
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮符号化された画像信号を復号化した後、復号化された画像信号にフィルタリングを
行う画像処理装置であって、
　復号後、水平方向Ｍ画素×垂直方向Ｎ画素からなるブロックを１単位として、ブロック
毎に、前記水平方向Ｍ画素をスキャン単位とする水平スキャンで連続的にスキャンされな
がら入力される画像信号のスキャン方向を、前記水平スキャンから、ブロック毎に、前記
垂直方向Ｎ画素をスキャン単位とする垂直スキャンに変換して連続的に出力するブロック
内水平スキャン－ブロック内垂直スキャン変換回路と、
　前記垂直スキャンに変換された画像信号を前記垂直方向Ｎ画素に対応して遅延する遅延
回路を有し、前記遅延回路から出力される第１の画像信号に対し、前記水平方向の位置に
応じた所定の係数を乗じた、前記第１の画像信号とは水平方向に位置の異なる第２の画像
信号を加算し、フィルタリングした画像信号を生成するフィルタ回路と、
を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記フィルタ回路によるフィルタリング後の画像信号のスキャン方向を、前記水平方向
に変換する水平スキャン変換回路を更に有することを特徴とする請求項１に記載の画像処
理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【産業上の利用分野】
本発明は、デジタル画像に圧縮伸張処理を行う画像処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、撮像装置等で撮影して光電変換により得られた画像を記憶や伝送する際には、種
々の画像処理が施されている。代表的なものの１つに、デジタル化された画像に圧縮を施
してデータ量を小容量化して記録媒体に記録させ、使用する際には、該記録媒体から圧縮
画像データを取出し、伸張して元の画像に再構成する画像処理がある。
【０００３】
図５には、従来の画像処理装置の構成例を示す。また、歪除去フィルタのアルゴリズム等
は、本出願人が提案している特願平３－１４９９号に記載されており、ここでの詳細な説
明は省略する。
【０００４】
通常、２次元の画像入力は、図６（ａ）に示すようなラスタースキャンにより取り込まれ
たラスター信号が１次元に変換されて入力される。しかし、ここでは、ブロック単位で画
像圧縮処理をするために、フレームメモリ等（図示せず）で、図６（ｂ）のようなブロッ
クスキャン信号（例えば、８画素×８画素）に変換された信号が入力される。
【０００５】
また画像の構成は、図７に示すようにフレーム内符号化フレーム（Ｉフレーム）とフレー
ム内符号化フレーム（Ｉフレーム）の間に複数のフレーム間符号化フレーム（Ｐフレーム
）が介在するように構成されている。まず、フレーム内符号化フレーム（Ｉフレーム）と
フレーム間符号化フレーム（Ｐフレーム）では、処理が異なるので、フレーム内符号化フ
レーム（Ｉフレーム）の符号化について説明する。
【０００６】
図５において、ブロックスキャン信号（８画素×８画素）に変換された画像信号は、デー
タセレクタ２３を経て、ＤＣＴ回路２４に入力される。
前記ＤＣＴ回路２４でＤＣＴ係数に変換された画像データは、エンコーダ２５で予め設定
されている量子化テーブルにより、量子化及びハフマン符号化等が行われ、コードメモリ
２６に記憶される。そして、コードメモリ２６に記憶された１画面のデータは図示しない
外部記憶装置等（ハードディスク、テープストリーマ、光磁気記憶装置等）に読み出され
ると同時に、デコーダ２７に入力され、ハフマン復号化及び逆量子化されＤＣＴ係数を発
生する。
【０００７】
そのＤＣＴ係数は、ＩＤＣＴ回路２８に入力される。このＩＤＣＴ回路２８によりＤＣＴ
係数に基づき画像データに変換されたデータは、ブロック－ラスター変換回路２９に入力
