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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを受信装置に送信する送信装置であって、
　前記受信装置から送信される制御情報を受信する受信手段と、
　画像データを入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力された前記画像データから背景画像データとオブジェクト画像
データを抽出する抽出手段と、
　前記制御情報に応じて、前記受信装置に送信される前記画像データの伝送レートが所定
伝送レート内に収まるように、前記背景画像データおよび前記オブジェクト画像データの
時間、空間、レベル方向のうち少なくとも空間方向を含む２方向の解像度を対象とし、対
象とされた２方向の解像度のうち一方の方向の解像度を劣化させるとともに、他方の方向
の解像度を向上させるように制御する制御手段と、
　前記制御手段により解像度が制御された前記画像データを、伝送路を介して前記所定伝
送レートで前記受信装置に送信する送信手段と
　を備え、
　前記送信手段は、前記制御手段により解像度を制御された前記背景画像データの空間方
向の解像度が、送信済みの前記背景画像データの空間方向の解像度より高い場合、前記背
景画像データを前記受信装置に送信し、低い場合、送信しない
　ことを特徴とする送信装置。
【請求項２】
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　前記制御手段は、前記制御情報に応じて、前記背景画像データおよび前記オブジェクト
画像データの時間及び空間方向の解像度のうち一方の方向の解像度を劣化させるとともに
、他方の方向の解像度を向上させるように制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　前記受信装置は、前記送信装置から送信される前記画像データを表示し、
　前記制御情報は、前記受信装置で表示される前記画像データの注目点として時空間位置
を含み、
　前記制御手段は、前記制御情報に応じて、前記画像データの前記時空間位置を含む注目
領域の空間解像度を向上させ、時間解像度を、前記画像データの伝送レートが前記所定伝
送レートに収まるように、劣化させるように制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記制御情報に含まれる前記時空間位置が前記背景画像データを示す
とき、前記背景画像データの前記空間解像度が向上するように制御する
　ことを特徴とする請求項３に記載の送信装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記制御情報に含まれる前記時空間位置が前記オブジェクト画像デー
タを示すとき、前記オブジェクト画像データの前記空間解像度が向上するように制御する
　ことを特徴とする請求項４に記載の送信装置。
【請求項６】
　前記背景画像データ及び前記オブジェクト画像データを合成する合成手段を備え、
　前記送信手段は、前記合成手段により合成された合成データを前記受信装置に送信する
　ことを特徴とする請求項５に記載の送信装置。
【請求項７】
　前記送信装置は、携帯電話（cellular phone）である
　ことを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項８】
　前記受信装置のユーザの嗜好を分析する分析手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記分析手段の出力に応じて前記画像データの解像度を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項９】
　前記受信装置は、前記送信装置から送信される前記画像データを表示し、
　前記制御情報は、前記受信装置で表示される前記画像データの注目点として時空間位置
を含み、
　前記分析手段は、前記画像データの注目点を含む前記制御情報を分析し、
　前記制御手段は、前記分析手段の出力に応じて前記画像データの解像度を制御する
　ことを特徴とする請求項８に記載の送信装置。
【請求項１０】
　前記分析手段は、
　前記画像データの前記注目点を含む注目領域の特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、
　前記特徴量に基づいて前記画像データから所定領域を検出する検出手段と
　をさらに備え、
　前記制御手段は、前記検出手段により検出された前記所定領域の前記画像データの解像
度を制御する
　ことを特徴とする請求項９に記載の送信装置。
【請求項１１】
　前記分析手段は、
　前記特徴量を要素として構成される特徴量ベクトルの前記画像データ毎の頻度に基づい
て構成されるヒストグラムを記憶する記憶手段をさらに備え、
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　前記検出手段は、前記記憶手段に記憶される前記ヒストグラムの最高頻度の前記特徴量
ベクトルに基づいて前記所定領域を検出する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の送信装置。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記所定領域の画像データの空間解像度を向上させ、時間解像度を、
前記画像データの伝送レートが前記所定伝送レートに収まるように、劣化させるように制
御する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の送信装置。
【請求項１３】
　前記検出手段は、前記記憶手段に記憶される前記ヒストグラムの最高頻度の前記特徴量
ベクトルに基づく前記所定領域を自動的に検出する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の送信装置。
【請求項１４】
　前記制御手段は、前記検出手段により自動的に検出された前記所定領域の前記画像デー
タの空間解像度を向上させ、時間解像度を、前記画像データの伝送レートが前記所定伝送
レートに収まるように、劣化させるように制御する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の送信装置。
【請求項１５】
　前記特徴量抽出手段は、前記画像データの前記注目点を含む注目領域の動き情報、奥行
き情報、位置情報、色情報、形状情報のうちいずれかを前記特徴量として抽出する
　ことを特徴とする請求項１２に記載の送信装置。
【請求項１６】
　前記特徴量抽出手段は、前記画像データの前記注目点を含む注目領域の動き情報、奥行
き情報、位置情報、色情報、形状情報のうち複数の前記特徴量を抽出し、特徴量ベクトル
を生成する
　ことを特徴とする請求項１５に記載の送信装置。
【請求項１７】
　前記分析手段は、
　前記画像データの前記注目点を含む注目領域が複数存在する場合、複数の前記注目領域
のそれぞれを別々の領域として分類する分類手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項９に記載の送信装置。
【請求項１８】
　前記制御情報は、前記ユーザによる前記注目点を指定する所定時間分の操作内容を蓄積
した操作情報を含み、
　前記操作情報に基づいて前記注目領域の前記画像データの静動判定を行う静動判定手段
と、
　前記操作情報に基づいて前記注目点の時間方向の連続的な操作の有無を判定する連続性
判定手段と
　をさらに備え、
　前記分類手段は、前記静動判定手段及び連続性判定手段の出力に応じて前記画像データ
を分類する
　ことを特徴とする請求項１７に記載の送信装置。
【請求項１９】
　前記静動判定手段により静止と判定され、前記連続性判定手段により連続性有りと判定
される前記注目点の位置、及び、前記静動判定手段に動きと判定され、前記連続性判定手
段により連続性有りと判定される前記注目点の位置を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶される前記注目点に対応する分類識別子を求めるとともに前記記憶
手段に記憶する連結手段と
　をさらに備えることを特徴とする請求項１８に記載の送信装置。
【請求項２０】
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　前記連結手段は、現時点の前記注目点が、前記静動判定手段により静止と判定され、前
記連続性判定手段により連続性有りと判定され、更に、前記記憶手段に記憶される前回の
前記注目点が、前記静動判定手段により静止と判定され、前記連続性判定手段により連続
性有りと判定されているとき、現時点の前記注目点の位置と前回の前記注目点が属する前
記記憶手段に記憶される同分類領域との空間的位置関係により、現時点の前記注目点の分
類識別子を求める
　ことを特徴とする請求項１９に記載の送信装置。
【請求項２１】
　前記連結手段は、現時点の前記注目点が、前記静動判定手段により動きと判定され、前
記連続性判定手段により連続性有りと判定され、更に、前記記憶手段に記憶される前回の
前記注目点が、前記静動判定手段により動きと判定され、前記連続性判定手段により連続
性有りと判定されているとき、現時点の前記注目点を含む注目領域と前回の前記注目点を
含む注目領域内の特徴量の類似度に応じて、現時点の前記注目点の分類識別子を求める
　ことを特徴とする請求項１９に記載の送信装置。
【請求項２２】
　前記分類手段は、前記記憶手段に記憶される前記注目点の位置の密集度に応じて、前記
画像データの特定領域をオブジェクトとして分類する
　ことを特徴とする請求項１９に記載の送信装置。
【請求項２３】
　前記分類手段は、前記記憶手段に記憶される、前記静動判定手段により静止と判定され
、前記分類識別子が同じ前記注目点の位置の密集度に応じて前記画像データの特定領域を
オブジェクトとして分類する
　ことを特徴とする請求項２２に記載の送信装置。
【請求項２４】
　前記分類手段は、前記記憶手段に記憶される、前記静動判定手段により動きと判定され
、動き補償されて前記記憶手段に記憶される前記分類識別子が同じ前記注目点の位置の密
集度に応じて前記画像データの特定領域をオブジェクトとして分類する
　ことを特徴とする請求項２２に記載の送信装置。
【請求項２５】
　前記静動判定手段は、現時点の前記注目点を含む前記注目領域の画像データと、時間的
に前の前記注目点を含む前記注目領域の画像データとのフレーム間差分により前記注目点
の静動判定を行う
　ことを特徴とする請求項１８に記載の送信装置。
【請求項２６】
　前記連続性判定手段は、現時点の前記注目点と、時間的に前の前記注目点との時間差に
基づいて連続性を判定する
　ことを特徴とする請求項１８に記載の送信装置。
【請求項２７】
　前記制御手段は、前記分類手段により前記オブジェクトとして分類された前記特定領域
の画像データの解像度を向上する
　ことを特徴とする請求項２２に記載の送信装置。
【請求項２８】
　前記連続性判定手段は、現時点の前記注目点の画像データと、当該注目点より時間的に
前であり且つ前記現時点の注目領域の前記静動判定手段による静動判定結果と同じ注目領
域に属する前記注目点の画像データとの時間方向の距離に基づいて連続性を判定する
　ことを特徴とする請求項１８に記載の送信装置。
【請求項２９】
　前記操作情報に基づいて、現時点の前記注目点と、時間的に前の前記注目点との空間距
離を計算する距離計算手段をさらに備え、
　前記分類手段は、前記連続性判定手段により求められた前記時間方向の距離と前記距離
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計算手段により計算された前記空間方向の距離とが各々重み付けして足し合わされた評価
値に基づいて前記注目点の画像データを分類する
　ことを特徴とする請求項２８に記載の送信装置。
【請求項３０】
　前記連続性判定手段により、現時点の前記注目点の画像データが連続性ありと判定され
るとき、現時点の前記注目点を含む注目領域の画像データを記憶する記憶手段をさらに備
える
　ことを特徴とする請求項２８に記載の送信装置。
【請求項３１】
　前記連続性判定手段により、現時点の前記注目点の画像データが連続性なしと判定され
るとき、
　前記分類手段は、前記記憶手段に記憶される前記注目領域の画像データが出力された後
、消去され、更に、現時点の前記注目点を含む注目領域の画像データが前記記憶手段に記
憶されるように制御する
　ことを特徴とする請求項３０に記載の送信装置。
【請求項３２】
　前記制御手段は、前記記憶手段より出力された前記注目領域の画像データの解像度を向
上する
　ことを特徴とする請求項３１に記載の送信装置。
【請求項３３】
　送信装置から送信される画像データを受信する受信装置であって、
　制御情報に基づいて前記画像データの時間、空間、レベル方向のうち少なくとも２方向
の解像度を制御する前記送信装置に、前記制御情報を送信する送信手段と、
　前記制御情報に基づいて解像度制御された、前記送信装置から送信される前記画像デー
タを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された前記画像データを一時記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段により記憶された前記画像データを表示する表示手段と
　を備え、
　前記記憶手段は、前記受信手段により受信された前記画像データの所定の方向の解像度
が、受信された前記画像データに対応する、前記記憶手段により記憶された前記画像デー
タの所定の方向の解像度より高い場合、前記受信手段により受信された前記画像データを
上書きし、低い場合、上書きしない
　ことを特徴とする受信装置。
【請求項３４】
　前記表示手段に表示される前記画像データのうち、ユーザが注目する注目点の位置デー
タを検出する注目点検出手段をさらに備え、
　前記送信手段は、前記制御情報として前記注目点の位置データを前記送信装置に送信す
る
　ことを特徴とする請求項３３に記載の受信装置。
【請求項３５】
　前記表示手段により表示される前記画像データの時間方向及び空間方向位置を指示可能
な指示手段をさらに備え、
　前記注目点検出手段は、前記指示手段により指示された前記画像データの時間方向及び
空間方向の位置を前記ユーザが注目する注目点の位置データとして検出する
　ことを特徴とする請求項３４に記載の受信装置。
【請求項３６】
　画像データを受信装置に送信する送信方法であって、
　前記受信装置から送信される制御情報を受信する受信ステップと、
　画像データを入力する入力ステップと、
　前記入力ステップの処理により入力された前記画像データから背景画像データとオブジ
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ェクト画像データを抽出する抽出ステップと、
　前記制御情報に応じて、前記受信装置に送信される前記画像データの伝送レートが所定
伝送レート内に収まるように、前記背景画像データおよび前記オブジェクト画像データの
時間、空間、レベル方向のうち少なくとも空間方向を含む２方向の解像度を対象とし、対
象とされた２方向の解像度のうち一方の方向の解像度を劣化させるとともに、他方の方向
の解像度を向上させるように制御する制御ステップと、
　前記制御ステップの処理により解像度が制御された前記画像データを、伝送路を介して
前記所定伝送レートで前記受信装置に送信する送信ステップと
　を含み、
　前記送信ステップの処理は、前記制御ステップの処理により解像度を制御された前記背
景画像データの空間方向の解像度が、送信済みの前記背景画像データの空間方向の解像度
より高い場合、前記背景画像データを前記受信装置に送信し、低い場合、送信しない
　ことを特徴とする送信方法。
【請求項３７】
　送信装置から送信される画像データを受信する受信方法であって、
　制御情報に基づいて前記画像データの時間、空間、レベル方向のうち少なくとも２方向
の解像度を制御する前記送信装置に、前記制御情報を送信する送信ステップと、
　前記制御情報に基づいて解像度制御された、前記送信装置から送信される前記画像デー
タを受信する受信ステップと、
　前記受信ステップの処理により受信された前記画像データを一時記憶する記憶ステップ
と、
　前記記憶ステップの処理により記憶された前記画像データを表示する表示ステップと
　を含み、
　前記記憶ステップの処理は、前記受信ステップの処理により受信された前記画像データ
の所定の方向の解像度が、受信された前記画像データに対応する、前記記憶ステップの処
理により記憶された前記画像データの所定の方向の解像度より高い場合、前記受信ステッ
プの処理により受信された前記画像データを上書きし、低い場合、上書きしない
　ことを特徴とする受信方法。
【請求項３８】
　画像データを受信装置に送信するためのコンピュータに制御可能なプログラムが記憶さ
れる記録媒体であって、
　前記受信装置から送信される制御情報を受信する受信ステップと、
　画像データを入力する入力ステップと、
　前記入力ステップの処理により入力された前記画像データから背景画像データとオブジ
ェクト画像データを抽出する抽出ステップと、
　前記制御情報に応じて、前記受信装置に送信される前記画像データの伝送レートが所定
伝送レート内に収まるように、前記背景画像データおよび前記オブジェクト画像データの
時間、空間、レベル方向のうち少なくとも空間方向を含む２方向の解像度を対象とし、対
象とされた２方向の解像度のうち一方の方向の解像度を劣化させるとともに、他方の方向
の解像度を向上させるように制御する制御ステップと、
　前記制御ステップの処理により解像度が制御された前記画像データを、伝送路を介して
前記所定伝送レートで前記受信装置に送信する送信ステップと
　を含み、
　前記送信ステップの処理は、前記制御ステップの処理により解像度を制御された前記背
景画像データの空間方向の解像度が、送信済みの前記背景画像データの空間方向の解像度
より高い場合、前記背景画像データを前記受信装置に送信し、低い場合、送信しない
　プログラムが記録されていることを特徴とする記録媒体。
【請求項３９】
　送信装置から送信される画像データを受信するためのコンピュータに制御可能なプログ
ラムが記憶される記録媒体であって、
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　制御情報に基づいて前記画像データの時間、空間、レベル方向のうち少なくとも２方向
の解像度を制御する前記送信装置に、前記制御情報を送信する送信ステップと、
　前記制御情報に基づいて解像度制御された、前記送信装置から送信される前記画像デー
タを受信する受信ステップと、
　前記受信ステップの処理により受信された前記画像データを一時記憶する記憶ステップ
と、
　前記記憶ステップの処理により記憶された前記画像データを表示する表示ステップと
　を含み、
　前記記憶ステップの処理は、前記受信ステップの処理により受信された前記画像データ
の所定の方向の解像度が、受信された前記画像データに対応する、前記記憶ステップの処
理により記憶された前記画像データの所定の方向の解像度より高い場合、前記受信ステッ
プの処理により受信された前記画像データを上書きし、低い場合、上書きしない
　プログラムが記録されていることを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、送信装置および送信方法、受信装置および受信方法、並びに記録媒体に関し
、特に、例えば、画像データを、限られた伝送レート（伝送帯域）内で送信し、空間解像
度の高い画像を表示すること等ができるようにする送信装置および送信方法、受信装置お
よび受信方法、並びに記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、特開平１０－１１２８５６号公報には、送信側において、受信側の指示にしたが
い、画像のある領域の画像データと、他の領域の画像データとを異なる情報量で送信し、
これにより、受信側において指示した点を含む所定の領域の画像を、高い空間解像度（空
間方向の解像度）で、それ以外の領域の画像を、低い空間解像度で、それぞれ表示する画
像伝送装置が開示されている。
【０００３】
即ち、送信側から受信側に対し、伝送路を介して、画像データを伝送する場合においては
、その伝送路の伝送レートを越えるデータレートの画像データを伝送することはできない
。従って、受信側において、リアルタイムで画像を表示する場合には、送信側から受信側
に対して、伝送路の伝送レート内で、画像データを送信しなければならず、その結果、伝
送レートが十分でない場合には、受信側で表示される画像の空間方向の空間解像度は、全
体として劣化する。
【０００４】
そこで、特開平１０－１１２８５６号公報に開示されている画像伝送装置では、上述のよ
うに、画像のある領域の画像データと、他の領域の画像データとが異なる情報量で送信さ
れ、受信側において指示した点を含む所定の領域の画像は、高い空間解像度で、それ以外
の領域の画像は、低い空間解像度で、それぞれ表示される。これにより、ユーザが詳細に
見たい部分は、高い空間解像度で表示され、それ以外の部分は、低い空間解像度で表示さ
れるようになっている。
【０００５】
即ち、特開平１０－１１２８５６号公報に開示されている画像伝送装置では、ユーザが詳
細に見たい部分以外の部分の空間解像度を犠牲にして、詳細に見たい部分の空間解像度を
向上させている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開平１０－１１２８５６号公報に開示されている画像伝送装置において
は、ユーザが詳細に見たい部分以外の部分の空間解像度のみを犠牲にして、詳細に見たい
部分の空間解像度を向上させているために、その犠牲にした分しか、詳細に見たい部分の
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空間解像度を向上させることができない。
【０００７】
さらに、伝送路の伝送レートが非常に小さい場合には、ユーザが詳細に見たい部分以外の
部分の空間解像度を犠牲にして、詳細に見たい部分の空間解像度を向上させると、詳細に
見たい部分以外の部分の空間解像度はかなり悪くなり、最悪の場合、その部分は、何が表
示されているのか識別することが困難となる。
【０００８】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、例えば、ユーザの嗜好に応じて
、画像の空間解像度を、より向上させること等ができるようにするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明の送信装置は、前記受信装置から送信される制御情報を受信する受信手段と、画
像データを入力する入力手段と、前記入力手段により入力された前記画像データから背景
画像データとオブジェクト画像データを抽出する抽出手段と、前記制御情報に応じて、前
記受信装置に送信される前記画像データの伝送レートが所定伝送レート内に収まるように
、前記背景画像データおよび前記オブジェクト画像データの時間、空間、レベル方向のう
ち少なくとも空間方向を含む２方向の解像度を対象とし、対象とされた２方向の解像度の
うち一方の方向の解像度を劣化させるとともに、他方の方向の解像度を向上させるように
制御する制御手段と、前記制御手段により解像度が制御された前記画像データを、伝送路
を介して前記所定伝送レートで前記受信装置に送信する送信手段とを備え、前記送信手段
は、前記制御手段により解像度を制御された前記背景画像データの空間方向の解像度が、
送信済みの前記背景画像データの空間方向の解像度より高い場合、前記背景画像データを
前記受信装置に送信し、低い場合、送信しないことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の受信装置は、制御情報に基づいて画像データの時間、空間、レベル方向のうち
少なくとも２方向の解像度を制御する送信装置に、制御情報を送信する送信手段と、制御
情報に基づいて解像度制御された、送信装置から送信される画像データを受信する受信手
段と、受信手段により受信された画像データを一時記憶する記憶手段と、記憶手段により
記憶された画像データを表示する表示手段とを備え、記憶手段は、受信手段により受信さ
れた画像データの所定の方向の解像度が、受信された画像データに対応する、記憶手段に
より記憶された画像データの所定の方向の解像度より高い場合、受信手段により受信され
た画像データを上書きし、低い場合、上書きしないことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の送信方法は、受信装置から送信される制御情報を受信する受信ステップと、画
像データを入力する入力ステップと、入力ステップの処理により入力された画像データか
ら背景画像データとオブジェクト画像データを抽出する抽出ステップと、制御情報に応じ
て、受信装置に送信される画像データの伝送レートが所定伝送レート内に収まるように、
背景画像データおよびオブジェクト画像データの時間、空間、レベル方向のうち少なくと
も空間方向を含む２方向の解像度を対象とし、対象とされた２方向の解像度のうち一方の
方向の解像度を劣化させるとともに、他方の方向の解像度を向上させるように制御する制
御ステップと、制御ステップの処理により解像度が制御された画像データを、伝送路を介
して所定伝送レートで受信装置に送信する送信ステップとを含み、送信ステップの処理は
、制御ステップの処理により解像度を制御された背景画像データの空間方向の解像度が、
送信済みの背景画像データの空間方向の解像度より高い場合、背景画像データを受信装置
に送信し、低い場合、送信しないことを特徴とする。
【００１４】
　本発明の受信方法は、制御情報に基づいて画像データの時間、空間、レベル方向のうち
少なくとも２方向の解像度を制御する送信装置に、制御情報を送信する送信ステップと、
制御情報に基づいて解像度制御された、送信装置から送信される画像データを受信する受
信ステップと、受信ステップの処理により受信された画像データを一時記憶する記憶ステ
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ップと、記憶ステップの処理により記憶される画像データを表示する表示ステップとを含
み、記憶ステップの処理は、受信ステップの処理により受信された画像データの所定の方
向の解像度が、受信された画像データに対応する、記憶ステップの処理により記憶されて
いる画像データの所定の方向の解像度より高い場合、受信ステップの処理により受信され
た画像データを上書きし、低い場合、上書きしないことを特徴とする。
【００１７】
　本発明の第１の記録媒体は、受信装置から送信される制御情報を受信する受信ステップ
と、画像データを入力する入力ステップと、入力ステップの処理により入力された画像デ
ータから背景画像データとオブジェクト画像データを抽出する抽出ステップと、制御情報
に応じて、受信装置に送信される画像データの伝送レートが所定伝送レート内に収まるよ
うに、背景画像データおよびオブジェクト画像データの時間、空間、レベル方向のうち少
なくとも空間方向を含む２方向の解像度を対象とし、対象とされた２方向の解像度のうち
一方の方向の解像度を劣化させるとともに、他方の方向の解像度を向上させるように制御
する制御ステップと、制御ステップの処理により解像度が制御された画像データを、伝送
路を介して所定伝送レートで受信装置に送信する送信ステップとを含み、送信ステップの
処理は、制御ステップの処理により解像度を制御された背景画像データの空間方向の解像
度が、送信済みの背景画像データの空間方向の解像度より高い場合、背景画像データを受
信装置に送信し、低い場合、送信しないプログラムが記録されていることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の第２の記録媒体は、制御情報に基づいて画像データの時間、空間、レベル方向
のうち少なくとも２方向の解像度を制御する送信装置に、制御情報を送信する送信ステッ
プと、制御情報に基づいて解像度制御された、送信装置から送信される画像データを受信
する受信ステップと、受信ステップの処理により受信された画像データを一時記憶する記
憶ステップと、記憶ステップの処理により記憶された画像データを表示する表示ステップ
とを含み、記憶ステップの処理は、受信ステップの処理により受信された画像データの所
定の方向の解像度が、受信された画像データに対応する、記憶ステップの処理により記憶
された画像データの所定の方向の解像度より高い場合、受信ステップの処理により受信さ
れた画像データを上書きし、低い場合、上書きしないプログラムが記録されていることを
特徴とする。
【００２５】
　本発明の送信装置および送信方法、並びに第１の記録媒体においては、受信装置から送
信される制御情報が受信され、制御情報に応じて、受信装置に送信されるデータの時間、
空間、レベル方向のうち少なくとも２方向の解像度が制御可能であり、制御情報に応じて
解像度制御されたデータが受信装置に送信される。
【００２６】
　本発明の受信装置および受信方法、並びに第２の記録媒体においては、制御情報に基づ
いてデータの時間、空間、レベル方向のうち少なくとも２方向の解像度を制御可能な送信
装置に、制御情報が送信され、制御情報に基づいて解像度制御された、送信装置から送信
されるデータが受信され、受信されるデータが出力される。
【００２９】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を適用した画像伝送システム（システムとは、複数の装置が論理的に集合
した物をいい、各構成の装置が同一筐体中にあるか否かは問わない）の一実施の形態の構
成を示している。
【００３０】
この伝送システムは、少なくとも２台の端末１および２から構成されており、端末１と２
との間では、一方を送信装置とするとともに、他方を受信装置として、送信装置から受信
装置に対し、伝送路３を介して、画像（画像データ）が送信されるようになっている。
【００３１】
ここで、本実施の形態では、例えば、端末１を送信装置とするとともに、端末２を受信装
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置として、画像データの送受信が行われるものとする。また、以下、適宜、端末１または
