバイス１２は、コンピュータ可読媒体１６を介して宛先デバイ
ス１４にビデオデータを提供する。ソースデバイス１２および宛先デバイス１４は、デス
クトップコンピュータ、ノートブック（すなわち、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」フォンなどの電話ハン
ドセット、いわゆる「スマート」パッド、テレビジョン、カメラ、ディスプレイデバイス
、デジタルメディアプレーヤ、ビデオゲームコンソール、ビデオストリーミングデバイス
などを含む、広範囲にわたるデバイスのいずれかを備え得る。場合によっては、ソースデ
バイス１２および宛先デバイス１４は、ワイヤレス通信のために装備され得る。
【００３２】
　[0048]宛先デバイス１４は、コンピュータ可読媒体１６を介して復号されるべき符号化
ビデオデータを受信し得る。コンピュータ可読媒体１６は、ソースデバイス１２から宛先
デバイス１４に符号化ビデオデータを移動させることが可能な任意のタイプの媒体または
デバイスを備え得る。一例では、コンピュータ可読媒体１６は、ソースデバイス１２が、
符号化ビデオデータを宛先デバイス１４にリアルタイムで直接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
どの通信標準規格に従って変調され、宛先デバイス１４に送信され得る。通信媒体は、無
線周波数（ＲＦ）スペクトルまたは１つもしくは複数の物理伝送線路などの、任意のワイ
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ヤレスまたはワイヤード通信媒体を備え得る。通信媒体は、ローカルエリアネットワーク
、広域ネットワーク、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
トベースのネットワークの一部を形成することができる。通信媒体は、ソースデバイス１
２から宛先デバイス１４への通信を容易にするのに有用であり得る、ルータ、スイッチ、
基地局、または任意の他の機器を含むことができる。
【００３３】
　[0049]いくつかの例では、符号化されたデータは、出力インターフェース２２からスト
レージデバイスに出力され得る。同様に、符号化されたデータは、入力インターフェース
によってストレージデバイスからアクセスされ得る。ストレージデバイスは、ハードドラ
イブ、Ｂｌｕ－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
意の他の好適なデジタル記憶媒体など、様々な分散されたまたはローカルにアクセスされ
るデータ記憶媒体のいずれかを含み得る。さらなる一例では、ストレージデバイスは、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記憶し得るファイルサーバま
たは別の中間ストレージデバイスに対応し得る。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ストレージデバイスから記憶されたビデオデータにアクセスし
得る。ファイルサーバは、符号化ビデオデータを記憶し、その符号化ビデオデータを宛先
デバイス１４に送信することが可能な任意のタイプのサーバであり得る。例示的なファイ
ルサーバとしては、（たとえば、ウェブサイトのための）ウェブサーバ、ＦＴＰサーバ、
ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）デバイス、またはローカルディスクドライブがあ
る。宛先デバイス１４は、インターネット接続を含む、任意の標準のデータ接続を通して
符号化ビデオデータにアクセスし得る。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、ファイルサーバに記憶された符号化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。ストレージデバイスからの符号化ビデオデータの送信は、ストリ
ーミング送信、ダウンロード送信、またはそれらの組合せであり得る。
【００３４】
　[0050]本開示の技法は、必ずしもワイヤレス適用例または設定に限定されるとは限らな
い。本技法は、オーバージエアテレビジョン放送、ケーブルテレビジョン送信、衛星テレ
ビジョン送信、動的適応ストリーミングオーバーＨＴＴＰ（ＤＡＳＨ：dynamic adaptive
 streaming over HTTP）などのインターネットストリーミングビデオ送信、データ記憶媒
体上に符号化されたデジタルビデオ、データ記憶媒体上に記憶されたデジタルビデオの復
号、または他の応用など、様々なマルチメディア応用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。いくつかの例では、システム１０は、ビデオストリーミング
、ビデオ再生、ビデオブロードキャスティング、および／またはビデオテレフォニーなど
の適用例をサポートするために、一方向または双方向のビデオ送信をサポートするように
構成され得る。
【００３５】
　[0051]図１の例では、ソースデバイス１２は、ビデオソース１８と、ビデオエンコーダ
２０と、出力インターフェース２２とを含む。宛先デバイス１４は、入力インターフェー
ス２８と、ビデオデコーダ３０と、ディスプレイデバイス３２とを含む。本開示によれば
、ソースデバイス１２のビデオエンコーダ２０は、たとえば、２次変換に関係する技法な
ど、本開示で説明する技法を適用するように構成され得る。本開示によれば、宛先デバイ
ス１４のビデオデコーダ３０は、たとえば、２次変換に関係する技法など、本開示で説明
する技法を適用するように構成され得る。他の例では、ソースデバイスおよび宛先デバイ
スは他の構成要素または構成を含み得る。たとえば、ソースデバイス１２は、外部カメラ
などの外部ビデオソース１８からビデオデータを受信し得る。同様に、宛先デバイス１４
は、内蔵ディスプレイデバイスを含むのではなく、外部ディスプレイデバイスとインター
フェースし得る。
【００３６】
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　[0052]上述のように、ソースデバイス１２は出力インターフェース２２を含み、宛先デ
バイス１４は入力インターフェース２８を含む。いくつかの例では、出力インターフェー
ス２２は送信機を表し、入力インターフェース２８は受信機を表す。他の例では、出力イ
ンターフェース２２および入力インターフェース２８は、トランシーバ（すなわち、ワイ
ヤレスにデータ信号を送信することと受信することの両方が可能なインターフェース）の
例を表す。トランシーバは、ワイヤレス信号中でビデオデータを送信および受信するよう
に構成され得る。たとえば、出力インターフェース２２は、トランシーバとして実装され
たとき、符号化ビデオデータを含むデータ信号（たとえば、コンピュータ可読媒体１６）
を送り得、入力インターフェース２８は、トランシーバとして実装されたとき、符号化ビ
デオデータを含むデータ信号（たとえば、コンピュータ可読媒体１６）を受信し得る。上
記で説明したように、ビデオエンコーダ２０は符号化ビデオデータを出力インターフェー
ス２２に与え得、入力インターフェース２８は符号化ビデオデータをビデオデコーダ３０
に与え得る。
【００３７】
　[0053]図１の図示のシステム１０は一例にすぎない。本開示で説明する技法は、任意の
デジタルビデオ符号化および／または復号デバイスによって実行され得る。概して、本開
示の技法はビデオ符号化デバイスおよびビデオ復号デバイスによって実行されるが、本技
法はまた、一般に「コーデック」と呼ばれるビデオエンコーダ／デコーダによって実行さ
れ得る。ソースデバイス１２および宛先デバイス１４は、ソースデバイス１２が宛先デバ
イス１４に送信するためのコード化ビデオデータを生成するような、コーディングデバイ
スの例にすぎない。いくつかの例では、デバイス１２、１４は、デバイス１２、１４の各
々がビデオ符号化構成要素とビデオ復号構成要素とを含むように、実質的に対称的に動作
し得る。したがって、システム１０は、たとえば、ビデオストリーミング、ビデオ再生、
ビデオブロードキャスティング、またはビデオテレフォニーのための、ソースデバイス１
２と宛先デバイス１４との間の一方向または双方向のビデオ送信をサポートし得る。
【００３８】
　[0054]ソースデバイス１２のビデオソース１８は、ビデオカメラ、以前にキャプチャさ
れたビデオを含むビデオアーカイブ、および／または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フィードインターフェースなどの、ビデオキャプチャデバイ
スを含み得る。さらなる代替として、ビデオソース１８は、ソースビデオとしてコンピュ
ータグラフィックスベースのデータ、または、ライブビデオ、アーカイブされたビデオ、
およびコンピュータ生成ビデオの組合せを生成し得る。場合によっては、ソースデバイス
１２および宛先デバイス１４は、いわゆるカメラフォンまたはビデオフォンを形成し得る
。ただし、上述のように、本開示で説明する技法は、概してビデオコーディングに適用可
能であり得、ワイヤレスおよび／またはワイヤード適用例に適用され得る。各場合におい
て、キャプチャされたビデオ、前にキャプチャされたビデオ、またはコンピュータ生成ビ
デオは、ビデオエンコーダ２０によって符号化され得る。符号化ビデオ情報は、次いで、
出力インターフェース２２によってコンピュータ可読媒体１６上に出力され得る。
【００３９】
　[0055]コンピュータ可読媒体１６は、ワイヤレスブロードキャストまたはワイヤードネ
ットワーク送信などの一時的媒体を含み得る。いくつかの例では、ネットワークサーバ（
図示せず）は、たとえば、ネットワーク送信を介して、ソースデバイス１２から符号化ビ
デオデータを受信し、その符号化ビデオデータを宛先デバイス１４に与え得る。したがっ
て、コンピュータ可読媒体１６は、様々な例において、様々な形態の１つまたは複数のコ
ンピュータ可読媒体を含むことが理解され得る。
【００４０】
　[0056]宛先デバイス１４の入力インターフェース２８はコンピュータ可読媒体１６から
情報を受信する。コンピュータ可読媒体１６の情報は、ビデオエンコーダ２０によって定
義され、またビデオデコーダ３０によって使用される、ブロックおよび他のコード化ユニ
ットの特性および／または処理を記述するシンタックス要素を含む、シンタックス情報を
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含み得る。ディスプレイデバイス３２は、復号ビデオデータをユーザに対して表示し、陰
極線管（ＣＲＴ）、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ディスプレイデバイスなど、様々
なディスプレイデバイスのいずれかを備え得る。
【００４１】
　[0057]ビデオエンコーダ２０およびビデオデコーダ３０はそれぞれ、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（ＡＳ
ＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、ディスクリート論理、ソ
フトウェア、ハードウェア、ファームウェアなど、様々な好適なエンコーダ回路のいずれ
か、またはそれらの任意の組合せとして実装され得る。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、好適な非一時的コンピュータ可読媒体にソフトウェアのた
めの命令を記憶し、本開示の技法を実行するために１つまたは複数のプロセッサを使用し
てハードウェアで命令を実行し得る。ビデオエンコーダ２０およびビデオデコーダ３０の
各々は、１つまたは複数のエンコーダまたはデコーダ中に含まれ得、そのいずれも、それ
ぞれのデバイスにおいて複合エンコーダ／デコーダ（コーデック）の一部として統合され
得る。ビデオエンコーダ２０および／またはビデオデコーダ３０を含むデバイスは、集積
回路、マイクロプロセッサ、および／またはセルラー電話などのワイヤレス通信デバイス
を備え得る。
【００４２】
　[0058]ビデオエンコーダ２０とビデオデコーダ３０とは、上記で説明した規格などのビ
デオコーディング規格に従って動作し、いくつかの例では、ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６５とも
呼ばれる高効率ビデオコーディング（ＨＥＶＣ）規格またはＨＥＶＣ規格の拡張に従って
、あるいは次世代のビデオコーディング規格に従って動作し得る。ただし、本開示の技法
は、いかなる特定のコーディング規格にも限定されない。ビデオコーディング規格の他の
例としては、ＭＰＥＧ－２およびＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６３がある。図１には示されていな
いが、いくつかの態様では、ビデオエンコーダ２０およびビデオデコーダ３０は、それぞ
れ、オーディオエンコーダおよびデコーダと統合され得、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中のオーディオ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およびソフトウェアを含み得る
。適用可能な場合、ＭＵＸ－ＤＥＭＵＸユニットはＩＴＵ　Ｈ．２２３マルチプレクサプ
ロトコルなどのプロトコル、またはユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）などの他の
プロトコルに準拠し得る。
【００４３】
　[0059]本開示の技法は、概して、「ＳＥＲＩＥＳ　Ｈ：　ＡＵＤＩＯＶＩＳＵＡＬ　Ａ
ＮＤ　ＭＵＬＴＩＭＥＤＩＡ　ＳＹＳＴＥＭＳ，Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｏｆ　
ａｕｄｉｏｖｉｓｕａｌ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ－Ｃｏｄｉｎｇ　ｏｆ　ｍｏｖｉｎｇ　ｖｉ
ｄｅｏ」、高効率ビデオコーディング、ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６５、２０１３年４月に記載
されている高効率ビデオコーディング（ＨＥＶＣ）とも呼ばれるＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６５
に関して説明される。ただし、これらの技法は、ＨＥＶＣの拡張および他の規格の拡張を
含む他のビデオコーディング規格に適用され得る。他のビデオコーディング規格の例とし
ては、ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６１、ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＭＰＥＧ－１　Ｖｉｓｕａｌ、ＩＴＵ
－Ｔ　Ｈ．２６２またはＩＳＯ／ＩＥＣ　ＭＰＥＧ－２　Ｖｉｓｕａｌ、ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ
．２６３、ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＭＰＥＧ－４　Ｖｉｓｕａｌ、および、スケーラブルビデオ
コーディング（ＳＶＣ）拡張とマルチビュービデオコーディング（ＭＶＣ）拡張とを含む
ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４、Ｐａｒｔ　１０、アドバンストビデオコーディ
ング（ＡＶＣ）がある。
【００４４】
　[0060]Ｈ．２６５規格は、最近、ＩＴＵ－Ｔビデオコーディングエキスパートグループ
（ＶＣＥＧ：Video Coding Experts Group）とＩＳＯ／ＩＥＣモーションピクチャエキス
パートグループ（ＭＰＥＧ：Motion Picture Experts Group）とのジョイントコラボレー
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ションチームオンビデオコーディング（ＪＣＴ－ＶＣ：Joint Collaboration Team on Vi
deo Coding）によって確定された。以下でＨＥＶＣ　ＷＤと呼ぶ、ＨＥＶＣドラフト仕様
が、ｈｔｔｐ：／／ｐｈｅｎｉｘ．ｉｎｔ－ｅｖｒｙ．ｆｒ／ｊｃｔ／ｄｏｃ＿ｅｎｄ＿
ｕｓｅｒ／ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ／１４＿Ｖｉｅｎｎａ／ｗｇ１１／ＪＣＴＶＣ－Ｎ１００
３－ｖ１．ｚｉｐから入手可能である。
【００４５】
　[0061]また、ＨＥＶＣのマルチビュー拡張であるＭＶ－ＨＥＶＣがＪＣＴ－３Ｖによっ
て開発された。ＭＶ－ＨＥＶＣ　ＷＤ８と呼ばれる、ＭＶ－ＨＥＶＣのワーキングドラフ
ト（ＷＤ）の例が、ｐｈｅｎｉｘ．ｉｔ－ｓｕｄｐａｒｉｓ．ｅｕ／ｊｃｔ２／ｄｏｃ＿
ｅｎｄ＿ｕｓｅｒ／ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ／８＿Ｖａｌｅｎｃｉａ／ｗｇ１１／ＪＣＴ３Ｖ
－Ｈ１００２－ｖ５．ｚｉｐから入手可能である。ＳＨＶＣと称するＨＥＶＣのスケーラ
ブル拡張も、ＪＣＴ－ＶＣによって開発された。ＳＨＶＣ　ＷＤ６と呼ばれるＳＨＶＣの
ワーキングドラフト（ＷＤ）の例が、ｐｈｅｎｉｘ．ｉｔ－ｓｕｄｐａｒｉｓ．ｅｕ／ｊ
ｃｔ／ｄｏｃ＿ｅｎｄ＿ｕｓｅｒ／ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ／１７＿Ｖａｌｅｎｃｉａ／ｗｇ
１１／ＪＣＴＶＣ－Ｑ１００８－ｖ２．ｚｉｐから入手可能である。
【００４６】
　[0062]ＨＥＶＣおよび他のビデオコーデックでは、ビデオフレームまたはピクチャは、
ルーマサンプルとクロマサンプルの両方を含み得る最大コーディングユニット（ＬＣＵ）
としても知られる、ツリーブロックのシーケンスに分割され得る。ビットストリーム内の
シンタックスデータが、ピクセルの数に関して最大コーディングユニットであるＬＣＵの
サイズを定義し得る。スライスは、コーディング順序で、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スに区分され得
る。
【００４７】
　[0063]ＨＥＶＣにおいて符号化ＣＴＵを生成するために（すなわち、ＣＴＵを符号化す
るために）、ビデオエンコーダ２０は、コーディングツリーブロックをコーディングブロ
ックに分割するために、ＣＴＵのコーディングツリーブロックに対して４分木区分化を再
帰的に実行することができ、したがって、「コーディングツリーユニット」という名称が
ある。コーディングブロックはサンプルのＮ×Ｎブロックである。ＣＵは、ルーマサンプ
ルアレイ、ＣｂサンプルアレイおよびＣｒサンプルアレイを有するピクチャの、ルーマサ
ンプルのコーディングブロックと、クロマサンプルの２つの対応するコーディングブロッ
クと、それらのコーディングブロックのサンプルをコーディングするために使用されるシ
ンタックス構造とであり得る。モノクロームピクチャまたは３つの別々の色平面を有する
ピクチャでは、ＣＵは、単一のコーディングブロックと、そのコーディングブロックのサ
ンプルをコーディングするために使用されるシンタックス構造とを備え得る。
【００４８】
　[0064]各ツリーブロックは、４分木データ構造に従ってＣＵに分割され得る。概して、
４分木データ構造はＣＵごとに１つのノードを含み、ルートノードはツリーブロックに対
応する。ＣＵが４つのサブＣＵに分割された場合、ＣＵに対応するノードは４つのリーフ
ノードを含み、リーフノードの各々はサブＣＵのうちの１つに対応する。４分木データ構
造の各ノードは、対応するＣＵのシンタックスデータを与え得る。たとえば、４分木内の
ノードは、そのノードに対応するＣＵがサブＣＵに分割されるか否かを示すスプリットフ
ラグを含み得る。ＣＵのシンタックス要素は、再帰的に定義され得、ＣＵがサブＣＵに分
割されるか否かに依存し得る。ＣＵがさらに分割されない場合、そのＣＵはリーフＣＵと
呼ばれる。本開示では、元のリーフＣＵの明示的分割が存在しない場合でも、リーフＣＵ
の４つのサブＣＵをリーフＣＵとも呼ぶ。たとえば、１６×１６サイズのＣＵがさらに分
割されない場合、その１６×１６ＣＵが決して分割されなくても、４つの８×８サブＣＵ
はリーフＣＵとも呼ばれる。
【００４９】
　[0065]ＣＵは、ＣＵがサイズの特異性を有しないことを別にすれば、Ｈ．２６４規格の
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マクロブロックと同様の目的を有する。たとえば、ツリーブロックは、（サブＣＵとも呼
ばれる）４つの子ノードに分割され得、各子ノードは、今度は親ノードとなり、別の４つ
の子ノードに分割され得る。４分木のリーフノードと呼ばれる、最終の、分割されていな
い子ノードは、リーフＣＵとも呼ばれるコーディングノードを備える。コード化ビットス
トリームに関連するシンタックスデータは、最大ＣＵ深度と呼ばれる、ツリーブロックが
分割され得る最大回数を定義し得、また、コーディングノードの最小サイズを定義し得る
。それに応じて、ビットストリームはまた、最小コーディングユニット（ＳＣＵ）を定義
し得る。ＣＵのサイズは、コーディングノードのサイズに対応し、概して形状が正方形で
ある。ＣＵのサイズは、８×８ピクセルから最大サイズ、たとえば、６４×６４以上のピ
クセルをもつツリーブロックのサイズまでに及び得る。
【００５０】
　[0066]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：prediction unit）および変換ユニット（ＴＵ：transform unit）とを含む。
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。ＣＵに関連付け
られたシンタックスデータは、たとえば、１つまたは複数のＰＵへのＣＵの区分を記述し
得る。ＣＵを符号化することの一部として、ビデオエンコーダ２０は、ＣＵのコーディン
グブロックを１つまたは複数の予測ブロックに区分し得る。予測ブロックは、同じ予測が
適用されるサンプルの矩形（すなわち、正方形または非正方形）ブロックであり得る。Ｃ
Ｕの予測ユニット（ＰＵ）は、ピクチャのルーマサンプルの予測ブロックと、クロマサン
プルの２つの対応する予測ブロックと、予測ブロックサンプルを予測するために使用され
るシンタックス構造とであり得る。ビデオエンコーダ２０は、ＣＵの各ＰＵのルーマ予測
ブロックとＣｂ予測ブロックとＣｒ予測ブロックとのための予測ルーマブロックと予測Ｃ
ｂブロックと予測Ｃｒブロックとを生成し得る。モノクロームピクチャまたは３つの別々
の色平面を有するピクチャでは、ＰＵは、単一の予測ブロックと、その予測ブロックを予
測するために使用されるシンタックス構造とを備え得る。
【００５１】
　[0067]ビデオエンコーダ２０は、ＰＵのための予測ブロックを生成するためにイントラ
予測またはインター予測を使用し得る。各ＣＵは、イントラ予測モードまたはインター予
測モードのいずれかのうちの１つでコーディングされる。ビデオエンコーダ２０がＰＵの
予測ブロックを生成するためにイントラ予測を使用する場合、ビデオエンコーダ２０は、
ＰＵに関連するピクチャの復号されたサンプルに基づいてＰＵの予測ブロックを生成し得
る。ビデオエンコーダ２０が、ＰＵの予測ブロックを生成するためにインター予測を使用
する場合、ビデオエンコーダ２０は、ＰＵに関連するピクチャ以外の１つまたは複数のピ
クチャの復号サンプルに基づいて、ＰＵの予測ブロックを生成し得る。
【００５２】
　[0068]区分モードは、ＣＵがスキップであるのか、または直接モード符号化されるのか
、イントラ予測モード符号化されるのか、またはインター予測モード符号化されるのかの
間で異なり得る。ＰＵは、形状が非正方形になるように区分され得る。
【００５３】
　[0069]さらに、ビデオエンコーダ２０は、１つまたは複数の変換ブロックにＣＵの各残
差ブロックを分解し得る。変換ブロックは、同じ変換が適用されるサンプルの矩形（正方
形または非正方形）ブロックであり得る。ＣＵの変換ユニット（ＴＵ）は、ルーマサンプ
ルの変換ブロックと、クロマサンプルの２つの対応する変換ブロックと、変換ブロックサ
ンプルを変換するために使用されるシンタックス構造とであり得る。したがって、ＣＵの
各ＴＵは、ルーマ変換ブロック、Ｃｂ変換ブロック、およびＣｒ変換ブロックに関連付け
られ得る。ＴＵに関連付けられたルーマ変換ブロックは、ＣＵのルーマ残差ブロックのサ
ブブロックであり得る。Ｃｂ変換ブロックは、ＣＵのＣｂ残差ブロックのサブブロックで
あり得る。Ｃｒ変換ブロックは、ＣＵのＣｒ残差ブロックのサブブロックであり得る。モ
ノクロームピクチャまたは３つの別々の色平面を有するピクチャでは、ＴＵは、単一の変
換ブロックと、その変換ブロックのサンプルを変換するために使用されるシンタックス構
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造とを備え得る。いくつかの例では、残差ブロック、ルーマ成分およびクロマ成分に対し
て同じＣＵは、様々な方法で区分され得る。
【００５４】
　[0070]ＣＵに関連するシンタックスデータはまた、たとえば、４分木に従うＣＵの１つ
または複数のＴＵへの区分を記述し得る。ＴＵは、形状が正方形または非正方形（たとえ
ば、矩形）であり得る。本開示は、「ブロック」という用語を、ＨＥＶＣのコンテキスト
においてＣＵ、ＰＵ、またはＴＵのうちのいずれか、または他の規格のコンテキストにお
いて同様のデータ構造（たとえば、Ｈ．２６４／ＡＶＣのマクロブロックおよびそのサブ
ブロック）を参照するために使用し得る。
【００５５】
　[0071]ＨＥＶＣ規格は、ＣＵごとに異なり得る、ＴＵに従う変換を可能にする。ＴＵは
、一般に、区分された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
サイズ決定されるが、これは常にそうであるとは限らない。ＴＵは、一般に、ＰＵと同じ
サイズであるかまたはＰＵよりも小さい。いくつかの例では、ＣＵに対応する残差サンプ
ルは、「残差４分木」（ＲＱＴ：residual quad tree）として知られる４分木構造を使用
してより小さいユニットに再分割され得る。ＲＱＴのリーフノードは、変換ユニット（Ｔ
Ｕ）と呼ばれることがある。ＴＵに関連するピクセル差分値は、変換係数を生成するため
に変換され得、その変換係数は量子化され得る。
【００５６】
　[0072]リーフＣＵは１つまたは複数のＰＵを含み得る。概して、ＰＵは、対応するＣＵ
の全部または一部分に対応する空間エリアを表し、そのＰＵの参照サンプルを取り出しお
よび／または生成するためのデータを含み得る。その上、ＰＵは、予測に関係するデータ
を含む。たとえば、ＰＵがイントラモード符号化されるとき、ＰＵのためのデータは、Ｐ
Ｕに対応するＴＵのためのイントラ予測モードを記述するデータを含み得るＲＱＴ中に含
まれ得る。ＲＱＴは変換ツリーと呼ばれることもある。いくつかの例では、イントラ予測
モードは、ＲＱＴの代わりに、リーフＣＵシンタックス中でシグナリングされ得る。一例
として、ＰＵがインターモード符号化されるとき、ＰＵは、ＰＵのための、１つまたは複
数の動きベクトルなど、動き情報を定義するデータを含み得る。ＰＵのための動きベクト
ルを定義するデータは、たとえば、動きベクトルの水平成分、動きベクトルの垂直成分、
動きベクトルについての解像度（たとえば、１／４ピクセル精度または１／８ピクセル精
度）、動きベクトルが指す参照ピクチャ、および／または動きベクトルのための参照ピク
チャリスト（たとえば、リスト０、リスト１、またはリストＣ）を記述し得る。
【００５７】
　[0073]１つまたは複数のＰＵを有するリーフＣＵはまた、１つまたは複数のＴＵを含み
得る。変換ユニットは、上で論じたように、ＲＱＴ（ＴＵ４分木構造とも称する）を使用
して指定され得る。たとえば、分割フラグは、リーフＣＵが４つの変換ユニットに分割さ
れるのかどうかを示し得る。次いで、各変換ユニットは、さらなるサブＴＵにさらに分割
され得る。ＴＵがさらに分割されないとき、それはリーフＴＵと呼ばれることがある。概
して、イントラコーディングの場合、リーフＣＵに属するすべてのリーフＴＵは同じイン
トラ予測モードを共有する。すなわち、概して、リーフＣＵのすべてのＴＵの予測値を計
算するために同じイントラ予測モードが適用される。イントラコーディングでは、ビデオ
エンコーダは、イントラ予測モードを使用して各リーフＴＵの残差値を、ＴＵに対応する
ＣＵの一部と元のブロックとの間の差分として計算し得る。ＴＵは、必ずしもＰＵのサイ
ズに制限されるとは限らない。したがって、ＴＵは、ＰＵよりも大きいことも小さいこと
もある。イントラコーディングでは、ＰＵは、同じＣＵのための対応するリーフＴＵとコ
ロケートされ得る。いくつかの例では、リーフＴＵの最大サイズは、対応するリーフＣＵ
のサイズに対応し得る。
【００５８】
　[0074]その上、リーフＣＵのＴＵはまた、上述のようにＲＱＴまたは変換ツリーと呼ば
れる、それぞれの４分木データ構造に関連付けられ得る。すなわち、リーフＣＵは、その
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リーフＣＵがＴＵにどのように区分されるかを示す４分木を含み得る。ＴＵ４分木のルー
トノードは概してリーフＣＵに対応し、ＣＵ４分木のルートノードは概してツリーブロッ
クに対応する。分割されないＲＱＴのＴＵはリーフＴＵと呼ばれる。概して、本開示では
、別段に明記されていない限り、リーフＣＵおよびリーフＴＵに言及するためにそれぞれ
ＣＵおよびＴＵという用語を使用する。
【００５９】
　[0075]ビデオシーケンスは、通常、一連のビデオフレームまたはピクチャを含む。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述するスライスシンタック
スデータを含み得る。ビデオエンコーダ２０は、通常、ビデオデータを符号化するために
、個々のビデオスライス内のビデオブロックに対して動作する。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。ビデオブロックは、固定サイズまたは可変サイズ
を有し、指定のコーディング規格に応じてサイズが異なり得る。
【００６０】
　[0076]本開示では、「Ｎ×Ｎ」および「Ｎ　ｂｙ　Ｎ」は、垂直方向の寸法および水平
方向の寸法に関するビデオブロックのピクセル寸法、たとえば、１６ｘ１６ピクセルまた
は１６×１６（１６　ｂｙ　１６）ピクセルを指すために互換的に使用され得る。概して
、１６×１６ブロックは、垂直方向に１６ピクセル（ｙ＝１６）、および水平方向に１６
ピクセル（ｘ＝１６）を有する。同様に、Ｎ×Ｎブロックは、概して、垂直方向にＮピク
セルを有し、水平方向にＮピクセルを有し、ここで、Ｎは非負整数値を表す。ブロック中
のピクセルは行および列に配列され得る。その上、ブロックは、必ずしも、水平方向にお
いて垂直方向と同じ数のピクセルを有する必要があるとは限らない。たとえば、ブロック
はＮ×Ｍピクセルを備え得、ここで、Ｍは必ずしもＮに等しいとは限らない。
【００６１】
　[0077]ＣＵのＰＵを使用したイントラ予測コーディングまたはインター予測コーディン
グに続いて、ビデオエンコーダ２０は、ＣＵのＴＵのための残差データを計算し得る。Ｐ
Ｕは、（ピクセル領域とも呼ばれる）空間領域において予測ピクセルデータを生成する技
法またはモードを記述するシンタックスデータを備え得、ＴＵは、変換、たとえば、残差
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後に、変換領域において係数を備え得る。残差データは、符号
化されてい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。ビデオエンコーダ２０は、ＣＵのための残差データを表す量子化された変換係数を
含むようにＴＵを形成し得る。すなわち、ビデオエンコーダ２０は、（残差ブロックの形
態の）残差データを計算し、変換係数のブロックを生成するために残差ブロックを変換し
、次いで、被量子化変換係数を形成するために変換係数を量子化し得る。ビデオエンコー
ダ２０は、量子化された変換係数を含むＴＵ、ならびに他のシンタックス情報（たとえば
、ＴＵのための分割情報）を形成し得る。
【００６２】
　[0078]上述のように、変換係数を生成するための任意の変換の適用の後に、ビデオエン
コーダ２０は、変換係数の量子化を実行し得る。量子化は、一般に、係数を表すために使
用されるデータの量をできるだけ低減するために変換係数が量子化され、さらなる圧縮を
行うプロセスを指す。量子化プロセスは、係数の一部または全部に関連付けられたビット
深度を低減し得る。たとえば、量子化中にｎビット値がｍビット値に切り捨てられ得、た
だし、ｎはｍよりも大きい。
【００６３】
　[0079]量子化の後に、ビデオエンコーダ２０は、変換係数を走査して、量子化変換係数
を含む２次元行列から１次元ベクトルを生成し得る。走査は、アレイの前部により高いエ
ネルギー（したがって、より低い周波数）係数を配置し、アレイの後部により低いエネル
ギー（したがって、より高い周波数）係数を配置するように設計され得る。いくつかの例
では、ビデオエンコーダ２０は、エントロピー符号化され得るシリアル化ベクトルを生成
するために、量子化された変換係数を走査するためにあらかじめ定義された走査順序を利
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用し得る。他の例では、ビデオエンコーダ２０は適応型走査を実行し得る。量子化された
変換係数を走査して１次元ベクトルを形成した後に、ビデオエンコーダ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）、コンテキスト適応型バイナリ
算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）、シンタックスベースコンテキスト適応型バイナリ算術
コーディング（ＳＢＡＣ）、確率間隔区分エントロピー（ＰＩＰＥ）コーディングまたは
別のエントロピー符号化方法に従って、１次元ベクトル中の変換係数を表す特定のシンタ
ックス要素をエントロピー符号化し得る。ビデオエンコーダ２０はまた、ビデオデータを
復号する際にビデオデコーダ３０によって使用するための、符号化ビデオデータに関連付
けられたシンタックス要素をエントロピー符号化し得る。
【００６４】
　[0080]概して、ビデオデコーダ３０は、符号化データを復号するためにビデオエンコー
ダ２０によって実行されるものと、相反するが、同様のプロセスを実行する。たとえば、
ビデオデコーダ３０は、残差ブロックを再生するために、受信されたＴＵの変換係数を逆
量子化および逆変換する。ビデオデコーダ３０は、予測されたブロックを形成するために
、シグナリングされた予測モード（イントラ予測またはインター予測）を使用し得る。ビ
デオデコーダ３０は、元のブロックを再生するために予測されたブロックと残差ブロック
とを（ピクセルごとに）組み合わせ得る。ビデオデコーダ３０は、ブロック境界に沿って
視覚的アーティファクトを低減するためにデブロッキングプロセスを実行することなどの
追加の処理を実行し得る。さらに、ビデオデコーダ３０は、ビデオエンコーダ２０のＣＡ
ＢＡＣ符号化プロセスに相反するが、それと実質的に同様の様式でＣＡＢＡＣを使用して
シンタックス要素を復号し得る。
【００６５】
　[0081]前述のように、ビデオエンコーダ２０は、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を残差ビデオデータに適用し得る。そのような分離可能変
換は、入力信号の代替表現を導出するプロセスを示し得る。Ｎ点ベクトルｘ＝［ｘ0，ｘ1