され、ラスター信号に変換される。ラスター信号に変換された画像信号は、図８に示す適
応型コンボリューションフィルタ３０でフィルタリングされる。この適応型コンボリュー
ションフィルタ３０の係数、すなわち周波数特性は、デコーダ２７から出力された前記Ｄ
ＣＴ係数により決定される。
【０００８】
前記適応型コンボリューションフィルタ回路３０により、ブロック境界の歪除去をされた
差分画像信号は、加算回路３２に入力される。この加算回路３２はフレーム間符号化フレ
ーム（Ｐフレーム）において差分フレームから元の画像を再構成するための加算回路であ
り、フレーム内符号化フレーム（Ｉフレーム）の場合、データセレクタ３１で“０”が選
択されるため、出力結果は変化しない。加算回路３２の出力は、フレームメモリ３３に書
き込まれると同時に、ラスターブロック変換回路３４に入力され、ブロックスキャン信号
（８画素×８画素）に変換させてからデータセレクタ３５を通過して差分回路２２に入力
される。
【０００９】
次に、フレーム間符号化フレーム（Ｐフレーム）の符号化の説明になる。画像入力信号は
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差分回路２２に入力され、前に処理したフレームの圧縮伸張された画像と差分を取られ、
データセレクタ２３を通過し、ＤＣＴ回路２４に入力される。ＤＣＴ回路２４でＤＣＴ係
数に変換された画像データは、エンコーダ２５で予め設定されている量子化テーブルによ
り量子化及びハフマン符号化等が行われ、コードメモリ２６に記憶される。
【００１０】
前記コードメモリ２６に記憶された１画面のデータは図示しない外部記憶装置等（ハード
ディスク、テープストリーマ、光磁気記憶装置等）に読み出されると同時に、デコーダ２
７に入力されハフマン復号化及び逆量子化されＤＣＴ係数を発生する。そのＤＣＴ係数は
、ＩＤＣＴ回路２８に入力される。このＩＤＣＴ回路２８でＤＣＴ係数から画像データに
変換されたデータは、ブロック－ラスター変換回路２９に入力され、ラスター信号に変換
させる。ラスター信号に変換された画像信号は、前記適応型コンボリューションフィルタ
３０でフィルタリングされる。この適応型コンボリューションフィルタの係数すなわち周
波数特性は、デコーダ２７の出力のＤＣＴ係数により決定される。
【００１１】
そして前記適応型コンボリューションフィルタ回路３０により、ブロック境界の歪除去を
された差分画像信号は、加算回路３２に入力される。
さらにフレームメモリ３３に記憶されている前のフレームの画像が、データセレクタ３１
により選択され、加算回路３２で加算されて出力される。その出力はラスターブロック変
換回路３４でブロック信号に変換され、データセレクタ３５に入力される。この後のフレ
ームはこの繰り返しとなる。
【００１２】
次に、元の画像に再構成する復号の手順について説明する。
まず、符号化されたデータは、図示しない外部記憶装置等（ハードディスク、テープスト
リーマ、光磁気記憶装置等）から読み出され、コードメモリ２６でバッファされた後、デ
コーダ２７に入力され、ハフマン復号化及び逆量子化されＤＣＴ係数を発生する。そのＤ
ＣＴ係数は、ＩＤＣＴ回路２８に入力される。前記ＩＤＣＴ回路２８でＤＣＴ係数から画
像データに変換されたデータは、ブロック－ラスター変換回路２９に入力され、ラスター
信号に変換される。ラスター信号に変換された画像信号は、適応型コンボリューションフ
ィルタ３０で、フィルタリングされる。この適応型コンボリューションフィルタ３０の係
数すなわち周波数特性は、デコーダ２７の出力のＤＣＴ係数により決定される。前記適応
型コンボリューションフィルタ回路３０により、ブロック境界の歪除去をされた画像信号
は、加算回路３２に入力される。フレーム内符号化フレーム（Ｉフレーム）の場合、デー
タセレクタ３１で“０”が選択されるため、出力結果は変わらない。
【００１３】
