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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力動画像を構成する各ピクチャの画像データに圧縮符号化を行ってピクチャごとにイ
ンター符号化データとイントラ符号化データとのうちのいずれか一方を生成する生成処理
と、生成された符号化データを有線または無線の伝送路へ出力する出力処理とを含んだ所
定処理を行う、圧縮符号化手段と、
　前記圧縮符号化手段に対し、前記インター符号化データと前記イントラ符号化データと
のうちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成される符
号量の制御とを行う、制御手段と
を備え、
　前記制御手段は、
　　前記圧縮符号化手段に前記インター符号化データを生成させる場合、前記伝送路の上
限伝送レートと、前記入力動画像のピクチャレートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当
てられる許容時間との乗算値で与えられる最大符号量以下の符号量を設定し、
　　前記圧縮符号化手段に前記イントラ符号化データを生成させる場合、前記最大符号量
よりも多く前記最大符号量のＮ倍（Ｎは２以上の整数）以下の符号量を設定し、
　前記圧縮符号化手段は、
　　前記イントラ符号化データに対応する前記ピクチャに続く｛Ｎ－１｝枚のピクチャに
ついては、前記所定処理のうちの少なくとも前記出力処理を行わない、
画像符号化装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載の画像符号化装置であって、
　前記圧縮符号化手段は、
　　前記イントラ符号化データについての前記所定処理を、前記許容時間よりも長く前記
許容時間の前記Ｎ倍の時間以下の処理時間をかけて行う、
画像符号化装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の画像符号化装置であって、
　前記圧縮符号化手段は、
　　前記｛Ｎ－１｝枚のピクチャについては、前記所定処理のうちで前記生成処理も行わ
ない、
画像符号化装置。
【請求項４】
　入力動画像を構成する各ピクチャの画像データに圧縮符号化を行ってピクチャごとにイ
ンター符号化データとイントラ符号化データとのうちのいずれか一方を生成する生成処理
と、生成された符号化データを有線または無線の伝送路へ出力する出力処理とを含んだ所
定処理を行う、圧縮符号化手段と、
　前記圧縮符号化手段に対し、前記インター符号化データと前記イントラ符号化データと
のうちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成される符
号量の制御とを行う、制御手段と
を備え、
　前記圧縮符号化手段は、
　　前記イントラ符号化データについての前記所定処理を、前記入力動画像のピクチャレ
ートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当てられる許容時間よりも長く前記許容時間のＮ
倍（Ｎは２以上の整数）の時間以下の処理時間をかけて行い、
　　前記イントラ符号化データに対応する前記ピクチャに続く｛Ｎ－１｝枚のピクチャに
ついては、前記所定処理を行わない、
画像符号化装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のうちのいずれか１項に記載の画像符号化装置と、
　前記画像符号化装置と前記有線または無線の伝送路を介して通信可能に設けられた画像
復号化装置と
を備え、
　前記画像復号化装置は、
　　前記画像符号化装置から前記符号化データを受信し、前記符号化データに基づいて、
前記圧縮符号化に対応する復号化を行うことによって復号化データを生成する、復号化手
段と、
　　前記復号化によって順次生成される前記復号化データを表示装置向けに順次出力する
出力手段と
を含んでおり、
　前記出力手段は、
　　前記イントラ符号化データについての前記復号化が終了するまで、当該イントラ符号
化データの直前に受信した前記インター符号化データに対応するインター復号化データを
繰り返し表示装置向けに出力する、
画像符号化復号化システム。
【請求項６】
　画像符号化装置と、
　前記画像符号化装置と有線または無線の伝送路を介して通信可能に設けられた画像復号
化装置と
を備え、
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　前記画像符号化装置は、
　　入力動画像を構成する各ピクチャの画像データに圧縮符号化を行ってピクチャごとに
インター符号化データとイントラ符号化データとのうちのいずれか一方を生成する生成処
理と、生成された符号化データを前記伝送路へ出力する出力処理とを含んだ所定処理を行
う、圧縮符号化手段と、
　　前記圧縮符号化手段に対し、前記インター符号化データと前記イントラ符号化データ
とのうちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成される
符号量の制御とを行う、制御手段と
を含んでおり、
　前記制御手段は、
　　前記圧縮符号化手段に前記インター符号化データを生成させる場合、前記伝送路の上
限伝送レートと、前記入力動画像のピクチャレートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当
てられる許容時間との乗算値で与えられる最大符号量以下の符号量を設定し、
　　前記圧縮符号化手段に前記イントラ符号化データを生成させる場合、前記最大符号量
よりも多く前記最大符号量のＮ倍（Ｎは２以上の整数）以下の符号量を設定し、
　前記画像復号化装置は、
　　前記画像符号化装置から前記符号化データを受信し、前記符号化データに基づいて、
前記圧縮符号化に対応する復号化を行うことによって復号化データを生成する、復号化手
段と、
　　前記復号化によって順次生成される前記復号化データを表示装置向けに順次出力する
出力手段と
を含んでおり、
　前記出力手段は、
　　前記イントラ符号化データについての前記復号化が終了するまで、当該イントラ符号
化データの直前に受信した前記インター符号化データに対応するインター復号化データを
繰り返し表示装置向けに出力する、
画像符号化復号化システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の画像符号化復号化システムであって、
　前記圧縮符号化手段は、
　　前記イントラ符号化データについての前記所定処理を、前記許容時間よりも長く前記
許容時間の前記Ｎ倍の時間以下の処理時間をかけて行う、
画像符号化復号化システム。
【請求項８】
　画像符号化装置と、
　前記画像符号化装置と有線または無線の伝送路を介して通信可能に設けられた画像復号
化装置と
を備え、
　前記画像符号化装置は、
　　入力動画像を構成する各ピクチャの画像データに圧縮符号化を行ってピクチャごとに
インター符号化データとイントラ符号化データとのうちのいずれか一方を生成する生成処
理と、生成された符号化データを前記伝送路へ出力する出力処理とを含んだ所定処理を行
う、圧縮符号化手段と、
　　前記圧縮符号化手段に対し、前記インター符号化データと前記イントラ符号化データ
とのうちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成される
符号量の制御とを行う、制御手段と
を含んでおり、
　前記圧縮符号化手段は、
　　前記イントラ符号化データについての前記所定処理を、前記入力動画像のピクチャレ
ートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当てられる許容時間よりも長く前記許容時間のＮ



(4) JP 5694674 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

倍（Ｎは２以上の整数）の時間以下の処理時間をかけて行い、
　前記画像復号化装置は、
　　前記画像符号化装置から前記符号化データを受信し、前記符号化データに基づいて、
前記圧縮符号化に対応する復号化を行うことによって復号化データを生成する、復号化手
段と、
　　前記復号化によって順次生成される前記復号化データを表示装置向けに順次出力する
出力手段と
を含んでおり、
　前記出力手段は、
　　前記イントラ符号化データについての前記復号化が終了するまで、当該イントラ符号
化データの直前に受信した前記インター符号化データに対応するインター復号化データを
繰り返し表示装置向けに出力する、
画像符号化復号化システム。
【請求項９】
　（ａ）入力動画像を構成する各ピクチャの画像データに圧縮符号化を行ってピクチャご
とにインター符号化データとイントラ符号化データとのうちのいずれか一方を生成する生
成処理と、生成された符号化データを有線または無線の伝送路へ出力する出力処理とを含
んだ所定処理を行うステップと、
　（ｂ）前記ステップ（ａ）に関して、前記インター符号化データと前記イントラ符号化
データとのうちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成
される符号量の制御とを行うステップと
を備え、
　前記ステップ（ｂ）では、
　　前記ステップ（ａ）で前記インター符号化データを生成させる場合、前記伝送路の上
限伝送レートと、前記入力動画像のピクチャレートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当
てられる許容時間との乗算値で与えられる最大符号量以下の符号量を設定し、
　　前記ステップ（ａ）で前記イントラ符号化データを生成させる場合、前記最大符号量
よりも多く前記最大符号量のＮ倍（Ｎは２以上の整数）以下の符号量を設定し、
　前記ステップ（ａ）では、
　　前記イントラ符号化データに対応する前記ピクチャに続く｛Ｎ－１｝枚のピクチャに
ついては、前記所定処理のうちの少なくとも前記出力処理を行わない、
画像符号化方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の画像符号化方法であって、
　前記ステップ（ａ）では、
　　前記イントラ符号化データについての前記所定処理を、前記許容時間よりも長く前記
許容時間の前記Ｎ倍の時間以下の処理時間をかけて行う、
画像符号化方法。
【請求項１１】
　請求項９または請求項１０に記載の画像符号化方法であって、
　前記ステップ（ａ）では、
　　前記｛Ｎ－１｝枚のピクチャについては、前記所定処理のうちで前記生成処理も行わ
ない、
画像符号化方法。
【請求項１２】
　（ａ）入力動画像を構成する各ピクチャの画像データに圧縮符号化を行ってピクチャご
とにインター符号化データとイントラ符号化データとのうちのいずれか一方を生成する生
成処理と、生成された符号化データを有線または無線の伝送路へ出力する出力処理とを含
んだ所定処理を行うステップと、
　（ｂ）前記ステップ（ａ）に関して、前記インター符号化データと前記イントラ符号化
