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(57)【要約】
　ビデオのイントラ予測方法及びその装置に係り、該ビ
デオのイントラ予測方法は、現在ブロックのイントラ予
測に利用される所定個数の周辺ピクセルの利用可能性を
判断し、利用不可能な第１周辺ピクセルが存在する場合
、第１周辺ピクセルを基準にして、既定方向に所定個数
の周辺ピクセルを検索し、利用可能な第２周辺ピクセル
を検索し、第１周辺ピクセルのピクセル値を、検索され
た第２周辺ピクセルのピクセル値に代替し、所定位置の
第１周辺ピクセルを除き、他の位置の利用不可能な第３
周辺ピクセルについては、所定方向にすぐ隣接した周辺
ピクセルを利用した代替過程が遂行される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオのイントラ予測方法において、
　前記ビデオを構成するピクチャを階層的構造に分割したブロックのうち現在ブロックの
イントラ予測に利用される所定個数の周辺ピクセルの利用可能性を判断する段階と、
　前記所定個数の周辺ピクセルのうち利用不可能な第１周辺ピクセルが存在する場合、前
記第１周辺ピクセルを基準にして、既定方向に、前記所定個数の周辺ピクセルを検索し、
利用可能な第２周辺ピクセルを検索する段階と、
　前記第１周辺ピクセルのピクセル値を、前記検索された第２周辺ピクセルのピクセル値
に代替する段階と、
　前記代替された第１周辺ピクセルを含む前記所定個数の周辺ピクセルを利用して、前記
現在ブロックに対するイントラ予測を行う段階と、を含むことを特徴とするビデオのイン
トラ予測方法。
【請求項２】
　前記所定個数の周辺ピクセルの利用可能性を判断する段階は、
　インター予測された周辺ブロック、または前記現在ブロックが属したスライスと異なる
スライスに属した周辺ブロックに含まれた周辺ピクセルを、利用不可能であると判断する
ことを特徴とする請求項１に記載のビデオのイントラ予測方法。
【請求項３】
　前記第１周辺ピクセルは、前記所定個数の周辺ピクセルのうち既定位置のピクセルであ
り、
　前記第２周辺ピクセルを検索する段階は、
　前記第１周辺ピクセルを基準にして、既定方向に、前記所定個数の周辺ピクセルを検索
し、最初に検索された利用可能な周辺ピクセルを、前記第２周辺ピクセルとして決定する
ことを特徴とする請求項１に記載のビデオのイントラ予測方法。
【請求項４】
　前記第１周辺ピクセルは、前記現在ブロックの左上側コーナーに位置した周辺ピクセル
であり、
　前記第２周辺ピクセルを検索する段階は、
　前記第１周辺ピクセルを基準にして、左側から右側の方向に、前記現在ブロックの上側
及び右上側の周辺ピクセルを検索し、前記現在ブロックの上側及び右上側の周辺ピクセル
のうち利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合、前記第１周辺ピクセルを基準にし
て、上側から下側の方向に、前記現在ブロックの左側及び左下側の周辺ピクセルを検索し
、前記第２周辺ピクセルを検索することを特徴とする請求項３に記載のビデオのイントラ
予測方法。
【請求項５】
　前記第１周辺ピクセルは、前記現在ブロックの左上側コーナーに位置した周辺ピクセル
であり、
　前記第２周辺ピクセルを検索する段階は、
　前記第１周辺ピクセルを基準にして、上側から下側の方向に、前記現在ブロックの左側
及び左下側の周辺ピクセルを検索し、前記現在ブロックの左側及び左下側の周辺ピクセル
のうち利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合、前記第１周辺ピクセルを基準にし
て、左側から右側の方向に、前記現在ブロックの上側及び右上側の周辺ピクセルを検索し
、前記第２周辺ピクセルを検索することを特徴とする請求項３に記載のビデオのイントラ
予測方法。
【請求項６】
　前記第１周辺ピクセルは、前記現在ブロックの左上側コーナーに位置した周辺ピクセル
であり、
　前記第２周辺ピクセルを検索する段階は、
　前記第１周辺ピクセルを基準にして、上側から下側の方向に、前記現在ブロックの左側
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及び左下側の周辺ピクセルを検索し、利用可能な左側周辺ピクセルを決定し、前記第１周
辺ピクセルを基準にして、左側から右側の方向に、前記現在ブロックの上側及び右上側の
周辺ピクセルを検索し、利用可能な上側周辺ピクセルを決定し、
　前記検索された利用可能な左側周辺ピクセル及び上側周辺ピクセルの平均値を利用して
、前記第１周辺ピクセルのピクセル値を代替することを特徴とする請求項３に記載のビデ
オのイントラ予測方法。
【請求項７】
　前記第１周辺ピクセルは、前記現在ブロックの左上側コーナーに位置した周辺ピクセル
であり、
　前記第２周辺ピクセルを検索する段階は、
　前記第１周辺ピクセルを基準にして、上側から下側の方向に、前記現在ブロックの左側
及び左下側の周辺ピクセルを検索し、利用可能な左側周辺ピクセルを決定し、前記第１周
辺ピクセルを基準にして、左側から右側の方向に、前記現在ブロックの上側及び右上側の
周辺ピクセルを検索し、利用可能な上側周辺ピクセルを決定し、前記検索された左側周辺
ピクセル及び上側周辺ピクセルのうち、前記第１周辺ピクセルとの距離がさらに近い周辺
ピクセルを、前記第２周辺ピクセルとして決定することを特徴とする請求項３に記載のビ
デオのイントラ予測方法。
【請求項８】
　前記第１周辺ピクセルは、前記現在ブロックの左側及び左下側に位置した周辺ピクセル
のうち最左下側に位置した周辺ピクセルであり、
　前記第２周辺ピクセルを検索する段階は、
　前記第１周辺ピクセルを基準にして、下側から上側の方向に、前記現在ブロックの左側
及び左下側に位置した周辺ピクセルを検索し、前記現在ブロックの左側及び左下側に位置
した周辺ピクセルのうち利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合、前記現在ブロッ
クの上側及び右上側の周辺ピクセルを、左側から右側の方向に検索し、前記第２周辺ピク
セルを検索することを特徴とする請求項３に記載のビデオのイントラ予測方法。
【請求項９】
　前記第１周辺ピクセルは、前記現在ブロックの上側及び右上側に位置した周辺ピクセル
のうち最右上側に位置した周辺ピクセルであり、
　前記第２周辺ピクセルを検索する段階は、
　前記第１周辺ピクセルを基準にして、右側から左側の方向に、前記現在ブロックの上側
及び右上側に位置した周辺ピクセルを検索し、前記現在ブロックの上側及び右上側に位置