そして、フレーム間符号化フレーム（Ｐフレーム）の場合は、フレームメモリ３３に記憶
されている前のフレームの画像が、データセレクタ３１により選択され、加算回路３２で
加算されて、画像信号として出力されると共に再び、フレームメモリ３３に書き込まれる
。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前述した従来技術は、圧縮伸張処理がブロックスキャン信号（８画素×８画素）
で行なわれるため、例えば、特願平３－１４９９号に記載されるようなブロック境界の歪
除去フィルタを施す場合には、ＦＩＲフィルタを掛けるために、ブロック－ラスター変換
回路を備えなければならない。このブロック－ラスター変換回路のようなデータの流れを
変える回路は、システムの制御が複雑化され、さらにはリアルタイムの処理上、２ブロッ
クライン分のメモリ容量を使用するために、データの遅延が大きくなっていた。また、大
容量のメモリを必要としＩＣ回路化が難しくなっていた。
【００１５】
そこで本発明は、システムの制御を簡素化しつつ小型化を図り、高品質な動画像又は静止
画像の符号／復号化を実現する画像処理装置を提供することを目的とする。
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【００１６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記目的を達成するために、圧縮符号化された画像信号を復号化した後、復号
化された画像信号にフィルタリングを行う画像処理装置であって、復号後、水平方向Ｍ画
素×垂直方向Ｎ画素からなるブロックを１単位として、ブロック毎に、前記水平方向Ｍ画
素をスキャン単位とする水平スキャンで連続的にスキャンされながら入力される画像信号
のスキャン方向を、前記水平スキャンから、ブロック毎に、前記垂直方向Ｎ画素をスキャ
ン単位とする垂直スキャンに変換して連続的に出力するブロック内水平スキャン－ブロッ
ク内垂直スキャン変換回路と、前記垂直スキャンに変換された画像信号を前記垂直方向Ｎ
画素に対応して遅延する遅延回路を有し、前記遅延回路から出力される第１の画像信号に
対し、前記水平方向の位置に応じた所定の係数を乗じた、前記第１の画像信号とは水平方
向に位置の異なる第２の画像信号を加算し、フィルタリングした画像信号を生成するフィ
ルタ回路と、を有する画像処理装置を提供する。
【００１７】
　さらに、前記フィルタ回路によるフィルタリング後の画像信号のスキャン方向を、前記
水平方向に変換する水平スキャン変換回路を有する画像処理装置を提供する。
【００１８】
【作用】
　これにより、ブロック毎に、水平方向Ｍ画素をスキャン単位とする水平スキャンで連続
的に入力される画像信号のスキャン方向を、ブロック内水平スキャン－ブロック内垂直ス
キャン変換回路により、ブロック毎に、垂直方向Ｎ画素をスキャン単位とする垂直スキャ
ンに変換した後、フィルタ回路にて、遅延回路により垂直方向Ｎ画素に対応して遅延され
た第１の画像信号と、水平方向の位畳に応じた所定の係数を乗じた、第１の画像信号とは
水平方向に位置の異なる第２の画像信号とを加算して、フィルタリングした画像信号が生
成される。また、フィルタ回路によるフィルタリング後の画像信号のスキャン方向が、水
平スキャン変換回路により、水平方向に変換される。
【００１９】
【実施例】
以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
図１には、本発明による実施例としての画像処理装置の概略的な構成を示し説明する。こ
の画像処理装置は、圧縮画像のブロック境界の歪除去フィルタを動画像及び静止画像圧縮
において応用した構成例である。
【００２０】
前述したように、通常、画像入力は図６（ａ）に示すようなラスタースキャンにより得ら
れたラスター信号として入力されているが、本実施例では、ブロック単位で画像圧縮をす
