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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ受信部と、パラメータ変更部と、デコード部と、画像認識部とを備える画像受信
装置であって、
　前記データ受信部は、画像符号化データとパラメータとを含む画像符号化ストリームを
受信し、
　前記パラメータは前記画像符号化データを復号する際に使用されるパラメータであり、
　前記パラメータ変更部は、前記画像認識部によって算出された画像認識処理の確からし
さを示す指標に基づいて、前記画像符号化データが画像認識処理により適する画像復号デ
ータに復号されるよう前記パラメータを変更し、
　前記デコード部は、前記データ受信部で受信された前記画像符号化データと、前記パラ
メータ変更部によって変更されたパラメータ含む画像符号化ストリームとを、前記パラメ
ータ変更部によって変更された前記パラメータを使用して復号して画像復号データを生成
し、
　前記画像認識部は、前記画像復号データに対して画像認識処理を行い、前記画像認識処
理の過程で、画像認識処理の確からしさを示す指標を算出し、
　前記パラメータ変更部は、前記画像受信装置が置かれている環境情報に基づいて、前記
データ受信部で受信されたパラメータを変更し、
　前記画像受信装置は車両に搭載され、前記車両に搭載されるカメラによって撮像された
画像が画像符号化装置によって画像符号化処理を施され、前記画像符号化処理によって生
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成された画像符号化ストリームが前記データ受信部で受信され、
　前記パラメータ変更部は、前記車両の走行状況に基づいて、前記データ受信部で受信さ
れたパラメータを変更する、
　画像受信装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記デコード部はデブロッキングフィルタを含み、
　前記パラメータ変更部は、前記データ受信部で受信されたパラメータとして、前記画像
符号化データに対して前記デブロッキングフィルタをかけるか否かを示すパラメータと前
記デブロッキングフィルタのフィルタ係数のうちの少なくとも一方を変更する、
　画像受信装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記デコード部は逆量子化部を含み、
　前記パラメータは、前記画像符号化データを生成するために実行された符号化処理に含
まれる、量子化処理に対応する量子化パラメータを含み、
　前記パラメータ変更部は、前記データ受信部で受信されたパラメータに含まれる量子化
パラメータを変更して、前記逆量子化部に供給する、
　画像受信装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記デコード部は直交逆変換部を含み、
　前記パラメータは、前記画像符号化データを生成するために実行された符号化処理に含
まれる直交変換処理に対応する直交変換係数を含み、
　前記パラメータ変更部は、前記データ受信部で受信されたパラメータに含まれる前記直
交変換係数を変更して、前記直交逆変換部に供給する、
　画像受信装置。
【請求項５】
　請求項１において、前記画像受信装置は、パラメータ送信部をさらに備え、
　前記画像認識部は、前記画像認識処理の過程で、画像認識処理の確からしさを示す指標
を算出し、
　前記パラメータ変更部は、前記画像認識処理の過程で算出された画像認識処理の確から
しさを示す前記指標に基づいて、前記データ受信部で受信されたパラメータを変更し、
　前記パラメータ送信部は、前記画像符号化ストリームを生成して送出した画像送信装置
に対して、前記画像認識処理の過程で算出された画像認識処理の確からしさを示す前記指
標を送出する、
　画像受信装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記パラメータ変更部は、前記画像受信装置が置かれている環境情報に基づいて、前記
データ受信部で受信されたパラメータを変更し、
　前記パラメータ送信部は、前記画像符号化ストリームを生成して送出した画像送信装置
に対して、前記画像受信装置が置かれている環境情報を示す指標を送出する、
　画像受信装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記パラメータ送信部は、前記画像符号化ストリームを生成して送出した画像送信装置
に対して、前記車両の走行状況を表す指標を送出する、
　画像受信装置。
【請求項８】
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　請求項１において、前記デコード部とは別のデコード部と、表示部とをさらに備え、
　前記データ受信部は、受信した前記画像符号化ストリームを前記別のデコード部に供給
し、
　前記別のデコード部は、前記画像符号化ストリームに含まれ、前記パラメータ変更部に
よる処理を受けていないパラメータを適用して、前記画像符号化ストリームに含まれる画
像符号化データを復号して、前記画像復号データとは別の画像復号データを生成して、前
記表示部に供給する、
　画像受信装置。
【請求項９】
　請求項１に記載される画像受信装置と、原画像が入力され、前記パラメータに対応する
エンコードパラメータを用いて前記原画像に対する符号化処理を行って前記画像符号化デ
ータを生成する画像符号化装置を含み、
　前記画像受信装置に前記画像符号化ストリームを、前記画像受信装置に供給する、画像
送信装置を備える、
　画像伝送システム。
【請求項１０】
　請求項９において、周囲の画像を前記原画像として撮像するカメラと車載ネットワーク
を備える車両に搭載され、前記画像送信装置と前記画像受信装置とが互いに前記車載ネッ
トワークで通信可能に接続される、
　画像伝送システム。
【請求項１１】
　データ受信部と、パラメータ変更部と、デコード部と、画像認識部とを備える画像受信
装置で使用される画像受信方法であって、
　前記データ受信部には、画像符号化データとパラメータを含む画像符号化ストリームが
入力され、
　前記パラメータは前記画像符号化データを復号する際に使用されるパラメータであり、
　前記パラメータ変更部は、前記画像認識部によって算出された画像認識処理の確からし
さを示す指標に基づいて、前記画像符号化データが画像認識処理により適する画像復号デ
ータに復号されるよう前記パラメータを変更し、
　前記デコード部は、前記データ受信部で受信された前記画像符号化データと、前記パラ
メータ変更部によって変更されたパラメータを含む画像符号化ストリームとを、前記パラ
メータ変更部によって変更された前記パラメータを使用して復号して画像復号データを生
成し、
　前記画像認識部は、前記画像復号データに対して画像認識処理を行い、前記画像認識処
理の過程で、画像認識処理の確からしさを示す指標を算出し、
　前記パラメータ変更部は、前記画像受信装置が置かれている環境情報に基づいて、前記
データ受信部で受信されたパラメータを変更し、
　前記画像受信装置は車両に搭載され、前記車両に搭載されるカメラによって撮像された
画像が画像符号化装置によって画像符号化処理を施され、前記画像符号化処理によって生
成された画像符号化ストリームが前記データ受信部で受信され、
　前記パラメータ変更部は、前記車両の走行状況に基づいて、前記データ受信部で受信さ
れたパラメータを変更する、
　画像受信方法。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記デコード部はデブロッキングフィルタを含み、