した周辺ピクセルのうち利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合、前記現在ブロッ
クの左側及び左下側の周辺ピクセルを、上側から下側の方向に検索し、前記第２周辺ピク
セルを検索することを特徴とする請求項３に記載のビデオのイントラ予測方法。
【請求項１０】
　利用不可能な第３周辺ピクセルが存在する場合、前記既定方向に基づいて、以前に検索
された隣接した周辺ピクセルのピクセル値を利用して、前記第３周辺ピクセルのピクセル
値を代替する段階をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載のビデオのイントラ予測
方法。
【請求項１１】
　前記第１周辺ピクセルは、前記現在ブロックの左上側コーナーに位置した周辺ピクセル
であり、
　前記利用不可能な第３周辺ピクセルが、前記現在ブロックの上側に位置した場合、最も
左側の第３周辺ピクセルから順次に、前記第３周辺ピクセルの左側に隣接した周辺ピクセ
ルを利用して、第３周辺ピクセルを代替し、前記利用不可能な第３周辺ピクセルが、前記
現在ブロックの左側に位置した場合、最も上側の第３周辺ピクセルから順次に、前記第３
周辺ピクセルの上側に隣接した周辺ピクセルを利用して、第３周辺ピクセルを代替するこ
とを特徴とする請求項１０に記載のビデオのイントラ予測方法。
【請求項１２】
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　前記第１周辺ピクセルは、前記現在ブロックの最左下側コーナーに位置した周辺ピクセ
ルであり、
　前記利用不可能な第３周辺ピクセルが、前記現在ブロックの左側に位置した場合、最も
下側の第３周辺ピクセルから順次に、前記第３周辺ピクセルの下側に隣接した周辺ピクセ
ルを利用して、第３周辺ピクセルを代替し、前記利用不可能な第３周辺ピクセルが、前記
現在ブロックの上側に位置した場合、最も左側の第３周辺ピクセルから順次に、前記第３
周辺ピクセルの左側に隣接した周辺ピクセルを利用して、第３周辺ピクセルを代替するこ
とを特徴とする請求項１０に記載のビデオのイントラ予測方法。
【請求項１３】
　前記第１周辺ピクセルは、前記現在ブロックの最右上側コーナーに位置した周辺ピクセ
ルであり、
　前記利用不可能な第３周辺ピクセルが、前記現在ブロックの上側に位置した場合、最も
右側の第３周辺ピクセルから順次に、前記第３周辺ピクセルの右側に隣接した周辺ピクセ
ルを利用して、第３周辺ピクセルを代替し、前記利用不可能な第３周辺ピクセルが、前記
現在ブロックの左側に位置した場合、最も上側の第３周辺ピクセルから順次に、前記第３
周辺ピクセルの上側に隣接した周辺ピクセルを利用して、第３周辺ピクセルを代替するこ
とを特徴とする請求項１０に記載のビデオのイントラ予測方法。
【請求項１４】
　前記検索された第２周辺ピクセルのピクセル値に代替する段階は、
　前記所定個数の周辺ピクセルのうち、前記利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場
合、前記第１周辺ピクセルのピクセル値を所定値に代替することを特徴とする請求項１に
記載のビデオのイントラ予測方法。
【請求項１５】
　ビデオのイントラ予測装置において、
　前記ビデオを構成するピクチャを階層的構造に分割したブロックのうち現在ブロックの
イントラ予測に利用される所定個数の周辺ピクセルの利用可能性を判断する利用可能性判
断部と、
　前記所定個数の周辺ピクセルのうち利用不可能な第１周辺ピクセルが存在する場合、前
記第１周辺ピクセルを基準にして、既定方向に、前記所定個数の周辺ピクセルを検索し、
利用可能な第２周辺ピクセルを検索し、前記第１周辺ピクセルのピクセル値を、前記検索
された第２周辺ピクセルのピクセル値に代替する代替部と、
　前記代替された第１周辺ピクセルを含む前記所定個数の周辺ピクセルを利用して、前記
現在ブロックに対するイントラ予測を行うイントラ予測遂行部と、を含むことを特徴とす
るビデオのイントラ予測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビデオのイントラ予測に係り、さらに具体的には、周辺ピクセルの利用を制
限する制限イントラ予測モードで利用不可能な周辺ピクセルを代替し、参照ピクセルとし
て利用するビデオのイントラ予測方法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＰＥＧ（moving　picture　experts　group）－１、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４、
Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ（advanced　video　coding）のような映像圧縮方式
では、映像を符号化するために、１枚のピクチャをマクロブロックに分ける。そして、イ
ンター予測及びイントラ予測で利用可能な全ての符号化モードで、それぞれのマクロブロ
ックを符号化した後、マクロブロックの符号化に所要するビット率と、原マクロブロック
と復号化されたマクロブロックとの歪曲程度とにより、符号化モードを一つ選択してマク
ロブロックを符号化する。
【０００３】
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　高解像度または高画質のビデオコンテンツを再生、保存することができるハードウェア
の開発及び普及によって、高解像度または高画質のビデオコンテンツを効果的に符号化し
たり復号化するビデオコーデックスの必要性が増大している。既存のビデオコーデックス
によれば、ビデオは、所定サイズのマクロブロックに基づいて制限された予測モードによ
って符号化されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、イントラ予測に利用される周辺ピクセルが制
限される制限イントラ予測モードで利用不可能な周辺ピクセルを代替する方法を提供する
ためのものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ビデオのイントラ予測方法は、現在ブロックのイントラ予測に利用される所定個数の周
辺ピクセルの利用可能性を判断し、利用不可能な第１周辺ピクセルが存在する場合、第１
周辺ピクセルを基準にして、既定方向に所定個数の周辺ピクセルを検索し、利用可能な第
２周辺ピクセルを検索し、第１周辺ピクセルのピクセル値を、検索された第２周辺ピクセ
ルのピクセル値に代替する。所定位置の第１周辺ピクセルを除き、他の位置の利用不可能
