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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像を形成する複数のフレームを入力する入力手段と、
　前記入力手段によって入力された複数のフレームを背景画像と複数の対象画像とに分離
する分離手段と、
　前記分離手段によって分離された背景画像を第一の符号化方法で符号化する第一の符号
化手段と、
　前記分離手段によって分離された複数の対象画像のそれぞれを第２の符号化方法で符号
化する第２の符号化手段と、
　前記符号化された背景画像の符号量を前記入力された複数のフレーム全体の目標符号量
から引いた値に基づいて、前記第２の符号化手段で符号化される前記複数の対象画像の目
標符号量を制御する制御手段とを有し、
　前記第２の符号化手段は量子化手段を含み、前記第２の符号化手段は符号化対象の前記
対象画像の符号量と前記対象画像の目標符号量の大小比較の結果に基づいて、次の符号化
対象となる次フレームの対象画像の量子化ステップを、前フレームの対象画像の量子化ス
テップを最小単位で変化させることで決定することを特徴とする画像符号化装置。
【請求項２】
　更に、前記第１の符号化手段によって符号化された背景画像と前記第２の符号化手段に
よって符号化された複数の対象画像とを記録媒体に記録する記録手段を備え、
　前記画像全体の目標符号量は、前記記録媒体の記録容量に基づいて設定されることを特
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徴とする前記請求項１に記載の画像符号化装置。
【請求項３】
　更に、前記第１の符号化手段によって符号化された背景画像と前記第２の符号化手段に
よって符号化された対象画像とを外部に送信する通信手段を備え、
　前記入力された複数のフレーム全体の目標符号量は、前記通信手段の通信データレート
に基づいて設定されることを特徴とする前記請求項１に記載の画像符号化装置。
【請求項４】
　前記第１の符号化手段によって符号化された背景画像と前記第２の符号化手段によって
符号化された複数の対象画像とを合成する合成手段を有することを特徴とする前記請求項
１乃至３に記載の画像符号化装置。
【請求項５】
　前記合成手段は前記第１の符号化手段によって符号化された背景画像を分割して合成す
ることを特徴とする前記請求項４に記載の画像符号化装置。
【請求項６】
　動画像を形成する複数のフレームを入力する入力工程と、
　前記入力工程によって入力された複数のフレームを背景画像と複数の対象画像とに分離
する分離工程と、
　前記分離工程によって分離された背景画像を第一の符号化方法で符号化する第一の符号
化工程と、
　前記分離工程によって分離された複数の対象画像のそれぞれを第２の符号化方法で符号
化する第２の符号化工程と、
　前記符号化された背景画像の符号量を前記入力された複数のフレーム全体の目標符号量
から引いた値に基づいて、前記第２の符号化工程で符号化される前記複数の対象画像の目
標符号量を制御する制御工程とを有し、
　前記第２の符号化工程は量子化工程を含み、前記第２の符号化工程は符号化対象の前記
対象画像の符号量と前記対象画像の目標符号量の大小比較の結果に基づいて、次の符号化
対象となる次フレームの対象画像の量子化ステップを、前フレームの対象画像の量子化ス
テップを最小単位で変化させることで決定することを特徴とする画像符号化方法。
【請求項７】
　画像符号化プログラムが記録されたコンピュータ可読記録媒体であって、
　動画像を形成する複数のフレームを入力する入力手順と、
　前記入力手順によって入力された複数のフレームを背景画像と複数の対象画像とに分離
する分離手順と、
　前記分離手順によって分離された背景画像を第一の符号化方法で符号化する第一の符号
化手順と、
　前記分離手順によって分離された複数の対象画像のそれぞれを第２の符号化方法で符号
化する第２の符号化手順と、
　前記符号化された背景画像の符号量を前記入力された複数のフレーム全体の目標符号量
から引いた値に基づいて、前記第２の符号化手順で符号化される前記複数の対象画像の目
標符号量を制御する制御手順とを記録し、
　前記第２の符号化手順は量子化手順を含み、前記第２の符号化手順は符号化対象の前記
対象画像の符号量と前記対象画像の目標符号量の大小比較の結果に基づいて、次の符号化
対象となる次フレームの対象画像の量子化ステップを、前フレームの対象画像の量子化ス
テップを最小単位で変化させることで決定することを特徴とする画像符号化プログラムが
記録されたコンピュータ可読記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像符号化装置及び方法、画像復号化装置及び方法、画像符号化処理プログラ
ムが記録されたコンピュータ可読記録媒体及び画像復号化処理プログラムが記録されたコ
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ンピュータ可読記録媒体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、動画像の符号化方式として、H.261、MPEG-1、MPEG-2などが知られている。これら
の符号化方式はＩＴＵ（International Telecommunication Union：国際電気通信連合）
やＩＳＯ(International Organization for Standardization：国際標準化機構)によって
国際標準化されており、それぞれ、H.264勧告、ＩＳＯ１１１７２、１３８１８として文
書化されている。また、静止画符号化（例えば、JPEG（Joint Photographic Coding Expe
rts Group）符号化）を各フレームに適応させることで符号化するMotion JPEG符号化も知
られている。
【０００３】
以下、図２１を用いて、ビデオ信号をMPEG-1で符号化する符号化システムについて説明す
る。
【０００４】
図２１において、ＴＶカメラ１００１により供給されたビデオ信号は、入力端子１００３
によって動画像符号化装置１００２に入力される。
【０００５】
入力端子１００３から入力されたビデオ信号は、Ａ／Ｄ変換器１００４によってディジタ
ル信号に変換され、ブロック形成器１００５に入力される。
【０００６】
ブロック形成器１００５では、１６×１６画素で構成されるマクロブロックを画像の左上
から右下方向の順に形成する。
【０００７】
MPEG-1では画像データを３つの符号化モードで符号化することができる。フレーム内符号
化を行うＩ－フレームモード（以下、Ｉ―フレーム）、過去のフレームからフレーム間符
号化を行うＰ－フレームモード（以下、Ｐ―フレーム）、過去と未来のフレームからフレ
ーム間符号化を行うＢ－フレームモード（以下、Ｂ―フレーム）とがある。
【０００８】
上記したフレームのモード決定はフレームモード器１０１７によって行われる。フレーム
モードは符号化のビットレート、ＤＣＴ（Discrete Cosine Transform：離散コサイン変
換）の演算誤差の蓄積による画質劣化の防止、画像の編集やシーンチェンジを考慮して決
定される。
【０００９】
まず、Ｉ－フレームの符号化処理について述べる。
【００１０】
Ｉ－フレームでは動き補償器１００６は作動せず、動き補償器１００６からは“０”を出
力する。差分器１００７ではブロック形成器１００５の出力から動き補償器１００６から
の出力を引き、ＤＣＴ変換器１００８へ供給する。
【００１１】
ＤＣＴ変換器１００８では、差分器１００７から供給された差分データを８×８画素のブ
ロック単位にＤＣＴ変換を行い、量子化器１００９へ供給する。
【００１２】
量子化器１００９ではＤＣＴ変換器１００８によって変換された変換データを量子化し、
符号化器１０１０へ供給する。
【００１３】
符号化器１０１０では量子化器１００９によって量子化された量子化データを１次元に並
び替え、０ラン長と値で符号を決定し、その符号化データを出力端子１０１１へ供給し出
力される。
【００１４】
また、量子化器１００９によって量子化された量子化データは、逆量子化器１０１２にも



(4) JP 4261630 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

供給される。逆量子化器１０１２は、供給された量子化データを逆量子化して逆ＤＣＴ変
換器１０１３に供給する。逆ＤＣＴ変換器１０１３では逆量子化されたデータを逆ＤＣＴ