　前記パラメータ変更部は、前記データ受信部で受信されたパラメータとして、前記画像
符号化データに対して前記デブロッキングフィルタをかけるか否かを示すパラメータと前
記デブロッキングフィルタのフィルタ係数のうちの少なくとも一方を変更する、
　画像受信方法。
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【請求項１３】
　請求項１１において、
　前記デコード部は逆量子化部を含み、
　前記パラメータは、前記画像符号化データを生成するために実行された符号化処理に含
まれる量子化処理に対応する量子化パラメータを含み、
　前記パラメータ変更部は、前記データ受信部で受信されたパラメータに含まれる量子化
パラメータを変更して、前記逆量子化部に供給する、
　画像受信方法。
【請求項１４】
　請求項１１において、
　前記デコード部は直交逆変換部を含み、
　前記パラメータは、前記画像符号化データを生成するために実行された符号化処理に含
まれる、直交変換処理に対応する直交変換係数を含み、  前記パラメータ変更部は、前記
データ受信部で受信されたパラメータに含まれる直交変換係数を変更して、前記直交逆変
換部に供給する、
　画像受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像受信装置、画像伝送システムおよび画像受信方法に関し、特に画像認識
処理を伴う画像受信装置、画像伝送システムおよび画像受信方法に、好適に利用できるも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　カメラで撮影されるなどされた原画像の画像情報を、表示するために伝送するシステム
では、原画像を一旦符号化・圧縮して伝送した後に、復号して得られた復号画像を表示す
る。画像情報は一般に膨大であるので、ネットワークなどである伝送路における伝送帯域
幅を抑えるためである。このような画像伝送システムにおいて、表示に代えて或いは表示
に加えて、画像認識を行う事が求められる場合がある。例えば、監視カメラにおいて不審
者を発見し、また、車載カメラにおいて、車間距離を求め、道路標識を認識し、或いは、
歩行者や他の車両、その他障害物との衝突を回避するために、画像認識を行うことが求め
られる。
【０００３】
　特許文献１には、車両の運転支援のために、圧縮伸長後の映像を用いて画像認識を行う
車載カメラシステムが開示されている。車両の走行状態と運転支援アプリケーション（車
線逸脱警報、衝突防止、後方動画像表示など）に応じて、動画像フォーマットの画像サイ
ズ、色フォーマット、フレームレート、ビット深度などの符号化制御情報を動画像送信装
置のエンコーダ制御部に送信し、送信側が符号化制御情報に基づいて符号化パラメータを
変更し、動画像ストリームを生成する。
【０００４】
　特許文献２には、画像符号化の前段に特徴量抽出部を備え、特徴量算出部で画像の平坦
度（アクティビティ）を算出し、画像符号化処理に含まれるデブロッキングフィルタに関
するパラメータを決定することによって画質を改善する、画像符号化装置が開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－２３９９９５号公報
【特許文献２】特開２００８－２２４０４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１及び２について本発明者が検討した結果、以下のような新たな課題があるこ
とがわかった。
【０００７】
　一般的な画像符号化方式は、人間の見た目にノイズが少ないと感じるよう画像を生成す
る符号化方法や、発生するビット量が最小になるように符号化モードを決定する符号化方
法となっており、その復号画像を対象として画像認識をしようとした場合に、必ずしも画
像認識処理に適するとは限らない。そのため、一般的な画像符号化方式によって圧縮伸長
された復号画像では、認識率を十分に向上することができないことが分かった。
【０００８】
　特許文献２に記載される画像符号化方式は、画像を表示するために好適ではあるが、画
像を認識するために好適な画像符号化方式を提供していない課題があるといえる。画像認
識するための特徴量として、例えば、EOH（Edge of Orientation Histogram）特徴量やHO
G（Histograms of Oriented Gradients）特徴量など、エッジ情報に着目した特徴量が提
案されている。一方、画像を表示するために好適なデブロッキングフィルタ処理はエッジ
情報を失わせる処理になっており、画像認識のための特徴量を減殺する処理になっている
。
【０００９】
　また、特許文献１は、画像認識率を高めるとされるが、上述のように、動画像フォーマ
ットの画像サイズ、色フォーマット、フレームレート、ビット深度などを、車両の走行状
態と運転支援アプリケーションの種類や目的に応じて、画像認識に必要な最小限に抑える
が、符号化パラメータまで踏み込んで最適化するものではない。さらに、符号化制御情報
および動画像ストリームのネットワークにおける伝送遅延があり、動画像受信装置による
符号化制御情報の送信から、動画像ストリームの復号までの遅延時間が大きいという問題
がある。
【００１０】
　このような課題を解決するための手段を以下に説明するが、その他の課題と新規な特徴
は、本明細書の記述及び添付図面から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一実施の形態によれば、下記の通りである。
【００１２】
　すなわち、データ受信部と、パラメータ変更部と、デコード部と、画像認識部とを備え
る画像受信装置を、以下のように構成する。データ受信部は、画像符号化データとパラメ
ータを含む画像符号化ストリームを受信する。パラメータ変更部は、データ受信部で受信
されたパラメータを変更することができ、デコード部は、パラメータ変更部によって変更
されたパラメータを適用して、受信された画像符号化データを復号して画像復号データを
生成する。画像認識部は、復号された画像復号データに対して画像認識処理を行う。
【発明の効果】
【００１３】
　前記一実施の形態によって得られる効果を簡単に説明すれば下記のとおりである。
【００１４】
　すなわち、伝送遅延の影響を受けることなく、迅速にパラメータを適切に変更し、画像
認識率を向上することができる。画像送信装置において符号化器が画像符号化ストリーム
に含めて送信するパラメータを、画像受信装置側で適宜、画像認識処理に適するパラメー
タに変更することができるからである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、実施形態１に係る画像受信装置の構成例を示すブロック図である。
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【図２】図２は、パラメータを含む画像符号化ストリームの例を示す説明図である。
【図３】図３は、パラメータ変更部とデコーダ部の一構成例を示すブロック図である。
【図４】図４は、パラメータ変更部とデコーダ部の別の構成例を示すブロック図である。
【図５】図５は、パラメータの変更とデコード処理のフローを示すフローチャートである
。
【図６】図６は、パラメータ変更とデコード処理の動作の一例（ピクチャ単位のフィード
バック）を模式的に示すタイミングチャートである。
【図７】図７は、パラメータ変更とデコード処理の動作の別の例（スライス単位のフィー
ドバック）を模式的に示すタイミングチャートである。