な第３周辺ピクセルについては、所定方向にすぐ隣接した周辺ピクセルを利用した代替過
程が遂行される。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、利用不可能な周辺ピクセルを、既定の検索方向に基づいて利用可能な
周辺ピクセルを検索し、代替過程に利用することにより、イントラ予測に利用される参照
ピクセルを決定する過程の複雑度を低減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態によるビデオ符号化装置のブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態によるビデオ復号化装置のブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態による符号化単位の概念を図示する図面である。
【図４】本発明の一実施形態による、符号化単位に基づく映像符号化部のブロック図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態による、符号化単位に基づく映像復号化部のブロック図であ
る。
【図６】本発明の一実施形態による、深度別符号化単位及びパーティションを図示する図
面である。
【図７】本発明の一実施形態による、符号化単位及び変換単位の関係を図示する図面であ
る。
【図８】図８は本発明の一実施形態による深度別符号化情報を図示する図面である。
【図９】本発明の一実施形態による深度別符号化単位を図示する図面である。
【図１０】本発明の一実施形態による、符号化単位、予測単位及び周波数変換単位の関係
を図示する図面である。
【図１１】本発明の一実施形態による、符号化単位、予測単位及び周波数変換単位の関係
を図示する図面である。
【図１２】本発明の一実施形態による、符号化単位、予測単位及び周波数変換単位の関係
を図示する図面である。
【図１３】表１の符号化モード情報による、符号化単位、予測単位及び変換単位の関係を
図示する図面である。
【図１４】本発明の一実施形態による予測単位の大きさによるイントラ予測モードの個数
を図示する図面である。
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【図１５】本発明の一実施形態による、多様な方向性を有するイントラ予測モードについ
て説明するための参照図である。
【図１６】本発明の一実施形態によって、（ｄｘ，ｄｙ）の方向性を有する延長線上に位
置した周辺ピクセルと現在ピクセルとの関係について説明するための図面である。
【図１７】本発明の一実施形態によるイントラ予測モード方向を示した図面である。
【図１８】本発明の一実施形態によるイントラ予測モード方向を示した図面である。
【図１９】本発明の一実施形態による、３３の方向性を有するイントラ予測モードの方向
を示した図面である。
【図２０】本発明の一実施形態による、周辺ブロックの類型によって、現在ブロックのイ
ントラ予測時、利用不可能な周辺ピクセルを示した図面である。
【図２１】本発明の一実施形態による、利用不可能な周辺ピクセルを代替する過程につい
て説明するための図面である。
【図２２】本発明の他の実施形態による、利用不可能な周辺ピクセルを代替する過程につ
いて説明するための図面である。
【図２３】本発明のさらに他の実施形態による、利用不可能な周辺ピクセルを代替する過
程について説明するための図面である。
【図２４】本発明の一実施形態によるイントラ予測装置の構成を示す図面である。
【図２５Ａ】現在ブロック周辺のフィルタリングされる周辺ピクセルを示した図面である
。
【図２５Ｂ】現在ブロックの周辺ピクセルのフィルタリング過程について説明するための
参照図である。
【図２６】本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法を示したフローチャート
である。
【図２７Ａ】一実施形態によるプログラムが保存されたディスクの物理的構造を例示する
図面である。
【図２７Ｂ】ディスクを利用してプログラムを記録して判読するためのディスクドライブ
を図示する図面である。
【図２８】コンテンツ流通サービス（content　distribution　service）を提供するため
のコンテンツ供給システム（content　supply　system）の全体的構造を図示する図面で
ある。
【図２９】一実施形態による本発明のビデオ符号化方法及びビデオ復号化方法が適用され
る携帯電話の外部構造図示する図面である。
【図３０】一実施形態による本発明のビデオ符号化方法及びビデオ復号化方法が適用され
る携帯電話の内部構造を図示する図面である。
【図３１】本発明による通信システムが適用されたデジタル放送システムを図示する図面
である。
【図３２】本発明の一実施形態によるビデオ符号化装置及びビデオ復号化装置を利用する
クラウドコンピューティングシステムのネットワーク構造を図示する図面である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法は、前記ビデオを構成するピクチ
ャを階層的構造に分割したブロックのうち現在ブロックのイントラ予測に利用される所定
個数の周辺ピクセルの利用可能性を判断する段階と、前記所定個数の周辺ピクセルのうち
利用不可能な第１周辺ピクセルが存在する場合、前記第１周辺ピクセルを基準にして、既
定方向に前記所定個数の周辺ピクセルを検索し、利用可能な第２周辺ピクセルを検索する
段階と、前記第１周辺ピクセルのピクセル値を、前記検索された第２周辺ピクセルのピク
セル値に代替する段階と、前記代替された第１周辺ピクセルを含む前記所定個数の周辺ピ
クセルを利用して、前記現在ブロックに対するイントラ予測を行う段階と、を含むことを
特徴とする。
【０００９】
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　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、所定個数の周辺ピクセ
ルの利用可能性を判断する段階は、インター予測された周辺ブロック、または前記現在ブ
ロックが属したスライスと異なるスライスに属した周辺ブロックに含まれた周辺ピクセル
を利用不可能であると判断する。
【００１０】
　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、第１周辺ピクセルは、
前記所定個数の周辺ピクセルのうち既定位置のピクセルであり、前記第２周辺ピクセルを