，．．．，×N-1］
Tおよび所与のベクトル｛Φ0，Φ1，．．．，ΦM-1｝のセットを仮定

すれば、ｘは、近似されるか、またはΦ0，Φ1，．．．，ΦM-1の線形結合を使用して正
確に表され得、これは、次のように公式化され得る。
【００６６】
【数１】

【００６７】
上式で、
【００６８】
【数２】

【００６９】
は、ｘの近似値または均等物であり得、ベクトルｆ＝［ｆi，ｆ2，．．．，ｆM-1］は、
変換係数ベクトルと呼ばれ、｛Φ0，Φ1，．．．，ΦM-1｝は、変換基底ベクトルである
。
【００７０】
　[0082]ビデオコーディングのシナリオでは、変換係数は、ほぼ非相関であり、疎であり
得る。たとえば、入力ベクトルｘのエネルギーは、数個の変換係数だけに圧縮され得、残
りの大多数の変換係数は一般に０に近くなる。
【００７１】
　[0083]特定の入力データを仮定すれば、エネルギー圧縮に関する最適な変換は、いわゆ
るカルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）であり得る。ＫＬＴは、変換基底ベクトルとして入力
データの共分散行列の固有ベクトルを使用する。したがって、ＫＬＴは、実際には、デー
タ依存型の変換であり、一般的な数学的公式化を有しない。しかしながら、入力データが
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は単一変換の正弦波ファミリーのメンバーであることが文献で証明されており、これは、
Ｊａｉｎ，Ａ．Ｋ．、Ａ　ｓｉｎｕｓｏｉｄａｌ　ｆａｍｉｌｙ　ｏｆ　ｕｎｉｔａｒｙ
　ｔｒａｎｓｆｏｒｍｓ、ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．ｏｎ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ａｎａｌｙｓ
ｉｓ　ａｎｄ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ、１、３５６、１９７９に記
載されている。単一変換の正弦波ファミリーは、次のように公式化される変換基底ベクト
ルを使用して変換を示し得る。
【００７２】
【数３】

【００７３】
上記の式中で、ｅは、２．７１８２８にほぼ等しい自然対数の底であり、Ａ、Ｂ、および
θは概して複素数であり、ｍの値に依存する。さらに、上記の式中で、Φmは、ベクトル
であり、Φm（ｋ）は、ベクトルΦmのｋ番目の成分を示し、ｉは、複素数の虚数部を示す
。
【００７４】
　[0084]離散フーリエ変換、コサイン変換、サイン変換、および（１次定常マルコフ過程
のための）ＫＬＴを含むいくつかのよく知られている変換は、単体変換のこの正弦波ファ
ミリーのメンバーである。Ｓ．Ａ．Ｍａｒｔｕｃｃｉ、「Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　ｃｏｎｖ
ｏｌｕｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｄｉｓｃｒｅｔｅ　ｓｉｎｅ　ａｎｄ　ｃｏｓｉｎｅ
　ｔｒａｎｓｆｏｒｍｓ」、ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｓｉｇ．Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｓ
Ｐ－４２、１０３８－１０５１（１９９４）に記載されているように、完全なＤＣＴおよ
び離散サイン変換（ＤＳＴ）ファミリーは、異なるタイプに基づいて合計１６個の変換を
含み得、ＤＣＴおよびＤＳＴの異なるタイプの完全な定義を以下に与える。異なるタイプ
は、Ａ、Ｂ、およびθの異なる値に対応し得る。
【００７５】
　[0085]入力Ｎ点ベクトルが、ｘ＝［ｘ0，ｘ1，．．．，×N-1］

Tとして示されると仮定
すると、Ｎ点ベクトルは、行列を乗じることによってｙ＝［ｙ0，ｙ1，．．．，ｙN-1］

T

として示される別のＮ点変換係数ベクトルに変換される。ｘからｙに変換するプロセスは
、さらに、以下の変換公式化のうちの１つに従って示され得、ここにおいて、ｋは、両端
値を含む０～Ｎ－１にわたる。
ＤＣＴタイプＩ（ＤＣＴ－１）：
【００７６】
【数４】

【００７７】
、
上式で、
【００７８】
【数５】

【００７９】
、
【００８０】
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【数６】

【００８１】
ＤＣＴタイプＩＩ（ＤＣＴ－２）：
【００８２】

【数７】

【００８３】
、
上式で、
【００８４】

【数８】

【００８５】
ＤＣＴタイプＩＩＩ（ＤＣＴ－３）：
【００８６】

【数９】

【００８７】
、
上式で、
【００８８】

【数１０】

【００８９】
ＤＣＴタイプＩＶ（ＤＣＴ－４）：
【００９０】

【数１１】

【００９１】
、
ＤＣＴタイプＶ（ＤＣＴ－５）：
【００９２】

【数１２】

【００９３】
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、
上式で、
【００９４】
【数１３】

【００９５】
、
【００９６】
【数１４】

【００９７】
ＤＣＴタイプＶＩ（ＤＣＴ－６）：
【００９８】
【数１５】

【００９９】
、
上式で、
【０１００】
【数１６】

【０１０１】
、
【０１０２】
【数１７】

【０１０３】
ＤＣＴタイプＶＩＩ（ＤＣＴ－７）：
【０１０４】
【数１８】

【０１０５】
、
上式で、
【０１０６】
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【数１９】

【０１０７】
、
【０１０８】

【数２０】

【０１０９】
ＤＣＴタイプＶＩＩＩ（ＤＣＴ－８）：
【０１１０】

【数２１】

【０１１１】
、
ＤＳＴタイプＩ（ＤＳＴ－１）：
【０１１２】

【数２２】

【０１１３】
、
ＤＳＴタイプＩＩ（ＤＳＴ－２）：
【０１１４】

【数２３】

【０１１５】
、
上式で、
【０１１６】

【数２４】

【０１１７】
ＤＳＴタイプＩＩＩ（ＤＳＴ－３）：
【０１１８】

【数２５】

【０１１９】
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、
上式で、
【０１２０】
【数２６】

【０１２１】
ＤＳＴタイプＩＶ（ＤＳＴ－４）：
【０１２２】
【数２７】

【０１２３】
、
ＤＳＴタイプＶ（ＤＳＴ－５）：
【０１２４】
【数２８】

【０１２５】
、
ＤＳＴタイプＶＩ（ＤＳＴ－６）：
【０１２６】
【数２９】

【０１２７】
、
ＤＣＴタイプＶＩＩ（ＤＳＴ－７）：
【０１２８】
【数３０】

【０１２９】
、
ＤＳＴタイプＶＩＩＩ（ＤＳＴ－８）：
【０１３０】
【数３１】

【０１３１】
、
上式で、
【０１３２】
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【数３２】

【０１３３】
、
【０１３４】

【数３３】

【０１３５】
　[0086]ＤＳＴタイプなどの変換タイプは、変換基底関数の数学的公式化によって指定さ
れ得る。たとえば、４点ＤＳＴ－ＶＩＩおよび８点ＤＳＴ－ＶＩＩは、Ｎの値にかかわら
ず同じ変換タイプを有する。
【０１３６】
　[0087]一般性を失うことなく、すべての上記の変換タイプは、以下の一般的公式化を使
用して表され得る。
【０１３７】
【数３４】

【０１３８】
上記の式中で、Ｔは、ある変換の定義によって指定され得る変換行列、たとえば、ＤＣＴ
タイプＩ～ＤＣＴタイプＶＩＩＩまたはＤＳＴタイプＩ～ＤＳＴタイプＶＩＩＩであり、
Ｔの行ベクトル、たとえば、［Ｔi,0，Ｔi,1，Ｔi,2，．．．，Ｔi,N-1］は、ｉ番目の変
換基底ベクトルである。Ｎ点入力ベクトルに適用される変換は、Ｎ点変換と呼ばれること
がある。
【０１３９】
　[0088]また、１次元入力データｘに適用される上記の変換公式化が、以下のような行列
乗算形態で表され得ることに留意されたい。
ｙ＝Ｔ・ｘ
上記の式中で、Ｔは、変換行列を示し、ｘは、入力データベクトルを示し、ｙは、出力変
換係数ベクトルを示す。
【０１４０】
　[0089]前の部分に導入された変換は、１次元入力データに適用され得、変換はまた、２
次元入力データソースに拡張され得る。以下の説明では、Ｘは、入力Ｍ×Ｎデータアレイ
である。２次元入力データに変換を適用する技法は、分離可能および非分離可能２次元変
換を含み得る。
【０１４１】
　[0090]分離可能２次元変換は、以下のように公式化される、Ｘの水平および垂直ベクト
ルに連続的に１次元変換を適用する。
Ｙ＝Ｃ・Ｘ・ＲT

上記の式中で、ＣおよびＲは、それぞれ、所与のＭ×ＭおよびＮ×Ｎの変換行列を示す。
公式化から、Ｃが、Ｘの列ベクトルに１次元変換を適用し、一方、Ｒが、Ｘの行ベクトル
に１次元変換を適用することがわかる。本明細書の後の部分において、簡単のために、Ｃ
およびＲは、左側（垂直）および右側（水平）変換として示され、それらはどちらも、変
換ペアを形成する。Ｃが、Ｒに等しく、直交行列である場合がある。そのような場合、分
離可能２次元変換は、ただ１つの変換行列によって決定され得る。
【０１４２】
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　[0091]いくつかの例では、非分離可能２次元変換は、最初に、以下の数学的マッピング
を適用することによって、Ｘのすべての要素を単一のベクトル、すなわち、Ｘ’に再編成
し得る。
Ｘ’(i・N+j)＝Ｘi,j