２を、それぞれ送信装置１または受信装置２と記述する。
【００３２】
この場合、送信装置１では、画像データが、伝送路３を介して、受信装置２に送信される
。受信装置２では、送信装置１からの画像データが受信され、例えば、液晶ディスプレイ
やＣＲＴ(Cathode Ray Tube)等で構成される、後述する画像出力部２３（図５）に表示さ
れる。また、受信装置２では、そこで表示される画像の空間方向の空間解像度および時間
方向の時間解像度を制御するための制御情報が、伝送路３を介して、送信装置１に送信さ
れる。
【００３３】
送信装置１では、受信装置２からの制御情報が受信され、その制御情報に基づき、受信装
置２において表示される画像の空間解像度および時間解像度が、所定の条件を満たしなが
ら変更されるように、画像データの送信が制御される。
【００３４】
なお、送信装置１および受信装置２としては、例えば、ＰＨＳ(Personal Handy-phone Sy
stem)（商標）用の端末や携帯電話機等の携帯端末その他を用いることができる。例えば
、ＰＨＳを用いる場合、伝送路３は、1895.1500～1905.9500MHzの伝送路で、その伝送レ
ートは、１２８ｋｂｐｓ(Bit Per Second)となる。
【００３５】
図２は、図１の送信装置１および受信装置２として、ＰＨＳや携帯電話機等の携帯用の端
末を用いた場合の、図１の画像伝送システムの第１の構成例を示している。
【００３６】
図２の実施の形態においては、図１の伝送路３が、端末１又は２との間で電波による信号
の送受信を行う無線基地局３－１又は３－２、およびこれらの基地局３－１と３－２との
間を結ぶ電話局等の交換局３－３とから構成されている。端末１と２との間では、基地局
３－１および３－２、並びに交換局４等から構成される伝送路３を介して、双方がそれぞ
れ相手方に信号を送信し、相手方から送信されてきた信号を受信可能となっている。なお
、基地局３－１および３－２は、同一の無線基地局であっても良いし、異なる無線基地局
であっても良い。
【００３７】
図２では、端末１は、動画像を撮像可能な撮像素子及び光学系を有するビデオカメラ部１
－１、文字や、記号、画像等を表示可能な表示部１－２、電話番号や文字、コマンド等を
入力するときに操作されるキー部１－３、音声を出力するスピーカ１－４、および音声を
入力するためのマイク（マイクロフォン）１－５から構成されている。端末２も、ビデオ
カメラ部１－１、表示部１－２、キー部１－３、スピーカ１－４、またはマイク１－５と
それぞれ同様に構成されるビデオカメラ部２－１、表示部２－２、キー部２－３、スピー
カ２－４、またはマイク２－５から構成されている。
【００３８】
これらの端末１と２との間では、マイク１－５と１－６で取り込まれた音声信号の送受信
だけでなく、ビデオカメラ部１－１と２－１で撮影された画像データを送受信することも
可能となっており、これにより、端末１の表示部１－２では、端末２のビデオカメラ部２
－１で得られた画像データを、端末２の表示部２－２では、端末１のビデオカメラ部１－
１で得られた画像データを、それぞれ表示することができるようになっている。
【００３９】
即ち、例えば、送信装置１のビデオカメラ部１－１で撮影された画像データは、フレーム
レートその他の必要な情報と共に、基地局３－１および３－２、並びに交換局３－３から
構成される伝送路３を介して、受信装置２に送信される。受信装置２では、送信装置１か
ら送信されてきた画像データを受信し、例えば液晶ディスプレイ等で構成される表示部２
－１に、その受信した画像データ（に基づく画像）を表示する。一方、受信装置２からは
、表示部２－１に表示される画像の空間解像度及び時間解像度を制御するための制御情報
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が、伝送路３を介して送信装置１に送信される。送信装置１では、受信装置２からの制御
情報が受信され、その制御情報に基づき、受信装置２において表示される画像の空間解像
度および時間解像度が、所定の条件を満たしながら変更されるように、画像データの送信
が制御される。
【００４０】
次に、図３は、図２の送信装置１の構成例を示している。
【００４１】
画像入力部１１は、図２のビデオカメラ部１－１に相当し、所定の被写体を撮影して、そ
の画像を、前処理部１２に出力するようになっている。前処理部１２は、背景抽出部１３
、オブジェクト抽出部１４、および付加情報算出部１５で構成され、画像入力部１１から
の画像に対して、前処理を施し、送信処理部１６に供給するようになっている。
【００４２】
即ち、背景抽出部１３は、画像入力部１１より供給される画像から、いわゆる背景を抽出
し、送信処理部１６に供給するようになっている。なお、背景抽出部１３で抽出された背
景は、オブジェクト抽出部１４および付加情報算出部１５にも供給されるようになってい
る。
【００４３】
　ここで、背景の抽出方法としては、例えば、連続する複数フレーム（例えば、現在のフ
レームと、その過去１０フレームなど）の空間的に同一の位置にある画素について、画素
値の出現頻度を求め、最も頻度の高い画素値を、その位置における背景とするものや、同
一位置の画素の画素値の平均値を求め、その平均値（移動平均値）を、その位置における
背景とするもの等がある。
【００４４】
オブジェクト抽出部１４は、画像入力部１１より供給される画像から、背景抽出部１３で
抽出された背景を減算等することにより、いわゆる前景を抽出し、送信処理部１６に供給
するようになっている。なお、画像入力部１１からの画像の中に、前景となる物体が複数
存在する場合には、オブジェクト抽出部１４は、各物体に対応する前景を抽出し、送信処
理部１６に供給するようになっている。また、オブジェクト抽出部１４で抽出された前景
は、付加情報算出部１５にも供給されるようになっている。ここで、以下、適宜、各物体
に対応する前景を、オブジェクトという。
【００４５】
付加情報算出部１５は、背景抽出部１３からの背景の動き（画像の撮影時に、画像入力部
１１の撮影方向が動くことによる背景の動き）を表す背景動きベクトルや、オブジェクト
抽出部１４からのオブジェクトの動きを表すオブジェクト動きベクトルを検出し、付加情
報として、送信処理部１６に供給するようになっている。また、付加情報算出部１５は、
オブジェクト抽出部１４から供給される、フレーム内におけるオブジェクトの位置情報等
も、付加情報として、送信処理部１６に供給するようになっている。即ち、オブジェクト
抽出部１４は、オブジェクトを抽出する際に、そのオブジェクトの位置情報等のオブジェ
クトに関連する情報も抽出し、付加情報算出部１５に供給するようになっており、付加情
報算出部１５は、その位置情報等も、付加情報として出力するようになっている。
【００４６】
送信処理部１６は、背景抽出部１３からの背景、オブジェクト抽出部１４からのオブジェ
クト、および付加情報算出部１５からの付加情報を多重化し、伝送路３で伝送可能なデー
タレートの多重化データとして、伝送路３を介して、受信装置２に送信するようになって
いる。また、送信処理部１６は、受信装置２から伝送路３を介して送信されてくる制御情
報を受信し、その制御情報に基づき、受信装置２において表示される画像の空間解像度お
よび時間解像度が、所定の条件を満たしながら変更されるように、背景、オブジェクト、
および付加情報の送信を制御するようになっている。
【００４７】
次に、図４のフローチャートを参照して、図３の送信装置１の処理の概要について説明す
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る。
【００４８】
画像入力部１１が出力する画像は、前処理部１２に供給され、前処理部１２では、ステッ
プＳ１において、その画像に対して、前処理が施される。即ち、ステップＳ１では、背景
抽出部１３または前景抽出部１４において、画像入力部１１からの画像から背景またはオ
ブジェクトが、それぞれ抽出され、送信処理部１６に供給される。さらに、ステップＳ１
では、付加情報算出部１５において、画像入力部１１からの画像についての、上述したよ
うな付加情報が求められ、送信処理部１６に供給される。送信処理部１６では、前処理部
１２からの背景、前景、および付加情報が、伝送路３を介して送信され、ステップＳ１に
戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【００４９】
次に、図５は、図２の受信装置２の構成例を示している。
【００５０】
伝送路３を介して、送信装置１から送信されてくる多重化データは、受信処理部２１で受
信されるようになっており、受信処理部２１は、多重化データを、背景、オブジェクト、
および付加情報に分離し、合成処理部２２に供給するようになっている。
【００５１】
合成処理部２２は、受信処理部２１からの背景、オブジェクト、および付加情報を用いて
、元の画像を合成し、画像出力部２３に供給するようになっている。なお、合成処理部２
２は、後述する高解像度情報等に基づき、合成する画像の空間解像度および時間解像度を
変更するようになっている。
【００５２】
画像出力部２３は、例えば、液晶ディスプレイやＣＲＴ等で構成され、合成処理部２２が
出力する画像を表示するようになっている。
【００５３】
制御情報入力部２４は、制御情報を、合成処理部２２および制御情報送信部２５に出力す
るようになっている。即ち、制御情報入力部２４は、キー部２－３を構成する、例えば、
トラックボール等のポインティングデバイスで構成され、ユーザが、画像出力部２３に表
示された画像の所定の位置を指定すると、その位置を、ユーザが注目してる注目点として
検出し、その注目点の座標を、制御情報に含めて出力する。あるいは、また、制御情報入
力部２４は、例えば、ビデオカメラ等で構成され、ユーザを撮影し、画像認識等を行うこ
とにより、画像出力部２３に表示された画像上の、ユーザが注視している点を、注目点と
して検出し、その注目点の座標を、制御情報に含めて出力する。なお、制御情報入力部２
４は、その他、例えば、ユーザが、画像出力部２３に表示される画像の空間解像度および
時間解像度を、制御情報として直接入力することができるように構成することも可能であ
る。
【００５４】
制御情報送信部２５は、制御情報入力部２４から制御情報を受信すると、その制御情報を
、伝送路３を介して、送信装置１に送信するようになっている。
【００５５】
次に、図６のフローチャートを参照して、図５の受信装置２の処理の概要について説明す
る。
【００５６】
受信装置２では、受信処理部２１において、送信装置１から伝送路３を介して送信されて
くる多重化データが受信される。そして、ステップＳ１１において、受信処理部２１では
、多重化データに対して、その多重化データを、背景、オブジェクト、および付加情報に
分離する等の受信処理が施される。この受信処理の結果得られた背景、オブジェクト、お
よび付加情報は、合成処理部２２に供給される。合成処理部２２では、ステップＳ１２に
おいて、受信処理部２１からの背景、オブジェクト、および付加情報を用いて、元の画像
が合成され、画像出力部２３に供給されて表示される。そして、ステップＳ１１に戻り、
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以下、同様の処理が繰り返される。
【００５７】
なお、受信装置２において、例えば、制御情報入力部２４が、ユーザによって操作され、
これにより、画像出力部２３に表示された画像上の注目点が指定されると、その注目点の
座標が、制御情報に含めて出力される。この制御情報は、制御情報送信部２５に供給され
、伝送路３を介して、送信装置１に送信される。このようにして送信される制御情報を受
信した送信装置１では、上述したように、送信処理部１６において、その制御情報に基づ
き、受信装置２において表示される画像の空間解像度および時間解像度が、所定の条件を
満たしながら変更されるように、背景、オブジェクト、および付加情報の送信が制御され
る。従って、その後は、そのようにして送信が制御された背景、オブジェクト、および付
加情報が、送信装置１から受信装置２に送信されてくるので、受信装置２では、空間解像
度および時間解像度が、所定の条件を満たしながら変更された画像が表示されることにな
る。
【００５８】
次に、図７は、図３の送信装置１の送信処理部１６の構成例を示している。
【００５９】
前処理部１２（図３）からの背景、オブジェクト、および付加情報は、符号化部３１およ
び制御部３５に供給されるようになっており、符号化部３１は、その背景、オブジェクト
、および付加情報を符号化し、その結果得られる符号化データを、ＭＵＸ（マルチプレク
サ）３２に供給するようになっている。ＭＵＸ３２は、制御部３５からの制御にしたがっ
て、符号化部３１からの背景、オブジェクト、または付加情報の符号化データを選択し、
多重化データとして送信部３３に供給するようになっている。送信部３３は、ＭＵＸ３２
からの多重化データを変調等し、伝送路３を介して、受信装置２に送信するようになって
いる。データ量計算部３４は、ＭＵＸ３２が送信部３３に出力する多重化データを監視し
ており、そのデータレートを算出し、制御部３５に供給するようになっている。
【００６０】
制御部３５は、データ量計算部３４からのデータレートが、伝送路３の伝送レートを越え
ないように、ＭＵＸ３２による多重化データの出力を制御するようになっている。さらに
、制御部３５は、伝送路３を介して受信装置２から送信されてくる制御情報を受信し、そ
の制御情報に基づいて、ＭＵＸ３２による符号化データの選択を制御するようにもなって
いる。
【００６１】
次に、図８は、図７の符号化部３１の構成例を示している。
【００６２】
背景は、差分計算部４１Ｂに供給されるようになっており、差分計算部４１は、ローカル
デコーダ４４Ｂから供給される、いま処理しようとしているフレーム（以下、適宜、注目
フレームという）の背景から、既に処理した１フレーム前の背景を減算し、その減算結果
としての背景の差分データを、階層符号化部４２Ｂに供給する。階層符号化部４２Ｂは、
差分計算部４１Ｂからの背景の差分データを階層符号化し、その符号化結果を、記憶部４
３Ｂに供給する。記憶部４３Ｂは、階層符号化部４２からの階層符号化結果を一時記憶す
る。記憶部４３Ｂに記憶された階層符号化結果は、背景の符号化データとして、ＭＵＸ３
２（図７）に供給される。
【００６３】
さらに、記憶部４３Ｂに記憶された階層符号化結果は、ローカルデコーダ４４Ｂに供給さ
れ、ローカルデコーダ４４Ｂでは、その階層符号化結果が、元の背景に復号され、差分計
算部４１Ｂに供給される。ローカルデコーダ４４Ｂによって復号された背景は、差分計算
部４１Ｂにおいて、次のフレームの背景の差分データを求めるのに用いられる。
【００６４】
オブジェクトは、差分計算部４１Ｆに供給されるようになっており、差分計算部４１Ｆ、
階層符号化部４２Ｆ、記憶部４３Ｆ、またはローカルデコーダ４４Ｆでは、上述の差分計
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算部４１Ｂ、階層符号化部４２Ｂ、記憶部４３Ｂ、またはローカルデコーダ４４Ｂにおけ
る場合とそれぞれ同様の処理が行われ、これにより、オブジェクトは、背景と同様にして
階層符号化され、ＭＵＸ３２（図７）に供給される。なお、オブジェクトが複数存在する
場合は、差分計算部４１Ｆ、階層符号化部４２Ｆ、記憶部４３Ｆ、およびローカルデコー
ダ４４Ｆでは、複数のオブジェクトそれぞれが、上述したように階層符号化される。
【００６５】
付加情報は、ＶＬＣ（可変長符号化）部４５に供給されるようになっており、ＶＬＣ部４
５では、付加情報が可変長符号化され、ＭＵＸ３２（図７）に供給される。
【００６６】
次に、図９を参照して、図８の符号化部３１において行われる階層符号化／復号について
説明する。
【００６７】
　例えば、いま、下位階層における２×２画素（横×縦）の４画素の平均値を、上位階層
の画素（画素値）とし、３階層の階層符号化を行うものとする。この場合、最下位階層の
画像として、例えば、図９（Ａ）に示すように、４×４画素を考えると、その左上の２×
２画素の４画素ｈ００，ｈ０１，ｈ０２，ｈ０３の平均値ｍ０が演算され、これが、第２
階層の左上の１画素とされる。同様にして、第下位階層の画像の右上の４画素ｈ１０，ｈ
１１，ｈ１２，ｈ１３の平均値ｍ１、左下の４画素ｈ２０，ｈ２１，ｈ２２，ｈ２３の平
均値ｍ２、右下の４画素ｈ３０，ｈ３１，ｈ３２，ｈ３３の平均値ｍ３が演算され、それ
ぞれが、第２階層の右上、左下、右下の１画素とされる。さらに、第２階層の２×２画素
の４画素ｍ０，ｍ１，ｍ２，ｍ３の平均値ｑが演算され、これが、第３階層、即ち、ここ
では、最上位階層の画像の画素とされる。
【００６８】
以上のような階層符号化によれば、最上位階層の画像の空間解像度は最も低くなり、階層
が低くなるにつれて、画像の空間解像度が向上し、最下位階層の画像の空間解像度が最も
高くなる。
【００６９】
ところで、以上の画素ｈ００乃至ｈ０３，ｈ１０乃至ｈ１３，ｈ２０乃至ｈ２３，ｈ３０
乃至ｈ３３，ｍ０乃至ｍ３，ｑを、全部送信する場合においては、最下位階層の画像だけ
を送信する場合に比較して、上位階層の画素ｍ０乃至ｍ３，ｑの分だけ、データ量が増加
することとなる。
【００７０】
そこで、図９（Ｂ）に示すように、第３階層の画素ｑを、第２階層の画素ｍ０乃至ｍ３の
うちの、例えば、右下の画素ｍ３に替えて送信することとする。
【００７１】
さらに、図９（Ｃ）に示すように、第２の階層の画素ｍ０を、それを求めるのに用いた第
３の階層の画素ｈ００乃至ｈ０３のうちの、例えば、右下の画素ｈ０３に替えて送信する
こととする。第２の階層の残りの画素ｍ１，ｍ２，ｑも、同様に、第１階層の画素ｈ１３
，ｈ２３，ｈ３３に替えて送信することとする。なお、画素ｑは、第２階層の画素ではな
いが、画素ｈ３０乃至ｈ３３から直接求められたｍ３に代えて送信されるものであるから
、画素ｈ３３に替えて画素ｍ３を送信する替わりに、画素ｑを送信することとする。
【００７２】
以上のようにすることで、図９（Ｃ）に示すように、送信する全画素数は４×４の１６画
素となり、図９（Ａ）に示した最下位階層の画素だけの場合と変わらない。従って、この
場合、送信するデータ量の増加を防止することができる。
【００７３】
なお、画素ｑと替えられた画素ｍ３、画素ｍ０乃至ｍ３とそれぞれ替えられた画素ｈ０３
，ｈ１３，ｈ２３，ｈ３３の復号は、次のようにして行うことができる。
【００７４】
即ち、ｑは、ｍ０乃至ｍ３の平均値であるから、式ｑ＝（ｍ０＋ｍ１＋ｍ２＋ｍ３）／４
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が成り立つ。従って、式ｍ３＝４×ｑ－（ｍ０＋ｍ１＋ｍ２）により、第３階層の画素ｑ
および第２階層の画素ｍ０乃至ｍ２を用いて、第２階層の画素ｍ３を求める（復号する）
ことができる。
【００７５】
また、ｍ０は、ｈ００乃至ｈ０３の平均値であるから、式ｍ０＝（ｈ００＋ｈ０１＋ｈ０
２＋ｈ０３）／４が成り立つ。従って、式ｈ０３＝４×ｍ０－（ｈ００＋ｈ０１＋ｈ０２
）により、第２階層の画素ｍ０および第１階層の画素ｈ００乃至ｈ０２を用いて、第１階
層の画素ｈ０３を求めることができる。同様にして、ｈ１３，ｈ２３，ｈ３３も求めるこ
とができる。
【００７６】
以上のように、ある階層において送信されない画素は、その階層の送信される画素と、そ
の１つ上位の階層の送信される画素とから復号することができる。
【００７７】
次に、図１０のフローチャートを参照して、図７の送信処理部１６において行われる送信
処理について説明する。
【００７８】
送信処理部１６では、まず最初に、ステップＳ２１において、制御部３５が、受信装置２
から制御信号が送信されてきたかどうかを判定する。ステップＳ２１において、受信装置
２から制御信号が送信されてきていないと判定された場合、即ち、制御部３５が制御信号
を受信していない場合、ステップＳ２２に進み、制御部３５は、ＭＵＸ３２を制御し、受
信装置２において、通常の時間解像度（例えば、デフォルトで設定されている時間解像度
）で画像の表示が可能なように、背景、オブジェクト、および付加情報の符号化データを
選択させ、多重化させる。
【００７９】
即ち、通常の時間解像度として、例えば、３０フレーム／秒が設定されている場合、ＭＵ
Ｘ３２は、画像を、３０フレーム／秒で表示するとして、多重化データを、伝送路３の伝
送レートで送信したときに得られる最高の空間解像度で、画像が表示されるように、背景
、オブジェクト、および付加情報の符号化データを選択して多重化し、多重化データを出
力する。
【００８０】
具体的には、例えば、上述のようにして３階層の階層符号化を行った場合において、３０
フレーム／秒で画像を表示するのに、伝送路３の伝送レートでは、第３階層のデータしか
送信することができないときには、第３階層の画像を表示するための背景、オブジェクト
、および付加情報の符号化データが選択される。従って、この場合、受信装置２では、３
０フレーム／秒の時間解像度で、横および縦方向の空間解像度がいずれも元の画像（第１
階層の画像）の１／４となった画像が表示されることになる。
【００８１】
そして、ステップＳ２３に進み、送信部３３は、ＭＵＸ３２が出力する多重化データを、
伝送路３を介して送信し、ステップＳ２１に戻る。
【００８２】
また、ステップＳ２１において、受信装置２から制御信号が送信されてきたと判定された
場合、即ち、制御部３５が制御信号を受信した場合、ステップＳ２４に進み、制御部３５
は、その制御信号に基づいて、ユーザが制御情報入力部２４（図５）を操作することによ
り指定した注目点を認識し、ステップＳ２５に進む。
【００８３】
ステップＳ２５では、制御部３５は、例えば、注目点を中心とする所定の大きさの長方形
（例えば、フレームの横方向または縦方向にそれぞれ平行な辺を有する所定の大きさの長
方形であって、注目点を重心とするもの）等の、注目点を含む領域を、空間解像度を優先
的に向上させる優先範囲として設定し、その優先範囲内の画像を構成するための背景、オ
ブジェクト、および付加情報を検出する。
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【００８４】
そして、ステップＳ２６に進み、制御部３５は、ＭＵＸ３２を制御し、受信装置２におい
て、優先範囲内の画像が、より高い空間解像度で表示されるように、背景、オブジェクト
、および付加情報の符号化データを選択させ、多重化させる。
【００８５】
即ち、制御部３５は、受信装置２からの制御信号を受信した場合、時間解像度を犠牲にし
て、優先範囲内の画像の空間解像度を向上させるように、ＭＵＸ３２を制御する。
【００８６】
これにより、ＭＵＸ３２は、例えば、優先範囲内の画像については、第３階層の他、第２
階層の画像を表示するための背景、オブジェクト、および付加情報の符号化データを優先
的に選択して多重化し、多重化データを出力する。
【００８７】
さらに、ステップＳ２６では、制御部３５は、多重化データとして選択する付加情報に、
優先範囲の位置と大きさ等の情報（以下、適宜、高解像度情報という）を挿入するように
、ＭＵＸ３２を制御し、ステップＳ２３に進む。
【００８８】
ステップＳ２３では、上述したように、送信部３３において、ＭＵＸ３２が出力する多重
化データが、伝送路３を介して送信され、ステップＳ２１に戻る。
【００８９】
ここで、例えば、いま、説明を簡単にするために、ステップＳ２６において、優先範囲外
の画像については、第３階層の画像を表示するための背景、オブジェクト、および付加情
報の符号化データを、ステップＳ２２における場合と同様に選択し続けるとすると、ステ
ップＳ２６では、ステップＳ２２の場合に比較して、優先範囲内の画像についての第２階
層のデータの分だけ、多重化データのデータ量が増加することになる。本実施の形態では
、上述したように、３０フレーム／秒で画像を表示するのに、伝送路３の伝送レートでは
、第３階層のデータしか送信することができないから、ステップＳ２６で得られた多重化
データは、画像を３０フレーム／秒で表示可能なように送信することはできない。そこで
、ステップＳ２３では、ステップＳ２６で得られた多重化データは、極端には、時間解像
度が０フレーム／秒で画像が表示されるように送信される。
【００９０】
従って、この場合、受信装置２では、優先範囲の画像については、横および縦方向の空間
解像度がいずれも、元の画像（第１階層の画像）の１／２となった画像、即ち、横および
縦方向の空間解像度がいずれも、いままで表示されていた第３階層の画像の２倍になった
画像（第２階層の画像）が表示されることになる。但し、その時間解像度は、例えば、０
フレーム／秒、即ち、表示される画像は、静止画となる。
【００９１】
以上のようにして、優先範囲内の画像について、第２階層のデータが送信された後、ステ
ップＳ２１において、前回に続いて、受信装置２から制御信号が送信されてきたと判定さ
れた場合、即ち、ユーザが、制御情報入力部２４を操作し続け、同一の注目点を指定し続
けている場合、ステップＳ２４に進み、前回と同一の注目点が認識され、ステップＳ２５
に進む。そして、ステップＳ２５でも、前回と同一の優先範囲が設定され、ステップＳ２
６に進む。
【００９２】
ステップＳ２６では、制御部３５は、ＭＵＸ３２を制御し、受信装置２において、優先範
囲内の画像が、より高い空間解像度で表示されるように、背景、オブジェクト、および付
加情報の符号化データを選択させ、多重化させる。
【００９３】
即ち、この場合、既に、優先範囲内の画像については、第３階層の他、第２階層の背景、
オブジェクト、および付加情報の符号化データが優先的に選択されるようになっているの
で、ここでは、さらに、第１階層の背景、オブジェクト、および付加情報の符号化データ
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も優先的に選択され、多重化データとして出力される。さらに、ステップＳ２６では、上
述したように、高解像度情報が付加情報に挿入され、ステップＳ２３に進み、送信部３３
において、ＭＵＸ３２が出力する多重化データが、伝送路３を介して送信され、ステップ
Ｓ２１に戻る。
【００９４】
従って、この場合、受信装置２では、優先範囲の画像については、元の画像（第１階層の
画像）と同一の空間解像度の画像、即ち、横および縦方向の空間解像度がいずれも、最初
に表示されていた第３階層の画像の４倍になった画像（第１階層の画像）が表示されるこ
とになる。但し、その時間解像度は、例えば、０フレーム／秒、即ち、表示される画像は
、静止画となる。
【００９５】
以上から、ユーザが、制御情報入力部２４を操作し続け、これにより、同一の注目点を指
定し続けると、画像の時間解像度を犠牲にして、注目点を含む優先範囲内の画像について
、空間解像度をより向上させるためのデータが優先的に送信されるので、画像の時間解像
度は劣化するが、注目点を含む優先範囲内の画像の空間解像度は、徐々に向上し、優先範
囲内の画像は、より鮮明に表示されるようになる。即ち、ユーザが注目している部分の画
像は、より鮮明に表示される。
【００９６】
以上のように、注目点を含む所定の優先領域内の画像の空間解像度および時間解像度が、
伝送路３の伝送レートで送信される画像データによって得られる解像度の範囲内で変更さ
れるように、画像データの送信が制御されるので、即ち、優先領域内の画像の空間解像度
を向上させるとともに、画像の時間解像度を劣化させるように、かつその向上した空間解
像度および劣化した時間解像度が、伝送路３の伝送レートで送信される画像データによっ
て得られるように、画像データの送信が制御されるので、限られた伝送レートにおいて、
受信装置２で表示される画像の空間解像度を、より向上させることができる。
【００９７】
次に、図１１は、図５の受信処理部２１の構成例を示している。
【００９８】
伝送路３からの多重化データは、受信部５１において受信され、復調等された後、ＤＭＵ
Ｘ（デマルチプレクサ）５２に供給される。ＤＭＵＸ５２は、受信部５１からの多重化デ
ータを、背景、オブジェクト、および付加情報の符号化データに分離し、復号部５３に供
給する。復号部５３は、背景、オブジェクト、または付加情報の符号化データを、それぞ
れ元のデータに復号し、合成処理部２２（図５）に出力する。
【００９９】
即ち、図１２は、図１１の復号部５３の構成例を示している。
【０１００】
背景の符号化データとしての階層符号化された差分データは、加算器６１Ｂに供給される
。加算器６１Ｂには、さらに、記憶部６２Ｂに記憶された、既に復号された１フレーム前
の背景も供給されるようになっており、加算器６１Ｂは、そこに供給される背景の差分デ
ータに、記憶部６２Ｂからの１フレーム前の背景を加算することで、必要な階層の背景を
復号する。この復号された背景は、記憶部６２Ｂに供給されて記憶され、加算器６１Ｂに
供給されるとともに、合成処理部２２（図５）に供給される。
【０１０１】
オブジェクトの符号化データとしての階層符号化された差分データは、加算器６１Ｆに供
給されるようになっており、加算器６１Ｆまたは記憶部６２Ｆでは、上述の加算器６１Ｂ
または記憶部６２Ｂにおける場合とそれぞれ同様の処理が行われ、これにより、オブジェ
クトの差分データは、背景と同様に、必要な階層のオブジェクトに復号され、合成処理部
２２（図５）に供給される。なお、オブジェクトが複数存在する場合は、加算器６１Ｆお
よび記憶部６２Ｆでは、複数のオブジェクトの差分データそれぞれが、上述したように復
号（階層復号）される。
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【０１０２】
付加情報の符号化データとしての可変長符号化された付加情報は、逆ＶＬＣ部６３に供給
され、可変長復号される。これにより、元の付加情報に復号され、合成処理部２２に供給
される。
【０１０３】
なお、上述した図８のローカルデコーダ４４Ｂは、加算器６１Ｂおよび記憶部６２Ｂと同
様に、ローカルデコーダ４４Ｆは、加算器６１Ｆおよび記憶部６２Ｆと同様に、それぞれ
構成されている。
【０１０４】
次に、図１３は、図５の合成処理部２２の構成例を示している。
【０１０５】
復号部５３（図１１）が出力する背景は、背景書き込み部７１に、オブジェクトは、オブ
ジェクト書き込み部７２に、付加情報は、背景書き込み部７１、オブジェクト書き込み部
７２、および合成部７７に供給されるようになっている。