検索する段階は、前記第１周辺ピクセルを基準にして、既定方向に前記所定個数の周辺ピ
クセルを検索し、最初に検索された利用可能な周辺ピクセルを、前記第２周辺ピクセルと
して決定することができる。
【００１１】
　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、前記第１周辺ピクセル
は、前記現在ブロックの左上側コーナーに位置した周辺ピクセルであり、前記第２周辺ピ
クセルを検索する段階は、前記第１周辺ピクセルを基準にして、左側から右側の方向に、
前記現在ブロックの上側及び右上側の周辺ピクセルを検索し、前記現在ブロックの上側及
び右上側の周辺ピクセルのうち利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合、前記第１
周辺ピクセルを基準にして、上側から下側の方向に、前記現在ブロックの左側及び左下側
の周辺ピクセルを検索し、前記第２周辺ピクセルを検索することができる。
【００１２】
　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、前記第１周辺ピクセル
は、前記現在ブロックの左上側コーナーに位置した周辺ピクセルであり、前記第２周辺ピ
クセルを検索する段階は、前記第１周辺ピクセルを基準にして、上側から下側の方向に、
前記現在ブロックの左側及び左下側の周辺ピクセルを検索し、前記現在ブロックの左側及
び左下側の周辺ピクセルのうち利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合、前記第１
周辺ピクセルを基準にして、左側から右側の方向に、前記現在ブロックの上側及び右上側
の周辺ピクセルを検索し、前記第２周辺ピクセルを検索することができる。
【００１３】
　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、前記第１周辺ピクセル
は、前記現在ブロックの左上側コーナーに位置した周辺ピクセルであり、前記第２周辺ピ
クセルを検索する段階は、前記第１周辺ピクセルを基準にして、上側から下側の方向に、
前記現在ブロックの左側及び左下側の周辺ピクセルを検索し、利用可能な左側周辺ピクセ
ルを決定し、前記第１周辺ピクセルを基準にして、左側から右側の方向に、前記現在ブロ
ックの上側及び右上側の周辺ピクセルを検索し、利用可能な上側周辺ピクセルを決定し、
前記検索された利用可能な左側周辺ピクセル及び上側周辺ピクセルの平均値を利用して、
前記第１周辺ピクセルのピクセル値を代替することができる。
【００１４】
　本発明の他の実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、前記第１周辺ピクセ
ルは、前記現在ブロックの左上側コーナーに位置した周辺ピクセルであり、前記第２周辺
ピクセルを検索する段階は、前記第１周辺ピクセルを基準にして、上側から下側の方向に
、前記現在ブロックの左側及び左下側の周辺ピクセルを検索し、利用可能な左側周辺ピク
セルを決定し、前記第１周辺ピクセルを基準にして、左側から右側の方向に、前記現在ブ
ロックの上側及び右上側の周辺ピクセルを検索し、利用可能な上側周辺ピクセルを決定し
、前記検索された左側周辺ピクセル及び上側周辺ピクセルのうち、前記第１周辺ピクセル
との距離がさらに近い周辺ピクセルを、前記第２周辺ピクセルとして決定することができ
る。
【００１５】
　本発明のさらに他の実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、前記第１周辺
ピクセルは、前記現在ブロックの左側及び左下側に位置した周辺ピクセルのうち最左下側
に位置した周辺ピクセルであり、前記第２周辺ピクセルを検索する段階は、前記第１周辺
ピクセルを基準にして、下側から上側の方向に、前記現在ブロックの左側及び左下側に位
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置した周辺ピクセルを検索し、前記現在ブロックの左側及び左下側に位置した周辺ピクセ
ルのうち利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合、前記現在ブロックの上側及び右
上側の周辺ピクセルを左側から右側の方向に検索し、前記第２周辺ピクセルを検索するこ
とができる。
【００１６】
　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、前記第１周辺ピクセル
は、前記現在ブロックの上側及び右上側に位置した周辺ピクセルのうち最右上側に位置し
た周辺ピクセルであり、前記第２周辺ピクセルを検索する段階は、前記第１周辺ピクセル
を基準にして、右側から左側の方向に、前記現在ブロックの上側及び右上側に位置した周
辺ピクセルを検索し、前記現在ブロックの上側及び右上側に位置した周辺ピクセルのうち
利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合、前記現在ブロックの左側及び左下側の周
辺ピクセルを上側から下側の方向に検索し、前記第２周辺ピクセルを検索することができ
る。
【００１７】
　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、利用不可能な第３周辺
ピクセルが存在する場合、前記既定方向に基づいて、以前に検索された隣接した周辺ピク
セルのピクセル値を利用して、前記第３周辺ピクセルのピクセル値を代替する段階をさら
に含んでもよい。
【００１８】
　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、前記第１周辺ピクセル
は、前記現在ブロックの左上側コーナーに位置した周辺ピクセルであり、前記利用不可能
な第３周辺ピクセルが、前記現在ブロックの上側に位置した場合、前記第３周辺ピクセル
の左側に隣接した周辺ピクセルを利用して第３周辺ピクセルを代替し、前記利用不可能な
第３周辺ピクセルが、前記現在ブロックの左側に位置した場合、前記第３周辺ピクセルの
上側に隣接した周辺ピクセルを利用して、第３周辺ピクセルを代替することができる。
【００１９】
　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、前記第１周辺ピクセル
は、前記現在ブロックの最左下側コーナーに位置した周辺ピクセルであり、前記利用不可
能な第３周辺ピクセルが、前記現在ブロックの左側に位置した場合、前記第３周辺ピクセ
ルの下側に隣接した周辺ピクセルを利用して、第３周辺ピクセルを代替し、前記利用不可