次いで、１次元変換Ｔ’は、下記のようにＸ’に適用され得る。
Ｙ＝Ｔ’・Ｘ’
上記の式中で、Ｔ’は、（Ｍ＊Ｎ）×（Ｍ＊Ｎ）変換行列である。
【０１４３】
　[0092]ビデオコーディングでは、２次元変換が、１次元変換と比較してより少ない動作
カウント（たとえば、加算、乗算）を使用し得るので、分離可能２次元変換が適用され得
る。
【０１４４】
　[0093]Ｈ．２６４／ＡＶＣなどの従来のビデオコーデックでは、４点および８点ＤＣＴ
タイプＩＩの整数近似値がイントラおよびインター予測残差の両方に適用される。言い換
えれば、ビデオコーダは、イントラまたはインター予測を使用して生成される残差ブロッ
クに４点および８点ＤＣＴタイプＩＩの整数近似値を適用し得る。残差サンプルの様々な
統計値により良く適応するために、ＤＣＴタイプＩＩ以外の変換のよりフレキシブルなタ
イプが、新世代のビデオコーデックにおいて利用される。たとえば、ＨＥＶＣでは、イン
トラ予測残差のために、４点タイプＶＩＩ　ＤＳＴの整数近似値が利用され得る。Ｊ．Ｈ
ａｎ、Ａ．ＳａｘｅｎａおよびＫ．Ｒｏｓｅ、「Ｔｏｗａｒｄｓ　ｊｏｉｎｔｌｙ　ｏｐ
ｔｉｍａｌ　ｓｐａｔｉａｌ　ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｔｒ
ａｎｓｆｏｒｍ　ｉｎ　ｖｉｄｅｏ／ｉｍａｇｅ　ｃｏｄｉｎｇ」、ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅ
ｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ａｃｏｕｓｔｉｃｓ，Ｓｐｅｅｃｈ
　ａｎｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ（ＩＣＡＳＳＰ）、２０１０年３月、ｐ
ｐ．７２６～７２９に記載されているように、ＨＥＶＣで使用されるＤＳＴタイプＶＩＩ
が、イントラ予測方向に沿って生成される残差ベクトルについてＤＣＴタイプＩＩよりも
効率的であることが理論的に証明され、実験的に実証されている。たとえば、ＤＳＴタイ
プＶＩＩは、水平イントラ予測方向によって生成された行残差ベクトルについてＤＣＴタ
イプＩＩよりも効率的である。ＨＥＶＣでは、４点ＤＳＴタイプＶＩＩの整数近似値は、
４×４ルーマイントラ予測残差ブロックにのみ適用される。ＨＥＶＣで使用される４点Ｄ
ＳＴ－ＶＩＩを以下に示す。
４×４ＤＳＴ－ＶＩＩ：
｛２９，５５，７４，８４｝
｛７４，７４，０，－７４｝
｛８４，－２９，－７４，５５｝
｛５５，－８４，７４，－２９｝
　[0094]ＨＥＶＣでは、４×４ルーマイントラ予測残差ブロックでない残差ブロックに対
して、以下に示すように、４点、８点、１６点および３２点ＤＣＴタイプＩＩの整数近似
値も適用され得る。
４点ＤＣＴ－ＩＩ：
｛６４，６４，６４，６４｝
｛８３，３６，－３６，－８３｝
｛６４，－６４，－６４，６４｝
｛３６，－８３，８３，－３６｝
８点ＤＣＴ－ＩＩ：
｛６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４｝
｛８９，７５，５０，１８，－１８，－５０，－７５，－８９｝
｛８３，３６，－３６，－８３，－８３，－３６，３６，８３｝
｛７５，－１８，－８９，－５０，５０，８９，１８，－７５｝
｛６４，－６４，－６４，６４，６４，－６４，－６４，６４｝
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｛５０，－８９，１８，７５，－７５，－１８，８９，－５０｝
｛３６，－８３，８３，－３６，－３６，８３，－８３，３６｝
｛１８，－５０，７５，－８９，８９，－７５，５０，－１８｝
１６点ＤＣＴ－ＩＩ：
｛６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，
６４，６４，６４｝
｛９０，８７，８０，７０，５７，４３，２５，９，－９，－２５，－４３，－５７，－
７０，－８０，－８７，－９０｝
｛８９，７５，５０，１８，－１８，－５０，－７５，－８９，－８９，－７５，－５０
，－１８，１８，５０，７５，８９｝
｛８７，５７，９，－４３，－８０，－９０，－７０，－２５，２５，７０，９０，８０
，４３，－９，－５７，－８７｝
｛８３，３６，－３６，－８３，－８３，－３６，３６，８３，８３，３６，－３６，－
８３，－８３，－３６，３６，８３｝
｛８０，９，－７０，－８７，－２５，５７，９０，４３，－４３，－９０，－５７，２
５，８７，７０，－９，－８０｝
｛７５，－１８，－８９，－５０，５０，８９，１８，－７５，－７５，１８，８９，５
０，－５０，－８９，－１８，７５｝
｛７０，－４３，－８７，９，９０，２５，－８０，－５７，５７，８０，－２５，－９
０，－９，８７，４３，－７０｝
｛６４，－６４，－６４，６４，６４，－６４，－６４，６４，６４，－６４，－６４，
６４，６４，－６４，－６４，６４｝
｛５７，－８０，－２５，９０，－９，－８７，４３，７０，－７０，－４３，８７，９
，－９０，２５，８０，－５７｝
｛５０，－８９，１８，７５，－７５，－１８，８９，－５０，－５０，８９，－１８，
－７５，７５，１８，－８９，５０｝
｛４３，－９０，５７，２５，－８７，７０，９，－８０，８０，－９，－７０，８７，
－２５，－５７，９０，－４３｝
｛３６，－８３，８３，－３６，－３６，８３，－８３，３６，３６，－８３，８３，－
３６，－３６，８３，－８３，３６｝
｛２５，－７０，９０，－８０，４３，９，－５７，８７，－８７，５７，－９，－４３
，８０，－９０，７０，－２５｝
｛１８，－５０，７５，－８９，８９，－７５，５０，－１８，－１８，５０，－７５，
８９，－８９，７５，－５０，１８｝
｛９，－２５，４３，－５７，７０，－８０，８７，－９０，９０，－８７，８０，－７
０，５７，－４３，２５，－９｝
３２点ＤＣＴ－ＩＩ：
｛６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，
６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６４，６
４，６４，６４，６４，６４，６４｝
｛９０，９０，８８，８５，８２，７８，７３，６７，６１，５４，４６，３８，３１，
２２，１３，４，－４，－１３，－２２，－３１，－３８，－４６，－５４，－６１，－
６７，－７３，－７８，－８２，－８５，－８８，－９０，－９０｝
｛９０，８７，８０，７０，５７，４３，２５，９，－９，－２５，－４３，－５７，－
７０，－８０，－８７，－９０，－９０，－８７，－８０，－７０，－５７，－４３，－
２５，－９，９，２５，４３，５７，７０，８０，８７，９０｝
｛９０，８２，６７，４６，２２，－４，－３１，－５４，－７３，－８５，－９０，－
８８，－７８，－６１，－３８，－１３，１３，３８，６１，７８，８８，９０，８５，
７３，５４，３１，４，－２２，－４６，－６７，－８２，－９０｝
｛８９，７５，５０，１８，－１８，－５０，－７５，－８９，－８９，－７５，－５０
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，－１８，１８，５０，７５，８９，８９，７５，５０，１８，－１８，－５０，－７５
，－８９，－８９，－７５，－５０，－１８，１８，５０，７５，８９｝
｛８８，６７，３１，－１３，－５４，－８２，－９０，－７８，－４６，－４，３８，
７３，９０，８５，６１，２２，－２２，－６１，－８５，－９０，－７３，－３８，４
，４６，７８，９０，８２，５４，１３，－３１，－６７，－８８｝
｛８７，５７，９，－４３，－８０，－９０，－７０，－２５，２５，７０，９０，８０
，４３，－９，－５７，－８７，－８７，－５７，－９，４３，８０，９０，７０，２５
，－２５，－７０，－９０，－８０，－４３，９，５７，８７｝
｛８５，４６，－１３，－６７，－９０，－７３，－２２，３８，８２，８８，５４，－
４，－６１，－９０，－７８，－３１，３１，７８，９０，６１，４，－５４，－８８，
－８２，－３８，２２，７３，９０，６７，１３，－４６，－８５｝
｛８３，３６，－３６，－８３，－８３，－３６，３６，８３，８３，３６，－３６，－
８３，－８３，－３６，３６，８３，８３，３６，－３６，－８３，－８３，－３６，３
６，８３，８３，３６，－３６，－８３，－８３，－３６，３６，８３｝
｛８２，２２，－５４，－９０，－６１，１３，７８，８５，３１，－４６，－９０，－
６７，４，７３，８８，３８，－３８，－８８，－７３，－４，６７，９０，４６，－３
１，－８５，－７８，－１３，６１，９０，５４，－２２，－８２｝
｛８０，９，－７０，－８７，－２５，５７，９０，４３，－４３，－９０，－５７，２
５，８７，７０，－９，－８０，－８０，－９，７０，８７，２５，－５７，－９０，－
４３，４３，９０，５７，－２５，－８７，－７０，９，８０｝
｛７８，－４，－８２，－７３，１３，８５，６７，－２２，－８８，－６１，３１，９
０，５４，－３８，－９０，－４６，４６，９０，３８，－５４，－９０，－３１，６１
，８８，２２，－６７，－８５，－１３，７３，８２，４，－７８｝
｛７５，－１８，－８９，－５０，５０，８９，１８，－７５，－７５，１８，８９，５
０，－５０，－８９，－１８，７５，７５，－１８，－８９，－５０，５０，８９，１８
，－７５，－７５，１８，８９，５０，－５０，－８９，－１８，７５｝
｛７３，－３１，－９０，－２２，７８，６７，－３８，－９０，－１３，８２，６１，
－４６，－８８，－４，８５，５４，－５４，－８５，４，８８，４６，－６１，－８２
，１３，９０，３８，－６７，－７８，２２，９０，３１，－７３｝
｛７０，－４３，－８７，９，９０，２５，－８０，－５７，５７，８０，－２５，－９
０，－９，８７，４３，－７０，－７０，４３，８７，－９，－９０，－２５，８０，５
７，－５７，－８０，２５，９０，９，－８７，－４３，７０｝
｛６７，－５４，－７８，３８，８５，－２２，－９０，４，９０，１３，－８８，－３
１，８２，４６，－７３，－６１，６１，７３，－４６，－８２，３１，８８，－１３，
－９０，－４，９０，２２，－８５，－３８，７８，５４，－６７｝
｛６４，－６４，－６４，６４，６４，－６４，－６４，６４，６４，－６４，－６４，
６４，６４，－６４，－６４，６４，６４，－６４，－６４，６４，６４，－６４，－６
４，６４，６４，－６４，－６４，６４，６４，－６４，－６４，６４｝
｛６１，－７３，－４６，８２，３１，－８８，－１３，９０，－４，－９０，２２，８
５，－３８，－７８，５４，６７，－６７，－５４，７８，３８，－８５，－２２，９０
，４，－９０，１３，８８，－３１，－８２，４６，７３，－６１｝
｛５７，－８０，－２５，９０，－９，－８７，４３，７０，－７０，－４３，８７，９
，－９０，２５，８０，－５７，－５７，８０，２５，－９０，９，８７，－４３，－７
０，７０，４３，－８７，－９，９０，－２５，－８０，５７｝
｛５４，－８５，－４，８８，－４６，－６１，８２，１３，－９０，３８，６７，－７
８，－２２，９０，－３１，－７３，７３，３１，－９０，２２，７８，－６７，－３８
，９０，－１３，－８２，６１，４６，－８８，４，８５，－５４｝
｛５０，－８９，１８，７５，－７５，－１８，８９，－５０，－５０，８９，－１８，
－７５，７５，１８，－８９，５０，５０，－８９，１８，７５，－７５，－１８，８９
，－５０，－５０，８９，－１８，－７５，７５，１８，－８９，５０｝
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｛４６，－９０，３８，５４，－９０，３１，６１，－８８，２２，６７，－８５，１３
，７３，－８２，４，７８，－７８，－４，８２，－７３，－１３，８５，－６７，－２
２，８８，－６１，－３１，９０，－５４，－３８，９０，－４６｝
｛４３，－９０，５７，２５，－８７，７０，９，－８０，８０，－９，－７０，８７，
－２５，－５７，９０，－４３，－４３，９０，－５７，－２５，８７，－７０，－９，
８０，－８０，９，７０，－８７，２５，５７，－９０，４３｝
｛３８，－８８，７３，－４，－６７，９０，－４６，－３１，８５，－７８，１３，６
１，－９０，５４，２２，－８２，８２，－２２，－５４，９０，－６１，－１３，７８
，－８５，３１，４６，－９０，６７，４，－７３，８８，－３８｝
｛３６，－８３，８３，－３６，－３６，８３，－８３，３６，３６，－８３，８３，－
３６，－３６，８３，－８３，３６，３６，－８３，８３，－３６，－３６，８３，－８
３，３６，３６，－８３，８３，－３６，－３６，８３，－８３，３６｝
｛３１，－７８，９０，－６１，４，５４，－８８，８２，－３８，－２２，７３，－９
０，６７，－１３，－４６，８５，－８５，４６，１３，－６７，９０，－７３，２２，
３８，－８２，８８，－５４，－４，６１，－９０，７８，－３１｝
｛２５，－７０，９０，－８０，４３，９，－５７，８７，－８７，５７，－９，－４３
，８０，－９０，７０，－２５，－２５，７０，－９０，８０，－４３，－９，５７，－
８７，８７，－５７，９，４３，－８０，９０，－７０，２５｝
｛２２，－６１，８５，－９０，７３，－３８，－４，４６，－７８，９０，－８２，５
４，－１３，－３１，６７，－８８，８８，－６７，３１，１３，－５４，８２，－９０
，７８，－４６，４，３８，－７３，９０，－８５，６１，－２２｝
｛１８，－５０，７５，－８９，８９，－７５，５０，－１８，－１８，５０，－７５，
８９，－８９，７５，－５０，１８，１８，－５０，７５，－８９，８９，－７５，５０
，－１８，－１８，５０，－７５，８９，－８９，７５，－５０，１８｝
｛１３，－３８，６１，－７８，８８，－９０，８５，－７３，５４，－３１，４，２２
，－４６，６７，－８２，９０，－９０，８２，－６７，４６，－２２，－４，３１，－
５４，７３，－８５，９０，－８８，７８，－６１，３８，－１３｝
｛９，－２５，４３，－５７，７０，－８０，８７，－９０，９０，－８７，８０，－７
０，５７，－４３，２５，－９，－９，２５，－４３，５７，－７０，８０，－８７，９
０，－９０，８７，－８０，７０，－５７，４３，－２５，９｝
｛４，－１３，２２，－３１，３８，－４６，５４，－６１，６７，－７３，７８，－８
２，８５，－８８，９０，－９０，９０，－９０，８８，－８５，８２，－７８，７３，
－６７，６１，－５４，４６，－３８，３１，－２２，１３，－４｝
　[0095]ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｈｉ．ｆｒａｕｎｈｏｆｅｒ．ｄｅ／ｆｉｅｌｄｓ－
ｏｆ－ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｅ／ｉｍａｇｅ－ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ／ｒｅｓｅａｒｃｈ－
ｇｒｏｕｐｓ／ｉｍａｇｅ－ｖｉｄｅｏ－ｃｏｄｉｎｇ／ｈｅｖｃ－ｈｉｇｈ－ｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｃｙ－ｖｉｄｅｏ－ｃｏｄｉｎｇ／ｔｒａｎｓｆｏｒｍ－ｃｏｄｉｎｇ－ｕｓｉ
ｎｇ－ｔｈｅ－ｒｅｓｉｄｕａｌ－ｑｕａｄｔｒｅｅ－ｒｑｔ．ｈｔｍｌに記載されてい
るように、残差ブロックの様々な特性に適合するために、ＨＥＶＣでは残差４分木（ＲＱ
Ｔ）を使用する変換コーディング構造が適用され得る。上記で簡単に説明したように、各
ピクチャは、コーディングツリーユニット（ＣＴＵ）に分割され得る。ＣＴＵは、特定の
タイルまたはスライスについてラスタ走査順序でコーディングされ得る。ＣＴＵは、正方
形ブロックであり得、４分木、たとえば、コーディングツリーのルートを表し得る。ＣＴ
Ｕサイズは８×８から６４×６４ルーマサンプルにわたり得るが、一般に６４×６４が使
用される。各ＣＴＵは、さらに、ＣＵと呼ばれるより小さい正方形ブロックに分割され得
る。ＣＴＵがＣＵに再帰的に分割された後、各ＣＵは、さらに、１つまたは複数のＰＵお
よび１つまたは複数のＴＵに分割され得る。ＣＵのＴＵへの区分は、４分木手法に基づい
て再帰的に実行され得る。したがって、各ＣＵの残差信号は、ツリー構造、すなわち、残
差４分木（ＲＱＴ）によってコーディングされる。
【０１４５】
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　[0096]ＲＱＴは、４×４から３２×３２ルーマサンプルまでのＴＵサイズを可能にする
。図２に、ＣＵが、文字ａ～ｊで標示された１０個のＴＵを含む一例と、対応するブロッ
ク区分とを示す。ＲＱＴの各ノードは、実際はＴＵであり得る。個々のＴＵは、深度優先
トラバーサルによる再帰的Ｚ走査に従う、アルファベット順として図２に示す深度優先ツ
リートラバーサル順序で処理され得る。４分木手法は、残差信号の変動する空間周波数特
性に対する変換の適応を可能にし得る。一般に、より大きい空間サポートを有するより大
きい変換ブロックサイズは、より良い周波数解像度を与える。しかしながら、より小さい
空間サポートを有するより小さい変換ブロックサイズは、より良い空間解像度を与える。
空間解像度と周波数解像度との２つの間のトレードオフは、エンコーダモード決定によっ
て選定され得る。たとえば、より大きいまたはより小さい変換ブロックサイズの選定は、
レートひずみ最適化技法に基づき得る。レートひずみ最適化技法は、各コーディングモー
ド（たとえば、特定のＲＱＴ分割構造）についてコーディングビットと再構築ひずみとの
加重和、たとえば、レートひずみコストを計算し得る。さらに、レートひずみ最適化技法
は、最小レートひずみコストをもつコーディングモードを最良のモードとして選択し得る
。
【０１４６】
　[0097]３つのパラメータ、すなわち、ＲＱＴの最大深度、ＲＱＴの最小許容変換サイズ
、および最大許容変換サイズがＲＱＴにおいて定義され得る。最小および最大変換サイズ
は、前の段落で述べたサポートされるブロック変換に対応し得る、４×４から３２×３２
サンプルまでの範囲内で変動し得る。ＲＱＴの最大許容深度はＴＵの数を制限し得る。０
に等しい最大深度は、各含まれた変換ブロック（ＴＢ）が最大許容変換サイズ、たとえば
、３２×３２に達した場合、コーディングブロック（ＣＢ）がこれ以上分割され得ないこ
とを意味し得る。
【０１４７】
　[0098]３つのパラメータの各々は、相互作用し、ＲＱＴ構造に影響を及ぼす。ルートＣ
Ｂサイズが６４×６４であり、最大深度が０に等しく、最大変換サイズが３２×３２に等
しい場合について考える。この場合、ＣＢは、さもなければ、それが、許容されないこと
がある６４×６４ＴＢにつながることになるので、少なくとも１回区分され得る。ＲＱＴ
パラメータ、たとえば、最大ＲＱＴ深度、最小および最大変換サイズは、シーケンスパラ
メータセットレベルにおいてビットストリーム中で送信され得る。ＲＱＴ深度に関して、
イントラコード化ＣＵとインターコード化ＣＵとについて異なる値が指定され、シグナリ
ングされ得る。
【０１４８】
　[0099]４分木変換は、イントラ残差ブロックとインター残差ブロックの両方に適用され
得る。現在の残差４分木パーティションと同じサイズのＤＣＴ－ＩＩ変換が残差ブロック
に適用され得る。しかしながら、現在の残差４分木ブロックが４×４であり、イントラ予
測によって生成される場合、上記の４×４ＤＳＴ－ＶＩＩ変換が適用され得る。ＨＥＶＣ
では、より大きいサイズの変換、たとえば、６４×６４変換は、主に、それらの限られた
利益と比較的より小さい解像度のビデオに対する比較的高い複雑さとにより採用されない
。
【０１４９】
　[0100]ＤＳＴタイプＶＩＩが従来のＤＣＴタイプＩＩと比較してイントラコーディング
効率を効率的に改善し得ることにもかかわらず、予測残差が様々な統計値を提示するので
、変換効率は、比較的制限され得、ＤＣＴタイプＩＩおよびＤＳＴタイプＶＩＩの固定使
用は、すべての可能な場合に効率的に適合しないことがある。
【０１５０】
　[0101]Ｌｉｍら、「Ｒａｔｅ－ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ　ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ　ａｄａｐ
ｔｉｖｅ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　ｃｏｄｉｎｇ」、Ｏｐｔ．Ｅｎｇ．ｖｏｌ．４８、ｎｏ
．８、ｐｐ．０８７００４－１～０８７００４－１４、２００９年８月に記載されている
ように、変換方式は、予測残余についてＤＣＴまたはＤＳＴの整数バージョンを適応的に
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採用し、ブロックごとに、ＤＣＴまたはＤＳＴ変換が予測残余のために使用されるのかど
うかがシグナリングされる。Ｐｒｏｃ．１５ｔｈ　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔ．Ｃｏｎｆ．Ｉｍａ
ｇｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓ．におけるＹ．ＹｅおよびＭ．Ｋａｒｃｚｅｗｉｃｚ、「Ｉｍｐｒ
ｏｖｅｄ　Ｈ．２６４　ｉｎｔｒａ　ｃｏｄｉｎｇ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｂｉｄｉｒｅｃ
ｔｉｏｎａｌ　ｉｎｔｒａ　ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ，ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ｔｒａｎ
ｓｆｏｒｍ，ａｎｄ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｓｃａｎｎｉｎｇ」
、２００８年１０月、ｐｐ．２１１６～２１１９に記載されているように、各イントラ予
測モードは、変換の一意のペア（たとえば、ＣおよびＲ）、ＫＬＴペアとしてあらかじめ
定義されたペアにマッピングされ得、したがって、モード依存変換（ＭＤＤＴ）が適用さ
れる。このようにして、異なるイントラ予測モードのために異なるＫＬＴが使用され得る
。ただし、どの変換を使用すべきかは、あらかじめ定義され、イントラ予測モードに依存
する。
【０１５１】
　[0102]しかしながら、Ｘ．Ｚｈａｏら、「Ｖｉｄｅｏ　ｃｏｄｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｒａ
ｔｅ－ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ　ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ」、ＩＥＥＥ　
Ｔｒａｎｓ．Ｃｉｒｃｕｉｔｓ　Ｓｙｓｔ．Ｖｉｄｅｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌ．、ｖｏｌ．２
２、ｎｏ．１、ｐｐ．１３８～１５１、２０１２年１月に記載されているように、より多
くの変換が使用され得、そのような例は、オフライントレーニングプロセスから導出され
る変換候補のあらかじめ定義されたセットからの変換へのインデックスを明示的にシグナ
リングし得る（たとえば、インデックスを示すデータを符号化し得る）。ＭＤＤＴと同様
に、そのような例では、各イントラ予測方向は、変換のペアのそれの一意のセットを有し
得る。インデックスは、どの変換ペアがセットから選定されるのかを指定するためにシグ
ナリングされ得る。たとえば、最も小さいブロックサイズ４×４では最大４つの垂直ＫＬ
Ｔと最大４つの水平ＫＬＴとがあり得る。したがって、この例では、１６個の組合せが選
定され得る。より大きいブロックサイズでは、より少数の組合せが使用され得る。本開示
で提案する技法は、イントラ予測残差とインター予測残差との両方に適用し得る。本開示
では、イントラ予測残差は、イントラ予測を使用して生成される残差データを指す。さら
に、本開示では、インター予測残差は、インター予測を使用して生成される残差データを
指す。インター予測残差では、ＫＬＴの最大１６個の組合せが選定され得、組合せ（４×
４では４つ、および８×８では１６個）のうちの１つへのインデックスがブロックごとに
シグナリングされ得る。
【０１５２】
　[0103]Ｓａｘｅｎａら、「ＤＣＴ／ＤＳＴ－ｂａｓｅｄ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　ｃｏｄ
ｉｎｇ　ｆｏｒ　ｉｎｔｒａ　ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ｉｍａｇｅ／ｖｉｄｅｏ　
ｃｏｄｉｎｇ」、ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｉｍａｇｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ、およびＹ
ｅｏら、「Ｍｏｄｅ－ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍｓ　ｆｏｒ　ｃｏｄｉｎ
ｇ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ｉｎｔｒａ　ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　ｒｅｓｉｄｕａｌｓ
」、ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｃｉｒｃｕｉｔｓ　Ｓｙｓｔ．Ｖｉｄｅｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
．ｖｏｌ．２２、ｎｏ．４、ｐｐ．５４５～５５４、２０１２に記載されているように、
複数の変換が使用され得る。ただし、そのような例では、（トレーニングされ得る）ＫＬ
Ｔを使用する代わりに、（左変換と右変換との両方が同じである）変換ユニットのために
、ＤＣＴ（ＤＣＴ－ＩＩ）またはＤＳＴ（ＤＳＴ－ＶＩＩ）のいずれかが使用され得、ど
ちらを使用すべきかは、シグナリングされたフラグによって決定される。
【０１５３】
　[0104]さらに、Ｚｏｕら、「Ｒａｔｅ－Ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ　
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｓ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｌｌｏｙｄ－Ｔｙｐｅ　Ａｌｇｏｒ
ｉｔｈｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｔｒａ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｄｉｎｇ」、ＩＥＥＥ　Ｊｏｕｒｎａ
ｌ　ｏｆ　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｔｏｐｉｃｓ　ｉｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ、Ｖｏｌｕｍｅ：７、Ｉｓｓｕｅ：６、２０１３年１１月に記載されているように、い
くつかのあらかじめ定義されたＫＬＴペアが使用され、変換ペアへのインデックスが、コ



(34) JP 2018-530245 A 2018.10.11

10

20

30

40

50

ーディングユニットについて（導出される代わりに）シグナリングされ得、したがって、
ＣＵの各ＴＵが変換の同じペアを使用する。
【０１５４】
　[0105]Ａｎら、「Ｎｏｎ－ＣＥ７：Ｂｏｕｎｄａｒｙ－Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｔｒａｎ
ｓｆｏｒｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｔｅｒ－Ｐｒｅｄｉｃｔｅｄ　Ｒｅｓｉｄｕｅ」、ＪＣＴＶＣ
－Ｇ２８１に記載されているように、ＣＵ内のそれらのロケーションに従ってＴＵのイン
ター予測された残差のために複数の変換が選定され得る。ＤＳＴ－ＶＩＩとＤＳＴ－ＶＩ
Ｉの反転バージョンとから、Ｃ変換とＲ変換との両方が選定され得る。したがって、ＣＵ
内のＴＵにとって最大４つの組合せが可能であり得る。しかしながら、組合せがＰＵのロ
ケーションによって完全に決定され得るので、どの組合せが使用されているのかをシグナ
リングする必要がないことがある。
【０１５５】
　[0106]２０１５年３月２３日に出願された米国仮出願第６２／１３７，０３８号、２０
１５年１月２６日に出願された米国仮出願第６２／１０７，９９６号、および２０１６年
１月２５日に出願された米国特許出願第１５／００５，７３６号において、イントラ予測
残差とインター予測残差との両方のための拡張複数変換（ＥＭＴ：Enhanced Multiple Tr
ansforms）技法が提案されている。ＥＭＴでは、従来のＤＣＴ－２タイプの変換のみが使
用されるのか、または他の非ＤＣＴ２タイプの変換が使用されるのかを示すためにＣＵレ
ベルのフラグがシグナリングされ得る。ＣＵレベルが１としてシグナリングされる場合、
現在のＴＵのために変換サブセットからどの水平／垂直変換が使用されるのかを示すため
に現在のＣＵ内のＴＵごとに２ビットのＴＵレベルのインデックスがさらにシグナリング
され得る。変換サブセットは、ＤＳＴ－ＶＩＩ、ＤＣＴ－ＶＩＩＩ、ＤＣＴ－ＶおよびＤ
ＳＴ－Ｉから選択される２つの変換を含み得、選択は、イントラ予測モードとそれが水平
変換サブセットであるのか垂直変換サブセットであるのかとに基づき得る。
【０１５６】
　[0107]図３Ａは、ビデオエンコーダ２０などのビデオエンコーダにおける例示的な変換
プロセスの図である。図３Ｂは、ビデオデコーダ３０などのビデオデコーダにおける例示
的な変換プロセスの図である。図３Ａの例では、ビデオエンコーダ２０は、順方向１次変
換４０（ｆｗｄＴ）と、それに続く２次変換４１（ｆｗｄＲ）と、それに続く順方向量子
化４２（ｆｗｄＱｕａ）とを適用する。図３Ｂの例では、ビデオデコーダ３０は、逆量子
化４３（ｉｎｖＱ）と、それに続く逆２次変換４４（ｉｎｖＲ）と、それに続く逆１次変
換４５（ｉｎｖＴｒａｎ）とを適用する。順方向１次変換４０は、ピクセル領域からの残
差サンプルを周波数領域中の変換係数に変換し得る。逆１次変換４３は、周波数領域中の
変換係数をピクセル領域中の残差サンプルに変換し得る。
【０１５７】
　[0108]２次変換４１は、変換係数のより良いエネルギー圧縮のために使用され得る。図
３Ａおよび図３Ｂに示すように、２次変換４１は、第１の変換プロセスから導出された変
換係数に対して別の変換を適用し得る。
【０１５８】
　[0109]Ｅ．Ａｌｓｈｉｎａ、Ａ．Ａｌｓｈｉｎ、Ｆ．Ｆｅｒｎａｎｄｅｓ、Ａ．Ｓａｘ
ｅｎａ、Ｖ．Ｓｅｒｅｇｉｎ、Ｚ．Ｍａ、Ｗ．－Ｊ．Ｈａｎ（Ｓａｍｓｕｎｇ）、「ＣＥ
７：Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｏｆ　ＲＯＴ　ｂｙ　Ｓａｍｓｕｎｇ
」ＩＴＵ－Ｔ　ＳＧ１６　ＷＰ３とＩＳＯ／ＩＥＣ　ＪＴＣ１／ＳＣ２９／ＷＧ１１との
ビデオコーディング共同研究部会（ＪＣＴ－ＶＣ）、ＪＣＴＶＣ－Ｅ３８０、ジュネーブ
、スイス、２０１１年３月１６～２３日に記載されているように、２次変換は、回転変換
（ＲＯＴ）であり得る。ＲＯＴは、１次変換を置き換えない。しかしながら、ＲＯＴは、
変換係数行列の低周波数部分だけに２次変換として適用される。上記で説明したＲＯＴで
は、イントラコード化ＴＵごとに、４つのあらかじめ定義された変換候補からどのＲＯＴ
が適用されるのかを示すインデックスがシグナリングされる。４×４の２次変換は、４×
４のイントラコード化ＴＵに適用され、一方、８×８の２次変換は、８×８およびそれよ
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りも大きいイントラコード化ＴＵに適用される。たとえば、本例では、２次変換は、次の
ように指定され得る。
【０１５９】
【数３５】