【図８】図８は、実施形態２に係る画像受信装置の構成例を示すブロック図である。
【図９】図９は、実施形態３に係る画像受信装置の構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
１．実施の形態の概要
　先ず、本願において開示される代表的な実施の形態について概要を説明する。代表的な
実施の形態についての概要説明で括弧を付して参照する図面中の参照符号はそれが付され
た構成要素の概念に含まれるものを例示するに過ぎない。
【００１７】
　〔１〕＜符号化器から受信した復号パラメータを変更して復号する画像受信装置＞
　本願において開示される代表的な実施の形態に係る画像受信装置（１）は、データ受信
部（１１）と、パラメータ変更部（１２）と、デコード部（１３）と、画像認識部（１４
）とを備え、以下のように構成される。
【００１８】
　前記データ受信部は、画像符号化データとパラメータを含む画像符号化ストリーム（３
３）を受信する。前記パラメータ変更部は、前記データ受信部で受信されたパラメータを
変更可能であり、前記デコード部は、前記データ受信部で受信された前記画像符号化デー
タと，前記パラメータ変更部によって変更されたパラメータを含む画像符号化ストリーム
（３４）を復号して画像復号データ（３５）を生成する。前記画像認識部は、前記画像復
号データに対して画像認識処理を行う。
【００１９】
　これにより、伝送遅延の影響を受けることなく、迅速にパラメータを適切に変更し、画
像認識率を向上することができる。画像送信装置において符号化器が画像符号化ストリー
ムに含めて送信するパラメータを、画像受信装置側で適宜、画像認識処理に適するパラメ
ータに変更することができるからである。
【００２０】
　〔２〕＜画像認識処理の確からしさを示す指標に基づくパラメータの変更＞
　項１において、前記画像認識部は、前記画像認識処理の過程で、画像認識処理の確から
しさを示す指標（３１）を算出し、前記パラメータ変更部は、前記画像認識処理の過程で
算出された画像認識処理の確からしさを示す前記指標に基づいて、前記データ受信部で受
信されたパラメータを変更する。
【００２１】
　これにより、画像認識処理に、より適するように、パラメータを変更することができる
。
【００２２】
　〔３〕＜画像受信装置の置かれている環境情報に基づくパラメータの変更＞
　項１または項２において、前記パラメータ変更部は、前記画像受信装置が置かれている
環境情報（３０）に基づいて、前記データ受信部で受信されたパラメータを変更する。
【００２３】
　これにより、画像受信装置が置かれている環境に、画像認識処理がより適するように、
パラメータを変更することができる。
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【００２４】
　〔４〕＜走行状況に基づくパラメータの変更＞
　項３において、前記画像受信装置は車両に搭載され、前記車両に搭載されるカメラによ
って撮像された画像が画像符号化装置によって画像符号化処理を施され、前記画像符号化
処理によって生成された画像符号化ストリームが前記データ受信部で受信される。
【００２５】
　前記パラメータ変更部は、前記車両の走行状況に基づいて、前記データ受信部で受信さ
れたパラメータを変更する。
【００２６】
　これにより、車載カメラシステムに搭載される画像受信装置おいて、車両の走行状況に
よって求められる画像認識の対象物に、より適するように、パラメータを変更することが
できる。
【００２７】
　〔５〕＜デブロッキングフィルタのパラメータの変更＞
　項１から項４のうちのいずれか１項において、前記デコード部はデブロッキングフィル
タ（１３５）を含む。前記パラメータ変更部は、前記データ受信部で受信されたパラメー
タとして、前記画像符号化データに対して前記デブロッキングフィルタをかけるか否かを
示すパラメータと前記デブロッキングフィルタのフィルタ係数のうちの少なくとも一方を
変更する。
【００２８】
　これにより、画像認識処理の認識率が十分に高くないときに、デブロッキングフィルタ
の強度を低下させて画像の高周波成分を抑圧させないか抑圧の程度を少なく抑え、認識率
を向上することができる。
【００２９】
　〔６〕＜量子化パラメータの変更＞
　項１から項４のうちのいずれか１項において、前記デコード部は逆量子化部（１３３）
を含む。前記パラメータは、前記画像符号化データを生成するために実行された符号化処
理に含まれる、量子化処理に対応する量子化パラメータを含み、前記パラメータ変更部は
、前記データ受信部で受信されたパラメータに含まれる量子化パラメータを変更して、前
記逆量子化部に供給する。
【００３０】
　これにより、画像認識処理の認識率が十分に高くないときに、量子化パラメータを大き
くして予測誤差成分を増幅強調し、認識率を向上することができる。
【００３１】
　〔７〕＜直交変換係数の変更＞
　項１から項４のうちのいずれか１項において、前記デコード部は直交逆変換部を含む。
前記パラメータは、前記画像符号化データを生成するために実行された符号化処理に含ま
れる直交変換処理に対応する直交変換係数を含み、前記パラメータ変更部は、前記データ
受信部で受信されたパラメータに含まれる前記直交変換係数を変更して、前記直交逆変換
部に供給する。
【００３２】
　これにより、画像認識処理の認識率が十分に高くないときに、直交変換係数を変更して
、認識率を向上することができる。例えば、直交変換係数の高域成分を削除することによ
り、画像認識処理部に入力される復号画像の周波数成分を、画像認識に必要とされる周波
数成分に適合させることができる。
【００３３】
　〔８〕＜パラメータ送信部（画像認識処理の確からしさを示す指標）＞
　項１において、前記画像受信装置は、パラメータ送信部（１７）をさらに備える。
【００３４】
　前記画像認識部は、前記画像認識処理の過程で、画像認識処理の確からしさを示す指標
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（３１）を算出し、前記パラメータ変更部は、前記画像認識処理の過程で算出された画像
認識処理の確からしさを示す前記指標に基づいて、前記データ受信部で受信されたパラメ
ータ（３３）を変更する。
【００３５】
　前記パラメータ送信部は、前記画像符号化ストリームを生成して送出した画像送信装置
（４）に対して、前記画像認識処理の過程で算出された画像認識処理の確からしさを示す
前記指標（３１）を送出する。
【００３６】
　これにより、画像認識処理により適するように、パラメータを変更することができ、さ
らに、画像符号化ストリームを生成する画像符号化装置においても、前記パラメータに対
応する符号化パラメータを変更させることができる。
【００３７】
　〔９〕＜パラメータ送信部（画像受信装置の置かれている環境情報）＞
　項８において、前記パラメータ変更部は、前記画像受信装置が置かれている環境情報（
３０）に基づいて、前記データ受信部で受信されたパラメータ（３３）を変更する。
【００３８】
　前記パラメータ送信部は、前記画像符号化ストリームを生成して送出した画像送信装置
（４）に対して、前記前記画像受信装置が置かれている環境情報（３０）を示す指標を送
出する。
【００３９】
　これにより、画像認識処理の環境情報に、より適するように、パラメータを変更するこ
とができ、さらに、画像符号化ストリームを生成する画像符号化装置においても、前記画
像受信装置が置かれている環境情報に基づいて、符号化パラメータを変更させることがで
きる。
【００４０】
　〔１０〕＜パラメータ送信部（走行状況）＞
　項９において、前記画像受信装置は車両に搭載され、前記車両に搭載されるカメラによ