変換して加算器１０１４に供給する。加算器１０１４では、動き補償器１００６の出力“
０”と逆ＤＣＴ変換器１０１３の出力とが加算され、フレームメモリ１０１５又は１０１
６に記憶される。
【００１５】
次に、Ｐ－フレームの符号化処理について述べる。
【００１６】
Ｐ－フレームでは動き補償器１００６を作動させ、ブロック形成器１００５の出力は動き
補償器１００６に入力され、フレームメモリ１０１５又は１０１６から時間的に直前のフ
レームの画像も動き補償器１００６に入力され、動き補償器１００６では入力された画像
データを用いて動き補償を行い動きベクトルと予測マクロブロックを出力する。
【００１７】
差分器１００７は、ブロック形成器１００５からの出力と予測マクロブロックとの差分を
求め、ＤＣＴ変換し、量子化して符号器１０１０で動きベクトルとともに符号を決定し端
子１０１１から出力される。
【００１８】
また、量子化器１００９によって量子化された量子化データは逆量子化器１０１２にも供
給される。逆量子化器１０１２では供給された量子化データを逆量子化して逆ＤＣＴ変換
器１０１３に供給する。逆ＤＣＴ変換器１０１３では逆量子化されたデータを逆ＤＣＴ変
換して加算器１０１４に供給する。加算器１０１４では逆ＤＣＴ変換器１０１３からの出
力と動き補償器１００６から出力される予測マクロブロックデータとが加算され、フレー
ムメモリ１０１５又は１０１６に記憶される。
【００１９】
次に、Ｂ－フレームの符号化処理について述べる。
【００２０】
Ｂ―フレームではＰ―フレームと同様に動き補償を行うが、動き補償器１００６はフレー
ムメモリ１０１５及び１０１６の両方から動き補償を行い、予測マクロブロックを生成し
、符号化を行う。
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したような画像全体を符号化する方法では、動きの無い背景部分等を
繰り返して送る必要があり、符号長を無駄に使用している。例えば、テレビ電話やテレビ
会議等での画像では実際に動いているのは人物だけであり、背景は動いていない。一定の
時間毎に送られるＩ－フレームでは動いていない背景画像も送られており、無駄な符号（
背景画像の符号データ）が生じている。
【００２２】
図２２にテレビ会議等の画像の一例を示す。
【００２３】
図２２は部屋で人物がテレビカメラに向かっている図である。人物１０５０と背景１０５
１は同じフレーム内で同じ符号化方法により符号化されている。
【００２４】
背景１０５１には動きはないため、動き補償を行えば符号はほとんど発生しないが、Ｉ－
フレームでは多大な符号が発生する。
【００２５】
このため、動きがない部分に関しても多大な符号化データを繰り返し送ることになり、無
駄である。また、人物１０５０の動きが大きく、符号化で大きな符号量を発生した後のＩ
－フレームによる符号化処理では十分な符号量が得られず、量子化係数を荒くする必要が
生じ、動きのない背景の画質まで低下させてしまうという欠点を持っている。尚、上記し
た人物１０５０のように動きがある物体を以下では対象と呼ぶ。
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【００２６】
従って、本発明は前記課題を考慮して符号化効率の高い画像符号化装置及び方法並びに画
像符号化プログラムが記録されたコンピュータ可読記録媒体、及びその符号化データを復
号化するための画像復号化装置及び方法並びに画像復号化プログラムが記録されたコンピ
ュータ可読記録媒体を提供することを目的としている。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の画像符号化装置は、動画像を形成する複数のフレームを入力する入力手段と、
前記入力手段によって入力された複数のフレームを背景画像と複数の対象画像とに分離す
る分離手段と、前記分離手段によって分離された背景画像を第一の符号化方法で符号化す
る第一の符号化手段と、前記分離手段によって分離された複数の対象画像のそれぞれを第
２の符号化方法で符号化する第２の符号化手段と、前記符号化された背景画像の符号量を
前記入力された複数のフレーム全体の目標符号量から引いた値に基づいて、前記第２の符
号化手段で符号化される前記複数の対象画像の目標符号量を制御する制御手段とを有し、
前記第２の符号化手段は量子化手段を含み、前記第２の符号化手段は符号化対象の前記対
象画像の符号量と前記対象画像の目標符号量の大小比較の結果に基づいて、次の符号化対
象となる次フレームの対象画像の量子化ステップを、前フレームの対象画像の量子化ステ
ップを最小単位で変化させることで決定することを特徴とする。
【００２８】
　本発明の画像符号化方法は、動画像を形成する複数のフレームを入力する入力工程と、
前記入力工程によって入力された複数のフレームを背景画像と複数の対象画像とに分離す
る分離工程と、前記分離工程によって分離された背景画像を第一の符号化方法で符号化す
る第一の符号化工程と、前記分離工程によって分離された複数の対象画像のそれぞれを第
２の符号化方法で符号化する第２の符号化工程と、前記符号化された背景画像の符号量を
前記入力された複数のフレーム全体の目標符号量から引いた値に基づいて、前記第２の符
号化工程で符号化される前記複数の対象画像の目標符号量を制御する制御工程とを有し、
前記第２の符号化工程は量子化工程を含み、前記第２の符号化工程は符号化対象の前記対
象画像の符号量と前記対象画像の目標符号量の大小比較の結果に基づいて、次の符号化対
象となる次フレームの対象画像の量子化ステップを、前フレームの対象画像の量子化ステ
ップを最小単位で変化させることで決定することを特徴とする。
【００２９】
　本発明の画像符号化プログラムが記録されたコンピュータ可読記録媒体は、動画像を形
成する複数のフレームを入力する入力手順と、前記入力手順によって入力された複数のフ
レームを背景画像と複数の対象画像とに分離する分離手順と、前記分離手順によって分離
された背景画像を第一の符号化方法で符号化する第一の符号化手順と、前記分離手順によ
って分離された複数の対象画像のそれぞれを第２の符号化方法で符号化する第２の符号化
手順と、前記符号化された背景画像の符号量を前記入力された複数のフレーム全体の目標
符号量から引いた値に基づいて、前記第２の符号化手順で符号化される前記複数の対象画
像の目標符号量を制御する制御手順とを記録し、前記第２の符号化手順は量子化手順を含
み、前記第２の符号化手順は符号化対象の前記対象画像の符号量と前記対象画像の目標符
号量の大小比較の結果に基づいて、次の符号化対象となる次フレームの対象画像の量子化
ステップを、前フレームの対象画像の量子化ステップを最小単位で変化させることで決定
することを特徴とする。
【００４５】
【発明の実施の形態】
＜第１の実施例＞
以下、図面を参照しながら本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。
【００４６】
図１は、本発明にかかる第１の実施例の動画像符号化装置の構成を示すブロック図である
。尚、本実施例では、動画像の入力手段としてＶＴＲを用い、ＣＤ－ＲＯＭに符号化デー
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タを書き込むシステムの場合について説明する。
【００４７】
図１において、１０１は動画像シーケンスを蓄積してあるビデオテープレコーダ（ＶＴＲ
）である。尚、ＶＴＲ１０１は動画像の入力手段であってＴＶカメラや他の記憶媒体等の
動画像入力手段でもよい。
【００４８】
１０２は本発明に係るところの動画像符号化装置である。１０３はＶＴＲから出力される
動画像のアナログ画像信号を入力する入力端子、１０４はアナログ画像信号をディジタル
画像信号に変換するＡ／Ｄ変換器、１０５は画像の背景画像を格納する背景メモリである
。
【００４９】
１０６は背景画像を静止画像の符号化方式で符号化する静止画像符号化部である。静止画
像符号化部１０６で使用される符号化方式は、本実施例ではJPEG符号化方式を用いている
。尚、静止画像符号化部１０６で使用する符号化方式はこれに限定されず、Wavelet符号
化やDPCM符号化、ベクトル量子化等の静止画像を符号化する方式等も適用できる。また、
画像のＩ－フレームの符号化方式を用いてももちろんかまわない。
【００５０】
１０７はフレームメモリであり、１画面分の画像データを格納する。１０８は背景メモリ
１０５とフレームメモリ１０８から符号化する対象を抽出する対象抽出器、１０９は抽出
