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(57)【要約】
【課題】　現在予測単位の周辺ピクセルを用いた新たな
イントラ予測方式を通じて、映像特性によってコーディ
ング効率を向上させることである。
【解決手段】　現在サンプルの予測に用いられる第１コ
ーナー隣接サンプル、第２コーナー隣接サンプル、第１
側面サンプル、及び第２側面サンプルを含む参照サンプ
ルを獲得する段階と、参照サンプルに基づき現在サンプ
ルの予測値を決定する段階とを含み、第１コーナー隣接
サンプルは、現在サンプルが含まれた現在ブロックの上
側面に隣接した行、及び現在ブロックの右側面に隣接し
た列の交差点に位置し、第２コーナー隣接サンプルは、
現在ブロックの下側面に隣接した行、及び現在ブロック
の左側面に隣接した列の交差点に位置し、第１側面隣接
サンプルは、現在サンプルが位置した行及び現在ブロッ
クの左側面に隣接した列の交差点に位置し、第２側面隣
接サンプルは、現在ブロックの上側面に隣接した行及び
現在サンプルが位置した列の交差点に位置することを特
徴とする映像のイントラ予測方法。
【選択図】　　　図２３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現在サンプルの予測に用いられる第１コーナー隣接サンプル、及び第２コーナー隣接サ
ンプルを含む参照サンプルを獲得する段階と、
　前記参照サンプルに基づき前記現在サンプルの予測値を決定する段階と、
　前記現在サンプルの前記予測値とオリジナル値との差を示すレジデュアルデータ及び前
記現在サンプルの前記予測値を用いて前記現在サンプルの前記オリジナル値を復元する段
階を含み、
　前記第１コーナー隣接サンプルは、前記現在サンプルが含まれた現在ブロックの上側面
に隣接した行、及び前記現在ブロックの右側面に隣接した列の交差点に位置し、
　前記第２コーナー隣接サンプルは、前記現在ブロックの下側面に隣接した行、及び前記
現在ブロックの左側面に隣接した列の交差点に位置することを特徴とする映像のイントラ
予測方法。
【請求項２】
　前記現在サンプルの予測値を決定する段階は、
　前記現在サンプルの予測値を前記参照サンプルの加重平均値として決定することを特徴
とする請求項１に記載の映像のイントラ予測方法。
【請求項３】
　前記イントラ予測方法は、前記現在ブロックのサイズを示すサイズ情報を獲得する段階
をさらに含み、
　前記加重平均値は、前記サイズ情報及び前記現在ピクセルの位置に基づき決定されるこ
とを特徴とする請求項２に記載の映像のイントラ予測方法。
【請求項４】
　符号化単位の最大サイズに対する情報を用いて、映像は複数の最大符号化単位に分割さ
れ、
　前記最大符号化単位は分割情報によって深度を有する多数の符号化単位に階層的に分割
され、
　現在深度の符号化単位は、上位深度の符号化単位から分割された正方形のデータ単位の
うち一つであり、
　前記分割情報が前記現在深度で分割されることを示す場合、前記現在深度の符号化単位
は、周辺符号化単位と独立して、下位深度の符号化単位に分割され、
　前記分割情報が前記現在深度で分割されないことを示す場合、少なくとも一つの変換単
位を含む少なくとも一つの変換単位は前記現在深度の符号化単位から獲得され、
　前記現在ブロックは、前記少なくとも一つの変換単位のうち一つであることを特徴とす
る請求項１に記載の映像のイントラ予測方法。
【請求項５】
　現在サンプルの予測に用いられる第１コーナー隣接サンプル、及び第２コーナー隣接サ
ンプルを含む参照サンプルを獲得する符号化情報獲得部と、
　前記参照サンプルに基づき前記現在サンプルの予測値を決定する予測値決定部と、
　前記現在サンプルの前記予測値とオリジナル値との差を示すレジデュアルデータ及び前
記現在サンプルの前記予測値を用いて前記現在サンプルの前記オリジナル値を復元する復
元部とを備え、
　第１コーナー隣接サンプルは、前記現在ブロックの上側面に隣接した行、及び前記現在
ブロックの右側面に隣接した列に位置し、
　第２コーナー隣接サンプルは、前記現在ブロックの下側面に隣接した行、及び前記現在
ブロックの左側面に隣接した列に位置することを特徴とする映像のイントラ予測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像の符号化及び復号化に係り、さらに具体的には、多様な方向性及び新た
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なイントラ予測モードを用いて映像の圧縮効率を向上させる映像のイントラ予測符号化／
復号化方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＰＥＧ－１、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４、Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ（Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）のような映像圧縮方式では、映像を符号化
するために１つのピクチャーをマクロブロックに分ける。そして、インター予測及びイン
トラ予測で利用可能なすべての符号化モードでそれぞれのマクロブロックを符号化した後
、マクロブロックの符号化にかかるビット率と、原マクロブロックと復号化されたマクロ
ブロックとの歪曲程度とによって符号化モードを１つ選択し、マクロブロックを符号化す
る。
【０００３】
　高解像度または高画質ビデオコンテンツを再生、保存できるハードウェアの開発及び普
及によって、高解像度または高画質ビデオコンテンツを効果的に符号化または復号化する
ビデオコーデックの必要性が増大しつつある。既存のビデオコーデックによれば、ビデオ
は、所定サイズのマクロブロックに基づいて制限された予測モードによって符号化されて
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、現在予測単位の周辺ピクセルを用いた新たな
イントラ予測方式を通じて、映像特性によってコーディング効率を向上させることである
。
【０００５】
　本発明はまた、現在予測単位の周辺ピクセルを用いた新たな方式のイントラ予測モード
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態による映像のイントラ予測方法は、現在予測単位の右上側に位置し
ている少なくとも１つの周辺ピクセルを用いて、前記現在予測単位の予測される現在ピク
セルと同じ行に位置しつつ、前記現在予測単位の最右側に位置しているピクセルに対応す
る仮想の第１ピクセルを獲得する段階と、前記現在予測単位の左下側に位置している少な
くとも１つの周辺ピクセルを用いて前記現在ピクセルと同じ列に位置しつつ、前記現在予
測単位の最下側に位置しているピクセルに対応する仮想の第２ピクセルを獲得する段階と
、前記第１ピクセル及び前記現在ピクセルと同じ行に位置している左側周辺ピクセルを用
いた線形補間を通じて、前記現在ピクセルの第１予測値を獲得する段階と、前記第２ピク
セル及び前記現在ピクセルと同じ列に位置している上側周辺ピクセルを用いた線形補間を
通じて、前記現在ピクセルの第２予測値を獲得する段階と、前記第１予測値及び前記第２
予測値を用いて前記現在ピクセルの予測値を獲得する段階と、を含むことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の一実施形態による映像のイントラ予測装置は、現在予測単位の右上側に位置し
ている少なくとも１つの周辺ピクセルを用いて、前記現在予測単位の予測される現在ピク
セルと同じ行に位置しつつ、前記現在予測単位の最右側に位置しているピクセルに対応す
る仮想の第１ピクセルを獲得し、前記現在予測単位の左下側に位置している少なくとも１
つの周辺ピクセルを用いて、前記現在ピクセルと同じ列に位置しつつ、前記現在予測単位
の最下側に位置しているピクセルに対応する仮想の第２ピクセルを獲得し、前記第１ピク
セル及び前記現在ピクセルと同じ行に位置している左側周辺ピクセルを用いた線形補間を
通じて前記現在ピクセルの第１予測値を獲得し、前記第２ピクセル及び前記現在ピクセル
と同じ列に位置している上側周辺ピクセルを用いた線形補間を通じて前記現在ピクセルの
第２予測値を獲得し、前記第１予測値及び前記第２予測値を用いて前記現在ピクセルの予
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測値を獲得するイントラ予測部を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の実施形態によれば、周辺ピクセルを用いた多様なイントラ予測方式を通じて、
映像特性によって最適のイントラ予測方式が適用されるようにすることで映像のコーディ
ング効率を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態によるビデオ符号化装置のブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態によるビデオ復号化装置のブロック図である。
【図３】発明の一実施形態による符号化単位の概念図である。
【図４】本発明の一実施形態による符号化単位に基づいた映像符号化部のブロック図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態による符号化単位に基づいた映像復号化部のブロック図であ
る。
【図６】本発明の一実施形態による深度別符号化単位及びパーティションを示す図面であ
る。
【図７】本発明の一実施形態による符号化単位及び変換単位の関係を示す図面である。
【図８】本発明の一実施形態による深度別符号化情報を示す図面である。
【図９】本発明の一実施形態による深度別符号化単位を示す図面である。
【図１０】本発明の一実施形態による符号化単位、予測単位、周波数変換単位の関係を示
す図面である。
【図１１】本発明の一実施形態による符号化単位、予測単位、周波数変換単位の関係を示
す図面である。
【図１２】本発明の一実施形態による符号化単位、予測単位、周波数変換単位の関係を示
す図面である。
【図１３】表１の符号化モード情報による符号化単位、予測単位、変換単位の関係を示す
図面である。
【図１４】本発明の一実施形態による予測単位のサイズによるイントラ予測モードの数を
示す図面である。
【図１５】本発明の一実施形態による多様な方向性を持つイントラ予測モードを説明する
ための参照図である。
【図１６】本発明の一実施形態によって、（ｄｘ，ｄｙ）の方向性を持つ延長線上に位置
している周辺ピクセルと現在ピクセルとの関係を説明するための図面である。
【図１７】本発明の一実施形態によってイントラ予測モード方向を示す図面である。
【図１８】本発明の一実施形態によってイントラ予測モード方向を示す図面である。
【図１９】本発明の一実施形態による３３個の方向性を持つイントラ予測モードの方向を
示す図面である。
【図２０Ａ】本発明の一実施形態によるプランナーモードを説明するための図面である。
【図２０Ｂ】本発明の一実施形態によるプランナーモードを説明するための図面である。
【図２１】本発明の一実施形態によって現在予測単位周辺のフィルタリングされる周辺ピ
クセルを示す図面である。
【図２２】周辺ピクセルのフィルタリング過程を説明するための参照図である。
【図２３】本発明の一実施形態によるプランナーモードによるイントラ予測方法を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付した図面を参照して本発明の望ましい実施形態について具体的に説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態によるビデオ符号化装置のブロック図である。
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【００１２】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００は、最大符号化単位分割部１１０、符号化単
位決定部１２０及び出力部１３０を備える。
【００１３】
　最大符号化単位分割部１１０は、映像の現在ピクチャーのための最大サイズの符号化単
位である最大符号化単位に基づいて現在ピクチャーを区切る。現在ピクチャーが最大符号
化単位より大きければ、現在ピクチャーの映像データは、少なくとも１つの最大符号化単
位に分割される。一実施形態による最大符号化単位は、サイズ３２×３２、６４×６４、
１２８×１２８、２５６×２５６などのデータ単位であり、横及び縦のサイズが８より大
きい２の二乗である正方形のデータ単位である。映像データは、少なくとも１つの最大符
号化単位別に符号化単位決定部１２０に出力される。