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データとのうちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成
される符号量の制御とを行うステップと
を備え、
　前記ステップ（ａ）では、
　　前記イントラ符号化データについての前記所定処理を、前記入力動画像のピクチャレ
ートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当てられる許容時間よりも長く前記許容時間のＮ
倍（Ｎは２以上の整数）の時間以下の処理時間をかけて行い、
　　前記イントラ符号化データに対応する前記ピクチャに続く｛Ｎ－１｝枚のピクチャに
ついては、前記所定処理を行わない、
画像符号化方法。
【請求項１３】
　（ｃ）請求項９ないし請求項１２のうちのいずれか１項に記載の画像符号化方法によっ
て生成された前記符号化データを、前記有線または無線の伝送路を介して受信するステッ
プと、
　（ｄ）前記ステップ（ｃ）で受信した前記符号化データに基づいて、前記圧縮符号化に
対応する復号化を行うことによって復号化データを生成するステップと、
　（ｅ）前記ステップ（ｄ）によって順次生成される前記復号化データに基づいて表示装
置に画像表示を行わせるステップと
を備え、
　前記ステップ（ｅ）では、
　　前記ステップ（ｄ）において前記イントラ符号化データについての前記復号化が終了
するまで、当該イントラ符号化データの直前に受信した前記インター符号化データに対応
するインター復号化データを繰り返し用いて前記画像表示を行う、
画像表示方法。
【請求項１４】
　（ａ）入力動画像を構成する各ピクチャの画像データに圧縮符号化を行ってピクチャご
とにインター符号化データとイントラ符号化データとのうちのいずれか一方を生成する生
成処理と、生成された符号化データを有線または無線の伝送路へ出力する出力処理とを含
んだ所定処理を行うステップと、
　（ｂ）前記ステップ（ａ）に関して、前記インター符号化データと前記イントラ符号化
データとのうちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成
される符号量の制御とを行うステップと
を備え、
　前記ステップ（ｂ）では、
　　前記ステップ（ａ）で前記インター符号化データを生成させる場合、前記伝送路の上
限伝送レートと、前記入力動画像のピクチャレートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当
てられる許容時間との乗算値で与えられる最大符号量以下の符号量を設定し、
　　前記ステップ（ａ）で前記イントラ符号化データを生成させる場合、前記最大符号量
よりも多く前記最大符号量のＮ倍（Ｎは２以上の整数）以下の符号量を設定し、
　（ｃ）前記ステップ（ａ）で生成された前記符号化データを、前記有線または無線の伝
送路を介して受信するステップと、
　（ｄ）前記ステップ（ｃ）で受信した前記符号化データに基づいて、前記圧縮符号化に
対応する復号化を行うことによって復号化データを生成するステップと、
　（ｅ）前記ステップ（ｄ）によって順次生成される前記復号化データに基づいて表示装
置に画像表示を行わせるステップと
をさらに備え、
　前記ステップ（ｅ）では、
　　前記ステップ（ｄ）において前記イントラ符号化データについての前記復号化が終了
するまで、当該イントラ符号化データの直前に受信した前記インター符号化データに対応
するインター復号化データを繰り返し用いて前記画像表示を行う、
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画像表示方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の画像表示方法であって、
　前記ステップ（ａ）では、
　　前記イントラ符号化データについての前記所定処理を、前記許容時間よりも長く前記
許容時間の前記Ｎ倍の時間以下の処理時間をかけて行う、
画像表示方法。
【請求項１６】
　（ａ）入力動画像を構成する各ピクチャの画像データに圧縮符号化を行ってピクチャご
とにインター符号化データとイントラ符号化データとのうちのいずれか一方を生成する生
成処理と、生成された符号化データを有線または無線の伝送路へ出力する出力処理とを含
んだ所定処理を行うステップと、
　（ｂ）前記ステップ（ａ）に関して、前記インター符号化データと前記イントラ符号化
データとのうちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成
される符号量の制御とを行うステップと
を備え、
　前記ステップ（ａ）では、
　　前記イントラ符号化データについての前記所定処理を、前記入力動画像のピクチャレ
ートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当てられる許容時間よりも長く前記許容時間のＮ
倍（Ｎは２以上の整数）の時間以下の処理時間をかけて行い、
　（ｃ）前記ステップ（ａ）で生成された前記符号化データを、前記有線または無線の伝
送路を介して受信するステップと、
　（ｄ）前記ステップ（ｃ）で受信した前記符号化データに基づいて、前記圧縮符号化に
対応する復号化を行うことによって復号化データを生成するステップと、
　（ｅ）前記ステップ（ｄ）によって順次生成される前記復号化データに基づいて表示装
置に画像表示を行わせるステップと
をさらに備え、
　前記ステップ（ｅ）では、
　　前記ステップ（ｄ）において前記イントラ符号化データについての前記復号化が終了
するまで、当該イントラ符号化データの直前に受信した前記インター符号化データに対応
するインター復号化データを繰り返し用いて前記画像表示を行う、
画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像符号化装置、画像符号化復号化システム、画像符号化方法、画像表示方
法に係る。
【背景技術】
【０００２】
　動画像の符号化方式としては、例えば、Ｈ．２６４、ＭＰＥＧ（Moving Picture Exper
ts Group）－２、およびＭＰＥＧ－４等が知られている。なお、一般に、符号化の際には
データ圧縮が行われることが多く、このため「符号化」と「圧縮符号化」とが同義で用い
られる場合がある。かかる実情に鑑み、本明細書でも基本的には両者を同義で用いること
にする。
【０００３】
　上記方式ではイントラ符号化とインター符号化が併用されている。イントラ符号化は、
動画像を構成するピクチャを、他のピクチャとは無関係に、そのピクチャだけで符号化す
る手法である。このため、イントラ符号化されたピクチャ（以下、イントラ符号化ピクチ
ャとも称する）は、それ単独で復号化可能である。なお、イントラ符号化ピクチャはＩピ
クチャ（Intra-Picture）とも称される。
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【０００４】
　他方、インター符号化は、他のピクチャとの相関性を利用してインター予測（画面間予
測、ピクチャ間予測等とも称される）を行い、その予測結果、すなわち予測ピクチャを符
号化する手法である。インター予測は、他のピクチャについての予測ピクチャとの間で行
われる場合もある。インター符号化されたピクチャ（以下、インター符号化ピクチャとも
称する）は、インター予測時に参照したピクチャ（参照ピクチャ、参照画面等と称される
）を利用しなければ復号化することができない。なお、インター符号化ピクチャには、動
画像シーケンスにおける前方のピクチャに依拠して符号化されたＰピクチャ（Predictive
-Picture）と、前方および後方のピクチャに依拠して符号化されたＢピクチャ（Bidirect
ional predictive-Picture）との２種類がある。
【０００５】
　なお、イントラ符号化において、符号化の対象とするピクチャを複数のブロック（また
はマクロブロック）に分割し、ブロック間の相関性を利用してイントラ予測（画面内予測
、ピクチャ内予測等とも称される）が行われる場合もある。
【０００６】
　なお、本発明に関連すると思われる技術が下記特許文献１に開示されている（後述する
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－２８７８６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　符号化ピクチャを有線または無線の通信によって伝送する場合、伝送路の通信帯域（換
言すれば伝送レート）の制限内に収まるように、生成する符号化データの量（換言すれば
符号量）を制御する必要がある。
【０００９】
　また、動画像はピクチャの連続により構成されているので、順次入力される各ピクチャ
に対して費やすことができる処理時間（換言すれば処理遅延）には制限がある。このため
、処理時間の長さに応じて、符号量が制御される。
【００１０】
　しかし、符号量が少ないと、復号化されたピクチャの画質は低くなってしまう。一般に
イントラ符号化ピクチャはインター符号化ピクチャに比べて符号量が多くなる。このため
、上記各種制限に適合させるために符号量を削減した場合、イントラ符号化ピクチャの方
がインター符号化ピクチャに比べて削減量が大きくなる。
【００１１】
　したがって、イントラ符号化ピクチャの方が画質低下を起こしやすい。また、イントラ
符号化ピクチャに対応する復号化ピクチャが低画質の場合、動画像全体の画質低下を招く
場合もある。
【００１２】
　そこで、本発明は、動画像の符号化に関して各種制限に適合させつつ画質低下を抑制可
能な技術を提供することを目的とする。また、そのような符号化の処理負荷を低減可能な
技術を提供することを目的とする。また、そのような符号化技術に好適な動画像表示技術
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の態様に係る画像符号化装置は、入力動画像を構成する各ピクチャの画像
データに圧縮符号化を行ってピクチャごとにインター符号化データとイントラ符号化デー
タとのうちのいずれか一方を生成する生成処理と、生成された符号化データを有線または
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無線の伝送路へ出力する出力処理とを含んだ所定処理を行う、圧縮符号化手段と、前記圧
縮符号化手段に対し、前記インター符号化データと前記イントラ符号化データとのうちの
いずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成される符号量の制
御とを行う、制御手段とを備え、前記制御手段は、前記圧縮符号化手段に前記インター符
号化データを生成させる場合、前記伝送路の上限伝送レートと、前記入力動画像のピクチ
ャレートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当てられる許容時間との乗算値で与えられる
最大符号量以下の符号量を設定し、前記圧縮符号化手段に前記イントラ符号化データを生
成させる場合、前記最大符号量よりも多く前記最大符号量のＮ倍（Ｎは２以上の整数）以