された対象を格納する対象メモリ、１１０は抽出された対象に動き補償を用いない符号化
を行う動画像符号化部、１１１は静止画像符号化部１０６と動画像符号化部１１０で生成
される符号の符号長を入力し、発生する符号長の制御を行う符号長制御部、１１２は静止
画像符号化部１０６と動画像符号化部１１０で生成される符号化データを合成して１つの
符号化データを生成する符号合成部、１１３は符号合成部１１２によって生成された符号
化データを出力する出力端子、１１４は符号化データをＣＤ－ＲＯＭに記録するＣＤ－Ｒ
ＯＭ書き込み装置、１１５はＶＴＲ１０１に格納されている動画像シーケンスの長さ等の
情報を入力する端子、１１６はＣＤ－ＲＯＭの記憶可能容量等の情報を入力する端子、１
１７はユーザーが所望するフレームレートを入力するためのフレームレート入力部である
。
【００５１】
以下、上述のように構成された装置の動作を説明する。
【００５２】
まず、ＶＴＲ１０１の動画像シーケンスにおいては先頭に対象が全く写っていないフレー
ムが入っているものとする。
【００５３】
ＶＴＲ１０１から入力端子１１５を介して符号化する動画像シーケンスの長さ（時間）Ｔ
ｓを入力し、符号長制御部１１１に入力する。また、ＣＤ－ＲＯＭ書き込み装置１１４か
らはＣＤ－ＲＯＭの空き容量Ｃｃを入力する。この空き容量Ｃｃが符号化時の目標符号長
になる。
【００５４】
次に、ＶＴＲ１０１から対象が写っていないフレームの画像データ（つまり、背景画像の
み写っている）を、入力端子１０３を介して入力し、Ａ／Ｄ変換器１０４でディジタル信
号に変換し、背景メモリ１０５に格納する。図２２の画像に対して図２に示す画像が背景
画像であったとする。この画像が背景メモリ１０５に格納される。
【００５５】
背景メモリ１０５に背景画像が入力されたら、静止画像符号化部１０６は背景画像をJPEG
符号化方式で比較的細かな量子化ステップで符号化し、符号合成部１１２に供給する。ま
た、この時発生した符号長Ｌｂを符号長制御部１１１へ供給する。符号長制御部１１１で
動画像シーケンスの長さＴｓ、空き容量Ｃｃ、背景画像の符号長Ｌｂから動画像シーケン
スの符号化レートＲｏを下式に従って算出する。
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【００５６】
Ｒｏ ＝（Ｃｃ－Ｌｂ）／Ｔｓ／Ｆ　　　　…（１）
ここで変数Ｆはフレームレート入力部１１７によって入力された動画像のフレームレート
である。つまり、フレームレート入力部１１７によりフレームレートを可変に設定するこ
とができる。従って、符号化レートＲｏは１枚のフレームに費やすことのできる符号長を
表している。
【００５７】
次に、対象が含まれるフレームをＶＴＲ１０１から時間順にフレームの画像データを入力
する。入力端子１０３を介して入力されたアナログ信号はＡ／Ｄ変換器１０４でディジタ
ル信号に変換され、フレームメモリ１０７に入力される。フレームメモリ１０７に１画面
分の画像データが蓄積されたら、対象抽出器１０８はフレームメモリ１０７と背景メモリ
１０５の画像データから対象を抽出する。つまり、対象抽出器１０８は画像中に含まれる
複数種のオブジェクト（背景、人物）を分離していることになる。
【００５８】
対象の抽出の一つとして以下の方法が考えられる。例えば、フレームメモリ１０７及び背
景メモリ１０５に記憶された画像データを同期して読み出し、その画像データ同士の画素
差分を求める。画素差分が閾値以下であれば背景に含まれる画素とし０そうでなければ対
象に含まれる画素とする。画面１面分の閾値比較が終了したら、複数の対象に含まれる画
素の固まりを対象の候補とする。以前に対象の抽出を行っている場合は、対象メモリ１０
９に格納されている各対象の画像データと比較し、もっとも類似度の高いものを同じ対象
とする。類似度は、対象の位置、大きさ、濃度（輝度）平均等を考慮して決定すればよい
。また、複数画素で構成されたブロックにより動きベクトルを検出し、その動きベクトル
が同じような動きをしている固まりは同一のオブジェクトであると判断するようにしても
よい。
【００５９】
対象が特定できたら、その位置や大きさといった情報を符号化し、符号合成部１１２に供
給する。抽出された対象は矩形に切り出された画像データとその位置の背景画素／対象画
素を表す閾値比較結果（以下、背景／対象判定結果と称す）を対象メモリ１０９に格納す
る。図２２を例にとれば図３の対象を含む矩形が切り出され、図４の背景／対象判定結果
とともに格納される。これらの情報は動画像符号化部１１０に供給される。
【００６０】
図５は、動画像符号化部１１０の構成の一例を示す図である。尚、動画像符号化部１１０
では説明を簡単にするためにフレーム単位で固定長の符号化をする符号化方式を例にとっ
て説明する。
【００６１】
図５において、１２０は図１の対象メモリ１０９から符号化する対象の矩形の画像データ
を入力する端子、１２１はその背景／対象判定結果を入力する端子、１２２は入力された
背景／対象判定結果を符号化する背景／対象判定符号化器である。符号化方式はたとえば
２値符号化である、JBIG符号化方式を用いればよい。また、MMR符号化方式や同じような
符号化であれば問題はない。
【００６２】
１２３は背景／対象判定符号化器１２２で生成された符号化データを外部に送出する端子
であり、符号合成部１１２に接続している。１２４は各フレームの符号長の目標値Ｒｏを
入力する端子であり、符号長制御部１１１に接続している。
【００６３】
１２５は背景／対象判定符号化器１２２で生成された符号長Ｌｏを目標値Ｒｏから引いた
値を算出する差分器、１２６は差分器１２５の出力値を格納するラッチ、１２７は対象の
画像データの平均値ｍを求める平均値算出器、１２８は切り出された矩形の中の背景を表
す画素の値を平均値ｍに置換する背景画素置換器、１２９は背景画素置換器１２８の出力
データを格納するメモリ、１３０はメモリ１２９をブロック分割し、ＤＣＴ変換を行うＤ



(8) JP 4261630 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

ＣＴ変換器である。
【００６４】
１３１は量子化系数算出器、１３２は量子化係数算出器１３１によって算出された量子化
値によってＤＣＴ変換器１３０の出力を量子化する量子化器である。量子化はJPEG符号化
やMPEG符号化で用いられているのと同様であり、ＤＣＴ係数に対応する量子化マトリック
スに量子化係数Ｑを積算したもので量子化する。
【００６５】
１３３は量子化結果を１次元に整列し、０ラン長と値に対して符号を割り当て、符号長を
算出する符号器、１３５は生成された符号化データを最終的に出力する端子、１３４は算
出された符号長をカウントする符号長カウンタ、１３６は対象の大きさの情報を対象抽出
器１０８から入力する端子である。
【００６６】
以下、上述のように構成された動画像符号化部１１０の動作を説明する。
【００６７】
あるフレームの対象の画像データを符号化するに先立ち、端子１２１から背景／対象判定
結果を入力し、背景／対象判定符号化器１２２でJBIG符号化を行う。得られた符号化デー
タは端子１２３を介して符号合成部１１２へ供給される。
【００６８】
また、背景／対象判定符号化器１２２で符号化された符号化データの符号長Ｌｏは差分器
１２５に入力され、目標値Ｒｏとの差分Ｏｏが求められる。その差分値Ｏｏはラッチ１２
６に保持される。
【００６９】
符号長カウンタ１３４はその内容のＬｔを０にリセットし、量子化係数算出器１３１は対
象画像の矩形の大きさ、矩形の符号長の目標値である差分Ｏｏから量子化器１３２の量子
化係数Ｑの初期値を決定する。これは過去の経験からある程度決められるものであり、矩
形のサイズが大きければ同じ符号長にするためには量子化係数が大きくなる傾向があり、
これを鑑みて初期値を算出する。
【００７０】
対象の画像データを端子１２０から、端子１２１から背景／対象判定結果を同期して読み
込む。平均値算出器１２７は入力された画素の背景／対象判定結果が対象画素を表してい
ればその内容を加算し、対象画素の数Ｎをカウントアップする。尚、背景画素を表す場合
、この処理は行わない。
【００７１】
対象の画像データのすべてについて判定と加算、カウントアップが終了したら、その加算
値を対象画素の数Ｎで割って、対象の平均値ｍを算出する対象の画像データのすべてにつ
いて判定と加算、カウントアップが終了したら、その加算値を対象画素の数Ｎで割って、
対象の平均値ｍを算出する。次に、背景画素置換器１２８は対象の画像データと背景／対