【００１４】
　一実施形態による符号化単位は、最大サイズ及び深度で特徴づけられる。深度とは、最
大符号化単位から符号化単位が空間的に分割された回数を示し、深度が深くなるほど深度
別符号化単位は、最大符号化単位から最小符号化単位まで分割される。最大符号化単位の
深度が最上位深度と、最小符号化単位が最下位符号化単位と定義される。最大符号化単位
の深度が深くなるにつれて深度別符号化単位のサイズが低減するので、上位深度の符号化
単位は、複数の下位深度の符号化単位を含む。
【００１５】
　前述したように、符号化単位の最大サイズによって、現在ピクチャーの映像データを最
大符号化単位に分割し、それぞれの最大符号化単位は深度別に分割される符号化単位を含
む。一実施形態による最大符号化単位は深度別に分割されるので、最大符号化単位に含ま
れた空間領域（ｓｐａｔｉａｌ　ｄｏｍａｉｎ）の映像データが深度によって階層的に分
類される。
【００１６】
　最大符号化単位の高さ及び幅を階層的に分割できる総回数を制限する最大深度及び符号
化単位の最大サイズが予め設定される。
【００１７】
　符号化単位決定部１２０は、深度ごとに最大符号化単位の領域が分割された少なくとも
１つの分割領域を符号化して、少なくとも１つの分割領域別に最終符号化結果が出力され
る深度を定める。すなわち、符号化単位決定部１２０は、現在ピクチャーの最大符号化単
位ごとに深度別符号化単位で映像データを符号化して最も小さな符号化誤差が発生する深
度を選択し、符号化深度と定める。定められた符号化深度及び最大符号化単位別映像デー
タは、出力部１３０に出力される。
【００１８】
　最大符号化単位内の映像データは、最大深度以下の少なくとも１つの深度によって深度
別符号化単位に基づいて符号化され、それぞれの深度別符号化単位に基づいた符号化結果
が比較される。深度別符号化単位の符号化誤差の比較結果、符号化誤差の最も小さな深度
が選択される。それぞれの最大化符号化単位ごとに、少なくとも１つの符号化深度が定め
られる。
【００１９】
　最大符号化単位のサイズは、深度が深くなるにつれて符号化単位が階層的に分割されて
分割され、符号化単位の数は増加する。また、１つの最大符号化単位に含まれる同じ深度
の符号化単位であっても、それぞれのデータについての符号化誤差を測定して下位深度へ
の分割如何が定められる。よって、１つの最大符号化単位に含まれるデータであっても、
位置によって深度別符号化誤差が異なるため、位置によって符号化深度が異なって定めら
れる。よって、１つの最大符号化単位について符号化深度が１つ以上設定され、最大符号
化単位のデータは、１つ以上の符号化深度の符号化単位によって区切られる。
【００２０】
　したがって、一実施形態による符号化単位決定部１２０は、現在最大符号化単位に含ま
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れるツリー構造による符号化単位が定められる。一実施形態による‘ツリー構造による符
号化単位’は、現在最大符号化単位に含まれるすべての深度別符号化単位のうち、符号化
深度と定められた深度の符号化単位を含む。符号化深度の符号化単位は、最大符号化単位
内で同一領域では深度によって階層的に定められ、他の領域については独立して定められ
る。同様に、現在領域についての符号化深度は、他の領域についての符号化深度と独立し
て定められる。
【００２１】
　一実施形態による最大深度は、最大符号化単位から最小符号化単位までの分割回数に係
る指標である。一実施形態による第１最大深度は、最大符号化単位から最小符号化単位ま
での総分割回数を示す。一実施形態による第２最大深度は、最大符号化単位から最小符号
化単位までの深度レベルの総数を示す。例えば、最大符号化単位の深度が０ならば、最大
符号化単位が１回分割された符号化単位の深度は１に設定され、２回分割された符号化単
位の深度が２に設定される。この場合、最大符号化単位から４回分割された符号化単位が
最小符号化単位ならば、深度０、１、２、３、４の深度レベルが存在するので、第１最大
深度は４、第２最大深度は５に設定される。
【００２２】
　最大符号化単位の予測符号化及び周波数変換が行われる。予測符号化及び周波数変換も
同様に、最大符号化単位ごとに、最大深度以下の深度ごとに深度別符号化単位に基づいて
行われる。
【００２３】
　最大符号化単位が深度別に分割される度に深度別符号化単位の数が増加するので、深度
が深くなるにつれて生成されるすべての深度別符号化単位について、予測符号化及び周波
数変換を含む符号化が行われねばならない。以下、説明の便宜のために、少なくとも１つ
の最大符号化単位のうち現在深度の符号化単位に基づいて予測符号化及び周波数変換を説
明する。
【００２４】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００は、映像データの符号化のためのデータ単位
のサイズまたは形態を多様に選択できる。映像データの符号化のためには、予測符号化、
周波数変換、エントロピー符号化などの段階を経るが、すべての段階にわたって同じデー
タ単位が使われてもよく、段階別にデータ単位が変更されてもよい。
【００２５】
　例えば、ビデオ符号化装置１００は、映像データの符号化のための符号化単位だけでは
なく、符号化単位の映像データの予測符号化を行うために、符号化単位と異なるデータ単
位を選択できる。
【００２６】
　最大符号化単位の予測符号化のためには、一実施形態による符号化深度の符号化単位、
すなわち、これ以上分割されない符号化単位に基づいて予測符号化が行われる。以下、予
測符号化の基盤になる、これ以上分割されない符号化単位を‘予測単位’と称する。予測
単位が分割されたパーティションは、予測単位及び予測単位の高さ及び幅のうち少なくと
も１つが分割されたデータ単位を含む。
【００２７】
　例えば、サイズ２Ｎ×２Ｎ（但し、Ｎは、正の整数）の符号化単位がこれ以上分割され
ない場合、サイズ２Ｎ×２Ｎの予測単位になり、パーティションのサイズは、２Ｎ×２Ｎ
、２Ｎ×Ｎ、Ｎ×２Ｎ、Ｎ×Ｎなどである。一実施形態によるパーティションタイプは、
予測単位の高さまたは幅が対称的な割合で分割された対称的パーティションだけではなく
、１：ｎまたはｎ：１のように非対称的な割合で分割されたパーティション、幾何学的な
形態に分割されたパーティション、任意的形態のパーティションなどを選択的に含んでも
よい。
【００２８】
　予測単位の予測モードは、イントラモード、インターモード及びスキップモードのうち
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少なくとも１つである。例えば、イントラモード及びインターモードは、２Ｎ×２Ｎ、２
Ｎ×Ｎ、Ｎ×２Ｎ、Ｎ×Ｎサイズのパーティションに対して行われる。また、スキップモ
ードは、２Ｎ×２Ｎサイズのパーティションに対してのみ行われる。符号化単位以内の１
つの予測単位ごとに独立して符号化が行われ、符号化誤差の最も小さな予測モードが選択
される。
【００２９】
　また、一実施形態によるビデオ符号化装置１００は、映像データの符号化のための符号
化単位だけではなく、符号化単位と異なるデータ単位に基づいて符号化単位の映像データ
の周波数変換を行える。
【００３０】
　符号化単位の周波数変換のためには、符号化単位より小さいか、または同じサイズのデ
ータ単位に基づいて周波数変換が行われる。例えば、周波数変換のためのデータ単位は、
イントラモードのためのデータ単位及びインターモードのためのデータ単位を含む。
【００３１】
　以下、周波数変換の基盤になるデータ単位は、‘変換単位’と称する。符号化単位と類
似した方式で、符号化単位内の変換単位も再帰的にさらに小さなサイズの変換単位に分割
されつつ、符号化単位の残差データが、変換深度によってツリー構造による変換単位によ
って区切られる。
【００３２】
　一実施形態による変換単位についても、符号化単位の高さ及び幅が分割して変換単位に
至るまでの分割回数を示す変換深度が設定される。例えば、サイズ２Ｎ×２Ｎの現在符号
化単位の変換単位のサイズが２Ｎ×２Ｎならば、変換深度０、変換単位のサイズがＮ×Ｎ
ならば、変換深度１、変換単位のサイズがＮ／２×Ｎ／２ならば、変換深度２に設定され
る。すなわち、変換単位についても、変換深度によってツリー構造による変換単位が設定
される。
【００３３】
　符号化深度別符号化情報は、符号化深度だけではなく予測関連情報及び周波数変換関連
情報が必要である。よって、符号化単位決定部１２０は、最小符号化誤差を発生させた符
号化深度だけではなく、予測単位をパーティションに分割したパーティションタイプ、予
測単位別予測モード、周波数変換のための変換単位のサイズなどを定める。
【００３４】
　一実施形態による最大符号化単位のツリー構造による符号化単位及びパーティションの
決定方式については、図３ないし１２を参照して詳細に後述する。
【００３５】
　符号化単位決定部１２０は、深度別符号化単位の符号化誤差をラグランジュ乗数（Ｌａ
ｇｒａｎｇｉａｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ）基盤の率－歪曲最適化技法（Ｒａｔｅ－Ｄｉ
ｓｔｏｒｔｉｏｎ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ）を用いて測定できる。
【００３６】
　出力部１３０は、符号化単位決定部１２０で定められた少なくとも１つの符号化深度に
基づいて符号化された最大符号化単位の映像データ及び深度別符号化モードに関する情報
を、ビットストリーム形態に出力する。
【００３７】
　符号化された映像データは、映像の残差データの符号化結果である。
【００３８】
　深度別符号化モードに関する情報は、符号化深度情報、予測単位のパーティションタイ
プ情報、予測モード情報、変換単位のサイズ情報などを含む。
【００３９】
　符号化深度情報は、現在深度で符号化せずに下位深度の符号化単位で符号化するかどう
かを示す深度別分割情報を用いて定義される。現在符号化単位の現在深度が符号化深度な
らば、現在符号化単位は現在深度の符号化単位で符号化されるので、現在深度の分割情報
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はこれ以上下位深度に分割されないように定義される。一方、現在符号化単位の現在深度
が符号化深度ではなければ、下位深度の符号化単位を用いた符号化を試みる必要があるた
め、現在深度の分割情報は、下位深度の符号化単位に分割されるように定義される。
【００４０】
　現在深度が符号化深度でなければ、下位深度の符号化単位に分割された符号化単位につ
いて符号化が行われる。現在深度の符号化単位内に下位深度の符号化単位が１つ以上存在
するので、それぞれの下位深度の符号化単位ごとに繰り返して符号化が行われて、同じ深
度の符号化単位ごとに再帰的な符号化が行われる。
【００４１】
　１つの最大符号化単位内にツリー構造の符号化単位が定められ、符号化深度の符号化単
位ごとに少なくとも１つの符号化モードに関する情報が定められねばならないので、１つ
の最大符号化単位については、少なくとも１つの符号化モードに関する情報が定められる
。また、最大符号化単位のデータは、深度によって階層的に区切られて位置別に符号化深
度が異なるので、データについて符号化深度及び符号化モードに関する情報が設定される
。
【００４２】
　したがって、一実施形態による出力部１３０は、最大符号化単位に含まれている符号化
単位、予測単位及び最小単位のうち少なくとも１つについて、該符号化深度及び符号化モ
ードについての符号化情報が割り当てられる。
【００４３】
　一実施形態による最小単位は、最下位符号化深度である最小符号化単位が４分割された
サイズの正方形のデータ単位であり、最大符号化単位に含まれるすべての符号化単位、予
測単位及び変換単位内に含まれる最大サイズの正方形データ単位である。
【００４４】
　例えば、出力部１３０を通じて出力される符号化情報は、深度別符号化単位別符号化情
報と予測単位別符号化情報とに分類される。深度別符号化単位別符号化情報は、予測モー
ド情報、パーティション大きさ情報を含む。予測単位別に伝送される符号化情報は、イン
ターモードの推定方向に関する情報、インターモードの参照映像インデックスに関する情
報、動きベクトルに関する情報、イントラモードのクロマ成分に関する情報、イントラモ
ードの補間方式に関する情報などを含む。また、ピクチャー、スライスまたはＧＯＰ別に
定義される符号化単位の最大サイズに関する情報及び最大深度に関する情報は、ビットス
トリームのヘッダに挿入される。
【００４５】
　ビデオ符号化装置１００の最も簡単な形態の実施形態によれば、深度別符号化単位は、
一階層上位深度の符号化単位の高さ及び幅を半分したサイズの符号化単位である。すなわ
ち、現在深度の符号化単位のサイズが２Ｎ×２Ｎならば、下位深度の符号化単位のサイズ