【０１０６】
背景書き込み部７１は、そこに供給される背景を、背景メモリ７３に、順次書き込むよう
になっている。ここで、ビデオカメラがパンニングやチルティングされて撮影が行われる
ことにより、背景に動きがある場合には、背景書き込み部７１では、背景の位置合わせを
行った状態で、背景メモリ７３への背景の書き込みが行われるようになっている。従って
、背景メモリ７３は、１フレームの画像よりも空間的に広い画像を記憶することができる
ようになっている。なお、背景の位置合わせは、付加情報に含まれる背景動きベクトルに
基づいて行われるようになっている。
【０１０７】
また、背景書き込み部７１は、空間解像度の高い背景を、背景メモリ７３に書き込んだ場
合、その画素に対応する、背景フラグメモリ７４のアドレスに記憶された背景フラグを０
から１にするようになっている。背景書き込み部７１は、背景メモリ７３に背景を書き込
む際に、背景フラグメモリ７４を参照するようになっており、背景フラグが１になってい
る画素、即ち、既に、空間解像度の高い背景が記憶されている画素には、空間解像度の低
い背景の書き込みは行わないようになっている。従って、背景メモリ７３には、基本的に
は、背景書き込み部７１に背景が供給されるたびに、その背景が書き込まれるが、既に、
空間解像度の高い背景が記憶されている画素には、空間解像度の低い背景の書き込みは行
われない。その結果、背景メモリ７３においては、背景書き込み部７１に空間解像度の高
い背景が供給されるごとに、空間解像度の高い範囲が拡がっていくことになる。
【０１０８】
オブジェクト書き込み部７２は、そこに供給されるオブジェクトを、オブジェクトメモリ
７５に、順次書き込むようになっている。ここで、オブジェクトが複数存在する場合は、
オブジェクト書き込み部７２は、複数のオブジェクトそれぞれを、各オブジェクトごとに
、オブジェクトメモリ７５に書き込むようになっている。また、オブジェクト書き込み部
７２は、同一のオブジェクト（後述する同一のラベルが付されているオブジェクト）の書
き込みを行う場合、既にオブジェクトメモリ７５に書き込まれているオブジェクトに替え
て、新しいオブジェクト（新たに、オブジェクト書き込み部７２に供給されるオブジェク
ト）を書き込むようになっている。
【０１０９】
　さらに、オブジェクト書き込み部７２は、空間解像度の高いオブジェクトを、オブジェ
クトメモリ７５に書き込んだ場合、その画素に対応する、オブジェクトフラグメモリ７６
のアドレスに記憶されたオブジェクトフラグを０から１にするようになっている。オブジ
ェクト書き込み部７２は、オブジェクトメモリ７５にオブジェクトを書き込む際に、オブ
ジェクトフラグメモリ７６を参照するようになっており、オブジェクトフラグが１になっ
ているオブジェクト、即ち、既に、空間解像度の高いオブジェクトが記憶されているオブ
ジェクトメモリ７５には、空間解像度の低いオブジェクトの書き込みは行わないようにな
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っている。従って、オブジェクトメモリ７５においても、背景メモリ７３における場合と
同様に、基本的には、オブジェクト書き込み部７２にオブジェクトが供給されるたびに、
そのオブジェクトが書き込まれるが、既に、空間解像度の高いオブジェクトが記憶されて
いる画素には、空間解像度の低いオブジェクトの書き込みは行われず、その結果、オブジ
ェクトメモリ７５においては、オブジェクト書き込み部７２に空間解像度の高いオブジェ
クトが供給されるごとに、空間解像度の高いオブジェクトの数が増加していくことになる
。
【０１１０】
背景メモリ７３は、背景書き込み部７１から供給される背景を記憶するようになっている
。背景フラグメモリ７４は、背景メモリ７３の対応するアドレスに、空間解像度の高い背
景が記憶されているかどうかを示す、上述したような１ビットの背景フラグを記憶するよ
うになっている。オブジェクトメモリ７５は、１以上のメモリで構成され、オブジェクト
書き込み部７２から供給されるオブジェクトを、各オブジェクトごとに記憶するようにな
っている。オブジェクトフラグメモリ７６は、オブジェクトメモリ７５に、空間解像度の
高いオブジェクトが記憶されているかどうかを示す、上述したような１ビットのオブジェ
クトフラグを記憶するようになっている。
【０１１１】
なお、ここでは、説明を簡単にするため、背景フラグやオブジェクトフラグを、１ビット
のフラグとしたが、背景フラグやオブジェクトフラグは、複数ビットのフラグとすること
ができる。この場合、背景フラグやオブジェクトフラグによって、より多段階の解像度を
表現することができる。即ち、１ビットのフラグでは、解像度が高いか、または低いの２
段階しか表現することができないが、複数ビットのフラグによれば、より多段階の解像度
を表現することができる。
【０１１２】
合成部７７は、背景メモリ７３に記憶された背景から、いま表示を行うべきフレーム（こ
のフレームも、以下、適宜、注目フレームという）の背景を、付加情報に含まれる背景動
きベクトルに基づいて読み出すとともに、その背景に、オブジェクトメモリ７５に記憶さ
れたオブジェクトを、付加情報に含まれるオブジェクト動きベクトルに基づいて合成し、
これにより、注目フレームの画像を構成して、表示メモリ７８に供給するようになってい
る。
【０１１３】
さらに、合成部７７は、制御情報入力部２４（図５）から、制御情報を受信した場合、そ
の制御情報に含まれる注目点の位置にあるオブジェクトを、オブジェクトメモリ７５から
読み出し、サブウインドウメモリ７９に供給するようになっている。
【０１１４】
表示メモリ７８は、いわゆるＶＲＡＭ(Video Read Only Memory)として機能するようにな
っており、合成部７７からの注目フレームの画像を一時記憶する。サブウインドウメモリ
７９は、合成部７７からのオブジェクトを一時記憶する。
【０１１５】
重畳部８０は、表示メモリ７８の記憶内容を読み出し、画像出力部２３（図５）に供給し
て表示させる。また、重畳部８０は、必要に応じて、画像出力部２３に、後述するサブウ
インドウをオープンし、サブウインドウメモリ７９の記憶内容を読み出して、サブウイン
ドウに表示させる。
【０１１６】
次に、図１４のフローチャートを参照して、図１３の合成処理部２２で行われる処理（合
成処理）について説明する。
【０１１７】
まず最初に、ステップＳ３１において、背景書き込み部７１またはオブジェクト書き込み
部７２は、復号部５３（図１２）からの背景またはオブジェクトを、背景フラグメモリ７
４に記憶された背景フラグ、またはオブジェクトフラグメモリ７５に記憶されたオブジェ
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クトフラグに基づいて、それぞれ上述したようにして書き込む。
【０１１８】
即ち、背景書き込み部７１は、背景フラグメモリ７４を参照し、背景フラグが０になって
いる画素に対応する背景メモリ７３のアドレスには、そこに供給される背景を書き込み、
背景フラグが１になっている画素に対応する背景メモリ７３のアドレスには、そこに供給
される背景が、空間解像度の高いものである場合にのみ、その空間解像度の高い背景を書
き込む。
【０１１９】
オブジェクト書き込み部７２も同様に、オブジェクトフラグが０になっているオブジェク
トメモリ７５には、そこに供給されるオブジェクトを書き込み、オブジェクトフラグが１
になっているオブジェクトメモリ７５には、そこに供給されるオブジェクトが、空間解像
度の高いものである場合にのみ、その空間解像度の高いオブジェクトを書き込む。
【０１２０】
なお、背景メモリ７３の既に背景が記憶されているアドレスに、背景を書き込む場合には
、その書き込みは、上書きする形で行われる。オブジェクトメモリ７５への書き込みも同
様である。
【０１２１】
その後、ステップＳ３２に進み、背景書き込み部７１、オブジェクト書き込み部７２それ
ぞれにおいて、付加情報に、高解像度情報が含まれているかどうかが判定される。ステッ
プＳ３２において、付加情報に、高解像度情報が含まれていると判定された場合、即ち、
ユーザが制御情報入力部２４（図５）を操作することにより、送信装置１に、制御情報が
送信され、これにより、上述したようにして、送信装置１から、優先範囲内の画像につい
て空間解像度の高い背景およびオブジェクトが送信されてきた場合、ステップ３３に進み
、背景書き込み部７１またはオブジェクト書き込み部７２において、背景フラグメモリ７
４またはオブジェクトフラグメモリ７６それぞれの所定の背景フラグまたはオブジェクト
フラグが１にされる。
【０１２２】
即ち、送信装置１から、優先範囲内の画像について空間解像度の高い背景およびオブジェ
クトが送信されてきた場合には、ステップＳ３１において、背景メモリ７３またはオブジ
ェクトメモリ７５に、その空間解像度の高い背景またはオブジェクトが書き込まれる。こ
のため、ステップＳ３３では、その空間解像度の高い背景またはオブジェクトを構成する
画素についての背景フラグまたはオブジェクトフラグが、それぞれ１とされる。
【０１２３】
その後、ステップＳ３４に進み、合成部７７は、優先範囲内にあるオブジェクトを、オブ
ジェクトメモリ７５から読み出し、サブウインドウメモリ７９に書き込む。
【０１２４】
即ち、ステップＳ３２において、付加情報に、高解像度情報が含まれていると判定される
場合というのは、上述したように、ユーザが制御情報入力部２４（図５）を操作すること
により、送信装置１に、制御情報が送信され、これにより、上述したようにして、送信装
置１から、優先範囲内の画像について空間解像度の高い背景およびオブジェクトが送信さ
れてきた場合であるが、送信装置１に送信される制御情報は、合成部７７にも供給される
。そこで、合成部７７は、制御情報を受信すると、ステップＳ３４において、その制御情
報に含まれる注目点の座標から、優先範囲を認識し、送信装置１から送信されてくる、優
先範囲内にある空間解像度の高いオブジェクトを、オブジェクトメモリ７５から読み出し
、サブウインドウメモリ７９に書き込む。
【０１２５】
そして、ステップＳ３５に進み、合成部７７は、背景メモリ７３に記憶された背景から、
いま表示を行うべきフレーム（注目フレーム）の背景を、付加情報に含まれる背景動きベ
クトルに基づいて読み出すとともに、注目フレームに表示すべきオブジェクトを、オブジ
ェクトメモリ７５から読み出し、注目フレームの背景と、オブジェクトメモリ７５から読
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み出したオブジェクトとを、付加情報に含まれるオブジェクト動きベクトルに基づいて合
成し、これにより、注目フレームの画像を構成して、表示メモリ７８に書き込む。即ち、
合成部７７は、例えば、表示メモリ７８に対して、背景を書き込み、その後、オブジェク
トを上書きすることで、背景とオブジェクトを合成した注目フレームの画像を、表示メモ
リ７８に書き込む。
【０１２６】
以上のようにして、表示メモリ７８に書き込まれた注目フレームの画像、およびサブウイ
ンドウメモリ７９に書き込まれたオブジェクトは、画像出力部２３（図５）に供給されて
表示される。
【０１２７】
なお、送信装置１においては、例えば、付加情報に、いわゆるソフトキーを含めるように
することができ、この場合、合成部７７では、オブジェクトと背景との合成を、そのソフ
トキーを用いて行うようにすることができる。
【０１２８】
　一方、ステップＳ３２において、付加情報に、高解像度情報が含まれていないと判定さ
れた場合、即ち、ユーザが制御情報入力部２４（図５）を操作していない場合、ステップ
Ｓ３３およびＳ３４をスキップして、ステップＳ３５に進み、上述したように、合成部７
７において、背景メモリ７３から、注目フレームの背景が読み出されるともに、オブジェ
クトメモリ７５から、必要なオブジェクトが読み出され、注目フレームの背景と、オブジ
ェクトメモリ７５から読み出したオブジェクトとが、付加情報にしたがって合成される。
これにより、注目フレームの画像が構成され、表示メモリ７８に書き込まれる。そして、
ステップＳ３１に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０１２９】
以上のような合成処理によれば、ユーザが制御情報入力部２４（図５）を操作していない
場合、即ち、制御情報入力部２４が、例えば、マウス等のポインティングデバイスで構成
されており、そのドラッグ（またはクリック）が行われていない場合には、図１５（Ａ）
に示すように、画像出力部２３（図５）においては、空間解像度の低い画像が、デフォル
トの時間解像度で表示される。なお、図１５（Ａ）においては、空間解像度の低い背景の
上を、空間解像度の低いオブジェクトが、右方向に移動している。
【０１３０】
そして、ユーザが、制御情報入力部２４（図５）を操作して、カーソルを、オブジェクト
上に移動し、その位置でドラッグを行うと、上述したように、送信装置１に、制御情報が
送信され、送信装置１では、その制御情報に含まれる注目点を含む優先範囲の画像につい
て、空間解像度の高い画像を表示するためのデータが、時間解像度を犠牲にして送信され
てくる。その結果、図１５（Ｂ）に示すように、画像出力部２３（図５）においては、時
間解像度は、例えば０フレーム／秒であるが、ドラッグが行われている位置を中心とする
優先範囲内にあるオブジェクトおよび背景の空間解像度が徐々に向上していく画像が表示
される。即ち、ドラッグが行われている時間に応じて（またはクリックが行われた回数に
応じて）、優先範囲内の画像の空間解像度が徐々に向上していく。
【０１３１】
さらに、この場合、画像出力部２３（図５）においては、図１５（Ｂ）に示すように、サ
ブウインドウがオープンされ、そのサブウインドウに、ドラッグが行われている位置を中
心とする優先範囲内にある、空間解像度が徐々に向上していくオブジェクトが表示される
。
【０１３２】
その後、ユーザが、制御情報入力部２４（図５）によるドラッグを停止すると、合成部７
７は、上述したように、ステップＳ３５において、背景メモリ７３から、注目フレームの
背景を読み出すともに、オブジェクトメモリ７５からオブジェクトを読み出し、注目フレ
ームの背景と、オブジェクトメモリ７５から読み出したオブジェクトとを、付加情報にし
たがって合成し、表示メモリ７８に書き込む。上述したように、ドラッグされることによ
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り空間解像度が高くなったオブジェクトは、そのまま、オブジェクトメモリ７５に記憶さ
れ続けるので、画像出力部２３（図５）においては、図１５（Ｃ）に示すように、ドラッ
グされることにより空間解像度が高くなったオブジェクトが、そのまま、注目フレームに
おいて表示されるべき位置に貼り付けられた画像が、通常の時間解像度で表示される。
【０１３３】
そして、以後は、画像出力部２３（図５）において、図１５（Ｃ）に示すように、空間解
像度が高くなったオブジェクトが、付加情報にしたがって移動していく画像が、通常の時
間解像度で表示される。
【０１３４】
従って、ユーザは、詳細を見たいオブジェクトが表示されている位置でドラッグを行うこ
とにより、空間解像度が高くなったオブジェクトを見ることが可能となる。即ち、オブジ
ェクトの詳細を見ることが可能となる。
【０１３５】
また、ドラッグされることにより、優先範囲内の背景についても、高い空間解像度の背景
が、背景メモリ７３に記憶されるので、ドラッグが停止されても、高い空間解像度の背景
が背景メモリ７３に書き込まれた部分については、やはり、その高い空間解像度の背景が
表示される。従って、ドラッグが行われると、そのドラッグが行われた位置を含む優先範
囲内の背景の空間解像度は向上するから、画像出力部２３（図５）の表示画面上の各位置
で、ドラッグが行われると、そのドラッグが行われるごとに、空間解像度の高い部分の背
景が、いわば虫食い状に拡がっていき、最終的には、画像出力部２３（図５）において、
全体の空間解像度が高い背景が表示されることになる。
【０１３６】
なお、本実施の形態では、背景は、上述したように、背景メモリ７３に記憶されるので、
送信装置１においては、一度送信した空間解像度の低い背景は送信する必要はなく、従っ
て、その分の伝送帯域（伝送レート）を、より空間解像度の高いオブジェクトや背景の送
信に、優先的に割り当てることが可能である。
【０１３７】
また、上述の場合においては、ドラッグされることにより空間解像度が高くなったオブジ
ェクトを、オブジェクトメモリ７５に記憶しておき、ドラッグが停止された後は、その空
間解像度の高いオブジェクトを背景に貼り付けるようにしたため、受信装置２において表
示されるオブジェクトは、空間解像度の高いものとなるが、そのオブジェクトには、送信
装置１で撮影されたオブジェクトの状態の変化は反映されないことになる。
【０１３８】
そこで、ドラッグが停止された後は、オブジェクトフラグを無視し、復号部５３（図１２
）の記憶部６２Ｆに記憶されたオブジェクトを、オブジェクトメモリ７５に記憶された高
い空間解像度のオブジェクトに替えて書き込むようにすることが可能である。即ち、復号
部５３（図１２）の記憶部６２Ｆには、送信装置１から送信されてくるオブジェクトが順
次記憶されるから、そのオブジェクトを、オブジェクトメモリ７５に書き込むことで、上
述したようにして、画像出力部２３に表示される画像のオブジェクトは、送信装置１で撮
影されたオブジェクトの状態の変化が反映されたものとなる（但し、表示されるオブジェ
クトは、空間解像度の低いものとなる）。
【０１３９】
ここで、送信装置１の送信処理部１６を構成する、図７に示したＭＵＸ３２は、制御部３
５の制御にしたがい、多重化データのヘッダ等に、高解像度情報の有無や、その高解像度
情報によって特定される優先範囲のフレームレート（時間解像度）および空間解像度、優
先範囲以外の領域のフレームレートおよび空間解像度等を挿入するようになっており、受
信装置２は、このヘッダに配置された情報（以下、適宜、ヘッダ情報という）に基づいて
、高解像度情報の有無や、優先範囲のフレームレートおよび空間解像度、優先範囲以外の
領域のフレームレートおよび空間解像度等を認識するようになっている。
【０１４０】
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なお、送信装置１において、ヘッダ情報には、その他、例えば、受信装置２から送信され
てくる制御情報に含まれる注目点（の座標）を含めるようにすることができる。この場合
、図１３の合成部７７では、送信装置１から送信されてくるヘッダ情報から、注目点の位
置にあるオブジェクトを認識するようにすることができる。即ち、上述の場合には、合成
部７７において、制御情報入力部２４（図５）から供給される制御情報に基づいて、その
制御情報に含まれる注目点の位置にあるオブジェクトを認識し、そのオブジェクトを、オ
ブジェクトメモリ７５から読み出して、サブウインドウメモリ７９に供給するようにした
が、ヘッダ情報に注目点が含まれる場合には、そのヘッダ情報に基づいて、注目点の位置
にあるオブジェクトを認識するようにすることができる。この場合、図５において、制御
情報入力部２４が出力する制御情報を、合成処理部２２に供給せずに済むようになる。
【０１４１】
次に、図１６を参照して、送信装置１から、伝送路３を介して、受信装置２に送信される
画像の空間解像度と時間解像度との関係について説明する。
【０１４２】
なお、伝送路３の伝送レートはＲ[bps]とし、さらに、ここでは、背景と、３つのオブジ
ェクト＃１乃至＃３からなる画像を送信するとする。また、ここでは、説明を簡単にする
ために、付加情報は考えないこととし、さらに、背景、オブジェクト＃１乃至＃３それぞ
れを、ある空間解像度で表示するためには、同一のデータ量のデータが必要であるとする
。
【０１４３】
この場合、ドラッグが行われていないときには、送信装置１においては、図１６（Ａ）に
示すように、背景、オブジェクト＃１乃至＃３それぞれが、伝送レートＲを４等分したレ
ートＲ／４[bps]で送信される。なお、通常の時間解像度が、１／Ｔフレーム／秒である
とすると、送信装置１は、背景、オブジェクト＃１乃至＃３それぞれの１フレーム分のデ
ータの送信を、長くてもＴ秒で完了することができるように行う。従って、この場合、受
信装置２では、１フレームあたり、Ｔ×Ｒ／４ビットのデータで得られる空間解像度の背
景、オブジェクト＃１乃至＃３がそれぞれ表示される。
【０１４４】
そして、ある時刻ｔ1において、例えば、オブジェクト＃１の位置で、ユーザがドラッグ
を行うと、送信装置１は、例えば、図１６（Ａ）に示すように、背景並びにオブジェクト
＃２および＃３の送信を停止し、オブジェクト＃１のみを、伝送路３の伝送レートＲすべ
てを用いて送信する。その後、時刻ｔ1から時間４Ｔだけ経過した時刻ｔ2において、ユー
ザがドラッグを停止したとすると、送信装置１は、再び、背景、オブジェクト＃１乃至＃
３それぞれを、伝送レートＲ／４で送信する。
【０１４５】
従って、ドラッグが行われている間においては、オブジェクト＃１については、４Ｔ×Ｒ
ビットのデータが送信されるので、いま、ドラッグが行われている間の時間解像度を０フ
レーム／秒とするものとすると、受信装置２では、１フレームあたり、４Ｔ×Ｒビットの
データで得られる空間解像度のオブジェクト＃１が表示されることになる。即ち、横およ
び縦の空間解像度を同じだけ向上させるものとした場合、受信装置２では、時間解像度は
０フレーム／秒となるが、ユーザがドラッグしたオブジェクト＃１については、横および
縦の両方の空間解像度が、ドラッグが行われる前の４倍（＝√（４Ｔ×Ｒ／（Ｔ×Ｒ／４
ビット）））となったものが表示されることになる。
【０１４６】
即ち、時間解像度を犠牲にすることにより、空間解像度をより向上させることができ、さ
らに、時間解像度を犠牲にしない場合に比較して、ユーザが注目している部分の空間解像
度を、より迅速に向上させることができる。
【０１４７】
なお、上述の場合には、オブジェクト＃１のドラッグが行われている間、背景並びに他の
オブジェクト＃２および＃３のデータは、完全に送信しないようにしたが、図１６（Ｂ）
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に示すように、オブジェクト＃１のデータの送信には、高い伝送レートを割り当て、背景
並びに他のオブジェクト＃２および＃３のデータの送信には、低い伝送レートを割り当て
るようにすることも可能である。
【０１４８】
また、ドラッグが行われても、背景、オブジェクト＃１乃至＃３それぞれの送信に割り当
てる伝送レートは、Ｒ／４のまま変えないことも可能である。即ち、ここでは、時間解像
度を犠牲にして、空間解像度を向上させるため、例えば、伝送レートの割り当てを変えな
くても、時間は要するようになるが、空間解像度を向上させることができる。
【０１４９】
次に、本実施の形態では、上述したように、ドラッグされることにより空間解像度が高く
なったオブジェクトを、オブジェクトメモリ７５に記憶しておき、ドラッグが停止された
後に、その空間解像度の高いオブジェクトを背景に貼り付けるようにしたが、この空間解
像度の高いオブジェクトを、背景のどの位置に貼り付けるかは、その後に送信装置１から
送信されてくる、そのオブジェクトについての付加情報に含まれるオブジェクト動きベク
トルに基づいて決定される。
【０１５０】
従って、受信装置２は、あるフレームのオブジェクトが、そのフレームに隣接するフレー
ムのどのオブジェクトに対応するのかということを認識する必要があり、送信装置１（図
３）のオブジェクト抽出部１４は、オブジェクトの抽出にあたり、受信装置２が、そのよ
うな認識を行うための情報を付加するようにもなっている。
【０１５１】
そこで、図１７は、図３のオブジェクト抽出部１４の構成例を示している。
【０１５２】
減算部８１には、画像入力部１１が出力する画像と、背景抽出部１３が出力する、その画
像の背景とが供給されるようになっており、減算部１８は、画像入力部１１からの画像か
ら、背景抽出部１３からの背景を減算することで、オブジェクトでなる前景を求めるよう
になっている。演算部８１で求められた前景は、フレームメモリ８２および初期領域分割
部８３に供給されるようになっている。
【０１５３】
フレームメモリ８２は、減算部８１から供給される前景を一時記憶するようになっている
。初期領域分割部８３は、減算部８１から供給される、いま処理しようとしているフレー
ム（注目フレーム）の前景と、フレームメモリ８２に記憶された、注目フレームの１フレ
ーム前の前景（前フレーム前景）とを用いて、初期領域分割処理を行うようになっている
。
【０１５４】
即ち、初期領域分割部８３は、まず、注目フレームの前景を構成する各画素を、その画素
値によってクラス分けする。具体的には、例えば、画素値がＲＧＢ(Red, Green, Blue)で
表現される場合、初期領域分割部８３は、そのＲ，Ｇ，Ｂ値を要素として構成されるベク
トル（以下、適宜、色ベクトルという）が、ＲＧＢ空間にあらかじめ設定された複数の小
領域のいずれに属するものかによって、画素をクラス分けする。また、初期領域分割部８
３は、フレームメモリ８２に記憶された、注目フレームの１フレーム前の前景を構成する
各画素も、同様にしてクラス分けする。
【０１５５】
さらに、初期領域分割部８３は、例えば、注目フレームを、第ｎフレームとするとき、そ
の第ｎフレームの前景、および注目フレームの１フレーム前のフレームである第ｎ－１フ
レームの前景を、時間的または空間的に隣接する、同一クラスにクラス分けされた画素で
なる領域（以下、適宜、初期領域という）に分割する。
【０１５６】
即ち、例えば、いま、図１８（Ａ）に示すように、第ｎフレームの前景を構成する各画素
、および第ｎ－１フレームの前景を構成する各画素がクラス分けされたとする。ここで、
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図１８において（後述する図１９および図２０においても同様）、画素を表す四角形の中
に記述されているｃと数字との組が、その画素のクラスを表す。
【０１５７】
図１８（Ａ）に示す場合においては、第ｎフレームの前景、および第ｎ－１フレームの前
景が、時間的または空間的に隣接する、同一クラスにクラス分けされた画素でなる領域に
分割されることにより、図１８（Ｂ）に点線で囲んで示すような初期領域が構成される。
【０１５８】
以上のようにして、初期領域分割部８３において得られる初期領域は、図１７の領域併合
部８４に供給されるようになっている。
【０１５９】
領域併合部８４は、初期領域分割部８３からの初期領域を併合する領域併合処理を行うよ
うになっている。
【０１６０】
即ち、領域併合部８４は、オブジェクト情報メモリ８８から、既にオブジェクトの抽出が
行われた第ｎ－１フレームに存在するオブジェクトに関するオブジェクト情報を読み出し
、これにより、第ｎ－１フレームに存在するオブジェクトの位置と範囲を認識する。さら
に、領域併合部８４は、第ｎ－１フレームに存在するオブジェクトを構成する画素を認識
し、その画素を含んで構成される初期領域を併合する。
【０１６１】
具体的には、例えば、いま、第ｎ－１フレームにおいて、図１９（Ａ）に太線で囲んで示
す範囲に、あるオブジェクトＯｂｊが存在していたとすると、このオブジェクトＯｂｊは
、クラスｃ２，ｃ３，ｃ４，ｃ５にクラス分けされた画素から構成されており、これらの
画素を含んで構成される初期領域が併合される。従って、ここでは、クラスｃ２，ｃ３，
ｃ４，ｃ５それぞれの画素からなる初期領域（以下、適宜、クラスｃ＃ｉの画素からなる
初期領域を、初期領域ｃ＃ｉと記述する）が、図１９（Ｂ）に斜線を付して示すように併
合される。
【０１６２】
さらに、領域併合部８４は、併合された初期領域（以下、適宜、併合領域という）と、そ
の併合領域に隣接する初期領域との間の距離を計算する。ここで、併合領域と、それに隣
接する初期領域（以下、適宜、隣接初期領域という）との間の距離としては、例えば、２
つの領域（併合領域と隣接初期領域）を構成する画素それぞれの画素値（色）の平均値ど
うしの距離（ＲＧＢ空間での距離）や、その２つの領域の境界付近の画素の画素値（色）
の連続性等を用いることができる。
【０１６３】
そして、領域併合部８４は、併合領域と隣接初期領域との間の距離が、所定の閾値未満（
以下）である場合には、併合領域に、その隣接初期領域を併合し、新たな併合領域を構成
する。領域併合部８４は、併合領域に併合することのできる隣接初期領域がなくなるまで
、上述の距離を計算し、隣接初期領域を、併合領域に併合することを繰り返す。
【０１６４】
これにより、例えば、図１９（Ｂ）に示した併合領域からは、図１９（Ｃ）に示すような
併合領域が構成される。ここで、図１９（Ｃ）においては、図１９（Ｂ）における併合領
域に対して、初期領域ｃ７およびｃ８との間の距離が近いとして併合されている。また、
初期領域ｃ１およびｃ６は、距離が遠いとして併合されていない。
【０１６５】
図１９（Ｃ）に示したように、併合領域に併合することのできる隣接初期領域が存在しな
くなった後は、併合領域部８４は、得られた併合領域のうち、第ｎフレームの前景を構成
する画素で構成される部分を、第ｎ－１フレームのオブジェクトＯｂｊに対応するオブジ
ェクト（以下、適宜、対応オブジェクトという）として抽出し、第ｎ－１フレームのオブ
ジェクトＯｂｊに付されたラベルと同一のラベルを付して、融合領域処理部８５および分
離領域処理部８６に出力する。
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【０１６６】
即ち、本実施の形態では、各フレームにおいて対応するオブジェクトには、同一のラベル
が付されるようになっており、受信装置２は、このラベルに基づいて、あるフレームのオ
ブジェクトが、そのフレームに隣接するフレームのどのオブジェクトに対応するのかを認
識するようになっている。
【０１６７】
なお、第ｎ－１フレームのオブジェクトＯｂｊに付されたラベルは、オブジェクト情報に
含めて、オブジェクト情報メモリ８８に記憶されるようになっており、領域併合部８４は
、オブジェクト情報メモリ８８を参照することで、第ｎ－１フレームのオブジェクトＯｂ
ｊに付されたラベルを認識するようになっている。
【０１６８】
また、併合領域部８４は、第ｎ－１フレームに存在するすべてのオブジェクトに基づき、