象判定結果を同期して読み込み、入力された画素の背景／対象判定結果が背景画素を表し
ていれば平均値ｍを出力し、そうでなければ入力された画素値をそのまま出力する。この
出力はメモリ１２９に格納される。
【００７２】
対象の矩形内の全画素について処理がされ、メモリ１２９にその結果が蓄積された後、メ
モリ１２９からブロック毎に画像が読み出される。同期して背景／対象判定結果が読み出
され、ブロック内に対象画素が含まれているブロックのみがＤＣＴ変換器１３０でＤＣＴ
変換され、その係数は量子化器１３２で量子化係数Ｑに基づく量子化係数で量子化される
。量子化結果は符号器１３３で符号を割り当てられ、その長さを符号長カウンタ１３４で
Ｌｔに加算する。
【００７３】
図６に上述した処理の様子を表す。図６で濃い網点がかかったブロックは符号化されず、
対象を含むブロックのみが符号化される。そのうち、背景画素を含むもののみについて、
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背景画素は平均値ｍで置き換えられている（図６中の薄い網点部）。対象の矩形内の全画
素について符号化されたとき、量子化係数算出器１３１はラッチ１２６の内容と符号長カ
ウンタ１３４の内容Ｌｔとを比較し、新たな量子化係数Ｑ’を次式で算出する。
【００７４】
If　　　（Ｌｔ＜Ｏｏ）　Ｑ’＝Ｑ－１
Else if　（Ｌｔ＞Ｏｏ）Ｑ’＝Ｑ＋１　　　　…（２）
Else　　　　　　　　Ｑ’＝Ｑ
【００７５】
Ｑ’がＱと等しければ量子化係数Ｑ’が最適な量子化係数であり、メモリ１２９から符号
化の対象となるブロックを順に読み出し、ＤＣＴ変換後、量子化器１３２で量子化係数Ｑ
’によって量子化され、符号器１３３で符号化され、端子１３５から出力される。この時
の量子化係数Ｑ’は、符号化した次フレームの量子化係数Ｑの初期値とするため、これを
対象毎に保持しておく。Ｑ’がＱと等しくなければＱ’を過去の量子化係数Ｑｏと比較し
、Ｑ’がＱｏと等しければ量子化係数Ｑ’が最適な量子化係数とされ、上記と同様に対象
画像を符号化して端子１３５から出力し、量子化係数Ｑを保持する。Ｑ’がＱｏと等しく
なければ量子化係数Ｑを過去の量子化係数Ｑｏとして保持する。上述の処理を繰り返し、
最適な量子化係数が求まるまで繰り返す。
【００７６】
上述したような動作により動画像符号化部１１０で符号化された符号化データは符号合成
部１１２に入力され、各部で生成された符号化データを合成して１つの符号化データを生
成する。
【００７７】
図２２の画像について符号合成器１１２から出力される符号化データの例を図７に示す。
図２２の画像には対象が１つなので、符号合成部１１２では符号化データの先頭に対象が
１つであることを含めたシーケンスヘッダが備わり。次に、静止画像符号化部１０６から
出力された背景画像の符号化データエリアが備わる。その後には各対象の各フレーム単位
の符号化データエリアが続く。本実施例では人物１０５０の第１フレームから第（Ｔｓ×
Ｆ）フレームの符号化データが含まれる。
【００７８】
各フレームの符号化データでは、対象抽出器１０８から出力された対象の大きさを表す符
号化データと対象の背景画像の中での位置を表す符号化データを含むフレームヘッダが先
頭に格納される。続いて、図５中の動画像符号化部１１０の背景／対象判定符号化器１２
２で生成された背景／対象判定結果の符号化データが格納される。最後に、図５中の符号
器１３３で生成された対象画像の符号化データが格納される。生成された符号化データは
端子１１３を介してＣＤ－ＲＯＭ書き込み装置１１４でＣＤ－ＲＯＭに書き込まれていく
。
【００７９】
尚、対象が複数ある場合は、対象の符号化時に、目標値Ｒｏを各対象に分配する。分配の
方法としてはたとえば、各対象の大きさ（対象の画素数、矩形の大きさ等）の比によって
分配すればよい。図８に示すようにシーケンス内に含まれるオブジェクトの数をシーケン
スヘッダに書き込み、背景画像につづいて、フレーム単位で、抽出された複数の対象（対
象１、対象２…）の画像符号化データが格納される。すなわち、背景画像符号化データの
直後には対象１の第１フレームの符号化データ、対象２の第１フレームの符号化データ…
と続き、全対象の第１フレームの符号化データが格納されたら、以下、対象１の第２フレ
ームの符号化データ、対象２の第２フレームの符号化データ…と格納されていく。
【００８０】
図９に第１の実施例で生成された符号化データを復号してモニタに表示するシステムの構
成を示す。
【００８１】
図９において、１５０はＣＤ－ＲＯＭ書き込み器１１４で書き込まれた符号化データをＣ
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Ｄ－ＲＯＭから読み出すＣＤ－ＲＯＭ読み出し器、１５１は動画像復号装置である。
【００８２】
１５２は符号化データを読み込む端子、１５３は符号化データから各符号を分離する符号
分離部、１５４は背景画像の画像データを復号する静止画像復号部、１５５は再生された
背景画像を格納する背景メモリ、１５６は各対象の符号化データを復号する動画像復号部
、１５７は復号化された対象の画像データを格納する対象メモリ、１５６は背景メモリ１
５５の内容に各対象の画像データを各対象の位置に合成して最終的な復号画像を得る対象
合成器、１５９は対象合成器１５８で生成された画像を格納するフレームメモリ、１６０
はフレームメモリ１５９からのディジタル画像信号をアナログ画像信号に変換するＤ／Ａ
変換器、１６１は前記アナログ画像信号を外部に出力する端子、１６２は前記アナログ画
像信号を表示するモニタである。
【００８３】
以下、上述のように構成された装置における動作を説明する。
【００８４】
ＣＤ－ＲＯＭ読み出し器１５０は符号化データを先頭から逐次読み出し、端子１５２を介
して動画像復号装置１５１に供給する。端子１５２を介して入力された符号化データは符
号分離部１５３で各ヘッダを解釈し、各符号に分離して後段に出力する。最初にシーケン
スヘッダを入力し、オブジェクトの数を検出し、動画像復号部１５６、対象メモリ１５７
、対象合成器１５８の各所を初期化する。
【００８５】
続いて、背景画像符号化データを入力し、静止画像復号部１５４に供給する。静止画像復
号部１５４は入力された背景画像符号化データをJPEG符号化方式の復号手順に従って、復
号し、結果を背景メモリ１５５に格納する。
【００８６】
その後、各対象の各フレーム画像の符号化データを入力する。この符号化データから、対
象の位置の符号を復号して、各フレームでの各対象毎に対象合成器１５８に供給する。ま
た、それ以外の符号化データに関しては動画像復号部１５６に供給する。動画像復号部１
５６では各対象の符号化データから背景／対象判定結果をJBIG符号化方式の復号手順に従
って、復号し、結果を対象メモリ１５７に格納する。
【００８７】
また、対象画像符号化データも逆量子化を経た後、逆ＤＣＴ変換され、画像データに復号
化され、背景／対象判定結果を参照して対象メモリ１５７の該当する位置に格納される。
【００８８】
対象合成器１５８は背景メモリ１５５の画像の上に対象メモリ１５７に格納された対象の
画像データと背景／対象判定結果を読み出し、背景／対象判定結果が背景画素を表してい
る画素については対象の画素値は使用せず、背景画像の画素値を使用し、対象画素を表し
ている画素については対象の画素値を使用する。復号化された対象は各位置にしたがって
配置され、最終的な再生画像を生成し、フレームメモリ１５９に格納する。復号画像は読
み出され、Ｄ／Ａ変換器１６０でアナログ画像信号に変換され、端子１６１を介してモニ
タ１６２に供給し、表示する。
【００８９】
上述のような一連の動作により背景画像と対象画像とを分離し、それぞれについて符号化
することで符号化効率を向上させるとともに、背景画像と対象画像、対象画像の画像デー
タと背景／対象判定結果をそれぞれ符号化する際に背景画像の符号長と背景／対象判定結
果の符号長を考慮して対象画像の画像データの符号化を制御することで、容易に量子化制
御を行うことができる。そして、所望する符号長の符号化データを得ることが可能になる
。
【００９０】
尚、第１の実施例においては、動画像符号化部１１０でフレーム単位で固定長の符号化を
行う方式を例にとって説明を行ったが、MPEG符号化方式のように複数フレームの符号化結
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果が一定の符号長に収まるような符号化を行ってもかまわない。
【００９１】