【０１６０】
　[0110]上記に示した４つの変換候補において、１つの候補は、２次変換を適用しないこ
とに対応し、他の３つの候補は、α１，α２，．．．，α６の３つの異なる設定によって
生成されたＲverticalおよびＲhorizontalに対応する。より詳細な説明は、Ｋ．ＭｃＣａ
ｎｎ、Ｗ．－Ｊ．Ｈａｎ、Ｉ．－Ｋ．Ｋｉｍ、Ｊ．－Ｈ．Ｍｉｎ、Ｅ．Ａｌｓｈｉｎａ、
Ａ．Ａｌｓｈｉｎ、Ｔ．Ｌｅｅ、Ｊ．Ｃｈｅｎ、Ｖ．Ｓｅｒｅｇｉｎ、Ｓ．Ｌｅｅ、Ｙ．
－Ｍ．Ｈｏｎｇ、Ｍ．－Ｓ．Ｃｈｅｏｎ、Ｎ．Ｓｈｌｙａｋｈｏｖ、「Ｖｉｄｅｏ　ｃｏ
ｄｉｎｇ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｐｒｏｐｏｓａｌ　ｂｙ　Ｓａｍｓｕｎｇ（ａｎｄ　
ＢＢＣ）」ＩＴＵ－Ｔ　ＳＧ１６　ＷＰ３とＩＳＯ／ＩＥＣ　ＪＴＣ１／ＳＣ２９／ＷＧ
１１とのビデオコーディング共同研究部会（ＪＣＴ－ＶＣ）、ＪＣＴＶＣ－Ａ１２４、ド
レスデン、ドイツ、２０１０年４月１５～２３日に見いだされ得る。
【０１６１】
　[0111]図４は、ビデオデコーダ３０などのビデオデコーダによって適用される例示的な
ＲＯＴの図である。図４の例では、ビデオデコーダは、４×４から３２×３２までのサイ
ズにわたる変換係数ブロック６２に対して逆量子化６０（Ｉｎｖ　Ｑ）を実行する。さら
に、図４の例では、ビデオデコーダは、変換係数行列の低周波数部分だけに２次変換とし
て逆ＲＯＴ６４（Ｉｎｖ　ＲＯＴ）を適用する。たとえば、図４の例に示すように、４×
４および８×８の変換係数行列のすべての変換係数は、変換係数行列の低周波数部分中に
あると見なされ得る。しかしながら、図４に示すように、１６×１６および３２×３２の
変換係数行列の左上の８×８のサブブロック中の変換係数のみが変換係数行列の低周波数
部分中にあると見なされる。さらに、図４の例では、ビデオデコーダは、変換係数行列を
残差ブロックに変換するために変換係数行列に逆ＤＣＴ変換６６（Ｉｎｖ　ＤＣＴ変換）
を適用する。図４の例では、１６×１６および３２×３２の変換係数行列に逆ＤＣＴ変換
６６を適用する前に、ビデオデコーダは、１６×１６および３２×３２の変換係数行列の
左上の８×８のサブブロックを、逆ＲＯＴ６４の適用によって生成される対応する８×８
の変換係数行列に置き換え得る。
【０１６２】
　[0112]Ｅ．Ａｌｓｈｉｎａ、Ａ．Ａｌｓｈｉｎ、Ｊ．－Ｈ．Ｍｉｎ、Ｋ．Ｃｈｏｉ、Ａ
．Ｓａｘｅｎａ、Ｍ．Ｂｕｄａｇａｖｉ、「Ｋｎｏｗｎ　ｔｏｏｌｓ　ｐｅｒｆｏｒｍａ
ｎｃｅ　ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｎｅｘｔ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｖｉ
ｄｅｏ　ｃｏｄｉｎｇ」、ＩＴＵ－Ｔ　ＳＧ１６　Ｄｏｃ．ＶＣＥＧ－ＡＺ０５、２０１
５年６月に記載されているように、ＲＯＴは、低周波数部分だけでなく、ＴＵ全体に拡張
され得る。より詳細には、３つの４×４の分離可能２次変換候補があらかじめ定義され得
、選択された１つが、ＣＵレベルで２ビットのインデックスを用いて明示的にシグナリン
グされ得る。２ビットのインデックスを、本明細書では、ＲＯＴインデックスと呼ぶこと
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しながら、この例では、ＲＯＴインデックスが１、２および３であるとき、３つのあらか
じめ定義された２次変換候補のうちの１つに対応する２次変換が、現在のＣＵ内のあらゆ
るＴＵに適用され得る。選択された２次変換を仮定すれば、現在のＴＵのあらゆる４×４
のサブブロックに、２次４×４分離可能２次変換が適用され得る。
【０１６３】
　[0113]２次変換の設計は、２次変換として分離可能変換を適用し得る。しかしながら、
非分離可能変換が２次元画像ブロックに対して優れたコーディング利得を与え得るので、
２次変換効率は改善され得る。言い換えれば、ビデオコーディングのシナリオでは、変換
係数は、ほぼ非相関であり、疎であり得、したがって、入力ベクトルｘのエネルギーは、
数個の変換係数だけに圧縮され得、残りの大多数の変換係数は一般に０に近くなり得る。
本例では、非分離可能変換であるＫＬＴは、ピクセル領域から周波数領域に係数を単に変
換するのではなく、変換基底ベクトルとして入力データの共分散行列の固有ベクトルを使
用するので、最適なエネルギー圧縮を有し得る。
【０１６４】
　[0114]より詳細には、分離可能変換は、水平および／または垂直方向に沿ったピクセル
相関を捕らえ得る。対照的に、非分離可能変換は、２次元画像ブロック中の２つのピクセ
ルの任意のペアの間の相関を捕らえ得る。したがって、非分離可能変換は、分離可能変換
よりもデータ相関を低減するさらなる柔軟性を有し得る。たとえば、非水平方向または非
垂直方向に沿った相関を示す画像ブロック、たとえば、４５度のエッジテクスチャの場合
、分離可能変換は、４５度方向に沿ったピクセル間の相関を低減するのに効率的でないこ
とがあるが、非分離可能は、相関を効率的に低減し得る。
【０１６５】
　[0115]上記で説明した問題に鑑みて、以下の技法が提案される。以下で説明する本開示
の技法が、米国特許出願第１５／００６，９９４号および米国仮出願第６２／１０８，４
９１号に記載されている技法など、適応型成分間残差予測のための技法と連携して使用さ
れ得ることを理解されたい。以下のテキストに、本開示で提案する項目別にあげる技法に
ついて説明する。ビデオエンコーダ２０および／またはビデオデコーダ３０は、項目別に
あげる技法を個々に適用し得る。代替的に、ビデオエンコーダ２０および／またはビデオ
デコーダ３０は、項目別にあげる技法の任意の組合せを適用し得る。
【０１６６】
　[0116]第１の技法によれば、ビデオエンコーダ２０および／またはビデオデコーダ３０
は、量子化プロセスと変換プロセスとの間に非分離可能２次変換を適用するように構成さ
れる。たとえば、平面モードに適用される（３つの非分離可能変換を含む）非分離可能変
換セットは、次の通りであり得る。
【０１６７】
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【表１－３】

【０１６８】
　[0117]この例の一態様では、非分離可能２次変換は、ＫＬＴであり得、これは、オフラ
イントレーニングから導出されるか、または仮定画像相関モデルを使用してオフラインで
分析的に導出され得る。いくつかの例では、画像相関モデルは、関数ｆ（ｘ，ｙ）であり
、これは、ランダムベクトルのｉ番目の要素とｊ番目の要素との間の共分散を測定する。
ランダムベクトルは、複数の次元をもつランダム変数であり得る。言い換えれば、画像相
関関数は対称ｆ（ｘ，ｙ）＝ｆ（ｙ，ｘ）であり得、共分散行列Ｃｏｖ（ｘ，ｙ）＝ｆ（
ｘ，ｙ）は、半正定値であり得る。相関モデルの一例は、ｆ｛ｘ＊ｙ｝＝ρ|x-y|であり
、ここで、０≦ρ≦１である。
【０１６９】
　[0118]この例の一態様では、非分離可能２次変換は、ＫＬＴであり得、これは、オフラ
イントレーニングから導出されるか、または符号化／復号プロセス中にオンラインで導出
されたＫＬＴを使用してオフラインで分析的に導出され得る。いくつかの例では、符号化
／復号プロセス中に、ビデオエンコーダ２０および／またはビデオデコーダ３０は、変換
係数の統計値を収集し、２次変換が適用される場合、変換係数の相関行列が更新されるよ
うに構成される。更新された相関行列に基づいて、ビデオエンコーダ２０および／または
ビデオデコーダ３０は、固有ベクトルを抽出し、それらの対応する固有値の順序に配列さ
れるすべての固有ベクトルから構成される行列としてＫＬＴ変換コアを導出するように構
成され得る。
【０１７０】
　[0119]第１の技法の一例によれば、ビデオエンコーダ２０は、残差ビデオブロックを形
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成し得る。いくつかの例では、残差ビデオブロックを形成することの一部として、ビデオ
エンコーダ２０は、コーディングされているビデオブロックから１つまたは複数の予測ブ
ロックを減算する。さらに、ビデオエンコーダ２０は、第１の係数ブロックを生成するた
めに残差ビデオブロックに第１の変換を適用し得る。この例では、第１の変換は、ピクセ
ル領域から周波数領域に残差ビデオブロックを変換する。本明細書では、ピクセル領域ま
たは空間領域は、ピクセルの値の変化がそのピクセルの輝度および／または色の変化に対
応する領域を指すことがある。ただし、本明細書では、周波数領域は、ピクセルの値の変
化がピクセルのピクセル値がピクセル領域中で変化する速度の変化に対応する領域を指す
ことがある。さらに、ビデオエンコーダ２０は、第２の係数ブロックを生成するために第
１の係数ブロックの少なくとも一部に２次変換を適用し得る。本開示の第１の技法によれ
ば、第２の変換は、ＫＬＴなどの非分離可能変換である。ビデオエンコーダ２０は、次い
で、第２の係数ブロックを量子化し得る。
【０１７１】
　[0120]同様に、第１の技法の一例によれば、ビデオデコーダ３０は、第１の係数ブロッ
クを逆量子化し得る。さらに、この例では、ビデオデコーダ３０は、第２の係数ブロック
を生成するために、逆量子化された第１の係数ブロックの少なくとも一部に第１の逆変換
（すなわち、逆２次変換）を適用し得る。本開示の第１の技法によれば、第１の逆変換は
、ＫＬＴなどの非分離可能変換である。さらに、この例では、第２の係数ブロックを生成
するために第１の逆変換を適用した後に、ビデオデコーダ３０は、残差ビデオブロックを
生成するために、第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用し得る。この例では、第２の
逆変換は、周波数領域からピクセル領域に第２の係数ブロックを変換する。さらに、この
例では、ビデオデコーダ３０は、復号ビデオブロックを形成し得る。いくつかの例では、
復号ビデオブロックを形成することの一部として、ビデオデコーダ３０は、１つまたは複
数の予測ブロックを残差ビデオブロックに加算する。たとえば、ビデオデコーダ３０は、
１つまたは複数の予測ブロックを残差ビデオブロックに加算し、１つまたは複数の予測ブ
ロックとの残差ビデオブロックの加算に基づいて復号ビデオブロックを形成し得る。
【０１７２】
　[0121]第２の技法によれば、ビデオエンコーダ２０および／またはビデオデコーダ３０
は、非分離可能変換のサブセットを構築するために、３つ以上の非分離可能変換候補から
の事前選択を実行する。いくつかの例では、非分離可能変換のサブセットは、オフライン
トレーニングによって導出されるＫＬＴを指すことがあり、変換コアは、エンコーダ２０
および／またはデコーダ３０の両方について固定数としてハードコーディングされる。ビ
デオエンコーダ２０および／またはビデオデコーダ３０は、変換のサブセットから現在の
ＴＵのために使用されるべき最終変換を選定し得る。
【０１７３】
　[0122]たとえば、ビデオエンコーダ２０は、３つ以上の非分離可能変換候補を含む非分
離可能変換のセットのサブセットを構築し得る。この例では、ビデオエンコーダ２０は、
第１の逆変換として非分離可能変換のセットのサブセットから１つの候補を選択し得る。
この例のいくつかの態様では、非分離可能変換のセットは、１２個の変換サブセットを含
み、１２個の変換サブセットは、非分離可能変換のセットのサブセットを含む。この例の
いくつかの態様では、非分離可能変換のセットは、ビデオデータのためのルーマイントラ
予測モードによって指定される。たとえば、ビデオエンコーダ２０は、ビデオデータのた
めの第１のルーマイントラ予測モードが非分離可能変換の第１のセットとともに使用され
ることを指定し得、ビデオデータのための第２のルーマイントラ予測モードが非分離可能
変換の第２のセットとともに使用されることを指定し得る。より詳細には、ビデオエンコ
ーダ２０は、シグナリングされたインデックス（たとえば、インデックスを示すデータ）
と選択された変換サブセットとによって変換候補を指定し得る。
【０１７４】
　[0123]同様に、ビデオデコーダ３０は、３つ以上の非分離可能変換候補を含む非分離可
能変換のセットのサブセットを構築し得る。この例では、ビデオデコーダ３０は、第２の
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変換として非分離可能変換のセットのサブセットから１つの候補を選択し得る。この例の
いくつかの態様では、非分離可能変換のセットは、１２個の変換サブセットを含み、１２
個の変換サブセットは、非分離可能変換のセットのサブセットを含む。この例のいくつか
の態様では、非分離可能変換のセットは、ビデオデータのためのルーマイントラ予測モー
ドによって指定される。
【０１７５】
　[0124]一例では、変換のサブセットを構築する事前選択は、イントラ予測モード、ＥＭ
ＴのＣＵレベルのおよび／またはＴＵレベルのインデックス、ＲＱＴ深度、量子化係数、
基準予測ブロック、ＰＵ内の現在のＴＵの相対ロケーション（ＴＵが現在のＰＵのどの境
界に位置しているのか）、ブロックサイズ、ブロック形状（それが正方形ブロックである
のかまたは非正方形ブロックであるのか、および高さと幅の比率）などの復号済み情報に
よって決定され得る。言い換えれば、ビデオデコーダ３０は、別個のまたは追加のシグナ
リングに依拠するのではなく、復号情報に従って変換のサブセットをあらかじめ選択し得
る。たとえば、ビデオエンコーダ２０は、復号情報に基づいてサブセットを決定し得、復
号情報は、イントラ予測モードと、ＣＵレベルのＥＭＴインデックスと、ＴＵレベルのＥ
ＭＴインデックスと、残差４分木深度と、量子化係数と、基準予測ブロックと、ＰＵ内の
現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数を備える。この例のいくつかの
態様では、１２個の変換サブセットが適用され、イントラ予測モードから変換サブセット
選択へのマッピングを指定するルックアップテーブルがあらかじめ定義されており、イン
トラ予測モードとこのルックアップテーブルとが与えられれば、３つの異なる非分離可能
変換を含む変換サブセットが、最初に選択され、次いで、３つの非分離可能変換のうちの
１つが、さらに、復号情報によって指定され、第１の変換を実行するために使用される。
同様に、この例のいくつかの態様では、ビデオデコーダ３０は、イントラ予測モード、Ｃ
ＵレベルのＥＭＴインデックス、ＴＵレベルのＥＭＴインデックス、残差４分木深度、量
子化係数、基準予測ブロック、単位ＰＵ内の現在のＴＵの相対ロケーション、ブロックサ
イズ、およびブロック形状（それが正方形ブロックであるのかまたは非正方形ブロックで
あるのか、および高さと幅の比率）のサブセットベースの１つまたは複数を決定し得る。
【０１７６】
　[0125]第２の技法のいくつかの例によれば、変換のサブセットの数は、小さい整数、た
とえば、１、２、３、４、１２、または３４に限定され得る。さらに、この例のいくつか
の態様では、変換の異なるサブセットは、異なるタイプの変換を含み得る。たとえば、ビ
デオエンコーダ２０は、あらかじめ選択されたサブセットとして１つまたは複数の左変換
を有する第１のサブセット、オアモアな右変換を有する第２のセット、または左右の変換
を有する第３のセットをあらかじめ選択し得る。次いで、本例では、ビデオエンコーダ２
０は、選択された変換としてあらかじめ選択されたサブセットから１つの変換候補を選択
し得る。たとえば、ビデオエンコーダ２０は、エンコーダモード決定を使用して変換を選
択し得、ビデオエンコーダ２０は、変換のインデックスを示すデータを符号化する。同様
に、ビデオデコーダ３０は、ビットストリームからインデックスを復号し、あらかじめ選
択された変換のセットから復号されたインデックスに基づいて変換を選択し得る。
【０１７７】
　[0126]いくつかの例では、異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換のセッ
トの変換サブセット中の変換候補の総数が異なる。たとえば、ビデオエンコーダ２０およ
び／またはビデオデコーダ３０は、第１のイントラ予測モードのために第１のサブセット
を使用し、第２のイントラ予測モードのために第２のサブセットを使用し得る。
【０１７８】
　[0127]一例では、合計１２個の変換サブセットがある。この例では、１２個の変換サブ
セットのそれぞれの変換サブセットは、３つの非分離可能変換候補を含んでいる。変換サ
ブセットは、ルーマイントラ予測モードによって指定され得、異なるイントラモードに対
して、同じ変換セットが適用され得る。本明細書では、イントラ予測モードは、予測され
ているブロックのための予測の様々な方向を指すことがある。イントラ予測モードの例と
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しては、限定はしないが、垂直、水平、対角左下、対角右下、垂直右側、水平下側、垂直
左側、水平上側、および予測されているブロックのための予測の他の方向があり得る。言
い換えれば、この例のいくつかの態様では、非分離可能変換のセットは、ビデオデータの
ためのルーマイントラ予測モードによって指定される。たとえば、ビデオデコーダ３０は
、特定のルーマイントラ予測モードのために１２個の変換サブセットのうちの１つの変換
サブセットを選択し得る。本例の一態様では、ビデオデコーダ３０は、第１のイントラ予
測モードのために選択されたサブセット中に含まれている３つの非分離可能変換候補の第
１の変換を選択し得、第２のイントラ予測モードのために選択されたサブセット中に含ま
れている３つの非分離可能変換候補の第２の変換を選択し得る。
【０１７９】
　[0128]一例では、合計１２個の変換サブセットがあり、各変換サブセットは、５つの非
分離可能変換候補を含み得る。変換セットは、ルーマイントラ予測モードならびにＥＭＴ
のＣＵレベルのインデックスおよびＴＵレベルのインデックスによって指定され得る。異
なるイントラモードに対して、同じ変換セットが適用され得る。
【０１８０】
　[0129]一例では、変換サブセットは、ただ１つの変換を含み得る。異なるＴＵサイズに
対して、変換サブセット中の変換の数が異なり得、典型的な数オブは、限定はしないが、
２、３および４であり得る。異なるイントラ予測モードに対して、変換サブセット中の変
換の数が異なり得、典型的な数は、限定はしないが、２、３および４であり得る。本例の
一態様では、平面またはＤＣ予測モードでは、変換サブセット中の変換の数は２であり、
一方、他の予測モードでは、変換サブセット中の変換の数は３である。
【０１８１】
　[0130]図５および図６は、本開示の第３の技法に関係する。図５は、２次変換係数再編
成プロセスを含む例示的な符号化プロセスの一部を示すブロック図である。図６は、２次
変換係数再編成プロセスを含む例示的な復号プロセスの一部を示すブロック図である。図
５では、ビデオエンコーダ２０は、２次元係数ブロック１０２を生成するために残差ブロ
ック１０１に１次変換１００を適用する。さらに、図５の符号化プロセスは、非分離可能
２次変換１０６を含む。非分離可能２次変換１０６は、入力として１次元係数ベクトル１
５６をとり、出力としてインア１次元係数ベクトル１０８を生成し得る。したがって、図
５の例では、１次変換１００は、２次元係数ブロック１０２を生成するが、非分離可能２
次変換１０６は、入力として１次元係数ベクトルをとる。したがって、ビデオエンコーダ
２０は、２次元係数ブロック１０２を１次元係数ベクトル１０５に変換するために再編成
プロセス１０４を実行し得る。いくつかの例では、再編成プロセス１０４は、非分離可能
２次変換１０６の一部であると見なされ得る。
【０１８２】
　[0131]さらに、量子化プロセス１１４は、入力として２次元係数ブロック１１２をとり
得、量子化された２次元係数ブロック１１６を出力し得る。したがって、本開示の第３の
技法によれば、ビデオエンコーダ２０は、ビデオエンコーダ２０が符号化中に２次変換１
０６を適用した後、２次元係数ブロック１１２として非分離可能２次変換１０６によって
導出された１次元係数ベクトル１０８を再編成するために２次変換係数再編成プロセス１
１０を適用し得る。再編成プロセス１１０を適用することは、１次元係数ベクトルを受け
入れるために量子化プロセス１０６を変更する必要をなくし得る。
【０１８３】
　[0132]図６では、ビデオデコーダ３０は、２次元係数ブロック１５２を導出するために
、量子化された２次元係数ブロック１５１に逆量子化１５０を適用し得る。さらに、図６
の復号プロセスは、逆２次変換１５８を含む。逆２次変換１５８は、入力として１次元係
数ベクトル１５６をとり、１次元係数ベクトル１６０を出力し得る。たとえば、逆２次変
換１５８は、入力として１６×１の係数ベクトルをとり得、１６×１の係数ベクトルを出
力し得る。ただし、逆量子化１５０は、２次元係数ブロック１５２を出力し得、１次逆変
換１６６は、入力として２次元係数ブロック１６４をとり得る。したがって、本開示の第
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３の技法によれば、ビデオデコーダ３０が復号プロセス中に２次逆変換１５８を適用する
前に、ビデオデコーダ３０は、１次元係数ベクトル１５６として逆量子化１５０によって
導出された２次元係数ブロック１５２を再編成するために２次変換係数再編成プロセス１
５４を適用し得る。逆２次変換１５８を適用する前に再編成プロセス１５４を適用するこ
とは、１次元係数ベクトルを生成するために逆量子化１５０を変更する必要をなくし得る
。さらに、ビデオデコーダ３０は、２次元係数ブロック１６４として１次元係数ベクトル
１６０を再編成するために２次変換係数再編成プロセス１６２を適用し得る。ビデオデコ
ーダ３０は、次いで、残差ブロック１６８を生成するために２次元係数ブロック１６４に
１次逆変換１６６を適用し得る。１次逆変換１６６を適用する前に再編成プロセス１６２
を適用することは、１次逆変換１６６を変更する必要をなくし得る。いくつかの例では、
再編成プロセス１６２は、２次逆変換１５８の一部と見なされる。
【０１８４】
　[0133]したがって、第３の技法によれば、ビデオエンコーダ２０は、残差ビデオブロッ
クを形成し得る。残差ビデオブロックを形成することの一部として、ビデオエンコーダ２
０は、コーディングされているビデオブロックから１つまたは複数の予測ブロックを減算
し得る。さらに、ビデオエンコーダ２０は、第１の２次元係数ブロック（たとえば、２次
元係数ブロック１０２）を生成するために残差ビデオブロックの少なくとも一部に第１の
変換（たとえば、１次変換１００）を適用し得る。この例では、第１の変換は、ピクセル
領域から周波数領域に残差ビデオブロックを変換する。さらに、ビデオエンコーダ２０は
、第１の１次元係数ベクトルとして第１の２次元係数ブロックを再編成し得る。本例では
、ビデオエンコーダ２０は、第２の１次元係数ベクトルを生成するために第１の１次元係
数ベクトルの少なくとも一部に第２の変換を適用し得る。この例では、第２の変換は、非
分離可能変換である。本例では、第２の変換は、非分離可能変換である。この例では、ビ
デオエンコーダ２０は、係数走査順序に従って第２の２次元係数ブロックとして第２の１
次元係数ベクトルを再編成し得る。
【０１８５】
　[0134]同様に、ビデオデコーダ３０は、係数走査順序に従って第１の１次元係数ベクト
ル（たとえば、１次元係数ベクトル１５６）として、第１の２次元係数ブロック（たとえ
ば、２次元係数ブロック１５２）を再編成し得る。この例では、ビデオデコーダ３０は、
第２の１次元係数ベクトル（たとえば、１次元係数ブロック１６０）を生成するために非
分離可能変換行列に第１の１次元係数ベクトルを乗じることによって、第１の逆変換（た
とえば、非分離可能２次逆変換１５８）を適用し得る。この例では、第１の逆変換は、非
分離可能変換である。この例では、ビデオデコーダ３０は、２次元係数ブロック（たとえ
ば、２次元係数ブロック１６４）として第２の１次元係数ベクトルを再編成し得る。ビデ
オデコーダ３０は、残差ビデオブロック（たとえば、残差ブロック１６８）を生成するた
めに第２の２次元係数ブロックに第２の逆変換（たとえば、１次逆変換１６６）を適用し
得る。この例では、第２の逆変換は、周波数領域からピクセル領域に第２の２次元係数ブ
ロックを変換する。この例では、ビデオデコーダ３０は、復号ビデオブロックを形成し得
る。復号ビデオブロックを形成することの一部として、ビデオデコーダ３０は、１つまた
は複数の予測ブロックを残差ビデオブロックに加算し得る。
【０１８６】
　[0135]第３の技法のいくつかの例では、第２の変換を適用することは、２次元変換行列
に第１の１次元係数ベクトルを乗じることを備える。本例のいくつかの例では、第１の２
次元係数ブロックは、４×４のブロックであり、２次元変換行列は、ルーマイントラ予測
モードとコーディングユニットレベルのインデックスとによって選択される１６×１６の
非分離可能変換行列である。たとえば、ビデオエンコーダ２０は、１６×１６の非分離可
能変換行列に第１の１次元係数ベクトル（たとえば、１次元係数ベクトル１０５）を乗じ
ることによって、第２の変換（たとえば、非分離可能２次変換１０６）を適用し、それに
よって、第２の１次元係数ベクトル（たとえば、１次元係数ベクトル１０８）を生成し得
る。同様に、ビデオデコーダ３０は、１６×１６の非分離可能変換行列に第１の１次元係
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数ベクトル（たとえば、１次元係数ベクトル１５６）を乗じることによって、第２の変換
（たとえば、非分離可能２次変換１５８）を適用し、それによって、第２の１次元係数ベ
クトル（たとえば、１次元係数ベクトル１６０）を生成し得る。
【０１８７】
　[0136]第３の技法のいくつかの例では、４×４の係数グループに対して実行される２次
変換係数再編成プロセスは、４×４の係数グループの係数走査順序に依存し得る。たとえ
ば、ビデオエンコーダ２０が、エントロピー符号化中に４×４の係数グループの係数を表
すシンタックス要素を処理するためにジグザグ走査順序を使用する場合、ビデオエンコー
ダ２０は、非分離可能２次変換を適用することの一部として４×４の係数グループを１６
×１の係数ベクトルに再編成するときに同じジグザグ走査順序を使用し得る。
【０１８８】
　[0137]さらに、第３の技法のいくつかの例では、ビデオエンコーダ２０は、４×４の係
数グループのための係数走査順序を決定し得る。この例では、ビデオエンコーダ２０は、
決定された係数走査順序に基づいて第１の２次元係数ブロック（たとえば、４×４の係数
グループ）として第１の１次元係数ベクトルを再編成し得る。この例のいくつかの態様で
は、ビデオエンコーダ２０は、第１の２次元係数ブロックが決定された係数走査順序に対
応する（たとえば、一致する）係数走査順序を有するように、第１の２次元係数ブロック
として第１の１次元係数ベクトルを再編成し得る。
【０１８９】
　[0138]同様に、ビデオデコーダ３０は、４×４の係数グループのための係数走査順序を
決定し得る。この例では、ビデオデコーダ３０は、決定された係数走査順序に基づいて第
２の１次元係数ベクトルとして第２の２次元係数ブロック（たとえば、４×４の係数グル
ープ）を再編成し得る。この例のいくつかの態様では、ビデオデコーダ３０は、第２の１
次元係数ベクトルが決定された係数走査順序に対応する（たとえば、一致する）係数走査
順序を有するように、第２の１次元係数ベクトルとして第２の２次元係数ブロックを再編
成し得る。
【０１９０】
　[0139]第３の技法のいくつかの例では、４×４の係数グループに対して実行される２次
変換係数再編成プロセスは、イントラ予測モード、ＥＭＴのＣＵレベルのおよび／または
ＴＵレベルのインデックス、ＲＱＴ深度、ならびに／あるいは量子化係数などの符号化／
復号済み情報に依存し得る。言い換えれば、ビデオエンコーダ２０の再編成プロセス１１
０は、イントラ予測モード、ＥＭＴのＣＵレベルのおよび／またはＴＵレベルのインデッ
クス、ＲＱＴ深度、ならびに／あるいは量子化係数に基づいて、２次元係数ブロック１１
２として１次元係数ベクトル１０８を再編成し得る。たとえば、ビデオエンコーダ２０は
、１次元係数ベクトルが係数走査順序対応（たとえば、一致）の決定済み係数走査順序を
有するように垂直ルーマ予測モードが選択されるのか、または水平ルーマ予測モードが選
択されるのかに基づいて２次元係数ブロック１１２として１次元係数ベクトル１０８を再
編成し得る。同様に、ビデオデコーダ３０の再編成プロセス１５４は、イントラ予測モー
ド、ＥＭＴのＣＵレベルのおよび／またはＴＵレベルのインデックス、ＲＱＴ深度、なら
びに／あるいは量子化係数に基づいて、１次元係数ベクトル１５６を生成するために２次
元係数ブロック１５２を再編成し得る。
【０１９１】
　[0140]第３の技法の一例では、特定の４×４の係数ブロックに非分離可能２次変換（た
とえば、２次変換１０２）を適用した後に、ビデオエンコーダ２０は、１６×１の係数ベ
クトル（たとえば、１次元係数ベクトル１０８）を導出し得、特定の４×４のブロックの
ための係数走査順序に従って（すなわち、それに沿って）４×４のブロック（たとえば、
２次元係数ブロック１１２）として得られた１６個の係数を再編成し得る。ビデオエンコ
ーダ２０は、より小さいインデックスをもつ係数が４×４の係数ブロック中でより小さい
走査インデックスをもつロケーションに配置される方法で１６個の係数の再編成を実行し
得る。たとえば、４×４の係数ブロックが、（たとえば、イントラ予測モードに従って）
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４×４の係数ブロックの上部から４×４の係数ブロックの下部に向かって行ごとに走査さ
れるとき、ビデオエンコーダ２０は、１次元係数ベクトルの最初の４つの係数として係数
ブロックの最上行の４つの係数を再編成し、１次元係数ベクトルの次の４つの係数として
係数ブロックの上から２番目の行の４つの係数を再編成し、以下同様に行い得る。
【０１９２】
　[0141]ＴＵ係数に対して逆量子化を実行した後に、ビデオデコーダ３０は、現在のＴＵ
の各４×４のサブブロックについて、４×４の逆量子化された２次変換係数ブロック（た
とえば、２次元係数ブロック１５２）を導出し得る。さらに、現在のＴＵのそれぞれの４
×４のサブブロックについて、ビデオデコーダ３０は、４×４のブロックのための係数走
査順序に基づいてそれぞれの１６×１のベクトル（たとえば、１次元係数ベクトル１５６
）としてそれぞれの４×４の逆量子化されたブロック中の１６個の係数を再編成し得る。
ビデオデコーダ３０は、より小さい走査インデックスをもつ係数が１６×１の係数ベクト
ル中でより小さいインデックスをもつロケーションに配置される方法で４×４の係数の再
編成を実行し得る。
【０１９３】
　[0142]一例では、ビデオエンコーダ２０および／またはビデオデコーダ３０は、固定の
４×４の係数走査順序、たとえば、水平、垂直、対角、またはジグザグ走査順序に基づい
て再編成プロセスを実行し得る。このようにして、１６×１の係数ベクトル中でより小さ
いインデックスをもつ１６個の２次変換係数は、固定のあらかじめ定義された４×４の係
数走査順序に従って４×４の係数ブロック中に配置され得る。
【０１９４】
　[0143]第３の技法の一例によれば、変換プロセス（たとえば、１次変換１００）の後に
、ビデオエンコーダ２０は、最初に、
【０１９５】
【数３６】