下の符号量を設定し、前記圧縮符号化手段は、前記イントラ符号化データに対応する前記
ピクチャに続く｛Ｎ－１｝枚のピクチャについては、前記所定処理のうちの少なくとも前
記出力処理を行わない。
【００１４】
　また、第２の態様に係る画像符号化装置は、上記の第１の態様に係る画像符号化装置で
あって、前記圧縮符号化手段は、前記イントラ符号化データについての前記所定処理を、
前記許容時間よりも長く前記許容時間の前記Ｎ倍の時間以下の処理時間をかけて行う。
【００１６】
　また、第３の態様に係る画像符号化装置は、上記の第１または第２の態様に係る画像符
号化装置であって、前記圧縮符号化手段は、前記｛Ｎ－１｝枚のピクチャについては、前
記所定処理のうちで前記生成処理も行わない。
【００１７】
　また、第４の態様に係る画像符号化装置は、入力動画像を構成する各ピクチャの画像デ
ータに圧縮符号化を行ってピクチャごとにインター符号化データとイントラ符号化データ
とのうちのいずれか一方を生成する生成処理と、生成された符号化データを有線または無
線の伝送路へ出力する出力処理とを含んだ所定処理を行う、圧縮符号化手段と、前記圧縮
符号化手段に対し、前記インター符号化データと前記イントラ符号化データとのうちのい
ずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成される符号量の制御
とを行う、制御手段とを備え、前記圧縮符号化手段は、前記イントラ符号化データについ
ての前記所定処理を、前記入力動画像のピクチャレートに基づいて１ピクチャ当たりに割
り当てられる許容時間よりも長く前記許容時間のＮ倍（Ｎは２以上の整数）の時間以下の
処理時間をかけて行い、前記イントラ符号化データに対応する前記ピクチャに続く｛Ｎ－
１｝枚のピクチャについては、前記所定処理を行わない。
【００１９】
　また、第５の態様に係る画像符号化復号化システムは、上記の第１ないし第４のうちの
いずれか１つの態様に係る画像符号化装置と、前記画像符号化装置と前記有線または無線
の伝送路を介して通信可能に設けられた画像復号化装置とを備え、前記画像復号化装置は
、前記画像符号化装置から前記符号化データを受信し、前記符号化データに基づいて、前
記圧縮符号化に対応する復号化を行うことによって復号化データを生成する、復号化手段
と、前記復号化によって順次生成される前記復号化データを表示装置向けに順次出力する
出力手段とを含んでおり、前記出力手段は、前記イントラ符号化データについての前記復
号化が終了するまで、当該イントラ符号化データの直前に受信した前記インター符号化デ
ータに対応するインター復号化データを繰り返し表示装置向けに出力する。
　また、第６の態様に係る画像符号化復号化システムは、画像符号化装置と、前記画像符
号化装置と有線または無線の伝送路を介して通信可能に設けられた画像復号化装置とを備
え、前記画像符号化装置は、入力動画像を構成する各ピクチャの画像データに圧縮符号化
を行ってピクチャごとにインター符号化データとイントラ符号化データとのうちのいずれ
か一方を生成する生成処理と、生成された符号化データを前記伝送路へ出力する出力処理
とを含んだ所定処理を行う、圧縮符号化手段と、前記圧縮符号化手段に対し、前記インタ
ー符号化データと前記イントラ符号化データとのうちのいずれを生成させるかについての
制御と、前記圧縮符号化によって生成される符号量の制御とを行う、制御手段とを含んで
おり、前記制御手段は、前記圧縮符号化手段に前記インター符号化データを生成させる場
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合、前記伝送路の上限伝送レートと、前記入力動画像のピクチャレートに基づいて１ピク
チャ当たりに割り当てられる許容時間との乗算値で与えられる最大符号量以下の符号量を
設定し、前記圧縮符号化手段に前記イントラ符号化データを生成させる場合、前記最大符
号量よりも多く前記最大符号量のＮ倍（Ｎは２以上の整数）以下の符号量を設定し、前記
画像復号化装置は、前記画像符号化装置から前記符号化データを受信し、前記符号化デー
タに基づいて、前記圧縮符号化に対応する復号化を行うことによって復号化データを生成
する、復号化手段と、前記復号化によって順次生成される前記復号化データを表示装置向
けに順次出力する出力手段とを含んでおり、前記出力手段は、前記イントラ符号化データ
についての前記復号化が終了するまで、当該イントラ符号化データの直前に受信した前記
インター符号化データに対応するインター復号化データを繰り返し表示装置向けに出力す
る。
　また、第７の態様に係る画像符号化復号化システムは、上記の第６の態様に係る画像符
号化復号化システムであって、前記圧縮符号化手段は、前記イントラ符号化データについ
ての前記所定処理を、前記許容時間よりも長く前記許容時間の前記Ｎ倍の時間以下の処理
時間をかけて行う。
　また、第８の態様に係る画像符号化復号化システムは、画像符号化装置と、前記画像符
号化装置と有線または無線の伝送路を介して通信可能に設けられた画像復号化装置とを備
え、前記画像符号化装置は、入力動画像を構成する各ピクチャの画像データに圧縮符号化
を行ってピクチャごとにインター符号化データとイントラ符号化データとのうちのいずれ
か一方を生成する生成処理と、生成された符号化データを前記伝送路へ出力する出力処理
とを含んだ所定処理を行う、圧縮符号化手段と、前記圧縮符号化手段に対し、前記インタ
ー符号化データと前記イントラ符号化データとのうちのいずれを生成させるかについての
制御と、前記圧縮符号化によって生成される符号量の制御とを行う、制御手段とを含んで
おり、前記圧縮符号化手段は、前記イントラ符号化データについての前記所定処理を、前
記入力動画像のピクチャレートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当てられる許容時間よ
りも長く前記許容時間のＮ倍（Ｎは２以上の整数）の時間以下の処理時間をかけて行い、
前記画像復号化装置は、前記画像符号化装置から前記符号化データを受信し、前記符号化
データに基づいて、前記圧縮符号化に対応する復号化を行うことによって復号化データを
生成する、復号化手段と、前記復号化によって順次生成される前記復号化データを表示装
置向けに順次出力する出力手段とを含んでおり、前記出力手段は、前記イントラ符号化デ
ータについての前記復号化が終了するまで、当該イントラ符号化データの直前に受信した
前記インター符号化データに対応するインター復号化データを繰り返し表示装置向けに出
力する。
【００２０】
　また、第９の態様に係る画像符号化方法は、（ａ）入力動画像を構成する各ピクチャの
画像データに圧縮符号化を行ってピクチャごとにインター符号化データとイントラ符号化
データとのうちのいずれか一方を生成する生成処理と、生成された符号化データを有線ま
たは無線の伝送路へ出力する出力処理とを含んだ所定処理を行うステップと、（ｂ）前記
ステップ（ａ）に関して、前記インター符号化データと前記イントラ符号化データとのう
ちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成される符号量
の制御とを行うステップとを備え、前記ステップ（ｂ）では、前記ステップ（ａ）で前記
インター符号化データを生成させる場合、前記伝送路の上限伝送レートと、前記入力動画
像のピクチャレートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当てられる許容時間との乗算値で
与えられる最大符号量以下の符号量を設定し、前記ステップ（ａ）で前記イントラ符号化
データを生成させる場合、前記最大符号量よりも多く前記最大符号量のＮ倍（Ｎは２以上
の整数）以下の符号量を設定し、前記ステップ（ａ）では、前記イントラ符号化データに
対応する前記ピクチャに続く｛Ｎ－１｝枚のピクチャについては、前記所定処理のうちの
少なくとも前記出力処理を行わない。
【００２１】
　また、第１０の態様に係る画像符号化方法は、上記の第９の態様に係る画像符号化方法
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であって、前記ステップ（ａ）では、前記イントラ符号化データについての前記所定処理
を、前記許容時間よりも長く前記許容時間の前記Ｎ倍の時間以下の処理時間をかけて行う
。
【００２３】
　また、第１１の態様に係る画像符号化方法は、上記の第９または第１０の態様に係る画
像符号化方法であって、前記ステップ（ａ）では、前記｛Ｎ－１｝枚のピクチャについて
は、前記所定処理のうちで前記生成処理も行わない。
【００２４】
　また、第１２の態様に係る画像符号化方法は、（ａ）入力動画像を構成する各ピクチャ
の画像データに圧縮符号化を行ってピクチャごとにインター符号化データとイントラ符号
化データとのうちのいずれか一方を生成する生成処理と、生成された符号化データを有線
または無線の伝送路へ出力する出力処理とを含んだ所定処理を行うステップと、（ｂ）前
記ステップ（ａ）に関して、前記インター符号化データと前記イントラ符号化データとの
うちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成される符号
量の制御とを行うステップとを備え、前記ステップ（ａ）では、前記イントラ符号化デー
タについての前記所定処理を、前記入力動画像のピクチャレートに基づいて１ピクチャ当
たりに割り当てられる許容時間よりも長く前記許容時間のＮ倍（Ｎは２以上の整数）の時
間以下の処理時間をかけて行い、前記イントラ符号化データに対応する前記ピクチャに続
く｛Ｎ－１｝枚のピクチャについては、前記所定処理を行わない。
【００２６】
　また、第１３の態様に係る画像表示方法は、（ｃ）上記の第９ないし第１２のうちのい
ずれか１つの態様に係る画像符号化方法によって生成された前記符号化データを、前記有
線または無線の伝送路を介して受信するステップと、（ｄ）前記ステップ（ｃ）で受信し
た前記符号化データに基づいて、前記圧縮符号化に対応する復号化を行うことによって復
号化データを生成するステップと、（ｅ）前記ステップ（ｄ）によって順次生成される前
記復号化データに基づいて表示装置に画像表示を行わせるステップとを備え、前記ステッ
プ（ｅ）では、前記ステップ（ｄ）において前記イントラ符号化データについての前記復
号化が終了するまで、当該イントラ符号化データの直前に受信した前記インター符号化デ
ータに対応するインター復号化データを繰り返し用いて前記画像表示を行う。
　また、第１４の態様に係る画像表示方法は、（ａ）入力動画像を構成する各ピクチャの
画像データに圧縮符号化を行ってピクチャごとにインター符号化データとイントラ符号化
データとのうちのいずれか一方を生成する生成処理と、生成された符号化データを有線ま
たは無線の伝送路へ出力する出力処理とを含んだ所定処理を行うステップと、（ｂ）前記
ステップ（ａ）に関して、前記インター符号化データと前記イントラ符号化データとのう
ちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成される符号量
の制御とを行うステップとを備え、前記ステップ（ｂ）では、前記ステップ（ａ）で前記