また、第１の実施例においては、背景画像として先頭のフレームを利用したが、同一の効
果が得られるのであればその方法はなんでもかまわない。図１０に示すように別途前処理
手段を設けてもかまわない。前処理器１８０は複数のフレームから背景画像を求めるのに
、各画素について平均値を求めて背景画素の値とするように動作してもかまわないし、全
てのフレームから全く動きがない画素について背景画素とすることも可能である。
【００９２】
また、第１の実施例においては、背景画素置換器１２８を分離させて動作させたが、メモ
リ読み出し後に対象を含むブロック毎に置換処理を行ってもよい。
【００９３】
＜第２の実施例＞
図１１は本発明にかかる第２の実施例の動画像通信装置の構成を示すブロック図である。
尚、図１と同様の構成要素については同一番号を付してその詳細な説明は省略する。
【００９４】
図１１において、２０１は動画像を入力するためのビデオカメラであり、カメラの向いて
いる方向を検出する機能がついたものである。これはモータ等で雲台を駆動させて方向を
変化させるカメラで代用することが出来る。
【００９５】
２０２は本発明に係る動画像符号化装置、２０３はビデオカメラ２０１から動画像のアナ
ログ信号を入力する端子、２０４はカメラの方向情報を入力する端子、２０５は背景抽出
器、２０６は抽出された対象に動き補償を用いた符号化を行う動画像符号化部、２０７は
符号長制御部、２０９は外部の通信回線と接続している通信インターフェース、２０８は
通信インターフェース２０９に接続されている通信回線の容量（伝送ビットレート）を入
力する端子である。
【００９６】
上述のように構成された装置の動作を説明する。
【００９７】
まず、ビデオカメラ２０１は初期状態で図２に示すように対象となる人が写っていない画
像を入力する。ビデオカメラ２０１から端子２０３を介してＡ／Ｄ変換器１０４でディジ
タル信号に変換し、背景抽出器２０５に供給する。
【００９８】
背景抽出器２０５は動作せずに入力データをそのまま背景メモリ１０５に格納する。また
、背景メモリ１０５に背景画像が入力されたら、静止画像符号化部１０６は背景画像をJP
EG-LS符号化方式で劣化のない可逆な符号化で符号を生成し、符号合成部１１２に供給す
る。尚、第１の実施例と同様に静止画像符号化部１０６の符号化方式は同じ機能を果たす
ものであればよい。
【００９９】
符号合成部１１２は端子１１３を介して通信インターフェース２０８により背景符号化デ
ータを外部へ送出する。
【０１００】
また、端子２０９を介して通信回線の容量Ｎｏが符号長制御部２０７へ供給されている。
回線容量Ｎｏが符号化時の目標符号長になる。符号長制御部２０７で通信回線容量Ｎｏと
フレームレートＦからフレーム毎の符号化レートＲｆを下式にしたがって算出する。
【０１０１】
Ｒｆ ＝ Ｎｏ／Ｆ　　　　… （３）
【０１０２】
次に、対象がビデオカメラ２０１の視野に入った状態から画像の符号化を開始する。この
状態では、人物１０５０の位置移動はなく、ビデオカメラ２０１もカメラの向きは固定さ
れている。この時、背景抽出器２０５は動作しない。Ａ／Ｄ変換器１０４、フレームメモ
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リ１０７、対象抽出器１０８、対象メモリ１０９は第１の実施例と同様の動作を行う。即
ち、対象抽出器１０８から抽出された各対象の矩形に切り出された画像データとその位置
の背景／対象判定結果が対象メモリ２０６に格納される。ここで、動画像符号化部２０６
はMPEG符号化のようにフレーム内符号化を行うＩ－フレームとフレーム間符号化を行うＰ
－フレームに分けられ、１つのＩ－フレームと２つのＰ－フレームを１つの符号化単位と
する符号化を行うものとする。つまり、３フレームの符号化データで固定長とする。
【０１０３】
図１２は、動画像符号化部２０６の構成の一例を示す図である。尚、図５と同様の構成要
素については同一番号を付してその詳細な説明は省略する。
【０１０４】
図１２において、２２０は静止画像符号化器１０６から背景を符号化した時の符号長Ｌｂ
を入力する端子、２２４は各フレームの符号長の目標値Ｒｆを入力する端子であり、符号
長制御部２０７に接続している。
【０１０５】
２２７は各フレームの目標符号長を決定する符号長割当器、２２５は背景/対象判定符号
化器１２２で生成された符号長Ｌｏを各フレームの目標符号長から引いた値を算出する差
分器、２２６は差分器２２５で算出された値を格納するラッチ、２２８は差分器、２２９
は動き補償器であり、Ｉ－フレームの時は動作せず、値０のマクロブロックを出力する。
また、動きベクトルは出力しない。また、Ｐ－フレームの時は動作し、予測マクロブロッ
クを出力する。また、動きベクトルも出力する。
【０１０６】
２３１はフレームのモード毎に量子化値算出する量子化系数算出器、２３３は符号器であ
り、量子化結果を１次元に整列し、０ラン長と値に対して符号を割り当て、符号長を算出
する。尚、Ｐ－フレームの時は動きベクトルも符号化する。
【０１０７】
２３２は逆量子化を行う逆量子化器、２３４は逆ＤＣＴ変換、２３６はメモリである。
【０１０８】
以下、上述のように構成された動画像符号化部２０６の動作を説明する。
【０１０９】
まず、端子２２４を介して各フレームの符号長の目標値Ｒｆを入力する。符号長割当器２
２７は目標値Ｒｆから３フレームからなる符号化単位で費やすことの出来る符号長Ｒｆ×
３を求め、Ｉ－フレームとＰ－フレームに割り当てる符号長を算出する。ここでは説明を
簡略化するためにＩ－フレームとＰ－フレームに割り当てる符号長の比をＩ：Ｐ：Ｐ＝８
：１：１とする。
【０１１０】
従って、各フレームの目標値ＲｏはＩ－フレームであれば
Ｒｏ ＝ Ｒｆ×３×８／１０　　　　…（４）
Ｐ－フレームであれば、
Ｒｏ ＝ Ｒｆ×３／１０　　　　　　…（５）
【０１１１】
第１実施例と同様に、背景／対象判定結果は背景／対象判定符号化器１２２でJBIG符号化
され、得られた符号化データは端子１２３を介して符号合成部１１２に出力する。差分器
２２５は目標値Ｒｏと符号長Ｌｏとの差分Ｏｏが求める。差分値Ｏｏはラッチ２２６に保
持される。
【０１１２】
符号長カウンタ１３４はその内容のＬｔを０にリセットし、量子化係数算出器２３１は各
フレームモード毎に、対象画像の矩形の大きさ、差分Ｏｏから、量子化器１３２の量子化
係数Ｑの初期値を決定する。
【０１１３】
Ｉ－フレームであれば、第１の実施例と同様に、平均値算出器１２７は対象の平均値ｍを
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算出する。背景画素置換器１２８は対象の画素の背景／対象判定結果が背景画素である画
素の値を平均値ｍに置換し、メモリ１２９に格納する。メモリ１２９に結果が蓄積された
後、メモリ１２９からブロック毎に画像が背景／対象判定結果と同期して読み出され、ブ
ロック内に対象画素が含まれているブロックのみが差分器２２８に入力される。この時の
動き補償器２２９からの出力は０であり、そのままＤＣＴ変換器１３０で８×８画素のブ
ロック単位でＤＣＴ変換され、その係数は量子化器１３２で量子化係数Ｑに基づく量子化
係数で量子化される。量子化結果は符号器２３３で符号を割り当てられ、その長さを符号
長カウンタ１３４でＬｔに加算する。
【０１１４】
符号化されるブロックは図６に示すとおりである。対象の矩形内の全画素について符号化
されたとき、量子化係数算出器２３１は新たな量子化係数Ｑ’を（２）式にしたがって算
出する。第１の実施例と同様に、量子化係数Ｑ’とＱを比較して、最適な量子化係数が求
まるまで操作を行う。最適な量子化係数Ｑが求まったら、量子化係数Ｑで量子化し、符号
器２３３で符号化して、端子１３５から出力する。同時に、量子化器１３２の出力は逆量
子化器２３２に入力され、逆量子化され、逆ＤＣＴ変換器２３４で逆ＤＣＴ変換され加算
器２３５で動き補償器２２９の出力と加算され、メモリ２３６に格納される。
【０１１５】
次に、Ｐ－フレームであれば、第１の実施例と同様に、背景画素の画素値を平均値ｍで置
換した画像をメモリ１２９に格納する。メモリ１２９からブロック毎に画像が背景／対象
判定結果と同期して読み出され、ブロック内に対象画素が含まれているブロックのみが差
分器２２８に入力される。この時、動き補償器２２９は時間的に直前フレームの対象の画
像が格納されているメモリ２３６と入力画像データから動き補償を行い、動きベクトルと
予測マクロブロックを出力する。
【０１１６】
差分器２２８はメモリ１２９の出力と予測マクロブロックとの差分を求め、ＤＣＴ変換器