能な第３周辺ピクセルが、前記現在ブロックの上側に位置した場合、前記第３周辺ピクセ
ルの左側に隣接した周辺ピクセルを利用して、第３周辺ピクセルを代替することができる
。
【００２０】
　本発明の他の実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、前記第１周辺ピクセ
ルは、前記現在ブロックの最右上側コーナーに位置した周辺ピクセルであり、前記利用不
可能な第３周辺ピクセルが、前記現在ブロックの上側に位置した場合、前記第３周辺ピク
セルの右側に隣接した周辺ピクセルを利用して、第３周辺ピクセルを代替し、前記利用不
可能な第３周辺ピクセルが、前記現在ブロックの左側に位置した場合、前記第３周辺ピク
セルの上側に隣接した周辺ピクセルを利用して、第３周辺ピクセルを代替することができ
る。
【００２１】
　本発明のさらに他の実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、前記検索され
た第２周辺ピクセルのピクセル値に代替する段階は、前記所定個数の周辺ピクセルのうち
、前記利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合、前記第１周辺ピクセルのピクセル
値を所定値に代替することができる。
【００２２】
　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法において、所定値は、ピクセルの
ビット深度に基づいて決定された値でもある。
【００２３】
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　本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測装置は、前記ビデオを構成するピクチ
ャを階層的構造に分割したブロックのうち現在ブロックのイントラ予測に利用される所定
個数の周辺ピクセルの利用可能性を判断する利用可能性判断部と、前記所定個数の周辺ピ
クセルのうち利用不可能な第１周辺ピクセルが存在する場合、前記第１周辺ピクセルを基
準にして、既定方向に、前記所定個数の周辺ピクセルを検索し、利用可能な第２周辺ピク
セルを検索し、前記第１周辺ピクセルのピクセル値を、前記検索された第２周辺ピクセル
のピクセル値に代替する代替部と、前記代替された第１周辺ピクセルを含む前記所定個数
の周辺ピクセルを利用して、前記現在ブロックに対するイントラ予測を行うイントラ予測
遂行部と、を含むことを特徴とする。
【００２４】
　以下、添付された図面を参照し、本発明の望ましい実施形態について具体的に説明する
。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態によるビデオ符号化装置のブロック図を図示している。一
実施形態によるビデオ符号化装置１００は、最大符号化単位分割部１１０、符号化単位決
定部１２０及び出力部１３０を含む。
【００２６】
　最大符号化単位分割部１１０は、映像の現在ピクチャのための最大サイズの符号化単位
である最大符号化単位に基づいて、現在ピクチャを区画することができる。現在ピクチャ
が最大符号化単位より大きければ、現在ピクチャの映像データは、少なくとも１つの最大
符号化単位に分割される。一実施形態による最大符号化単位は、サイズ３２ｘ３２，６４
ｘ６４，１２８ｘ１２８，２５６ｘ２５６などのデータ単位であり、縦横サイズ８より大
きい２の累乗である正方形のデータ単位でもある。映像データは、少なくとも１つの最大
符号化単位別に符号化単位決定部１２０に出力される。
【００２７】
　一実施形態による符号化単位は、最大サイズ及び最大深度で特徴づけられる。深度とは
、最大符号化単位から、符号化単位が空間的に分割された回数を示し、深度が深くなるほ
ど深度別符号化単位は、最大符号化単位から最小符号化単位まで分割される。最大符号化
単位の深度が最上位深度であり、最小符号化単位が最下位符号化単位と定義される。最大
符号化単位は、深度が深くなるにつれ、深度別符号化単位の大きさは小さくなるので、上
位深度の符号化単位は、複数個の下位深度の符号化単位を含んでもよい。
【００２８】
　前述のように、符号化単位の最大サイズによって、現在ピクチャの映像データを最大符
号化単位に分割し、それぞれの最大符号化単位は、深度別に分割される符号化単位を含ん
でもよい。一実施形態による最大符号化単位は、深度別に分割されるので、最大符号化単
位に含まれた空間領域（spatial　domain）の映像データが深度によって階層的に分類さ
れる。
【００２９】
　最大符号化単位の高さ及び幅を階層的に分割することができる総回数を制限する最大深
度及び符号化単位の最大サイズがあらかじめ設定されている。
【００３０】
　符号化単位決定部１２０は、深度ごとに最大符号化単位の領域が分割された少なくとも
１つの分割領域を符号化して、少なくとも１つの分割領域別に最終符号化結果が出力され
る深度を決定する。すなわち、符号化単位決定部１２０は、現在ピクチャの最大符号化単
位ごとに、深度別符号化単位で、映像データを符号化し、最小の符号化誤差が生じる深度
を選択し、符号化深度として決定する。決定された符号化深度及び最大符号化単位別映像
データは、出力部１３０に出力される。
【００３１】
　最大符号化単位内の映像データは、最大深度以下の少なくとも１つの深度によって、深
度別符号化単位に基づいて符号化され、それぞれの深度別符号化単位に基づいた符号化結
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果が比較される。深度別符号化単位の符号化誤差の比較結果、符号化誤差が最小である深
度が選択される。それぞれの最大化符号化単位ごとに、少なくとも１つの符号化深度が決
定される。
【００３２】
　最大符号化単位の大きさは、深度が深くなるにつれ、符号化単位が階層的に分割されて
分割され、符号化単位の個数が増加する。また、１つの最大符号化単位に含まれる同一深
度の符号化単位であるとしても、それぞれのデータに係わる符号化誤差を測定し、下位深
度への分割いかんが決定される。従って、１つの最大符号化単位に含まれるデータである
としても、位置によって、深度別符号化誤差が異なるので、位置によって、符号化深度が
異なって決定される。従って、１つの最大符号化単位について、符号化深度が一つ以上設
定され、最大符号化単位のデータは、一つ以上の符号化深度の符号化単位によって区画さ
れる。
【００３３】
　従って、一実施形態による符号化単位決定部１２０は、現在最大符号化単位に含まれる
ツリー構造による符号化単位を決定する。一実施形態による「ツリー構造による符号化単