はＮ×Ｎである。また、２Ｎ×２Ｎサイズの現在符号化単位は、Ｎ×Ｎサイズの下位深度
符号化単位を最大４個含む。
【００４６】
　したがって、一実施形態によるビデオ符号化装置１００は、現在ピクチャーの特性を考
慮して定められた最大符号化単位のサイズ及び最大深度に基づいて、それぞれの最大符号
化単位ごとに最適の形態及び大きさの符号化単位を定めて、ツリー構造による符号化単位
を構成できる。また、それぞれの最大符号化単位ごとに多様な予測モード、周波数変換方
式などで符号化できるので、多様な映像サイズの符号化単位の映像特性を考慮して最適の
符号化モードが定められる。
【００４７】
　したがって、映像の解像度が非常に高いか、データ量の非常に大きい映像を既存マクロ
ブロック単位で符号化すれば、ピクチャー当たりマクロブロックの数が過度に多くなる。
これによって、マクロブロックごとに生成される圧縮情報も多くなるので、圧縮情報の伝
送負担が大きくなってデータ圧縮効率が低下する傾向がある。よって、一実施形態による
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ビデオ符号化装置は、映像のサイズを考慮して符号化単位の最大サイズを増加させつつ、
映像特性を考慮して符号化単位を調節できるので、映像圧縮効率が向上する。
【００４８】
　図２は、本発明の一実施形態によるビデオ復号化装置のブロック図である。一実施形態
によるビデオ復号化装置２００は、受信部２１０、映像データ及び符号化情報抽出部２２
０及び映像データ復号化部２３０を備える。一実施形態によるビデオ復号化装置２００の
各種プロセッシングのための符号化単位、深度、予測単位、変換単位、各種符号化モード
に関する情報など各種用語の定義は、図１及びビデオ符号化装置１００を参照して前述し
た通りである。
【００４９】
　受信部２０５は、符号化されたビデオについてのビットストリームを受信してパージン
グする。映像データ及び符号化情報抽出部２２０は、パージングされたビットストリーム
から最大符号化単位別に、ツリー構造による符号化単位によって符号化単位ごとに符号化
された映像データを抽出して、映像データ復号化部２３０に出力する。映像データ及び符
号化情報抽出部２２０は、現在ピクチャーについてのヘッダから現在ピクチャーの符号化
単位の最大サイズに関する情報を抽出できる。
【００５０】
　また、映像データ及び符号化情報抽出部２２０はパージングされたビットストリームか
ら最大符号化単位別にツリー構造による符号化単位についての符号化深度及び符号化モー
ドに関する情報を抽出する。抽出された符号化深度及び符号化モードに関する情報は映像
データ復号化部２３０に出力される。すなわち、ビット列の映像データを最大符号化単位
に分割して、映像データ復号化部２３０が最大符号化単位ごとに映像データを復号化可能
にする。
【００５１】
　最大符号化単位別符号化深度及び符号化モードに関する情報は、１つ以上の符号化深度
情報について設定され、符号化深度別符号化モードに関する情報は、該符号化単位のパー
ティションタイプ情報、予測モード情報及び変換単位のサイズ情報などを含む。また、符
号化深度情報として、深度別分割情報が抽出されてもよい。
【００５２】
　映像データ及び符号化情報抽出部２２０が抽出した最大符号化単位別符号化深度及び符
号化モードに関する情報は、一実施形態によるビデオ符号化装置１００のように、符号化
端で、最大符号化単位別深度別符号化単位ごとに繰り返して符号化を行って最小符号化誤
差を発生させると定められた符号化深度及び符号化モードに関する情報である。よって、
ビデオ復号化装置２００は、最小符号化誤差を発生させる符号化方式によってデータを復
号化して映像を復元できる。
【００５３】
　一実施形態による符号化深度及び符号化モードについての符号化情報は、該符号化単位
、予測単位及び最小単位のうち所定データ単位について割り当てられるので、映像データ
及び符号化情報抽出部２２０は、所定データ単位別に符号化深度及び符号化モードに関す
る情報を抽出できる。所定データ単位別に、該最大符号化単位の符号化深度及び符号化モ
ードに関する情報が記録されていれば、同じ符号化深度及び符号化モードに関する情報を
持っている所定データ単位は、同じ最大符号化単位に含まれるデータ単位と類推される。
【００５４】
　映像データ復号化部２３０は、最大符号化単位別符号化深度及び符号化モードに関する
情報に基づいて、それぞれの最大符号化単位の映像データを復号化して現在ピクチャーを
復元する。すなわち、映像データ復号化部２３０は、最大符号化単位に含まれるツリー構
造による符号化単位のうちそれぞれの符号化単位ごとに、読み取られたパーティションタ
イプ、予測モード、変換単位に基づいて符号化された映像データを復号化する。復号化過
程は、イントラ予測及び動き補償を含む予測過程、及び周波数逆変換過程を含む。
【００５５】
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　映像データ復号化部２３０は、符号化深度別符号化単位の予測単位のパーティションタ
イプ情報及び予測モード情報に基づいて、符号化単位ごとにそれぞれのパーティション及
び予測モードによってイントラ予測または動き補償を行う。
【００５６】
　また、映像データ復号化部２３０は、最大符号化単位別周波数逆変換のために、符号化
深度別符号化単位の変換単位のサイズ情報に基づいて、符号化単位ごとにそれぞれの変換
単位によって周波数逆変換を行う。
【００５７】
　映像データ復号化部２３０は、深度別分割情報を用いて現在最大符号化単位の符号化深
度を定める。もし、分割情報が現在深度でこれ以上分割されないことを示していれば、現
在深度が符号化深度である。よって、映像データ復号化部２３０は、現在最大符号化単位
の映像データについて現在深度の符号化単位を、予測単位のパーティションタイプ、予測
モード及び変換単位サイズ情報を用いて復号化する。
【００５８】
　すなわち、符号化単位、予測単位及び最小単位のうち所定データ単位について設定され
ている符号化情報を観察して、同じ分割情報を含む符号化情報を保有しているデータ単位
が集まって、映像データ復号化部２３０によって同じ符号化モードで復号化する１つのデ
ータ単位と見なされる。
【００５９】
　一実施形態によるビデオ復号化装置２００は、符号化過程で最大符号化単位ごとに再帰
的に符号化を行って、最小符号化誤差を発生させた符号化単位に関する情報を獲得し、現
在ピクチャーについての復号化に用いる。すなわち、最大符号化単位ごとに最適符号化単
位と定められたツリー構造による符号化単位の符号化された映像データの復号化が可能に
なる。
【００６０】
　したがって、高い解像度の映像またはデータ量が過度に多い映像であっても、符号化端
から伝送された最適符号化モードに関する情報を用いて、映像の特性に適応的に定められ
た符号化単位のサイズ及び符号化モードによって効率的に映像データを復号化して復元で
きる。
【００６１】
　以下、図３ないし図１３を参照して本発明の一実施形態によるツリー構造による符号化
単位、予測単位及び変換単位の決定方式が詳細に説明される。
【００６２】
　図３は、階層的符号化単位の概念を示す。
【００６３】
　符号化単位の例は、符号化単位のサイズは幅×高さで表現され、サイズ６４×６４の符
号化単位から、３２×３２、１６×１６、８×８を含む。サイズ６４×６４の符号化単位
は、サイズ６４×６４、６４×３２、３２×６４、３２×３２のパーティションに分割さ
れ、サイズ３２×３２の符号化単位は、サイズ３２×３２、３２ｘ１６、１６×３２、１
６×１６のパーティションに、サイズ１６×１６の符号化単位は、サイズ１６×１６、１
６×８、８×１６、８×８のパーティションに、サイズ８×８の符号化単位は、サイズ８
×８、８×４、４×８、４×４のパーティションに分割される。
【００６４】
　ビデオデータ３１０については、解像度は１９２０×１０８０、符号化単位の最大サイ
ズは６４、最大深度が２に設定されている。ビデオデータ３２０については、解像度は１
９２０×１０８０、符号化単位の最大サイズは６４、最大深度が３に設定されている。ビ
デオデータ３３０については、解像度は３５２×２８８、符号化単位の最大サイズは１６
、最大深度が１に設定されている。図３に示された最大深度は、最大符号化単位から最小
符号化単位までの総分割回数を示す。
【００６５】
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　解像度が高いか、またはデータ量が多い場合、符号化効率の向上だけではなく映像特性
を正確に反映するために、符号化サイズの最大サイズが相対的に大きいことが望ましい。
よって、ビデオデータ３３０に比べて解像度の高いビデオデータ３１０、３２０は、符号
化サイズの最大サイズが６４に選択される。
【００６６】
　ビデオデータ３１０の最大深度は２であるので、ビデオデータ３１０の符号化単位３１
５は、長軸サイズ６４の最大符号化単位から２回分割して深度が２階層深くなって、長軸
サイズ３２、１６の符号化単位まで含む。一方、ビデオデータ３３０の最大深度は１であ
るので、ビデオデータ３３０の符号化単位３３５は、長軸サイズ１６の符号化単位から１
回分割して深度が一階層深くなって、長軸サイズ８の符号化単位まで含む。
【００６７】
　ビデオデータ３２０の最大深度は３であるので、ビデオデータ３２０の符号化単位３２
５は、長軸サイズ６４の最大符号化単位から３回分割して深度が３階層深くなって、長軸
サイズ３２、１６、８の符号化単位まで含む。深度が深くなるほど詳細情報の表現能が向
上する。
【００６８】
　図４は、本発明の一実施形態による符号化単位に基づいた映像符号化部のブロック図で
ある。一実施形態による映像符号化部４００は、ビデオ符号化装置１００の符号化単位決
定部１２０で映像データの符号化に経る作業を含む。すなわち、イントラ予測部４１０は
、現在フレーム４０５のうちイントラモードの符号化単位についてイントラ予測を行い、
動き推定部４２０及び動き補償部４２５は、インターモードの現在フレーム４０５及び参
照フレーム４９５を用いてインタ推定及び動き補償を行う。
【００６９】
　イントラ予測部４１０、動き推定部４２０及び動き補償部４２５から出力されたデータ
は、周波数変換部４３０及び量子化部４４０を経て量子化された変換係数に出力される。
量子化された変換係数は、逆量子化部４６０、周波数逆変換部４７０を通じて空間領域の
データに復元され、復元された空間領域のデータは、デブロッキング部４８０及びループ
フィルタリング部４９０を経て後処理されて参照フレーム４９５に出力される。量子化さ
れた変換係数は、エントロピー符号化部４５０を経てビットストリーム４５５に出力され
る。
【００７０】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００に適用されるためには、映像符号化部４００
の構成要素であるイントラ予測部４１０、動き推定部４２０、動き補償部４２５、周波数
変換部４３０、量子化部４４０、エントロピー符号化部４５０、逆量子化部４６０、周波
数逆変換部４７０、デブロッキング部４８０及びループフィルタリング部４９０がいずれ
も、最大符号化単位ごとに最大深度を考慮して、ツリー構造による符号化単位のうちそれ
ぞれの符号化単位に基づいた作業を行わねばならない。
【００７１】
　特に、イントラ予測部４１０、動き推定部４２０及び動き補償部４２５は、現在最大符
号化単位の最大サイズ及び最大深度を考慮して、ツリー構造による符号化単位のうちそれ
ぞれの符号化単位のパーティション及び予測モードを定め、周波数変換部４３０は、ツリ
ー構造による符号化単位のうちそれぞれの符号化単位内の変換単位のサイズを定めねばな
らない。
【００７２】
　図５は、本発明の一実施形態による符号化単位に基づいた映像復号化部のブロック図で
ある。ビットストリーム５０５がパージング部５１０を経て、復号化対象である符号化さ
れた映像データ及び復号化のために必要な符号化に関する情報がパージングされる。符号
化された映像データは、エントロピー復号化部５２０及び逆量子化部５３０を経て逆量子
化されたデータに出力され、周波数逆変換部５４０を経て空間領域の映像データが復元さ
れる。
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【００７３】
　空間領域の映像データについて、イントラ予測部５５０は、イントラモードの符号化単
位についてイントラ予測を行い、動き補償部５６０は、参照フレーム５８５を共に用いて
インターモードの符号化単位について動き補償を行う。
【００７４】
　イントラ予測部５５０及び動き補償部５６０を経た空間領域のデータは、デブロッキン
グ部５７０及びループフィルタリング部５８０を経て後処理されて復元フレーム５９５に
出力される。また、デブロッキング部５７０及びループフィルタリング部５８０を経て後