１３０で８×８画素のブロック単位にＤＣＴ変換を行い、量子化器１３２で量子化する。
【０１１７】
符号器２３３は、動き補償器２２９で生成された動きベクトルと量子化データを符号化し
、端子１３５から出力する。同時に、量子化器１３２の出力は逆量子化器２３２に入力さ
れ、逆量子化され、逆ＤＣＴ変換器２３４で逆ＤＣＴ変換され加算器２３５で動き補償器
２２９の出力と加算され、メモリ２３６に格納される。
【０１１８】
次に、対象が移動した場合について述べる。図２２において、人物１０５０が右に移動し
た場合、ビデオカメラ２０１はカメラを人１０５０の動きに合わせて右にその方向を変化
させる。図１３にその様子を示す。人１０５０が右に移動した時のビデオカメラ２０１の
視野は太枠１０５２で表した部分となる。
【０１１９】
視野１０５２にはビデオカメラ２０１の視野に新たな背景画像が含まれる。新たに入って
きた背景画像は図１４に示す部分であり、これはビデオカメラ２０１の方向を検出するこ
とでその方向の移動量と過去の移動の方向や移動量から求めることは容易である。
【０１２０】
ビデオカメラ２０１の動きは図１１の端子２０４を介して背景抽出器２０５に入力される
。この時の画像は端子２０３を介してＡ／Ｄ変換器１０４でディジタル信号に変換されて
フレームメモリ１０７と背景抽出器２０５に入力される。背景抽出器２０５はそのビデオ
カメラ２０１の方向の移動量と過去の移動の情報から図１４ に示す新たな背景画像を認
識し、背景メモリ１０５に格納されている従来の背景画像に付け加えて新たな背景画像と
する。
【０１２１】
この時の背景画像の内容を図１５に示す。また、この移動についての情報を背景抽出器２
０５に保持しておく。この情報は最初のビデオカメラ２０１による背景画像の入力時に初
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期化される。
【０１２２】
背景抽出器２０５はこの新たに発生した背景画像の画像データを静止画像符号化部１０６
に送り、JPEG-LS符号化方式で符号を生成し、符号合成部１１２に供給する。同時にその
符号長Ｌｂは端子２２０を介して符号長割当器２２７に入力される。符号長割当器２２７
は、符号化するフレームがＩ－フレームであるときに、符号長Ｌｂが入力されたことで新
たな背景画像の発生を検知した場合、Ｉ－フレームとＰ－フレームに割り当てる符号長の
比をＩ：Ｐ：Ｐ＝３：１：１と変更する。
【０１２３】
従って、各フレームの目標値ＲｏはＩ－フレームについては
Ｒｏ ＝ Ｒｆ×３×６／１０　　　　…（６）
Ｐ－フレームについては、
Ｒｏ ＝ Ｒｆ×３×２／１０　　　　…（７）
となる。尚、符号化するフレームがＰ－フレームであるときに、新たな背景画像の発生を
検知した場合は符号長の割当の変更は行わない。また、Ｉ－フレームの符号化を行う場合
に新たな背景画像の発生がなければ符号長の比を８：１：１に戻す。
【０１２４】
更に、符号長割当器２２７は、各フレームで、新たな背景画像が生じた場合は目標値Ｒｏ
から発生した符号長Ｌｂを引いたものをそのフレームの目標値Ｒｏ’として更新する。
【０１２５】
Ｒｏ’ ＝ Ｒｏ－Ｌｂ　　　　…（８）
【０１２６】
以下の処理は、新たな背景の発生がない場合と同様に、背景／対象判定結果は背景／対象
判定符号化器１２２でJBIG符号化され、得られた符号は端子１２３を介して符号合成部１
１２に出力する。
【０１２７】
目標値Ｒｏと符号長Ｌｏとの差分Ｏｏはラッチ２２６に保持される。量子化係数算出器２
３１が各フレームモード毎に、最適な量子化係数Ｑを決定する。背景画素の画素値を平均
値ｍで置換した画像をメモリ１２９に格納する。
【０１２８】
Ｉ－フレームであれば、ブロック内に対象画素が含まれているブロックのみをＤＣＴ変換
し、量子化係数Ｑに基づく量子化係数で量子化し、符号器２３３で符号化して端子１３５
から出力する。同時に、量子化器１３２の出力は逆量子化器２３２により逆量子化され、
逆ＤＣＴ変換器２３４により逆ＤＣＴ変換されて加算器２３５で動き補償器２２９の出力
と加算され、メモリ２３６に格納される。
【０１２９】
また、Ｐ－フレームであれば、動き補償器２２９は時間的に直前フレームの対象の画像が
格納されているメモリ２３６と入力画像データから動き補償を行い、動きベクトルと予測
マクロブロックを出力し、メモリ１２９の出力と予測マクロブロックとの差分を求め、差
分に対してＤＣＴ変換を行い、量子化する。符号器２３３は、動きベクトルと量子化デー
タを符号化し、端子１３５から出力する。同時に、量子化器１３２の出力は逆量子化器２
３２により逆量子化され、逆ＤＣＴ変換器２３４により逆ＤＣＴ変換されて加算器２３５
で動き補償器２２９の出力と加算され、メモリ２３６に格納される。
【０１３０】
図１１に戻り、上述のようにして動画像符号化部２０６で符号化して得られた符号化デー
タは符号合成部１１２に入力され、各部で生成された符号化データを合成して１つの符号
化データを生成する。
【０１３１】
符号合成器１１２から出力される符号化データの例を図１６に示す。
【０１３２】
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符号合成部１１２は動画像のシーケンスを伝送する前に、予め最初の背景画像の符号化デ
ータを別途伝送する。これは図２の内容を符号化したものである。符号合成器１１２で生
成される符号化データは、先頭に背景画像の符号化データであることを表すスタートコー
ド、続いて、背景画像の大きさ等の情報を持つ背景画像ヘッダ、最後にJPEG-LS符号化さ
れた符号化データが続く。
【０１３３】
次に、対象の符号化データの生成を行っていく。先頭に対象画像の符号化データであるこ
とを表すスタートコード、続いて、各対象の第１フレームの符号化データが続く。
【０１３４】
各フレームの符号化データでは、フレーム単位の符号化データに背景画像の符号化データ
の有無を表す符号、対象抽出器１０８から出力された対象の大きさを表す符号、対象の背
景画像の中での位置を表す符号、フレームの符号化モード（ＩまたはＰ）を含むフレーム
ヘッダが先頭に格納される。
【０１３５】
背景画像が含まれていない場合、フレームヘッダには背景画像が含まれていないことを表
す符号が入っている。その他は第１の実施例と同様に、背景／対象判定符号化器１２２で
生成された背景／対象判定結果の符号と対象画像の符号化データが生成される。
【０１３６】
背景画像が含まれる場合（図１６中の第Ｎフレーム）、フレームヘッダには背景画像が含
まれていることを表す符号が入っている。続いて、付け加えられる背景画像の大きさ、元
の背景に対する位置等の情報を含む背景画像ヘッダと背景画像の符号化データが生成され
る。その後に背景／対象判定結果の符号と対象画像の符号化データが生成される。対象が
複数ある場合も第１の実施例と同様にフレーム毎に対象の符号化データを生成すればよい
。
【０１３７】
符号合成部１１２で生成された符号化データは端子１１３を介して通信インターフェース
２０８により外部へ送出される。
【０１３８】
復号処理については第１の実施例と同様であるが、符号分離部１５３が各フレームに含ま
れる背景画像のヘッダや符号化データを認識し、その符号化データから静止画像復号部１
５４が背景画像を生成し、ヘッダ情報にしたがって背景メモリに書き込めばよい。
【０１３９】
以上説明したように、第２の実施例によれば、広い背景画像に対して、必要に応じて背景
画像を付け加えを行うことができ、符号化の効率を改善することが可能になる。特に、伝
送においては最初から広い画像を送らなくてすむので動画像の符号化を開始するまでの遅
延を低減することも可能となる。さらに、背景画像の付け加えを行う際に符号長のレート
の変換を行うようにすることで背景画像の符号化による一時的な画質の劣化を押さえるこ
とも可能になる。
【０１４０】
尚、第２の実施例においては、最初に伝送する背景画像としてビデオカメラ２０１の視野
の大きさのものを伝送したが、予め視野外の背景領域を含めた領域を符号化し、最初の視
野の位置を背景画像ヘッダに書き込んでももちろんかまわない。これによって比較的頻度
が高そうな背景を予め送っておき、最初に想定していないような位置にビデオカメラ２０
１が向いた時のみ背景画像の追加を行うことも可能である。
【０１４１】
更に、第２の本実施例においては、新たな背景の生成のＩ，Ｐのいずれのフレームからで
も可能としたが、たとえばビデオカメラ２０１の向きを変える場合は動画像符号化装置２