って撮像された画像が画像符号化装置によって画像符号化処理を施され、前記画像符号化
処理によって生成された画像符号化ストリームが前記データ受信部で受信され、前記パラ
メータ変更部は、前記車両の走行状況に基づいて、前記データ受信部で受信されたパラメ
ータを変更する。前記パラメータ送信部は、前記画像符号化ストリームを生成して送出し
た画像送信装置に対して、前記車両の走行状況を表す指標を送出する。
【００４１】
　これにより、車載カメラシステムに搭載される画像受信装置おいて、車両の走行状況に
よって求められる画像認識の対象物に、より適するように、パラメータを変更することが
でき、さらに、画像符号化ストリームを生成する画像符号化装置においても、前記車両の
走行状況に基づいて、符号化パラメータを変更させることができる。
【００４２】
　〔１１〕＜表示用デコーダ＞
　請求項１から請求項１０のうちのいずれか１項において、前記画像受信装置は、前記デ
コード部とは別のデコード部（１５）と、表示部（１６）とをさらに備える。
【００４３】
　前記データ受信部は、受信した前記画像符号化ストリームを前記別のデコード部に供給
する。前記別のデコード部は、前記画像符号化ストリームに含まれるパラメータを適用し
て、前記画像符号化ストリームに含まれる画像符号化データを復号して、前記画像復号デ
ータとは別の画像復号データを生成して、前記表示部に供給する。
【００４４】
　これにより、画像認識に適するように変更されたパラメータを適用して復号された画像
復号データは画像認識部に供給され、変更前の表示に適したパラメータを適用して復号さ
れた画像復号データは表示部に供給されるので、それぞれに適切なパラメータが適用され
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る。
【００４５】
　さらに、画像認識に適するように変更されたパラメータを適用して復号された画像復号
データと、パラメータ変更前の表示に適したパラメータを適用して復号された画像復号デ
ータとを前記画像認識部に供給し、前記画像認識部は、当該２つの画像復号データの差分
を利用して画像認識処理を実行することができる。これにより、画像認識の精度をより向
上することができる。
【００４６】
　〔１２〕＜画像伝送システム＞
　本願において開示される代表的な実施の形態は、項１から項１１のうちのいずれか１項
に記載される画像受信装置（１）と画像送信装置（４）を備える、画像伝送システムであ
る。前記画像送信装置は、原画像が入力され、前記パラメータに対応するエンコードパラ
メータを用いて前記原画像に対する符号化処理を行って前記画像符号化データを生成する
画像符号化装置を含み、前記画像受信装置に前記画像符号化ストリームを、前記画像受信
装置に供給する。
【００４７】
　これにより、伝送遅延の影響を受けることなく、迅速にパラメータを適切に変更し、画
像認識率を向上することができる、画像伝送システムを提供することができる。画像送信
装置とそれに搭載される画像符号化装置には、パラメータ変更部に対応するような構成要
素を備える必要はなく、通常の画像符号化装置、画像送信装置を、そのまま組み合わせる
ことができる。
【００４８】
　〔１３〕＜車載カメラ＞
　項１２において、前記画像伝送システムは、周囲の画像を前記原画像として撮像するカ
メラと車載ネットワークを備える車両に搭載され、前記画像送信装置と前記画像受信装置
とが互いに前記車載ネットワークで通信可能に接続される。
【００４９】
　これにより、車載カメラによって撮像された画像に対する画像認識を行う車載の画像伝
送システムにおいて、伝送遅延を低く抑えることができる。撮像から画像の認識までの時
間が短くて済むので、自動車運転時の危険予知や回避などの、安全性を向上させることが
できる。
【００５０】
　〔１４〕＜符号化器から受信した復号パラメータを変更して復号する画像受信方法＞
　本願において開示される代表的な実施の形態に係る画像受信方法（１）は、データ受信
部（１１）と、パラメータ変更部（１２）と、デコード部（１３）と、画像認識部（１４
）とを備え、以下のように構成される。
【００５１】
　前記データ受信部には、画像符号化データとパラメータを含む画像符号化ストリーム（
３３）が入力される。前記パラメータ変更部は、前記データ受信部で入力されたパラメー
タを変更可能である（Ｓ１～Ｓ４）。前記デコード部は、前記データ受信部で受信された
前記画像符号化データと，前記パラメータ変更部によって変更されたパラメータを含む画
像符号化ストリーム（３４）を復号して画像復号データ（３５）を生成する（Ｓ５）。前
記画像認識部は、前記画像復号データに対して画像認識処理を行う。
【００５２】
　これにより、伝送遅延の影響を受けることなく、迅速にパラメータを適切に変更し、画
像認識率を向上することができる、画像受信方法が提供される。送信側において符号化器
が画像符号化ストリームに含めて送信するパラメータを、受信側で適宜、画像認識処理に
適するパラメータに変更することができるからである。
【００５３】
　〔１５〕＜画像認識処理の確からしさを示す指標に基づくパラメータの変更＞
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　項１４において、前記画像認識部は、前記画像認識処理の過程で、画像認識処理の確か
らしさを示す指標（３１）を算出し、前記パラメータ変更部は、前記画像認識処理の過程
で算出された画像認識処理の確からしさを示す前記指標に基づいて、前記データ受信部に
入力されたパラメータを変更する（Ｓ３、Ｓ４）。
【００５４】
　これにより、画像認識処理に、より適するように、パラメータを変更することができる
。
【００５５】
　〔１６〕＜画像受信装置の置かれている環境情報に基づくパラメータの変更＞
　項１４または項１５において、前記パラメータ変更部は、前記画像受信方法を使用する
画像受信装置（１）が置かれている環境情報（３０）に基づいて、前記データ受信部で受
信されたパラメータを変更する（Ｓ１）。
【００５６】
　これにより、画像受信装置が置かれている環境に、画像認識処理がより適するように、
パラメータを変更することができる。
【００５７】
　〔１７〕＜走行状況に基づくパラメータの変更＞
　項１６において、前記画像受信装置は車両に搭載され、前記車両に搭載されるカメラに
よって撮像された画像が画像符号化装置によって画像符号化処理を施され、前記画像符号
化処理によって生成された画像符号化ストリームが前記データ受信部で受信される。前記
パラメータ変更部は、前記車両の走行状況に基づいて、前記データ受信部で受信されたパ
ラメータを変更する（Ｓ１）。
【００５８】
　これにより、車載カメラシステムに搭載される画像受信装置おいて、車両の走行状況に
よって求められる画像認識の対象物に、より適するように、パラメータを変更することが
できる。
【００５９】
　〔１８〕＜デブロッキングフィルタのパラメータの変更＞
　項１４から項１７のうちのいずれか１項において、前記デコード部はデブロッキングフ
ィルタ（１３５）を含む。前記パラメータ変更部は、前記データ受信部で受信されたパラ
メータとして、前記画像符号化データに対して前記デブロッキングフィルタをかけるか否
かを示すパラメータと前記デブロッキングフィルタのフィルタ係数のうちの少なくとも一
方を変更する（Ｓ３、Ｓ４）。
【００６０】
　これにより、画像認識処理の認識率が十分に高くないときに、デブロッキングフィルタ
の強度を低下させて画像の高周波成分を抑圧させないか抑圧の程度を少なく抑え、認識率
を向上することができる。
【００６１】
　〔１９〕＜量子化パラメータの変更＞