処理されたデータは、参照フレーム５８５として出力される。
【００７５】
　ビデオ復号化装置２００の映像データ復号化部２３０で映像データを復号化するために
、一実施形態による映像復号化部５００のパージング部５１０以後の段階別作業が行われ
る。
【００７６】
　一実施形態によるビデオ復号化装置２００に適用されるためには、映像復号化部５００
の構成要素であるパージング部５１０、エントロピー復号化部５２０、逆量子化部５３０
、周波数逆変換部５４０、イントラ予測部５５０、動き補償部５６０、デブロッキング部
５７０及びループフィルタリング部５８０がいずれも、最大符号化単位ごとにツリー構造
による符号化単位に基づいて作業を行わねばならない。
【００７７】
　特に、イントラ予測部５５０、動き補償部５６０は、ツリー構造による符号化単位それ
ぞれごとにパーティション及び予測モードを定め、周波数逆変換部５４０は、符号化単位
ごとに変換単位のサイズを定めねばならない。
【００７８】
　図６は、本発明の一実施形態による深度別符号化単位及びパーティションを示す。
【００７９】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００及び一実施形態によるビデオ復号化装置２０
０は、映像特性を考慮するために階層的な符号化単位を使う。符号化単位の最大高さ及び
幅、最大深度は、映像の特性によって適応的に定められてもよく、ユーザの要求に応じて
多様に設定されてもよい。既定の符号化単位の最大サイズによって、深度別符号化単位の
サイズが定められる。
【００８０】
　一実施形態による符号化単位の階層構造６００は、符号化単位の最大高さ及び幅が６４
であり、最大深度が４の場合を図示している。一実施形態による符号化単位の階層構造６
００の縦軸に沿って深度が深くなるので、深度別符号化単位の高さ及び幅がそれぞれ分割
される。また、符号化単位の階層構造６００の横軸に沿って、それぞれの深度別符号化単
位の予測符号化の基盤になる予測単位及びパーティションが図示されている。
【００８１】
　すなわち、符号化単位６１０は、符号化単位の階層構造６００のうち最大符号化単位で
あり、深度が０であり、符号化単位のサイズ、すなわち、高さ及び幅が６４×６４である
。縦軸に沿って深度が深くなり、サイズ３２×３２の深度１の符号化単位６２０、サイズ
１６×１６の深度２の符号化単位６３０、サイズ８×８の深度３の符号化単位６４０、サ
イズ４×４の深度４の符号化単位６５０が存在する。サイズ４×４の深度４の符号化単位
６５０は、最小符号化単位である。
【００８２】
　それぞれの深度別で横軸に沿って、符号化単位の予測単位及びパーティションが配列さ
れる。すなわち、深度０のサイズ６４×６４の符号化単位６１０が予測単位ならば、予測
単位はサイズ６４×６４の符号化単位６１０に含まれるサイズ６４×６４のパーティショ
ン６１０、サイズ６４×３２のパーティション６１２、サイズ３２×６４のパーティショ
ン６１４、サイズ３２×３２のパーティション６１６に分割される。
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【００８３】
　同様に、深度１のサイズ３２×３２の符号化単位６２０の予測単位は、サイズ３２×３
２の符号化単位６２０に含まれるサイズ３２×３２のパーティション６２０、サイズ３２
ｘ１６のパーティション６２２、サイズ１６×３２のパーティション６２４、サイズ１６
×１６のパーティション６２６に分割される。
【００８４】
　同様に、深度２のサイズ１６×１６の符号化単位６３０の予測単位は、サイズ１６×１
６の符号化単位６３０に含まれるサイズ１６×１６のパーティション６３０、サイズ１６
×８のパーティション６３２、サイズ８×１６のパーティション６３４、サイズ８×８の
パーティション６３６に分割される。
【００８５】
　同様に、深度３のサイズ８×８の符号化単位６４０の予測単位は、サイズ８×８の符号
化単位６４０に含まれるサイズ８×８のパーティション６４０、サイズ８×４のパーティ
ション６４２、サイズ４×８のパーティション６４４、サイズ４×４のパーティション６
４６に分割される。
【００８６】
　最後に、深度４のサイズ４×４の符号化単位６５０は、最小符号化単位であって最下位
深度の符号化単位であり、該予測単位もサイズ４×４のパーティション６５０のみに設定
される。
【００８７】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００の符号化単位決定部１２０は、最大符号化単
位６１０の符号化深度を定めるために、最大符号化単位６１０に含まれるそれぞれの深度
の符号化単位ごとに符号化を行わねばならない。
【００８８】
　同一範囲及びサイズのデータを含むための深度別符号化単位の数は、深度が深くなるほ
ど深度別符号化単位の数も増加する。例えば、深度１の符号化単位１つが含むデータに対
して、深度２の符号化単位は４つ必要である。よって、同じデータの符号化結果を深度別
に比較するために、１つの深度１の符号化単位及び４つの深度２の符号化単位を用いてそ
れぞれ符号化されねばならない。
【００８９】
　それぞれの深度別符号化のためには、符号化単位の階層構造６００の横軸に沿って、深
度別符号化単位の予測単位ごとに符号化を行って、該深度で最も小さな符号化誤差である
代表符号化誤差が選択される。また、符号化単位の階層構造６００の縦軸に沿って深度が
深くなり、それぞれの深度ごとに符号化を行って、深度別代表符号化誤差を比較して最小
符号化誤差が検索される。最大符号化単位６１０のうち最小符号化誤差が発生する深度及
びパーティションが、最大符号化単位６１０の符号化深度及びパーティションタイプと選
択される。
【００９０】
　図７は、本発明の一実施形態による符号化単位及び変換単位の関係を示す。
【００９１】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００または一実施形態によるビデオ復号化装置２
００は、最大符号化単位ごとに最大符号化単位より小さいか、または同じサイズの符号化
単位で映像を符号化または復号化する。符号化過程中に周波数変換のための変換単位のサ
イズは、それぞれの符号化単位より大きくないデータ単位に基づいて選択される。
【００９２】
　例えば、一実施形態によるビデオ符号化装置１００または一実施形態によるビデオ復号
化装置２００で、現在符号化単位７１０が６４×６４サイズの時、３２×３２サイズの変
換単位７２０を用いて周波数変換が行われる。
【００９３】
　また、６４×６４サイズの符号化単位７１０のデータを、６４×６４サイズ以下の３２
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×３２、１６×１６、８×８、４×４サイズの変換単位でそれぞれ周波数変換を行って符
号化した後、原本との誤差が最も少ない変換単位が選択される。
【００９４】
　図８は、本発明の一実施形態によって深度別符号化情報を示す。
【００９５】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００の出力部１３０は、符号化モードに関する情
報として、それぞれの符号化深度の符号化単位ごとにパーティションタイプに関する情報
８００、予測モードに関する情報８１０、変換単位サイズに関する情報８２０を符号化し
て伝送する。
【００９６】
　パーティションタイプに関する情報８００は、現在符号化単位の予測符号化のためのデ
ータ単位として、現在符号化単位の予測単位が分割されたパーティションの形態に関する
情報を示す。例えば、サイズ２Ｎ×２Ｎの現在符号化単位ＣＵ＿０は、サイズ２Ｎ×２Ｎ
のパーティション８０２、サイズ２Ｎ×Ｎのパーティション８０４、サイズＮ×２Ｎのパ
ーティション８０６、サイズＮ×Ｎのパーティション８０８のうちいずれか１つのタイプ
に分割されて用いられる。この場合、現在符号化単位のパーティションタイプに関する情
報８００は、サイズ２Ｎ×２Ｎのパーティション８０２、サイズ２Ｎ×Ｎのパーティショ
ン８０４、サイズＮ×２Ｎのパーティション８０６及びサイズＮ×Ｎのパーティション８
０８のうち１つを示すように設定される。
【００９７】
　予測モードに関する情報８１０は、それぞれのパーティションの予測モードを示す。例
えば、予測モードに関する情報８１０を通じて、パーティションタイプに関する情報８０
０の示すパーティションが、イントラモード８１２、インターモード８１４及びスキップ
モード８１６のうち１つで予測符号化が行われるかどうかが設定される。
【００９８】
　また、変換単位サイズに関する情報８２０は、現在符号化単位をいかなる変換単位に基
づいて周波数変換を行うかを示す。例えば、変換単位は、第１イントラ変換単位サイズ８
２２、第２イントラ変換単位サイズ８２４、第１インタ変換単位サイズ８２６、第２イン
トラ変換単位サイズ８２８のうち１つである。
【００９９】
　一実施形態によるビデオ復号化装置２００の映像データ及び符号化情報抽出部２１０は
、それぞれの深度別符号化単位ごとにパーティションタイプに関する情報８００、予測モ
ードに関する情報８１０、変換単位サイズに関する情報８２０を抽出して復号化に用いる
。
【０１００】
　図９は、本発明の一実施形態による深度別符号化単位を示す。
【０１０１】
　深度の変化を示すために分割情報が用いられる。分割情報は、現在深度の符号化単位が
下位深度の符号化単位に分割されるかどうかを示す。
【０１０２】
　深度０及び２Ｎ＿０×２Ｎ＿０サイズの符号化単位９００の予測符号化のための予測単
位９１０は、２Ｎ＿０×２Ｎ＿０サイズのパーティションタイプ９１２、２Ｎ＿０×Ｎ＿
０サイズのパーティションタイプ９１４、Ｎ＿０×２Ｎ＿０サイズのパーティションタイ
プ９１６、Ｎ＿０×Ｎ＿０サイズのパーティションタイプ９１８を含む。予測単位が対称
的な割合で分割されたパーティション９１２、９１４、９１６、９１８のみ例示されてい
るが、前述したようにパーティションタイプはこれに限定されず、非対称的なパーティシ
ョン、任意的形態のパーティション、幾何学的形態のパーティションなどを含む。
【０１０３】
　パーティションタイプごとに、１つの２Ｎ＿０×２Ｎ＿０サイズのパーティション、２
つの２Ｎ＿０×Ｎ＿０サイズのパーティション、２つのＮ＿０×２Ｎ＿０サイズのパーテ



(15) JP 2015-167389 A 2015.9.24

10

20

30

40

50

ィション、４つのＮ＿０×Ｎ＿０サイズのパーティションごとに繰り返して予測符号化が
行われねばならない。サイズ２Ｎ＿０×２Ｎ＿０、サイズＮ＿０×２Ｎ＿０及びサイズ２
Ｎ＿０×Ｎ＿０及びサイズＮ＿０×Ｎ＿０のパーティションについては、イントラモード
及びインターモードで予測符号化が行われる。サイズ２Ｎ＿０×２Ｎ＿０のパーティショ
ンについてのみ、スキップモードで予測符号化が行われる。
【０１０４】
　サイズ２Ｎ＿０×２Ｎ＿０、２Ｎ＿０×Ｎ＿０及びＮ＿０×２Ｎ＿０のパーティション
タイプ９１２、９１４、９１６のうち１つによる符号化誤差が最も小さければ、これ以上
下位深度に分割する必要がない。
【０１０５】
　サイズＮ＿０×Ｎ＿０のパーティションタイプ９１８による符号化誤差が最も小さけれ
ば、深度０を１に変更しつつ分割し（９２０）、深度２及びサイズＮ＿０×Ｎ＿０のパー
ティションタイプの符号化単位９３０について繰り返して符号化を行って最小符号化誤差
を検索する。
【０１０６】
　深度１及びサイズ２Ｎ＿１×２Ｎ＿１（＝Ｎ＿０×Ｎ＿０）の符号化単位９３０の予測
符号化のための予測単位９４０は、サイズ２Ｎ＿１×２Ｎ＿１のパーティションタイプ９
４２、サイズ２Ｎ＿１ｘＮ＿１のパーティションタイプ９４４、サイズＮ＿１×２Ｎ＿１
のパーティションタイプ９４６、サイズＮ＿１ｘＮ＿１のパーティションタイプ９４８を
含む。
【０１０７】
　また、サイズＮ＿１ｘＮ＿１サイズのパーティションタイプ９４８による符号化誤差が
最も小さければ、深度１を深度２に変更しつつ分割し（９５０）、深度２及びサイズＮ＿
２×Ｎ＿２の符号化単位９６０について繰り返して符号化を行って最小符号化誤差を検索
する。
【０１０８】
　最大深度がｄの場合、深度別分割情報は深度ｄ－１の時まで設定され、分割情報は深度
ｄ－２の時まで設定される。すなわち、深度ｄ－２から分割（９５０）されて深度ｄ－１
まで符号化が行われる場合、深度ｄ－１及びサイズ２Ｎ＿（ｄ－１）×２Ｎ＿（ｄ－１）
の符号化単位９８０の予測符号化のための予測単位９９０は、サイズ２Ｎ＿（ｄ－１）×
２Ｎ＿（ｄ－１）のパーティションタイプ９９２、サイズ２Ｎ＿（ｄ－１）×Ｎ＿（ｄ－
１）のパーティションタイプ９９４、サイズＮ＿（ｄ－１）×２Ｎ＿（ｄ－１）のパーテ
ィションタイプ９９６、サイズＮ＿（ｄ－１）×Ｎ＿（ｄ－１）のパーティションタイプ
９９８を含む。
【０１０９】
　パーティションタイプのうち、１つのサイズ２Ｎ＿（ｄ－１）×２Ｎ＿（ｄ－１）のパ