【０１９６】
を使用してベクトル
【０１９７】

【数３７】

【０１９８】
としてＢを表し、次いで、以下の計算を実行することによって、現在のＭ×ＮのＴＵのそ
れぞれの４×４の変換係数サブブロックＢに２次変換（たとえば、２次変換１０２）を適
用し得る。
【０１９９】

【数３８】

【０２００】
上記の式中で、Ｔは、上記で説明したように、ルーマイントラ予測モードとシグナリング
されたＣＵレベルのフラグとに基づいて選択された１６×１６の非分離可能変換行列であ
る。さらに、図５の例では、
【０２０１】

【数３９】

【０２０２】
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は、１次元係数ベクトル１０５に対応し得る。上記の式を適用したことの結果として、そ
れぞれの４×４のサブブロックについて、ビデオエンコーダ２０は、それぞれの１６×１
の２次変換係数ベクトル
【０２０３】
【数４０】

【０２０４】
を導出する。図５の例では、
【０２０５】
【数４１】

【０２０６】
は、１次元係数ベクトル１０８に対応する。ビデオエンコーダ２０は、以下の演算を実行
することによってそれぞれの４×４の係数ブロックとしてそれぞれの１６×１の２次変換
係数ベクトルを再編成し得る。
【０２０７】

【数４２】

【０２０８】
上記の式中で、ｊ＝０，１，．．．，１５であり、ｓｃａｎ＿ｘおよびｓｃａｎ＿ｙは、
それぞれ、ＨＥＶＣにおいてすでに定義されているｘ座標およびｙ座標のための走査表で
あり得る。このようにして、それぞれの４×４の変換係数サブブロックＢは、それぞれの
導出された２次４×４変換係数ブロックＦによって置き換えられ得る。図５の例では、Ｆ
は、２次元係数ボック１１２に対応する。ビデオエンコーダ２０が、各４×４の変換係数
サブブロックに対して２次変換を実行した後、ビデオエンコーダ２０は、さらに、更新さ
れたＭ×Ｎの係数ブロックを量子化し、エントロピー符号化し得る。
【０２０９】
　[0144]それぞれの４×４の係数サブブロックＦについて、量子化プロセス（たとえば、
逆量子化１５０）の後に、ビデオデコーダ３０は、１６×１のベクトルにそれぞれの４×
４の係数サブブロックＦを再編成することによって、１６×１の２次変換係数ベクトル
【０２１０】
【数４３】

【０２１１】
を導出し得る。
【０２１２】
【数４４】

【０２１３】
　[0145]上記のこの式中で、ｊ＝０，１，．．．，１５であり、ｓｃａｎ＿ｘおよびｓｃ
ａｎ＿ｙは、それぞれ、ＨＥＶＣにおいてすでに定義されている４×４の係数サブブロッ
クＦのｘ座標およびｙ座標のための走査表である。図６の例では、
【０２１４】
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【数４５】

【０２１５】
は、１次元係数ベクトル１５６に対応し、Ｆは、２次元係数ブロック１５２に対応する。
ビデオデコーダ３０は、次いで、以下の計算を実行することによって
【０２１６】

【数４６】

【０２１７】
に対して逆２次変換（たとえば、２次逆変換１５８）を適用し得る。
【０２１８】
【数４７】

【０２１９】
　[0146]上記の式中で、Ｔ’は、上記で説明したように、ルーマイントラ予測モードとシ
グナリングされたＣＵレベルのフラグとによって選択され得る１６×１６の非分離可能変
換行列である。上記の式の行列乗算の結果として、それぞれの４×４のサブブロックｉに
ついて、ビデオデコーダ３０は、それぞれの１６×１の２次変換係数ベクトル
【０２２０】

【数４８】

【０２２１】
を導出する。図６の例では、
【０２２２】

【数４９】

【０２２３】
は、１次元係数ベクトル１６０に対応する。ビデオデコーダ３０は、
【０２２４】
【数５０】

【０２２５】
を計算することによって４×４の係数ブロックとして１６×１の２次変換係数ベクトルを
再編成する。図６の例では、Ｂは、２次元係数ブロック１６４に対応する。ビデオデコー
ダ３０は、４×４の変換係数サブブロックＦを導出された２次４×４変換係数ブロックＢ
と置き換え得る。ビデオデコーダ３０が４×４係数サブロックの各々に対して逆２次変換
を実行した後、ビデオデコーダ３０は、逆変換（たとえば、１次逆変換１６６）に更新さ
れたＭ×Ｎの係数ブロックを入力し得る。
【０２２６】
　[0147]上記のように、いくつかの例では、ビデオエンコーダ２０は、非分離可能２次変
換を選択し得る。第４の技法によれば、ビデオエンコーダ２０は、ＴＵ、ＰＵ、ＣＵまた
は任意の画像コーディングブロックユニットに適用可能なインデックスを使用する非分離
可能２次変換の選択の指示をシグナリング（たとえば、符号化）し得、ビデオデコーダ３
０は、それを受信し得る。言い換えれば、ビデオエンコーダ２０は、ＴＵ、ＰＵ、ＣＵま
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たは他の画像コーディングブロックユニットについて、選択された非分離可能２次変換を
示すインデックスを示すデータを符号化し得る。たとえば、非分離可能変換のセットから
の第１の逆変換の選択は、ＴＵ、ＰＵ、ＣＵ、またはそれらの組合せのためのインデック
スによってシグナリングされ得る。同様に、ビデオデコーダ３０は、ビデオデータのビッ
トストリームから、ＴＵ、ＰＵ、ＣＵ、またはそれらの組合せのためのインデックスを示
すデータを取得し、インデックスは、選択された非分離可能２次変換を示し得る。説明を
簡単にするために、本開示は、選択された非分離可能２次変換を示すインデックスを非分
離可能２次変換（ＮＳＳＴ：non-separable secondary transform）インデックスと呼ぶ
ことがある。
【０２２７】
　[0148]いくつかの例では、ビデオエンコーダ２０は、ＮＳＳＴインデックスをエントロ
ピー符号化し得る。ＮＳＳＴインデックスをエントロピー符号化することの一部として、
ビデオエンコーダ２０は、ＮＳＳＴインデックスを２値化し得る。ＮＳＳＴインデックス
をエントロピーコーディングする場合、２値化のために固定長コードが使用され得、２値
化のために短縮単項コードまたは指数ゴロムコードなどの可変長コードが使用され得る。
【０２２８】
　[0149]第５の技法によれば、残差信号のエネルギーが限定されている場合、ビデオエン
コーダ２０は、いくつかのＴＵについて、ＮＳＳＴインデックスのシグナリングをスキッ
プし得、２次変換が、適用されないことがある。たとえば、現在のＴＵのために送信され
た非ゼロ係数がない場合、ビデオエンコーダ２０は、現在のＴＵについてＮＳＳＴインデ
ックスのシグナリングをスキップし得る。言い換えれば、現在のＴＵのために符号化され
た非ゼロ係数がない場合、ビデオエンコーダ２０は、現在のＴＵについてＮＳＳＴインデ
ックスを示すデータの符号化をスキップし得る。同様に、他の例では、ＮＳＳＴインデッ
クスシグナリングのスキップは、ＬＣＵ、ＣＵ、ＰＵ、または任意の他のブロックレベル
のシンタックス要素に適用され得る。したがって、第５の技法によれば、ビデオエンコー
ダ２０は、ビデオデータの符号化ビットストリーム中で、ＴＵ、ＰＵ、ＣＵ、またはそれ
らの組合せに適用可能なインデックスを示すデータを生成し、インデックスは、選択され
た候補が第２の変換であることを示し得る。
【０２２９】
　[0150]同様に、ビデオデコーダ３０は、ビデオデータのビットストリームから、ＴＵ、
ＰＵ、ＣＵ、またはそれらの組合せに適用可能なインデックスを示すシンタックス要素を
取得し得る。この例では、ビデオデコーダ３０は、第１の逆変換として、インデックスに
よって示される候補を選択することを備える、非分離可能変換のサブセットから候補を選
択し得る。
【０２３０】
　[0151]いくつかの例では、あるブロックレベルで送信される非ゼロ係数の総数または総
絶対値和または２乗値の和が所与のしきい値よりも大きくない場合、そのあるブロックレ
ベルのＮＳＳＴインデックスは、スキップされ、２次変換が適用されない。たとえば、あ
るＬＣＵで送信される非ゼロ係数の総数が１０よりも大きくないとき、ビデオエンコーダ
２０は、ＮＳＳＴインデックスのシグナリングをスキップし、２次変換を適用しないこと
がある。いくつかの例では、あるＣＵで送信される非ゼロ係数の総絶対値和が１００より
も大きくないとき、ビデオエンコーダ２０は、ＮＳＳＴインデックスのシグナリングをス
キップし、２次変換を適用しないことがある。一例では、あるＰＵで送信される非ゼロ係
数の２乗値の和が１００よりも大きくないとき、ビデオエンコーダ２０は、ＮＳＳＴイン
デックスのシグナリングをスキップし、２次変換を適用しないことがある。
【０２３１】
　[0152]したがって、第５の技法によれば、ビデオエンコーダ２０は、ビットストリーム
中の２次変換（たとえば、非分離可能２次変換１０６）のインデックスを符号化すべきか
どうかを決定し得る。２次変換のインデックスは、複数の利用可能な２次変換の中から２
次変換を識別し得る。この例では、ビデオエンコーダ２０は、特定のブロックレベルで（
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たとえば、ＬＣＵ、ＣＵ、ＰＵ、ＴＵ中で）送信される非ゼロ係数の総数の和、総絶対値
和、または２乗値の和が所与のしきい値よりも大きくないことに基づいて２次変換のイン
デックスがビットストリーム中に符号化されていないと決定し得る。この例では、ビデオ
エンコーダ２０は、特定のブロックレベルで２次変換のインデックスをシグナリングし得
る。この例では、ビデオエンコーダ２０は、２次元係数ブロックの少なくとも一部に、イ
ンデックスがビットストリーム中でシグナリングされる２次変換を適用し得る。
【０２３２】
　[0153]同様に、ビデオデコーダ３０は、２次変換（たとえば、非分離可能逆変換１５８
）のインデックスがビットストリーム中でシグナリングされるのかどうかを決定し得る。
この例では、ビデオデコーダ３０は、特定のブロックレベルの非ゼロ係数の総数の和、総
絶対値和、または２乗値の和が所与のしきい値よりも大きくないことに基づいて２次変換
のインデックスがビットストリーム中に符号化されていないと決定し得る。この例では、
２次変換のインデックスは、特定のブロックレベルでシグナリングされる。この例では、
ビデオデコーダ３０は、１次元係数ベクトルに、ビットストリーム中でシグナリングされ
たインデックスによって示される２次変換の逆である２次逆変換を適用し得る。
【０２３３】
　[0154]一例では、２次元係数ブロックの非ゼロ係数の量がしきい値よりも大きくないと
ビデオエンコーダ２０が決定したことに応答して、ビデオデコーダ３０は、１次元係数ベ
クトルに２次逆変換を適用し得る。この例では、しきい値は、ビデオデータのブロックサ
イズ、イントラ予測モード、またはそれらの組合せごとに異なり得る。
【０２３４】
　[0155]同様に、ビデオエンコーダ２０は、２次元係数ブロックの非ゼロ係数の量がしき
い値よりも大きいかどうかを決定し得る。この例では、２次元係数ブロックの非ゼロ係数
の量がしきい値よりも大きくないと決定したことに応答して、ビデオエンコーダ２０は、
２次元係数ブロックの少なくとも一部に２次変換を適用し得る。この例では、しきい値は
、ビデオデータのブロックサイズ、イントラ予測モード、またはそれらの組合せごとに異
なり得る。
【０２３５】
　[0156]いくつかの例では、非ゼロ係数の総数のしきい値は１である。一例では、非ゼロ
係数の総数のしきい値は、ブロックサイズまたはイントラ予測モードごとに異なり得る。
【０２３６】
　[0157]いくつかの例では、ビデオエンコーダ２０とビデオデコーダ３０とは、すべての
色成分（たとえば、Ｙ、Ｃｂ、およびＣｒ）の係数値に２次変換と２次逆変換とを適用し
得る。他の例では、ビデオエンコーダ２０とビデオデコーダ３０とは、すべてではないが
、いくつかの色成分に２次変換と２次逆変換とを適用し得る。たとえば、ビデオエンコー
ダ２０とビデオデコーダ３０とは、クロマ（たとえば、ＣｂおよびＣｒ）成分の係数値に
は適用しないが、ルーマ（すなわち、Ｙ）成分の係数値に２次変換と２次逆変換とを適用
し得る。ビデオエンコーダ２０とビデオデコーダ３０とが２つ以上の色成分に２次変換と
２次逆変換とを適用する例では、ＮＳＳＴインデックスは、２つ以上の色成分の間で共有
され得る。
【０２３７】
　[0158]第５の技法の一例によれば、ＮＳＳＴインデックスが、あるブロックレベルでシ
グナリングされ、いくつかの成分（たとえば、Ｙ、Ｃｂ、Ｃｒ）の間で共有される場合、
および同じＮＳＳＴインデックスを共有するすべての成分からそのあるブロックレベルで
送信される非ゼロ係数の総数の和または総絶対値和または２乗値の和が、所与のしきい値
よりも大きくない場合、ＮＳＳＴインデックスは、スキップされ得、２次変換は適用され
ない。一例では、非ゼロ係数の総数のしきい値は、１、２、または３である。いくつかの
例では、非ゼロ係数の総数のしきい値は３よりも大きい。
【０２３８】
　[0159]一例では、ＮＳＳＴインデックスが、あるブロックレベルでシグナリングされ、
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Ｙ、Ｃｂ、およびＣｒ成分の間で共有される場合、Ｙ、Ｃｂ、およびＣｒ成分の非ゼロ係
数の総数の和が所与のしきい値よりも小さい場合、ＮＳＳＴインデックスは、スキップさ
れ得、２次変換は、適用されないことがある。たとえば、Ｙ、Ｃｂ、およびＣｒ成分の組
合せについてあるＣＵで送信される非ゼロ係数の絶対値和が１００よりも大きくないとき
、ビデオエンコーダ２０は、ＮＳＳＴインデックスのシグナリングをスキップし、２次変
換を適用しないことがある。
【０２３９】
　[0160]一例では、ＮＳＳＴインデックスが、あるブロックレベルでシグナリングされ、
ＣｂおよびＣｒ成分の間で共有される場合、ＣｂおよびＣｒ成分の非ゼロ係数の総数の和
が所与のしきい値よりも小さい場合、ビデオエンコーダ２０は、ＮＳＳＴインデックスの
シグナリングをスキップし、２次変換を適用しないことがある。たとえば、あるＣＵのＣ
ｂおよびＣｒ成分のための非ゼロ係数の総数が３よりも大きくないとき、ビデオエンコー
ダ２０は、ＮＳＳＴインデックスのシグナリングをスキップし、２次変換を適用しないこ
とがある。
【０２４０】
　[0161]第５の技法のいくつかの例によれば、非ゼロ係数の総数のしきい値は、ブロック
サイズまたはイントラ予測モードごとに異なり得る。たとえば、ＬＣＵは、ＣＵおよびＰ
Ｕよりも大きいしきい値を有し得る。同様に、ビデオエンコーダ２０は、垂直イントラ予
測モードを使用してコーディングされるブロックのために第１のしきい値を使用し得、水
平イントラ予測モードを使用してコーディングされるブロックのために第２の異なるしき
い値を使用し得る。
【０２４１】
　[0162]第５の技法の一例では、ＮＳＳＴインデックスが、あるブロックレベルでシグナ
リングされ、Ｙ、Ｃｂ、およびＣｒ成分の間で共有される場合、Ｙ成分のみの非ゼロ係数
の総数が所与のしきい値よりも小さい場合、ＮＳＳＴインデックスは、スキップされ得、
２次変換は、適用されないことがある。たとえば、Ｙ成分のみについてあるＣＵで送信さ
れる非ゼロ係数の総数が１、２、３、または別のしきい値よりも大きくないとき、ビデオ
エンコーダ２０は、ＮＳＳＴインデックスのシグナリングをスキップし、２次変換を適用
しないことがある。
【０２４２】
　[0163]一例では、ＮＳＳＴインデックスが、あるブロックレベルでシグナリングされ、
ＣｂおよびＣｒ成分の間で共有される場合、Ｃｂ成分のみの非ゼロ係数の総数が所与のし
きい値よりも小さい場合、ＮＳＳＴインデックスは、スキップされ得、２次変換は、適用
されないことがある。たとえば、Ｃｂ成分のみについてあるＣＵで送信される非ゼロ係数
の総数が１、２、３、または別のしきい値よりも大きくないとき、ビデオエンコーダ２０
は、ＮＳＳＴインデックスのシグナリングをスキップし、２次変換を適用しないことがあ
る。同様に、Ｃｒ成分のみについてあるＣＵで送信される非ゼロ係数の総数が１、２、３
、または別のしきい値よりも大きくないとき、ビデオエンコーダ２０は、ＮＳＳＴインデ
ックスのシグナリングをスキップし、２次変換を適用しないことがある。
【０２４３】
　[0164]追加または代替として、第５の技法のいくつかの例では、非ゼロ係数の総数のし
きい値は、ブロックサイズまたはイントラ予測モードごとに異なり得る。言い換えれば、
ＬＣＵは、ＣＵおよびＰＵよりも大きいしきい値を有し得る。同様に、１６×１６のクロ
マ予測モードは、４×４のクロマ予測モードよりも大きいしきい値を有し得る。たとえば
、ビデオエンコーダ２０は、垂直イントラ予測モードを使用してコーディングされるブロ
ックのために第１のしきい値を使用し得、水平イントラ予測モードを使用してコーディン
グされるブロックのために第２の異なるしきい値を使用し得る。
【０２４４】
　[0165]第５の技法の一例では、ＬＣＵ、ＣＵ、ＰＵ、または他のタイプのブロックのサ
イズが、あらかじめ定義されたしきい値よりも大きいかまたはそれよりも小さいか、ある