上述したようにして、その第ｎフレームの各オブジェクトに対応する第ｎフレームのオブ
ジェクトを抽出した後に、第ｎフレームに残っている各初期領域、あるいは隣接する初期
領域のうちの距離が近いものどうしを併合した領域をオブジェクトとして抽出し、新たな
ラベル（第ｎ－１フレームのオブジェクトに付されていないラベル）を付して、融合領域
処理部８５および分離領域処理部８６に出力する。
【０１６９】
融合領域処理部８５または分離領域処理部８６は、領域併合部８４からのオブジェクトに
対して、オブジェクトどうしが融合した場合に対処するための融合領域処理、または融合
したオブジェクトどうしが分離した場合に対処するための分離領域処理を行うようになっ
ている。
【０１７０】
即ち、例えば、いま、第ｎ－１フレーム、第ｎフレーム、第ｎ＋１フレームの連続する３
フレームを考えた場合に、図２０に示すように、第ｎ－１フレームにおいて２つ存在して
いたオブジェクトＡおよびＢが、互いに、他方の方向に移動し、第ｎフレームにおいては
、オブジェクトＡおよびＢが重なり、いわば、１つのオブジェクトに融合することがある
。さらに、この場合、１つのオブジェクトに融合してしまったオブジェクトＡおよびＢが
、同様の移動をし続け、第ｎ＋１フレームにおいては、再び、２つのオブジェクトＡおよ
びＢに分離することがある。
【０１７１】
この場合、領域併合部８４における領域併合処理によれば、第ｎフレームの１つに融合し
たオブジェクトは、第ｎ－１フレームのオブジェクトＡとＢの両方に対応付けられること
となり、また、第ｎ＋１フレームの２つに分離したオブジェクトＡおよびＢは、いずれも
、第ｎフレームの１つに融合したオブジェクトに対応付けられることとなる。本実施の形
態では、あるフレームの１のオブジェクトは、その１フレーム前の１のオブジェクトに対
応付けることを前提としているため、上述したように、２つのオブジェクトが１つのオブ
ジェクトに対応付けられたり、逆に、１つのオブジェクトが２つのオブジェクトに対応付
けられるのは望ましくない。
【０１７２】
そこで、融合領域処理部８５は、第ｎフレームの１つに融合したオブジェクトを、第ｎ－
１フレームのオブジェクトＡまたはＢのうちのいずれか一方に対応付ける融合領域処理を
行い、分離領域処理部８６は、第ｎ＋１フレームの２つに分離したオブジェクトＡまたは
Ｂのうちのいずれか一方を、第ｎフレームの１つに融合したオブジェクトに対応付ける分
離領域処理を行うようになっている。
【０１７３】
即ち、融合領域処理部８５では、第ｎフレームの１つに融合したオブジェクトに対して、
第ｎ－１フレームのオブジェクトＡまたはＢのうちのいずれか一方に付されているラベル
と同一のラベルが付される。また、分離領域処理部８６では、第ｎ＋１フレームの２つに
分離したオブジェクトＡまたはＢのうちのいずれか一方に対して、第ｎフレームの１つに
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融合したオブジェクトに付されているラベルと同一のラベルが付されるとともに、他方に
対して、新たなラベルが付される。
【０１７４】
融合領域処理部８５において融合領域処理が施された領域併合部８４によるオブジェクト
抽出結果と、分離領域処理部８６において分離領域処理が施された領域併合部８４による
オブジェクト抽出結果は、いずれも、新規領域処理部８７に供給されるようになっている
。
【０１７５】
新規領域処理部８７は、融合領域処理部８５および分離領域処理部８６からのオブジェク
ト抽出結果の中に、新たなオブジェクトが存在する場合に、その新たなオブジェクトに対
処する新規領域処理を行うようになっている。
【０１７６】
即ち、融合領域処理部８５および分離領域処理部８６が出力するオブジェクト抽出結果に
含まれるオブジェクトの中で、新たなラベルが付されているものには、第１に、オブジェ
クトの動きが速いために、注目フレームと、その１フレーム前とにおいて、そのオブジェ
クトどうしの空間的な重なりがなく、領域併合部８４で、１フレーム前のあるオブジェク
トに対応するオブジェクトとして抽出されなかったもの、第２に、１フレーム前の対応す
るオブジェクトが、他のオブジェクトと融合し、分離領域処理部８６で、その融合したオ
ブジェクトに対応付けられなかったもの、第３に、注目フレームにおいて、新たな物体が
現れ、その新たな物体に対応するものの３種類が含まれる。
【０１７７】
これらの３種類のオブジェクトのうち、真に、新たなラベルを付すべきオブジェクトは、
第３の種類のものだけであるので、新規領域処理部８７は、第１および第２の種類のオブ
ジェクトについては、そのフレームよりも前のフレームに存在するオブジェクトの中から
、対応するオブジェクトを検出し、そのオブジェクトに付されているラベルと同一のラベ
ルをふり直す。
【０１７８】
具体的には、新規領域処理部８７は、オブジェクト情報メモリ８８を参照することで、注
目フレームの過去数フレームに存在するオブジェクトを認識し、その各オブジェクトと、
注目フレームにおいて注目している、新たなラベルが付された注目オブジェクトとの間の
距離を求める。ここで、オブジェクトどうしの距離としては、例えば、オブジェクトの特
徴量どうしの距離を用いることができ、オブジェクトの特徴量としては、例えば、オブジ
ェクトの面積や、オブジェクトの輪郭線を構成する各画素における、その輪郭線の接線方
向のヒストグラム（例えば、上、下、左、右、左上、左下、右上、右下の８方向のヒスト
グラム）、オブジェクトの動きベクトル等を用いることができる。
【０１７９】
そして、新規領域処理部８７は、注目オブジェクトとの間の距離の最小値を求め、その最
小値が所定の閾値未満（以下）である場合には、その注目オブジェクトとの間の距離が最
小のオブジェクトが、注目オブジェクトに対応するオブジェクトであるとして、その距離
を最小にするオブジェクトに付されているラベルと同一のラベルを、注目オブジェクトに
ふり直して出力する。また、新規領域処理部８７は、注目オブジェクトとの間の距離の最
小値が所定の閾値未満でない場合、即ち、注目オブジェクトとの間の距離が小さいオブジ
ェクトが、過去のフレームに存在しない場合には、注目オブジェクトは、注目フレームに
おいて新たに生じたオブジェクトであるとして、新たなラベルを付したまま出力する。
【０１８０】
新規領域処理部８７の出力は、付加情報算出部１５（図３）および送信処理部１６（図３
）に供給される他、オブジェクト情報メモリ８８に供給されるようになっている。オブジ
ェクト情報メモリ８８は、新規領域処理部８７が出力するオブジェクト（オブジェクトの
位置や大きさ（輪郭）、オブジェクトを構成する画素の画素値等）を、それに付されたラ
ベルとともに、オブジェクト情報として一時記憶するようになっている。
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【０１８１】
次に、図２１のフローチャートを参照して、図１７のオブジェクト抽出部１４が行う、画
像からオブジェクトを抽出するオブジェクト抽出処理について説明する。
【０１８２】
減算部８１には、画像入力部１１が出力する画像と、背景抽出部１３が出力する、その画
像の背景とが供給され、ステップＳ４１では、減算器８１において、画像入力部１１から
の画像から、背景抽出部１３からの背景を減算することで、オブジェクトでなる前景が求
められる。演算部８１で求められた前景は、フレームメモリ８２および初期領域分割部８
３に供給され、フレームメモリ８２では、減算部８１からの前景が記憶される。
【０１８３】
一方、初期領域分割部８３では、ステップＳ４２において、フレームメモリ８２に記憶さ
れた注目フレームの１フレーム前の前景を参照することで、減算部８１からの注目フレー
ムの前景を対象に、図１８で説明したような初期領域分割処理が行われ、これにより得ら
れる初期領域が、領域併合部８４に供給される。領域併合部８４では、ステップＳ４３に
おいて、オブジェクト情報メモリ８８に記憶された注目フレームの１フレーム前のオブジ
ェクト情報を参照することで、初期領域分割部８３からの初期領域を対象に、図１９で説
明したような領域併合処理が行われ、これにより、注目フレームに存在するオブジェクト
が抽出される。
【０１８４】
領域併合部８４で抽出されたオブジェクトは、融合領域処理部８５および分離領域処理部
８６に供給され、融合領域処理部８５または分離領域処理部８６では、ステップＳ４４に
おいて、それぞれ図２０を参照して説明したような融合領域処理または分離領域処理がそ
れぞれ行われ、その処理結果が、新規領域処理部８７に出力される。
【０１８５】
新規領域処理部８７では、ステップＳ４５において、融合領域処理部８５および分離領域
処理部８６の出力を対象に、上述したような新規領域処理が施され、これにより、注目フ
レームからの、最終的なオブジェクトの抽出結果が出力される。このオブジェクトの抽出
結果は、付加情報算出部１５（図３）および送信処理部１６（図３）に供給されるととも
に、オブジェクト情報メモリ８８に供給されて記憶される。
【０１８６】
そして、ステップＳ２０に戻り、次のフレームを、新たに注目フレームとして、以下、同
様の処理が繰り返される。
【０１８７】
次に、図２２のフローチャートを参照して、図２１のステップＳ４３において、領域併合
部８４で行われる領域併合処理の詳細について説明する。
【０１８８】
領域併合処理では、まず最初に、ステップＳ５１において、オブジェクト情報メモリ８８
から、注目フレームの１フレーム前のフレーム（前フレーム）に存在するオブジェクトに
関するオブジェクト情報を参照することにより、その前フレームのあるオブジェクトが注
目オブジェクトとされる。さらに、ステップＳ５１では、その注目オブジェクトを用いて
、図１９（Ｂ）に示したように、初期領域分割部８３からの初期領域が併合され、これに
より、併合領域が構成される。
【０１８９】
そして、ステップＳ５２に進み、併合領域に隣接する初期領域（隣接初期領域）が探索さ
れ、その隣接初期領域のうちの１つが注目初期領域とされて、ステップＳ５３に進む。ス
テップＳ５３では、併合領域と注目初期領域との間の距離が計算され、ステップＳ５４に
進み、その領域どうしの距離が、所定の閾値未満であるかどうかが判定される。
【０１９０】
ステップ５４において、併合領域と注目初期領域との間の距離が所定の閾値未満であると
判定された場合、ステップＳ５５に進み、併合領域に、注目初期領域が併合され、これに
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より、新たな併合領域が構成され、ステップＳ５６に進む。
【０１９１】
一方、ステップＳ５４において、併合領域と注目初期領域との間の距離が所定の閾値未満
でないと判定された場合、ステップＳ５５をスキップして、即ち、注目初期領域を併合領
域に併合せずに、ステップＳ５６に進み、併合領域に隣接するすべての初期領域の探索が
終了しているかどうかが判定される。ステップＳ５６において、併合領域に隣接するすべ
ての初期領域の探索が終了していないと判定された場合、ステップＳ５２に戻り、その探
索されていない隣接初期領域が探索され、以下、同様の処理が繰り返される。
【０１９２】
また、ステップＳ５６において、併合領域に隣接するすべての初期領域の探索が終了して
いると判定された場合、ステップＳ５７に進み、前フレームに存在するすべてのオブジェ
クトを注目オブジェクトとしたかどうかが判定される。ステップＳ５７において、前フレ
ームに存在するすべてのオブジェクトを注目オブジェクトとしていないと判定された場合
、ステップＳ５１に戻り、前フレームに存在するオブジェクトのうち、まだ注目オブジェ
クトとしていないものの１つを、新たに注目オブジェクトとして、以下、同様の処理を繰
り返す。
【０１９３】
一方、ステップＳ５７において、前フレームに存在するすべてのオブジェクトを注目オブ
ジェクトとしたと判定された場合、リターンする。
【０１９４】
次に、図２３のフローチャートを参照して、図２１のステップＳ４４において、融合領域
処理部８５で行われる融合領域処理の詳細について説明する。
【０１９５】
まず最初に、ステップＳ６１において、融合領域処理部８５は、いま処理の対象となって
いるフレームを注目フレームとし、オブジェクト情報メモリ８８を参照することで、注目
フレームにおいて注目している注目オブジェクトと空間的な重なりを有する、１フレーム
前のフレーム（前フレーム）に存在するオブジェクトの数（注目フレームに対応する前フ
レームのオブジェクトの数）を認識し、その数を、変数Ｎにセットする。
【０１９６】
そして、ステップＳ６２に進み、変数Ｎが２以上であるかどうかが判定され、２以上でな
いと判定された場合、即ち、注目オブジェクトと空間的な重なりを有するオブジェクトが
、前フレームにないか、または１つしかない場合、ステップＳ６３およびＳ６４をスキッ
プして、ステップＳ６５に進む。
【０１９７】
また、ステップＳ６２において、変数Ｎが２以上であると判定された場合、即ち、注目オ
ブジェクトと空間的な重なりを有するオブジェクトが、前フレームに２以上存在する場合
、ステップＳ６３に進み、注目オブジェクトと、それと空間的な重なりを有する、前フレ
ームに２以上存在するオブジェクトそれぞれとの間の距離が計算され、ステップＳ６４に
進む。
【０１９８】
ステップＳ６４では、ステップＳ６３で注目オブジェクトとの距離が計算された前フレー
ムのオブジェクトのうち、注目オブジェクトとの間の距離を最小にするものが選択され、
その選択されたオブジェクトに付されているラベルと同一のラベルが、注目オブジェクト
にふり直される。
【０１９９】
そして、ステップＳ６５に進み、注目フレームに存在するすべてのオブジェクトを注目オ
ブジェクトとしたか否かが判定され、まだしていないと判定された場合、その、まだ注目
オブジェクトとされていないオブジェクトのうちの１つが、新たに注目オブジェクトとさ
れ、ステップＳ６１に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０２００】
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また、ステップＳ６５において、注目フレームに存在するすべてのオブジェクトを注目オ
ブジェクトとしたと判定された場合、リターンする。
【０２０１】
次に、図２４のフローチャート参照して、図２１のステップＳ４４において、分離領域処
理部８６で行われる分離領域処理の詳細について説明する。
【０２０２】
分離領域処理部８６は、オブジェクト情報メモリ８８を参照することにより、いま処理の
対象となっている注目フレームの１フレーム前のフレーム（前フレーム）に存在するオブ
ジェクトのうちの１つを注目オブジェクトとする。さらに、分離領域処理部８６は、ステ
ップＳ７１において、その注目オブジェクトに対応している、注目フレームのオブジェク
ト（対応オブジェクト）の数を認識し、その数を、変数Ｎにセットする。
【０２０３】
そして、ステップＳ７２に進み、変数Ｎが２以上であるかどうかが判定され、２以上でな
いと判定された場合、即ち、注目オブジェクトと空間的な重なりを有するオブジェクトが
、注目フレームにないか、１つしかない場合、ステップＳ７３乃至Ｓ７５をスキップして
、ステップＳ７６に進む。
【０２０４】
また、ステップＳ７２において、変数Ｎが２以上であると判定された場合、即ち、注目オ
ブジェクトと空間的な重なりを有するオブジェクト（注目オブジェクトに対応するオブジ
ェクト）が、注目フレームに２以上存在する場合、ステップＳ７３に進み、注目オブジェ
クトに対応する、注目フレームに２以上存在するオブジェクトそれぞれとの間の距離が計
算され、ステップＳ７４に進む。
【０２０５】
ステップＳ７４では、ステップＳ７３で注目オブジェクトとの距離が計算された注目フレ
ームのオブジェクトのうち、注目オブジェクトとの間の距離を最小にするものが選択され
、その選択されたオブジェクトのラベルが、注目オブジェクトのラベルと同一のラベルに
ふり直される。
【０２０６】
そして、ステップＳ７５に進み、ステップＳ７４で選択されなかった、注目フレームのオ
ブジェクト（注目オブジェクトに対応する、注目フレームのオブジェクトのうち、注目オ
ブジェクトとの間の距離を最も小さくするオブジェクト以外のオブジェクト）に対して、
新たなラベルが付され、ステップＳ７６に進む。
【０２０７】
ステップＳ７６では、前フレームに存在するすべてのオブジェクトを注目オブジェクトと
したか否かが判定され、まだしていないと判定された場合、その、まだ注目オブジェクト
とされていないオブジェクトのうちの１つが、新たに注目オブジェクトとされ、ステップ
Ｓ７１に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０２０８】
また、ステップＳ７６において、前フレームに存在するすべてのオブジェクトを注目オブ
ジェクトとしたと判定された場合、リターンする。
【０２０９】
次に、上述の場合においては、ユーザが制御情報入力部２４を操作することにより、注目
点を指定したときには、送信装置１において、画像の時間解像度を犠牲にして、注目点を
含む優先範囲の画像の空間解像度を向上させるように、データの送信制御を行うようにし
たが、送信装置１では、その他、例えば、ユーザの嗜好を学習し、その学習結果に基づい
て、ユーザが高い空間解像度での表示を希望していると考えられるオブジェクト等を検出
して、そのオブジェクトが高い空間解像度で表示されるように、データの送信制御を行う
ようにすることができる。
【０２１０】
図２５は、そのような送信制御を行う場合の、図７の制御部３５の構成例を示している。
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【０２１１】
優先範囲設定部９１は、受信装置２から送信されてくる制御信号を受信し、上述したよう
にして優先範囲を設定するようになっており、設定された優先範囲は、選択制御部９２お
よび特徴量抽出部９３に供給されるようになっている。
【０２１２】
選択制御部９２は、ＭＵＸ３２（図７）による背景、オブジェクト、付加情報のデータの
選択を制御するようになっている。即ち、選択制御部９２は、優先範囲設定部９１から、
優先範囲を受信した場合、その優先範囲内の画像の空間解像度を、画像の時間解像度を犠
牲にして向上させるように、ＭＵＸ３２（図７）を制御する。また、選択制御部９２は、
オブジェクト検出部９５からラベルを受信した場合、そのラベルが付されたオブジェクト
の空間解像度を、画像の時間解像度を犠牲にして向上させるように、ＭＵＸ３２（図７）
を制御する。
【０２１３】
なお、選択制御部９２には、データ量計算部３４（図７）から、ＭＵＸ３２が出力する多
重化データのデータレートが供給されるようになっており、選択制御部９２は、そのデー
タレートが、伝送路３の伝送レートを超えないように、ＭＵＸ３２によるデータの選択を
制御するようになっている。
【０２１４】
特徴量抽出部９３には、前処理部１２（図３）が出力する背景、オブジェクト、および付
加情報と、優先範囲設定部９１が出力する優先範囲とが供給されるようになっており、特
徴量抽出部９３は、優先範囲設定部９１からの優先範囲内にある画像の特徴量を抽出する
ようになっている。即ち、特徴量抽出部９３は、例えば、優先範囲内に存在するオブジェ
クトについて、ユーザが注目する傾向を反映するような特徴量を抽出する。
【０２１５】
具体的には、例えば、図２６に示すように、ある特定の人のオブジェクトについては、そ
のオブジェクトが人であること、動きが等速であること、オブジェクトの奥行き方向の位
置（深度）が手前であること、オブジェクトの画面上の位置が真ん中（中央））であるこ
と、オブジェクトの速度があること（オブジェクトが動いている部分のものであること）
、オブジェクトを構成する領域に、目、鼻、口が含まれること（オブジェクトの領域が、
目、鼻、口を含んで構成されること）、オブジェクトの模様がしま模様であること（オブ
ジェクトがしま模様の部分のものであること）、オブジェクトの色が赤いこと（オブジェ
クトが赤い部分のものであること）等を表す特徴量が抽出される。
【０２１６】
特徴量抽出部９３は、さらに、抽出したオブジェクトの各特徴量を要素として構成される
ベクトル（特徴量ベクトル）を求め、ヒストグラム記憶部９４に記憶されているヒストグ
ラムの、求めた特徴量ベクトルの度数を１だけインクリメントする。
【０２１７】
ヒストグラム記憶部９４は、特徴量抽出部９３で求められる特徴量ベクトルのヒストグラ
ムを、ユーザの嗜好の学習結果として記憶するようになっている。
【０２１８】
オブジェクト検出部９５は、前処理部１２（図３）から供給されるオブジェクトの中から
、ヒストグラム記憶部９４に記憶されたヒストグラムの最高頻度の特徴量ベクトルと同様
の特徴量ベクトルが求められるものを検出するようになっている。即ち、オブジェクト検
出部９５は、前処理部１２（図３）から供給されるオブジェクトについて、特徴量抽出部
９３における場合と同様にして、特徴量ベクトルを求める。さらに、オブジェクト検出部
９５は、ヒストグラム記憶部９４に記憶されたヒストグラムを参照し、その最高頻度の特
徴量ベクトルを中心とする、特徴量ベクトル空間の所定の範囲内に、前処理部１２（図３
）からのオブジェクトの特徴量ベクトルが存在するかどうかを判定し、存在する場合には
、そのオブジェクトは、ユーザが注目する傾向にあるものであるとして、そのオブジェク
トのラベルを、選択制御部９２に供給する。
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【０２１９】
次に、図２７のフローチャートを参照して、図２５の制御部３５によるＭＵＸ３２（図７
）の制御処理について説明する。
【０２２０】
まず最初に、ステップＳ８１において、優先範囲設定部９１は、受信装置２から制御信号
が送信されてきたかどうかを判定する。ステップＳ８１において、受信装置２から制御信
号が送信されてきたと判定された場合、ステップＳ８２に進み、優先範囲設定部９１は、
その制御信号に基づき、上述したように優先範囲を設定し、選択制御部９２および特徴量
抽出部９３に供給する。
【０２２１】
選択制御部９２は、ステップＳ８３において、優先範囲設定部９１からの優先範囲内の画
像（オブジェクトおよび背景）の空間解像度を、画像の時間解像度を犠牲にして向上させ
るように、ＭＵＸ３２（図７）を制御する。
【０２２２】
また、特徴量抽出部９３は、ステップＳ８４において、優先範囲設定部９１からの優先範
囲内にあるオブジェクトの特徴量を抽出し、その抽出したオブジェクトの各特徴量を要素
として構成される特徴量ベクトルを求める。さらに、特徴量抽出部９３は、ステップＳ８
５において、ヒストグラム記憶部９４に記憶されているヒストグラムの、求めた特徴量ベ
クトルの度数を１だけインクリメントし、ステップＳ８１に戻る。
【０２２３】
以上のステップＳ８１乃至Ｓ８５の処理が繰り返されることにより、ヒストグラム記憶部
９４には、ユーザが注目する傾向にあるオブジェクトの特徴ベクトルのヒストグラムが形
成されていく。即ち、ユーザの嗜好が学習されていく。
【０２２４】
なお、特徴量抽出部９３には、求めた特徴量ベクトルをベクトル量子化させ、そのベクト
ル量子化結果に対応するコードの度数をインクリメントさせることができる。この場合、
ヒストグラム記憶部９４には、コードのヒストグラムが記憶される。
【０２２５】
一方、ステップＳ８１において、受信装置２から制御信号が送信されてきていないと判定
された場合、ステップＳ８６に進み、オブジェクト検出部９５は、前処理部１２（図３）
から供給されるオブジェクトについて、特徴量抽出部９３における場合と同様にして、特
徴量ベクトルを求める。さらに、オブジェクト検出部９５は、ステップＳ８７において、
ヒストグラム記憶部９４に記憶されたヒストグラムを参照し、その最高頻度（最頻値）の
特徴量ベクトルを中心とする、特徴量ベクトル空間の所定の範囲内に、前処理部１２（図
３）からのオブジェクトの特徴量ベクトルが存在するかどうかを判定する。即ち、ステッ
プＳ８７では、最高頻度の特徴量ベクトルと、前処理部１２からのオブジェクトの特徴量
ベクトルとの、特徴ベクトル空間における距離が所定値以内であるかどうかが判定される
。
【０２２６】
ここで、上述したように、ヒストグラム記憶部９４に、ベクトル量子化結果としてのコー
ドのヒストグラムが記憶される場合には、オブジェクト検出部９５は、求めた特徴量ベク
トルをベクトル量子化し、ステップＳ８７では、そのベクトル量子化結果としてのコード
が、ヒストグラム記憶部９４に記憶されたヒストグラムの最高頻度のコードと一致するか
どうかを判定する。
【０２２７】
ステップＳ８７において、最高頻度の特徴量ベクトルと、前処理部１２からのオブジェク
トの特徴量ベクトルとの距離が所定値以内でないと判定された場合、即ち、前処理部１２
からのオブジェクトが、過去の傾向からして、ユーザが注目する確率が低いものである場
合、ステップＳ８８に進み、選択制御部９２は、受信装置２において通常の時間解像度お
よび空間解像度で画像が表示されるように、ＭＵＸ３２（図７）を制御し、ステップＳ８
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１に戻る。
【０２２８】
また、ステップＳ８７において、最高頻度の特徴量ベクトルと、前処理部１２からのオブ
ジェクトの特徴量ベクトルとの距離が所定値以内であると判定された場合、即ち、前処理
部１２からのオブジェクトが、過去の傾向からして、ユーザが注目する確率が高いもので
ある場合、オブジェクト検出部９５は、前処理部１２からのオブジェクトのラベルを、選
択制御部９２に出力し、ステップＳ８９に進む。
【０２２９】
選択制御部９２は、ステップＳ８９において、オブジェクト検出部９５からのラベルが付
されたオブジェクトの空間解像度を、画像の時間解像度を犠牲にして向上させるように、
ＭＵＸ３２（図７）を制御し、ステップＳ８１に戻る。
【０２３０】
従って、この場合、受信装置２では、時間解像度を犠牲にして、オブジェクト検出部９５
が出力したラベルが付されたオブジェクトが、高い空間解像度で表示される。そして、そ
の後も、そのオブジェクトは、高い空間解像度で表示され続ける。
【０２３１】
その結果、受信装置２では、ユーザが制御情報入力部２４を操作しなくても、ユーザが注
目する傾向のあるオブジェクトが表示される場合には、そのオブジェクトは、いわば自動
的に、高い空間解像度で表示され、その後も、その高い空間解像度で表示され続ける（但
し、ここでは、上述のように、画像の時間解像度は劣化する）。
【０２３２】
なお、ヒストグラム記憶部９４に記憶された、ユーザの嗜好の学習結果としての特徴量ベ
クトルのヒストグラムは、例えば、定期的または不定期に、あるいは受信装置２のユーザ
からの要求に対応して、リセットすることが可能である。
【０２３３】
また、上述の場合には、ヒストグラムの最高頻度の特徴量ベクトルに一致または類似する
特徴量ベクトルを有するオブジェクトの空間解像度を向上させるようにしたが、その他、
例えば、ヒストグラムの所定頻度（度数）以上の特徴量ベクトルに一致または類似する特
徴量ベクトルを有するオブジェクト全ての空間解像度を向上させることも可能である。
【０２３４】
ところで、優先範囲は、注目点を重心とする所定の範囲（上述した場合においては、長方
形状の範囲）であるが、この優先範囲のような、注目点を含む、ある範囲の画像の領域は
、ユーザが興味を持って特に詳細に見たい画像領域（以下、適宜、興味対象領域という）
であるということができる。
【０２３５】
一方、受信装置２で表示される動画像には、動きの有る画像領域（以下、適宜、動き領域
という）と、動きの無い静止した画像領域（以下、適宜、静止領域という）が存在する。
【０２３６】
興味対象領域の空間解像度を高めるには、画像中の動き領域および静止領域の何れにおい
ても、ユーザが注目する興味対象領域を認識（特定）する必要があり、また、ユーザが注
目している興味対象領域を特定することができた場合には、逆に、ユーザが注目していな
い画像領域（例えば、背景など）を知ることもできる。
【０２３７】
また、ある時点において、ユーザが注目している興味対象領域を特定することができても
、その後、ユーザの興味の対象が変化することがあるから、そのように、ユーザの注目す
る画像領域が別の画像領域に移った場合には、その画像領域を、新たに、興味対象領域と
して認識する必要がある。
【０２３８】
さらに、ユーザの興味の対象となっている興味対象領域は、画像中に一つだけとは限らず
、複数存在する場合があり得るが、この場合、その複数の興味対象領域を、それぞれ分類
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（区別）して認識する必要がある。
【０２３９】
そこで、図２８は、図１の送信装置１および受信装置２として、携帯端末を用いた場合の
、図１の画像伝送システムの第２の構成例を示している。なお、図中、図２における場合
と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下では、その説明は、適宜省略
する。即ち、図２８の画像伝送システムは、基本的に、図２における場合と同様に構成さ
れている。
【０２４０】
但し、図２の実施の形態では、受信装置２から送信装置１に対して、ユーザが注目してい
る注目点の座標の他、空間解像度および時間解像度そのもの等の、空間解像度および時間
解像度を制御するためのあらゆる情報が、制御情報として送信され得るようになっていた
が、図２８の実施の形態では、後述するように、ユーザが、受信装置２のキー部２－３を
操作（クリック）することにより指定する、表示部２－２に表示された画像上の注目点の
情報（以下、適宜、クリックデータという）が、制御情報として送信されるようになって
いる。
【０２４１】
そして、送信装置１は、受信装置２からクリックデータを受信すると、そのクリックデー
タに基づいて、受信装置２において表示されることになる画像（送信装置１のビデオカメ
ラ部１－１で撮影された画像）の中から受信装置２のユーザが注目する画像領域（興味対
象領域）を特定し、その特定した画像領域の空間解像度および時間解像度が所定の条件を
満たしながら変更されるように、受信装置２に送信する画像データの情報量を制御する。
【０２４２】
次に、図２９は、図２８の送信装置１の構成例を示している。なお、図中、図３における