ーティション、２つのサイズ２Ｎ＿（ｄ－１）×Ｎ＿（ｄ－１）のパーティション、２つ
のサイズＮ＿（ｄ－１）×２Ｎ＿（ｄ－１）のパーティション、４つのサイズＮ＿（ｄ－
１）×Ｎ＿（ｄ－１）のパーティションごとに繰り返して予測符号化を通じる符号化が行
われ、最小符号化誤差が発生するパーティションタイプが検索される。
【０１１０】
　サイズＮ＿（ｄ－１）×Ｎ＿（ｄ－１）のパーティションタイプ９９８による符号化誤
差が最も小さいとしても、最大深度がｄであるので、深度ｄ－１の符号化単位ＣＵ＿（ｄ
－１）はこれ以上下位深度への分割過程を経ず、現在最大符号化単位９００についての符
号化深度が深度ｄ－１と定められ、パーティションタイプはＮ＿（ｄ－１）×Ｎ＿（ｄ－
１）と定められる。また最大深度がｄであるので、深度ｄ－１の符号化単位９５２につい
て分割情報は設定されない。
【０１１１】
　データ単位９９９は、現在最大符号化単位についての‘最小単位’と称する。一実施形
態による最小単位は、最下位符号化深度である最小符号化単位が４分割されたサイズの正
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方形のデータ単位である。このような繰り返しの符号化過程を通じて、一実施形態による
ビデオ符号化装置１００は、符号化単位９００の深度別符号化誤差を比較して最も小さな
符号化誤差が発生する深度を選択して符号化深度を定め、該パーティションタイプ及び予
測モードが符号化深度の符号化モードと設定される。
【０１１２】
　このような形で深度０、１、…、ｄ－１、ｄのすべての深度別最小符号化誤差を比較し
て、誤差の最も小さな深度が選択されて符号化深度と定められる。符号化深度、及び予測
単位のパーティションタイプ及び予測モードは、符号化モードに関する情報として符号化
されて伝送される。また、深度０から符号化深度に至るまで符号化単位が分割されねばな
らないので、符号化深度の分割情報のみ‘０’に設定され、符号化深度を除いた深度別分
割情報は‘１’に設定されねばならない。
【０１１３】
　一実施形態によるビデオ復号化装置２００の映像データ及び符号化情報抽出部２２０は
、符号化単位９００についての符号化深度及び予測単位に関する情報を抽出して符号化単
位９１２の復号化に用いる。一実施形態によるビデオ復号化装置２００は、深度別分割情
報を用いて分割情報が‘０’の深度を符号化深度と把握し、該深度についての符号化モー
ドに関する情報を用いて復号化に用いる。
【０１１４】
　図１０ないし図１２はそれぞれ、本発明の一実施形態による符号化単位、予測単位、周
波数変換単位の関係を示す。
【０１１５】
　符号化単位１０１０は、最大符号化単位について一実施形態によるビデオ符号化装置１
００が定めた符号化深度別符号化単位である。予測単位１０６０は、符号化単位１０１０
のうちそれぞれの符号化深度別符号化単位の予測単位のパーティションであり、変換単位
１０７０は、それぞれの符号化深度別符号化単位の変換単位である。
【０１１６】
　深度別符号化単位１０１０は、最大符号化単位の深度が０ならば、符号化単位１０１２
、１０５４は深度が１、符号化単位１０１４、１０１６、１０１８、１０２８、１０５０
、１０５２は深度が２、符号化単位１０２０、１０２２、１０２４、１０２６、１０３０
、１０３２、１０４８は深度が３、符号化単位１０４０、１０４２、１０４４、１０４６
は深度が４である。
【０１１７】
　予測単位１０６０のうち一部のパーティション１０１４、１０１６、１０２２、１０３
２、１０４８、１０５０、１０５２、１０５４は、符号化単位が分割された形態である。
すなわち、パーティション１０１４、１０２２、１０５０、１０５４は、２Ｎ×Ｎのパー
ティションタイプであり、パーティション１０１６、１０４８、１０５２は、Ｎ×２Ｎの
パーティションタイプ、パーティション１０３２は、Ｎ×Ｎのパーティションタイプであ
る。深度別符号化単位１０１０の予測単位及びパーティションは、それぞれの符号化単位
より小さいか、または同一である。
【０１１８】
　変換単位１０７０のうち一部１０５２の映像データについては、符号化単位に比べて小
さなサイズのデータ単位で周波数変換または周波数逆変換が行われる。また、変換単位１
０１４、１０１６、１０２２、１０３２、１０４８、１０５０、１０５２、１０５４は、
予測単位１０６０のうち該予測単位及びパーティションと比較すれば、互いに異なるサイ
ズまたは形態のデータ単位である。すなわち、一実施形態によるビデオ符号化装置１００
及び一実施形態によるビデオ復号化装置２００は、同じ符号化単位についてのイントラ予
測／動き推定／動き補償作業、及び周波数変換／逆変換作業であっても、それぞれ別途の
データ単位に基づいて行える。
【０１１９】
　これによって、最大符号化単位ごとに、領域別に階層的な構造の符号化単位ごとに再帰
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的に符号化が行われて最適符号化単位が定められることで、再帰的ツリー構造による符号
化単位が構成される。符号化情報は、符号化単位についての分割情報、パーティションタ
イプ情報、予測モード情報、変換単位サイズ情報を含む。以下の表１は、一実施形態によ
るビデオ符号化装置１００及び一実施形態によるビデオ復号化装置２００で設定できる一
例を示す。
【０１２０】
【表１】

　一実施形態によるビデオ符号化装置１００の出力部１３０は、ツリー構造による符号化
単位についての符号化情報を出力し、一実施形態によるビデオ復号化装置２００の符号化
情報抽出部２２０は、受信されたビットストリームから、ツリー構造による符号化単位に
ついての符号化情報を抽出できる。
【０１２１】
　分割情報は、現在符号化単位が下位深度の符号化単位に分割されるかどうかを示す。現
在深度ｄの分割情報が０ならば、現在符号化単位が下位符号化単位にこれ以上分割されな
い深度が符号化深度であるので、符号化深度についてパーティションタイプ情報、予測モ
ード、変換単位サイズ情報が定義される。分割情報によって１段階さらに分割されねばな
らない場合には、分割された４個の下位深度の符号化単位ごとに独立して符号化が行われ
ねばならない。
【０１２２】
　予測モードは、イントラモード、インターモード及びスキップモードのうち１つで示す
。イントラモード及びインターモードは、すべてのパーティションタイプで定義され、ス
キップモードは、パーティションタイプ２Ｎ×２Ｎのみで定義される。
【０１２３】
　パーティションタイプ情報は、予測単位の高さまたは幅が対称的な割合で分割された対
称的パーティションタイプ２Ｎ×２Ｎ、２Ｎ×Ｎ、Ｎ×２Ｎ及びＮ×Ｎと、非対称的な割
合で分割された非対称的パーティションタイプ２Ｎ×ｎＵ、２Ｎ×ｎＤ、ｎＬ×２Ｎ、ｎ
Ｒ×２Ｎとを示す。非対称的パーティションタイプ２Ｎ×ｎＵ及び２Ｎ×ｎＤは、それぞ
れ高さが１：３及び３：１に分割された形態であり、非対称的パーティションタイプｎＬ
×２Ｎ及びｎＲ×２Ｎは、それぞれ幅が１：３及び３：１に分割された形態を示す。
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【０１２４】
　変換単位サイズは、イントラモードで２種のサイズ、インターモードで２種のサイズに
設定される。すなわち、変換単位分割情報が０ならば、変換単位のサイズが現在符号化単
位のサイズ２Ｎ×２Ｎに設定される。変換単位分割情報が１ならば、現在符号化単位が分
割されたサイズの変換単位が設定される。またサイズ２Ｎ×２Ｎの現在符号化単位につい
てのパーティションタイプが対称形パーティションタイプならば、変換単位のサイズはＮ
×Ｎ、非対称形パーティションタイプならば、Ｎ／２×Ｎ／２に設定される。
【０１２５】
　一実施形態によるツリー構造による符号化単位の符号化情報は、符号化深度の符号化単
位、予測単位及び最小単位単位のうち少なくとも１つについて割り当てられる。符号化深
度の符号化単位は、同じ符号化情報を保有している予測単位及び最小単位を１つ以上含む
。
【０１２６】
　したがって、隣接しているデータ単位同士でそれぞれ保有している符号化情報を確認す
れば、同じ符号化深度の符号化単位に含まれるかどうかが確認される。また、データ単位
が保有している符号化情報を用いれば、該符号化深度の符号化単位を確認できるので、最
大符号化単位内の符号化深度の分布が類推される。
【０１２７】
　したがって、この場合に現在符号化単位が周辺データ単位を参照して予測符号化が行わ
れる場合、現在符号化単位に隣接している深度別符号化単位内のデータ単位の符号化情報
が直接参照されて用いられる。
【０１２８】
　さらに他の実施形態で、現在符号化単位が周辺符号化単位を参照して予測符号化が行わ
れる場合、隣接している深度別符号化単位の符号化情報を用いて、深度別符号化単位内で
現在符号化単位に隣接しているデータが検索されることで周辺符号化単位が参照されても
よい。
【０１２９】
　図１３は、表１の符号化モード情報による符号化単位、予測単位、変換単位の関係を示
す。
【０１３０】
　最大符号化単位１３００は、符号化深度の符号化単位１３０２、１３０４、１３０６、
１３１２、１３１４、１３１６、１３１８を含む。このうち１つの符号化単位１３１８は
符号化深度の符号化単位であるので、分割情報が０に設定される。サイズ２Ｎ×２Ｎの符
号化単位１３１８のパーティションタイプ情報は、パーティションタイプ２Ｎ×２Ｎ　１
３２２、２Ｎ×Ｎ　１３２４、Ｎ×２Ｎ　１３２６、Ｎ×Ｎ　１３２８、２Ｎ×ｎＵ　１
３３２、２Ｎ×ｎＤ　１３３４、ｎＬ×２Ｎ　１３３６及びｎＲ×２Ｎ　１３３８のうち
１つに設定される。
【０１３１】
　パーティションタイプ情報が対称形パーティションタイプ２Ｎ×２Ｎ　１３２２、２Ｎ
×Ｎ　１３２４、Ｎ×２Ｎ　１３２６及びＮ×Ｎ　１３２８のうち１つに設定されている
場合、変換単位分割情報（ＴＵ　ｓｉｚｅ　ｆｌａｇ）が０ならば、サイズ２Ｎ×２Ｎの
変換単位１３４２が設定され、変換単位分割情報が１ならば、サイズＮ×Ｎの変換単位１
３４４が設定される。
【０１３２】
　パーティションタイプ情報が非対称形パーティションタイプ２Ｎ×ｎＵ　１３３２、２
Ｎ×ｎＤ　１３３４、ｎＬ×２Ｎ　１３３６及びｎＲ×２Ｎ　１３３８のうち１つに設定
された場合、変換単位分割情報（ＴＵ　ｓｉｚｅ　ｆｌａｇ）が０ならば、サイズ２Ｎ×
２Ｎの変換単位１３５２が設定され、変換単位分割情報が１ならば、サイズＮ／２×Ｎ／
２の変換単位１３５４が設定される。
【０１３３】
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　以下、図４の本発明の一実施形態による映像符号化装置１００のイントラ予測部４１０
及び図５の映像復号化装置２００のイントラ予測部５５０で、予測単位について行われる
イントラ予測について具体的に説明する。
【０１３４】
　イントラ予測部４１０、５５０は、現在予測単位の予測値を、現在予測単位の周辺ピク
セルを用いて獲得するイントラ予測を行う。本発明の一実施形態によるイントラ予測部４
１０、５５０は、予測単位１６×１６以上の大きいサイズを持つことを考慮して、従来技
術による限定された方向性を持つイントラ予測モード以外に、（ｄｘ，ｄｙ）パラメタを
用いた多様な方向性を持つイントラ予測モードをさらに行う。本発明の一実施形態による
多様な方向性を持つイントラ予測モードについては後述する。
【０１３５】
　また、本発明の一実施形態によるイントラ予測部４１０、５５０は、現在ピクセルの予
測子（ｐｒｅｄｉｃｔｏｒ）を獲得するために、現在ピクセルの水平方向の線形補間を通
じて予測子Ｐ１を生成し、垂直方向の線形補間を通じて予測子Ｐ２を生成して、予測子Ｐ
１及びＰ２の平均値を現在ピクセルの予測子として用いる。このような水平方向の線形補
間及び垂直方向の線形補間を通じて獲得された予測子を結合して現在ピクセルの予測子を
生成するイントラ予測モードを、プランナーモードと定義する。特に、本発明の一実施形
態によるイントラ予測部４１０、５５０は、プランナーモードで現在予測単位の右上側に
位置している少なくとも１つ以上の周辺ピクセルを用いて水平方向の線形補間に用いられ
る仮想のピクセルを生成し、左下側に位置している少なくとも１つ以上の周辺ピクセルを
用いて垂直方向の線形補間に用いられる仮想のピクセルを生成する。本発明の一実施形態
によるプランナーモードについては後述する。
【０１３６】
　図１４は、本発明の一実施形態による予測単位のサイズによるイントラ予測モードの数
を示す。
【０１３７】
　イントラ予測部４１０、５５０は、予測単位のサイズによって予測単位に適用するイン
トラ予測モードの数を多様に設定できる。一例として図１４を参照すれば、イントラ予測
される予測単位のサイズをＮ×Ｎとすれば、２ｘ２、４×４、８×８、１６×１６、３２
×３２、６４×６４、１２８×１２８サイズの予測単位それぞれについして実際に行われ