インター符号化データを生成させる場合、前記伝送路の上限伝送レートと、前記入力動画
像のピクチャレートに基づいて１ピクチャ当たりに割り当てられる許容時間との乗算値で
与えられる最大符号量以下の符号量を設定し、前記ステップ（ａ）で前記イントラ符号化
データを生成させる場合、前記最大符号量よりも多く前記最大符号量のＮ倍（Ｎは２以上
の整数）以下の符号量を設定し、（ｃ）前記ステップ（ａ）で生成された前記符号化デー
タを、前記有線または無線の伝送路を介して受信するステップと、（ｄ）前記ステップ（
ｃ）で受信した前記符号化データに基づいて、前記圧縮符号化に対応する復号化を行うこ
とによって復号化データを生成するステップと、（ｅ）前記ステップ（ｄ）によって順次
生成される前記復号化データに基づいて表示装置に画像表示を行わせるステップとをさら
に備え、前記ステップ（ｅ）では、前記ステップ（ｄ）において前記イントラ符号化デー
タについての前記復号化が終了するまで、当該イントラ符号化データの直前に受信した前
記インター符号化データに対応するインター復号化データを繰り返し用いて前記画像表示
を行う。
　また、第１５の態様に係る画像表示方法は、上記の第１４の態様に係る画像表示方法で
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あって、前記ステップ（ａ）では、前記イントラ符号化データについての前記所定処理を
、前記許容時間よりも長く前記許容時間の前記Ｎ倍の時間以下の処理時間をかけて行う。
　また、第１６の態様に係る画像表示方法は、（ａ）入力動画像を構成する各ピクチャの
画像データに圧縮符号化を行ってピクチャごとにインター符号化データとイントラ符号化
データとのうちのいずれか一方を生成する生成処理と、生成された符号化データを有線ま
たは無線の伝送路へ出力する出力処理とを含んだ所定処理を行うステップと、（ｂ）前記
ステップ（ａ）に関して、前記インター符号化データと前記イントラ符号化データとのう
ちのいずれを生成させるかについての制御と、前記圧縮符号化によって生成される符号量
の制御とを行うステップとを備え、前記ステップ（ａ）では、前記イントラ符号化データ
についての前記所定処理を、前記入力動画像のピクチャレートに基づいて１ピクチャ当た
りに割り当てられる許容時間よりも長く前記許容時間のＮ倍（Ｎは２以上の整数）の時間
以下の処理時間をかけて行い、（ｃ）前記ステップ（ａ）で生成された前記符号化データ
を、前記有線または無線の伝送路を介して受信するステップと、（ｄ）前記ステップ（ｃ
）で受信した前記符号化データに基づいて、前記圧縮符号化に対応する復号化を行うこと
によって復号化データを生成するステップと、（ｅ）前記ステップ（ｄ）によって順次生
成される前記復号化データに基づいて表示装置に画像表示を行わせるステップとをさらに
備え、前記ステップ（ｅ）では、前記ステップ（ｄ）において前記イントラ符号化データ
についての前記復号化が終了するまで、当該イントラ符号化データの直前に受信した前記
インター符号化データに対応するインター復号化データを繰り返し用いて前記画像表示を
行う。
【発明の効果】
【００２７】
　上記の第１、第６、第９および第１４の態様によれば、イントラ符号化データの符号量
が、伝送路の伝送レートに基づいて規定される上記最大符号量よりも多く設定される。こ
のため、イントラ符号化データの符号量が上記最大符号量以下に設定される場合に比べて
、イントラ符号化データを復号化して得られるピクチャの画質を向上させることができる
。さらには、その結果として、復号化された動画像全体の画質を向上させることができる
。
【００２８】
　上記の第２、第７、第１０および第１５の態様によれば、イントラ符号化データを上記
最大符号量を超える符号量で以て生成可能であり、かつ、そのように増量されたイントラ
符号化データを伝送レートの制限に従いつつも伝送路へ出力完了可能な一形態を提供する
ことができる。かかる一態様によれば、イントラ符号化データについての上記所定処理を
１ピクチャ当たりの許容時間内で終了させる場合に比べて、圧縮符号化手段の処理負荷を
低減することができる。また、処理負荷低減に伴って圧縮符号化手段に高性能な構成を採
用する必要性が低くなるため、低コスト化、省電力化等を図ることができる。
【００２９】
　上記の第１および第９の態様によれば、上記｛Ｎ－１｝枚のピクチャは伝送路への出力
について間引かれるため、伝送路へ出力されるデータ量（符号量）を抑制することができ
る。伝送レートの制限に鑑みれば、上記増量されたイントラ符号化データの出力完了のた
めに、上記｛Ｎ－１｝枚のピクチャ分の許容時間も費やされる。したがって、上記｛Ｎ－
１｝枚のピクチャの出力を間引かない場合には、伝送路へのデータ出力が順次遅延してい
き、さらにはイントラ符号化データの出力の度に遅延が累積していくことになる。これに
対し、上記の第１および第９の態様によれば、そのような出力遅延および遅延累積を防止
することができる。
【００３０】
　上記の第３および第１１の態様によれば、上記｛Ｎ－１｝枚のピクチャ分の処理量が削
減される。これにより、省電力化等を図ることができる。
【００３１】
　上記の第４、第８、第１２および第１６の態様によれば、イントラ符号化データの符号
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量を、１ピクチャ当たりの許容時間内で生成・出力可能な最大符号量よりも、多くするこ
とができる。このため、イントラ符号化データに上記許容時間しか割り当てない場合に比
べて、イントラ符号化データを復号化して得られるピクチャの画質を向上させることがで
きる。さらには、その結果として、復号化された動画像全体の画質を向上させることがで
きる。
【００３２】
　また、上記の第４、第８、第１２および第１６の態様によれば、上記増量されたイント
ラ符号化データを上記許容時間内で生成させる場合に比べて、圧縮符号化手段の処理負荷
を低減することができる。また、処理負荷低減に伴って圧縮符号化手段に高性能な構成を
採用する必要性が低くなるため、低コスト化、省電力化等を図ることができる。
【００３３】
　上記の第４および第１２の態様によれば、上記｛Ｎ－１｝枚のピクチャは伝送路への出
力について間引かれるため、伝送路へ出力されるデータ量（符号量）を抑制することがで
きる。上記｛Ｎ－１｝枚のピクチャの出力を間引かない場合には、伝送路へのデータ出力
が順次遅延していき、さらにはイントラ符号化データの出力の度に遅延が累積していくこ
とになる。これに対し、上記の第４および第１２の態様によれば、そのような出力遅延お
よび遅延累積を防止することができる。
【００３４】
　また、上記の第４および第１２の態様によれば、上記｛Ｎ－１｝枚のピクチャ分の処理
量が削減される。これにより、省電力化等を図ることができる。
【００３５】
　上記の第６、第８、第１４および第１６の態様によれば、イントラ符号化データにはイ
ンター符号化データよりも長い復号化処理時間が必要になるところ、イントラ符号化デー
タの復号化が終了するまでの間は直前のインター符号化データを復号化した画像が繰り返
し表示される。このため、復号化した動画像において画像の欠損（例えば全面黒表示の画
像が割り込む等）が生じないようにすることができる。画像欠損の防止、さらには画像欠
損に起因した表示不具合（例えば画像欠損の存在により画像がちらつく等）の防止により
、動画像の画質を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像符号化復号化システムを概説するブロック図であ
る。
【図２】動画像の構成を概説する図である。
【図３】実施の形態に係る画像符号化装置を概説するブロック図である。
【図４】実施の形態に係る画像符号化装置を概説するブロック図である。
【図５】実施の形態に係る画像復号化装置を概説するブロック図である（ダブルバッファ
構成）。
【図６】実施の形態に係る画像復号化装置に関し、ダブルバッファ構成における記憶領域
の管理を概説する図である。
【図７】実施の形態に係る画像符号化復号化システムの動作を概説する図である。
【図８】従来の圧縮符号化を概説する図である。
【図９】実施の形態に係る圧縮符号化を概説する図である。
【図１０】実施の形態に係る画像符号化復号化システムの動作を概説する図である。
【図１１】実施の形態に係る画像符号化復号化システムの動作を概説する図である。
【図１２】変形例に係る画像復号化装置を概説するブロック図である（シングルバッファ
構成）。
【図１３】変形例に係る画像復号化装置に関し、シングルバッファ構成における記憶領域
の管理を概説する図である。
【図１４】変形例に係る画像符号化装置を概説するブロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【００３７】
　＜画像符号化復号化システム１２＞
　図１に、本発明の実施の形態に係る画像符号化復号化システム１２を概説するブロック
図を示す。図１の例によれば、画像符号化復号化システム１２は、画像符号化装置１４と
、画像復号化装置１６とを含んでいる。なお、説明を分かりやすくするため、図１には表
示装置１８を併記している。
【００３８】
　なお、以下では「画像符号化復号化システム」、「画像符号化装置」および「画像復号
化装置」を、「システム」、「符号化装置」および「復号化装置」とそれぞれ略称する場
合もある。
【００３９】
　符号化装置１４は、動画像の画像データ２２を入力として取得し、当該画像データ２２
を所定の符号化方式に従って符号化することにより符号化データ２４を生成し、当該符号
化データ２４を出力する。入力画像データ２２（換言すれば原画像データ２２）は、例え
ば、不図示の動画像供給源から供給される。
【００４０】
　復号化装置１６は、符号化装置１４と有線または無線による通信が可能に構成されてお
り、符号化装置１４から符号化データ２４を取得する。復号化装置１６は、取得した符号
化データ２４を所定の復号化方式に従って復号化することにより復号化データ２６を生成
し、当該復号化データ２６を出力する。
【００４１】
　復号化装置１６における上記所定の復号化方式は、符号化装置１４における上記所定の
符号化方式に対応するものである。換言すれば、両方式は同じまたは互換性のある符号化
復号化方式に準拠している。符号化復号化方式として、例えば、Ｈ．２６４、ＭＰＥＧ－
２、ＭＰＥＧ－４等が挙げられる。
【００４２】
　表示装置１８は、復号化装置１６と有線または無線による通信が可能に構成されており
、復号化装置１６から復号化データ２６を取得する。表示装置１８は、取得した復号化デ
ータに従って動画像の表示を行う。
【００４３】
　なお、表示装置１８は、復号化装置１６と同じ筐体に収容された形態を採ってもよいし
、あるいは、復号化装置１６とは別の筐体に収容された形態を採ってもよい。
【００４４】
　ここで、符号化装置１４で符号化される動画像について、図２を参照して概説する。図
２に模式的に示すように、符号化の対象となる動画像３０は、時系列に連続する複数のピ
クチャ（ピクチャ画像とも称される）３２で構成されている。なお、図２の例では、左端