場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下では、その説明は、適宜
省略する。即ち、図２９の送信装置１は、背景抽出部１３，オブジェクト抽出部１４、ま
たは送信処理部１６に替えて、背景抽出部１０１３、オブジェクト抽出部１０１４、また
は送信処理部１０１６が、それぞれ設けられているとともに、受信装置２から送信されて
くるクリックデータが、送信処理部１６に対応する送信処理部１０１６だけでなく、前処
理部１２にも供給されるようになっている他は、基本的に、図３における場合と同様に構
成されている。なお、図２９の送信装置１は、背景抽出部１０１３の出力が、オブジェク
ト抽出部１０１４に供給されない点で、背景抽出部１３の出力が、オブジェクト抽出部１
４に供給される図３の送信装置１と異なっている。さらに、図２９の送信装置１は、オブ
ジェクト抽出部１０１４の出力が、背景抽出部１０１３に供給される点で、オブジェクト
抽出部１４の出力が、背景抽出部１３に供給されない図３の送信装置１と異なっている。
【０２４３】
前処理部１２に供給されるクリックデータは、オブジェクト抽出部１０１４に与えられ、
オブジェクト抽出部１０１４は、そのクリックデータに基づいて、画像入力部１１で撮影
された画像の中で、受信装置２のユーザが注目している画像領域（興味対象領域）を抽出
（特定）し、その抽出（特定）した興味対象領域に対応する画像データを、送信処理部１
０１６に供給する。なお、画像入力部１１で撮影された画像の中に、受信装置２のユーザ
が注目する興味対象領域が複数存在する場合、オブジェクト抽出部１０１４は、それら複
数の興味対象領域の画像データを、送信処理部１０１６に供給する。また、オブジェクト
抽出部１０１４で抽出された興味対象領域の画像データは、付加情報算出部１５にも供給
される。
【０２４４】
ここで、ユーザが注目する興味対象領域としては、例えば、物体などのオブジェクトを挙
げることができる。以下、オブジェクト抽出部１０１４において興味対象領域の例として
オブジェクト（以下、オブジェクト画像と呼ぶ）を抽出する場合を例に挙げて説明するこ
とにする。なお、興味対象領域は、必ずしもオブジェクトである必要はなく、オブジェク
ト以外の画像領域やオブジェクト内の画像領域、後述する背景画像部分等であっても良い
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が、本実施の形態では、興味対象領域としてオブジェクトを例に挙げて説明する。オブジ
ェクト抽出部１０１４において行われるオブジェクト抽出（興味対象領域の特定）処理の
詳細についての説明は、後述する。
【０２４５】
背景抽出部１０１３は、オブジェクト抽出部１０１４によるオブジェクト抽出結果に基づ
いて、画像入力部１１により供給された画像データから画像の背景部分（興味対象領域以
外の画像領域、以下、背景画像と呼ぶ）に相当する信号（以下、背景画像データと呼ぶ）
を抽出し、その抽出した背景画像データを、送信処理部１０１６と付加情報算出部１５に
供給する。なお、ここでは、アクティビティが小さく、画像として特別意味を保たないよ
うな平坦な画像領域を背景画像としている。もちろん、背景画像は特別な意味を持たない
画像だけでなく、ユーザの興味対象となっていないオブジェクト等も含まれるが、ここで
は、説明を簡単にするため、上述のように平坦な画像領域を背景画像として説明する。
【０２４６】
付加情報算出部１５は、背景抽出部１０１３から供給された背景画像データに基づいて、
背景の動き（画像の撮影時に、画像入力部１１の撮影方向が動くことによる背景の動き）
を表す背景動きベクトルを検出する。さらに、付加情報算出部１５は、オブジェクト抽出
部１０１４から供給されたオブジェクト画像の画像データ（以下、オブジェクト画像デー
タと呼ぶ）に基づいて、オブジェクトの動きを表すオブジェクト動きベクトルを検出し、
それら動きベクトルを付加情報の一つとして、送信処理部１０１６に供給する。また、付
加情報算出部１５は、オブジェクト抽出部１０１４から供給されたオブジェクト画像デー
タに基づいて、画像入力部１１で撮影された画像（フレーム）内におけるオブジェクトの
位置や輪郭等のようなオブジェクトに関連する情報も、付加情報として送信処理部１０１
６に供給する。すなわち、オブジェクト抽出部１０１４は、オブジェクト画像を抽出する
際に、そのオブジェクトの位置や輪郭等のオブジェクトに関連する情報も抽出し、付加情
報算出部１５に供給するようになっており、付加情報算出部１５は、そのオブジェクトに
関連する情報も、付加情報として出力するようになっている。
【０２４７】
送信処理部１０１６は、受信装置２から供給されたクリックデータに基づいて、受信装置
２において表示されることになる画像の内のオブジェクト画像についての空間解像度を高
めつつ、伝送路３で伝送可能なデータレートの条件を満たすように、オブジェクト抽出部
１０１４からのオブジェクト画像データと、背景抽出部１０１３からの背景画像データと
、付加情報算出部１５からの付加情報を符号化すると共に、それら符号化後のオブジェク
ト画像データ（以下、オブジェクト画像符号化データと呼ぶ）、背景画像データ（以下、
背景符号化データと呼ぶ）、付加情報（以下、付加情報符号化データと呼ぶ）を多重化し
、その多重化データを、フレームレート情報等と共に、伝送路３を介して、受信装置２へ
送信する。
【０２４８】
次に、図３０のフローチャートを参照して、図２９の送信装置１の処理の概要について説
明する。
【０２４９】
送信装置１では、先ずステップＳ９１として、画像入力部１１で得られる画像データが前
処理部１２に入力される。
【０２５０】
次に、ステップＳ９２として、送信装置１では、受信装置２から送信されてきたクリック
データを受信し、そのクリックデータが、前処理部１２に入力される。
【０２５１】
画像データとクリックデータを受け取った前処理部１２は、ステップＳ９３として、背景
抽出、オブジェクト抽出、付加情報算出の前処理を行い、この前処理にて得られた背景画
像データ、オブジェクト画像データ、付加情報を、送信処理部１０１６に送る。
【０２５２】
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送信処理部１０１６では、ステップＳ９４の処理として、伝送路３で伝送可能なデータレ
ートの条件を満たすように、オブジェクト画像データと背景画像データ及び付加情報のデ
ータ量を計算し、そのデータ量に応じてそれらオブジェクト画像データと背景画像データ
、付加情報を符号化して多重化する。その後、多重化データを、フレームレート情報等と
共に、伝送路３を介して受信装置２へ送信する。
【０２５３】
これ以後、ステップＳ１に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０２５４】
次に、図３１は、図２８の受信装置２の構成例を示しめしている。なお、図中、図５にお
ける場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下では、その説明は、
適宜省略する。即ち、図３１の受信装置２は、合成処理部２２に替えて、合成処理部１０
２２が設けられているとともに、制御情報入力部２４と制御情報送信部２５に替えて、ク
リックデータ入力部１０２４とクリックデータ送信部１０２５がそれぞれ設けられている
他は、基本的に、図５における場合と同様に構成されている。
【０２５５】
伝送路３を介して、送信装置１から送信されてくる多重化データは、受信処理部２１で受
信される。受信処理部２１は、受信した多重化データから、それぞれ背景符号化データ、
オブジェクト画像符号化データ、および付加情報符号化データを分離して復号し、その復
号により復元された背景画像データ、オブジェクト画像データ、及び付加情報を、合成処
理部１０２２に送る。
【０２５６】
合成処理部１０２２は、受信処理部２１から供給された復号後の背景画像データ、オブジ
ェクト画像データ、および付加情報を用いて画像を合成し、その合成された画像の信号を
、画像出力部２３に供給する。また、合成処理部１０２２は、クリックデータ入力部１０
２４から供給されるクリックデータに基づき、合成する画像の空間解像度および時間解像
度を制御する。
【０２５７】
クリックデータ入力部１０２４は、受信装置２（図２８）の表示部２－２に対応する画像
出力部２３上の画像の座標位置を指定するためのポインティングデバイスとしての機能を
有するキー部２－３を、ユーザが操作した時に、そのユーザによるキー部２－３の操作に
応じたクリック位置（座標位置）とクリック時刻とを表すクリックデータを発生する。す
なわち、画像出力部２３に表示されている画像のうちの所望の画像部分（興味対象領域）
を、ユーザが、キー部２－３をクリック操作することにより指定すると、クリックデータ
入力部１０２４は、そのクリック位置の座標情報と、そのクリック時刻とを表すクリック
データを発生する。クリックデータ入力部１０２４により発生されたクリックデータは、
合成処理部１０２２とクリックデータ送信部１０２５に送られる。
【０２５８】
クリックデータ送信部１０２５は、クリックデータ入力部１０２４からクリックデータを
受け取ると、そのクリックデータを、伝送路３を介して、送信装置１に送信する。
【０２５９】
次に、図３２のフローチャートを参照して、図３１の受信装置２の処理の概要について説
明する。
【０２６０】
受信装置２では、先ず、ステップＳ１０１として、受信処理部２１は、送信装置１から伝
送路３を介して送信されてくる多重化データを受信する。
【０２６１】
受信処理部２１では、ステップＳ１０２として、その多重化データから、背景符号化デー
タ、オブジェクト画像符号化データ、付加情報符号化データをそれぞれ分離し、さらに、
それらの分離した符号化データを復号する。この復号により復元された背景画像データ、
オブジェクト画像データ、および付加情報は、合成処理部１０２２に送られる。
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【０２６２】
また、受信装置２では、ステップＳ１０３として、クリックデータ入力部１０２４は、ユ
ーザによるキー部２－３のクリック操作に基づくクリックデータを取得して、合成処理部
１０２２とクリックデータ送信部１０２５に供給する。これにより、クリックデータは、
クリックデータ送信部１０２５から送信装置１に送信される。
【０２６３】
合成処理部１０２２では、ステップＳ１０４として、受信処理部２１から供給された背景
画像データ、オブジェクト画像データ、および付加情報と、クリックデータ入力部１０２
４から供給されたクリックデータとに基づいて、画像を合成すると共に、その合成される
画像の空間解像度及び時間解像度を制御する。なお、送信装置１では、受信装置２から送
信されてくるクリックデータを、多重化データのヘッダ情報に配置して、受信装置２に送
信することができ、この場合、受信装置２の合成処理部１０２２では、ヘッダ情報からク
リックデータを取得するようにすることができる。この場合、クリックデータ入力部１０
２４から合成処理部１０２２には、クリックデータを供給する必要はない。
【０２６４】
その後は、画像出力部２３は、ステップＳ１０５として、合成処理部１０２２にて合成さ
れた画像を、画像出力部２３の液晶ディスプレイ等に表示させる。
【０２６５】
これ以後、ステップＳ１０１に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０２６６】
次に、図３３は、図２９の送信装置１の送信処理部１０１６の具体的な構成例を示してい
る。なお、図中、図７における場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり
、以下では、その説明は、適宜省略する。即ち、図３３の送信処理部１０１６は、制御部
３５に対して、制御情報ではなく、クリックデータ（制御情報の１つとしてのクリックデ
ータ）が供給されるようになっている他は、基本的に、図７における場合と同様に構成さ
れている。
【０２６７】
図３３において、送信処理部１０１６には、図２９に示した前処理部１２からの背景画像
データ、オブジェクト画像データ、および付加情報が供給される。これら背景画像データ
、オブジェクト画像データ、および付加情報は、符号化部３１及び制御部３５に入力され
る。符号化部３１は、供給された背景画像データ、オブジェクト画像データ、および付加
情報を、例えば、上述したように階層符号化し、その結果得られる各符号化データを、Ｍ
ＵＸ３２に供給する。ＭＵＸ３２は、制御部３５による制御の下、符号化部３１から供給
された背景符号化データ、オブジェクト画像符号化データ、付加情報符号化データを適宜
選択し、多重化データとして送信部３３に供給する。送信部３３は、ＭＵＸ３２からの多
重化データを後段の伝送路３の伝送規格に応じて変調等し、伝送路３を介して、受信装置
２に送信する。
【０２６８】
一方、制御部３５は、データ量計算部３４からのデータレートが、伝送路３の伝送レート
を越えないように、ＭＵＸ３２による多重化データの出力を制御すると共に、伝送路３を
介して受信装置２から送信されてくるクリックデータを受信し、そのクリックデータに基
づいて、ＭＵＸ３２における符号化データの選択多重化を制御する。
【０２６９】
次に、図３４のフローチャートを参照して、図３３の送信処理部１０１６において行われ
る送信処理について説明する。
【０２７０】
先ず最初に、ステップＳ１１１として、送信処理部１０１６の制御部３５は、受信装置２
からクリックデータが送信されてきたか否かを判定する。ステップＳ１１１において、受
信装置２からクリックデータが送信されてきていないと判定された場合、すなわち制御部
３５がクリックデータを受信していない場合、制御部３５は、ステップＳ１１２として、
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ＭＵＸ３２を制御し、図１０のステップＳ２２における場合と同様に、受信装置２におい
て通常の時間解像度で画像の表示が可能なように、背景、オブジェクト、および付加情報
の各符号化データを選択させて多重化させる。
【０２７１】
そして、送信処理部１０１６は、ステップＳ１１３に進み、ＭＵＸ３２からの多重化デー
タを、送信部３３から伝送路３を介して送信し、その後、ステップＳ１１１に戻る。
【０２７２】
また、ステップＳ１１１において、制御部３５が、受信装置２からクリックデータが送信
されてきたと判定した場合、すなわち制御部３５がクリックデータを受信した場合、制御
部３５は、ステップＳ１１４として、そのクリックデータに基づいて、ユーザが、受信装
置２のキー部２－３を操作することにより指定した注目点の座標（クリック位置）及びク
リック時刻を認識する。
【０２７３】
次に、制御部３５は、ステップＳ１１５の処理として、注目点の座標（クリック位置）及
びクリック時刻に基づいて、受信装置２側のユーザが注目している興味対象領域を、後述
するようにして特定し、その特定した興味対象領域を、受信装置２側で表示される画像の
うちで空間解像度を優先的に向上させる優先範囲として設定し、その優先範囲内の画像と
それに対応する付加情報を検出する。なお、ここでは、優先範囲内の画像は、オブジェク
ト画像に対応し、優先範囲外の画像は、例えば、背景画像のような興味対象領域以外の画
像に対応するものとする。
【０２７４】
そして、制御部３５は、ステップＳ１１６として、ＭＵＸ３２を制御し、受信装置２にお
いて、優先範囲内の画像が、より高い空間解像度で表示されるように、その優先範囲内領
域の画像（オブジェクト画像）、優先範囲外の画像（背景画像）、付加情報の符号化デー
タを選択させ、多重化させる。すなわち、制御部３５は、受信装置２からのクリックデー
タを受信した場合、図１０のステップＳ２６における場合と同様に、時間解像度を犠牲に
して、優先範囲内の画像の空間解像度を向上させるように、ＭＵＸ３２を制御する。
【０２７５】
さらに、制御部３５は、ステップＳ１１６として、多重化データとして選択する付加情報
に、優先範囲の位置と大きさ等の情報としての高解像度情報を挿入するように、ＭＵＸ３
２を制御し、ステップＳ１１３に進む。
【０２７６】
ステップＳ１１３に進むと、送信部３３では、ＭＵＸ３２が出力する多重化データを、伝
送路３を介して送信し、ステップＳ１１１に戻る。
【０２７７】
以上のように、図３４の送信処理では、図１０で説明した場合と同様の処理が行われる。
従って、受信装置２のユーザがクリックデータ入力部１０２４を操作し続けて、例えば、
同一の注目点を指定し続けると、注目点を含む優先範囲内の画像（興味対象領域、オブジ
ェクト画像）について、空間解像度をより向上させるためのデータが優先的に送信される
ので、注目点を含む優先範囲内の画像の空間解像度は徐々に向上し、その結果、優先範囲
内の画像は、より鮮明に表示されるようになる。すなわち、受信装置２側においてユーザ
が注目している部分の画像（興味対象領域、オブジェクト画像）は、より鮮明に表示され
る。
【０２７８】
以上のように、クリックデータに基づく注目点によって特定された優先範囲内の画像（興
味対象領域、オブジェクト画像）の空間解像度および時間解像度が、伝送路３の伝送レー
トに応じた解像度の範囲内で変更されるように、画像データの送信が制御されるので、限
られた伝送レート内において、受信装置２に表示される注目点に対応するオブジェクト画
像の空間解像度を、より向上させることができる。すなわち、画像の時間解像度を犠牲に
して、優先範囲内のオブジェクト画像の空間解像度を向上させることで、限られた伝送レ
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ート内で、受信装置２に表示されるオブジェクト画像をより鮮明に表示させる（空間解像
度をより向上させる）ことが可能となる。
【０２７９】
次に、図３５は、図３１の合成処理部１０２２の構成例を示している。なお、図中、図１
３の合成処理部２２と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下では、そ
の説明は、適宜省略する。即ち、合成処理部１０２２は、背景フラグメモリ７４が設けら
れておらず、合成部７７に替えて、合成部１０７７が設けられており、さらに、合成部１
０７７には、制御情報ではなく、クリックデータが供給されるようになっている他は、図
１３における場合と基本的に同様に構成されている。
【０２８０】
図３５において、受信処理部２１（図３１）から出力された背景画像データは、背景書き
込み部７１に、オブジェクト画像データは、オブジェクト書き込み部７２に、付加情報は
背景書き込み部７１、オブジェクト書き込み部７２、および合成部１０７７に、それぞれ
入力される。
【０２８１】
背景書き込み部７１は、供給された背景画像データを、背景メモリ７３に順次書き込む。
但し、図３５の実施の形態では、図１３の実施の形態において設けられていた背景フラグ
メモリ７４が設けられておらず、従って、図３５では、背景書き込み部７１は、背景メモ
リ７３に背景画像データを書き込むのに際しては、背景フラグを参照することはない。
【０２８２】
合成部１０７７は、背景メモリ７３に記憶された背景画像データから、現時点で表示を行
うべきフレーム（現フレーム）の背景画像を、付加情報に含まれる背景動きベクトルに基
づいて読み出すとともに、その背景画像上に、オブジェクトメモリ７５に記憶されたオブ
ジェクト画像を、付加情報に含まれるオブジェクト動きベクトルに基づいて合成し、これ
により、現フレームの画像を構成して、表示メモリ７８に供給する。
【０２８３】
さらに、合成部１０７７は、図３１のクリックデータ入力部１０２４から、クリックデー
タを受信した場合、そのクリックデータに含まれる注目点の座標位置を含むオブジェクト
画像データを、オブジェクトメモリ７５から読み出し、サブウインドウメモリ７９に供給
する。
【０２８４】
次に、図３６のフローチャートを参照して、図３５の合成処理部１０２２で行われる処理
（合成処理）について説明する。
【０２８５】
先ず最初に、ステップＳ１２１において、オブジェクト書き込み部７２は、図３５の復号
部５３から供給されたオブジェクト画像データを、オブジェクトフラグメモリ７５に記憶
されたオブジェクトフラグに基づいて、上述したようにして書き込む。
【０２８６】
その後、ステップＳ１２２に進み、オブジェクト書き込み部７２では、付加情報に、高解
像度情報が含まれているかどうかが判定される。ステップＳ１２２において、付加情報に
、高解像度情報が含まれていると判定された場合、すなわち受信装置２のユーザがキー部
２－３を操作することにより、送信装置１にクリックデータが送信され、これにより、上
述したようにして送信装置１から、優先範囲内の画像について空間解像度の高いオブジェ
クト画像のデータが送信されてきた場合、ステップＳ１２３に進み、オブジェクト書き込
み部７２において、オブジェクトフラグメモリ７６の所定のオブジェクトフラグが”１”
にされる。
【０２８７】
すなわち、送信装置１から、優先範囲内の画像について空間解像度の高いオブジェクト画
像のデータが送信されてきた場合には、ステップＳ１２１において、オブジェクトメモリ
７５に、その空間解像度の高いオブジェクト画像データが書き込まれる。このため、ステ
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ップＳ１２３では、その空間解像度の高いオブジェクト画像を構成する画素についてのオ
ブジェクトフラグが”１”とされる。
【０２８８】
その後、ステップＳ１２４に進み、合成部１０７７は、優先範囲内にあるオブジェクト画
像データを、オブジェクトメモリ７５から読み出し、サブウインドウメモリ７９に書き込
む。
【０２８９】
すなわち、ステップＳ１２２において、付加情報に高解像度情報が含まれていると判定さ
れる場合というのは、上述したようにユーザがキー部２－３を操作することにより、送信
装置１にクリックデータが送信され、これにより、上述したようにして送信装置１から優
先範囲内の画像について空間解像度の高いオブジェクト画像のデータが送信されてきた場
合であるが、送信装置１に送信されるクリックデータは、合成部１０７７にも供給される
。そこで、合成部１０７７は、クリックデータを受信すると、ステップＳ１２４において
、そのクリックデータに含まれる注目点の座標及びクリック時刻から、優先範囲を認識し
、送信装置１から送信されてくる優先範囲内にある空間解像度の高いオブジェクトを、オ
ブジェクトメモリ７５から読み出し、サブウインドウメモリ７９に書き込む。なお、上述
したように、送信装置１から送信されてくるヘッダ情報にクリックデータが含まれる場合
には、合成部１０７７では、そのヘッダ情報に含まれるクリックデータから、優先範囲を
認識するようにすることができる。
【０２９０】
そして、ステップＳ１２５に進み、合成部１０７７は、背景メモリ７３に記憶された背景
画像データの中から、現フレームの背景画像データを、付加情報に含まれる背景動きベク
トルに基づいて読み出すとともに、現フレームに表示すべきオブジェクト画像データを、
オブジェクトメモリ７５から読み出し、さらに、現フレームの背景画像データと、オブジ
ェクトメモリ７５から読み出したオブジェクト画像データとを、付加情報に含まれるオブ
ジェクト動きベクトルに基づいて合成する。これにより、現フレームの画像を構成して、
表示メモリ７８に書き込む。すなわち、合成部１０７７は、例えば、表示メモリ７８に対
して、背景画像データを書き込み、その後、オブジェクト画像データを上書きすることで
、背景画像とオブジェクト画像を合成した現フレームの画像データを、表示メモリ７８に
書き込む。
【０２９１】
以上のようにして、表示メモリ７８に書き込まれた現フレームの画像データ、およびサブ
ウインドウメモリ７９に書き込まれたオブジェクト画像データは、図３１の画像出力部２
３に供給されて表示されることになる。
【０２９２】
一方、ステップＳ１２２において、付加情報に高解像度情報が含まれていないと判定され
た場合、すなわち受信装置２のユーザがキー部２－３を操作していない場合は、ステップ
Ｓ１２３およびＳ１２４の処理がスキップされ、ステップＳ１２５に進み、上述したよう
に、合成部１０７７において背景メモリ７３から現フレームの背景画像データが読み出さ
れるともに、オブジェクトメモリ７５から必要なオブジェクト画像データが読み出され、
現フレームの背景画像とオブジェクトメモリ７５から読み出したオブジェクト画像とが、
付加情報にしたがって合成される。これにより、現フレームの画像データが構成され、表
示メモリ７８に書き込まれる。そして、ステップＳ１２１に戻り、以下、同様の処理が繰
り返される。
【０２９３】
以上のような合成処理によれば、図１５で説明した場合と同様にして、ユーザが注目して
いるオブジェクトの空間解像度が高い画像が表示されることになる。なお、図３５の合成
処理部１０２２には、図１３に示した背景フラグメモリ７４が設けられておらず、このた
め、図３５の背景書き込み部７１は、そこに供給され得る背景画像データを、常時、背景
メモリ７３に書き込む。従って、図３６の合成処理では、背景の空間解像度は、図１３乃



(41) JP 4697500 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

至図１５で説明したようには向上しない。
【０２９４】
次に、図２９のオブジェクト抽出部１０４４が、受信装置２から供給されたクリックデー
タに基づき、オブジェクト画像（興味対象領域）を抽出する方法について説明する。
【０２９５】
図３７は、図２９の前処理部１２のオブジェクト抽出部１０１４の構成例を示している。
【０２９６】
この図３７において、図２９の画像入力部１１より供給された画像データは、画像用メモ
リ２０１に蓄積される。そして、画像データは、画像用メモリ２０１から読み出され、静
動判定部２０３、オブジェクト画像抽出部２１３、および切換選択スイッチ２０７の共通
端子に送られる。なお、画像用メモリ２０１には、後段の静動判定部２０３で行われる静
動判定の際に必要となる、少なくとも数フレーム分の画像データが蓄積される。
【０２９７】
また、受信装置２から伝送路３を介して送信されてくるクリックデータは、クリックデー
タ用メモリ２０２に蓄積される。そして、クリックデータは、クリックデータ用メモリ２
０２から読み出され、静動判定部２０４、連続クリック判定部２０４、および切換選択ス
イッチ２０６の共通端子に送られる。なお、このクリックデータ用メモリ２０２には、後
段の連続クリック判定部２０４における連続クリック判定の際に必要となる、所定の時間
分（例えば、５００～７００ｍ秒以上）のクリックデータが蓄積される。
【０２９８】
静動判定部２０３では、受信装置２から送られてきた現在のクリックデータが示すクリッ
ク位置（画像上の座標値）を中心とした局所的な小ブロック（例えば１６×１６画素）の
画像領域が、動きがある動き領域であるか、または動きのない静止領域であるかの静動判
定を行う。すなわち、静動判定部２０３では、静動判定として、クリック位置を中心とし
た１６×１６画素について、数フレーム前の画像領域と現フレームの画像領域との間でフ
レーム間差分を求め、このフレーム間差分値が所定のしきい値以下である場合には静止と
判定し、フレーム間差分が所定のしきい値より大きい場合には動きと判定する。なお、扱
う画像がカラー画像である場合、静動判定の際には、例えば、Ｒ，Ｇ，Ｂの各１６×１６
画素の画像について、それぞれフレーム間差分を求め、それらのＲ，Ｇ，Ｂ毎に求めたフ
レーム間差分の絶対値の平均値が所定のしきい値（例えば値１０）以下のときは静止と判
定し、そのしきい値より大きいときは動きと判定するようにすることができる。静動判定
部２０３は、静動判定により静止と判定した場合には、クリックデータ用メモリ２０２か
ら出力される現在のクリックデータを静止クリック（静止領域のクリック）とし、静動判
定により動きと判定した場合には、現在のクリックデータを動きクリック（動き領域のク
リック）とし、その静止クリック又は動きクリックを示す情報を、静動判定結果として処
理判定部２０５に送る。
【０２９９】
連続クリック判定部２０４では、受信装置２から送られてきたクリックデータのクリック
時刻に基づいて、受信装置２でユーザが行ったクリック操作が連続的なクリック操作であ
るか否かの連続クリック判定を行う。すなわち、連続クリック判定部２０４では、連続ク
リック判定として、受信装置２から送られてきている現在のクリックデータのクリック時
刻と、その直前（前回）のクリック時刻との時間差（クリック時間間隔）を求め、その時
間差が所定のしきい値以下である場合には連続的なクリックであると判定し、クリック時
刻の時間差が所定のしきい値より大きい場合には連続クリックでないと判定する。連続ク
リック判定部２０４では、連続クリック判定により連続的なクリックであると判定した場
合には、クリックデータ用メモリ２０２から出力される現在のクリックデータを連続クリ
ックとし、一方、連続クリック判定により連続的なクリックでない（クリック時刻の時間
差が所定のしきい値以上である）と判定した場合には、クリックデータ用メモリ２０２か
ら出力されている現在のクリックデータを不連続クリックとし、それら連続クリック又は
不連続クリックの情報を、連続クリック判定結果として処理判定部２０５に送る。
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【０３００】
処理判定部２０５は、静動判定部２０３からの静動判定結果と、連続クリック判定部２０
４からの連続クリック判定結果とに基づいて、切換選択スイッチ２０６乃至２０８の切換
制御を行う。
【０３０１】
即ち、例えば、静動判定結果と連続クリック判定結果により、クリックデータ用メモリ２
０２から出力される現在のクリックデータが、静止クリックであり、且つ連続クリックで
あることが判った場合、処理判定部２０５は、クリックデータ用メモリ２０２から出力さ
れる現在のクリックデータが、静止オブジェクト連結処理部２１１に送られるように、切
換選択スイッチ２０６を切換制御すると共に、画像用メモリ２０１から出力される画像デ
ータが、静止オブジェクト連結処理部２１１に送られるように、切換選択スイッチ２０７
を切換制御し、さらに後述するオブジェクト抽出結果用メモリ２１４から出力される前回
のクリックデータ、そのクリックデータに割り当てられたオブジェクト番号（オブジェク