０２の符号化モードと同期を取って動作させることによって符号長のレートの変換を必ず
行うようにすることは簡単に実現でき、これによって背景画像の符号化による一時的な画
質の劣化を最小限に押さえることも可能になる。
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【０１４２】
また、第２の実施例においては、動画像符号化でＩ，Ｐのフレームモードを使用したが、
ＭＰＥＧ符号化のようにＢモードを利用することには全く問題はなく、さらには全てをフ
レーム内符号化するような符号化であってもかまわない。
【０１４３】
また、第２の本実施例においては、ビデオカメラ２０１からカメラの向きの変化を捉えて
背景画像の付け加えを行ったが、これに限定されない。背景画像の付け加える部分を自動
的に抽出してももちろんかまわなし、予め全ての背景画像をメモリに蓄積しておいてもか
まわない。
【０１４４】
＜第３の実施例＞
図１７は、本発明にかかる第３の実施例の動画像通信装置の構成を示すブロック図である
。なお、図１１と同様の構成要素については同一番号を付してその詳細な説明は省略する
。
【０１４５】
図１７において、３００は本発明に係るところの動画像符号化装置、３０１及び３０２は
背景画像を格納する背景メモリであり、背景メモリ３０１は背景画像の全てを、背景メモ
リ３０２はその一部を格納する。
【０１４６】
以下、上述のように構成された装置の動作を説明する。
【０１４７】
ビデオカメラ２０１は初期状態で図１８に示すように、対象となる人が写っていない状態
で、ビデオカメラ２０１が動作可能な範囲の全視野の背景画像を入力する。ビデオカメラ
２０１から端子２０３を介してＡ／Ｄ変換器１０４でディジタル信号に変換し、ビデオカ
メラ２０１の方向から算出される背景画像中の位置をアドレスとして背景メモリ３０１に
格納する。動作可能な範囲の全視野の背景画像を背景メモリ３０１に格納し終わったら、
符号化の動作を開始する。
【０１４８】
まず、第２の実施例と同様に最初に初期状態の背景画像を伝送する。これは図１８では太
枠で囲んだ視野領域３５０である。これを静止画像符号化部１０６で符号化し、符号合成
部１１２、端子１１３を介して通信インターフェース２０８によって外部へ送出される。
視野領域３５０のデータは背景メモリ３０２に格納され、対象の抽出に用いられる。
【０１４９】
次に、対象を含む符号化を行う。最初に、符号長制御部２０７で通信回線の容量Ｎｏとフ
レームレートＦからフレーム毎の符号化レートＲｆを（３）式にしたがって算出する。対
象がビデオカメラ２０１の視野に入った状態（図２２）から画像の符号化を開始する。こ
の状態では、人物１０５０の位置移動はなく、ビデオカメラ２０１もカメラの向きは固定
されている。Ａ／Ｄ変換器１０４、フレームメモリ１０７、対象抽出器１０８、対象メモ
リ１０９は第２の実施例と同様の動作を行う。即ち、背景メモリ３０２を参照して対象抽
出器１０８から抽出された各対象の矩形に切り出された画像データとその位置の背景／対
象判定結果が対象メモリ２０６に格納される。ここで、動画像符号化部２０６は第２の実
施例と同様に１つのＩ－フレームと２つのＰ－フレームを１つの符号化単位とする符号化
を行う。つまり、３フレームの符号化データで固定長とする。
【０１５０】
第３の実施例では第２の実施例と異なり、最初は人物の位置移動はないが背景メモリ３０
１から動画像の符号化に大きな影響を与えないような符号長で背景画像を細分化した領域
を符号化して伝送する。背景メモリ３０１は伝送済みの背景画像以外の領域を領域３５１
～３６０（図１８参照）のように細分化して符号化し、各フレームに付加していく。ただ
し、送出されていない背景画像の領域にビデオカメラ２０１の視野がかかった場合には第
２の実施例と同様にかかった部分を優先する。
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【０１５１】
細分化された領域は静止画像符号化部１０６に入力され、符号化データは符号合成部１１
２に、符号長Ｌｂが符号長割当器２２７に入力される。符号長割当器２２７ではＩ－フレ
ームとＰ－フレームに割り当てる符号長の比をＩ：Ｐ：Ｐ＝１４：３：３とする。第２の
実施例と同様に背景／対象判定結果を背景／対象判定符号化器１２２でJBIG符号化し、ラ
ッチ２２６に保持された差分Ｏｏに最適な量子化パラメータＱにしたがって、Ｉ－フレー
ムやＰ－フレームの符号化を行う。
【０１５２】
対象が移動した場合は、ビデオカメラ２０１から方向の変化を検出し、背景メモリ３０２
の内容を方向の変化に合わせて必要な対象画像の抽出に必要な背景画像を背景メモリ３０
１から読み出して更新する。
【０１５３】
静止画像符号化部１０６と動画像符号化部２０６で符号化して得られた符号化データは符
号合成部１１２に入力され、各部で生成された符号を合成して１つの符号化データを生成
する。
【０１５４】
符号合成器１１２から出力される符号化データの例を図１９に示す。
【０１５５】
第２の実施例と同様に、符号合成部１１２は動画像のシーケンスを伝送する前に、予め最
初の背景画像の符号化データを別途伝送する。これは図１８の視野領域３５０の内容を符
号化したものである。符号合成器１１２で生成される符号化データは、先頭に背景画像の
符号化データであることを表すスタートコード、続いて、背景画像の大きさ等の情報を持
つ背景画像ヘッダ、最後にJPEG-LS符号化された符号化データが続く。
【０１５６】
次に、符号合成部１１２は対象の符号化データの合成を行っていく。先頭に対象画像の符
号化データであることを表すスタートコード、続いて、各対象の第１フレームの符号化デ
ータが続く。
【０１５７】
各フレームの符号化データでは、フレームヘッダには背景画像が含まれていることを表す
符号、対象抽出器１０８から出力された対象の大きさを表す符号、対象の背景画像の中で
の位置を表す符号、フレームの符号化モード（ＩまたはＰ）を含むフレームヘッダが先頭
に格納される。続いて、付け加えられる背景画像の大きさ、元の背景に対する位置等の情
報を含む背景画像ヘッダと背景画像の符号化データが生成される。その後に背景／対象判
定結果の符号と対象画像の符号化データが生成される。対象が複数ある場合も第１の実施
例と同様にフレーム毎に対象の符号化データを生成すればよい。
【０１５８】
符号合成部１１２によって生成された符号化データは端子１１３を介して通信インターフ
ェース２０８によって外部へ送出される。
【０１５９】
尚、復号動作については第１の実施例と同様であるが、符号分離部１５３が各フレームに
含まれる背景画像のヘッダや符号化データを認識し、その符号化データから静止画像復号
部１５４が背景画像を生成し、ヘッダ情報にしたがって背景メモリに書き込めばよい。
【０１６０】
以上説明したように、第３の本実施例によれば、第２の実施例では必要に応じて付け加え
る部分を伝送していたが、第３の実施例では背景画像を細分化して各フレームに少しずつ
付加して送るため、復号側で予め背景画像を用意しておくことが可能となるので、新たな
背景が発生した時に一時的に画質が劣化することない効果がある。
【０１６１】
尚、第３の実施例では画像を横方向のみに細分化したが当然、縦方向に細分化してもかま
わない。また、背景画像も説明を簡単にするために横方向にのみ広がりがあるように説明
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したが、もちろんこれに限定されない。また、細分化の数、符号化の順もこれに限定され
ないことは言うまでもない。
【０１６２】
＜第４の実施例＞
図２０は、本発明にかかる第４の実施例の動画像通信装置の構成を示すブロック図である
。尚、図１７と同様の構成要素については同一番号を付してその詳細な説明は省略する。
【０１６３】
図２０において、４００は本発明に係るところの動画像符号化装置、４０１はビデオカメ
ラであり、第２の実施例のビデオカメラ２０１から雲台の機能や方向情報の送出機能を省
いたものである。
【０１６４】
４０２、４０５は背景画像を格納する背景メモリ、４０３は静止画像を階層符号化する静
止画像符号化部である。静止画像符号化部４０３では最初に粗い画像を生成して符号化し
、続いて、解像度を向上させるための符号化データを段階毎に生成する。たとえばJPEG階
層符号化であったり、Wavelet変換やＤＣＴ変換等の直交変換のサブバンド符号化であっ
たりする。尚、第４の実施例ではJPEG階層符号化に似た方式で説明する。４０４は静止画
像符号化部４０３で符号化された符号化データを階層復号する静止画像復号部である。