るために、フレームメモリ等（図示せず）で図６（ｂ）に示すようなブロックスキャン信
号（例えば、８画素×８画素）に変換された信号が入力される。
【００２１】
また、画像の構成は、図７に示すようなフレーム内符号化フレーム（Ｉフレーム）とフレ
ーム内符号化フレーム（Ｉフレーム）の間に複数のフレーム間符号化フレーム（Ｐフレー
ム）が介在する構成としている。前記フレーム内符号化フレーム（Ｉフレーム）とフレー
ム間符号化フレーム（Ｐフレーム）では処理が異なるので、最初にフレーム内符号化フレ
ーム（Ｉフレーム）の符号化について説明する。
【００２２】
まず、ブロックスキャン信号（８画素×８画素）に変換された画像信号は、データセレク
タ２を経てＤＣＴ回路３に入力される。このＤＣＴ回路３でＤＣＴ係数に変換された画像
データは、エンコーダ４により予め設定されている量子化テーブルにより量子化及びハフ
マン符号化等が行われ、コードメモリ５に記憶される。前記コードメモリ５に記憶された
１画面のデータは、図示しない外部記録装置等（ハードディスク、テープストリーマ、光
磁気記憶装置等）に読み出されると同時に、デコーダ６に入力され、ハフマン復号化及び
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逆量子化されＤＣＴ係数を発生する。そのＤＣＴ係数は、ＩＤＣＴ回路７に入力される。
【００２３】
次にＩＤＣＴ回路７でＤＣＴ係数から画像データに変換されたデータは、ブロック内水平
スキャン－ブロック内垂直スキャン変換回路８に入力され、ブロック内垂直スキャンに変
換される。
【００２４】
そして図４に示すようなブロック内垂直スキャン信号に変換された画像信号は、適応型コ
ンボリューションフィルタ９でフィルタリングされる。この適応型コンボリューションフ
ィルタ９の係数すなわち周波数特性は、前記デコーダ６から出力された前記ＤＣＴ係数に
より決定される。
【００２５】
また次段の垂直ブロックスキャン用適応型コンボリューションフィルタ回路は、図２に示
すような乗算器４０、加算器４１、ディレイ素子４２、係数セレクタ４３により構成され
ている。
【００２６】
入力された画像データは係数セレクタ４３により選択された係数と乗算され加算器４１で
加算される。ブロック内垂直スキャンの画像信号に水平方向のフィルタを施すには、８画
素おきのデータを加算するために、ディレイ素子４２を８段入れることによりラスタース
キャンした場合の隣接する画素にフィルタしたことになる。
【００２７】
そしてブロック境界の歪を除去をされた差分画像信号は、ブロック内垂直スキャン－ブロ
ック内水平スキャン変換回路１０でブロック内のスキャン方向を変え、加算回路１２に入
力される。この加算回路１２は、フレーム間符号化フレーム（Ｐフレーム）において、差
分フレームから元の画像を再構成するための加算回路１２でありフレーム内符号化フレー
ム（Ｉフレーム）の場合、データセレクタ１１で“０”が選択されるため、出力結果は変
わらない。この加算回路１２の出力は、フレームメモリ１３に書き込まれると同時に、デ
ータセレクタ１４を通過して、差分回路１に入力される。
【００２８】
次にフレーム間符号化フレーム（Ｐフレーム）の符号化について説明する。
画像入力信号は、差分回路１に入力され、前に処理したフレームの圧縮伸張された画像と
差分を取られ、データセレクタ２を経て、ＤＣＴ回路３に入力される。このＤＣＴ回路３
でＤＣＴ係数に変換された画像データは、エンコーダ４により予め設定されている量子化
テーブルにより量子化及びハフマン符号化等が行われ、コードメモリ５に記憶される。こ
のコードメモリ５に記憶された１画面のデータは、図示しない外部記憶装置等（ハードデ
ィスク、テープストリーマ、光磁気記憶装置等）に読み出されると同時に、デコーダ６に
入力され、ハフマン復号化及び逆量子化されＤＣＴ係数を発生する。そのＤＣＴ係数は、