トを分類（識別）する番号で、上述のラベルに対応する）、およびそのオブジェクト番号
に対応するオブジェクト画像データが、静止オブジェクト連結処理部２１１に送られるよ
うに、切換選択スイッチ２０８を切換制御する。
【０３０２】
また、静動判定結果と連続クリック判定結果により、クリックデータ用メモリ２０２から
出力される現在のクリックデータが、動きクリックであり、且つ連続クリックであること
が判った場合、処理判定部２０５は、クリックデータ用メモリ２０２から出力される現在
のクリックデータが、動きオブジェクト連結処理部２１０に送られるように、切換選択ス
イッチ２０６を切換制御すると共に、画像用メモリ２０１から出力される画像データが、
動きオブジェクト連結処理部２１０に送られるように、切換選択スイッチ２０７を切換制
御し、さらに後述するオブジェクト抽出結果用メモリ２１４から出力される前回のクリッ
クデータ、そのクリックデータに割り当てられたオブジェクト番号、およびそのオブジェ
クト番号に対応するオブジェクト画像データが、動きオブジェクト連結処理部２１０に送
られるように、切換選択スイッチ２０８を切換制御する。
【０３０３】
さらに、静動判定結果と連続クリック判定結果により、クリックデータ用メモリ２０２か
ら出力される現在のクリックデータが、静止クリックであり、且つ不連続クリック（クリ
ック時刻の時間差が所定のしきい値以上となるクリック）であることが判った場合、処理
判定部２０５は、クリックデータ用メモリ２０２から出力される現在のクリックデータが
、オブジェクト番号割り当て部２０９に送られるように、切換選択スイッチ２０６を切換
制御すると共に、画像用メモリ２０１から出力される画像データが、静止オブジェクト連
結処理部２１１に送られるように、切換選択スイッチ２０７を切換制御する。なお、この
とき、オブジェクト抽出結果用メモリ２１４から出力される前回のクリックデータ、オブ
ジェクト番号、およびオブジェクト画像データについては、静止オブジェクト連結処理部
２１１に送らないように、切換選択スイッチ２０８を切換制御する（例えば、切換選択ス
イッチ２０８をオープン状態にする）。
【０３０４】
また、静動判定結果と連続クリック判定結果により、クリックデータ用メモリ２０２から
出力される現在のクリックデータが、動きクリックであり、且つ不連続クリック（クリッ
ク時刻の時間差が所定のしきい値以上となるクリック）であることが判った場合、処理判
定部２０５は、クリックデータ用メモリ２０２から出力される現在のクリックデータが、
オブジェクト番号割り当て部２０９に送られるように、切換選択スイッチ２０６を切換制
御すると共に、画像用メモリ２０１から出力される画像データが、動きオブジェクト連結
処理部２１０に送られるように、切換選択スイッチ２０７を切換制御する。なお、このと
き、オブジェクト抽出結果用メモリ２１４から出力される前回のクリックデータと、オブ
ジェクト番号、およびオブジェクト画像データについては、動きオブジェクト連結処理部
２１０に送らないように、切換選択スイッチ２０８を切換制御する（例えば、切換選択ス
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イッチ２０８をオープン状態にする）。
【０３０５】
オブジェクト番号割り当て部２０９は、静止オブジェクト連結処理部２１１と、動きオブ
ジェクト連結処理部２１０において、後述するような連結処理の対象となるもの以外の不
連続クリックとなっているクリックデータに対して、新たなオブジェクト番号を割り当て
、そのオブジェクト番号とクリックデータをオブジェクト番号用メモリ２１２に送る。
【０３０６】
動きオブジェクト連結処理部２１０は、処理判定部２０５により、クリックデータ用メモ
リ２０２から出力される現在のクリックデータが動きクリックであり、且つ連続クリック
と判定された場合に、前回のクリックデータが動きクリックであり、さらに、現在のクリ
ック位置付近の画像の特徴が、前回のクリックデータに割り当てられたオブジェクト番号
で構成される動きオブジェクト画像の領域の特徴に含まれているか、または近似している
か否かを判定する。そして、動きオブジェクト連結処理部２１０は、その判定結果が真で
ある場合、現在のクリックが、同一のオブジェクト画像をクリックしているものであると
判断し、現在のクリックデータに対して、前回のクリックデータと同一のオブジェクト番
号を割り当てる動きオブジェクト連結処理を行い、そのオブジェクト番号とクリックデー
タを、オブジェクト番号用メモリ２１２に送る。
【０３０７】
静止オブジェクト連結処理部２１１は、処理判定部２０５により、クリックデータ用メモ
リ２０２から出力される現在のクリックデータが静止クリックであり、且つ連続クリック
と判定された場合に、前回のクリックが静止クリックであり、さらに、現在のクリック位
置が、前回のクリックデータに割り当てられたオブジェクト番号で構成される静止オブジ
ェクト画像の領域内に含まれているか、またはその近傍であるか否かを判定する。そして
、静止オブジェクト連結処理部２１１は、その判定結果が真である場合、現在のクリック
が、前回のクリックと同一のオブジェクト画像をクリックしているものであると判断し、
現在のクリックデータに対して、前回のクリックデータと同一のオブジェクト番号を割り
当てる静止オブジェクト連結処理を行い、そのオブジェクト番号とクリックデータを、オ
ブジェクト番号用メモリ２１２に送る。
【０３０８】
オブジェクト番号用メモリ２１２は、オブジェクト番号割り当て部２０９、動きオブジェ
クト連結処理部２１０、および静止オブジェクト連結処理部２１１においてオブジェクト
番号が割り当てられた過去複数フレーム分に相当するクリックデータを蓄積し、その蓄積
したクリックデータ及びオブジェクト番号を、オブジェクト画像抽出部２１３に送る。
【０３０９】
オブジェクト画像抽出部２１３は、画像用メモリ２０１より供給された画像データから、
オブジェクト番号用メモリ２１２より供給された、オブジェクト番号が割り当てられた過
去複数フレームのクリックデータに基づいて、静止オブジェクト画像、動きオブジェクト
画像、背景画像等を抽出し、その抽出結果を、オブジェクト抽出結果用メモリ２１４に供
給する。
【０３１０】
すなわち、オブジェクト画像抽出部２１３は、オブジェクト番号用メモリ２１２より供給
された、オブジェクト番号が割り当てられた過去複数フレームのクリックデータに基づい
て、静止クリックとなされたクリックデータの密度が高い画像部分の中で支配的なオブジ
ェクト番号を求める。そして、オブジェクト画像抽出部２１３は、その支配的なオブジェ
クト番号が割り当てられているクリックデータの画像上における分布からオブジェクトの
形状を生成し、生成したオブジェクトの形状内の画像を、オブジェクト画像として、画像
データから抽出する。
【０３１１】
また、オブジェクト画像抽出部２１３は、動きクリックと判定されたクリックデータの中
で、同一オブジェクト番号が割り当てられているクリック位置付近の画像同士のフレーム
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間パターンマッチング等を行い、そのマッチング結果に基づいて、動き補償を行う。さら
に、オブジェクト画像抽出部２１３は、パターンマッチングで近似していると判定された
画像領域（動き補償によって、いわば位置合わせを行った画像領域）においてクリック密
度が高く支配的なオブジェクト番号を求める。そして、オブジェクト画像抽出部２１３は
、その支配的なオブジェクト番号が割り当てられているクリックデータの画像上での分布
からオブジェクトの形状を生成し、生成したオブジェクトの形状内の画像を、オブジェク
ト画像として、画像データから抽出する。
【０３１２】
さらに、オブジェクト画像抽出部２１３は、上述したような静止クリックや、動きクリッ
クのクリック密度が低い画像部分を、背景画像とする。
【０３１３】
オブジェクト抽出結果用メモリ２１４は、オブジェクト画像抽出部２１３が抽出したオブ
ジェクト画像データを、クリックデータおよびオブジェクト番号等とともに蓄積し、必要
に応じて、図２９の背景抽出部１０１３および付加情報算出部１５、並びに送信処理部１
０１６に供給する。
【０３１４】
次に、図３８のフローチャートを参照し、図３７に示したオブジェクト抽出部１０１４に
おいて、受信装置２から送信されてきたクリックデータに基づいて、撮影画像中から、受
信装置２のユーザが注目しているオブジェクト画像（興味対象領域）を抽出する処理の詳
細について説明する。
【０３１５】
先ずステップＳ１３１として、画像用メモリ２０１は、画像入力部１１より入力されるフ
レームの画像データ（送信時刻毎のフレーム画像データ）を蓄積する。なお、画像用メモ
リ２０１は、後段のステップＳ１３３で行われる静動判定処理の際に必要となる、少なく
とも数フレーム分の画像データを蓄積する。
【０３１６】
また、ステップＳ１３１では、クリックデータ用メモリ２０２は、伝送路３を介して受信
装置２からクリックデータが送信されてきた場合には、そのクリックデータを蓄積する。
なお、このクリックデータ用メモリ２０２には、後段のステップＳ１３３で行われる連続
クリック判定処理の際に必要となる、少なくとも所定の時間分（例えば５００～７００ｍ
秒以上）のクリックデータが蓄積される。
【０３１７】
その後、ステップＳ１３２に進み、クリックデータ用メモリ２０２に、受信装置２から送
信されてきたクリックデータであって、まだ処理していないものが記憶されているか否か
が判定される。ステップＳ１３２において、まだ処理していないクリックデータが、クリ
ックデータ用メモリ２０２に無いと判定された場合は、ステップＳ１３１に戻って入力待
ち状態となる。一方、ステップＳ１３２において、まだ処理していないクリックデータが
、クリックデータ用メモリ２０２に有ると判定された場合、ステップＳ１３３に進み、そ
の処理されていないクリックデータのうちの、例えば、時間的に最も過去のものを、現在
のクリックデータとして、その現在のクリックデータを対象に、静動判定部２０３、連続
クリック判定部２０４、および処理判定部２０５による静動判定処理と連続クリック判定
処理が行われる。
【０３１８】
即ち、ステップＳ１３３において、静動判定部２０３は、静動判定処理として、受信装置
２から送られてきた現在のクリックデータに含まれるクリック位置（画像上の座標値）情
報を用い、そのクリック位置を中心とした局所的な小ブロックの画像領域に動きがあるか
、或いは静止しているかの判定を行う。
【０３１９】
より具体的に説明すると、図３８のステップＳ１３３の処理に進んで静動判定処理に移行
したときの静動判定部２０３は、図３９のフローチャートに示すように、先ずステップＳ
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１４１として、画像用メモリ２０１とクリックデータ用メモリ２０２に蓄積されている画
像データとクリックデータを、数フレーム分だけ読み出す。なお、扱う画像がカラー画像
である場合、静動判定部２０３は、図４０（Ａ）に示すように、数フレームのＲ（赤），
Ｇ（緑），Ｂ（青）の画像データを読み出す。また、静動判定部２０３は、現在のクリッ
クデータに対応するクリックが行われたフレームを含む、過去数フレーム分の画像データ
と、その数フレームに対して行われたクリックに対応するクリックデータを、画像データ
用メモリ２０１とクリックデータ用メモリ２０２から、それぞれ読み出す。
【０３２０】
次に、静動判定部２０３は、ステップＳ１４２として、現在のクリックデータが示すクリ
ック位置を中心とした、例えば水平方向１６画素及び垂直方向１６画素からなる局所的な
小ブロックの画像領域について、数フレーム前の画像領域と現フレームの画像領域との間
のフレーム間差分を計算する。なお、扱う画像がカラー画像である場合、静動判定部２０
３は、ステップＳ１４２の処理として、図４０（Ｂ）および（Ｃ）に示すように、Ｒ，Ｇ
，Ｂの各１６×１６画素の画像について、フレーム間差分を求め、そのＲ，Ｇ，Ｂ毎に求
めたフレーム間差分それぞれの絶対値の平均値を求める。
【０３２１】
次に、静動判定部２０３は、ステップＳ１４３の処理として、ステップＳ１４２の計算に
より求めたフレーム間差分値が、所定のしきい値以下であるかどうかを判定する。そして
、ステップＳ１４４に進み、静動判定部２０３は、フレーム間差分値が、所定のしきい値
以下である場合には、現在のクリックデータが示すクリック位置を含む小ブロック（以下
、適宜、現在ブロックという）が、静止であると判定し、一方、フレーム間差分が所定の
しきい値より大きい場合には、動きがあると判定する。さらに、静動判定部２０３は、現
在ブロックを静止と判定したときには、その静止と判定された現在ブロックの画像領域に
対応したクリックデータを静止クリックとし、動きと判定したときには、その動きと判定
された現在ブロックの画像領域に対応したクリックデータを動きクリックとし、静動判定
結果として出力する。
【０３２２】
なお、扱う画像がカラー画像である場合、静動判定部２０３は、ステップＳ１４４におい
て、図４０（Ｄ）に示すように、Ｒ，Ｇ，Ｂの各１６×１６画素の現在ブロック毎に求め
られているフレーム間差分の絶対値の平均値が、所定のしきい値（例えば、値１０）以下
のときは、例えば、所定のフラグを”０”とし、逆に、しきい値より大きいときは、例え
ば所定のフラグを”１”にする。さらに、静動判定部２０３は、ステップＳ１４４におい
て、図４０（Ｅ）に示すように、Ｒ，Ｇ，Ｂの各１６×１６画素の現在ブロック毎に設定
されている所定フラグのうち全てが”０”となっている場合には、現在ブロックが静止で
あると判定し、その静止と判定された現在ブロックの画像領域に対応したクリックデータ
を静止クリックとする。一方、Ｒ，Ｇ，Ｂの各１６×１６画素の現在ブロック毎に設定さ
れている所定フラグのうち何れか一つにでも”１”が立っている場合には、静動判定部２
０３は、現在ブロックに、動きがあると判定し、その動きと判定された現在ブロックの、
画像領域に対応したクリックデータを動きクリックとする。そして、静動判定部２０３は
、静止クリックまたは動きクリックの情報を、静動判定結果として出力する。
【０３２３】
図３８に戻り、ステップＳ１３３では、さらに、連続クリック判定部２０４において、受
信装置２から送られてきたクリックデータに含まれるクリック時刻に基づいて、受信装置
２でユーザが行ったクリック操作が連続的なクリック操作であるか否かの連続クリック判
定が行われる。
【０３２４】
より具体的に説明すると、図３８のステップＳ１３３における連続クリック判定部２０４
は、図４１のフローチャートに示すように、先ず、ステップＳ１５１として、クリックデ
ータ用メモリ２０２に蓄積されているクリックデータを読み出す。
【０３２５】
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次に、連続クリック判定部２０４は、ステップＳ１５２として、受信装置２から送られて
きた現在のクリックデータのクリック時刻と、その直前（前回）に送られてきたクリック
時刻との時間差（クリック間隔）を求める。
【０３２６】
次に、連続クリック判定部２０４は、ステップＳ１５３として、その時間差が所定のしき
い値以下であるか否か判定を行う。このステップＳ１５３において、その時間差が所定の
しきい値以下であると判定された場合には、連続クリック判定部２０４は、現在のクリッ
クデータが、連続的なクリックであると判定し、一方、クリック時刻の時間差が所定のし
きい値より大きいと判定された場合には、連続クリック判定部２０４は、現在のクリック
データが、連続的なクリックでないと判定する。そして、連続クリック判定部２０４は、
ステップＳ１５４に進み、連続クリックまたは不連続クリックを表す情報を、連続クリッ
ク判定結果として出力する。
【０３２７】
即ち、ステップＳ１５３において、連続的なクリックであると判定された場合、受信装置
２のユーザは、ある一つのオブジェクト画像に対するクリック操作を連続して行っている
可能性が高い。これは、受信装置２のユーザが、送信装置１に対して空間解像度の高いオ
ブジェクト画像データ（興味対象領域のデータ）の送信を要求する場合、受信装置２のユ
ーザは、その空間解像度を高くすることを望むオブジェクト画像部分（興味対象領域）を
連続的にクリックする傾向があると考えられるからである。したがって、連続クリック判
定部２０４は、連続クリック判定処理において連続的なクリックであると判定した場合に
は、現在のクリックデータを連続クリックとし、一方、連続的なクリックでない（クリッ
ク時刻の時間差が所定のしきい値以上である）と判定した場合には、現在のクリックデー
タを不連続クリックとし、連続クリック判定結果として出力する。
【０３２８】
図３８に戻り、処理判定部２０５は、静動判定部２０３及び連続クリック判定部２０４で
のステップＳ１３３の静動判定及び連続クリック判定により、現在のクリックデータが、
連続クリックであり且つ静止クリックであると判定された場合には、切換選択スイッチ２
０６乃至２０８を上述のように制御することにより、ステップＳ１３５として、静止オブ
ジェクト連結処理部２１１に、静止オブジェクト連結処理を行わせる。また、処理判定部
２０５は、現在のクリックデータが、連続クリックであり且つ動きクリックであると判定
された場合には、切換選択スイッチ２０６乃至２０８を制御することにより、ステップＳ
１３６として、動きオブジェクト連結処理部２１０に、動きオブジェクト連結処理を行わ
せる。さらに、処理判定部２０５は、現在のクリックデータが、不連続クリックであると
判定された場合には、切換選択スイッチ２０６を制御することにより、ステップＳ１３４
として、オブジェクト番号割り当て部２０９に、新たなオブジェクト番号割り当て処理を
行わせる。
【０３２９】
即ち、ステップＳ１３３において、現在のクリックデータが不連続クリックであると判定
され、ステップＳ１３４の処理に進むと、オブジェクト番号割り当て部２０９は、その現
在のクリックデータに対して新たなオブジェクト番号を割り当て、ステップＳ１３１に戻
る。
【０３３０】
具体例を挙げて説明すると、例えば図４２（Ａ）のように、図中実線の×印で示す前回の
クリックデータＣＬ１に対して割り当てられているオブジェクト番号が、例えば「０」と
なされているとした場合において、図４２（Ａ）において点線の×印で示す現在のクリッ
クデータＣＬ２（オブジェクト番号が割り当てられる前のクリックデータ）が、不連続ク
リックであると判定されたとき、オブジェクト番号割り当て部２０９は、図４２（Ｂ）中
の実線の×印で示す現在のクリックデータＣＬ２に対して、新たなオブジェクト番号（こ
の例では「１」）を割り当てる。
【０３３１】
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一方、ステップＳ１３３において、現在のクリックデータが、連続クリックであり且つ静
止クリックであると判定された場合、静止オブジェクト連結処理部２１１は、前回のクリ
ックが静止クリックとなっており、また現在のクリック位置が、前回のクリックデータに
割り当てられているオブジェクト番号で構成される画像領域内に含まれるか又はその領域
に近いときに、このクリックは前回のクリックが含まれるものと同一のオブジェクト画像
をクリックしていると判断し、ステップＳ１３４において、現在のクリックデータに対し
て、前回のクリックデータと同一のオブジェクト番号を割り当てる静止オブジェクト連結
処理を行う。
【０３３２】
すなわち、静止オブジェクト連結処理部２１１は、図４３のフローチャートに示すように
、先ず、ステップＳ１６１として、前回のクリックデータが、連続クリックであり且つ静
止クリックであったか否かの判定を行う。このステップＳ１６１において、前回のクリッ
クデータが、連続クリックで且つ静止クリックであると判定された場合は、ステップＳ１
６２の処理に進み、一方、前回のクリックデータが連続クリックで且つ静止クリックでな
いと判定された場合は、ステップＳ１６４の処理に進む。
【０３３３】
ステップＳ１６１にて前回のクリックデータが連続クリックで且つ静止クリックでないと
判定すると、静止オブジェクト連結処理部２１１は、ステップＳ１６４の処理として、図
４２（Ａ）及び（Ｂ）で説明したのと同様にして、現在のクリックデータに対して、新た
なオブジェクト番号を割り当てる。このステップＳ１６４の処理後は、図３８のステップ
Ｓ１３７の処理に進む。
【０３３４】
また、ステップＳ１６１にて前回のクリックデータが、連続クリックで且つ静止クリック
であると判定されてステップＳ１６２の処理に進むと、静止オブジェクト連結処理部２１
１は、現在のクリック位置と、前回のクリックデータに割り当てられているオブジェクト
番号で構成される画像領域との間の空間的な距離を求め、この距離に基づいて、現在のク
リック位置が、前回のクリックデータに割り当てられているオブジェクト番号で構成され
る画像領域内に含まれるか又はその領域に近い場合に、現在のクリックデータは前回のク
リックが含まれるものと同一のオブジェクト画像をクリックしたデータであると判定し、
一方、現在のクリック位置が、前回のクリックデータに割り当てられているオブジェクト
番号で構成されるオブジェクト画像領域内に含まれず、且つその領域からも遠い場合に、
現在のクリックデータは、前回のクリックが含まれるものとは異なる別オブジェクト画像
をクリックしたデータである判定する。このステップＳ１６２において、現在のクリック
データが、前回のクリックが含まれるものと同一のオブジェクト画像をクリックしたデー
タであると判定された場合、ステップＳ１６３の処理に進み、一方、現在のクリックデー
タが、前回のクリックが含まれるものとは別のオブジェクト画像をクリックしたデータで
あると判定された場合は、ステップＳ１６４の処理に進む。
【０３３５】
ステップＳ１６２にて現在のクリックデータが、前回のクリックが含まれるものとは別の
オブジェクト画像をクリックしたデータであると判定されてステップＳ１６４の処理に進
むと、静止オブジェクト連結処理部２１１は、現在のクリックデータに対して新たなオブ
ジェクト番号を割り当てた後、図３８のステップＳ１３７の処理に進む。
【０３３６】
また、ステップＳ１６２にて現在のクリックデータが、前回のクリックが含まれるものと
同一のオブジェクト画像をクリックしたデータであると判定すると、静止オブジェクト連
結処理部２１１は、ステップＳ１６３の処理として、現在のクリックデータに対して、前
回のクリックデータと同一のオブジェクト番号を割り当てる静止オブジェクト連結処理を
行う。
【０３３７】
具体例を挙げて説明すると、例えば図４２（Ｃ）のように、図中実線の×印で示す前回の
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クリックデータＣＬ１に対して割り当てられているオブジェクト番号が例えば「０」とな
されているとした場合において、図４２（Ｃ）において点線の×印で示す現在のクリック
データＣＬ２（オブジェクト番号が割り当てられる前のクリックデータ）が、連続クリッ
クで且つ静止クリックであると判定され、前回のクリックが静止クリックとなっており、
さらに現在のクリック位置が、前回のクリックデータに割り当てられているオブジェクト
番号で構成される画像領域内に含まれるか又はその領域に近いとき、静止オブジェクト連
結処理部２１１は、図４２（Ｄ）中の実線の×印で示す現在のクリックデータＣＬ２に対
して、前回のクリックデータと同一のオブジェクト番号（この例では「０」）を割り当て
る。
【０３３８】
このようにステップＳ１６３にて、現在のクリックデータに、前回のクリックデータと同
一のオブジェクトを割り当てた後は、図３８のステップＳ１３７の処理に進む。
【０３３９】
また、図３８のステップＳ１３３において、現在のクリックデータが、連続クリックであ
り且つ動きクリックであると判定し、前回のクリックが動きクリックとなっており、さら
に現在のクリック位置付近の画像の特徴が、前回のクリックに割り当てられたオブジェク
ト番号で構成される画像領域（１６×１６画素）の特徴に含まれているか又はそれに近い
場合、動きオブジェクト連結処理部２１０は、このクリックは、前回のクリックが含まれ
るものと同一のオブジェクト画像をクリックしていると判断し、ステップＳ１３６として
、現在のクリックデータに対して、前回のクリックデータと同一のオブジェクト番号を割
り当てる動きオブジェクト連結処理を行う。
【０３４０】
すなわち、ステップＳ１３３において、現在のクリックデータが連続クリックであり且つ
動きクリックであると判定したとき、動きオブジェクト連結処理部２１０は、図４４に示
すように、先ず、ステップＳ１７１として、前回のクリックデータが、連続クリックであ
り且つ動きクリックであったか否かの判定を行う。このステップＳ１７１において、前回
のクリックデータが、連続クリックで且つ動きクリックであると判定された場合は、ステ
ップＳ１７２の処理に進み、一方、前回のクリックデータが、連続クリックで且つ動きク
リックでないと判定された場合は、ステップＳ１７４の処理に進む。
【０３４１】
ステップＳ１７１にて、前回のクリックデータが、連続クリックで且つ動きクリックでな
いと判定されてステップＳ１７４の処理に進むと、動きオブジェクト連結処理部２１０は
、図４１（Ａ）及び（Ｂ）で説明したのと同様にして、現在のクリックデータに対して新
たなオブジェクト番号を割り当てる。このステップＳ１７４の処理後は、図３８のステッ
プＳ１３７の処理に進む。
【０３４２】
また、ステップＳ１７１にて、前回のクリックデータが、連続クリックで且つ動きクリッ
クであると判定されてステップＳ１７２の処理に進むと、動きオブジェクト連結処理部２
１０は、現在のクリック位置付近の画像領域（１６×１６画素）の特徴と、前回のクリッ
クに割り当てられたオブジェクト番号で構成される画像領域の特徴とを求め、この特徴に
基づいて、現在のクリック位置付近の画像領域の特徴が、前回のクリックに割り当てられ
たオブジェクト番号で構成される画像領域の特徴に含まれているか又はそれに近い場合に
、このクリックは、前回のクリックが含まれるものと同一のオブジェクト画像をクリック
していると判断し、一方、現在のクリック位置付近の画像領域の特徴が、前回のクリック
に割り当てられたオブジェクト番号で構成される画像領域の特徴に含まれず、且つその特
徴からも遠い場合に、現在のクリックデータは、前回のクリックとは異なる別オブジェク
ト画像をクリックしたデータであると判定する。なお、ここでの画像領域の特徴とは、例
えばクリック位置付近の局所領域（１６×１６画素）における色（平均色、代表色など）
やヒストグラム、パターン等のことである。また、このように、複数の動きクリックに、
同一オブジェクト番号を割り当てると言うことは、これらのクリックデータの間でオブジ
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ェクトのトラッキングをしていると言い換えることができる。このステップＳ１７２にお
いて、現在のクリックデータが、前回のクリックが含まれるものと同一のオブジェクト画
像をクリックしたデータであると判定された場合は、ステップＳ１７３の処理に進み、一
方、現在のクリックデータが、前回のクリックとは別のオブジェクト画像をクリックした
データであると判定された場合は、ステップＳ１７４の処理に進む。
【０３４３】
ステップＳ１７２にて、現在のクリックデータが、前回のクリックとは別のオブジェクト
画像をクリックしたデータであると判定されてステップＳ１７４の処理に進むと、動きオ
ブジェクト連結処理部２１０は、上述の場合と同様に、現在のクリックデータに対して、
新たなオブジェクト番号を割り当てを行い、その後、図３８のステップＳ１３７の処理に
進む。
【０３４４】
また、ステップＳ１７２にて、現在のクリックデータが、前回の各クリックが含まれるも
のと同一のオブジェクト画像をクリックしたデータであると判定されてステップＳ１７３
の処理に進むと、動きオブジェクト連結処理部２１０は、現在のクリックデータに対して
、前回のクリックデータと同一のオブジェクト番号を割り当てる。
【０３４５】
具体例を挙げて説明すると、例えば図４２（Ｅ）のように、図中実線の×印で示す前回の
クリックデータＣＬ１に対して割り当てられているオブジェクト番号が、例えば「０」と
なされているとした場合において、図４２（Ｅ）中点線の×印で示す現在のクリックデー
タＣＬ２（オブジェクト番号が割り当てられる前のクリックデータ）が、連続クリックで
且つ動きクリックであると判定され、前回のクリックが動きクリックとなっており、さら
に現在のクリック位置付近の画像の特徴が、前回のクリックに割り当てられたオブジェク
ト番号で構成されるオブジェクト画像の特徴に含まれているか又はそれに近い場合、動き
オブジェクト連結処理部２１０では、図４２（Ｆ）中の実線の×印で示す現在のクリック
データＣＬ２に対して、前回のクリックデータと同一のオブジェクト番号（この例では「
０」）を割り当てる。
【０３４６】
ステップＳ１７３にて、現在のクリックデータに、前回のクリックデータと同一のオブジ
ェクトを割り当てた後は、図３８のステップＳ１３７の処理に進む。
【０３４７】
次に、図３８のステップＳ１３５からステップＳ１３７の処理に進んだ場合、オブジェク
ト画像抽出部２１３は、オブジェクト番号用メモリ２１２に記憶された、オブジェクト番
号が割り当てられた過去数フレーム分に相当する各クリックデータと、画像用メモリ２０
に記憶された過去数フレームの画像データとに基づいて、入力画像データから静止してい
るオブジェクト画像（静止オブジェクト画像）、動きのあるオブジェクト画像（動きオブ
ジェクト画像）、それら以外の背景画像を抽出する。すなわち、受信装置２に送信する画
像中で、静止クリックとなされたクリックデータの密度が高い画像部分には、静止オブジ
ェクト画像が存在すると考えられるため、この時のオブジェクト画像抽出部２１３では、
オブジェクト番号が割り当てられた過去複数フレームのクリックデータに基づいて、静止
クリックとなされたクリックデータの密度（クリック密度）を求め、さらにクリック密度
が高い画像部分の中で支配的なオブジェクト番号を求め、その支配的なオブジェクト番号
が割り当てられているクリックデータの分布からオブジェクトの形状を生成し、生成した
オブジェクトの形状内の画像を、静止オブジェクト画像として、画像データから抽出する