のピクチャ３２が先頭のピクチャ３２、すなわち第１番目のピクチャ３２である。かかる
動画像構成の下、各ピクチャ３２の画像データが上記の画像データ２２にあたる。このた
め、符号化装置１４には、各ピクチャ３２の画像データ２２が順次入力される。
【００４５】
　ここでは、ピクチャ３２が、ノン・インターレース方式（プログレッシブ方式とも称さ
れる）におけるフレーム（フレーム画像とも称される）である場合を例示する。この場合
、画像データ２２は、例えば所定のフレームレートで以て、換言すれば所定長さの時間間
隔で以て、符号化装置１４へ入力される。
【００４６】
　但し、ピクチャ３２として、インターレース方式におけるフィールド（フィールド画像
とも称される）を採用することも可能である。あるいは、インターレース方式であっても
、２枚のフィールドから構成されたフレームをピクチャ３２として採用することも可能で
ある。
【００４７】
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　＜画像符号化装置１４＞
　図３に、符号化装置１４を概説するブロック図を示す。図３に例示の符号化装置１４は
、圧縮符号化手段１００と、制御手段２００とを含んでいる。なお、図３では「圧縮符号
化手段」および「制御手段」を「圧縮符号化」および「制御」とそれぞれと略称している
。かかる表記方法は後述の図面においても用いることにする。
【００４８】
　圧縮符号化手段１００は、ピクチャごとに、原画像データ２２を入力として取得し、当
該原画像データ２２を圧縮符号化することにより符号化データ２４を生成する（生成処理
）。そして、圧縮符号化手段１００は、生成した符号化データ２４を、有線または無線の
伝送路へ出力する（出力処理）。ここでは、圧縮符号化がＨ．２６４に準拠する場合を例
示する。かかる例の場合、ピクチャ３２ごとに、符号化データ２４として、インター符号
化によって生成されたデータ（以下、インター符号化データとも称する）とイントラ符号
化によって生成されたデータ（以下、イントラ符号化データとも称する）とのうちのいず
れか一方が出力される。
【００４９】
　ここで、イントラ符号化データは、他のピクチャ３２（図２参照）とは無関係に、符号
化の対象となるピクチャ３２の画像データ２２を符号化したデータである。このため、イ
ントラ符号化データは、それ単独で復号化可能である。イントラ符号化データは、イント
ラ符号化ピクチャ、Ｉピクチャ等とも称される。
【００５０】
　イントラ符号化では、ピクチャ３２を複数のブロック（またはマクロブロック）に分割
し、ブロック間の相関性を利用したイントラ予測が行われる場合がある。但し、イントラ
符号化データとは、イントラ予測の実行／不実行とは無関係に、他のピクチャに依拠する
ことなく符号化されたデータを言うものとする。
【００５１】
　インター符号化データは、他のピクチャ３２（またはそれの予測ピクチャ）との相関性
を利用したインター予測が行われ、その予測結果を符号化したデータである。このため、
インター符号化データは、インター予測時に参照したピクチャ（参照ピクチャ、参照画面
等と称される）のデータを利用しなければ復号化することができない。インター符号化デ
ータはインター符号化ピクチャとも称され、インター符号化ピクチャには前方のピクチャ
に基づいて予測されたＰピクチャと、前方および後方のピクチャに基づいて予測されたＢ
ピクチャとの２種類がある。
【００５２】
　制御手段２００は、圧縮符号化手段１００に対し、インター符号化データとイントラ符
号化データとのうちのいずれを出力させるかについての選択制御を行う。例えば、制御手
段２００は、インター符号化データとイントラ符号化データとのうちのいずれを生成させ
るかについての指示または要求に関する信号２５０を取得し、当該信号２５０の内容に対
応する制御信号２６２を生成し圧縮符号化手段１００へ出力する。これにより、圧縮符号
化手段１００は、制御信号２６２に従って、インター符号化データとイントラ符号化デー
タとのうちのいずれかを生成し出力する。
【００５３】
　ここでは、信号２５０はイントラ符号化データの生成を要求する信号であり、制御信号
２６２が圧縮符号化手段１００にイントラ符号化データを生成させる旨の信号である場合
を例示する。かかる例の場合、制御手段２００は、イントラ符号化データの生成要求信号
２５０を取得することによって、イントラ符号化データの生成指示信号２６２を圧縮符号
化手段２００へ出力する。但し、信号２５０，２６２は、例えば、イントラ符号化データ
とインター符号化データとのいずれに対する生成要求であるかを区別する情報を含んだ信
号であってもよい。
【００５４】
　なお、図３では制御信号２５０が制御手段２００の外部から供給される場合を例示して
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いるが、後に例示するように制御信号２５０は制御手段２００の内部で生成される信号で
あっても構わない。
【００５５】
　制御手段２００は、また、圧縮符号化手段１００に対し、圧縮符号化によって生成され
る符号量（あるいは単位時間当たりに生成する符号量（いわゆる符号生成レート））の制
御を行う。例えば、制御手段２００は、上記のイントラ符号化データ要求信号２５０を取
得することによって、符号量制御信号２６４を生成し、圧縮符号化手段１００へ出力する
。これにより、圧縮符号化手段１００は、制御信号２６４に従って符号量を設定する。
【００５６】
　ここでは、符号量は、イントラ符号化データの生成とインター符号化データの生成のい
ずれにおいても、制御信号２６４によって制御される場合を例示する。
【００５７】
　図４に、符号化装置１４のより具体的な構成例を概説するブロック図を示す。ここでは
Ｈ．２６４に準拠した構成を例示しているが、図示の構成例に限定されるものではない。
【００５８】
　図４に例示の圧縮符号化手段１００は、イントラ予測手段１０２と、インター予測手段
１０４と、イントラ／インター選択手段１０６と、変換手段１０８と、量子化手段１１０
と、符号化手段１１２と、局所復号手段１１４と、参照画像メモリ１１６とを含んでいる
。また、図４に例示の制御手段２００は、画像解析手段２０２と、選択制御手段２１２と
、符号化制御手段２１４とを含んでいる。
【００５９】
　イントラ予測手段１０２は、原画像データ２２を入力として取得し、当該画像データ２
２についてイントラ予測を行うことによりイントラ予測データ（イントラ予測ピクチャと
も称される）１５２を生成し、当該予測データ１５２を出力する。なお、イントラ予測は
周知の手法であるため、ここではその詳述は省略する。
【００６０】
　インター予測手段１０４は、原画像データ２２と、参照画像メモリ１１６に格納されて
いるデータ１６４（後述する）とを入力として取得する。そして、インター予測手段１０
４は、これらのデータ２２，１６４に基づいてインター予測を行うことにより、入力原画
像データ２２に関するインター予測データ（インター予測ピクチャとも称される）１５４
を生成し、当該予測データ１５４を出力する。なお、インター予測は周知の手法であるた
め、ここではその詳述は省略する。
【００６１】
　イントラ／インター選択手段１０６は、イントラ予測データ１５２と、インター予測デ
ータ１５４と、制御手段２００の選択制御手段２１２から出力される制御信号２６２とを
入力として取得し、制御信号２６２による選択指示に従って両予測データ１５２，１５４
のうちのいずれか一方を選択し、選択した予測データ１５６を出力する。
【００６２】
　変換手段１０８は、イントラ／インター選択手段１０６から出力された予測データ１５
６を入力として取得し、当該予測データ１５６に所定の変換を施し、変換済みデータ１５
８を出力する。上記所定の変換として、いわゆる離散コサイン変換（ＤＣＴ）が例示され
る。かかる例示によれば、予測データ１５６は周波数領域のＤＣＴ係数１５８へ直交変換
される。
【００６３】
　量子化手段１１０は、ＤＣＴ係数１５８と、制御手段２００の符号化制御手段２１４か
ら出力される制御信号２６４とを入力として取得する。そして、量子化手段１１０は、制
御信号２６４の内容に従ってＤＣＴ係数１５８に対して量子化を行うことによりＤＣＴ係
数１５８を量子化係数１６０へ変換し、得られた量子化係数１６０を出力する。かかる量
子化は、例えば、ＤＣＴ係数１５８を量子化ステップで除算し、除算結果を整数値に丸め
ることにより行われる。なお、量子化については、符号化制御手段２１４の説明において
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、さらに説明する。
【００６４】
　符号化手段１１２は、量子化係数１６０を入力として取得し、当該係数１６０に対し所
定の符号化を行うことにより符号化データ２４を生成し、当該データ２４を出力する。上
記所定の符号化として、例えば、ハフマン符号化や算術符号化等の可変長符号化を採用可
能である。なお、符号化データ２４の出力は、１つのピクチャ全体の符号化が終了してか
ら行ってもよいし、あるいは、１つのピクチャについて部分的に（例えばスライス単位で
）順次行ってもよい。
【００６５】
　ここで、符号化データ２４に関し、必要に応じて、イントラ符号化データには参照符号
“２４ｔｒａ”を用い、インター符号化データには参照符号“２４ｔｅｒ”を用いること
にする。
【００６６】
　符号化手段１１２は、また、生成した符号化データ２４のデータ量（換言すれば符号発
生量）の情報１６２を適宜、符号化制御手段２１４へ出力する。
【００６７】
　局所復号手段１１４は、量子化手段１１０から出力される量子化係数１６０を入力とし
て取得する。そして、局所復号手段１１４は、量子化係数１６０に対して、量子化手段１
１０における量子化とは逆の処理（逆量子化と称される）と、変換手段１０８における離
散コサイン変換とは逆の処理（逆離散コサイン変換、逆ＤＣＴ等と称される）とを順次行
う。これにより、再構成された予測データ１６４が生成され、局所復号手段１１４から出
力される。なお、局所復号手段１１４において、逆ＤＣＴによる演算結果に対し、例えば
、イントラ補償、動き補償等を行ってもよい。
【００６８】
　参照画像メモリ１１６は、局所復号手段１１４から出力される再構成された予測データ
１６４を記憶する手段である。当該メモリ１１６に格納された予測データ１６４は、イン
ター予測手段１０４がインター予測をする際に参照画像として利用される。
【００６９】
　画像解析手段２０２は、原画像データ２２を入力として取得し、当該データ２２に基づ
いて動画像３０（図２参照）中のシーンチェンジ（すなわち場面転換）を検出し、その検
出結果の信号２５２を出力する。
【００７０】
　シーンチェンジの検出は、例えば、連続する２つのピクチャ３２の画像データ２２を比
較することにより可能である。より具体的には、両画像データ２２の差分値、平均値等が
所定の閾値よりも大きい場合には、シーンチェンジが発生したと判定することが可能であ
る。逆に、上記差分値等が上記閾値以下の場合にはシーンチェンジが発生していないと判
定することが可能である。
【００７１】
　シーンチェンジが発生した場合、シーンチェンジ直後のピクチャ３２（図２参照）はイ