　項１４から項１７のうちのいずれか１項において、
　前記デコード部は逆量子化部（１３３）を含む。前記パラメータは、前記画像符号化デ
ータを生成するために実行された符号化処理に含まれる、量子化処理に対応する量子化パ
ラメータを含み、前記パラメータ変更部は、前記データ受信部で受信されたパラメータに
含まれる量子化パラメータを変更して、前記逆量子化部に供給する。
【００６２】
　これにより、画像認識処理の認識率が十分に高くないときに、量子化パラメータを大き
くして予測誤差成分を増幅強調し、認識率を向上することができる。
【００６３】
　〔２０〕＜直交変換係数の変更＞
　項１４から項１７のうちのいずれか１項において、前記デコード部は直交逆変換部を含
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む。前記パラメータは、前記画像符号化データを生成するために実行された符号化処理に
含まれる直交変換処理に対応する直交変換係数を含み、前記パラメータ変更部は、前記デ
ータ受信部で受信されたパラメータに含まれる直交変換係数を変更して、前記直交逆変換
部に供給する。
【００６４】
　これにより、画像認識処理の認識率が十分に高くないときに、直交変換係数を変更して
、認識率を向上することができる。例えば、直交変換係数の高域成分を削除することによ
り、画像認識処理部に入力される復号画像の周波数成分を、画像認識に必要とされる周波
数成分に適合させることができる。
【００６５】
　２．実施の形態の詳細
　実施の形態について更に詳述する。
【００６６】
　〔実施形態１〕
　図１は、実施形態１に係る画像受信装置１の構成例を示すブロック図である。
【００６７】
　画像受信装置１は、データ受信部１１、パラメータ変更部１２、デコーダ１３、及び、
画像認識部１４を備える。データ受信部１１は、ネットワーク２を介して送出されてくる
パケットデータの受信と、パケットデータからの画像符号化ストリーム３３の抽出を行う
。画像符号化ストリーム３３は、符号化された画像データであり、エレメンタリストリー
ムと呼ばれるものである。エレメンタリストリームには、例えばMPEG-2（MPEG: Moving P
icture Experts Group）やH.264、HEVC（High Efficiency Video Coding）などの符号化
標準に準拠するものがあり、少なくともシーケンスレベル、ピクチャレベルの２階層の構
成をもち、各階層はヘッダ部とデータ部から構成される。ヘッダ部には符号化の際の各種
パラメータが含まれており、通常のデコーダは、そのパラメータを復号パラメータとして
使ってデータ部の復号処理を行う。パラメータ変更部１２は、画像符号化ストリーム３３
中のパラメータを変更し、変更されたパラメータを含む画像符号化ストリーム３４をデコ
ーダ１３に供給する。デコーダ１３は、画像符号化ストリーム３４に含まれる変更された
パラメータを復号パラメータとして使って、画像符号化ストリーム３４のデータ部を復号
し、復号画像３５を生成する。画像認識部１４は、復号画像３５に存在するオブジェクト
などの検出や認識、追跡処理を行う。
【００６８】
　パラメータ変更部１２による具体的なパラメータ変更方法は後述するが、ネットワーク
２を介して受信した画像符号化ストリーム３３に含まれるヘッダ内のパラメータを、エン
コーダ部によって生成され付与された値から別の値に変更する。エンコーダ部によって生
成され付与されたパラメータは、復号された画像を人が見ることを前提として、その画質
の劣化を抑える方向に最適化されているが、画像認識部１４における認識処理のために適
切な値となっているとは限らない。そこで、パラメータ変更部１２は、ネットワーク２を
介して受信した画像符号化ストリーム３３に含まれるヘッダ内のパラメータを、画像認識
部１４における認識処理のために適切な値に変更する。これにより、画像認識部１４にお
ける画像認識率を向上することができる。また、エンコーダ側で生成するパラメータの値
を変更させる場合と比較して、ネットワーク２による伝送遅延の影響を受けることなく、
迅速にパラメータを適切に変更することができる。画像受信装置１の側のみで適宜、画像
認識処理に適するパラメータの値に変更することができるからである。
【００６９】
　このとき、画像認識部１４は、画像認識処理の過程で、画像認識処理の確からしさを示
す指標３１を算出してパラメータ変更部１２に供給し、パラメータ変更部１２はその画像
認識処理の確からしさを示す指標３１に基づいて、パラメータの値を変更することが好適
である。これにより、画像認識部１４による画像認識処理に、より適するように、パラメ
ータの値を変更することができるからである。
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【００７０】
　画像認識処理の確からしさを示す指標３１は、例えば、画像認識部１４における画像検
出、認識、追跡処理の結果の確からしさを示す指標や認識領域を示す情報、画像認識領域
情報などである。認識、検出の結果の確からしさは、各処理おける類似度を示す閾値や、
識別器通過段数などから知ることができる。認識、検出の結果の確からしさを知る方法は
、認識・検出アルゴリズム、アプリケーションによって様々な方法が考えられるが、以下
のような例がある。
【００７１】
　顔、標識などの物体検出においては、局所特徴量と統計的学習手法を組み合わせる手法
が主流となっている。例えば、顔検出では、Haar-like特徴量を多数組み合わせて顔の検
出器を構築する。検出器には、弱識別器を縦続接続し、AdaBoostを用いることで、多数の
局所特徴量の中から、識別に最適な特徴量を選択する。ここで、検出の確からしさを示す
こととして、縦続接続された弱識別器を何段通過したかが指標になりうる。
【００７２】
　標識認識などの特定物体認識処理では、事前学習も可能であり、あらかじめ参照画像か
ら求めた特徴量と、入力画像からの対応点探索を行うことで、標識認識が可能になる。類
似度を示す値を閾値処理するので、閾値とのユークリッド距離が類似度を示す指標になる
。
【００７３】
　物体追跡においては、例えば、KLT（Kaneda Lucas Tomasi）法は局所領域における各点
の動きは同一であると仮定し、微小時間における領域は並行移動のみという状態を仮定し
て特徴点の移動先を求める。移動前後のおけるSIFT（Scale Invariant Feature Transfor
m）などの特徴量の類似度（ユークリッド距離）を用いて特徴点判定を行うので、特徴量
のユークリッド距離が指標となりうる。
【００７４】
　パラメータ変更部１２は、画像認識処理の確からしさを示す指標３１に代えて、または
これに加えてデコーダ１３から出力される統計情報３２に基づいて、パラメータの値を変
更することができる。統計情報３２は、デコーダ１３における各種パラメータ値、その分
布などの統計情報である。
【００７５】
　パラメータ変更部１２がパラメータの値を変更するときに参照する情報は、画像認識処
理の確からしさを示す指標３１や統計情報３２に限らず、受信ユニット内で得られるデー
タであればよい。
【００７６】
　また、パラメータ変更部１２は、画像認識処理の確からしさを示す指標３１及び統計情
報３２に代えて、またはこれらに加えて画像受信装置１が置かれている環境情報３０に基
づいて、パラメータの値を変更することができる。ここで、環境情報３０としては、種々
の情報を採用することができる。例えば、画像受信装置１が実行する、画像認識部１４に
よる画像認識処理を含むアプリケーション情報である。これにより、画像受信装置１が置