位」は、現在最大符号化単位に含まれる全ての深度別符号化単位のうち、符号化深度とし
て決定された深度の符号化単位を含む。符号化深度の符号化単位は、最大符号化単位内で
同一領域では、深度によって階層的に決定され、他の領域については、独立して決定され
る。同様に、現在領域に係わる符号化深度は、他の領域に係わる符号化深度と独立して決
定される。
【００３４】
　一実施形態による最大深度は、最大符号化単位から最小符号化単位までの分割回数と係
わる指標である。一実施形態による第１最大深度は、最大符号化単位から最小符号化単位
までの全分割回数を示すことができる。一実施形態による第２最大深度は、最大符号化単
位から最小符号化単位までの深度レベルの総個数を示すことができる。例えば、最大符号
化単位の深度が０であるとするとき、最大符号化単位が１回分割された符号化単位の深度
は、１に設定され、２回分割された符号化単位の深度は、２に設定される。その場合、最
大符号化単位から４回分割された符号化単位が最小符号化単位であるならば、深度０，１
，２，３及び４の深度レベルが存在するので、第１最大深度は、４、第２最大深度は、５
に設定される。
【００３５】
　最大符号化単位の予測符号化及び周波数変換が行われる。予測符号化及び周波数変換も
同様に、最大符号化単位ごとに、最大深度以下の深度ごとに、深度別符号化単位を基に行
われる。
【００３６】
　最大符号化単位が深度別に分割されるたびに、深度別符号化単位の個数が増加するので
、深度が深くなるにつれて生成される全ての深度別符号化単位について、予測符号化及び
周波数変換を含んだ符号化が行われなければならない。以下、説明の便宜のために、少な
くとも１つの最大符号化単位のうち現在深度の符号化単位を基に、予測符号化及び周波数
変換について説明する。
【００３７】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００は、映像データの符号化のためのデータ単位
の大きさまたは形態を多様に選択することができる。映像データの符号化のためには、予
測符号化、周波数変換、エントロピー符号化のような段階を経るが、全ての段階にわたっ
て、同一のデータ単位が使用され、段階別にデータ単位が変更されもする。
【００３８】
　例えば、ビデオ符号化装置１００は、映像データの符号化のための符号化単位だけでな
く、符号化単位の映像データの予測符号化を行うため、符号化単位と異なるデータ単位を
選択することができる。
【００３９】
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　最大符号化単位の予測符号化のためには、一実施形態による符号化深度の符号化単位、
すなわち、それ以上分割されない符号化単位を基に予測符号化が行われる。以下、予測符
号化の基盤になるそれ以上分割されない符号化単位を「予測単位」と呼ぶ。予測単位が分
割されたパーティションは、予測単位及び予測単位の高さ及び幅のうち少なくとも一つが
分割されたデータ単位を含んでもよい。
【００４０】
　例えば、サイズ２Ｎｘ２Ｎ（ただし、Ｎは、正の整数）の符号化単位が、それ以上分割
されない場合、サイズ２Ｎｘ２Ｎの予測単位になって、パーティションの大きさは、２Ｎ
ｘ２Ｎ，２ＮｘＮ，Ｎｘ２Ｎ，ＮｘＮなどでもある。一実施形態によるパーティションタ
イプは、予測単位の高さまたは幅が、対称的な比率に分割された対称的パーティションだ
けではなく、１：ｎまたはｎ：１のように、非対称的な比率に分割されたパーティション
、幾何学的な形態に分割されたパーティション、任意的形態のパーティションなどを選択
的に含んでもよい。
【００４１】
　予測単位の予測モードは、イントラモード、インターモード及びスキップモードのうち
少なくとも一つである。例えば、イントラモード及びインターモードは、２Ｎｘ２Ｎ，２
ＮｘＮ，Ｎｘ２Ｎ，ＮｘＮサイズのパーティションに対して遂行される。また、スキップ
モードは、２Ｎｘ２Ｎサイズのパーティションに対してのみ遂行される。符号化単位以内
の１つの予測単位ごとに、独立して符号化が行われ、符号化誤差が最小である予測モード
が選択される。
【００４２】
　また、一実施形態によるビデオ符号化装置１００は、映像データの符号化のための符号
化単位だけでなく、符号化単位と異なるデータ単位を基に、符号化単位の映像データの周
波数変換を行うことができる。
【００４３】
　符号化単位の周波数変換のためには、符号化単位より小さいか、あるいはそれと同じ大
きさのデータ単位を基に、周波数変換が行われる。例えば、周波数変換のためのデータ単
位は、イントラモードのためのデータ単位、及びインターモードのためのデータ単位を含
んでもよい。
【００４４】
　以下、周波数変換の基盤になるデータ単位を、「変換単位」と呼ぶ。符号化単位と類似
した方式で、符号化単位内の変換単位も、再帰的にさらに小サイズの変換単位に分割され
ながら、符号化単位の残差データが、変換深度によって、ツリー構造による変換単位によ
って区画される。
【００４５】
　一実施形態による変換単位についても、符号化単位の高さ及び幅が分割されて変換単位
に至るまでの分割回数を示す変換深度が設定される。例えば、サイズ２Ｎｘ２Ｎの現在符
号化単位の変換単位の大きさが、２Ｎｘ２Ｎであるならば、変換深度０、変換単位の大き
さがＮｘＮであるならば、変換深度１、変換単位の大きさが、Ｎ／２ｘＮ／２であるなら
ば、変換深度２に設定される。すなわち、変換単位についても、変換深度によって、ツリ
ー構造による変換単位が設定される。
【００４６】
　符号化深度別符号化情報は、符号化深度だけではなく、予測関連情報及び周波数変換関
連情報が必要である。従って、符号化単位決定部１２０は、最小符号化誤差を発生させた
符号化深度だけではなく、予測単位をパーティションに分割したパーティションタイプ、
予測単位別予測モード、周波数変換のための変換単位の大きさなどを決定することができ
る。
【００４７】
　一実施形態による最大符号化単位のツリー構造による符号化単位及びパーティションの
決定方式については、図３ないし図１２を参照し、詳細に後述する。
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【００４８】
　符号化単位決定部１２０は、深度別符号化単位の符号化誤差を、ラグランジュ乗数（La
grangian　multiplier）基盤の率・歪曲最適化技法（rate-distortion　optimization）
を利用して測定することができる。
【００４９】
　出力部１３０は、符号化単位決定部１２０で決定された少なくとも１つの符号化深度に