ントラ符号化データ２４ｔｒａとして符号化される必要がある。かかる点に鑑みると、シ
ーンチェンジ検出信号２５２は、圧縮符号化手段１００にイントラ符号化データ２４ｔｒ
ａの生成を要求する信号２５０（図３参照）の一例である。なお、かかる要求信号２５０
が、図３の図示とは異なり、制御手段２００の内部で生成されても良いことは既述の通り
である。
【００７２】
　ここで、制御手段２００の外部からイントラ符号化データ要求信号２５０が入力される
一例として、例えば、不図示の動画像供給源が、原画像データ２２とともに、シーンチェ
ンジを通知する信号２５４を制御手段２００へ供給する場合が挙げられる。例えば、動画
像供給源は、ピクチャ３２の描画情報とともに、そのピクチャ３２がシーンチェンジの位
置に当たるか否かについての情報を通知信号２５４として出力するように構成可能である
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。あるいは、例えば、動画像供給源が画像解析手段２０２と同様の手段を有することによ
り、シーンチェンジ通知信号２５４を発信可である。
【００７３】
　なお、図４では、イントラ符号化データ要求信号２５０（図３参照）の具体例である上
記信号２５２，２５４の両方を、制御手段２００が取得する場合を例示している。これに
対し、上記信号２５２，２５４のいずれか一方のみを取得する構成を採用しても構わない
。
【００７４】
　また、イントラ符号化データ２４ｔｒａの生成は、例えば、符号化装置１４と復号化装
置１６（図１参照）との間で通信エラーが発生した場合にも、エラーリカバリーのために
要求される。この場合、復号化装置１６から発信される要求信号２５６が、制御手段２０
０の外部から与えられるイントラ符号化データ要求信号２５０の一例に当たる。
【００７５】
　図４の例では、イントラ符号化データ要求信号２５２，２５４，２５６は、選択制御手
段２１２へ入力される。
【００７６】
　選択制御手段２１２は、例えばレジスタを利用して構成可能である。より具体的には、
例えば、当該レジスタの状態“０”をイントラ符号化データ２４ｔｒａの生成を要求する
場合に対応させ、当該レジスタの状態“１”をインター符号化データ２４ｔｅｒの生成を
要求する場合に対応させる。この場合、イントラ符号化データ要求信号２５２，２５４，
２５６のうちの少なくとも１つが入力されることによって、レジスタは“０”に設定され
る。その後、イントラ符号化を行うべき画像データ２２の入力が確認された後、レジスタ
は“１”に設定される。選択制御手段２１２は、レジスタのかかる状態に応じて、イント
ラ符号化データを生成させる旨の制御信号２６２を出力することが可能である。
【００７７】
　ところで、動画像３０の第１番目のピクチャ３２もイントラ符号化データ２４ｔｒａに
変換される必要がある。第１番目のピクチャ３２の検出は、例えば、符号化装置１４の電
源投入を検出することにより可能である。例えば、上記レジスタを、符号化装置１４の電
源投入に伴って“０”にリセットされるように構成することにより、電源投入後に最初に
入力される画像データ２２に対してイントラ符号化を要求することが可能である。第１番
目のピクチャ３２の画像データ２２の入力が確認された後、レジスタは“１”に設定され
る。この場合、電源投入により供給される電力が、制御手段２００の内部で生成されるイ
ントラ符号化データ要求信号２５０の一例に当たる。
【００７８】
　なお、イントラ符号化データ要求信号２５０の上記各種態様で１つのレジスタを共有し
てもよいし、あるいは、上記各種態様ごとにレジスタを設けてもよい。
【００７９】
　選択制御手段２１２から出力されるイントラ符号化指示信号２６２は、イントラ／イン
ター選択手段１０６と符号化制御手段２１４に入力される。
【００８０】
　イントラ／インター選択手段１０６は、イントラ符号化指示信号２６２の受信によりイ
ントラ予測データ１５２を出力し、イントラ符号化指示信号２６２の不受信によりインタ
ー予測データ１５４を出力する。
【００８１】
　符号化制御手段２１４は、イントラ符号化指示信号２６２の受信により、イントラ符号
化データ２４ｔｒａの生成に関連した制御信号２６４を量子化手段１１０へ出力する。こ
れに対し、符号化制御手段２１４は、イントラ符号化指示信号２６２の不受信により、イ
ンター符号化データ２４ｔｅｒの生成に関連した制御信号２６４を量子化手段１１０へ出
力する。
【００８２】
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　ここで、制御信号２６４は、量子化手段２１０で用いられる上記量子化ステップとの間
に予め規定された関係を有する量子化パラメータの情報を含んでいる。このため、量子化
手段１１０は、制御信号２６４に含まれる量子化パラメータから、上記予め規定された関
係に従って量子化ステップを導出し、得られた量子化ステップを用いて量子化を行う。
【００８３】
　これに鑑みると、符号化制御手段２１４は、制御信号２６４に含まれる量子化パラメー
タを介して、量子化ステップを制御可能である。なお、図４の構成例では、符号化制御手
段２１４は、符号化手段１１２から過去の符号発生量の情報１６２を取得するため、かか
る過去の符号発生量を参照して量子化パラメータ、すなわち量子化ステップを設定可能で
ある。但し、過去の符号発生量とは無関係に量子化パラメータ、すなわち量子化ステップ
を設定することも可能である。
【００８４】
　上記の予め規定された関係に関し、例えばＭＰＥＧ－２では量子化パラメータは量子化
ステップと比例関係を有し、また、例えばＨ．２６４では量子化パラメータは量子化ステ
ップの対数と比例関係を有している。概して言うならば、量子化パラメータの増大に伴っ
て、量子化ステップも増大する。
【００８５】
　量子化ステップは量子化の粗さ（換言すれば細かさ）を示す指標あるいは指標値である
。このため、量子化ステップが小さいほど、換言すれば量子化パラメータが小さいほど、
画質の劣化は抑えられるが、符号化手段１１２において生成される符号量（換言すればデ
ータ量）は多くなる。つまり、量子化ステップおよび量子化パラメータが小さいほど、圧
縮率は小さくなる。
【００８６】
　これに鑑みると、符号化制御手段２１４は、制御信号２６４によって、より具体的には
当該制御信号２６４に含まれる量子化パラメータによって、圧縮符号化手段１００で生成
する符号の量を制御可能である。符号量制御の具体例については後述する。
【００８７】
　＜画像復号化装置１６＞
　図５に、復号化装置１６を概説するブロック図を示す。なお、図５には表示装置１８を
併記している。図５に例示の復号化装置１６は、復号化手段４００と、バッファ４０２，
４０４と、表示装置向け出力手段４０６とを含んでいる。
【００８８】
　復号化手段４００は、符号化装置１４（図１参照）から送信された符号化データ２４を
入力として取得する。そして、復号化手段４００は、取得した符号化データ２４を、圧縮
符号化手段１００（図４参照）における符号化方式に対応した復号化方式に従って復号化
することにより、復号化データ２６を生成し、当該復号化データ２６を出力する。
【００８９】
　ここで、必要に応じて、イントラ符号化データ２４ｔｒａを復号化して得られる復号化
データ２６をイントラ復号化データ２６ｔｒａと称し、インター符号化データ２４ｔｅｒ
を復号化して得られる復号化データ２６をインター復号化データ２６ｔｅｒと称すること
にする。
【００９０】
　復号化手段４００は、生成した復号化データ２６（イントラ復号化データ２６ｔｒａま
たはインター復号化データ２６ｔｅｒ）を２つのバッファ４０２，４０４のうちのいずれ
か一方へ出力する。この際、復号化手段４００は、格納先のバッファとしてバッファ４０
２，４０４を交互に用いる。例えば、一方のバッファ４０２は奇数番目に復号化したデー
タ２６のために用いられ、他方のバッファ４０４は偶数番目に復号化したデータ２６のた
めに用いられる。かかるダブルバッファ構成によれば、出力手段４０６によって読み出さ
れていないデータ２６が上書きされ消失してしまうのを容易に防止することができる（図
６の模式図を参照）。
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【００９１】
　復号化手段４００は、また、イントラ符号化データ２４ｔｒａの復号化に伴って、その
旨を示す通知信号４５０を出力手段４０６へ出力する。なお、符号化データ２４には、そ
のデータ２４がイントラ符号化データ２４ｔｒａであるか、インター符号化データ２４ｔ
ｅｒであるかの区別を示す情報が付加されているため、復号化手段４００はその区別をす
ることが可能である。
【００９２】
　上記通知信号４５０は、例えば、イントラ符号化データ２４ｔｒａの復号化の実行中継
続される信号形態を採用してもよいし、あるいは、復号化の開始時および終了時に発信さ
れる信号形態を採用してもよい。
【００９３】
　出力手段４０６は、復号化装置１６と表示装置１８とを繋ぐインターフェースである。
出力手段４０６は、基本的には、バッファ４０４，４０６を交互に選定し、選定したバッ
ファから、格納されている復号化データ２６（イントラ復号化データ２６ｔｒａまたはイ
ンター復号化データ２６ｔｅｒ）を読み出す。
【００９４】
　但し、出力手段４０６は、イントラ符号化データ２４ｔｒａに対する復号化が終了する
までは、イントラ復号化データ２６ｔｒａが格納されつつあるバッファとは反対のバッフ
ァから、復号化データ２６を繰り返し読み出す。この場合、復号化中のイントラ符号化デ
ータ２４ｔｒａの直前に受信されたインター符号化データ２４ｔｅｒに対応するインター
復号化データ２６が繰り返し読み出される。出力手段４０６は、イントラ符号化データ２
４ｔｒａに対する復号化が行われているか否かを、上記通知信号４５０によって判別可能
である。
【００９５】
　出力手段４０６は、バッファ４０２，４０４から順次読み出した復号化データ２６を、
表示装置１８へ順次出力する。
【００９６】
　＜システム１２の動作＞
　図７に、システム１２の動作を概説する模式図を示す。図７では、下方向に動作シーケ
ンスの流れを採り、右方向に時間経過を採っている。図７では、説明を分かりやすくする
ために、処理対象となる原ピクチャ３２およびこれに対応する各種データを、四角形を斜
視した図形で模式的に図示している。但し、かかる形状は画像の形状を表すものではない
。なお、当該四角形の面積によって、そのピクチャ３２等のデータ量の概略を表現してい
る。但し、原画像データ２２と符号化データ２４と復号化データ２６との三者間において
当該面積が等しいことは必ずしもデータ量が同じであることを意味するものではない。ま
た、上記四角形の横寸法によって、そのピクチャ３２等に関する各種時間長さの概略を表
現している。
【００９７】
　また、図７には、第｛ｍ－２｝番目から第｛ｍ＋３｝番目の入力ピクチャ３２に対する
処理状況を例示しており、上記四角形内にその順番を記入している。すなわち、上記四角
形内の文字は画像ではない。かかる例示において、第ｍ番目のピクチャ３２（分かりやす
くするために図面では太線で図示している）に対してイントラ符号化等が施され、残余の