(51) JP 2018-530245 A 2018.10.11

10

20

30

40

50

いは所与のしきい値範囲内にあるとき、ＮＳＳＴインデックスのシグナリングは、スキッ
プされ得、２次変換は、適用されない。たとえば、ＣＵのサイズが、８×８のあらかじめ
定義された値よりも小さいとき、ビデオエンコーダ２０は、符号化ビデオビットストリー
ム中に、ＮＳＳＴインデックスを示すデータを生成することをスキップし、２次変換を適
用しないことがある。
【０２４５】
　[0166]第５の技法の一例では、ＴＵが変換スキップモードを使用してコーディングされ
るとき、ＮＳＳＴインデックスのシグナリングは、スキップされ得、２次変換は適用され
ない。言い換えれば、ＴＵが、変換スキップモードを使用してコーディングされるとき、
ビデオエンコーダ２０は、符号化ビデオビットストリーム中に、ＮＳＳＴインデックスを
示すデータを生成することをスキップし得、２次変換が適用されない。
【０２４６】
　[0167]たとえば、ビデオエンコーダ２０は、ＴＵが変換スキップモードでコーディング
されていることに基づいてビットストリーム中で２次変換のインデックスをシグナリング
する（たとえば、それを示すデータを符号化する）べきかどうかを決定し得る。この例で
は、ビデオエンコーダ２０は、符号化ビデオビットストリーム中に、ビットストリーム中
で２次変換のインデックスを示すデータを生成し、ビデオエンコーダ２０は、第２の変換
のインデックスを示すデータがビットストリーム中に符号化されていることに基づいて第
１の２次元係数ブロックの少なくとも一部に２次変換を適用し得る。同様に、ビデオデコ
ーダ３０は、ＴＵが変換スキップモードでコーディングされていることに基づいて２次変
換のインデックスがビットストリーム中でシグナリングされるかどうかを決定し得る。言
い換えれば、ビデオデコーダ３０は、１次元係数ベクトルに、２次変換のインデックスに
よって示される２次逆変換を適用し得る。
【０２４７】
　[0168]さらに、第５の技法のいくつかの例では、ブロック（たとえば、ＴＵ）が２次変
換を使用してコーディングされるとき、変換スキップモードがシグナリングされないこと
がある。言い換えれば、ビデオエンコーダ２０は、符号化ビデオビットストリーム中に、
データインディケィティブ、すなわち、変換スキップモードと２次変換とのうちの１つを
生成し得る。たとえば、ビデオエンコーダ２０は、符号化ビデオビットストリーム中に、
変換スキップモードを示すデータを生成し、２次変換をシグナリングすることを省略し得
る。同様に、ビデオエンコーダ２０は、符号化ビデオビットストリーム中に、データイン
ディケィティブ、すなわち、変換スキップモードを生成するのを省略し得、符号化ビデオ
ビットストリーム中に、２次変換を示すデータを生成する。
【０２４８】
　[0169]本開示の第６の技法によれば、特定のコーディングモードでは、２次変換が、無
効化され、および／またはシグナリングされず、その逆も同様であり得る。たとえば、そ
のようなコーディングモードは、必ずしも変換スキップモード、線形法（ＬＭ）モード、
成分間残差予測モードなどを含み得るが、それらに限定されるとは限らない。したがって
、２次変換が適用される場合、特定のコーディングモードは、無効化される、および／ま
たはシグナリングされないことがある。たとえば、いくつかの例では、２次変換が適用さ
れるとき、変換スキップモード、ＬＭモード、および成分間残差予測モードは、無効化さ
れ得、ならびに／または変換スキップモード、ＬＭモード、および成分間残差予測モード
のインデックスは、符号化されない。同様に、変換スキップモード、ＬＭモード、および
成分間残差予測モードのうちの１つまたは複数が使用されるとき、２次変換は、無効化さ
れる、および／またはシグナリングされないことがある。概して、適応型成分間残差予測
は、同じブロックのための別の色成分の残差から１つの色成分（たとえば、Ｙ、Ｃｒ、ま
たはＣｂ）の残差を予測することを含み得る。
【０２４９】
　[0170]第６の技法の一例では、２次変換が有効化されると、特定のモードが常に無効化
され得る。たとえば、２次変換が有効化されることに基づいて、変換スキップモードは、
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無効化される。
【０２５０】
　[0171]第６の技法の一例では、２次変換が有効化されると、特定のモードがいくつかの
条件で無効化されるが、他の条件で有効化され得る。条件は、限定はしないが、ブロック
サイズ、非ゼロ変換係数の数、コーディングがルーマ成分のためのものであるのか、また
はクロマ成分のためのものであるのか、隣接予測モード、および他の条件を含み、その逆
も同様であり得る。
【０２５１】
　[0172]第６の技法の一例では、２次変換が適用されるとき、特定の予測モードは、依然
として、有効化され得るが、この特定の予測モードをシグナリングするために使用される
コンテキストモデリングは、シグナリングされる２次インデックス／フラグにコンテキス
トモデリングが依存するように変更され得る。言い換えれば、特定の予測モードは、２次
変換が適用されるときに適用されるのを許可され得るが、特定の予測モードのためのコン
テキストモデリングが変更される。
【０２５２】
　[0173]一例では、２次変換は、依然として、特定の予測モードのために有効化されるが
、２次変換をシグナリングするために使用されるコンテキストモデリングは、特定の予測
モードが適用されるのかどうかにコンテキストモデリングが依存するように変更され得る
。言い換えれば、ビデオエンコーダ２０および／またはビデオデコーダ３０によって適用
されない予測モードを無効化するのではなく、特定の予測モードは、２次変換が適用され
るときに使用されるのを許可され得るが、特定の予測モードのためのコンテキストモデリ
ングが変更される。
【０２５３】
　[0174]本開示の第７の例によれば、他の非ルーマ成分（たとえば、クロマ）に対して２
次変換を適用するとき、および２次変換選択が、あるコード化情報への何らかの依存を有
するとき、ＮＳＳＴインデックス値は、コロケートされたルーマ成分から継承（たとえば
、再使用）され、非ルーマ成分のために符号化されないことがある。そのようなコード化
情報の例としては、限定はしないが、イントラ予測モードがあり得る。本明細書では、コ
ロケートされたとは、同じブロックの構成要素を指すことがある。この例の態様では、あ
るコード化情報への依存は、コロケートされたルーマ成分のコード化情報を継承する代わ
りに非ルーマ成分のコード化情報が使用される方法で行われる。
【０２５４】
　[0175]一例では、２次変換がクロマ成分（たとえば、Ｃｒ成分および／またはＣｂ成分
）に対して実行され、ビデオデコーダ３０が、シグナリングされたＮＳＳＴインデックス
とイントラ予測モードとに基づいて２次変換を選択すると、クロマ成分について、ビデオ
デコーダ３０は、コロケートされたルーマ成分のＮＳＳＴインデックスと現在のクロマ成
分のイントラ予測モードとに基づいて２次変換を選択し得る。
【０２５５】
　[0176]クロマ成分のイントラ予測モードがコロケートされたルーマ成分（たとえば、Ｙ
成分）から継承されると、コロケートされたルーマ成分のイントラ予測モードは、２次変
換を選択するために使用され得る。たとえば、ビデオデコーダ３０は、コロケートされた
ルーマ成分のＮＳＳＴインデックスとコロケートされたルーマ成分のイントラ予測モード
とに基づいてサブセットから２次変換候補を選択し得る。
【０２５６】
　[0177]一例では、たとえば、米国特許出願第１５／００６，９９４号に記載されている
ように、クロマ成分のイントラ予測モードがＬＭモードであるとき、２次変換はクロマ成
分に適用されないことがある。たとえば、ビデオデコーダ３０は、コロケートされたルー
マ成分に２次変換候補を適用し、クロマ成分に２次変換候補を適用するのを控え得る。
【０２５７】
　[0178]一例では、２次変換が適用されるとき、ＬＭモードは適用またはシグナリングさ
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れないことがある。この場合、イントラモードコーディングは、ＬＭモードがシグナリン
グされるべき候補イントラモードでないように相応して変更され得る。そのようなイント
ラモードコーディングの変更は、限定はしないが、コーディングされるべき利用可能なイ
ントラモードの数を低減すること、または利用可能なイントラモードの総数が同じになる
ようにＬＭモードを他のイントラ予測モードと置き換えることを含み得る。言い換えれば
、２次変換が適用されるとき、ＬＭモードは、候補イントラモードでないと推定され得る
ので、２次変換が適用されるとき、イントラモードのシグナリングは、ＬＭモードをもは
やシグナリングしないように変更され得る。
【０２５８】
　[0179]追加または代替として、クロマ成分のイントラ予測モードがＬＭモードであると
き、２次変換は、継承されたＮＳＳＴインデックスとクロマ成分のための平面／ＤＣモー
ドとを使用して選択され得る。たとえば、ビデオデコーダ３０は、コロケートされたルー
マ成分のＮＳＳＴインデックスとクロマ成分の平面／ＤＣモードとに基づいてサブセット
から２次変換候補を選択し得る。
【０２５９】
　[0180]一例では、コロケートされたルーマ成分のＮＳＳＴインデックスとイントラ予測
モードとの両方が、現在の非ルーマ成分に継承され得る。たとえば、ビデオデコーダ３０
は、コロケートされた非ルーマ成分のＮＳＳＴインデックスとコロケートされた非ルーマ
成分のイントラ予測モードとに基づいてサブセットから２次変換候補を選択し得る。
【０２６０】
　[0181]図７Ａは、ルーマイントラモードから変換セットインデックスへの例示的なマッ
ピングの図である。以下で説明する例は、ビデオエンコーダ２０および／またはビデオデ
コーダ３０によって実行され得る。図７Ａに示すように、以下で説明する例は、平面（０
）、ＤＣ（１）および６５個の角度ルーマイントラ予測モード（２～６６）を含む６７個
のルーマイントラ予測モード上に実装され得る。非分離可能変換を実行するための変換行
列を選択するために、合計１２個の非分離可能１６×１６変換セットがあらかじめ定義さ
れ得る。各変換セットは、３つの１６×１６変換候補を含んでいる。一例では、変換セッ
トは、ルーマイントラ予測モードによって指定され得る。たとえば、図７Ａに示すように
、ルーマイントラ予測モード「０」は、変換セットインデックス「０」を指定し、ルーマ
イントラ予測モード「１」は、変換セットインデックス「０」を指定し、ルーマイントラ
予測モード「２」は、変換セットインデックス「１」を指定し、以下同様に行う。
【０２６１】
　[0182]図７Ａの例では、変換セットが指定され得、各変換セット内で、３つの候補から
選択された変換が、明示的にシグナリングされたＣＵレベルのＲＯＴインデックスによっ
て指定され得る。たとえば、ＲＯＴインデックスは、ビットストリーム中でＣＵごとにシ
グナリングされるインデックス値であり得、ＲＯＴインデックス値は、０～３にわたり得
る。いくつかの例では、ＲＯＴインデックス０は、２次変換が適用されないことを指定し
、ＲＯＴインデックス１～３は、３つの異なるＲＯＴから選択された１つの変換を指定す
る。図７Ａにおいて、ルーマ予測モードから変換セットインデックスへのマッピングが定
義されている。
【０２６２】
　[0183]さらに、図７Ａによれば、３４よりも大きいルーマイントラ予測モード（ＩＰＭ
）について、イントラモード６８－ＩＰＭのための同じ変換セットインデックスが適用さ
れ得る。ただし、イントラ予測モードＩＰＭと６８－ＩＰＭとの間の対称性を利用するた
めに、エンコーダ／デコーダにおいて、２次変換を行う前に／後に変換係数ブロックが転
置され得る。より詳細には、図７Ｂの例では、イントラ予測モード（ＩＰＭ）は、０～６
６にわたり得る。図７Ｂに示すように、イントラモードＩＰＭと６８－ＩＰＭとは対称で
ある。たとえば、イントラモード１８（水平予測）と５０（垂直予測）とは対称である。
ＩＰＭと６８－ＩＰＭとが対称であるので、これらの２つのモードに適用される非分離可
能変換は何らかの関係がある。たとえば、我々がモード５０（垂直予測）から予測される
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残差ブロックを転置する場合、残差統計値は、モード１８（水平予測）から予測される残
差ブロックとほとんど同様であるはずである。したがって、イントラモードＩＰＭのため
の非分離可能変換は、イントラモードＩＰＭに転置演算を加えたもののための非分離可能
変換と同様であるはずである。この対称性を利用し、非分離可能変換セットの総数を低減
するために、３４よりも大きいイントラモードＩＰＭについて、６８－ＩＰＭの同じ変換
セットが使用され得、変換係数ブロックは、２次変換の後に転置され得る。ＪＶＥＴ－Ｃ
１００１：ｈｔｔｐ：／／ｐｈｅｎｉｘ．ｉｔ－ｓｕｄｐａｒｉｓ．ｅｕ／ｊｖｅｔ／ｄ
ｏｃ＿ｅｎｄ＿ｕｓｅｒ／ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ／３＿Ｇｅｎｅｖａ／ｗｇ１１／ＪＶＥＴ
－Ｃ１００１－ｖ３．ｚｉｐのセクション２．２．１に、６６個のルーマイントラ予測モ
ードが記載されている。
【０２６３】
　[0184]本開示の第８の技法では、ビデオエンコーダ２０および／またはビデオデコーダ
３０は、ブロックサイズごとに異なるサイズおよび異なる形状（正方形または非正方形以
外）のＮＳＳＴを適用するように構成され得る。一例では、４×４のＮＳＳＴは、４×４
のブロックに適用され得、８×８のＮＳＳＴは、８×８およびそれよりも大きいブロック
について左上の８×８の変換係数に適用され得る。たとえば、ビデオエンコーダ２０は、
４×４のブロックに４×４の２次変換を適用し得、８×８のブロックに８×８の２次変換
を適用し得、８×８よりも大きいブロックの左上の８×８の係数に８×８の２次変換を適
用し得る。たとえば、ビデオエンコーダ２０は、１６×１６のブロックの左上の８×８の
係数に８×８の２次変換を適用し得る。
【０２６４】
　[0185]第８の技法の一例では、４×４のＮＳＳＴがＭ×Ｎのブロックに適用されるとき
、ここで、Ｍ≧４、Ｎ≧４、ＭおよびＮは、４の倍数であり、Ｍ≠Ｎであり、Ｍ×Ｎのブ
ロックは、複数の重複しない４×４のサブブロックによって分割され得る。各４×４のサ
ブブロックに対して、４×４のＮＳＳＴが適用され得る。たとえば、ビデオエンコーダ２
０は、ビデオエンコーダ２０が８×４のブロックの２つの４×４のブロックの各々にＮＳ
ＳＴを適用するように、８×４のブロックの左上の４×４の係数に第１の４×４の２次変
換を適用し、左上の４×４の係数の下にある８×４のブロックの４×４の係数に第２の４
×４の２次変換を適用し得る。
【０２６５】
　[0186]たとえば、ビデオエンコーダ２０は、Ｍ×Ｎの係数ブロックを複数の重複しない
４×４のサブブロックに分割し得る。この例では、複数の重複しない４×４のサブブロッ
クは、第１の２次元係数ブロックと第２の２次元係数ブロックとを含み、ＭおよびＮはそ
れぞれ、４よりも大きく、ＭおよびＮはそれぞれ、４の倍数であり、Ｍは、Ｎに等しくな
い。この例では、ビデオエンコーダ２０は、複数の重複しない４×４のサブブロックのそ
れぞれの４×４のサブブロックに対して、それぞれの係数ブロックを生成するために２次
変換を実行する。
【０２６６】
　[0187]同様に、ビデオデコーダ３０は、Ｍ×Ｎの係数ブロックを複数の重複しない４×
４のサブブロックに分割し得、複数の重複しない４×４のサブブロックは、第１の２次元
係数ブロックを含み、ＭおよびＮはそれぞれ、４よりも大きく、ＭおよびＮはそれぞれ、
４の倍数であり、Ｍは、Ｎに等しくない。この例では、ビデオデコーダ３０は、複数の重
複しない４×４のサブブロックの各４×４のサブブロックに対して４×４の逆ＮＳＳＴを
実行し得る。この例では、複数の４×４のサブブロックのそれぞれの４×４のサブブロッ
クに対して、ビデオデコーダ３０は、それぞれの２次元係数ブロックを生成するために逆
２次変換を適用する。
【０２６７】
　[0188]第８の技法の一例では、８×８のＮＳＳＴがＭ×Ｎのブロックに適用されるとき
、ここで、Ｍ≧８であり、Ｎ≧８であり、ＭおよびＮは、８の倍数であり、Ｍ×Ｎのブロ
ックは、複数の重複しない８×８のサブブロックに分割され得、各８×８のサブブロック
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に対して、８×８のＮＳＳＴが適用され得る。たとえば、ビデオエンコーダ２０は、ビデ
オエンコーダ２０が８×６４のブロックの８つの８×８のブロックの各々にＮＳＳＴを適
用するように、８×６４のブロックの左上の８×８の係数に第１の８×８の２次変換を適
用し、左上の８×８の係数の下にある８×６４のブロックの８×８の係数に第２の８×８
の２次変換を適用し、以下同様に行い得る。
【０２６８】
　[0189]第８の技法の一例では、正方形のＮＳＳＴの代わりに、ＮＳＳＴは、係数ブロッ
クの任意の領域に位置する変換係数のグループに適用され得る。たとえば、ビデオエンコ
ーダ２０は、８×６４のブロックの中央の４×１６の係数に第１の４×１６の２次変換を
適用し得る。一例では、係数走査順序で最初のＫ個の変換係数が単一のベクトルに編成さ
れ得、非分離可能変換は、この変換係数ベクトルに対して実行され得る。この例では、係
数走査順序は、限定はしないが、対角走査、水平走査または垂直走査であり得る。
【０２６９】
　[0190]第８の技法の一例では、Ｎ×Ｎのブロックに対して、最初のＭ個の係数のみが計
算されるようにゼロアウトＮＳＳＴが適用され得、残りのＮ－Ｍ個の係数は、０であると
見なされ得る。たとえば、Ｎ個の係数を含む１次元係数ベクトルの場合、ビデオエンコー
ダ２０は、１次元係数ベクトルのＮ個の係数の最初のＭ個のみを計算し、１次元係数ベク
トルの残りの（すなわち、Ｎ－Ｍ個の）係数を０に設定するＮＳＳＴを適用し得る。
【０２７０】
　[0191]ゼロ化された係数のグループが係数グループ（ＣＧ）、たとえば、ＨＥＶＣにお
いて定義されている４×４のサブブロックを形成する場合、このＣＧをエントロピーコー
ディングするとき、このＣＧ中に少なくとも１つの非ゼロ係数があるのかどうかをシグナ
リングするフラグがスキップされ、コーディングされないことがある。いくつかの例では
、ゼロ化された係数のためのシンタックス要素をコーディングしないのではなく、ゼロ化
された係数のためのシンタックス要素が、別個のコンテキストを使用するが、依然として
コーディングされ得る。
【０２７１】
　[0192]さらに、いくつかの例では、ゼロ化された係数のグループが係数グループ（ＣＧ
）、たとえば、ＨＥＶＣにおいて定義されている４×４のサブブロックを形成する場合、
このＣＧをエントロピーコーディングするとき、最後の位置のコーディングは、最後の位
置がこれらのゼロ化された係数位置に現れることができないという制限を含むように変更
され得る。
【０２７２】
　[0193]図８は、本開示で説明する技法を実装し得るビデオエンコーダ２０の一例を示す
ブロック図である。本開示によれば、ビデオエンコーダ２０は、たとえば、２次変換に関
係する技法など、本開示で説明する技法を適用するように構成され得る。ビデオエンコー
ダ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およびインターコ
ーディングを実行し得る。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
ャ内のビデオの空間冗長性を低減または除去するために空間的予測に依拠する。インター
コーディングは、ビデオシーケンスの隣接するフレームまたはピクチャ内のビデオの時間
冗長性を低減または除去するために時間的予測に依拠する。イントラモード（Ｉモード）
は、いくつかの空間ベースコーディングモードのいずれかを指すことがある。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、いくつかの時間ベース
のコーディングモードのいずれかを指し得る。
【０２７３】
　[0194]図８に示すように、ビデオエンコーダ２０は、符号化されるべきビデオフレーム
内の現在のビデオブロックを受信する。図８の例では、ビデオエンコーダ２０は、モード
選択ユニット２４０と、（復号ピクチャバッファ（ＤＰＢ）と呼ばれることもある）参照
ピクチャメモリ２６４と、加算器２５０と、変換処理ユニット２５２と、量子化ユニット
２５４と、エントロピー符号化ユニット２５６とを含む。モード選択ユニット２４０は、
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動き補償ユニット２４４と、動き推定ユニット２４２と、イントラ予測ユニット２４６と
、分割ユニット２４８とを含む。ビデオブロック再構成のために、ビデオエンコーダ２０
はまた、逆量子化ユニット２５８と、逆変換ユニット２６０と、加算器２６２とを含む。
いくつかの例では、デブロッキングフィルタ（図８に図示せず）も、再構成されたビデオ
からブロッキネスアーティファクトを除去するために、ブロック境界をフィルタ処理する
ために含まれる。デブロッキングフィルタは、加算器２６２の出力をフィルタ処理する。
追加のフィルタ（ループ内またはループ後）もデブロッキングフィルタに加えて使用され
得る。そのようなフィルタは、簡約のために図示されないが、必要な場合、加算器２５０
の出力を（インループフィルタとして）フィルタ処理し得る。
【０２７４】
　[0195]符号化プロセス中に、ビデオエンコーダ２０は、コーディングされるべきビデオ
フレームまたはスライスを受信する。フレームまたはスライスは複数のビデオブロックに
分割され得る。動き推定ユニット２４２および動き補償ユニット２４４は、時間的予測を
行うために、１つまたは複数の参照フレーム中の１つまたは複数のブロックに対する受信
されたビデオブロックのインター予測符号化を実行する。代替的に、イントラ予測ユニッ
ト２４６は、空間的予測を行うために、コーディングされるべきブロックと同じフレーム
またはスライス中の１つまたは複数の隣接ブロックに対する受信されたビデオブロックの
イントラ予測符号化を実行し得る。ビデオエンコーダ２０は、たとえば、ビデオデータの
ブロックごとに適切なコーディングモードを選択するために複数のコーディングパスを実
行し得る。
【０２７５】
　[0196]その上、区分ユニット２４８は、前のコーディングパスにおける前の区分方式の
評価に基づいて、ビデオデータのブロックをサブブロックに区分し得る。たとえば、区分
ユニット２４８は、最初にフレームまたはスライスをＬＣＵに区分し、レートひずみ分析
（たとえば、レートひずみ最適化）に基づいて、ＬＣＵの各々をサブＣＵに区分し得る。
モード選択ユニット２４０は、さらに、ＬＣＵのサブＣＵへの区分を示す４分木データ構
造を生成し得る。４分木のリーフノード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。
【０２７６】
　[0197]モード選択ユニット２４０は、たとえば、誤差結果に基づいて予測モード、すな
わち、イントラまたはインターのうちの１つを選択し得、残差データを生成するために、
得られた予測されたブロックを加算器２５０に与え、参照フレームとして使用するための
符号化ブロックを再構成するために、得られた予測されたブロックを加算器２６２に与え
る。モード選択ユニット２４０はまた、動きベクトル、イントラモードインジケータ、区
分情報、および他のそのようなシンタックス情報などのシンタックス要素をエントロピー
符号化ユニット２５６に与える。
【０２７７】
　[0198]動き推定ユニット２４２および動き補償ユニット２４４は、高度に統合され得る
が、概念的な目的のために別々に示されている。動き推定ユニット２４２によって実行さ
れる動き推定は、動きベクトルを生成する処理であり、ビデオブロックに対する動きを推
定する。動きベクトルは、たとえば、現在のフレーム内でコーディングされている現在の
ブロック（または、他のコード化ユニット）に対する、参照フレーム内の予測ブロック（
または、他のコード化ユニット）に対する、現在のビデオフレーム内またはピクチャ内の
ビデオブロックのＰＵの変位を示し得る。予測ブロックは、絶対差の合計（ＳＡＤ：sum 
of absolute difference）、二乗差の合計（ＳＳＤ：sum of square difference）、また
は他の差メトリックによって決定され得るピクセル差に関する、コーディングされるブロ
ックとよく一致することがわかったブロックである。いくつかの例では、ビデオエンコー
ダ２０は、参照ピクチャメモリ２６４に記憶された参照ピクチャのサブ整数ピクセル位置
の値を計算し得る。たとえば、ビデオエンコーダ２０は、参照ピクチャの４分の１ピクセ
ル位置、８分の１ピクセル位置、または他の分数ピクセル位置の値を補間し得る。したが
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って、動き推定ユニット２４２は、フルピクセル位置と分数ピクセル位置とに対して動き
探索を実行し、分数ピクセル精度で動きベクトルを出力し得る。
【０２７８】
　[0199]動き推定ユニット２４２は、ＰＵの位置を参照ピクチャの予測ブロックの位置と
比較することによって、インターコード化スライス内のビデオブロックのＰＵについての
動きベクトルを計算する。参照ピクチャは、第１の参照ピクチャリスト（リスト０）また
は第２の参照ピクチャリスト（リスト１）から選択され得、それらの各々が、参照ピクチ
ャメモリ２６４に記憶された１つまたは複数の参照ピクチャを識別する。動き推定ユニッ
ト２４２は、エントロピー符号化ユニット２５６と動き補償ユニット２４４とに計算され
た動きベクトルを送る。
【０２７９】
　[0200]動き補償ユニット２４４によって実行される動き補償は、動き推定ユニット２４
２によって決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
とに関与し得る。この場合も、いくつかの例では、動き推定ユニット２４２と動き補償ユ
ニット２４４とは機能的に統合され得る。現在のビデオブロックのＰＵのための動きベク
トルを受信すると、動き補償ユニット２４４は、参照ピクチャリストのうちの１つにおい
て動きベクトルが指す予測ブロックの位置を特定し得る。加算器２５０は、残差ビデオブ
ロックを形成する。残差ビデオブロックを形成することの一部として、加算器２５０は、
以下で説明するように、コーディングされてい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し、ピクセル差分値を形成し得る。概して、動き推定ユ
ニット２４２はルーマ成分に対して動き推定を実行し、動き補償ユニット２４４は、クロ
マ成分とルーマ成分の両方のためにルーマ成分に基づいて計算された動きベクトルを使用
する。モード選択ユニット２４０はまた、ビデオスライスのビデオブロックを復号する際
にビデオデコーダ３０が使用するためのビデオブロックとビデオスライスとに関連するシ
ンタックス要素を生成し得る。
【０２８０】
　[0201]イントラ予測ユニット２４６は、上記で説明したように、動き推定ユニット２４
２と動き補償ユニット２４４と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し得る。特に、イントラ予測ユニット２４６は、現在のブロックを
符号化するために使用すべきイントラ予測モードを決定し得る。いくつかの例では、イン
トラ予測ユニット２４６は、たとえば、別個の符号化パス中に、様々なイントラ予測モー
ドを使用して現在のブロックを符号化し得、イントラ予測ユニット２４６（または、いく
つかの例では、モード選択ユニット２４０）は、テストされたモードから使用するのに適
切なイントラ予測モードを選択し得る。
【０２８１】
　[0202]たとえば、イントラ予測ユニット２４６は、様々なテストされたイントラ予測モ
ードのためのレートひずみ分析を使用してレートひずみ値を計算し、テストされたモード
の中で最良のレートひずみ特性を有するイントラ予測モードを選択し得る。レートひずみ
分析は、概して、符号化されたブロックと、符号化されたブロックを生成するために符号
化された元の符号化されていないブロックとの間のひずみ（または誤差）の量、ならびに
符号化されたブロックを生成するために使用されるビットレート（すなわち、ビット数）
を決定する。イントラ予測ユニット２４６は、どのイントラ予測モードがブロックに関す
る最良のレートひずみの値を示すかを決定するために、様々な符号化ブロックに関するひ
ずみおよびレートから比を計算し得る。
【０２８２】
　[0203]ブロックのためのイントラ予測モードを選択した後、イントラ予測ユニット２４
６は、ブロックのための選択されたイントラ予測モードを示す情報をエントロピー符号化
ユニット２５６に与え得る。エントロピー符号化ユニット２５６は、選択されたイントラ
予測モードを示す情報を符号化し得る。ビデオエンコーダ２０は、複数のイントラ予測モ
ードインデックステーブルおよび複数の変更イントラ予測モードインデックステーブル（
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コードワードマッピングテーブルとも呼ばれる）と、様々なブロックの符号化コンテキス
トの定義と、コンテキストの各々について使用すべき、最確イントラ予測モード、イント
ラ予測モードインデックステーブル、および変更イントラ予測モードインデックステーブ
ルの指示とを含み得る構成データを送信ビットストリーム中に含め得る。
【０２８３】
　[0204]ビデオエンコーダ２０は、残差ビデオブロックを形成する。残差ビデオブロック
を形成することの一部として、ビデオエンコーダ２０は、コーディングされている元のビ
デオブロックから、モード選択ユニット２４０からの予測データを減算し得る。加算器２
５０は、この減算演算を実行する１つの構成要素または複数の構成要素を表す。変換処理
ユニット２５２は、離散コサイン変換（ＤＣＴ）または概念的に同様の変換などの変換を
残差ブロックに適用し、変換係数値を備えるビデオブロックを生成する。ウェーブレット
変換、整数変換、サブバンド変換、ＤＳＴ、または他のタイプの変換が、ＤＣＴの代わり
に使用され得る。いずれの場合も、変換処理ユニット２５２は、変換を残差ブロックに適
用し、変換係数のブロックを生成する。変換は、残差情報をピクセル領域から周波数領域
などの変換領域に変換し得る。
【０２８４】
　[0205]さらに、上記で説明したように、変換処理ユニット２５２は、非分離可能である