かれている環境に、画像認識処理がより適するように、パラメータの値を変更することが
できる。
【００７７】
　さらに具体的な例を挙げれば、車載カメラを搭載した運転支援システムにおける画像受
信装置に適用することができる。即ち、画像受信装置１が自動車などの車両に搭載され、
その車両に搭載されるカメラによって撮像された画像が画像符号化装置によって画像符号
化処理を施され、生成された画像符号化ストリームが、ＣＡＮ（Controller Area Networ
k）などの車載ネットワークを介して伝送され、画像受信装置１のデータ受信部１１で受
信される。画像受信装置１のパラメータ変更部１２は、その車両の走行状況に基づいて、
データ受信部１１で受信されたパラメータの値を、画像認識部１４による画像認識処理に
適する値に変更する。このとき、環境情報３０は、例えば、高速走行中の中央分離帯や路
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側帯、車線を示す白線、或いは、先行車両の画像認識、中・低速走行中の歩行者や標識、
障害物などの画像認識、後退走行時の車止めや停車位置を示す線、或いは障害物の画像認
識などのアプリケーション情報とすることができる。この他、自動車の走行状態を表す情
報、日中か夜間か或いは晴天か雨天かなどの環境情報であってもよい。
【００７８】
　これにより、車載カメラシステムに搭載される画像受信装置おいて、車両の走行状況に
よって求められる画像認識の対象物に、より適するように、パラメータの値を変更するこ
とができる。
【００７９】
　パラメータ変更部１２によって変更されるパラメータについて説明する。
【００８０】
　図２は、パラメータを含む画像符号化ストリームの例を示す説明図である。同図にはパ
ラメータの一例として、H.264のオーディオビジュアルサービス全般のための高度ビデオ
符号化方式（Advanced video coding for generic audiovisual services）における画像
データの構造が示される。ＳＰＳはSequence parameter set、ＰＰＳはPicture paramete
r set、ＳＨはSlice header、ＳＤはSlice dataである。画像符号化ストリームは、同図
にシーケンスとピクチャとスライスの３階層が例示されるように、複数の階層からなって
おり、各階層のヘッダ部であるＳＰＳ、ＰＰＳ、ＳＨと、最下位階層のスライスレベルの
データ部であるＳＤにより構成される。各階層のヘッダ部であるＳＰＳ、ＰＰＳ、ＳＨに
各階層の符号化パラメータが定義されている。ＰＰＳには例えばdeblocking_filter_cont
rol_present_flagが、ＳＨには例えばdisable_deblocking_filter_idc、slice_alpha_c0_
offset_div2、slice_beta_offset_div2などが、それぞれ含まれる。これらはデブロッキ
ングフィルタの処理を行うか否か、また処理を行うときのフィルタ係数を規定するための
パラメータであって、適切に変更することによって、画像認識部１４に入力する画像信号
の周波数成分を制御することが可能である。
【００８１】
　パラメータ変更部１２によって変更されるパラメータは、上述のデブロッキングフィル
タに関するパラメータに限られず、予測モード、量子化パラメータ、直交変換係数などで
もよい。量子化パラメータを大きい値に変更すると、例えば予測誤差成分が増幅強調され
、また、直交変換係数の変更により、画像信号の周波数成分を制御することにより、画像
認識部１４の処理精度を変えることが可能になる。
【００８２】
　パラメータ変更部１２とデコーダ１３、より詳細な構成例について説明する。
【００８３】
　図３は、パラメータ変更部１２とデコーダ１３の一つの構成例を示すブロック図である
。
【００８４】
　パラメータ変更部１２はパラメータ変更制御部１２０と可変長復号部１２１とストリー
ム変更処理部１２２とを含んで構成され、デコーダ１３に接続される。データ受信部１１
から供給される画像符号化ストリーム３３は、可変長復号部１２１に入力される。可変長
復号部１２３は入力された画像符号化ストリーム３３をデコードし、ＳＰＳやＰＰＳのパ
ラメータ１２３を抽出する。パラメータ変更制御部１２０は、フィードバックされる上述
の各情報３０、３１、３２を用いて、可変長復号部１２３で抽出されたパラメータを変更
するか判断を行う。ストリーム変更処理部１２２は、画像符号化ストリーム３３のうち、
変更すべきと判断されたパラメータ１２３を変更し、変更されたパラメータをヘッダ部に
含む画像符号化ストリーム３４を生成する。ここで、パラメータ変更部１２の出力する画
像符号化ストリーム３４におけるパラメータの変更は、符号化標準規格の範囲内とし、規
格を逸脱するものではない。よって通常のデコーダ１３でエラーとならない。即ち、デコ
ーダ１３の設計資源の流用が可能となり、コストを低減することができる。
【００８５】
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　可変長復号部１２１は、画像符号化ストリーム３３中のヘッダ部分のみ復号可能であっ
てもよく、データ部の可変長復号機能を有していても良い。
【００８６】
　図４は、パラメータ変更部１２とデコーダ１３の別の構成例を示すブロック図である。
この例ではパラメータ変更部１２はデコーダ１３と渾然一体として構成され、パラメータ
変更機能を内部に備えるデコーダ１３として示されている。パラメータ変更部１２やデコ
ーダ１３などの機能ブロックへの分け方や呼び方は、便宜的なものであって、適宜変更す
ることができる。図４に例示されるデコーダ１３は、パラメータ処理制御部１３０と、可
変長復号部１３１とパラメータ処理部１３２と逆量子化逆変換部１３３と加算器１３４と
デブロッキングフィルタ１３５と、ピクチャバッファ１３６と、画面内予測部１３７と画
面間予測部１３８と、予測モード選択部１３９とを含んで構成される。データ受信部１１
から供給される画像符号化ストリーム３３は、可変長復号部１３１に入力される。可変長
復号部１３１は、画像符号化ストリーム３３の復号処理を行い、ヘッダパラメータや直交
変換係数や符号化モードなどのパラメータ１３０１を出力する。パラメータ処理制御部１
３０は、フィードバックされる上述の各情報３０、３１、３２を用いて、パラメータ１３
０１に含まれるパラメータを変更するか否かの判断を行い、パラメータ処理部１３２は、
必要に応じてパラメータ１３０１に含まれるパラメータの変更を行い、変更後のパラメー
タ１３０２をデコーダ１３内の各処理部（１３３～１３９）へ出力する。逆量子化逆変換
部１３３は、逆量子化および逆変換を行い、予測誤差分の画素データを出力する。この画
素データは、加算器１３４にて、セレクタ１３９で選択された画面内予測画像（１３７か
らの出力）または画面間予測画像（１３８からの出力）と足しあわされ、デブロッキング
フィルタ１３５で処理された結果、ピクチャバッファ１３６に格納される。ピクチャバッ
ファ１３６内の画像データは、復号画像３５として出力されるのと同時に、画面間予測１
３８の参照画像として用いられる。
【００８７】
　本構成例では、デコーダ１３内の各処理部（１３３～１３９）へ入力する各種パラメー
タだけではなく、必要に応じてさらにデータを変更処理することが可能になる。例えば、
直交変換係数の高域成分を削除することにより、復号画像３５の周波数成分を制御するこ
とが可能になる。
【００８８】
　パラメータの変更処理手順について説明する。
【００８９】
　図５は、パラメータの変更とデコード処理のフローを示すフローチャートである。シー