ピクチャ３２に対してインター符号化等が施される場合を説明する。ここではｍは４以上
の整数とし、第｛ｍ－２｝番目のピクチャ３２が第１番目の（すなわち先頭の）ピクチャ
３２ではないものとする。但し、第ｍ番目のピクチャ３２が第１番目のピクチャである場
合については、以下の説明から容易に把握可能である。
【００９８】
　＜符号化装置１４への画像データ２２の入力＞
　図７の最上段に例示するように、第｛ｍ－２｝番目から第｛ｍ＋３｝番目のピクチャ３
２の画像データ２２が、この順序で、かつ、所定時間Ｔごとに、符号化装置１４へ入力さ
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れる。すなわち、図７の図示範囲における最初の時間Ｔ内に第｛ｍ－２｝番目のピクチャ
３２の画像データ２２が入力され、続く時間Ｔ内に第｛ｍ－１｝番目のピクチャ３２の画
像データ２２が入力され、以下、同様に画像データ２２の入力が順次行われる。
【００９９】
　上記所定時間Ｔは１枚のピクチャ３２に対して予め割り当てられた時間であり、ここで
は１フレーム期間に相当する。例えば３０フレーム／秒のフレームレートの場合、上記時
間Ｔの長さは１／３０秒である。
【０１００】
　＜圧縮符号化＞
　符号化装置１４は、上記のように、入力画像データ２２のそれぞれに対して圧縮符号化
を行って符号化データ２４を生成する。図７では画像データ２２の入力に対して遅延無く
、圧縮符号化が開始される場合を例示しているが、かかる例に限定されるものではない。
【０１０１】
　ここで、各画像データ２２は上記時間Ｔの間隔で順次入力されるため、圧縮符号化手段
１００による処理（符号化データ２４の生成および出力が含まれる）に許容される、１ピ
クチャ当たりの時間は、基本的には、上記時間Ｔである。
【０１０２】
　特に符号化装置１４では、符号化制御手段２１４（図４参照）が次の符号量制御を行う
。
【０１０３】
　すなわち、圧縮符号化手段１００にインター符号化データ２４ｔｅｒを生成させる場合
、符号化制御手段２１４は、符号化データ２４を復号化装置１６へ送信するための有線ま
たは無線の伝送路の伝送レートに応じて決まる最大符号量（伝送路の上限伝送レートと、
上記許容時間Ｔとの乗算値で算出される）以下の符号量を設定する。他方、圧縮符号化手
段１００にイントラ符号化データ２４ｔｒａを生成させる場合、符号化制御手段２１４は
、上記最大符号量よりも多く、かつ、上記最大符号量のＮ倍（Ｎは２以上の整数）以下の
符号量を設定する。ここでは、Ｎの値は予め設定されるものとする。
【０１０４】
　図７の第２段目の例示では、インター符号化データ２４ｔｅｒとイントラ符号化データ
２４ｔｒａとの符号量（データ量）の相違を、これらのデータ２４ｔｅｒ，２４ｔｒａを
表す四角形の面積の相違によって表現している。なお、インター符号化データ２４ｔｅｒ
の全てを同じ面積によって図示しているが、これは単に図面の煩雑化を避けるために簡略
化した図示に過ぎない。また、図７の第２段目の例示では、符号化データ２４を表す四角
形の横寸法は、その符号化データ２４の生成時間の概略を表している。
【０１０５】
　上記符号量制御によれば、インター符号化データ２４ｔｅｒは、１ピクチャ当たりの許
容時間Ｔ内に出力を完了可能である。他方、上記最大符号量よりも増量されたイントラ符
号化データ２４ｔｒａは、伝送レートの制限から、許容時間Ｔ内に出力を完了させること
はできない。このため、イントラ符号化データ２４ｔｒａの生成・出力に対しては、許容
時間ＴのＮ倍の処理時間Ｔｔｒａが割り当てられる。図７ではＮ＝２の場合、すなわちＴ
ｔｒａ＝Ｔ×２の場合が例示されている。
【０１０６】
　ここで、図７の第２段目には、イントラ符号化データ２４ｔｒａの生成自体は許容時間
Ｔ内に完了可能であるが、生成された符号化データ２４ｔｒａの出力が伝送レートの制限
を受ける結果、イントラ符号化データ２４ｔｒａに関する処理全体に｛Ｔ×２｝の処理時
間がかかる場合を例示している。
【０１０７】
　この例の場合、第ｍ番目のピクチャ３２に対応するイントラ符号化データ２４ｔｒａを
伝送路へ出力中に、次の第｛ｍ＋１｝番目のピクチャ３２の画像データ２２が圧縮符号化
手段１００へ供給される。しかし、圧縮符号化手段１００は、第｛ｍ＋１｝番目の入力画
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像データ２２に対しては符号化データ２４の生成および出力は行わず、次の第｛ｍ＋２｝
番目の入力画像データ２２から符号化データ２４の生成および出力を再開する。すなわち
、第｛ｍ＋１｝番目の入力画像データ２２は、符号化データ２４の生成および出力につい
て間引きされる。
【０１０８】
　また、例えば上記Ｎ＝３の場合であれば、第｛ｍ＋１｝番目および第｛ｍ＋２｝番目の
ピクチャ３２が間引きされる。
【０１０９】
　つまり、符号化データ２４の生成および出力は、イントラ符号化データ２４ｔｒａに対
応するピクチャ３２に続く｛Ｎ－１｝枚のピクチャ３２については行われず、当該｛Ｎ－
１｝枚のピクチャ３２の次のピクチャ３２から再開される。
【０１１０】
　後続の画像データ２２に対する処理不実行は、例えば、イントラ／インター選択手段１
０６が、上記Ｎの値を予め取得し、間引く枚数｛Ｎ－１｝をカウントし、当該カウント中
はイントラ予測データ１５２とインター予測データ１５４のいずれも出力しないことによ
って実現可能である。
【０１１１】
　あるいは、例えば符号化手段１１２が、イントラ／インター選択手段１０６の上記出力
制限およびその解除を行ってもよい。
【０１１２】
　あるいは、例えば、符号化手段１１２や制御手段２００等が、符号化手段１１２または
圧縮符号化手段１００に対するデータの入力制限およびその解除を行ってもよい。
【０１１３】
　＜復号化装置１６への符号化データ２４の入力＞
　符号化装置１４から順次送信される符号化データ２４は、復号化装置１６によって順次
受信される。なお、図７の第３段目に図示されるように、復号化装置１６が受信する符号
化データ２４には、符号化装置１４において間引かれた第｛ｍ＋１｝番目のピクチャ３２
に対応するインター符号化データ２４ｔｅｒは含まれていない。
【０１１４】
　また、図７の第３段目の例示において符号化データ２４を表す四角形の面積は、第２段
目と同様に、符号量（データ量）の概略を表している。また、図７の第３段目の例示では
、符号化データ２４を表す四角形の横寸法は、その符号化データ２４の受信時間の概略を
表している。
【０１１５】
　符号化装置１４における上記符号量制御と装置１４，１６間の伝送レートとによれば、
図７の第３段目に図示されるように、符号化データ２４ｔｅｒ，２４ｔｒａはそれぞれ所
定時間Ｔ，Ｔｔｒａ内に受信を完了可能である。特に増量されたイントラ符号化データ２
４ｔｒａの受信は、伝送路の伝送レートの制限を受ける結果、許容時間Ｔよりも長い時間
Ｔｔｒａがかかる。
【０１１６】
　なお、図７には、圧縮符号化の開始から（ここでは符号化装置１４へ画像データ２２が
入力された時点から）符号化データ２４が復号化装置１６へ到達するまでの遅延時間Ｄを
例示している。かかる遅延時間Ｄには、符号化データ２４の生成および出力に費やされる
処理時間と、装置１４，１６間の伝送に費やされる伝送時間とが含まれる。
【０１１７】
　＜復号化＞
　復号化装置１６は、上記のように、入力された符号化データ２４に対して復号化を行っ
て復号化データ２６を生成する。図７では符号化データ２４の入力に対して遅延無く、復
号化が開始される場合を例示しているが、かかる例に限定されるものではない。
【０１１８】
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　また、図７の第４段目の例示において符号化データ２４を表す四角形の面積は、第２段
目および第３段目と同様に、符号量（データ量）の概略を表している。また、図７の第４
段目の例示では、符号化データ２４を表す四角形の横寸法は、その符号化データ２４の復
号化に要する処理時間の概略を表している。
【０１１９】
　図７の第４段目に図示されるように、符号化データ２４ｔｅｒ，２４ｔｒａの復号化は
それぞれ所定時間Ｔ，Ｔｔｒａ内に完了可能である。特に増量されたイントラ符号化デー
タ２４ｔｒａに関しては、その受信自体に許容時間Ｔよりも長い時間がかかるため、復号
化も許容時間Ｔよりも長い時間がかかる。
【０１２０】
　＜表示装置１８への復号化データ２６の出力＞
　復号化装置１６は、上記のように、復号化データ２６を順次、表示装置１８へ出力する
。これにより、各復号化データ２６に基づく画像が連続的に表示装置１８に表示され、復
号化された動画像が得られる。なお、図７には復号化開始から復号化データ２６が出力さ
れるまでの間に処理時間Ｔと同じ長さの遅延がある場合を例示しているが、かかる例に限
定されるものではない。
【０１２１】
　ここで、イントラ符号化データ２４ｔｒａの復号化処理時間Ｔｔｒａは、インター符号
化データ２４ｔｅｒの復号化処理時間Ｔよりも長い。このため、第｛ｍ－１｝番目のピク
チャ３２に対応するインター復号化データ２６ｔｅｒの出力後に、第ｍ番目のピクチャ３
２に対応するイントラ復号化データ２６ｔｒａの復号化が終了していない場合が生じうる
。

【０１２２】
　かかる点に鑑み、復号化装置１６の出力手段４０６は、図７の最下段に図示されるよう
に、イントラ復号化データ２６ｔｒａの直前のインター復号化データ２６ｔｅｒ、すなわ
ち第｛ｍ－１｝番目のピクチャ３２に対応する復号化データ２６ｔｅｒを再度出力する。
これにより、第｛ｍ－１｝番目のピクチャ３２に対応する復号化データ２６ｔｅｒが再度
表示される。
【０１２３】
　例えばＴｔｒａ＝Ｔ×３の場合、復号化装置１６は、第｛ｍ－１｝番目のピクチャ３２
に対応する復号化データ２６ｔｅｒを合計３回連続して出力する。
【０１２４】
　つまり、イントラ符号化データ２４ｔｒａについての復号化が終了するまで、当該イン
トラ符号化データ２４ｔｒａの直前に受信したインター符号化データ２４ｔｅｒに対応す
るインター復号化データ２６ｔｅｒが繰り返し、表示装置１８へ出力される。
【０１２５】
　なお、同じ復号化データ２６ｔｅｒの繰り返し表示は、人の目に静止画像として認識さ
れない時間を限度にするのが好ましい。これは、同じ画像（絵柄）が所定時間を超えて継
続すると、人の目には静止画として認識されやすくなり、その結果、動画像としての画質
低下に繋がる場合があるからである。当該所定時間は、個人差はあるが、約０．１秒が目
安になる。換言すれば、例えば、入力動画像のフレームレートが３０フレーム／秒である
場合、上記Ｎ（Ｎは２以上の整数）の値として２または３が選定されることが好ましい。
【０１２６】
　符号化装置１４、復号化装置１６、システム１２およびこれらに採用されている上記各
種手法によれば、次の効果を得ることができる。
【０１２７】
　まず、イントラ符号化データ２４ｔｒａの符号量が、伝送路の伝送レートに基づいて規
定される上記最大符号量よりも多く設定される。このため、イントラ符号化データ２４ｔ
ｒａの符号量が、インター符号化データ２４ｔｅｒと同様に上記最大符号量以下に設定さ