基づいて符号化された最大符号化単位の映像データ及び深度別符号化モードに係わる情報
を、ビットストリーム形態で出力する。
【００５０】
　符号化された映像データは、映像の残差データの符号化結果でもある。
【００５１】
　深度別符号化モードに係わる情報は、符号化深度情報、予測単位のパーティションタイ
プ情報、予測モード情報、変換単位の大きさ情報などを含んでもよい。
【００５２】
　符号化深度情報は、現在深度で符号化せずに、下位深度の符号化単位で符号化するか否
かを示す深度別分割情報を利用して定義される。現在符号化単位の現在深度が、符号化深
度であるならば、現在符号化単位は、現在深度の符号化単位で符号化されるので、現在深
度の分割情報は、それ以上下位深度に分割されないように定義される。一方、現在符号化
単位の現在深度が、符号化深度ではないならば、下位深度の符号化単位を利用した符号化
を試みなければならないので、現在深度の分割情報は、下位深度の符号化単位に分割され
るように定義される。
【００５３】
　現在深度が符号化深度ではないならば、下位深度の符号化単位に分割された符号化単位
について符号化が行われる。現在深度の符号化単位内に、下位深度の符号化単位が一つ以
上存在するので、それぞれの下位深度の符号化単位ごとに、反復的に符号化が行われ、同
一深度の符号化単位ごとに、再帰的（recursive）符号化が行われる。
【００５４】
　１つの最大符号化単位内で、ツリー構造の符号化単位が決定され、符号化深度の符号化
単位ごとに、少なくとも１つの符号化モードに係わる情報が決定されなければならないの
で、１つの最大符号化単位については、少なくとも１つの符号化モードに係わる情報が決
定される。また、最大符号化単位のデータは、深度によって階層的に区画され、位置別に
符号化深度が異なることがあるので、データについて、符号化深度及び符号化モードに係
わる情報が設定される。
【００５５】
　従って、一実施形態による出力部１３０は、最大符号化単位に含まれている符号化単位
、予測単位及び最小単位のうち少なくとも一つについて、当該符号化深度及び符号化モー
ドに係わる符号化情報を割り当てられる。
【００５６】
　一実施形態による最小単位は、最下位符号化深度である最小符号化単位が４分割された
大きさの正方形のデータ単位であり、最大符号化単位に含まれる全ての符号化単位、予測
単位及び変換単位内に含まれる最大サイズの正方形データ単位でもある。
【００５７】
　例えば、出力部１３０を介して出力される符号化情報は、深度別符号化単位別符号化情
報と、予測単位別符号化情報とに分類される。深度別符号化単位別符号化情報は、予測モ
ード情報、パーティションサイズ情報を含んでもよい。予測単位別に伝送される符号化情
報は、インターモードの推定方向に係わる情報、インターモードの参照映像インデックス
に係わる情報、動きベクトルに係わる情報、イントラモードのクロマ成分に係わる情報、
イントラモードの補間方式に係わる情報などを含んでもよい。また、ピクチャ、スライス
またはＧＯＰ（group　of　pictures）別に定義される符号化単位の最大サイズに係わる
情報及び最大深度に係わる情報は、ビットストリームのヘッダに挿入される。
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【００５８】
　ビデオ符号化装置１００の最も簡単な形態の実施形態によれば、深度別符号化単位は、
１階層上位深度の符号化単位の高さ及び幅を半分にした大きさの符号化単位である。すな
わち、現在深度の符号化単位の大きさが２Ｎｘ２Ｎであるならば、下位深度の符号化単位
の大きさは、ＮｘＮである。また、２Ｎｘ２Ｎサイズの現在符号化単位は、ＮｘＮサイズ
の下位深度符号化単位を最大４個含んでもよい。
【００５９】
　従って、一実施形態によるビデオ符号化装置１００は、現在ピクチャの特性を考慮して
決定された最大符号化単位の大きさ及び最大深度を基に、それぞれの最大符号化単位ごと
に、最適の形態及び大きさの符号化単位を決定し、ツリー構造による符号化単位を構成す
ることができる。また、それぞれの最大符号化単位ごとに多様な予測モード、周波数変換
方式などで符号化することができるので、多様な映像サイズの符号化単位の映像特性を考
慮し、最適の符号化モードが決定される。
【００６０】
　従って、映像の解像度が非常に高いか、あるいはデータ量が非常に多い映像を既存マク
ロブロック単位で符号化するならば、ピクチャ当たりマクロブロックの数が過度に多くな
る。それにより、マクロブロックごとに生成される圧縮情報も多くなるので、圧縮情報の
伝送負担が大きくなり、データ圧縮効率が低下する傾向がある。従って、一実施形態によ
るビデオ符号化装置は、映像の大きさを考慮して符号化単位の最大サイズを増大させなが
ら、映像特性を考慮して符号化単位を調節することができるので、映像圧縮効率が上昇す
る。
【００６１】
　図２は、本発明の一実施形態によるビデオ復号化装置のブロック図を図示している。一
実施形態によるビデオ復号化装置２００は、受信部２１０、映像データ及び符号化情報抽
出部２２０及び映像データ復号化部２３０を含む。一実施形態によるビデオ復号化装置２
００の各種プロセシングのための符号化単位、深度、予測単位、変換単位、各種符号化モ
ードに係わる情報など各種用語の定義は、図１及びビデオ符号化装置１００を参照して説
明したところと同一である。
【００６２】
　受信部２１０は、符号化されたビデオに係わるビットストリームを受信してパージング
（parsing）する。映像データ及び符号化情報抽出部２２０は、パージングされたビット
ストリームから、最大符号化単位別に、ツリー構造による符号化単位によって、符号化単
位ごとに符号化された映像データを抽出し、映像データ復号化部２３０に出力する。映像
データ及び符号化情報抽出部２２０は、現在ピクチャに係わるヘッダから、現在ピクチャ
の符号化単位の最大サイズに係わる情報を抽出することができる。
【００６３】
　また、映像データ及び符号化情報抽出部２２０は、パージングされたビットストリーム
から、最大符号化単位別に、ツリー構造による符号化単位に係わる符号化深度及び符号化
モードに係わる情報を抽出する。抽出された符号化深度及び符号化モードに係わる情報は
、映像データ復号化部２３０に出力される。すなわち、ビット列の映像データを最大符号
化単位に分割し、映像データ復号化部２３０が、最大符号化単位ごとに、映像データを復
号化する。
【００６４】
　最大符号化単位別符号化深度及び符号化モードに係わる情報は、一つ以上の符号化深度
情報について設定され、符号化深度別符号化モードに係わる情報は、当該符号化単位のパ