ＩＤＣＴ回路７に入力される。このＩＤＣＴ回路７でＤＣＴ係数から画像データに変換さ
れたデータは、ブロック内水平スキャン－ブロック内垂直スキャン変換回路８に入力され
図４に示すようなブロック内垂直スキャン信号に変換させる。そして、前記ブロック内垂
直スキャン信号に変換された画像信号は、適応型コンボリューションフィルタ９でフィル
タリングされる。この適応型コンボリューションフィルタ９の係数すなわち周波数特性は
、前記デコーダ６から出力された前記ＤＣＴ係数により決定される。
【００２９】
本実施例で採用した図２に示すような垂直ブロックスキャン用適応型コンボリューション
フィルタ回路によりブロック境界の歪を除去された差分画像信号は、ブロック内垂直スキ
ャン－ブロック内水平スキャン変換回路１０でブロック内のスキャン方向を変え、加算回
路１２に入力される。フレームメモリ１３に記憶されている前のフレームの画像がデータ
セレクタ１１により選択され、加算回路１２で加算されて出力される。その出力は、デー
タセレクタ１４に入力される。
【００３０】
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そして、以後のフレームはこのような処理の繰り返しとなる。
次に、元の画像に再構成する復号処理について説明する。
まず、符号化されたデータは図示しない外部記憶装置等（ハードディスク、テープストリ
ーマ、光磁気記憶装置等）から読み出されると同時に、デコーダ６に入力され、ハフマン
復号化及び逆量子化されＤＣＴ係数を発生する。そのＤＣＴ係数は、ＩＤＣＴ回路７に入
力される。このＩＤＣＴ回路７でＤＣＴ係数から画像データに変換されたデータは、ブロ
ック内水平スキャン－ブロック内垂直スキャン変換回路８に入力され、ブロック内垂直ス
キャンに変換させる。このブロック内垂直スキャン信号に変換された画像信号は、適応型
コンボリューションフィルタ９でフィルタリングされる。この適応型コンボリューション
フィルタ９の係数すなわち周波数特性は、デコーダ６から出力された前記ＤＣＴ係数によ
り決定される。
【００３１】
そして本実施例で採用した図２に示すような垂直ブロックスキャン用適応型コンボリュー
ションフィルタ回路により、ブロック境界の歪を除去された差分画像信号は、ブロック内
垂直スキャン－ブロック内水平スキャン変換回路１０でブロック内のスキャン方向を変え
、加算回路１２に入力される。
【００３２】
フレーム内符号化フレーム（Ｉフレーム）の場合、データセレクタ１１で“０”が選択さ
れるため、出力結果は変わらない。フレーム間符号化フレーム（Ｐフレーム）の場合は、
フレームメモリ１３に記憶されている前のフレームの画像がデータセレクタ１１により選
択され、加算回路１２で加算されて画像信号として出力されると共に、再びフレームメモ
リ１３に書き込まれる。
【００３３】
次に、図２に示した垂直ブロックスキャン用適応型コンボリューションフィルタ回路につ
いて更に詳細に説明する。
図３に示すような画像において、最初の行に対して水平方向のフィルタを掛ける場合次の
ような演算をする。
【００３４】
Ｄ０×Ｋ００＋Ｄ１×Ｋ０１＋Ｄ２×Ｋ０２＋Ｄ３×Ｋ０３＋Ｄ４×Ｋ０４＋Ｄ５×Ｋ０
５＋Ｄ６×Ｋ０６
例えば８画素×８画素の垂直ブロックスキャンの場合Ｄ０とＤ１の間に７画素のデータが
入ってしまうので、ディレイ素子４２を８段に組むことにより、結果的にラスタースキャ
ンした場合の隣接する画素にフィルタしたことになる。
【００３５】
以上のことから本実施例の画像処理装置によれば、従来のラスターブロック変換回路では
、２ブロックライン分のメモリを使用したが、本実施例によるブロック内垂直スキャン－
ブロック内水平スキャン変換回路では、１ブロックライン分のメモリで済むために回路が
小型化でき、且つシステムの制御が容易になる。
【００３６】
以上の実施例は、以下のような要旨にまとめられる。
（１）　圧縮処理の施された時間的に連続する入力動画像を復号後、所定ブロックに分割