２次変換を適用するように構成され得る。いくつかの例では、変換処理ユニット２５２は
、量子化ユニット２５４が使用するための係数走査順序に従って第２の２次元係数ブロッ
クとして非分離可能である２次変換によって形成される１次元係数ベクトルを再編成する
ように構成され得る。変換処理ユニット２５２は、得られた変換係数を量子化ユニット２
５４に送り得る。
【０２８５】
　[0206]量子化ユニット２５４は、ビットレートをさらに低減するために変換係数を量子
化する。量子化プロセスは、係数の一部または全部に関連付けられたビット深度を低減し
得る。量子化の程度は、量子化パラメータを調整することによって修正され得る。
【０２８６】
　[0207]量子化の後に、エントロピー符号化ユニット２５６は、量子化変換係数を示すシ
ンタックス要素を走査し、エントロピー符号化する。たとえば、エントロピー符号化ユニ
ット２５６は、ＣＡＶＬＣ、ＣＡＢＡＣ、ＳＢＡＣ、ＰＩＰＥコーディングまたは別のエ
ントロピー符号化技法を実行し得る。コンテキストベースエントロピーコーディングの場
合、コンテキストは隣接ブロックに基づき得る。エントロピー符号化ユニット２５６によ
るエントロピーコーディングに続いて、符号化ビットストリームは、別のデバイス（たと
えば、ビデオデコーダ３０）に送信されるか、あるいは後で送信するかまたは取り出すた
めにアーカイブされ得る。
【０２８７】
　[0208]逆量子化ユニット２５８および逆変換ユニット２６０は、ピクセル領域において
残差ブロックを再構成するために、それぞれ逆量子化および逆変換を適用する。特に、加
算器２６２は、参照ピクチャメモリ２６４に記憶するための再構成されたビデオブロック
を生成するために、動き補償ユニット２４４またはイントラ予測ユニット２４６によって
前に生成された動き補償予測ブロックに、再構成された残差ブロックを加算する。再構成
されたビデオブロックは、後続のビデオフレーム中のブロックをインターコーディングす
るために動き推定ユニット２４２および動き補償ユニット２４４によって参照ブロックと
して使用され得る。
【０２８８】
　[0209]ビデオエンコーダ２０は、概して、コード化ビデオシーケンス中の各ピクチャの
各ブロックを符号化するために、上記で説明したプロセスを使用する。さらに、いくつか
の例では、ビデオエンコーダ２０は、ピクチャの各々を割り当てるべき時間レイヤを決定
し得る。さらに、ビデオエンコーダ２０は、他のレイヤ、たとえば、他のビュー、スケー
ラブルビデオコーディングレイヤなどのピクチャを符号化するように構成され得る。いず
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れの場合も、ビデオエンコーダ２０は、（たとえば、様々なビデオ次元の）１つまたは複
数のレイヤについて、各ピクチャが属するレイヤを示すデータをさらに符号化し得る。
【０２８９】
　[0210]図９は、本開示で説明する技法を実装し得るビデオデコーダ３０の一例を示すブ
ロック図である。本開示によれば、ビデオデコーダ３０は、たとえば、２次変換に関係す
る技法など、本開示で説明する技法を適用するように構成され得る。図９の例では、ビデ
オデコーダ３０は、エントロピー復号ユニット２７０と、動き補償ユニット２７２と、イ
ントラ予測ユニット２７４と、逆量子化ユニット２７６と、逆変換ユニット２７８と、参
照ピクチャメモリ２８２と、加算器２８０とを含む。ビデオデコーダ３０は、いくつかの
例では、ビデオエンコーダ２０（図８）に関して説明した符号化パスとは概して逆の復号
パスを実行し得る。動き補償ユニット２７２は、エントロピー復号ユニット２７０から受
信された動きベクトルに基づいて予測データを生成し得、イントラ予測ユニット２７４は
、エントロピー復号ユニット２７０から受信されたイントラ予測モードインジケータに基
づいて予測データを生成し得る。
【０２９０】
　[0211]復号プロセス中に、ビデオデコーダ３０は、符号化されたビデオスライスのビデ
オブロックと関連するシンタックス要素とを表す符号化されたビデオビットストリームを
ビデオエンコーダ２０から受け取る。ビデオデコーダ３０のエントロピー復号ユニット２
７０は、量子化された係数と、動きベクトルまたはイントラ予測モードインジケータと、
他のシンタックス要素とを生成するために、ビットストリームをエントロピー復号する。
エントロピー復号ユニット２７０は、動きベクトルと他のシンタックス要素とを動き補償
ユニット２７２に転送する。ビデオデコーダ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シンタックス要素を受信し得る。
【０２９１】
　[0212]ビデオスライスが、イントラコード化（Ｉ）スライスとしてコーディングされる
とき、イントラ予測ユニット２７４は、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、シグナリングされたイントラ予測モードおよびデータに基づいて、現在
のビデオスライスのビデオブロックのための予測データを生成し得る。ビデオフレームが
、インターコード化（すなわち、Ｂ、Ｐ、または汎用ＰおよびＢピクチャ（ＧＰＢ：gene
ralized P and B-picture））スライスとしてコーディングされるとき、動き補償ユニッ
ト２７２は、エントロピー復号ユニット２７０から受信された動きベクトルと他のシンタ
ックス要素とに基づいて、現在のビデオスライスのビデオブロックのための予測ブロック
を生成する。予測ブロックは、参照ピクチャリストの１つの中の参照ピクチャのうちの１
つから生成され得る。ビデオデコーダ３０は、参照ピクチャメモリ２８２に記憶された参
照ピクチャに基づくデフォルトの構成技法を使用して参照フレームリストのリスト０およ
びリスト１を構成し得る。動き補償ユニット２７２は、動きベクトルと他のシンタックス
要素とをパースすることによって現在のビデオスライスのビデオブロックのための予測情
報を決定し、その予測情報を使用して、復号されている現在のビデオブロックの予測ブロ
ックを生成する。たとえば、動き補償ユニット２７２は、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Ｇ
ＰＢスライス）と、スライスのための参照ピクチャリストのうちの１つまたは複数のため
の構築情報と、スライスの各インター符号化ビデオブロックのための動きベクトルと、ス
ライスの各インターコード化ビデオブロックのためのインター予測ステータスと、現在の
ビデオスライス中のビデオブロックを復号するための他の情報とを決定するために、受信
されたシンタックス要素のうちのいくつかを使用する。
【０２９２】
　[0213]動き補償ユニット２７２はまた、補間フィルタに基づいて、補間を実行し得る。
動き補償ユニット２７２は、参照ブロックのサブ整数ピクセルのための補間値を計算する
ために、ビデオブロックの符号化中にビデオエンコーダ２０によって使用された補間フィ
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ルタを使用し得る。この場合、動き補償ユニット２７２は、受信されたシンタックス要素
からビデオエンコーダ２０によって使用された補間フィルタを決定し、予測ブロックを生
成するために補間フィルタを使用し得る。
【０２９３】
　[0214]逆量子化ユニット２７６は、ビットストリーム中で与えられ、エントロピー復号
ユニット２７０によって復号された、量子化変換係数を逆量子化（inverse quantize）、
すなわち、逆量子化（de-quantize）する。逆量子化プロセスは、量子化の程度を決定し
、同様に、適用されるべき逆量子化の程度を決定するための、ビデオスライス中のビデオ
ブロックごとにビデオデコーダ３０によって計算される量子化パラメータＱＰYの使用を
含み得る。
【０２９４】
　[0215]逆変換ユニット２７８は、ピクセル領域において残差ブロックを生成するために
、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変
換係数に適用する。さらに、本開示の様々な技法によれば、逆変換ユニット２７８は、非
分離可能である逆２次変換を適用するように構成され得る。いくつかの例では、逆変換ユ
ニット２７８は、係数走査順序に従って第２の２次元係数ブロックとして１次元係数ベク
トルを再編成するように構成され得る。
【０２９５】
　[0216]動き補償ユニット２７２が、動きベクトルおよび他のシンタックス要素に基づい
て、現在のビデオブロックについての予測ブロックを生成した後、ビデオデコーダ３０は
、復号ビデオブロックを形成する。復号ビデオブロックを形成することの一部として、ビ
デオデコーダ３０は、動き補償ユニット２７２によって生成された対応する予測ブロック
を逆変換ユニット２７８からの残差ブロックに加算し得る。加算器２８０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。望まれる場合に、デブロッキングフィル
タも、ブロッキネスアーティファクトを除去するために、復号されたブロックをフィルタ
処理す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またはコーデ
ィングループの後のいずれであれ）も、ピクセル推移を平滑化し、または他の形でビデオ
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の復号ビデオブロ
ックは、次いで、参照ピクチャメモリ２８２に記憶され、この参照ピクチャメモリ２８２
は後続の動き補償のために使用される参照ピクチャを記憶する。参照ピクチャメモリ２８
２はまた、復号ビデオを、図１のディスプレイデバイス３２などのディスプレイデバイス
上に後で提示するために記憶する。
【０２９６】
　[0217]ビデオデコーダ３０は、概して、コード化ビデオシーケンス中の各ピクチャの各
ブロックを復号するために、上記で説明したプロセスを使用する。さらに、いくつかの例
では、ビデオデコーダ３０は、ピクチャが割り当てられる時間レイヤを示すデータを復号
し得る。さらに、ビデオデコーダ３０は、他のレイヤ、たとえば、他のビュー、スケーラ
ブルビデオコーディングレイヤなどのピクチャを復号するように構成され得る。いずれの
場合も、ビデオデコーダ３０は、（たとえば、様々なビデオ次元の）１つまたは複数のレ
イヤについて、各ピクチャが属するレイヤを示すデータをさらに復号し得る。
【０２９７】
　[0218]ビデオエンコーダ２０またはビデオデコーダ３０によって実行され得る本開示の
技法について、以下でより詳細に説明する。
【０２９８】
　[0219]図１０Ａは、本開示で説明する１つまたは複数の技法による、ビデオエンコーダ
２０による例示的な変換処理の図である。図１０Ａの例では、ビデオエンコーダ２０の変
換処理ユニット２５２は、１次変換ユニット８０２と、２次変換ユニット８０４と、再編
成ユニット８０６とを備える。１次変換ユニット８０２は、２次元係数ブロックを生成す
るために残差ブロックに対して、たとえば、ＤＳＴまたはＤＣＴなどの１次変換を適用す
る。２次変換ユニット８０４は、１次元ベクトルを生成するために、２次元係数ブロック
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にＫＬＴなどの非分離可能変換を適用する。再編成ユニット８０６は、２次元係数ブロッ
クとして１次元ベクトルを再編成する。量子化ユニット２５４は、２次元ブロックを量子
化する。
【０２９９】
　[0220]図１０Ｂは、本開示で説明する１つまたは複数の技法による、ビデオデコーダ３
０による例示的な変換処理の図である。図１０Ｂの例では、ビデオデコーダ３０の逆変換
ユニット２７８は、再編成ユニット８２４と、２次逆変換ユニット８２６と、１次逆変換
ユニット８２８とを備える。逆量子化ユニット２７６は、ビットストリーム中で与えられ
、エントロピー復号ユニット２７０によって復号された量子化変換係数を逆量子化する。
再編成ユニット８２４は、２次元係数ブロックから１次元ベクトルに変換係数を再編成す
る。２次逆変換ユニット８２６は、２次元係数ブロックを生成するために、１次元ベクト
ルに対してＫＬＴなどの非分離可能逆変換を適用する。１次逆変換ユニット８２８は、ビ
デオデータのための残差係数ブロックを生成するために、２次元係数ブロックに対して分
離可能逆変換を適用する。
【０３００】
　[0221]図１１は、本開示で説明する技法を実施し得るビデオデータの第１の例示的な復
号を示す流れ図である。図１１の例示的な技法は、ビデオデコーダ３０によって実行され
得る。図１１の例では、デコーダ（たとえば、ビデオデコーダ３０）は、第１の係数ブロ
ックを逆量子化する（９０２）。デコーダは、第２の係数ブロックを生成するために逆量
子化された第１の係数ブロックの少なくとも一部に第１の逆変換を適用する（９０４）。
たとえば、第１の逆変換は、非分離可能変換である。たとえば、デコーダは、逆量子化さ
れた第１の係数ブロックに対して逆ＫＬＴを適用し得る。デコーダは、残差ビデオブロッ
クを生成するために第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用し得る（９０６）。第２の
逆変換は、周波数領域からピクセル領域に第２の係数ブロックを変換する。たとえば、デ
コーダは、第２の係数ブロックに対して逆ＤＣＴまたはＤＳＴを適用する。デコーダは、
復号ビデオブロックを形成する（９０８）。復号ビデオブロックを形成することの一部と
して、デコーダは、１つまたは複数の予測ブロックを残差ビデオブロックに加算し得る。
【０３０１】
　[0222]図１２は、本開示で説明する技法を実施し得るビデオデータの第１の例示的な符
号化を示す流れ図である。説明したように、図１２の例示的な技法は、エンコーダ２０に
よって実行され得る。図１２の例では、エンコーダ（たとえば、ビデオエンコーダ２０）
は、残差ビデオブロックを形成する（１００２）。残差ビデオブロックを形成することの
一部として、エンコーダは、コーディングされているビデオブロックから１つまたは複数
の予測ブロックを減算し得る。エンコーダは、第１の係数ブロックを生成するために残差
ビデオブロックに第１の変換を適用する（１００４）。たとえば、第１の変換は、ピクセ
ル領域から周波数領域に残差ビデオブロックを変換する。たとえば、エンコーダは、残差
ビデオブロックに対してＤＣＴまたはＤＳＴを適用し得る。エンコーダは、第２の係数ブ
ロックを生成するために第１の係数ブロックの少なくとも一部に第２の変換を適用する（
１００６）。たとえば、第２の変換は、非分離可能変換である。たとえば、エンコーダは
、第２の係数ブロックに対してＫＬＴを適用し得る。次に、エンコーダは、エントロピー
符号化するための第２の係数ブロックを量子化する（１００８）。
【０３０２】
　[0223]図１３は、本開示で説明する技法を実施し得るビデオデータの第２の例示的な復
号を示す流れ図である。説明したように、図１３の例示的な技法は、ビデオデコーダ３０
によって実行され得る。図１３の例では、デコーダ（たとえば、ビデオデコーダ３０）は
、係数走査順序に従って第１の１次元係数ベクトルとして第１の２次元係数ブロックを再
編成する（１１０２）。たとえば、デコーダは、係数走査順序に従って第１の２次元係数
ブロックを再編成し、ここで、より小さいインデックス値をもつ第１の２次元係数ブロッ
ク中の係数が、第１の１次元係数ベクトル中でより小さい走査インデックス位置に配置さ
れる。次に、デコーダは、第２の１次元係数ブロックを生成するために第１の１次元係数
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ベクトルに第１の逆変換を適用する（１１０４）。第１の逆変換は、非分離可能変換であ
る。たとえば、デコーダは、１次元係数ベクトルに対して逆ＫＬＴを適用する。決定者は
、係数走査順序に従って第２の２次元係数ベクトルとして第２の１次元係数ブロックを再
編成する（１１０６）。次に、デコーダは、残差ビデオブロックを生成するために第２の
２次元係数ブロックに第２の逆変換を適用する（１１０８）。たとえば、第２の逆変換は
、周波数領域からピクセル領域に第２の２次元係数ブロックを変換する。たとえば、デコ
ーダは、第２の２次元係数ブロックに対して逆ＤＣＴまたはＤＳＴを適用する。デコーダ
は、復号ビデオブロックを形成する（１１１０）。復号ブロックを形成することの一部と
して、デコーダは、１つまたは複数の予測ブロックを残差ビデオブロックに加算し得る。
【０３０３】
　[0224]図１４は、本開示で説明する技法を実施し得るビデオデータの第２の例示的な符
号化を示す流れ図である。説明したように、図１４の例示的な技法は、ビデオエンコーダ
２０によって実行され得る。図１４の例では、エンコーダ（たとえば、ビデオエンコーダ
２０）は、残差ビデオブロックを形成する（１２０２）。残差ビデオブロックを形成する
ことの一部として、エンコーダは、コーディングされているビデオブロックから１つまた
は複数の予測ブロックを減算し得る。エンコーダは、第１の２次元係数ブロックを生成す
るために残差ビデオブロックの少なくとも一部に第１の変換を適用する（１２０４）。た
とえば、第１の変換は、ピクセル領域から周波数領域に残差ビデオブロックを変換する。
たとえば、エンコーダは、残差ビデオブロックに対してＤＣＴまたはＤＳＴを適用する。
エンコーダは、第１の１次元係数ベクトルとして第１の２次元係数を再編成する（１２０
６）。次に、エンコーダは、第２の１次元係数ベクトルを生成するために第１の１次元係
数ブロックの少なくとも一部に第２の変換を適用する（１２０８）。たとえば、第２の変
換は、非分離可能変換である。たとえば、エンコーダは、第１の１次元係数ブロックに対
してＫＬＴを適用する。次に、エンコーダは、係数走査順序に従って第２の２次元係数ブ
ロックとして第２の１次元係数ベクトルを再編成する（１２１０）。たとえば、デコーダ
は、係数走査順序に従って１次元係数ベクトルを再編成し、ここで、より小さいインデッ
クス値をもつ第２の１次元係数ベクトル中の係数が、量子化し、エントロピー符号化する
ための第２の２次元係数ブロック中でより小さい走査インデックス位置に配置される。
【０３０４】
　[0225]上記例に応じて、本明細書で説明した技法のいずれかのいくつかの行為またはイ
ベントが、異なるシーケンスで実行され得、全体的に追加、マージ、または除外され得る
（たとえば、すべての説明された行為またはイベントが本技法の実施のために必要である
とは限らない）ことを認識されたい。さらに、いくつかの例では、行為またはイベントは
、連続的にではなく、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
ッサを通して同時に実行され得る。
【０３０５】
　[0226]１つまたは複数の例では、説明する機能は、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、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体上に記憶
されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され、ハードウェアベースの処理ユ
ニットによって実行され得る。コンピュータ可読媒体は、データ記憶媒体などの有形媒体
に対応する、コンピュータ可読記憶媒体を含み得るか、または、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容易にする任意
の媒体を含む通信媒体を含み得る。このようにして、コンピュータ可読媒体は、概して、
（１）非一時的な有形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、本開示で説明した技法の実装のための命令
、コードおよび／またはデータ構造を取り出すために、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、任意の利用可能な媒体で
あり得る。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。
【０３０６】
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　[0227]限定ではなく例として、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もしくは他の光ディスクストレージ、磁気
ディスクストレージ、もしくは他の磁気ストレージデバイス、フラッシュメモリ、または
、命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを記憶するために使用され得、
コンピュータによってアクセスされ得る任意の他の媒体を備えることができる。さらに、
いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、命令が、ウェブサイ
ト、サーバ、または他のリモートソースから、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、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て送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、
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。ただし、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、または他の一時媒体を含まないが、代わりに非一時的有形記憶媒体
を対象とすることを理解されたい。本明細書で使用されるディスク（disk）およびディス
ク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（
disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー
（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙディスク（disc）を含み、ここで、
ディスク（disk）は通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレー
ザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきで
ある。
【０３０７】
　[0228]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ゲートアレイ
（ＦＰＧＡ）、あるいは他の等価な集積回路またはディスクリート論理回路など、１つま
たは複数のプロセッサによって実行され得る。したがって、本明細書で使用される「プロ
セッサ」という用語は、上記の構造、または本明細書で説明した技法の実装に好適な任意
の他の構造のいずれかを指すことがある。加えて、いくつかの態様では、本明細書で説明
した機能は、符号化および復号のために構成されるか、または複合コーデックに組み込ま
れる、専用のハードウェアモジュールおよび／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または論理要素で十分に実装され得る。
【０３０８】
　[0229]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、多種多様なデバイスまたは装置で実装され得る。
本開示では、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
るために様々な構成要素、モジュール、またはユニットについて説明したが、それらの構
成要素、モジュール、またはユニットを、必ずしも異なるハードウェアユニットによって
実現する必要があるとは限らない。むしろ、上記で説明したように、様々なユニットが、
好適なソフトウェアおよび／またはファームウェアとともに、上記で説明した１つまたは
複数のプロセッサを含めて、コーデックハードウェアユニットにおいて組み合わされ得る
か、または相互動作可能なハードウェアユニットの集合によって与えられ得る。
【０３０９】
　[0230]様々な例について説明した。これらおよび他の例は以下の特許請求の範囲内に入
る。
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【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成30年6月18日(2018.6.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオデータを復号するための方法であって、
　第１の係数ブロックを逆量子化することと、
　非分離可能変換のセットのサブセットを構築することと、ここにおいて、前記サブセッ
トを構築することは、復号情報に基づいて前記サブセットを決定することを備え、前記復
号情報は、イントラ予測モードと、コーディングユニット（ＣＵ）レベルの拡張複数変換
（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベルのＥＭＴインデックスと、残差
４分木深度と、量子化係数と、参照予測ブロックと、予測ユニット（ＰＵ）内の現在のＴ
Ｕの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数を備える、
　第１の逆変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補を選
択することと、
　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少なく
とも一部に前記第１の逆変換を適用することと、前記第１の逆変換が、非分離可能変換で
ある、
　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用す
ることと、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブロック
を変換する、
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　復号ビデオブロックを形成することと、ここにおいて、前記復号ビデオブロックを形成
することが、１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロックに加算することを
備える、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記サブセットを構築することは、
　３つ以上の非分離可能変換候補を含むように非分離可能変換の前記セットの前記サブセ
ットを構築すること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サブセットを構築することが、イントラ予測モードに基づいて前記サブセットを決
定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、請求項４
に記載の方法。
【請求項６】
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法が、前記ビデオデータのビットストリームから、前記変換ユニット、前記予測
ユニット、前記コーディングユニット、またはそれらの組合せに適用可能なインデックス
を示すシンタックス要素を取得することをさらに備える、
　非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから前記候補を選択することが、前記第
１の逆変換として、前記インデックスによって示される候補を選択することを備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の逆変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、請求項１に記載の方法
。
【請求項１０】
　ビデオデータを符号化するための方法であって、
　残差ビデオブロックを形成することと、ここにおいて、前記残差ビデオブロックを形成
することが、コーディングされているビデオブロックから１つまたは複数の予測ブロック
を減算することを備える、
　第１の係数ブロックを生成するために前記残差ビデオブロックに第１の変換を適用する
ことと、前記第１の変換が、ピクセル領域から周波数領域に前記残差ビデオブロックを変
換する、
　非分離可能変換のセットのサブセットを構築することと、ここにおいて、前記サブセッ
トを構築することは、イントラ予測モードと、コーディングユニット（ＣＵ）レベルの拡
張複数変換（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベルのＥＭＴインデック
スと、残差４分木深度と、量子化係数と、参照予測ブロックと、予測ユニット（ＰＵ）内
の現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数に基づいて前記サブセットを
決定することを備える、
　第２の変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補を選択
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することと、
　第２の係数ブロックを生成するために前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に前記
第２の変換を適用することと、前記第２の変換が、非分離可能変換である、
　前記第２の係数ブロックを量子化することと
　を備える方法。
【請求項１１】
　前記サブセットを構築することは、
　３つ以上の非分離可能変換候補を含むように非分離可能変換の前記セットの前記サブセ
ットを構築すること
　を備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記サブセットを構築することが、前記イントラ予測モードに基づいて前記サブセット
を決定することを備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、請求項１
３に記載の方法。
【請求項１５】
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ビデオデータの符号化ビットストリーム中に、前記変換ユニット、前記予測ユニッ
ト、前記コーディングユニット、またはそれらの組合せのためのインデックスを示すデー