。
【０３４８】
また、ステップＳ１３６からステップＳ１３７の処理に進んだ場合、オブジェクト画像抽
出部２１３は、動きクリックと判定されたクリックデータの中で、同一オブジェクト番号
が割り当てられているクリック位置付近の画像同士のフレーム間パターンマッチング等を
行い、動き補償を行った後、パターンマッチングで近似しているとみなされた画像領域に
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おいてクリック密度が高く支配的なオブジェクト番号を求め、その支配的なオブジェクト
番号が割り当てられているクリックデータの分布からオブジェクトの形状を生成し、生成
したオブジェクトの形状内の画像を、動きオブジェクト画像として、画像データから抽出
する。
【０３４９】
さらに、オブジェクト画像抽出部２１３は、ステップＳ１３７において、上述した静止ク
リック、動きクリックと判定されたクリックデータのクリック密度が低い画像部分を現在
の背景画像とみなす。言い換えると、オブジェクト画像抽出部２１３は、静止オブジェク
ト画像、動きオブジェクト画像が抽出された残りの画像部分を背景画像とする。
【０３５０】
このステップＳ１３７の処理を詳細に説明すると、オブジェクト画像抽出部２１３は、図
４５のフローチャートに示すように、先ず、ステップＳ１８１として、オブジェクト番号
が割り当てられた過去複数フレーム分に相当する各クリックデータと画像データとを取り
込み、次いで、ステップＳ１８２にて、各クリックデータを静止クリックと動きクリック
毎に分類する。ここで、図３８のステップＳ１３５からステップＳ１３７の処理に進んだ
場合には、ステップＳ１８２からステップＳ１８４以降の処理に進むことになり、図３８
のステップＳ１３６からステップＳ１３７の処理に進んだ場合には、ステップＳ１８２か
らステップＳ１８４以降の処理に進むことになる。
【０３５１】
図３８のステップＳ１３５からステップＳ１３７の処理に進み、図４５においてステップ
Ｓ１８２からステップＳ１８４以降の処理に進むと、オブジェクト画像抽出部２１３は、
先ず、過去複数フレーム分の画像に対し、オブジェクト番号が割り当てられた各クリック
データの中で静止クリックとなされている各クリックデータの密度（以下、クリック密度
と呼ぶ）を、例えば、１６×１６画素のブロック毎に求める。
【０３５２】
次に、オブジェクト画像抽出部２１３は、ステップＳ１８５として、図４６（Ａ）に示す
ように、画像内の図中点線で示すような各１６×１６画素のブロックｂｋについて、図中
×印で示す静止クリックのクリック密度が所定値以上あるか否かの判定を行う。
【０３５３】
ここで、受信装置２に送信する画像中で、静止クリックとなされたクリックデータの密度
が高い画像部分には、静止オブジェクト画像が存在すると考えられる。このため、オブジ
ェクト画像抽出部２１３は、静止クリックのクリック密度が所定値以上となっているブロ
ックについては、ステップＳ１８６の処理を行い、一方、静止クリックのクリック密度が
所定値未満となっているブロックについては、ステップＳ１９０の処理を行う。
【０３５４】
ステップＳ１８６の処理に進むと、オブジェクト画像抽出部２１３は、静止クリックのク
リック密度が所定値以上となっているブロックについて、図４６（Ｅ）に示すように、ブ
ロック内の各クリックデータに割り当てられているオブジェクト番号のうちで発生頻度が
最も高い支配的なオブジェクト番号を求め、さらに図４６（Ｂ）に示すように、それぞれ
支配的なオブジェクト番号が同じとなるブロック（ＢＫ０、ＢＫ２、ＢＫ４、ＢＫ５）を
まとめてオブジェクトの形状を生成する。そして、オブジェクト画像抽出部２１３は、生
成したオブジェクトの形状内の画像を、静止オブジェクト画像として、画像データから抽
出する。このステップＳ１８６の処理後は、図３８のステップＳ１３８の処理へ進む。
【０３５５】
一方、図３８のステップＳ１３６からステップＳ１３７の処理に進み、図４５においてス
テップＳ１８２からステップＳ１８３以降の処理に進むと、オブジェクト画像抽出部２１
３は、図４６（Ｃ）に示すように、過去複数フレーム分の画像において、図中×印で示す
各動きクリックとなされているクリックデータのうち、それぞれ同じオブジェクト番号が
割り当てられているクリック位置付近の画像同士のフレーム間パターンマッチングを行い
、さらに動き補償を行う。
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【０３５６】
次いで、オブジェクト画像抽出部２１３は、ステップＳ１８７として、パターンマッチン
グで近似しているとみなされた画像領域内の動きクリックのクリック密度を求める。
【０３５７】
その後、オブジェクト画像抽出部２１３は、ステップＳ１８８として、図４６（Ｄ）に示
すように、画像内において図中×印で示す動きクリックのクリック密度が、所定値以上あ
るか否かの判定を行う。
【０３５８】
ここで、動き補償を行った後において、動きクリックとなされたクリックデータの密度が
高い画像部分には、動きオブジェクト画像が存在すると考えられる。このため、オブジェ
クト画像抽出部２１３は、動き補償後の画像において動きクリックのクリック密度が所定
値以上となっている画像領域については、ステップＳ１８９の処理を行い、一方、動きク
リックのクリック密度が所定値未満となっている画像領域については、ステップＳ１９０
の処理を行う。
【０３５９】
ステップＳ１８９の処理に進むと、オブジェクト画像抽出部２１３は、動きクリックのク
リック密度が所定値以上となっている画像領域について、各クリックデータに割り当てら
れているオブジェクト番号のうちで発生頻度が最も高い支配的なオブジェクト番号を求め
、さらに図４６（Ｄ）に示すように、それぞれ支配的なオブジェクト番号が同じとなるブ
ロック（ＢＫ３，ＢＫ６）をまとめてオブジェクトの形状を生成する。そして、オブジェ
クト画像抽出部２１３は、生成したオブジェクトの形状内の画像を、動きオブジェクト画
像として、画像データから抽出する。このステップＳ１８９の処理後は、図３８のステッ
プＳ１３８の処理へ進む。
【０３６０】
なお、ステップＳ１８５及びステップＳ１８８において共にクリック密度が所定値未満と
なされているとき、すなわち、静止クリック及び動きクリックのクリック密度が低い画像
部分については、ステップＳ１９０の処理として、現在の画像内の背景画像領域として扱
われる。言い換えると、オブジェクト画像抽出部２１３は、静止オブジェクト画像、動き
オブジェクト画像が抽出された残りの画像部分を背景画像とする。このステップＳ１９０
の処理後は、図３８のステップＳ１３８の処理へ進む。
【０３６１】
このようにしてオブジェクト画像抽出部２１３により静止オブジェクト画像、動きオブジ
ェクト画像、背景画像の抽出がなされた後は、図３８のステップＳ１３８において、オブ
ジェクト抽出処理を終了するか否か判断を行い、終了しないときには、ステップＳ１３１
の処理に戻り、終了するときには、オブジェクト抽出処理を終了する。
【０３６２】
以上説明した処理の流れのように、図２９の送信装置１のオブジェクト抽出部１０１４で
は、受信装置２のユーザによるクリックデータに基づいて、送信画像の静止オブジェクト
画像、動きオブジェクト画像、背景画像の抽出を行うようにすることができる。
【０３６３】
なお、図２８の実施の形態では、アクティビティが小さく、画像として特別意味を保たな
いような平坦な画像領域を背景画像とし、この背景画像については、特に空間解像度を高
めるような処理を行わない例を挙げているが、背景画像についても、受信装置２から送信
されてきたクリックデータに基づいて抽出し、その空間解像度を高めるような処理を行う
ことも可能である。
【０３６４】
この場合、図２９において、背景抽出部１０１３では、オブジェクト抽出部１０１４の場
合と同様に、受信装置２から送信されてきたクリックデータに基づいて、背景画像を抽出
し、送信処理部１０１６では、オブジェクト画像の空間解像度を上げて送信する場合と同
様に、背景画像についても必要に応じて空間解像度を高めるように送信する。
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【０３６５】
また、この場合、図３１の合成処理部１０２２には、図３５の構成と対応した図４７に示
すように、図１３に示した背景フラグメモリ７４が追加される。この図４７の場合、背景
書き込み部７１は、図１３における場合と同様に、空間解像度の高い背景画像を背景メモ
リ７３に書き込んだ場合に、その背景画像を構成する各画素に対応して背景フラグメモリ
７４のアドレスに記憶される背景フラグを”０”から”１”にする。すなわち、この場合
の背景書き込み部７１は、背景メモリ７３に背景画像データを書き込む際に、背景フラグ
メモリ７４を参照するようになっており、背景フラグが”１”になっている背景画像、つ
まり既に空間解像度の高い背景画像データが記憶されている背景メモリ７３には、空間解
像度の低い背景画像データの書き込みは行わないようになっている。したがって、背景メ
モリ７３は、基本的に、背景書き込み部７１に背景画像データが供給されるたびに、その
背景画像データが書き込まれるが、既に空間解像度の高い背景画像データが記憶されてい
る背景メモリ７３には、空間解像度の低い背景画像データの書き込みを行わない。その結
果、背景メモリ７３においては、背景書き込み部７１に空間解像度の高い背景画像データ
が供給される毎に、空間解像度の高い背景画像の数が増加していくことになる。
【０３６６】
また、この例の場合、合成部１０７７は、図３１のクリックデータ入力部１０２４から、
クリックデータを受信した場合、そのクリックデータに含まれる注目点の座標位置を含む
オブジェクト画像データ及び背景画像データを読み出し、サブウインドウメモリ７９に供
給する。
【０３６７】
次に、受信装置２のユーザの興味対象領域が変化した場合に、その興味対象領域の変化を
判定（認識）し、さらに、興味対象領域の変化を判定することで各興味対象領域の分類を
可能とする技術について説明する。
【０３６８】
ここで、ユーザの興味対象領域の変化判定と、各興味対象領域の分類を実現するために、
各種の画像を用いて解析を行った結果、以下のことが判明した。
【０３６９】
第１に、任意の画像において、人（ユーザ）の興味の対象となる領域は、ある程度意味を
持った領域単位（例えばオブジェクト等）となる。
【０３７０】
第２に、ユーザの興味対象が変化する際には、ある程度意味を持った領域単位毎に変化す
る。
【０３７１】
第３に、ユーザの興味対象が切り替わるような時には、ユーザが興味対象領域を指示（例
えばクリック等）する際の入力時間間隔が比較的長くなる傾向がある。
【０３７２】
第４に、ユーザの興味対象が切り替わるような時には、ユーザが興味対象領域を指示（例
えばクリック等）する際の入力位置間の空間距離が比較的大きくなる傾向がある。
【０３７３】
そこで、図４８は、受信装置２のユーザによるクリックデータから入力時間間隔及び入力
位置間距離を求め、上述の第１乃至第４の解析結果を考慮して、受信装置２のユーザによ
る興味対象領域の変化を判定し、さらに、興味対象領域を分類可能な、図２８の送信装置
１の構成例を示している。なお、図中、図２９における場合と対応する部分については、
同一の符号を付してあり、以下では、その説明は、適宜省略する。即ち、図４８の送信装
置１は、前処理部１２を構成するブロックとして、変化判定分類部２４０が新たに設けら
れている他は、基本的に、図２９における場合と同様に構成されている。
【０３７４】
なお、図４８の実施の形態では、変化判定分類部２４０は、前処理部１２内に設けられて
いるが、その他、例えば、前処理部１２内のオブジェクト抽出部１０１４や背景抽出部１
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０１３内に設けたり、或いは、前処理部１２とは独立に設けることも可能である。
【０３７５】
また、ここでは、クリックデータが表す位置を、ユーザが注目している注目点として用い
るが、ユーザの注目点は、クリックデータではなく、例えば、ユーザの視線方向を検出す
ること等によって認識することが可能である。
【０３７６】
図４９は、図４８の変化判定分類部２４０の構成例を示している。
【０３７７】
入力画像記憶部２３１は、画像入力部１１が出力する画像データを一時蓄積し、必要に応
じて、クリック周辺領域抽出部２３３と静動判定部２３４に供給する。
【０３７８】
クリックデータ取得部２３０は、受信装置２から伝送路３を介して送信されてくるクリッ
クデータを一時記憶し、クリック周辺領域抽出部２３３、静動判定部２３４、入力間時間
計算部２３７、および入力位置間距離計算部２３８に供給する。
【０３７９】
ここで、入力画像記憶部２３１は、図３７の画像用メモリ２０１と兼用することができる
。また、クリックデータ記憶部２３２は、図３７のクリックデータ用メモリ２０２と兼用
することができる。
【０３８０】
クリック周辺領域抽出部２３３は、入力画像記憶部２３１より供給された画像データより
、クリックデータ記憶部２３２からのクリックデータに対応する画像領域（例えば、クリ
ック位置を中心とした局所的な小ブロックの画像領域、以下、特にクリック周辺領域と呼
ぶ）を抽出する。このクリック周辺領域抽出部２３３にて抽出されたクリック周辺領域の
データは、クリック周辺領域蓄積部２３５に送られ、蓄積された後、興味対象領域分類部
２３６に送られる。
【０３８１】
また、静動判定部２３４は、入力画像記憶部２３１からの画像データと、クリックデータ
記憶部２３２からのクリックデータとにより、例えば図３７の実施の形態と同様のフレー
ム間差分等を用いた静動判定を行う。
【０３８２】
なお、これらクリック周辺領域抽出や静動判定の処理は、図３８で説明したのと同様の処
理により実現可能であり、ここではその詳細な説明を省略する。また、図４９の実施の形
態の場合、静動判定により、前述の実施の形態と同様に各クリックデータを静止クリック
或いは動きクリックとする判定結果を出力する場合の他に、例えば、そのクリック周辺領
域を静止領域或いは動き領域とする判定結果を出力するようにしても良い。本実施の形態
では、説明を簡略化するために、静動判定結果として、静止クリック又は動きクリックが
出力される場合を例に挙げて説明する。
【０３８３】
静動判定部２３４による静動判定結果は、入力間時間計算部２３７と入力位置間距離計算
部２３８に送られる。
【０３８４】
入力間時間計算部２３７は、静動判定結果においてクリックデータが静止クリックと判定
されたとき、前回の静止クリックの入力がなされた時刻と、現在の静止クリックの入力時
刻との時間間隔を計算する。なおこの場合の時間間隔の計算は、現在の静止クリックの入
力時刻と前回の静止クリックの入力時刻との間に、例えば動きクリックが存在したか否か
にかかわらずに行われる。この入力間時間計算部２３７により計算された時間間隔のデー
タは、興味の変化判定部２３９に送られる。
【０３８５】
また、位置間距離計算部２３８は、静動判定結果においてクリックデータが静止クリック
と判定されたとき、前回の静止クリックの入力がなされたクリック位置（座標位置）と、
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現在の静止クリックの入力がなされたクリック位置（座標位置）との間の空間距離を計算
する。なお、この場合の空間距離の計算は、現在の静止クリックの入力位置と前回の静止
クリックの入力位置との間に、例えば動きクリックの入力位置が存在するか否かにかかわ
らずに行われる。この入力位置間距離計算部２３８により計算された空間距離のデータは
、興味の変化判定部２３９に送られる。
【０３８６】
興味の変化判定部２３９では、静動判定結果においてクリックデータが静止クリックと判
定されたときに入力間時間計算部２３７で計算された時間間隔と位置間距離計算部２３８
で計算された空間距離とを用いて、ユーザの興味対象が変化したか否かを判定する。すな
わち、興味の変化判定部２３９では、例えば、時間間隔と空間距離にそれぞれ所定の重み
付け処理を行い、その重み付け処理後の時間間隔が所定のしきい値（時間）を超えたか否
か、及び、重み付け処理後の空間距離が所定のしきい値（距離）を超えたか否かを調べ、
重み付け処理後の時間間隔が所定のしきい値を超えた時、及び／又は、重み付け処理後の
空間距離が所定のしきい値を超えた時に、ユーザの興味対象が変化したと判定する。興味
の変化判定部２３９において、興味対象の変化判定結果は、興味対象領域分類部２３６に
送られる。
【０３８７】
興味の変化判定部２３９においてユーザの興味対象が変化していないと判定されたとき、
興味対象領域分類部２３６では、現時点で抽出した静止クリックのクリック周辺領域は前
回（過去に）抽出された静止クリックのクリック周辺領域に対応する興味対象領域と同じ
画像領域に含まれると判断し、現時点で抽出した静止クリックのクリック周辺領域を、前
回抽出された静止クリックのクリック周辺領域と同じ興味対象領域に分類（例えば同じ分
類番号を付ける）し、その分類結果を出力する。すなわち、興味対象領域を、例えばオブ
ジェクト毎に分類するような場合には、前述の実施の形態同様に同じオブジェクト番号を
付ける。
【０３８８】
一方、興味の変化判定部２３９においてユーザの興味対象が変化したと判定されたとき、
興味対象領域分類部２３６では、現時点で抽出した静止クリックのクリック周辺領域は前
回（過去に）抽出された静止クリックのクリック周辺領域に対応する興味対象領域には含
まれないとして、現時点での静止クリックのクリック周辺画像に関する蓄積データを出力
した後、クリック周辺領域蓄積部２３５にて過去に蓄積しているデータをリセットする。
続いて、興味対象領域分類部２３６は、現時点で抽出された静止クリックのクリック周辺
領域を、前回抽出された静止クリックのクリック周辺領域とは異なる興味対象領域に分類
（例えば異なる分類番号を付ける）する。すなわち、興味対象領域を、例えばオブジェク
ト毎に分類するような場合には、上述における場合と同様に、異なる新たなオブジェクト
番号を付ける。
【０３８９】
次に、静動判定結果においてクリックデータが動きクリックと判定されたときも同様に、
入力間時間計算部２３７では、前回の動きクリックの入力がなされた時刻と、現在の動き
クリックの入力時刻との時間間隔を計算する。なおこの場合の時間間隔の計算は、現在の
動きクリックの入力時刻と前回の動きクリックの入力時刻との間に、例えば静止クリック
が存在したか否かにかかわらずに行われる。入力間時間計算部２３７により計算された時
間間隔のデータは、興味の変化判定部２３９に送られる。
【０３９０】
また、静動判定結果においてクリックデータが動きクリックと判定されたときも同様に、
位置間距離計算部２３８は、前回の動きクリックの入力がなされたクリック位置と、現在
の動きクリックの入力がなされてクリック位置との間の空間距離を計算する。なお、この
場合の空間距離の計算は、現在の動きクリックの入力位置と前回の動きクリックの入力位
置との間に、例えば静止クリックの入力位置が存在するか否かにかかわらずに行われる。
入力位置間距離計算部２３８により計算された空間距離のデータは、興味の変化判定部２
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３９に送られる。
【０３９１】
さらに、興味の変化判定部２３９は、静動判定結果においてクリックデータが動きクリッ
クと判定されたときに入力間時間計算部２３７で計算された時間間隔と位置間距離計算部
２３８で計算された空間距離とを用いて、ユーザの興味対象が変化したか否かを判定する
。すなわち、興味の変化判定部２３９では、時間間隔と空間距離にそれぞれ所定の重み付
け処理を行い、その重み付け処理後の時間間隔が所定のしきい値（時間）を超えたか否か
、及び、重み付け処理後の空間距離が所定のしきい値（距離）を超えたか否かを調べ、重
み付け処理後の時間間隔が所定のしきい値を超えた時、及び／又は、重み付け処理後の空
間距離が所定のしきい値を超えた時に、ユーザの興味対象が変化したと判定する。興味の
変化判定部２３９において、興味対象の変化判定結果は、興味対象領域分類部２３６に送
られる。
【０３９２】
また、興味対象領域分類部２３６は、興味の変化判定部２３９においてユーザの興味対象
が変化していないと判定されたとき、現時点で抽出した動きクリックのクリック周辺領域
は前回（過去に）抽出された動きクリックのクリック周辺領域に対応する興味対象領域と
同じ画像領域に含まれると判断し、現時点で抽出した動きクリックのクリック周辺領域を
、前回抽出された動きクリックのクリック周辺領域と同じ興味対象領域に分類（例えば同
じ分類番号を付ける）し、その分類結果を出力する。すなわち、興味対象領域を例えばオ
ブジェクト毎に分類するような場合には、同じオブジェクト番号を付ける。
【０３９３】
一方、興味の変化判定部２３９においてユーザの興味対象が変化したと判定されたとき、
興味対象領域分類部２３６では、現時点で抽出した動きクリックのクリック周辺領域は前
回（過去に）抽出された動きクリックのクリック周辺領域に対応する興味対象領域には含
まれないとして、現時点での動きクリックのクリック周辺画像に関する蓄積データを出力
した後、クリック周辺領域蓄積部２３５にて過去に蓄積しているデータをリセットする。
続いて、興味対象領域分類部２３６は、現時点で抽出された動きクリックのクリック周辺
領域を、前回抽出された動きクリックのクリック周辺領域とは異なる興味対象領域に分類
（例えば、異なる分類番号を付ける）する。すなわち、興味対象領域を例えばオブジェク
ト毎に分類するような場合には、異なる新たなオブジェクト番号を付ける。
【０３９４】
図５０のフローチャートを参照して、図４９の変化判定分類部２４０の処理について説明
する。
【０３９５】
ステップＳ２０１として、画像入力部１１からの画像データと、受信装置２のユーザによ
り入力されたクリックデータを取得する。
【０３９６】
次に、ステップＳ２０２として、画像入力部１１より供給された画像データは、入力画像
記憶部２３１に蓄積され、クリックデータ取得部２３０にて取得されたクリックデータは
、クリックデータ記憶部２３２に記憶される。
【０３９７】
次に、ステップＳ２０３として、クリック周辺領域抽出部２３３では、入力画像記憶部２
３１に蓄積された後に読み出された画像より、クリックデータに対応する画像領域（クリ
ック周辺領域）を抽出し、さらに、ステップＳ２０４として、クリック周辺領域蓄積部２
３５では、その抽出したクリック周辺領域のデータを蓄積する。
【０３９８】
次に、ステップＳ２０５として、静動判定部２３４では、上述したようにフレーム間差分
等を用いた静動判定を行う。
【０３９９】
このステップＳ２０５において、クリックデータが静止クリックと判定された場合は、ス
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テップＳ２０６以降の処理に進み、一方、動きクリックと判定された場合は、ステップＳ
２１２以降の処理に進む。
【０４００】
ステップＳ２０５において静止クリックと判定されてステップＳ２０６の処理に進むと、
入力間時間計算部２３７では、前回の静止クリックの入力がなされた時刻と、現在の静止
クリックの入力時刻との時間間隔を計算する。なお、この場合の時間間隔の計算は、現在
の静止クリックの入力時刻と前回の静止クリックの入力時刻との間に、例えば動きクリッ
クが存在したか否かにかかわらずに行われる。
【０４０１】
次に、ステップＳ２０７において、入力位置間距離計算部２３８では、前回の静止クリッ
クの入力がなされたクリック位置（座標位置）と、現在の静止クリックの入力がなされた
クリック位置（座標位置）との間の空間距離を計算する。なお、この場合の空間距離の計
算は、現在の静止クリックの入力位置と前回の静止クリックの入力位置との間に、例えば
動きクリックの入力位置が存在するか否かにかかわらずに行われる。
【０４０２】
次に、ステップＳ２０８の処理として、興味の変化判定部２３９では、ステップＳ２０６
で計算された時間間隔と、ステップＳ２０７で計算された空間距離とを用いて、ユーザの
興味対象が変化したか否かを判定する。すなわち、興味の変化判定部２３９では、上述し
たように、時間間隔と空間距離にそれぞれ所定の重み付け処理を行い、その重み付け処理
後の時間間隔が所定のしきい値（時間）を超えたか否か、及び、重み付け処理後の空間距
離が所定のしきい値（距離）を超えたか否かを調べ、重み付け処理後の時間間隔が所定の
しきい値を超えた時、及び／又は、重み付け処理後の空間距離が所定のしきい値を超えた
時に、ユーザの興味対象が変化したと判定する。このステップＳ２０８において、興味対
象が変化したと判定した場合はステップＳ２０９の処理に進み、興味対象が変化していな
いと判定した場合はステップＳ２１１の処理に進む。
【０４０３】
ステップＳ２０８においてユーザの興味対象が変化していないと判定されてステップＳ２
１１の処理に進むと、興味対象領域分類部２３６では、現時点で抽出した静止クリックの
クリック周辺領域は、前回（過去に）抽出された静止クリックのクリック周辺領域に対応
する興味対象領域と同じ画像領域に含まれると判断し、現時点で抽出した静止クリックの
クリック周辺領域を、前回抽出された静止クリックのクリック周辺領域と同じ興味対象領
域に分類（例えば同じ分類番号を付ける）する。すなわち、興味対象領域を例えばオブジ
ェクト毎に分類するような場合には、上述の実施の形態同様に同じオブジェクト番号を付
ける。このステップＳ２１１の処理後は、ステップＳ２１８に進む。
【０４０４】
一方、ステップＳ２０８においてユーザの興味対象が変化したと判定されてステップＳ２
０９の処理に進むと、興味対象領域分類部２３６では、現時点で抽出した静止クリックの
クリック周辺領域は、前回（過去に）抽出された静止クリックのクリック周辺領域に対応
する興味対象領域には含まれないとして、現時点での静止クリックのクリック周辺画像に
関する蓄積データを出力した後、過去に蓄積しているデータをリセットする。続いて、興
味対象領域分類部２３６では、ステップＳ２１０において、現時点で抽出した静止クリッ
クのクリック周辺領域を、前回抽出された静止クリックのクリック周辺領域とは異なる興
味対象領域に分類（例えば異なる分類番号を付ける）する。すなわち、興味対象領域を例
えばオブジェクト毎に分類するような場合には、上述の実施の形態同様に異なる新たなオ
ブジェクト番号を付ける。このステップＳ２１１の処理後は、ステップＳ２１８に進む。
【０４０５】
これに対し、ステップＳ２０５において動きクリックと判定されてステップＳ２１２の処
理に進むと、興味の変化判定部２３９では、前回の動きクリックの入力がなされた時刻と
、現在の動きクリックの入力時刻との時間間隔を計算する。なおこの場合の時間間隔の計
算は、現在の動きクリックの入力時刻と前回の動きクリックの入力時刻との間に、例えば
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静止クリックが存在したか否かにかかわらずに行われる。
【０４０６】
次に、ステップＳ２１３において、興味の変化判定部２３９は、前回の動きクリックの入
力がなされたクリック位置と、現在の動きクリックの入力がなされてクリック位置との間
の空間距離を計算する。なおこの場合の空間距離の計算は、現在の動きクリックの入力位
置と前回の動きクリックの入力位置との間に、例えば静止クリックの入力位置が存在する
か否かにかかわらずに行われる。
【０４０７】
次に、興味の変化判定部２３９は、ステップＳ２１４の処理として、ステップＳ２１２で
計算された時間間隔と、ステップＳ２１３で計算された空間距離とを用いて、ユーザの興
味対象が変化したか否か判定する。すなわち、興味の変化判定部２３９では、例えば時間
間隔と空間距離にそれぞれ所定の重み付け処理を行い、その重み付け処理後の時間間隔が
所定のしきい値（時間）を超えたか否か、及び、重み付け処理後の空間距離が所定のしき
い値（距離）を超えたか否かを調べ、重み付け処理後の時間間隔が所定のしきい値を超え
た時、及び／又は、重み付け処理後の空間距離が所定のしきい値を超えた時に、ユーザの
興味対象が変化したと判定する。このステップＳ２１４において、興味対象が変化したと
判定した場合はステップＳ２１５の処理に進み、興味対象が変化していないと判定した場
合はステップＳ２１７の処理に進む。
【０４０８】
ステップＳ２１４においてユーザの興味対象が変化していないと判定されてステップＳ２
１７の処理に進むと、興味対象領域分類部２３６は、上述したように現時点で抽出した動
きクリックのクリック周辺領域は、前回（過去に）抽出された動きクリックのクリック周
辺領域に対応する興味対象領域と同じ画像領域に含まれると判断し、現時点で抽出した動
きクリックのクリック周辺領域を、前回抽出された動きクリックのクリック周辺領域に対
応する興味対象領域に分類（例えば同じ分類番号を付ける）する。すなわち、興味対象領
域を例えばオブジェクト毎に分類するような場合には、上述の実施の形態同様に同じオブ
ジェクト番号を付ける。このステップＳ２１７の処理後は、ステップＳ２１８に進む。
【０４０９】
一方、ステップＳ２１４においてユーザの興味対象が変化したと判定されてステップＳ２
１５の処理に進むと、興味対象領域分類部２３６は、現時点で抽出した動きクリックのク
リック周辺領域は、前回（過去に）抽出された動きクリックのクリック周辺領域に対応す
る興味対象領域には含まれないとして、現時点での動きクリックのクリック周辺画像に関
する蓄積データを出力した後、過去に蓄積しているデータをリセットする。続いて、興味
対象領域分類部２３６は、ステップＳ２１６において、現時点で抽出した動きクリックの
クリック周辺領域を、前回抽出された動きクリックのクリック周辺領域とは異なる興味対
象領域に分類（例えば異なる分類番号を付ける）する。すなわち、興味対象領域を例えば
オブジェクト毎に分類するような場合には、上述の実施の形態同様に異なる新たなオブジ
ェクト番号を付ける。このステップＳ２１６の処理後は、ステップＳ２１８に進む。
【０４１０】
ステップＳ２１０、Ｓ２１１、Ｓ２１６、Ｓ２１７の処理後、ステップＳ２１８の処理に
進むと、変化判定分類部２４０は、全ての処理が終了したか否か判定し、終了していない
と判定した場合にはステップＳ２０１に戻り、終了したと判定した場合には、この図５０
の処理を終える。