ケンス（Ｓｅｑ）、ピクチャ（Ｐｉｃ）、スライスの各階層ごとに、パラメータを変更す
るフローが示される。まず、環境情報３０により画像符号化ストリーム３３に含まれる、
どのパラメータを変更するかを決定する（Ｓ１）。続いてシーケンスレベルのパラメータ
ＳＰＳの変更処理を行う（Ｓ２）。以降は、ピクチャ毎に、情報３１、３２の情報を用い
て、ＰＰＳ／ＳＰＳに存在するパラメータの変更を変更する（Ｓ３）。
またスライスが利用できる符号化標準規格では、スライス毎に、情報３１、３２の情報を
用いて、スライスヘッダ（ＳＨ）内のパラメータを変更する（Ｓ４）。パラメータ変更後
、変更されたパラメータを使ってスライスデータ（ＳＤ）処理（デコード処理）を行い（
Ｓ５）、ピクチャ終了（Ｓ６）、およびシーケンス終了（Ｓ７）までデコード処理を継続
する。
【００９０】
　パラメータ変更とデコード処理の動作例について説明する。図６と図７は、それぞれパ
ラメータ変更とデコード処理の動作の一例を模式的に示すタイミングチャートであり、図
６にはピクチャレベルでのフィードバックを行う例が、図７にはスライスレベルでのフィ
ードバックを行う例が、それぞれ示される。横軸は時間であり、パラメータ変更部１２と
デコーダ１３の動作が「デコード」として示され、画像認識部１４の動作が「画像認識」
として示される。



(15) JP 6392572 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

【００９１】
　図６は、パラメータ変更とデコード処理の動作の一例（ピクチャ単位のフィードバック
）を模式的に示すタイミングチャートである。「変更」はパラメータ変更部１２によるパ
ラメータの変更処理であり、上段の「デコード」における「ピクチャ０処理」、「ピクチ
ャ１処理」及び「ピクチャ２処理」はデコーダ１３による復号処理である。下段の「画像
認識」は画像認識部１４における画像認識処理で、図示される「ピクチャ０処理」、「ピ
クチャ１処理」はその画像認識の対象であるピクチャが番号で示される画像認識処理であ
る。
【００９２】
　ピクチャ０のパラメータを対象とするパラメータ変更処理（「変更」と図示される）の
後、ピクチャ０のデコード処理（「ピクチャ０処理」と図示）が開始される。デコード処
理は、例えばマクロブロックなどの処理単位ごとに実行され、処理が完了したマクロブロ
ックからピクチャ処理結果３５の画像認識部１４への出力が開始される。ピクチャ処理結
果３５が出力された後、画像認識部１４は、ピクチャ０を対象とする画像認識処理（「ピ
クチャ０処理」と図示）を開始する。ピクチャ０のデコード処理が完了した後、ピクチャ
０のデコード処理によって得られる統計情報３２を使って、次のピクチャ１のパラメータ
を対象とするパラメータ変更処理（「変更」と図示）とその後のデコード処理（「ピクチ
ャ１処理」と図示）が開始される。ピクチャ１についてのピクチャ処理結果３５が出力さ
れた後、画像認識部１４は、ピクチャ１を対象とする画像認識処理（「ピクチャ１処理」
と図示）を開始する。ピクチャ１のデコード処理が完了した後、次のピクチャ２のパラメ
ータを対象とするパラメータ変更処理（「変更」と図示）とそれに続くデコード処理が開
始される。ピクチャ２のパラメータを対象とするパラメータ変更処理には、ピクチャ１の
デコード処理（「ピクチャ１処理」と図示）によって得られる統計情報３２に加えて、ピ
クチャ０を対象とする画像認識処理（「ピクチャ０処理」と図示）によって得られる、画
像認識処理の確からしさを示す指標３１が、フィードバックされる。
【００９３】
　図７は、パラメータ変更とデコード処理の動作の別の例（スライス単位のフィードバッ
ク）を模式的に示すタイミングチャートである。１ピクチャが２個のスライスで構成され
る例である。「変更」はパラメータ変更部１２によるパラメータの変更処理であるが、ス
ライスレベルのパラメータの変更が含まれる。上段の「デコード」に示されるように、ピ
クチャ０のスライス０についてのパラメータ変更処理とデコード処理とスライス１につい
てのパラメータ変更処理とデコード処理が順次実行され、その後ピクチャ１、ピクチャ２
、…のそれぞれのスライス０とスライス１についてのパラメータ変更処理とデコード処理
が順次実行される。
【００９４】
　下段の「画像認識」に示されるように、画像認識部１４は、ピクチャ０のスライス０に
ついてのスライス処理結果３５が供給された時にピクチャ０のスライス０を対象とする画
像認識処理を開始し、ピクチャ０のスライス１についてのスライス処理結果３５が供給さ
れた時に同じピクチャ０のスライス１を対象とする画像認識処理を開始する。その後、ピ
クチャ１、ピクチャ２、…のそれぞれのスライス０とスライス１についての画像認識処理
が順次実行される。スライス０のデコード処理によって得られる統計情報３２は、同じピ
クチャ内のスライス０から次のスライス１のためのパラメータ変更処理に、また、スライ
ス１のデコード処理によって得られる統計情報３２は、次のピクチャのスライス０のため
のパラメータ変更処理に、それぞれフィードバックされる。画像認識処理によって得られ
る画像認識処理の確からしさを示す指標３１については、ピクチャ０のスライス０から得
られる情報３１がピクチャ１のスライス０のためのパラメータ変更処理にフィードバック
され、ピクチャ０のスライス１から得られる情報３１がピクチャ１のスライス１のための
パラメータ変更処理にフィードバックされる。ピクチャ０のスライス１から得られる情報
３１は、さらに次のピクチャ２のためのパラメータ変更処理にもフィードバックされ得る
。
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【００９５】
　図７に示されるように、スライスレベルのデコードが可能な場合には、上記（１）（２
）に加えて、画像認識部１４で認識した結果の確からしさの指標３１を次のスライス処理
に適用することが可能である。
【００９６】
　図６及び図７では、デコーダ１３によるデコード処理と画像認識部１４における画像認
識処理に同程度の時間がかかる場合のタイミングが示される。本発明においては、通信路
の遅延に関わらず、検出や認識処理改善のフィードバックを、迅速かつ一定期間内に行う
ことが可能である。
【００９７】
　本発明によって得られる効果について説明する。
【００９８】
　本発明を先端運転システム（ＡＤＡＳ：Advanced Driver Assistance System）に適用
する場合には、本実施形態に係る画像受信装置１は、ナビゲーションなどを制御するエン
ドポイントとなる。カメラ映像は送信ユニットにおいて符号化され、符号化されたカメラ
映像（画像符号化ストリーム）は、Ethernet（登録商標）、CANなどの通信路を介して画
像受信装置１に伝送される。本発明においては、通信路の遅延に関わらず、認識率改善の
フィードバックを迅速かつ一定期間内に行える。
【００９９】
　また、通信路ネットワークが存在せず、蓄積された符号化データからのオブジェクト認
識を行うアプリケーションにおいて、本発明による画像認識を行う。符号化パラメータを
変えられないシステムにおいても、画像認識率を向上させる効果がある。
【０１００】
　パラメータを変更することにより、送信装置が想定する正しい復号画像とは一致しない
が、認識精度を高めることが可能となる。復号画像を参照画像として用いない限り、誤差
が伝搬することが無く、送信側の符号化に影響を及ぼすことはない。
【０１０１】
　〔実施形態２〕
　図８は、実施形態２に係る画像受信装置の構成例を示すブロック図である。
【０１０２】