るイントラ予測モードの数は、それぞれ５、９、９、１７、３３、５、５個（Ｅｘａｍｐ
ｌｅ　２の場合）に設定される。このように予測単位のサイズによって実際に行われるイ
ントラ予測モードの数を差別化する理由は、予測単位のサイズによって予測モード情報を
符号化するためのオーバヘッドが異なるからである。すなわち、予測単位の場合、全体映
像で占める部分が小さいにもかかわらず、このような小さな予測単位の予測モードなどの
付加情報を伝送するためのオーバヘッドが増加する。よって、小さなサイズの予測単位を
あまりにも多い予測モードで符号化する場合、ビット量が増加して圧縮効率が低下する。
また、大きいサイズを持つ予測単位、例えば６４×６４以上のサイズを持つ予測単位は、
一般的に映像の平坦な領域についての予測単位として選択される場合が多いため、このよ
うな平坦な領域の符号化に多く選択される大きいサイズの予測単位をあまりにも多い数の
予測モードで符号化することも、圧縮効率側面で非効率的である。よって、予測単位のサ
イズが所定サイズより非常に大きいか、または小さな場合には、相対的に小数のイントラ
予測モードのみを適用させる。このような予測単位のサイズによって適用されるイントラ
予測モードの数は、図１４に限定されずに多様に設定される。図１４に示された各予測単
位のサイズによって適用される予測モードの数は一実施形態に過ぎず、各予測単位のサイ
ズによる予測モードの数は変更される。また、各予測単位に適用されるイントラ予測モー
ドの数は、予測単位のサイズに関係なく常に一定に設定される。
【０１３８】
　本発明の一実施形態によるイントラ予測部４１０、５５０は、予測単位に適用されるイ
ントラ予測モードとして、予測単位内のピクセルを中心として所定の勾配を持つラインを
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用いて周辺参照ピクセルを定め、定められた周辺参照ピクセルをピクセルの予測子として
用いるイントラ予測モードが含まれる。このようなラインの勾配は、（ｄｘ，ｄｙ）パラ
メタ（ｄｘ、ｄｙは、整数）を用いて設定される。一例として、３３個の予測モードをそ
れぞれｍｏｄｅ　Ｎ（Ｎは、０～３２の整数）と定義する時、ｍｏｄｅ　０は垂直モード
、ｍｏｄｅ　１は水平モード、ｍｏｄｅ　２はＤＣモード、ｍｏｄｅ　３はプレーンモー
ド、ｍｏｄｅ　３２はプランナーモードと設定し、ｍｏｄｅ　４～ｍｏｄｅ　３１それぞ
れは、次の表１に表記したような（１，－１）、（１，１）、（１，２）、（２，１）、
（１，－２）、（２，１）、（１，－２）、（２，－１）、（２，－１１）、（５，－７
）、（１０，－７）、（１１，３）、（４，３）、（１，１１）、（１，－１）、（１２
，－３）、（１，－１１）、（１，－７）、（３，－１０）、（５，－６）、（７，－６
）、（７，－４）、（１１，１）、（６，１）、（８，３）、（５，３）、（５，７）、
（２，７）、（５，－７）、（４，－３）のうち１つの値に表現される（ｄｘ，ｄｙ）を
用いて、ｔａｎ－１（ｄｙ／ｄｘ）の方向性を持つラインを用いて周辺参照ピクセルを定
め、定められた周辺参照ピクセルを予測に用いるイントラ予測モードと定義できる。
【０１３９】
【表２】

【０１４０】
　イントラ予測部４１０、５５０で用いられるイントラ予測モードの数は、表２に限定さ
れず、現在予測単位が色差成分であるかまたは輝度成分であるか、現在予測単位のサイズ
などの情報に基づいて多様に設定され、また、各ｍｏｄｅ　Ｎがいかなるイントラ予測モ
ードを示すかも多様に設定される。一例として、全体イントラ予測モードの数を３６個に
設定し、ｍｏｄｅ　０は、後述するプランナーモード、ｍｏｄｅ　１はＤＣモード、ｍｏ
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ｄｅ　２～３４は、後述する一例のように３３個の方向性を持つイントラ予測モード、ｍ
ｏｄｅ　３５は、色差成分の予測単位について対応する輝度成分の予測単位を用いたモー
ド（Ｉｎｔｒａ＿ＦｒｏｍＬｕｍａ）と定義してもよい。Ｍｏｄｅ　３５の輝度成分の予
測単位から対応する色差成分の予測単位を行うイントラ予測モード（Ｉｎｔｒａ＿Ｆｒｏ
ｍＬｕｍａ）は、色差成分の予測単位のみについて適用され、輝度成分の予測単位のイン
トラ予測時には用いられない。
【０１４１】
　図１５は、本発明の一実施形態による多様な方向性を持つイントラ予測モードを説明す
るための参照図である。
【０１４２】
　前述したように、本発明の一実施形態によるイントラ予測部４１０、５５０は、複数の
（ｄｘ，ｄｙ）パラメータを用いて定められるｔａｎ－１（ｄｙ／ｄｘ）の勾配を持つラ
インを用いて周辺参照ピクセルを定め、定められた周辺参照ピクセルを用いて予測を行う
。
【０１４３】
　図１５を参照すれば、現在予測単位内部の予測しようとする現在ピクセルＰを中心とし
て、表２に表記したモード別（ｄｘ，ｄｙ）の値によって定められるｔａｎ－１（ｄｙ／
ｄｘ）の角度を持つ延長線１５０上に位置している周辺ピクセルＡ、Ｂを現在ピクセルＰ
の予測子として用いる。この時、予測子として用いられる周辺ピクセルは、以前に符号化
されて復元された、現在予測単位の上側、左側、右上側及び左下側の以前予測単位のピク
セルであることが望ましい。このように多様な方向性を持つイントラ予測モードによって
予測符号化を行うことで、映像の特性によってさらに効率的な圧縮が可能である。
【０１４４】
　図１５で、延長線１５０に位置しているか、または延長線１５０に近い周辺ピクセルを
用いて現在ピクセルＰの予測子を生成する場合、延長線１５０は実際にｔａｎ－１（ｄｙ
／ｄｘ）の方向性を持つが、このような延長線１５０を用いた周辺ピクセルの決定のため
には（ｄｙ／ｄｘ）の割り算演算が必要なため、ハードウェアやソフトウェアで具現時に
小数点演算を含むことができて演算量を増加させる要因になる。よって、参照ピクセルを
選択するための予測方向を、ｄｘ、ｄｙパラメタを用いて設定する時、演算量を低減させ
るようにｄｘ、ｄｙを設定する必要がある。
【０１４５】
　図１６は、本発明の一実施形態によって（ｄｘ，ｄｙ）の方向性を持つ延長線上に位置
している周辺ピクセルと現在ピクセルとの関係を説明するための図面である。図１６を参
照すれば、（ｊ，ｉ）に位置している現在ピクセルをＰ　１６１０、現在ピクセルＰ　１
６１０を過ぎるｔａｎ－１（ｄｙ／ｄｘ）の方向性、すなわち、勾配を持つ延長線上に位
置している上側周辺ピクセルをＡ　１６１１、左側周辺ピクセルをＢ　１６１２と定義す
る。現在ピクセルＰ　１６１０が含まれた予測単位のサイズがｎＳ×ｎＳ（ｎＳは、正の
整数）であり、予測単位の各ピクセルの位置は、（０，０）から（ｎＳ－１，ｎＳ－１）
のうち１つであり、ｘ軸上に位置している上側周辺ピクセルの位置を（ｍ，－１）（ｍは
、整数）、ｙ軸上に位置している左側周辺ピクセルの位置を（－１，ｎ）（ｎは、整数）
と仮定する。現在ピクセルＰ　１６１０を過ぎる延長線と合う上側周辺ピクセルＡ　１６
１１の位置は（ｊ＋ｉ＊ｄｘ／ｄｙ，－１）、左側周辺ピクセルＢ　１６１２の位置は（
－１，ｉ＋ｊ＊ｄｙ／ｄｘ）である。よって、現在ピクセルＰ　１６１０の予測のために
、上側周辺ピクセルＡ　１６１１または左側周辺ピクセルＢ　１６１２を定めるためには
、ｄｘ／ｄｙまたはｄｙ／ｄｘのような割り算演算が必要である。前述したように、この
ような割り算演算は演算複雑度が高いため、ソフトウェアまたはハードウェアの具現時に
演算速度の低下をもたらす。よって、周辺ピクセルを定めるための予測モードの方向性を
示すｄｘ及びｄｙのうち少なくとも１つの値を２の指数乗と定める。すなわち、ｎ、ｍを
それぞれ整数とする時、ｄｘ及びｄｙは、それぞれ２＾ｎ、２＾ｍである。
【０１４６】
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　現在ピクセルＰ　１６１０の予測子として左側周辺ピクセルＢ　１６１２が用いられ、
ｄｘが２＾ｎの値を持つ場合、左側周辺ピクセルＢ　１６１２の位置である（－１、ｉ＋
ｊ＊ｄｙ／ｄｘ）を定めるために必要なｊ＊ｄｙ／ｄｘ演算は（ｉ＊ｄｙ）／（２＾ｎ）
であり、このような２の指数乗で割り算を行う演算は、（ｉ＊ｄｙ）＞＞ｎのようにシフ
ト演算を通じて具現されるため、演算量が減少する。
【０１４７】
　類似して、現在ピクセルＰ　１６１０の予測子として上側周辺ピクセルＡ　１６１１が
用いられ、ｄｙが２＾ｍの値を持つ場合、上側周辺ピクセルＡの位置である（ｊ＋ｉ＊ｄ
ｘ／ｄｙ、－１）を定めるために必要なｉ＊ｄｘ／ｄｙ演算は（ｉ＊ｄｘ）／（２＾ｍ）
であり、このような２の指数乗で割り算を行う演算は、（ｉ＊ｄｘ）＞＞ｍのようにシフ
ト演算を通じて具現される。
【０１４８】
　図１７及び図１８は、本発明の一実施形態によるイントラ予測モード方向を示す図面で
ある。
【０１４９】
　一般的に、映像やビデオ信号で現われる直線パターンは、垂直や水平方向の場合が多い
。よって、（ｄｘ，ｄｙ）のパラメタを用いて多様な方向性を持つイントラ予測モードを
定義する時、次のようにｄｘ、ｄｙの値を定義することで映像のコーディング効率を向上
させる。
【０１５０】
　具体的に、ｄｙが２＾ｍの値に固定された値を持つ場合、ｄｘの絶対値は、垂直方向に
近い予測方向間の間隔は狭く設定され、水平方向に近い予測方向であるほど予測モード間
の間隔が広くなるように設定される。例えば、図１７を参照すれば、ｄｙが２＾５、すな
わち、３２の値を持つ場合、ｄｘの値を２、５、９、１３、１７、２１、２６、３２、－
２、－５、－９、－１３、－１７、－２１、－２６、－３２のように設定することで、垂
直方向に近い予測方向間の間隔は相対的に狭く設定され、水平方向に近い予測方向である
ほど予測モード間の間隔が相対的に広く設定される。
【０１５１】
　類似して、ｄｘが２＾ｎの値に固定された値を持つ場合、ｄｙの絶対値は、水平方向に
近い予測方向間の間隔は狭く設定され、垂直方向に近い予測方向であるほど予測モード間
の間隔が広く設定される。例えば、図１８を参照すれば、ｄｘが２＾５、すなわち、３２
の値を持つ場合、ｄｙの値を２、５、９、１３、１７、２１、２６、３２、－２、－５、
－９、－１３、－１７、－２１、－２６、－３２のように設定することで、水平方向に近
い予測方向間の間隔は狭く設定され、垂直方向に近い予測方向であるほど予測モード間の
間隔が広く設定される。
【０１５２】
　また、ｄｘ及びｄｙののうちいずれか１つの値が固定された時、固定されていない残り
の値は予測モード別に増加するように設定される。例えば、ｄｙが固定された場合、ｄｘ
間の間隔が所定値ほど増加するように設定される。また、このような増加幅は、水平方向
と垂直方向との間の角度を所定単位で区分し、区分された角度別に設定されてもよい。例
えば、ｄｙが固定された場合、ｄｘの値は垂直軸との角度が１５°以内の区間では、ａと
いう増加幅を持ち、１５°と３０°との間ではｂという増加幅を持ち、３０°以上ではｃ
という増加幅を持つように設定される。
【０１５３】
　一例として、（ｄｘ，ｄｙ）を用いてｔａｎ－１（ｄｙ／ｄｘ）の方向性を持つ予測モ
ードは、次の表３ないし表５に表記した（ｄｘ，ｄｙ）パラメタで定義される。
【０１５４】
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　前述したように（ｄｘ，ｄｙ）パラメータを用いる各イントラ予測モードは、（ｊ，ｉ
）に位置しているピクセルの予測子として、左側の周辺ピクセル（－１，ｉ＋ｊ＊ｄｙ／
ｄｘ）または上側の周辺ピクセル（ｊ＋ｉ＊ｄｘ／ｄｙ，－１）を用いる。表２のように
、ｄｘまたはｄｙの値のうち少なくとも１つが２の指数乗を持つ場合、左側の周辺ピクセ
ル（－１，ｉ＋ｊ＊ｄｙ／ｄｘ）及び上側の周辺ピクセル（ｊ＋ｉ＊ｄｘ／ｄｙ，－１）
の位置は、割り算演算なしに乗算及びシフト演算のみで獲得される。前述した表２による
（ｄｘ，ｄｙ）の値のうちｄｘが３２の場合のように、ｄｘが２＾ｎの値を持つ場合、ｄ
ｘを用いた割り算演算は右側シフト演算に取り替えられるので、左側の周辺ピクセルの位
置は、（ｉ＊ｄｙ）＞＞ｎの値に基づいて割り算演算なしに獲得される。類似して、表２
による（ｄｘ，ｄｙ）の値のうちｄｙが３２の場合のように、ｄｙが２＾ｍの値を持つ場
合、ｄｙを用いた割り算演算は右側シフト演算に取り替えられるので、上側の周辺ピクセ
ルの位置は、（ｉ＊ｄｘ）＞＞ｍの値に基づいて割り算演算なしに獲得される。
【０１５５】
　図１９は、本発明の一実施形態による３３個の方向性を持つイントラ予測モードの方向
を示す図面である。図１９を参照すれば、イントラ予測部４１０、５５０は、図示された
ような３３個の方向性を持つイントラ予測モードによって、現在ピクセルの予測子として
用いられる周辺ピクセルを定める。前述したように、各イントラ予測モードによる方向は
、水平方向や垂直方向に近いほど予測モードの間の間隔は狭く設定され、垂直方向や水平
方向から遠くなるほど予測モード間の間隔が広く設定される。