【０１６５】
以下、上述のように構成された装置の動作を説明する。
【０１６６】
まず、第１の実施例と同様に符号化に先立ち、ビデオカメラ４０１から背景画像を入力し
、背景メモリ４０２に格納する。
【０１６７】
符号化を開始するにあたり、静止画像符号化部４０３は背景メモリ４０２の内容を最初に
大きな量子化係数で符号化する。符号化された画像データは符号合成部１１２に入力され
る。また、静止画像符号化部４０３によって符号化された符号化データは静止画像復号部
４０４に入力され、復号され、復号画像は背景メモリ４０５に格納される。
【０１６８】
次に、対象を含む符号化を行う。最初に、符号長制御部２０７でフレーム毎の符号化レー
トＲｆを（３）式にしたがって算出する。Ａ／Ｄ変換器１０４、フレームメモリ１０７、
対象抽出器１０８、対象メモリ１０９は第３の実施例と同様の動作を行い、対象を抽出し
て対象メモリ１０９にその結果を格納する。
【０１６９】
動画像符号化部２０６は第２の実施例と同様に１つのＩ－フレームと２つのＰ－フレーム
を１つの符号化単位とする符号化を行う。つまり、３フレームの符号化データで固定長と
する。
【０１７０】
第４の実施例では第３の実施例と異なり、静止画像符号化部４０３は、フレーム単位で背
景メモリ３０１から動画像の符号化に大きな影響を与えないような符号長で、背景メモリ
４０５の内容を参照しつつ解像度を向上させるための階層符号化データを生成する。符号
化された画像データは符号合成部１１２に入力され、符号長は動画像符号化部２０６に入
力される。動画像符号化部２０６は第２及び３の実施例と同様に対象を符号化する。
【０１７１】
符号合成部１１２は対象の符号化データの合成を行っていく。合成して得られる符号の構
造は第３の実施例の図１９に示す符号化データの構造と同じである。しかしながら各背景
画像ヘッダと背景画像符号化データの内容が異なる。
【０１７２】
背景画像ヘッダには元の背景に対する位置ではなく、階層の順番を表す階層情報が入って
いる。背景画像の符号化データも細分化された背景画像の符号化データではなく、解像度
を向上させるための階層符号化データである。対象が複数ある場合も第１の実施例と同様
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にフレーム毎に対象の符号化データを生成すればよい。
【０１７３】
符号合成部１１２によって生成された符号化データは端子１１３を介して通信インターフ
ェース２０８によって外部へ送出される。
【０１７４】
尚、復号処理については第１の実施例と同様であるが、符号分離部１５３が各フレームに
含まれる背景画像のヘッダや符号化データを認識し、その符号化データから静止画像復号
部１５４が復号済みの背景画像と復号したデータから背景画像を更新すればよい。
【０１７５】
以上説明したように、第４の実施例によれば、最初に粗い画像で背景画像を送ることによ
って、最初に送る背景画像の伝送による遅延を低減する効果がある。画質を向上させるた
めの階層符号化データは動画像の符号化データに比べて少量なので、動画像自体の符号を
大きく割くことはなく、画質に与える影響は小さい。
【０１７６】
また、階層符号の符号長も一定の符号長で送ることが可能なので全体の符号長制御を容易
にする効果もある。
【０１７７】
＜その他の実施例＞
本発明は複数の機器（たとえばホストコンピュータ、インタフェース機器、リーダ、プリ
ンタ等）から構成されるシステムに適用しても一つの機器（たとえば複写機、ファクシミ
リ装置）からなる装置に適用してもよい。
【０１７８】
また前述した実施形態の機能を実現する様に各種のデバイスを動作させる様に該各種デバ
イスと接続された装置あるいはシステム内のコンピュータに、前記実施形態機能を実現す
るためのソフトウエアのプログラムコードを供給し、そのシステムあるいは装置のコンピ
ュータ（CPUあるいはMPU）を格納されたプログラムに従って前記各種デバイスを動作させ
ることによって実施したものも本願発明の範疇に含まれる。
【０１７９】
またこの場合、前記ソフトウエアのプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実
現することになり、そのプログラムコード自体、及びそのプログラムコードをコンピュー
タに供給するための手段、例えばかかるプログラムコードを格納した記憶媒体は本発明を
構成する。
【０１８０】
かかるプログラムコードを格納する記憶媒体としては例えばフロッピーディスク、ハード
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM,、磁気テープ、不揮発性のメモリカー
ド、ROM等を用いることが出来る。
【０１８１】
またコンピュータが供給されたプログラムコードを実行することにより、前述の実施形態
の機能が実現されるだけではなく、そのプログラムコードがコンピュータにおいて稼働し
ているOS（オペレーティングシステム）、あるいは他のアプリケーションソフト等と共同
して前述の実施形態の機能が実現される場合にもかかるプログラムコードは本願発明の実
施形態に含まれることは言うまでもない。
【０１８２】
更に供給されたプログラムコードが、コンピュータの機能拡張ボードやコンピュータに接
続された機能拡張ユニットに備わるメモリに格納された後そのプログラムコードの指示に
基づいてその機能拡張ボードや機能格納ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部また
は全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も本願発明に
含まれることは言うまでもない。
【０１８３】
【発明の効果】
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　以上の説明から明らかなように、本発明では、動画像から背景画像と対象画像を分離し
て所望する符号長で符号化することができる。また、対象画像の動きが大きい時に、動き
のない背景画像の画質の低下を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる第１の実施例の動画像符号化装置の構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明にかかる本実施例の背景画像の一例を表す図である。
【図３】本発明にかかる本実施例の対象画像の一例を表す図である。
【図４】本発明にかかる本実施例の対象の背景／対象判定結果の一例を表す図である。
【図５】本発明にかかる第１の実施例の動画像符号化部１１０の構成を示すブロック図で
ある。
【図６】本発明にかかる第１の実施例における対象の符号化の状態を説明するための図で
ある。
【図７】本発明にかかる第１の実施例における符号化データの構成の一例を表す図である
。
【図８】本発明にかかる第１の実施例における符号化データの構成の別な例を表す図であ
る。
【図９】本発明にかかる第１の実施例としての動画像復号化装置の構成を示すブロック図
である。
【図１０】本発明にかかる第１の実施例の動画像符号化装置の別な構成を示すブロック図
である。
【図１１】本発明にかかる第２の実施例の動画像通信装置の構成を示すブロック図である
。
【図１２】本発明にかかる第２の実施例の動画像符号化部２０６の構成を示すブロック図
である。
【図１３】本発明にかかる実施例における画像の全体を表す図である。
【図１４】本発明にかかる第２の実施例における背景画像の発生の様子を表す図である。
【図１５】本発明にかかる第２の実施例における背景画像の合成の様子を表す図である。
【図１６】本発明にかかる第３の実施例における符号化データの構成の一例を表す図であ
る。
【図１７】本発明にかかる第３の実施例としての動画像通信装置の構成を示すブロック図
である。
【図１８】本発明にかかる第３の実施例における背景画像の分割の様子を表す図である。
【図１９】本発明にかかる第３の実施例における符号化データの構成の一例を表す図であ
る。
【図２０】本発明にかかる第４の実施例としての動画像通信装置の構成を示すブロック図
である。
【図２１】従来の動画像符号化装置の構成を示すブロック図である。
【図２２】符号化する画像の内容を表す図である。
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】
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