　画像受信装置１は、図１に示される実施形態１に係る画像受信装置１と同様に、データ
受信部１１、パラメータ変更部１２、デコーダ１３、及び、画像認識部１４を備え、さら
に、デコーダ１５と表示部１６とを備える。データ受信部１１、パラメータ変更部１２、
デコーダ１３、及び、画像認識部１４の構成と動作については、実施形態１で説明したの
と同様であるので、ここでは説明を省略する。追加されたデコーダ１５には、画像符号化
ストリーム３３がパラメータ変更処理を受けることなく入力される。そのため、デコーダ
１５は、通常通りの視認性を重視した復号パラメータのままの復号が行われる。その復号
画像出力３６は表示部１６に供給され、表示される。
【０１０３】
　これにより、画像認識に適するように変更されたパラメータを適用して復号された画像
復号データは画像認識部に供給され、変更前の表示に適したパラメータを適用して復号さ
れた画像復号データは表示部に供給されるので、それぞれに適切なパラメータが適用され
る。
【０１０４】
　本実施形態２における画像認識部１４は、デコーダ１３の復号画像出力３５に加えて、
デコーダ１５の復号画像出力３６を入力できるように拡張することができる。画像認識部
１４は、パラメータが変更された復号画像出力３５と変更されていない復号画像出力３６
の両方を画像認識処理に利用することにより、さらに認識精度を高めることができる。例
えば、デブロッキングフィルタを強制的にオフにした復号画像出力３５とエンコーダの指
定通りデブロッキングフィルタ処理を行った復号画像出力３６に対して、画素ごとに差分
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を計算すれば、デブロッキングフィルタがかかる画素周辺におけるエッジの情報が抽出で
きる。
【０１０５】
　デコーダ１３と１５の実装は、図８に示すように２系統を独立に配置してもよいし、１
つのデコーダを時分割動作させてもよい。また、デコーダ１３の処理能力が、画像認識部
１４の必要な認識処理性能よりも大きい場合には、デコーダ１３を時分割動作させること
により、複数の復号画像出力３５を画像認識に使用することができる。
【０１０６】
　本実施形態２では、実施形態１に示した方法により画像認識率を向上させつつ、画像表
示（人による認識）も同時に行うことが可能になる。また、複数のデコード画像を画像認
識部へ入力することで、認識精度改善に寄与することが可能になる。
【０１０７】
　さらに、本発明では、パラメータを変更することで、画像認識・トラッキングのための
新たな入力画像（データ）を作り出すと捉えることもできる。すなわち、送信装置が想定
する正しい復号画像とは一致せず、かつ復号画像を参照画像として利用して誤差が伝搬し
ても良く、見た目は悪くとも、画面内の動き情報は残存し、認識に用いることができる。
【０１０８】
　実施形態１では、パラメータを変更した復号画像を参照画像として用いない限り、誤差
が伝搬することが無く、送信側の符号化に影響を及ぼすことはないとしていたが、本実施
形態においては、パラメータ変更の範囲を画面間予測、および参照画像を含む（画面内予
測のみ、デブロッキングフィルタ不要に限定しない）としてもよい。
【０１０９】
　〔実施形態３〕
　図９は、実施形態３に係る画像受信装置の構成例を示すブロック図である。
【０１１０】
　画像受信装置１は、図１に示される実施形態１に係る画像受信装置１と同様に、データ
受信部１１、パラメータ変更部１２、デコーダ１３、及び、画像認識部１４を備え、さら
に、パラメータ送信部１７を備える。データ受信部１１、パラメータ変更部１２、デコー
ダ１３、及び、画像認識部１４の構成と動作については、実施形態１で説明したのと同様
であるので、ここでは説明を省略する。追加されたパラメータ送信部１７には、例えば、
画像認識部１４で認識した結果の確からしさの指標３１とデコード処理によって得られる
統計情報３２が入力され、画像送信装置内のエンコーダ４へ送出される。送信側にフィー
ドバックすることにより、画像認識部の認識処理の結果の確からしさを示す指標の計測を
補助する。また、画像送信装置内のエンコーダ４では、符号化の際のパラメータを、画像
受信装置１における画像認識処理に適する値に変更することができる。
【０１１１】
　短い時間のフィードバック制御には、実施形態１において図６と図７を引用して説明し
た動作を採用することができる。より長い時間のフィードバック制御には、図９のパラメ
ータ送信部１７を利用した構成とする。符号化部（エンコーダ４）の符号化モードの選択
へフィードバック制御が可能になるならば、認識処理の結果の確からしさを示す指標３１
の計測を補助する機能となるため、より正確なフィードバックが可能となる。即ち、画像
認識により適切なパラメータによる画像符号化ストリームが送られるので、画像受信装置
１における画像認識の精度をより、向上することができる。
【０１１２】
　また、実施形態１に示した画像受信装置１内のフィードバックと、本実施形態３で追加
した画像受信装置１の外、即ちエンコーダ４へのフィードバックとの切り替えは、以下の
ように制御することができる。
【０１１３】
　例えば、フィードバック先の切り替え方法として、画像符号化ストリーム３３に含まれ
る時間情報で、遅延時間を判断して、画像受信装置１内のフィードバックと画像送信装置
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反応するまでは画像受信装置１内部のフィードバックを用い、その後、画像送信装置（エ
ンコーダ４）へのフィードバックに切り替えてもよい。これにより、切替えタイムラグを
軽減することができる。
【０１１４】
　以上本発明者によってなされた発明を実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発明
はそれに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能であ
ることは言うまでもない。
【０１１５】
　例えば、画像受信装置を構成する各機能ブロックは、開示されるブロック分割に限定さ
れるものではなく、一部もしくは全体の機能が他のブロックに含まれるなど、ブロック分
割の態様を変更することは任意である。また、各機能ブロックの実装方法は、例えば半導
体集積回路などのハードウェアによって実装され、プロセッサ上で動作するソフトウェア
として実装され、或いはそれらを組合せて実装されてもよい。
【符号の説明】
【０１１６】
　１　画像受信装置
　２　ネットワーク
　４　画像送信装置（エンコーダ）
　１１　データ受信部
　１２　パラメータ変更部
　１３、１５　デコード部（デコーダ）
　１４　画像認識部
　１６　表示部
　１７　パラメータ送信部
　３０　環境情報
　３１　画像認識処理の確からしさを示す指標（認識率）
　３２　統計情報
　３３　画像符号化ストリーム
　３４　変更されたパラメータを含む画像符号化ストリーム
　１３０１　画像符号化ストリームに含まれるパラメータ
　１３０２　変更されたパラメータ
　３５、３６　画像復号データ（復号画像出力）
　１２０　パラメータ変更制御部
　１２１　可変長復号部
　１２２　ストリーム変更処理部
　１２３　パラメータ
　１３０　パラメータ処理制御部
　１３１　可変長復号部
　１３２　パラメータ処理部
　１３３　逆量子化逆変換部
　１３４　加算部
　１３５　デブロッキングフィルタ
　１３６　ピクチャバッファ
　１３７　画面内予測部
　１３８　画面間予測部
　１３９　予測モード選択部
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