【０１５６】
　図２０Ａ及び図２０Ｂは、本発明の一実施形態によるプランナーモードを説明するため
の図面である。
【０１５７】
　前述したように、イントラ予測部４１０、５５０は、プランナーモードで現在予測単位
の右上側に位置している少なくとも１つ以上の周辺ピクセルを用いて、水平方向の線形補
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間に用いられる仮想のピクセルを生成し、左下側に位置している少なくとも１つ以上の周
辺ピクセルを用いて、垂直方向の線形補間に用いられる仮想のピクセルを生成する。そし
て、イントラ予測部４１０、５５０は、仮想のピクセル及び周辺ピクセルを用いた水平方
向及び垂直方向の線形補間を通じて生成された２つの予測子の平均値を用いて、現在ピク
セルの予測値を生成する。
【０１５８】
　図２０Ａを参照すれば、イントラ予測部４１０、５５０は、現在予測単位２０１０の右
上側に位置している少なくとも１つの周辺ピクセル２０２０を用いて、現在予測単位２０
１０の予測される現在ピクセル２０１１と同じ行に位置しつつ、現在予測単位の最右側に
位置しているピクセルに対応する仮想の第１ピクセル２０１２を獲得する。第１ピクセル
２０１２の獲得に用いられる右上側周辺ピクセル２０２０の数は予め設定される。例えば
、イントラ予測部４１０、５５０は、最初の２個の右上側周辺ピクセルであるＴ１　２０
２１及びＴ２　２０２２の平均値や加重平均値を用いて生成された値を、第１ピクセル２
０１２と定める。
【０１５９】
　また、イントラ予測部４１０、５５０は、第１ピクセル２０１２の獲得に用いられる右
上側周辺ピクセル２０２０の数を、現在予測単位２０１０のサイズに基づいて定める。例
えば、現在予測単位のサイズをｎＳ×ｎＳ（ｎＳは、整数）とすれば、イントラ予測部４
１０、５５０は、第１ピクセル２０１２の獲得に用いられる右上側周辺ピクセル２０２０
のうちｎＳ／（２＾ｍ）（ｍは、２＾ｍがｎＳより大きくない条件を満たす整数）個の右
上側周辺ピクセルを選択し、選択された右上側周辺ピクセルの平均値や加重平均値などを
用いて第１ピクセル２０１２を獲得する。すなわち、イントラ予測部４１０、５５０は、
右上側周辺ピクセル２０２０のうちｎＳ／２、ｎＳ／４、ｎＳ／８、…個のピクセルを選
択できる。例えば、現在予測単位２０１０のサイズが３２×３２の場合、イントラ予測部
４１０、５５０は、３２／２、３２／４、３２／８、３２／１６、３２／３２、すなわち
、１～１６個の右上側周辺ピクセルを選択できる。
【０１６０】
　類似して、図２０Ｂを参照すれば、イントラ予測部４１０、５５０は、現在予測単位２
０１０の左下側に位置している少なくとも１つの周辺ピクセル２０３０を用いて、現在予
測単位２０１０の予測される現在ピクセル２０１１と同じ列に位置しつつ、現在予測単位
の最下側に位置しているピクセルに対応する仮想の第２ピクセル２０１４を獲得する。第
２ピクセル２０１４の獲得に用いられる左下側周辺ピクセル２０３０の数は、予め設定さ
れる。例えば、イントラ予測部４１０、５５０は、最初の２個の左下側周辺ピクセルであ
るＬ１　２０３１及びＬ２　２０３２の平均値や加重平均値を用いて生成された値を、第
２ピクセル２０１４と定める。
【０１６１】
　また、イントラ予測部４１０、５５０は、第２ピクセル２０１４の獲得に用いられる左
下側周辺ピクセル２０３０の数を、現在予測単位２０１０のサイズに基づいて定める。前
述した例のように、現在予測単位のサイズをｎＳ×ｎＳ（ｎＳは、整数）とする時、イン
トラ予測部４１０、５５０は、第２ピクセル２０１４の獲得に用いられる左下側周辺ピク
セル２０３０のうちｎＳ／（２＾ｍ）（ｍは、２＾ｍがｎＳより大きくない条件を満たす
整数）個の左下側周辺ピクセルを選択し、選択された左下側周辺ピクセルの平均値や加重
平均値などを用いて第２ピクセル２０１４を獲得する。
【０１６２】
　一方、右上側周辺ピクセル２０２０が、現在予測単位２０１０以後に符号化される予測
単位に含まれていて利用不可の場合ならば、イントラ予測部４１０、５５０は、右上側周
辺ピクセル２０２０と左側に最も近いＴ０ピクセルを仮想の第１ピクセル２０１２として
用いられる。また、左下側周辺ピクセル２０３０が、現在予測単位２０１０以後に符号化
される予測単位に含まれていて利用不可の場合ならば、イントラ予測部４１０、５５０は
、左下側周辺ピクセル２０４０と上側に最も近いＬ０ピクセルを仮想の第２ピクセル２０
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１４として用いられる。
【０１６３】
　再び図２０Ａを参照すれば、イントラ予測部４１０、５５０は、右上側周辺ピクセル２
０２０から獲得された第１ピクセル２０１２と現在ピクセル２０１１との距離、現在ピク
セル２０１１とそれと同じ行に位置している左側周辺ピクセル２０１３との距離を考慮し
た幾何平均値を用いて線形補間を行うことで、現在ピクセル２０１１の第１予測値Ｐ１を
生成する。
【０１６４】
　現在予測単位２０１０の現在ピクセル２０１１の位置を（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝０、１、
…ｎＳ－１）、現在予測単位２０１０の周辺ピクセルをｒｅｃ（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝－１
…２＊ｎＳ－１）とする時、左側周辺ピクセル２０１２のピクセル値はｒｅｃ（－１，ｙ
）であり、（ｎＳ－１、ｙ）に位置している第１ピクセル２０１２のピクセル値をＴ（Ｔ
は、実数）、現在ピクセルの予測値をｐ（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝０…ｎＳ－１）とすれば、
第１予測値ｐ１（ｘ，ｙ）は、次の数式；ｐ１（ｘ，ｙ）＝（ｎＳ－１－ｘ）＊ｒｅｃ（
－１，ｙ）＋（ｘ＋１）＊Ｔによって獲得される。前記数式で（ｎｓ－１－ｘ）は、現在
ピクセル２０１１課題１ピクセル２０１２との距離に当たり、（ｘ＋１）は、現在ピクセ
ル２０１１と左側周辺ピクセル２０１３との距離に当たる。このように、イントラ予測部
４１０、５５０は、第１ピクセル２０１２と現在ピクセル２０１１との距離、現在ピクセ
ル２０１１とそれと同じ行に位置している左側周辺ピクセル２０１３との距離、及び第１
ピクセル２０１２のピクセル値と左側周辺ピクセル２０１３のピクセル値とを用いた線形
補間を通じて第１予測値Ｐ１を生成する。
【０１６５】
　再び図２０Ｂを参照すれば、イントラ予測部４１０、５５０は、左下側周辺ピクセル２
０３０から獲得された第２ピクセル２０１４と現在ピクセル２０１１との距離、現在ピク
セル２０１１とそれと同じ列に位置している上側周辺ピクセル２０１５との距離を考慮し
た幾何平均値を用いて線形補間を行うことで、現在ピクセル２０１１の第２予測値Ｐ２を
生成する。
【０１６６】
　現在予測単位２０１０の現在ピクセル２０１１の位置を（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝０、１、
…ｎＳ－１）、現在予測単位２０１０の周辺ピクセルをｒｅｃ（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝－１
…２＊ｎＳ－１）とする時、上側周辺ピクセル２０１５のピクセル値はｒｅｃ（ｘ，－１
）であり、（ｘ，ｎＳ－１）に位置している第２ピクセル２０１４のピクセル値をＬ（Ｌ
は、実数）、現在ピクセル２０１１の予測値をｐ（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝０…ｎＳ－１）と
すれば、第２予測値ｐ２（ｘ，ｙ）は、次の数式；ｐ２（ｘ，ｙ）＝（ｎＳ－１－ｙ）＊
ｒｅｃ（ｘ，－１）＋（ｙ＋１）＊Ｌによって獲得される。前記数式で（ｎｓ－１－ｙ）
は、現在ピクセル２０１１と第２ピクセル２０１４との距離に当たり、（ｙ＋１）は、現
在ピクセル２０１１と上側周辺ピクセル２０１５との距離に当たる。このように、イント
ラ予測部４１０、５５０は、第２ピクセル２０１４と現在ピクセル２０１１との距離、現
在ピクセル２０１１とそれと同じ列に位置している上側周辺ピクセル２０１５との距離、
及び第２ピクセル２０１４のピクセル値と上側周辺ピクセル２０１５のピクセル値とを用
いた線形補間を通じて第２予測値Ｐ２を生成する。
【０１６７】
　このように、水平方向及び垂直方向の線形補間を通じて、第１予測値ｐ１（ｘ，ｙ）及
び第２予測値ｐ２（ｘ，ｙ）が獲得されれば、イントラ予測部４１０、５５０は、第１予
測値ｐ１（ｘ，ｙ）及び第２予測値ｐ２（ｘ，ｙ）の平均値を用いて現在ピクセルの予測
値ｐ（ｘ，ｙ）を獲得する。具体的に、イントラ予測部４１０、５５０は、次の数式；ｐ
（ｘ，ｙ）＝｛ｐ１（ｘ，ｙ）＋ｐ２（ｘ，ｙ）＋ｎＳ｝＞＞（ｋ＋１）（ｋは、ｌｏｇ

２ｎＳ）によって現在ピクセルの予測値ｐ（ｘ，ｙ）を獲得する。
【０１６８】
　一方、イントラ予測部４１０、５５０は、第１ピクセル及び第２ピクセルの獲得に用い
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られる右上側周辺ピクセル及び左下側周辺ピクセルをそのまま用いるものではなく、フィ
ルタリングされた右上側周辺ピクセル及び左下側周辺ピクセルを用いて第１ピクセル及び
第２ピクセルを獲得する。
【０１６９】
　図２１は、本発明の一実施形態によって現在予測単位周辺のフィルタリングされる周辺
ピクセルを示す図面である。図２１を参照すれば、イントラ予測部４１０、５５０は、現
在イントラ予測される現在予測単位２１００の上側のＸ個の周辺ピクセル２１１０及び左
側のＹ個の周辺ピクセル２１２０について少なくとも１回以上のフィルタリングを行って
、フィルタリングされた周辺ピクセルを生成する。ここで、現在予測単位２１００のサイ
ズをｎＳ×ｎＳとすれば、Ｘ＝２ｎＳ、Ｙ＝２ｎＳであることが望ましい。
【０１７０】
　ｎＳ×ｎＳサイズの現在予測単位２１００の上側及び左側に隣接しているＸ＋Ｙ個の原
周辺ピクセルをＣｏｎｔｅｘｔＯｒｇ［ｎ］（ｎは、０からＸ＋Ｙ－１までの整数）とす
れば、左側の周辺ピクセルのうち最下端の周辺ピクセルがｎ＝０の場合、すなわち、Ｃｏ
ｎｔｅｘｔＯｒｇ［０］であり、かつ上側の周辺ピクセルのうち最右側の周辺ピクセルが
ｎ＝Ｘ＋Ｙ－１、すなわち、ＣｏｎｔｅｘｔＯｒｇ［Ｘ＋Ｙ－１］に設定される。
【０１７１】
　図２２は、周辺ピクセルのフィルタリング過程を説明するための参照図である。図２２
を参照すれば、現在予測単位の上側及び左側に隣接している原周辺ピクセルをＣｏｎｔｅ
ｘｔＯｒｇ［ｎ］（ｎは０から４ｎＳ－１までの整数）とすれば、原周辺ピクセル間の加
重平均値を通じて原周辺ピクセルがフィルタリングされる。第１回フィルタリングされた
周辺ピクセルをＣｏｎｔｅｘｔＦｉｌｔｅｒｅｄ１［ｎ］とすれば、次の数式；Ｃｏｎｔ
ｅｘｔＦｉｌｔｅｒｅｄ１［ｎ］＝（ＣｏｎｔｅｘｔＯｒｇ［ｎ－１］＋２＊Ｃｏｎｔｅ
ｘｔＯｒｇ［ｎ］＋ＣｏｎｔｅｘｔＯｒｇ［ｎ＋１］）／４のように、原周辺ピクセル（
ＣｏｎｔｅｘｔＯｒｇ［ｎ］）に３タップフィルタを適用してフィルタリングされた周辺
ピクセルが獲得される。類似して、第１回フィルタリングされた周辺ピクセル（Ｃｏｎｔ
ｅｘｔＦｉｌｔｅｒｅｄ１［ｎ］）間の加重平均値を再び計算して、第２回フィルタリン
グされた周辺ピクセル（ＣｏｎｔｅｘｔＦｉｌｔｅｒｅｄ２［ｎ］）を生成してもよい。
例えば、次の数式；ＣｏｎｔｅｘｔＦｉｌｔｅｒｅｄ２［ｎ］＝（ＣｏｎｔｅｘｔＦｉｌ
ｔｅｒｅｄ１［ｎ－１］＋２＊ＣｏｎｔｅｘｔＦｉｌｔｅｒｅｄ１［ｎ］＋Ｃｏｎｔｅｘ
ｔＦｉｌｔｅｒｅｄ１［ｎ＋１］）／４のようにフィルタリングされた周辺ピクセル（Ｃ
ｏｎｔｅｘｔＦｉｌｔｅｒｅｄ１［ｎ］）に３タップフィルタを適用してフィルタリング
された周辺ピクセルを生成してもよい。
【０１７２】
　これに限定されずに多様な方式で周辺ピクセルをフィルタリングした後、イントラ予測
部４１０、５５０は、前述したように少なくとも１つ以上のフィルタリングされた右上側
周辺ピクセルから第１ピクセルを獲得し、少なくとも１つ以上のフィルタリングされた左
下側周辺ピクセルから第２ピクセルを獲得した後、前述したような線形補間を通じて現在
ピクセルの予測値を生成できる。このようなフィルタリングされた周辺ピクセルを用いる
かどうかは、現在予測単位のサイズに基づいて定められる。例えば、フィルタリングされ
た周辺ピクセルは、現在予測単位のサイズが１６×１６以上の場合にのみ用いられる。
【０１７３】
　図２３は、本発明の一実施形態によるプランナーモードによるイントラ予測方法を示す
フローチャートである。
【０１７４】
　段階２３１０で、イントラ予測部４１０、５５０は、現在予測単位の右上側に位置して
いる少なくとも１つの周辺ピクセルを用いて、現在予測単位の予測される現在ピクセルと