された画像信号のスキャン方向を変換させてから復号データをコンボリューションフィル
タに供給することを特徴とする画像処理装置。
【００３７】
従って、メモリ容量の小容量化が図られ、従来のラスターブロック変換回路では、２ブロ
ックライン分のメモリを使用したが、本実施例によるブロック内垂直スキャン－ブロック
内水平スキャン変換回路では、１ブロック分のメモリ容量で済むために回路が小型化でき
、且つシステムの制御が容易になる。
【００３８】
（２）　圧縮処理の施された静止画データを復号後、所定ブロックに分割された画像信号
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のスキャン方向を変換させてから復号データをコンボリューションフィルタに供給するこ
とを特徴とする画像処理装置。
【００３９】
従って、前記（１）と同様に、本構成ではメモリ容量の小容量化が図られ、従来のラスタ
ーブロック変換回路では、２ブロックライン分のメモリを使用したが、本構成によるブロ
ック内垂直スキャン－ブロック内水平スキャン変換回路では、１ブロック分のメモリ容量
で済むために回路が小型化でき、且つシステムの制御が容易になる。
【００４０】
（３）　上記スキャン方向の変換は、水平方向スキャンから垂直方向スキャンに変換され
るものである画像処理装置。
従って、１ブロック分のメモリで済み、且つ、水平方向にフィルタを掛ける画素が等間隔
のディレイをもって処理できる。。
【００４１】
（４）　上記コンボリューションフィルタは垂直ブロックスキャン用フィルタであって、
画像圧縮処理の単位がｎ×ｎ画素からなるブロック単位であるとき、ｎ画素分の遅延手段
毎に演算し、フィルタリングを行う画像処理装置。
【００４２】
従って、各画素の積和演算の間にｎ画素ディレイさせることによりラスタ信号に変換させ
ずにダイレクトにフィルタリングでき、結果的にラスタースキャンした場合の隣接する画
素にフィルタしたことになる。
【００４３】
【発明の効果】
　以上詳述したように本発明によれば、フィルタリングに用いるメモリ容量が、１ブロッ
クの垂直方向の画素数とフィルタリングに必要な水平方向の画素数との積に対応した容量
で済み、システムの小型化を図ることができる。
【００４４】
従って、システムの制御を簡素化しつつ小型化を図り、高品質な動画像若しくは静止画像
の符号／復号化を実現する画像処理装置を提供するを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による画像処理装置の実施例の概略的な構成を示す図である。
【図２】実施例のコンボリューションフィルタ回路の構成を示す図である。
【図３】コンボリューションフィルタの動作を説明するための図である。
【図４】２次元の画像をブロック単位で水平若しくは垂直方向に走査するスキャン方法を
示した図である。
【図５】従来の動画像処理装置の構成例を示す図である。
【図６】２次元の画像を１次元で走査するラスタースキャンのスキャン方法を示した図で
ある。
【図７】画像圧縮処理における各フレームの符号化の態様を示した図である。
【図８】従来例のコンボリューションフィルタ回路の構成例を示した図である。
【符号の説明】
１…差分回路、２…データセレクタ、３…ＤＣＴ回路、４…エンコーダ、５…コードメモ
リ、６…デコーダ、７…ＩＤＣＴ回路、８…ブロック内水平スキャン－ブロック内垂直ス
キャン変換回路、９…適応型コンボリューションフィルタ、１０…ブロック内垂直スキャ
ン－ブロック内水平スキャン変換回路、１１…データセレクタ、１２…加算回路、１３…
フレームメモリ、１４…データセレクタ。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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