【０４１１】
次に、図５１のフローチャートを参照して、図５０のステップＳ２０８およびＳ２１４に
て行われる興味対象の変化判定処理の詳細について説明する。
【０４１２】
興味の変化判定部２３９は、ステップＳ２２１として、時間間隔の情報を取得した後、ス
テップＳ２２２として、時間間隔に所定の重み付けを行う。また、興味の変化判定部２３
９は、ステップＳ２２３として、空間距離の情報を取得した後、ステップＳ２２４として
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、空間距離に所定の重み付けを行う。なお、ステップＳ２２１及びＳ２２２と、ステップ
Ｓ２２３及びＳ２２４の処理は、何れを先に行っても良い。ここで、時間間隔に対して施
される重み付けは、例えば時間単位を圧縮（一例としてｍｓ／１０のような圧縮）するよ
うな処理が考えられる。また、空間距離に対する重み付けは、例えば水平、垂直方向にお
ける画素間隔を圧縮するような処理が考えられる。
【０４１３】
次に、ステップＳ２２５の処理に進むと、興味の変化判定部２３９は、重み付け処理後の
時間間隔（ｔ）と、水平、垂直方向における空間距離（ｘ座標とｙ座標）とを用いて３次
元ベクトルを生成し、その３次元ベクトルの大きさを求める。ここでの３次元ベクトルの
大きさとは、クリックデータによる入力位置のｘ座標軸とｙ座標軸に、時間軸（ｔ）を加
えた３次元空間における現在の入力点と前回の入力点との間のユークリッド距離を求める
ことと同値である。このステップＳ２２５の処理後は、ステップＳ２２６に進む。
【０４１４】
ステップＳ２２６の処理に進むと、興味の変化判定部２３９は、ステップＳ２２５で求め
た３次元ベクトルの大きさが、所定のしきい値以下か否かの判定を行う。このステップＳ
２２６において、３次元ベクトルの大きさが所定のしきい値以下の場合は、ステップＳ２
２７にて受信装置２のユーザの興味対象に変化は無いと判定し、しきい値より大きい場合
はステップＳ２２８にてユーザの興味対象に変化が有ったと判定する。
【０４１５】
以上のようにして、変化判定分類部２４０では、受信装置２からのクリックデータに基づ
くユーザの興味対象の変化判定とその分類とを実現している。
【０４１６】
また、このように受信端末２のユーザの興味対象領域を分類可能とすることにより、その
分類された興味対象領域毎に最適の処理を行うことが可能となる。すなわち、例えば、上
述のように分類された、受信端末２のユーザの興味対象領域毎に、例えば、情報量を多く
割り当てて伝送するようにしたり、優先的にその興味対象領域のデータから送信する等の
処理を行うことが可能となる。
【０４１７】
また、興味対象領域２３６において、クリック周辺領域蓄積部２３５から読み出された（
出力された）画像領域について、上述したような空間解像度を向上させるデータ伝送を行
うことも可能となる。
【０４１８】
さらに、この例の場合、例えば、受信装置２のユーザが所望する興味対象領域以外の領域
を誤ってクリックしたような場合でも、そのミスクリックによって誤った興味対象領域判
定を行ってしまうようなことを防止できる。
【０４１９】
さらに、この実施の形態の場合、興味対象領域として、例えばある程度意味をもった一つ
のオブジェクトが、空間的或いは時間的に分離したものであったとしても、オブジェクト
を一つのオブジェクトとして分類可能となり、また、例えば物体のようなオブジェクト以
外の、ある程度意味をもった領域を抽出することも可能となる。
【０４２０】
なお、図３７から図４６までで説明した実施の形態と、図４９から図５１までで説明した
実施の形態とを組み合わせることも可能であることは言うまでもない。この場合、ステッ
プＳ２０６及びステップＳ２０７において、上述した静止クリックについての連続クリッ
ク判定を行い、同様に、ステップＳ２１２及びステップＳ２１３において、上述した動き
クリックについての連続クリック判定を行えば良い。
【０４２１】
次に、図５２は、図１の画像伝送システムの第３の構成例を示している。なお、図中、図
２８における場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下では、その
説明は、適宜省略する。即ち、図５２の画像伝送システムは、交換局３－３が、課金サー
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バ４を有している他は、図２８における場合と基本的に同様に構成されている。
【０４２２】
上述したような、受信装置２から送信装置１に対して、クリックデータ（あるいは、制御
情報）を送信し、送信装置１から受信装置２に対して、そのクリックデータに基づいて、
空間解像度の向上した画像を提供するサービス（以下、適宜、クリックサービスという）
は、無料で行うことも可能であるが、有料で行うことも可能であり、課金サーバ４は、ク
リックサービスを有料で行う場合に、そのクリックサービスの提供に対する代金を徴収す
るための課金処理を行う。
【０４２３】
即ち、図５３は、図５２の課金サーバ４の構成例を示している。
【０４２４】
通信リンク確立検出部３０１には、交換局３－３から所定の情報が供給されるようになっ
ており、通信リンク確立検出部３０１は、交換局３－３からの情報を参照することにより
、送信装置としての端末１、および受信装置としての端末２等の端末どうしの間の通信リ
ンクが確立されたことを検出し、端末認識部３０２に供給する。
【０４２５】
端末認識部３０２は、通信リンク確立検出部３０１から、送信装置１と受信装置２等の、
端末どうしの間の通信リンクが確立された旨の情報（以下、適宜、通信リンク確立情報と
いう）を受信すると、交換局３－３から供給される情報を参照することにより、その通信
リンクが確立された端末を認識し、さらに、その端末に付されているＩＤ(Identificatio
n)（以下、適宜、端末ＩＤという）を認識して、クリック検出部３０３に供給する。
【０４２６】
クリック検出部３０３は、交換局３－３を経由するデータをモニタしており、端末認識部
３０２から受信した端末ＩＤの端末から送信されたクリックデータを検出し、その検出結
果を、クリックデータを送信してきた端末の端末ＩＤとともに、課金処理部３０４に供給
する。
【０４２７】
ここで、例えば、受信装置２は、クリックデータを、自身の端末ＩＤを付加して、送信す
るようになっており、クリック検出部３０３は、交換局３－３を経由するクリックデータ
に付加されている端末ＩＤと、端末認識部３０２から供給される端末ＩＤとを比較するこ
とによって、通信リンクが確立された端末から送信されてくるクリックデータを認識、検
出する。
【０４２８】
ここで、以下、適宜、クリック検出部３０３のクリックデータの検出結果と、端末ＩＤと
の組を、クリック検出情報という。
【０４２９】
課金処理部３０４は、クリック検出部３０３からクリック検出情報を受信すると、そのク
リック検出情報に基づいて、課金データベース３０５の記憶内容を更新する。さらに、課
金処理部３０４は、課金データベース３０５の記憶内容に基づいて、例えば、定期的に（
例えば、１ヶ月に１回など）、課金処理を行う。
【０４３０】
課金データベース３０５は、課金に必要な情報を記憶する。
【０４３１】
次に、図５４のフローチャートを参照して、図５３の課金サーバ４の処理について説明す
る。
【０４３２】
通信リンク確立検出部３０１は、交換局３－３から供給される情報に基づいて、端末どう
しの間の通信リンクが確立されたかどうかを監視しており、例えば、送信装置１と受信装
置２との間の通信リンクが確立されたことを検出すると、通信リンク確立情報を、端末認
識部３０２に供給する。
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【０４３３】
端末認識部３０２は、通信リンク確立検出部３０１から通信リンク確立情報を受信すると
、ステップＳ３０１において、交換局３－３から供給される情報を参照することにより、
その通信リンクが確立された端末としての、例えば、送信装置１と受信装置２それぞれの
端末ＩＤを認識し、クリック検出部３０３に供給する。
【０４３４】
クリック検出部３０３は、端末認識部３０２から端末ＩＤを受信すると、その端末ＩＤが
付加されているクリックデータの検出を開始する。
【０４３５】
そして、ステップＳ３０２に進み、課金処理部３０４は、通信リンクが確立されている端
末からのクリックデータが検出されたかどうかを判定する。ステップＳ３０２において、
通信リンクが確立されている端末からのクリックデータが検出されていないと判定された
場合、即ち、クリック検出部３０３から課金処理部３０４に対して、クリック検出情報が
供給されていない場合、ステップＳ３０３をスキップして、ステップＳ３０４に進む。
【０４３６】
また、ステップＳ３０２において、通信リンクが確立されている端末からのクリックデー
タが検出されたと判定された場合、即ち、クリック検出部３０３から課金処理部３０４に
対して、クリック検出情報が供給された場合、ステップＳ３０３に進み、課金処理部３０
４は、課金データベース３０５の記憶内容を更新する。
【０４３７】
即ち、課金データベース３０５は、端末から発呼を行って通信を開始した場合の通信時間
の他、その端末で行われたクリックの回数や時間等のクリックに関する情報（以下、適宜
、クリック情報という）を、その端末の端末ＩＤと対応付けて記憶しており、ステップＳ
３０３では、課金処理部３０４は、クリック検出情報に基づいて、そのクリック検出情報
に含まれる端末ＩＤに対応付けられているクリック情報を更新する。
【０４３８】
ステップＳ３０３の処理後は、ステップＳ３０４に進み、端末認識部３０２は、通信リン
ク確立検出部３０１からの通信リンク確立情報によって報知された通信リンクが切断され
たかどうかを判定する。
【０４３９】
即ち、通信リンク確立検出部３０１は、端末どうしの間の通信リンクの確立だけでなく、
確立された通信リンクが切断されたかどうかも監視しており、通信リンクが切断された場
合には、その旨の情報としての通信リンク切断情報を、端末認識部３０２に供給するよう
になっている。そして、ステップＳ３０４では、端末認識部３０２は、この通信リンク切
断情報に基づいて、通信リンクが切断されたかどうかを判定する。
【０４４０】
ステップＳ３０４において、通信リンクが切断されていないと判定された場合、ステップ
Ｓ３０２に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０４４１】
また、ステップＳ３０４において、通信リンクが切断されたと判定された場合、端末認識
部３０２は、その切断された通信リンクがはられていた端末によるクリックデータの監視
を終了するように、クリック検出部３０３を制御し、処理を終了する。
【０４４２】
その後、課金処理部３０４は、定期的に、課金データベース３０５を参照することにより
、課金処理を行い、通信料とともに、クリックサービスに対する代金を計算し、例えば、
ユーザの銀行口座等から引き落としする。
【０４４３】
なお、クリックサービスに対する代金は、例えば、１回のクリックあたりの単価を設定し
ておき、クリックの回数に応じて計算することができる。あるいは、クリックサービスに
対する代金は、例えば、単位時間のクリックに対する単価を設定しておき、クリックの時
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間に応じて計算することができる。さらに、クリックの回数と時間の両方に応じて計算す
ること等も可能である。
【０４４４】
次に、上述した一連の処理は、ハードウェアにより行うこともできるし、ソフトウェアに
より行うこともできる。一連の処理をソフトウェアによって行う場合には、そのソフトウ
ェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアとしての送信装置１や受信装置２等に
組み込まれているコンピュータや、汎用のコンピュータ等にインストールされる。
【０４４５】
そこで、図５５は、上述した一連の処理を実行するプログラムがインストールされるコン
ピュータの一実施の形態の構成例を示している。
【０４４６】
プログラムは、コンピュータに内蔵されている記録媒体としてのハードディスク４０５や
ＲＯＭ４０３に予め記録しておくことができる。
【０４４７】
あるいはまた、プログラムは、フロッピーディスク、CD-ROM(Compact Disc Read Only Me
mory)，MO(Magneto optical)ディスク，DVD(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク、
半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体４１１に、一時的あるいは永続的に格納（記録
）しておくことができる。このようなリムーバブル記録媒体４１１は、いわゆるパッケー
ジソフトウエアとして提供することができる。
【０４４８】
なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体４１１からコンピュータにイ
ンストールする他、ダウンロードサイトから、ディジタル衛星放送用の人工衛星を介して
、コンピュータに無線で転送したり、LAN(Local Area Network)、インターネットといっ
たネットワークを介して、コンピュータに有線で転送し、コンピュータでは、そのように
して転送されてくるプログラムを、通信部４０８で受信し、内蔵するハードディスク４０
５にインストールすることができる。
【０４４９】
コンピュータは、CPU(Central Processing Unit)４０２を内蔵している。CPU４０２には
、バス４０１を介して、入出力インタフェース４１０が接続されており、CPU４０２は、
入出力インタフェース４１０を介して、ユーザによって、キーボードや、マウス、マイク
等で構成される入力部４０７が操作等されることにより指令が入力されると、それにした
がって、ROM(Read Only Memory)４０３に格納されているプログラムを実行する。あるい
は、また、CPU４０２は、ハードディスク４０５に格納されているプログラム、衛星若し
くはネットワークから転送され、通信部４０８で受信されてハードディスク４０５にイン
ストールされたプログラム、またはドライブ４０９に装着されたリムーバブル記録媒体４
１１から読み出されてハードディスク４０５にインストールされたプログラムを、RAM(Ra
ndom Access Memory)４０４にロードして実行する。これにより、CPU４０２は、上述した
図４や、図６、図１０、図１４、図２１乃至図２４、図２７、図３０、図３２、図３４、
図３６、図３８、図３９、図４１、図４３乃至図４５、図５０、図５１、図５４に示した
フローチャートにしたがった処理、あるいは上述した図３、図５、図７、図８、図１１乃
至図１３、図１７、図２５、図２９、図３１、図３３、図３５、図３７、図４７乃至図４
９、図５３のブロック図の構成により行われる処理を行う。そして、CPU４０２は、その
処理結果を、必要に応じて、例えば、入出力インタフェース４１０を介して、LCD(Liquid
 CryStal Display)やスピーカ等で構成される出力部４０６から出力、あるいは、通信部
４０８から送信、さらには、ハードディスク４０５に記録等させる。
【０４５０】
ここで、本明細書において、コンピュータに各種の処理を行わせるためのプログラムを記
述する処理ステップは、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に
処理する必要はなく、並列的あるいは個別に実行される処理（例えば、並列処理あるいは
オブジェクトによる処理）も含むものである。
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【０４５１】
また、プログラムは、１のコンピュータにより処理されるものであっても良いし、複数の
コンピュータによって分散処理されるものであっても良い。さらに、プログラムは、遠方
のコンピュータに転送されて実行されるものであっても良い。
【０４５２】
なお、本実施の形態では、送信装置１において階層符号化を行い、どの階層のデータまで
を送信するかによって、受信装置２で表示される画像の時間解像度および空間解像度を変
えるようにしたが、受信装置２で表示される画像の時間解像度および空間解像度の変更は
、その他、例えば、送信装置１において、画像を離散コサイン変換するようにして、どの
次数までの係数を送信するかや、あるいは、量子化を行うようにして、その量子化ステッ
プを変更すること等によって行うことも可能である。
【０４５３】
また、時間解像度および空間解像度の変更は、送信装置１における画像の符号化方式を変
更することによって行うことも可能である。即ち、通常の時間解像度で画像の表示を行う
場合には、例えば、オブジェクトについては、送信装置１（の符号化部３１）において、
その輪郭をチェイン符号化するとともに、オブジェクトを構成する画素値（色）の平均値
を、その代表値として求め、それらをハフマン符号化等のエントロピー符号化を行い、受
信装置２では、オブジェクトの領域内を、その代表値としての色で塗ったものを表示する
ようにし、時間解像度を犠牲にして、空間解像度を向上させた画像の表示を行う場合には
、上述したように、階層符号化を用いるようにすることが可能である。
【０４５４】
さらに、本実施の形態では、画像の時間解像度を犠牲にして、その空間解像度を向上させ
るようにしたが、その逆に、空間解像度を犠牲にして、時間解像度を向上させるようにす
ることも可能である。なお、いずれの解像度を向上させるか（または犠牲にするか）は、
例えば、クリックデータ等の制御情報に含めて、受信装置２から送信装置１に送信するよ
うにすることができる。
【０４５５】
また、本実施の形態では、時間解像度と空間解像度を対象としたが、本発明は、その他、
例えば、レベル方向の解像度（以下、適宜、レベル解像度という）を対象とすることも可
能である。即ち、例えば、データに割り当てるビット数を増減することにより、時間解像
度や空間解像度を増減することが可能である。この場合、例えば、画像については、時間
解像度や空間解像度の変化に伴い、階調が変化することになる。なお、レベル解像度の変
更は、例えば、上述したような量子化ステップの変更等によって行うことが可能である。
【０４５６】
さらに、本実施の形態では、時間解像度を犠牲にして、画像の一部の領域（優先範囲）内
の空間解像度を向上させるようにしたが、画像全体の空間解像度を向上させるようにする
ことも可能である。
【０４５７】
また、時間解像度を犠牲にせず、即ち、時間解像度を維持したまま、画像の一部分の空間
解像度を犠牲にして、他の部分の空間解像度を向上させることも可能である。
【０４５８】
さらに、本実施の形態では、画像を、背景とオブジェクトとに分離して処理を行うように
したが、そのような分離を行わずに処理を行うことも可能である。
【０４５９】
その他、本発明は、画像データだけでなく、音声データにも適用可能である。なお、音声
データについては、例えば、サンプリング周波数が時間解像度に対応し、音声データへの
割り当てビット量がレベル解像度に対応することとなる。
【０４６０】
また、図４９に示した変化判定分類部２４０による処理は、例えば、音声信号に含まれる
ある基本周波数により、音声の特徴量（例えば、ピッチ、人の声の所望の部分、音楽にお
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ける各楽器など）を抽出するような場合にも適用可能である。
【０４６１】
さらに、オブジェクト抽出部１４や１０１４、変化判定分類部２４０における処理は、い
わゆるオブジェクト符号化に適用することができる。即ち、オブジェクト抽出部１４や１
０１４、変化判定分類部２４０における処理によれば、オブジェクトを抽出することがで
きるから、この処理によって抽出したオブジェクトは、そのオブジェクトの輪郭または領
域を表す情報と、その動きを表す情報等を求めるオブジェクト符号化によって符号化し、
伝送したり、あるいは記録したりすることが可能である。
【０４６２】
また、受信装置２では、クリックデータを用いて、オブジェクト抽出部１０１４の処理と
同様の処理を行い、オブジェクトを抽出するようにすることが可能である。この場合、受
信装置２において、抽出したオブジェクトを記憶しておくようにすることにより、オブジ
ェクトのデータベースを構築することが可能となる。
【０４６３】
【発明の効果】
　本発明の送信装置および送信方法、並びに第１の記録媒体によれば、受信装置から送信
される制御情報が受信され、画像データが入力され、入力された画像データから背景画像
データとオブジェクト画像データが抽出され、制御情報に応じて、受信装置に送信される
画像データの伝送レートが所定伝送レート内に収まるように、背景画像データおよびオブ
ジェクト画像データの時間、空間、レベル方向のうち少なくとも空間方向を含む２方向の
解像度を対象とし、対象とされた２方向の解像度のうち一方の方向の解像度が劣化される
とともに、他方の方向の解像度が向上されるように制御され、解像度が制御された画像デ
ータが、伝送路を介して所定伝送レートで受信装置に送信される。そして、解像度を制御
された背景画像データの空間方向の解像度が、送信済みの背景画像データの空間方向の解
像度より高い場合、背景画像データが受信装置に送信し、低い場合、送信しない。従って
、例えば、受信装置において表示される画像の空間方向の解像度を、より向上させること
等が可能となる。
【０４６４】
　本発明の受信装置および受信方法、並びに第２の記録媒体によれば、制御情報に基づい
て画像データの時間、空間、レベル方向のうち少なくとも２方向の解像度を制御する送信
装置に、制御情報が送信され、制御情報に基づいて解像度制御された、送信装置から送信
される画像データが受信され、受信された画像データが一時記憶され、記憶された画像デ
ータが表示される。そして、受信された画像データの所定の方向の解像度が、受信された
画像データに対応する、記憶された画像データの所定の方向の解像度より高い場合、受信
された画像データが上書きされ、低い場合、上書きされない。従って、例えば、表示され
る画像の空間解像度を、より向上させること等が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した伝送システムの一実施の形態の構成例を示す図である。
【図２】図１の伝送システムの第１の詳細構成例を示す図である。
【図３】図１の送信装置（端末）１の構成例を示すブロック図である。
【図４】図３の送信装置の処理を説明するためのフローチャートである。
【図５】図１の受信装置（端末）２の構成例を示すブロック図である。
【図６】図５の受信装置２の処理を説明するためのフローチャートである。
【図７】図３の送信処理部１６の構成例を示すブロック図である。
【図８】図７の符号化部３１の構成例を示すブロック図である。
【図９】階層符号化／復号を説明するための図である。
【図１０】図７の送信処理部１６による送信処理を説明するためのフローチャートである
。
【図１１】図５の受信処理部２１の構成例を示すブロック図である。
【図１２】図１１の復号部５３の構成例を示すブロック図である。
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【図１３】図５の合成処理部２２の構成例を示すブロック図である。
【図１４】図１３の合成処理部２２による合成処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１５】図５の画像出力部２３における画像の表示例を示す図である。
【図１６】図１の送信装置１から受信装置２に送信される画像の空間解像度と時間解像度
との関係を説明するための図である。
【図１７】図３のオブジェクト抽出部１４の構成例を示すブロック図である。
【図１８】図１７の初期領域分割部８３の処理を説明するための図である。
【図１９】図１７の領域併合部８４の処理を説明するための図である。
【図２０】図１７の融合領域処理部８５および分離領域処理部８６の処理を説明するため
の図である。
【図２１】図１７のオブジェクト抽出部１４によるオブジェクト抽出処理を説明するため
のフローチャートである。
【図２２】図２１のステップＳ４３における領域併合処理の詳細を説明するためのフロー
チャートである。
【図２３】図２１のステップＳ４４における融合領域処理の詳細を説明するためのフロー
チャートである。
【図２４】図２１のステップＳ４４における分離領域処理の詳細を説明するためのフロー
チャートである。
【図２５】図７の制御部３５の構成例を示すブロック図である。
【図２６】オブジェクトの特徴量を説明するための図である。
【図２７】図２５の制御部３５の処理の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図２８】図１の伝送システムの第２の詳細構成例を示す図である。
【図２９】図２８の送信装置１の構成例を示すブロック図である。
【図３０】図２９の送信装置１の処理を説明するためのフローチャートである。
【図３１】図２８の受信装置２の構成例を示すブロック図である。
【図３２】図３１の受信装置２の処理を説明するためのフローチャートである。
【図３３】図２９の送信処理部１０１６の構成例を示すブロック図である。
【図３４】図３３の送信処理部１０１６による送信処理を説明するためのフローチャート
である。
【図３５】図３１の合成処理部１０２２の構成例を示すブロック図である。
【図３６】図３５の合成処理部による合成処理を説明するためのフローチャートである。
【図３７】図２９のオブジェクト抽出部１０１４の具体的構成例を示す図である。
【図３８】動きオブジェクト画像又は静止オブジェクト画像の抽出処理を説明するフロー
チャートである。
【図３９】静動判定処理を説明するフローチャートである。
【図４０】フレーム間差分の計算方法を説明する図である。
【図４１】連続クリック判定処理を説明するフローチャートである。
【図４２】オブジェクト番号の付け方を説明する図である。
【図４３】静止オブジェクト連結処理を説明するフローチャートである。
【図４４】動きオブジェクト連結処理を説明するフローチャートである。
【図４５】オブジェクト抽出処理を説明するフローチャートである。
【図４６】オブジェクト抽出方法を説明する図である。
【図４７】図３１の合成処理部１０２２の他の構成例を示すブロック図である。
【図４８】図２８の送信装置１の他の構成例を示すブロック図である。
【図４９】図４８の変化判定分類部２４０の構成例を示すブロック図である。
【図５０】変化判定分類部２４０での興味対象領域の変化、及び興味対象領域の分類処理
を説明するフローチャートである。
【図５１】興味の変化判定処理を説明するフローチャートである。
【図５２】図１の伝送システムの第３の詳細構成例を示す図である。
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【図５３】図５２の課金サーバ４の構成例を示すブロック図である。
【図５４】図５３の課金サーバ４の処理を説明するフローチャートである。
【図５５】本発明を適用したコンピュータの一実施の形態の構成例を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
１　端末（送信装置），　１－１　ビデオカメラ部，　１－２　表示部，　１－３　キー
部，　１－４　スピーカ，　１－５　マイク，　２　端末（受信装置），　２－１　ビデ
オカメラ部，　２－２　表示部，　２－３　キー部，　２－４　スピーカ，　２－５　マ
イク，　３－１，３－２　無線基地局，　３－３　交換局，　４　課金サーバ，　１１　
画像入力部，　１２　前処理部，　１３　背景抽出部，　１４　オブジェクト抽出部，　
１５　付加情報算出部，　１６　送信処理部，　２１　受信処理部，　２２　合成処理部
，　２３　画像出力部，２４　制御情報入力部，　２５　制御情報送信部，　３１　符号
化部，　３２ＭＵＸ，　３３　送信部，　３４　データ量計算部，　３５　制御部，　４
１Ｂ，４１Ｆ　差分計算部，　４２Ｂ，４２Ｆ　階層符号化部，　４３Ｂ，４３Ｆ記憶部
，　４４Ｂ，４４Ｆ　ローカルデコーダ，　４５　ＶＬＣ部，　５１　受信部，　５２　
ＤＭＵＸ，　５３　復号部，　６１Ｂ，６１Ｆ　加算器，　６２Ｂ，６２Ｆ　記憶部，　
６３　逆ＶＬＣ部，　７１　背景書き込み部，　７２オブジェクト書き込み部，　７３　
背景メモリ，　７４　背景フラグメモリ，７５　オブジェクトメモリ，　７６　オブジェ
クトフラグメモリ，　７７　合成部，　７８　表示メモリ，　７９　サブウインドウメモ
リ，　１４１　バス，１４２　ＣＰＵ，　１４３　ＲＯＭ，　１４４　ＲＡＭ，　１４５
　入出力インタフェース，　１４６　表示部，　１４７　入力部，　１４８　通信部，　
１４９　ドライブ，　２０１　画像用メモリ，　２０２　クリックデータ用メモリ，　２
０３　静動判定部，　２０４　連続クリック判定部，　２０５　処理判定部，　２０６乃
至２０８　切換選択スイッチ，　２０９　オブジェクト番号割り当て部，　２１０　動き
オブジェクト連結処理部，　２１１　静止オブジェクト連結処理部，　２１２　オブジェ
クト番号用メモリ，　２１３　オブジェクト画像抽出部，　２１４　オブジェクト抽出結
果用メモリ，　２３１　入力画像記憶部，　２３２　クリックデータ記憶部，　２３３　
クリック周辺領域抽出部，　２３４　静動判定部，　２３５　クリック周辺領域蓄積部，
　２３６　興味対象領域分類部，　２３７　入力間時間計算部，　２３８　入力位置間距
離計算部，２３９　興味の変化判定部，　３０１　通信リンク確立検出部，　３０２　端
末認識部，　３０３　クリック検出部，　３０４　課金処理部，　３０５　課金データベ
ース，　４０１　バス，　４０２　CPU，　４０３　ROM，　４０４　RAM，　４０５　ハ
ードディスク，　４０６　出力部，　４０７　入力部，　４０８　通信部，　４０９　ド
ライブ，　４１０　入出力インタフェース，　４１１リムーバブル記録媒体，　１０１３
　背景抽出部，　１０１４　オブジェクト抽出部，　１０１６　送信処理部，　１０２２
　合成処理部，　１０２４　クリックデータ入力部，　１０２５　クリックデータ送信部
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