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れる場合に比べて、イントラ符号化データを復号化して得られるピクチャの画質を向上さ
せることができる。さらには、その結果として、復号化された動画像全体の画質を向上さ
せることができる。
【０１２８】
　ここで、図８の模式図に示すように、従来の圧縮符号化ではインター符号化データとイ
ントラ符号化データとのいずれについても、生成される符号量が、伝送レートに応じて決
まる最大符号量以下になるように、量子化パラメータが制御されていた。
【０１２９】
　これに対し、符号化装置１４では、図９の模式図に示すように、イントラ符号化データ
については、上記最大符号量を超える符号量が許容される。但し、伝送レートによる出力
制限を受けるため、伝送路への出力完了にはインター符号化データよりも時間がかかる。
【０１３０】
　なお、図８および図９にはインター符号化の符号量が変動している場合を例示している
。一般に発生符号量は絵柄（画像の内容）にも依存するため、符号量を一定化するのは非
常に困難である。従ってここで例示したのは、通信帯域による符号量の上限以下でできる
だけ高画質、すなわち高符号量を狙って符号化した結果の一例である。
【０１３１】
　また、イントラ符号化データ２４ｔｒａに対応するピクチャ３２に続く｛Ｎ－１｝枚の
ピクチャ３２については、符号化データ２４の生成および出力が間引かれるため、伝送路
へ出力されるデータ量（符号量）を抑制することができる。伝送レートによる制限に鑑み
れば、上記増量されたイントラ符号化データ２４ｔｒａの出力完了のためには、上記｛Ｎ
－１｝枚のピクチャ分の許容時間Ｔも費やされる。したがって、上記｛Ｎ－１｝枚のピク
チャ３２を間引かない場合には、伝送路へのデータ出力が順次遅延していき、さらにはイ
ントラ符号化データ２４ｔｒａの出力の度に遅延が累積していくことになる。これに対し
、上記の間引き手法によれば、そのような出力遅延および遅延累積を防止することができ
る。
【０１３２】
　ところで、図７の第２段目には、上記のように、イントラ符号化データ２４ｔｒａの生
成自体は許容時間Ｔ内に完了可能である態様を例示した。かかる例の場合、図１０の第２
段目に破線で示すように、上記では間引かれていた第｛ｍ＋１｝番目のピクチャ３２に対
してインター符号化を行うことも可能である。しかし、生成されたインター符号化データ
２４ｔｅｒを出力する場合には、上記のように出力遅延および遅延累積が生じてしまう。
【０１３３】
　このため、伝送路へ出力する予定のない符号化データ２４については、処理量削減のた
め、図７の例のように、その生成さえも行わないのが好ましい。なお、処理量削減の結果
、省電力化等を図ることができる。
【０１３４】
　また、圧縮符号化手段１００が上記のようにイントラ符号化データ２４ｔｒａの生成自
体は許容時間Ｔ内に完了可能な性能を有する場合でも、伝送レートの都合で出力完了まで
に長い時間Ｔｔｒａがかかるのであれば、イントラ符号化データ２４ｔｒａの生成時間を
許容時間Ｔよりも長くしてもよい（図１１参照）。
【０１３５】
　つまり、イントラ符号化データ２４ｔｒａに関する処理を全体的に、許容時間Ｔよりも
長く、かつ、許容時間ＴのＮ倍の時間以下の処理時間Ｔｔｒａをかけて行えばよい。かか
る態様によっても、イントラ符号化データ２４ｔｒａを上記最大符号量を超える符号量で
以て生成可能であり、かつ、そのように増量されたイントラ符号化データ２４ｔｒａを伝
送レートの制限に従いつつも伝送路へ出力完了可能である。
【０１３６】
　これによれば、図７の例に比べて、圧縮符号化手段１００の処理負荷を低減することが
できる。また、処理負荷低減に伴って圧縮符号化手段１００に高性能な構成を採用する必
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要性が低くなるため、低コスト化、省電力化等を図ることができる。
【０１３７】
　上記では、イントラ符号化データ２４ｔｒａにはインター符号化データ２４ｔｅｒより
も長い復号化時間が必要になるところ、イントラ符号化データ２４ｔｒａの復号化が終了
するまでの間は直前のインター符号化データ２４ｔｅｒを復号化した画像が繰り返し表示
される。このため、復号化した動画像において画像の欠損（例えば全面黒表示の画像が割
り込む）が生じないようにすることができる。画像欠損の防止、さらには画像欠損に起因
した表示不具合（例えば画像欠損の存在により画像がちらつく等）の防止により、動画像
の画質を向上させることができる。
【０１３８】
　ところで、上記では、伝送レートに制約がある場合に、イントラ符号化データ２４ｔｒ
ａの増量を実現しうる各種態様を例示した。このうちの図１１の態様を応用すれば、圧縮
符号化手段１００の性能（例えば処理速度）に制約がある場合であっても、イントラ符号
化データ２４ｔｒａの増量を実現可能である。
【０１３９】
　具体的には、圧縮符号化手段１００は、イントラ符号化データ２４ｔｒａについての所
定処理（生成および伝送路への出力が含まれる）を、許容時間Ｔよりも長く、かつ、許容
時間ＴのＮ倍の時間以下の処理時間をかけて行えば良い。
【０１４０】
　これによれば、イントラ符号化データ２４ｔｒａの符号量を、１ピクチャ当たりの許容
時間Ｔ内で生成・出力可能な最大符号量よりも、多くすることができる。このため、イン
トラ符号化データ２４ｔｒａに許容時間Ｔしか割り当てない場合に比べて、イントラ符号
化データ２４ｔｒａを復号化して得られるピクチャの画質を向上させることができる。さ
らには、その結果として、復号化された動画像全体の画質を向上させることができる。
【０１４１】
　また、上記増量されたイントラ符号化データ２４ｔｒａを許容時間Ｔ内で生成させる場
合に比べて、圧縮符号化手段１００の処理負荷が少なくて済む。このため、圧縮符号化手
段１００に高性能な構成を採用する必要性が低くなり、処理速度の遅い構成等を採用する
ことができる。その結果、低コスト化、省電力化等を図ることができる。
【０１４２】
　さて、上記特許文献１に記載の符号化方法では、シーンチェンジ直後の画像をＩピクチ
ャとして符号化するとともに新しいＧＯＰ（Group Of Picture）の先頭に設定する。また
、かかる符号化方法において、シーンチェンジの検出結果と、過去に符号化した結果の蓄
積データとに基づいて、ピクチャタイプ（Ｉ，Ｐ，Ｂピクチャの種別）を決定し、決定さ
れたピクチャタイプに応じて符号化ビットレートを制御する。また、かかる符号化方法に
おいて、ＧＯＰ長を可変にする手法と、ＧＯＰ長は固定し、当該固定長における各ピクチ
ャの情報量を配分する手法とが紹介されている。
【０１４３】
　しかし、特許文献１には、符号化装置１４等に採用されている上記各種手法は開示され
ていない。例えば、伝送路の伝送レートを要因とする制約や、圧縮符号化手段１００の性
能を要因とする制約を満足しつつイントラ符号化データ２４ｔｒａの符号量を増大させて
、高画質化を図る手法は、特許文献１に開示されていない。また、例えば、イントラ符号
化の実行中に入力される画像データ２２を間引く手法も、特許文献１には開示されていな
い。また、イントラ復号化データ２６ｔｒａの直前のインター復号化データ２６ｔｅｒを
繰り返し表示装置向けに出力する手法も、特許文献１には開示されていない。
【０１４４】
　＜変形例１＞
　図１２に、シングルバッファ構成を採用した復号化装置１６Ｂを概説するブロック図を
示す。この復号化装置１６Ｂは、上記の復号化装置１６（図５参照）において２つのバッ
ファ４０４，４０６を１つのバッファ４１０に変更した構成を有している。
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【０１４５】
　シングルバッファ構成では、イントラ復号化データ２６ｔｒａとインター復号化データ
２６ｔｅｒの両方ともバッファ４１０へ格納される。このため、出力手段４０６が、復号
化手段４００に対する書き込み許可／禁止を信号４５２で指示することによって、必要な
データ２６が上書きされて消失してしまうのを防止している。
【０１４６】
　具体的には、バッファ４１０において、表示装置１８への出力（上記の繰り返し出力を
含む）が済んだ復号化データ２６の記憶領域は上書きをしても支障がないので、出力手段
４０６は、そのような上書き許容領域の発生、あるいはさらにその領域の位置指定を書き
込み許可信号４５２によって、復号化手段４００へ通知する。復号化手段４００は、当該
信号４５２の受信により、復号化を行って、その許容領域へ復号化データ２６を書き込む
（図１３の模式図参照）。
【０１４７】
　なお、書き込み許容信号４５２は、復号化データ２６の全体を格納可能な大きさの記憶
領域が発生した時点で発信されてもよいし、あるいは、復号化データ２６を部分的に（例
えばブロック単位で）格納可能な大きさの記憶領域が発生した時点で発信されてもよい。
【０１４８】
　復号化装置１６Ｂによっても、上記各種効果を得ることができる。
【０１４９】
　＜変形例２＞
　上記では、同じ入力画像データ２２に対して、イントラ予測データ１５２とインター予
測データ１５４の両方を生成する場合を例示した（図４参照）。これに対し、制御手段２
００がイントラ符号化要求信号２５０（図３参照）の受信／不受信に従ってイントラ予測
手段１０２とインター予測手段１０４とのうちのいずれか一方のみを制御することによっ
て、イントラ予測データ１５２とインター予測データ１５４のうちの一方のみを生成する
ように変形することも可能である。かかる場合も上記各種効果を得ることができる。
【０１５０】
　＜変形例３＞
　ところで、上記のように、イントラ符号化は、他のピクチャ３２に依拠することなく、
対象とするピクチャ３２を符号化する処理である。このため、イントラ符号化には、イン
トラ予測を行わずに、入力画像データ２２をそのまま符号化する場合も含まれる。
【０１５１】
　かかる点に鑑みた符号化装置１４Ｂのブロック図を図１４に例示する。符号化装置１４
Ｂでは、図４に例示した構成からイントラ予測手段１０２が取り除かれ、入力画像データ
２２がイントラ／インター選択手段１０６へ入力され、イントラ／インター選択手段１０
６から入力画像データ２２とインター予測データ１５４とうちのいずれか一方が出力され
る。符号化装置１４Ｂのその他の構成は、上記の符号化装置１４（図４参照）と同様であ
る。符号化装置１４Ｂによっても、上記各種効果を得ることができる。
【符号の説明】
【０１５２】
　１２　画像符号化復号化システム
　１４，１４Ｂ　画像符号化装置
　１６，１６Ｂ　画像復号化装置
　１８　表示装置
　２２　画像データ
　２４　符号化データ
　２４ｔｅｒ　インター符号化データ
　２４ｔｒａ　イントラ符号化データ
　２６　復号化データ
　２６ｔｅｒ　インター復号化データ
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　２６ｔｒａ　イントラ復号化データ
　３０　動画像
　３２　ピクチャ
　１００　圧縮符号化手段
　２００　制御手段
　４００　復号化手段
　４０６　出力手段
　Ｔ，Ｔｔｒａ　処理時間
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