同じ行に位置しつつ、現在予測単位の最右側に位置しているピクセルに対応する仮想の第
１ピクセルを獲得する。前述したように、第１ピクセルの獲得に用いられる右上側の周辺
ピクセルの数は予め設定されるか、または現在予測単位のサイズに基づいて定められる。
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【０１７５】
　段階２３２０で、イントラ予測部４１０、５５０は、現在予測単位の左下側に位置して
いる少なくとも１つの周辺ピクセルを用いて、現在ピクセルと同じ列に位置しつつ、現在
予測単位の最下側に位置しているピクセルに対応する仮想の第２ピクセルを獲得する。前
述したように、第２ピクセルの獲得に用いられる左下側の周辺ピクセルの数は、予め設定
されるか、または現在予測単位のサイズに基づいて定められる。
【０１７６】
　段階２３３０で、イントラ予測部４１０、５５０は、第１ピクセル及び現在ピクセルと
同じ行に位置している左側周辺ピクセルを用いた線形補間を通じて、現在ピクセルの第１
予測値を獲得する。前述したように、現在ピクセルの位置を（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝０、１
、…ｎＳ－１）、現在予測単位の周辺ピクセルをｒｅｃ（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝－１…２＊
ｎＳ－１）とする時、左側周辺ピクセルのピクセル値はｒｅｃ（－１，ｙ）であり、（ｎ
Ｓ－１、ｙ）に位置している第１ピクセルのピクセル値をＴ（Ｔは、実数）、現在ピクセ
ルの予測値をｐ（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝０…ｎＳ－１）とすれば、第１予測値ｐ１（ｘ，ｙ
）は、次の数式；ｐ１（ｘ，ｙ）＝（ｎＳ－１－ｘ）＊ｒｅｃ（－１，ｙ）＋（ｘ＋１）
＊Ｔによって獲得される。
【０１７７】
　段階２３４０で、イントラ予測部４１０、５５０は、第２ピクセル及び現在ピクセルと
同じ列に位置している上側周辺ピクセルを用いた線形補間を通じて、現在ピクセルの第２
予測値を獲得する。上側周辺ピクセルのピクセル値はｒｅｃ（ｘ，－１）であり、（ｘ，
ｎＳ－１）に位置している第２ピクセルのピクセル値をＬ（Ｌは、実数）とすれば、第２
予測値ｐ２（ｘ，ｙ）は、次の数式；ｐ２（ｘ，ｙ）＝（ｎＳ－１－ｙ）＊ｒｅｃ（ｘ，
－１）＋（ｙ＋１）＊Ｌによって獲得される。
【０１７８】
　段階２３５０で、イントラ予測部４１０、５５０は、第１予測値及び第２予測値を用い
て現在ピクセルの予測値を獲得する。前述したように、水平方向及び垂直方向の線形補間
を通じて第１予測値ｐ１（ｘ，ｙ）及び第２予測値ｐ２（ｘ，ｙ）が獲得されれば、イン
トラ予測部４１０、５５０は、第１予測値ｐ１（ｘ，ｙ）及び第２予測値ｐ２（ｘ，ｙ）
の平均値を用いて現在ピクセルの予測値ｐ（ｘ，ｙ）を獲得する。具体的に、イントラ予
測部４１０、５５０は、次の数式；ｐ（ｘ，ｙ）＝｛ｐ１（ｘ，ｙ）＋ｐ２（ｘ，ｙ）＋
ｎＳ｝＞＞（ｋ＋１）（ｋはｌｏｇ２ｎＳ）によって現在ピクセルの予測値ｐ（ｘ，ｙ）
を獲得する。
【０１７９】
　本発明はまた、コンピュータで読み取り可能な記録媒体にコンピュータで読み取り可能
なコードとして具現できる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、コンピュータシ
ステムによって読み取られるデータが保存されるすべての記録装置を含む。コンピュータ
で読み取り可能な記録媒体の例としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、
フロッピー（登録商標）ディスク、光データ保存装置などが含まれる。またコンピュータ
で読み取り可能な記録媒体は、ネットワークに連結されたコンピュータシステムに分散さ
れて、分散方式でコンピュータで読み取り可能なコードとして保存されて実行される。
【０１８０】
　これまで本発明についてその望ましい実施形態を中心として説明した。当業者ならば、
本発明が本発明の本質的な特性から逸脱しない範囲で変形された形態で具現されるという
ことを理解できるであろう。本発明の範囲は、前述した説明ではなく特許請求の範囲に現
われており、それと同等な範囲内にあるすべての差は本発明に含まれていると解釈されね
ばならない。
【０１８１】
　なお、実施形態に関して次の付記を記す。
（付記１）　映像のイントラ予測方法において、
　現在予測単位の右上側に位置している少なくとも１つの周辺ピクセルを用いて、前記現
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在予測単位の予測される現在ピクセルと同じ行に位置しつつ、前記現在予測単位の最右側
に位置しているピクセルに対応する仮想の第１ピクセルを獲得する段階と、
　前記現在予測単位の左下側に位置している少なくとも１つの周辺ピクセルを用いて前記
現在ピクセルと同じ列に位置しつつ、前記現在予測単位の最下側に位置しているピクセル
に対応する仮想の第２ピクセルを獲得する段階と、
　前記第１ピクセル及び前記現在ピクセルと同じ行に位置している左側周辺ピクセルを用
いた線形補間を通じて、前記現在ピクセルの第１予測値を獲得する段階と、
　前記第２ピクセル及び前記現在ピクセルと同じ列に位置している上側周辺ピクセルを用
いた線形補間を通じて、前記現在ピクセルの第２予測値を獲得する段階と、
　前記第１予測値及び前記第２予測値を用いて前記現在ピクセルの予測値を獲得する段階
と、を含むことを特徴とする映像のイントラ予測方法。
（付記２）　前記第１ピクセルは、前記現在予測単位の右上側に位置している２個のピク
セルの平均値を用いて獲得され、
　前記第２ピクセルは、前記現在予測単位の左下側に位置している２個のピクセルの平均
値を用いて獲得されることを特徴とする付記１に記載の映像のイントラ予測方法。
（付記３）　前記第１ピクセル及び前記第２ピクセルの獲得に用いられる前記現在予測単
位の右上側に位置している周辺ピクセルの数、及び左下側に位置している周辺ピクセルの
数は、前記現在予測単位のサイズに基づいて定められることを特徴とする付記１に記載の
映像のイントラ予測方法。
（付記４）　前記現在予測単位のサイズをＮ×Ｎ（Ｎは、整数）とする時、前記第１ピク
セル及び前記第２ピクセルの獲得に用いられる前記現在予測単位の右上側に位置している
周辺ピクセルの数、及び左下側に位置している周辺ピクセルの数は、Ｎ／（２＾ｍ）（ｍ
は、２＾ｍがＮより大きくない条件を満たす整数）であることを特徴とする付記３に記載
の映像のイントラ予測方法。
（付記５）　前記第１ピクセル及び第２ピクセルは、前記周辺ピクセルの平均値を用いて
獲得されることを特徴とする付記１に記載の映像のイントラ予測方法。
（付記６）　前記第１ピクセル及び第２ピクセルは、前記周辺ピクセルの加重平均値を用
いて獲得されることを特徴とする付記１に記載の映像のイントラ予測方法。
（付記７）　前記第１予測値を獲得する段階は、
　前記第１ピクセルと前記現在ピクセルとの距離、前記現在ピクセルと同じ行に位置して
いる左側周辺ピクセル間の距離を考慮した幾何平均値を用いて前記第１予測値を獲得し、
　前記第２予測値を獲得する段階は、
　前記第２ピクセルと前記現在ピクセルとの距離、前記現在ピクセルとそれと同じ列に位
置している上側周辺ピクセルとの距離を考慮した幾何平均値を用いて前記第２予測値を獲
得することを特徴とする付記１に記載の映像のイントラ予測方法。
（付記８）　前記現在予測単位は、ｎＳ×ｎＳ（ｎＳは、整数）であり、前記現在予測単
位の周辺ピクセルをｒｅｃ（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝－１…２＊ｎＳ－１）、前記第１ピクセ
ルをＴ（Ｔは、実数）、前記第２ピクセルをＬ（Ｌは、実数）、前記現在ピクセルの予測
値をｐ（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝０…ｎＳ－１）、第１予測値をｐ１（ｘ，ｙ）、第２予測値
をｐ２（ｘ，ｙ）とする時、
　前記第１予測値ｐ１（ｘ，ｙ）は、次の数式；ｐ１（ｘ，ｙ）＝（ｎＳ－１－ｘ）＊ｒ
ｅｃ（－１，ｙ）＋（ｘ＋１）＊Ｔによって獲得され、
　前記第２予測値ｐ２（ｘ，ｙ）は、次の数式；ｐ２（ｘ，ｙ）＝（ｎＳ－１－ｙ）＊ｒ
ｅｃ（ｘ，－１）＋（ｙ＋１）＊Ｌ）によって獲得され、
　前記現在ピクセルの予測値ｐ（ｘ，ｙ）は、前記第１予測値ｐ１（ｘ，ｙ）及び第２予
測値ｐ２（ｘ，ｙ）の平均値を用いて獲得されることを特徴とする付記７に記載の映像の
イントラ予測方法。
（付記９）　前記現在ピクセルの予測値ｐ（ｘ，ｙ）は、次の数式；ｐ（ｘ，ｙ）＝｛ｐ
１（ｘ，ｙ）＋ｐ２（ｘ，ｙ）＋ｎＳ｝＞＞（ｋ＋１）（ｋは、ｌｏｇ２ｎＳ）によって
獲得されることを特徴とする付記８に記載の映像のイントラ予測方法。
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（付記１０）　前記現在予測単位の上側及び左側に位置している周辺ピクセルに対するフ
ィルタリングを行う段階をさらに含み、
　前記現在予測単位の右上側及び左下側に位置している少なくとも１つのフィルタリング
された周辺ピクセルを用いて前記第１ピクセル及び第２ピクセルを獲得し、前記第１予測
値及び前記第２予測値の生成に用いられる左側周辺ピクセル及び上側周辺ピクセルは、フ
ィルタリングされた周辺ピクセルであることを特徴とする付記１に記載の映像のイントラ
予測方法。
（付記１１）　前記周辺ピクセルに対するフィルタリングを行う段階は、
　前記周辺ピクセル間の加重平均値を用いることを特徴とする付記１０に記載の映像のイ
ントラ予測方法。
（付記１２）　前記フィルタリングを行う段階は、前記現在予測単位のサイズが所定サイ
ズ以上の場合に行われることを特徴とする付記１０に記載の映像のイントラ予測方法。
（付記１３）　映像のイントラ予測装置において、
　現在予測単位の右上側に位置している少なくとも１つの周辺ピクセルを用いて、前記現
在予測単位の予測される現在ピクセルと同じ行に位置しつつ、前記現在予測単位の最右側
に位置しているピクセルに対応する仮想の第１ピクセルを獲得し、前記現在予測単位の左
下側に位置している少なくとも１つの周辺ピクセルを用いて、前記現在ピクセルと同じ列
に位置しつつ、前記現在予測単位の最下側に位置しているピクセルに対応する仮想の第２
ピクセルを獲得し、前記第１ピクセル及び前記現在ピクセルと同じ行に位置している左側
周辺ピクセルを用いた線形補間を通じて前記現在ピクセルの第１予測値を獲得し、前記第
２ピクセル及び前記現在ピクセルと同じ列に位置している上側周辺ピクセルを用いた線形
補間を通じて前記現在ピクセルの第２予測値を獲得し、前記第１予測値及び前記第２予測
値を用いて前記現在ピクセルの予測値を獲得するイントラ予測部を備えることを特徴とす
る映像のイントラ予測装置。
（付記１４）　前記イントラ予測部は、
　前記第１ピクセルと前記現在ピクセルとの距離、前記現在ピクセルと同じ行に位置して
いる左側周辺ピクセル間の距離を考慮した幾何平均値を用いて前記第１予測値を獲得し、
前記第２ピクセルと前記現在ピクセルとの距離、前記現在ピクセルとそれと同じ列に位置
している上側周辺ピクセルとの距離を考慮した幾何平均値を用いて前記第２予測値を獲得
することを特徴とする付記１３に記載の映像のイントラ予測装置。
（付記１５）　前記現在予測単位は、ｎＳ×ｎＳ（ｎＳは、整数）であり、前記現在予測
単位の周辺ピクセルをｒｅｃ（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝－１…２＊ｎＳ－１）、前記第１ピク
セルをＴ（Ｔは、実数）、前記第２ピクセルをＬ（Ｌは、実数）、前記現在ピクセルをｐ
（ｘ，ｙ）（ｘ，ｙ＝０…ｎＳ－１）、第１予測値をｐ１（ｘ，ｙ）、第２予測値をｐ２
（ｘ，ｙ）とする時、
　前記第１予測値ｐ１（ｘ，ｙ）は、次の数式；ｐ１（ｘ，ｙ）＝（ｎＳ－１－ｘ）＊ｒ
ｅｃ（－１，ｙ）＋（ｘ＋１）＊Ｔによって獲得され、
　前記第２予測値ｐ２（ｘ，ｙ）は、次の数式；ｐ２（ｘ，ｙ）＝（ｎＳ－１－ｙ）＊ｒ
ｅｃ（ｘ，－１）＋（ｙ＋１）＊Ｌ）によって獲得され、
　前記現在ピクセルの予測値ｐ（ｘ，ｙ）は、前記第１予測値ｐ１（ｘ，ｙ）及び第２予
測値ｐ２（ｘ，ｙ）の平均値を用いて獲得されることを特徴とする付記１４に記載の映像
のイントラ予測装置。
【符号の説明】
【０１８２】
１００　ビデオ符号化装置
１１０　最大符号化単位分割部
１２０　符号化単位決定部
１３０　出力部
２００　ビデオ復号化装置
２１０　受信部
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２２０　映像データ及び符号化情報抽出部
２３０　映像データ復号化部
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