タを生成すること、前記選択された候補を示す前記インデックスが、前記第２の変換であ
る、
　をさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２の変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１９】
　ビデオデータを復号するための装置であって、
　前記ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、
　ビデオデコーダと、
　を備え、前記ビデオデコーダは、
　　第１の係数ブロックを逆量子化することと、
　　非分離可能変換のセットのサブセットを構築することと、ここにおいて、前記サブセ
ットを構築するために、前記ビデオデコーダは、復号情報に基づいて前記サブセットを決
定するように構成され、前記復号情報は、イントラ予測モードと、コーディングユニット
（ＣＵ）レベルの拡張複数変換（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベル
のＥＭＴインデックスと、残差４分木深度と、量子化係数と、参照予測ブロックと、予測
ユニット（ＰＵ）内の現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数を備える
、
　　第１の逆変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補を
選択することと、
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　　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少な
くとも一部に前記第１の逆変換を適用することと、前記第１の逆変換が、非分離可能変換
である、
　　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用
することと、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブロッ
クを変換する、
　　１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロックに加算することと、
　　１つまたは複数の予測ブロックとの前記残差ビデオブロックの前記加算に基づいて復
号ビデオブロックを形成することと
　を行うように構成された、装置。
【請求項２０】
　前記サブセットを構築するために、前記ビデオデコーダが、
　３つ以上の非分離可能変換候補を含むように非分離可能変換の前記セットの前記サブセ
ットを構築すること
　を行うように構成された、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ビデオデコーダが、
　前記イントラ予測モードに基づいて前記サブセットを決定することを備える、前記サブ
セットを構築すること
　を行うようにさらに構成された、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、請求項１９に記載の
装置。
【請求項２３】
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、請求項２
２に記載の装置。
【請求項２４】
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、請求項１９に記載の装置。
【請求項２６】
　前記ビデオデコーダが、前記ビデオデータのビットストリームから、前記変換ユニット
、前記予測ユニット、前記コーディングユニット、またはそれらの組合せに適用可能なイ
ンデックスを示すシンタックス要素を取得するように構成され、
　前記ビデオデコーダが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから前記候補を
選択することの一部として、前記ビデオデコーダが、前記第１の逆変換として、前記イン
デックスによって示される候補を選択するように構成された、請求項１９に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第１の逆変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、請求項１９に記載の装
置。
【請求項２８】
　前記装置が、前記復号ビデオブロックを備えるピクチャを表示するように構成されたデ
ィスプレイを備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２９】
　前記装置が、カメラ、コンピュータ、モバイルデバイス、ブロードキャスト受信機デバ
イス、またはセットトップボックスのうちの１つまたは複数を備える、請求項１９に記載
の装置。
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【請求項３０】
　ビデオデータを符号化するための装置であって、
　前記ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、
　ビデオエンコーダと
　を備え、前記ビデオエンコーダは、
　　残差ビデオブロックを形成することと、ここにおいて、前記残差ビデオブロックを形
成することが、コーディングされているビデオブロックから１つまたは複数の予測ブロッ
クを減算することを備える、
　　第１の係数ブロックを生成するために前記残差ビデオブロックに第１の変換を適用す
ることと、前記第１の変換が、ピクセル領域から周波数領域に前記残差ビデオブロックを
変換する、
　　非分離可能変換のセットのサブセットを構築することと、ここにおいて、前記サブセ
ットを構築するために、前記ビデオエンコーダは、イントラ予測モードと、コーディング
ユニット（ＣＵ）レベルの拡張複数変換（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ
）レベルのＥＭＴインデックスと、残差４分木深度と、量子化係数と、参照予測ブロック
と、予測ユニット（ＰＵ）内の現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数
に基づいて前記サブセットを決定するように構成される、
　　第２の変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補を選
択することと、
　　第２の係数ブロックを生成するために前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に前
記第２の変換を適用することと、前記第２の変換が、非分離可能変換である、
　　前記第２の係数ブロックを量子化することと
　を行うように構成された、装置。
【請求項３１】
　前記サブセットを構築するために、前記ビデオエンコーダが、
　３つ以上の非分離可能変換候補を含むように非分離可能変換の前記セットの前記サブセ
ットを構築すること
　を行うように構成された、請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記ビデオエンコーダが、
　前記イントラ予測モードに基づいて前記サブセットを決定することを備える、前記サブ
セットを構築すること
　を行うようにさらに構成された、請求項３０に記載の装置。
【請求項３３】
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、請求項３０に記載の
装置。
【請求項３４】
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、請求項３
３に記載の装置。
【請求項３５】
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、請求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、請求項３０に記載の装置。
【請求項３７】
　前記ビデオエンコーダが、
　前記ビデオデータの符号化ビットストリーム中に、前記変換ユニット、前記予測ユニッ
ト、前記コーディングユニット、またはそれらの組合せのためのインデックスを示すデー
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タを生成すること、前記選択された候補を示す前記インデックスが、前記第２の変換であ
る、
　を行うようにさらに構成された、請求項３０に記載の装置。
【請求項３８】
　前記第２の変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、請求項３０に記載の装置
。
【請求項３９】
　前記ビデオエンコーダが、
　変換ユニットが変換スキップモードでコーディングされていることに基づいて前記ビデ
オデータのビットストリーム中の前記第２の変換のインデックスを示すデータを符号化す
べきかどうかを決定することと、
　前記第２の変換の前記インデックスを示すデータが前記ビットストリーム中に符号化さ
れていることに基づいて前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に前記第２の変換を実
行することを備える、前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に前記第２の変換を適用
することと
　を行うようにさらに構成された、請求項３０に記載の装置。
【請求項４０】
　前記装置が、前記ビデオブロックを備えるピクチャをキャプチャするように構成された
カメラを備える、請求項３０に記載の装置。
【請求項４１】
　前記装置が、カメラ、コンピュータ、モバイルデバイス、ブロードキャスト受信機デバ
イス、またはセットトップボックスのうちの１つまたは複数を備える、請求項３０に記載
の装置。
【請求項４２】
　ビデオデータを復号するための装置であって、
　第１の係数ブロックを逆量子化するための手段と、
　非分離可能変換のセットのサブセットを構築するための手段と、ここにおいて、前記サ
ブセットを構築するための手段は、復号情報に基づいて前記サブセットを決定するための
手段を備え、前記復号情報は、イントラ予測モードと、コーディングユニット（ＣＵ）レ
ベルの拡張複数変換（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベルのＥＭＴイ
ンデックスと、残差４分木深度と、量子化係数と、参照予測ブロックと、予測ユニット（
ＰＵ）内の現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数を備える、
　第１の逆変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補を選
択するための手段と、
　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少なく
とも一部に前記第１の逆変換を適用するための手段と、前記第１の逆変換が、非分離可能
変換である、
　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用す
るための手段と、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブ
ロックを変換する、
　復号ビデオブロックを形成するための手段と、ここにおいて、前記復号ビデオブロック
を形成するための前記手段が、１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロック
に加算するための手段を備える、
　を備える装置。
【請求項４３】
　命令を記憶した非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令は、実行された
とき、ビデオデータを復号するためのデバイスの１つまたは複数のプロセッサに、
　第１の係数ブロックを逆量子化することと、
　非分離可能変換のセットのサブセットを構築することと、ここにおいて、前記サブセッ
トを構築するめに、前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、復号情報に基づい
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て前記サブセットを決定することを行わせ、前記復号情報は、イントラ予測モードと、コ
ーディングユニット（ＣＵ）レベルの拡張複数変換（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニ
ット（ＴＵ）レベルのＥＭＴインデックスと、残差４分木深度と、量子化係数と、参照予
測ブロックと、予測ユニット（ＰＵ）内の現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つ
または複数を備える、
　第１の逆変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補を選
択することと、
　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少なく
とも一部に前記第１の逆変換を適用することと、前記第１の逆変換が、非分離可能変換で
ある、
　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用す
ることと、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブロック
を変換する、
　１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロックに加算することと、
　１つまたは複数の予測ブロックとの前記残差ビデオブロックの前記加算に基づいて復号
ビデオブロックを形成することと
　を行わせる、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３０９】
　[0230]様々な例について説明した。これらおよび他の例は以下の特許請求の範囲内に入
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］
　ビデオデータを復号するための方法であって、
　第１の係数ブロックを逆量子化することと、
　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少なく
とも一部に第１の逆変換を適用することと、前記第１の逆変換が、非分離可能変換である
、
　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用す
ることと、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブロック
を変換する、
　復号ビデオブロックを形成することと、ここにおいて、前記復号ビデオブロックを形成
することが、１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロックに加算することを
備える、
　を備える方法。
［Ｃ２］
　３つ以上の非分離可能変換候補を含む非分離可能変換のセットのサブセットを構築する
ことと、
　前記第１の逆変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補
を選択することと
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記サブセットを構築することが、復号情報に基づいて前記サブセットを決定すること
を備える、前記復号された情報が、イントラ予測モードと、コーディングユニット（ＣＵ
）レベルの拡張複数変換（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベルのＥＭ
Ｔインデックスと、残差４分木深度と、量子化係数と、参照予測ブロックと、予測ユニッ
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ト（ＰＵ）内の現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数を備える、Ｃ２
に記載の方法。
［Ｃ４］
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、Ｃ４に記
載の方法。
［Ｃ６］
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記方法が、前記ビデオデータのビットストリームから、変換ユニット、予測ユニット
、コーディングユニット、またはそれらの組合せに適用可能なインデックスを示すシンタ
ックス要素を取得することをさらに備える、
　非分離可能変換の前記サブセットから前記候補を選択することが、前記第１の逆変換と
して、前記インデックスによって示される候補を選択することを備える、Ｃ２に記載の方
法。
［Ｃ９］
　前記第１の逆変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　ビデオデータを符号化するための方法であって、
　残差ビデオブロックを形成することと、ここにおいて、前記残差ビデオブロックを形成
することが、コーディングされているビデオブロックから１つまたは複数の予測ブロック
を減算することを備える、
　第１の係数ブロックを生成するために前記残差ビデオブロックに第１の変換を適用する
ことと、前記第１の変換が、ピクセル領域から周波数領域に前記残差ビデオブロックを変
換する、
　第２の係数ブロックを生成するために前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に第２
の変換を適用することと、前記第２の変換が、非分離可能変換である、
　前記第２の係数ブロックを量子化することと
　を備える方法。
［Ｃ１１］
　３つ以上の非分離可能変換候補を含む非分離可能変換のセットのサブセットを構築する
ことと、
　前記第２の変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補を
選択することと
　をさらに備える、Ｃ１０に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記サブセットを構築することが、イントラ予測モードと、コーディングユニット（Ｃ
Ｕ）レベルの拡張複数変換（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベルのＥ
ＭＴインデックスと、残差４分木深度と、量子化係数と、基準予測ブロックと、予測ユニ
ット（ＰＵ）内の現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数に基づいて前
記サブセットを決定することを備える、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、Ｃ１１に記載の方法
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。
［Ｃ１４］
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、Ｃ１３に
記載の方法。
［Ｃ１５］
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ１６］
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記ビデオデータの符号化ビットストリーム中に、変換ユニット、予測ユニット、コー
ディングユニット、またはそれらの組合せのためのインデックスを示すデータを生成する
こと、前記選択された候補を示す前記インデックスが、前記第２の変換である、
　をさらに備える、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記第２の変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、Ｃ１０に記載の方法。
［Ｃ１９］
　ビデオデータを復号するための装置であって、
　前記ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、
　　第１の係数ブロックを逆量子化することと、
　　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少な
くとも一部に第１の逆変換を適用することと、前記第１の逆変換が、非分離可能変換であ
る、
　　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用
することと、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブロッ
クを変換する、
　　１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロックに加算することと、
　　１つまたは複数の予測ブロックとの前記残差ビデオブロックの前記加算に基づいて復
号ビデオブロックを形成することと
　を行うように構成されたビデオデコーダと
　を備える装置。
［Ｃ２０］
　前記ビデオデコーダが、
　３つ以上の非分離可能変換候補を含む非分離可能変換のセットのサブセットを構築する
ことと、
　前記第１の逆変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補
を選択することと
　を行うようにさらに構成された、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記ビデオデコーダが、
　復号情報に基づいて前記サブセットを決定することを備える、前記サブセットを構築す
ること、前記復号情報が、イントラ予測モードと、コーディングユニット（ＣＵ）レベル
の拡張複数変換（ＥＭＴ）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベルのＥＭＴインデ
ックスと、残差４分木深度と、量子化係数と、基準予測ブロックと、予測ユニット（ＰＵ
）内の現在のＴＵの相対ロケーションとのうちの１つまたは複数を備える、
　を行うようにさらに構成された、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、Ｃ２０に記載の装置
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。
［Ｃ２３］
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、Ｃ２２に
記載の装置。
［Ｃ２４］
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記ビデオデコーダが、前記ビデオデータのビットストリームから、変換ユニット、予
測ユニット、コーディングユニット、またはそれらの組合せに適用可能なインデックスを
示すシンタックス要素を取得するように構成され、
　前記ビデオデコーダが、非分離可能変換の前記サブセットから前記候補を選択すること
の一部として、前記ビデオデコーダが、前記第１の逆変換として、前記インデックスによ
って示される候補を選択するように構成された、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記第１の逆変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記装置が、前記復号ビデオブロックを備えるピクチャを表示するように構成されたデ
ィスプレイを備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記装置が、カメラ、コンピュータ、モバイルデバイス、ブロードキャスト受信機デバ
イス、またはセットトップボックスのうちの１つまたは複数を備える、Ｃ１９に記載の装
置。
［Ｃ３０］
　ビデオデータを符号化するための装置であって、
　前記ビデオデータを記憶するように構成されたメモリと、
　　残差ビデオブロックを形成することと、ここにおいて、前記残差ビデオブロックを形
成することが、コーディングされているビデオブロックから１つまたは複数の予測ブロッ
クを減算することを備える、
　　第１の係数ブロックを生成するために前記残差ビデオブロックに第１の変換を適用す
ることと、前記第１の変換が、ピクセル領域から周波数領域に前記残差ビデオブロックを
変換する、
　　第２の係数ブロックを生成するために前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に第
２の変換を適用することと、前記第２の変換が、非分離可能変換である、
　　前記第２の係数ブロックを量子化することと
　を行うように構成されたビデオエンコーダと
　を備える装置。
［Ｃ３１］
　前記ビデオエンコーダが、
　３つ以上の非分離可能変換候補を含む非分離可能変換のセットのサブセットを構築する
ことと、
　前記第２の変換として非分離可能変換の前記セットの前記サブセットから１つの候補を
選択することと
　を行うようにさらに構成された、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３２］
　前記ビデオエンコーダが、
　イントラ予測モードと、コーディングユニット（ＣＵ）レベルの拡張複数変換（ＥＭＴ
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）インデックスと、変換ユニット（ＴＵ）レベルのＥＭＴインデックスと、残差４分木深
度と、量子化係数と、基準予測ブロックと、予測ユニット（ＰＵ）内の現在のＴＵの相対
ロケーションとのうちの１つまたは複数に基づいて前記サブセットを決定することを備え
る、前記サブセットを構築すること
　を行うようにさらに構成された、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３３］
　非分離可能変換の前記セットが、１２個の変換サブセットを含む、前記１２個の変換サ
ブセットが、非分離可能変換の前記セットの前記サブセットを含む、Ｃ３１に記載の装置
。
［Ｃ３４］
　前記１２個の変換サブセットの各変換サブセットが、３つの変換候補を含む、Ｃ３３に
記載の装置。
［Ｃ３５］
　非分離可能変換の前記セットが、前記ビデオデータのためのルーマイントラ予測モード
によって指定される、Ｃ３４に記載の装置。
［Ｃ３６］
　異なるイントラ予測モードに対応する非分離可能変換の前記セットの変換サブセット中
の変換候補の数が異なる、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３７］
　前記ビデオエンコーダが、
　前記ビデオデータの符号化ビットストリーム中に、変換ユニット、予測ユニット、コー
ディングユニット、またはそれらの組合せのためのインデックスを示すデータを生成する
こと、前記選択された候補を示す前記インデックスが、前記第２の変換である、
　を行うようにさらに構成された、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３８］
　前記第２の変換が、カルーネンレーベ変換（ＫＬＴ）である、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３９］
　前記ビデオエンコーダが、
　変換ユニットが変換スキップモードでコーディングされていることに基づいて前記ビデ
オデータのビットストリーム中の前記第２の変換のインデックスを示すデータを符号化す
べきかどうかを決定することと、
　前記第２の変換の前記インデックスを示すデータが前記ビットストリーム中に符号化さ
れていることに基づいて前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に前記第２の変換を実
行することを備える、前記第１の係数ブロックの少なくとも一部に前記第２の変換を適用
することと
　を行うようにさらに構成された、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ４０］
　前記装置が、前記ビデオブロックを備えるピクチャをキャプチャするように構成された
カメラを備える、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ４１］
　前記装置が、カメラ、コンピュータ、モバイルデバイス、ブロードキャスト受信機デバ
イス、またはセットトップボックスのうちの１つまたは複数を備える、Ｃ３０に記載の装
置。
［Ｃ４２］
　ビデオデータを復号するための装置であって、
　第１の係数ブロックを逆量子化するための手段と、
　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少なく
とも一部に第１の逆変換を適用するための手段と、前記第１の逆変換が、非分離可能変換
である、
　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用す
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るための手段と、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブ
ロックを変換する、
　復号ビデオブロックを形成するための手段と、ここにおいて、前記復号ビデオブロック
を形成するための前記手段が、１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロック
に加算するための手段を備える、
　を備える装置。
［Ｃ４３］
　実行されたとき、ビデオデータを復号するためのデバイスの１つまたは複数のプロセッ
サに、
　第１の係数ブロックを逆量子化することと、
　第２の係数ブロックを生成するために前記逆量子化された第１の係数ブロックの少なく
とも一部に第１の逆変換を適用することと、前記第１の逆変換が、非分離可能変換である
、
　残差ビデオブロックを生成するために前記第２の係数ブロックに第２の逆変換を適用す
ることと、前記第２の逆変換が、周波数領域からピクセル領域に前記第２の係数ブロック
を変換する、
　１つまたは複数の予測ブロックを前記残差ビデオブロックに加算することと、
　１つまたは複数の予測ブロックとの前記残差ビデオブロックの前記加算に基づいて復号
ビデオブロックを形成することと
　を行わせる命令を記憶した非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
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