ーティションタイプ情報、予測モード情報及び変換単位の大きさ情報などを含んでもよい
。また、符号化深度情報として、深度別分割情報が抽出されもする。
【００６５】
　映像データ及び符号化情報抽出部２２０が抽出した最大符号化単位別符号化深度及び符
号化モードに係わる情報は、一実施形態によるビデオ符号化装置１００のように、符号化
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端で、最大符号化単位別深度別符号化単位ごとに反復的に符号化を行い、最小符号化誤差
を発生させると決定された符号化深度及び符号化モードに係わる情報である。従って、ビ
デオ復号化装置２００は、最小符号化誤差を発生させる符号化方式により、データを復号
化して映像を復元することができる。
【００６６】
　一実施形態による符号化深度及び符号化モードに係わる符号化情報は、当該符号化単位
、予測単位及び最小単位のうち所定データ単位について割り当てられているので、映像デ
ータ及び符号化情報抽出部２２０は、所定データ単位別に、符号化深度及び符号化モード
に係わる情報を抽出することができる。所定データ単位別に、当該最大符号化単位の符号
化深度及び符号化モードに係わる情報が記録されているならば、同一の符号化深度及び符
号化モードに係わる情報を有している所定データ単位は、同一の最大符号化単位に含まれ
るデータ単位と類推される。
【００６７】
　映像データ復号化部２３０は、最大符号化単位別符号化深度及び符号化モードに係わる
情報に基づいて、それぞれの最大符号化単位の映像データを復号化し、現在ピクチャを復
元する。すなわち、映像データ復号化部２３０は、最大符号化単位に含まれるツリー構造
による符号化単位のうちそれぞれの符号化単位ごとに、読み取られたパーティションタイ
プ、予測モード、変換単位に基づいて符号化された映像データを復号化することができる
。復号化過程は、イントラ予測及び動き補償を含む予測過程、及び周波数逆変換過程を含
んでもよい。
【００６８】
　映像データ復号化部２３０は、符号化深度別符号化単位の予測単位のパーティションタ
イプ情報及び予測モード情報に基づいて、符号化単位ごとに、それぞれのパーティション
及び予測モードによって、イントラ予測または動き補償を行うことができる。
【００６９】
　また、映像データ復号化部２３０は、最大符号化単位別周波数逆変換のために、符号化
深度別符号化単位の変換単位のサイズ情報に基づいて、符号化単位ごとに、それぞれの変
換単位によって、周波数逆変換を行うことができる。
【００７０】
　映像データ復号化部２３０は、深度別分割情報を利用して、現在最大符号化単位の符号
化深度を決定することができる。もし分割情報が、現在深度において、それ以上分割され
ないということを示しているのであるならば、現在深度が符号化深度である。従って、映
像データ復号化部２３０は、現在最大符号化単位の映像データに対して、現在深度の符号
化単位を、予測単位のパーティションタイプ、予測モード及び変換単位サイズ情報を利用
して、復号化することができる。
【００７１】
　すなわち、符号化単位、予測単位及び最小単位のうち、所定データ単位について設定さ
れている符号化情報を観察し、同一の分割情報を含んだ符号化情報を保有しているデータ
単位が集まり、映像データ復号化部２３０によって、同一の符号化モードで復号化する１
つのデータ単位と見なされる。
【００７２】
　一実施形態によるビデオ復号化装置２００は、符号化過程で、最大符号化単位ごとに再
帰的に符号化を行い、最小符号化誤差を発生させた符号化単位に係わる情報を獲得し、現
在ピクチャに係わる復号化に利用することができる。すなわち、最大符号化単位ごとに、
最適符号化単位として決定されたツリー構造による符号化単位の符号化された映像データ
の復号化が可能になる。
【００７３】
　従って、高い解像度の映像またはデータ量が過度に多い映像でも、符号化端から伝送さ
れた最適符号化モードに係わる情報を利用して、映像の特性に適応的に決定された符号化
単位の大きさ及び符号化モードによって、効率的に映像データを復号化して復元すること
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ができる。
【００７４】
　以下、図３ないし図１３を参照し、本発明の一実施形態によるツリー構造による符号化
単位、予測単位及び変換単位の決定方式について説明する。
【００７５】
　図３は、階層的符号化単位の概念を図示している。符号化単位の例は、符号化単位の大
きさが幅ｘ高さで表現され、サイズ６４ｘ６４である符号化単位から、サイズ３２ｘ３２
，１６ｘ１６，８ｘ８を含んでもよい。サイズ６４ｘ６４の符号化単位は、サイズ６４ｘ
６４，６４ｘ３２，３２ｘ６４，３２ｘ３２のパーティションに分割され、サイズ３２ｘ
３２の符号化単位は、サイズ３２ｘ３２，３２ｘ１６，１６ｘ３２，１６ｘ１６のパーテ
ィションに分割され、サイズ１６ｘ１６の符号化単位は、サイズ１６ｘ１６，１６ｘ８，
８ｘ１６，８ｘ８のパーティションに分割され、サイズ８ｘ８の符号化単位は、サイズ８
ｘ８，８ｘ４，４ｘ８，４ｘ４のパーティションに分割される。
【００７６】
　ビデオデータ３１０については、解像度が１９２０ｘ１０８０、符号化単位の最大サイ
ズが６４、最大深度が２に設定されている。ビデオデータ３２０については、解像度が１
９２０ｘ１０８０、符号化単位の最大サイズが６４、最大深度が３に設定されている。ビ
デオデータ３３０については、解像度が３５２ｘ２８８、符号化単位の最大サイズが１６
、最大深度が１に設定されている。図３に図示された最大深度は、最大符号化単位から最
小符号化単位までの全分割回数を示す。
【００７７】
　解像度が高いか、あるいはデータ量が多い場合、符号化効率の向上だけではなく、映像
特性を正確に反映させるために、符号化サイズの最大サイズが相対的に大きいことが望ま
しい。従って、ビデオデータ３３０に比べ、解像度が高いビデオデータ３１０，３２０は
、符号化サイズの最大サイズが６４に選択される。
【００７８】
　ビデオデータ３１０の最大深度が２であるので、ビデオデータ３１０の符号化単位３１
５は、長軸サイズが６４である最大符号化単位から、２回分割されて深度が２階層深くな
り、長軸サイズが３２，１６である符号化単位まで含んでもよい。一方、ビデオデータ３
３０の最大深度が１であるので、ビデオデータ３３０の符号化単位３３５は、長軸サイズ
が１６である符号化単位から、１回分割されて深度が１階層深くなり、長軸サイズが８で
ある符号化単位まで含んでもよい。
【００７９】
　ビデオデータ３２０の最大深度が３であるので、ビデオデータ３２０の符号化単位３２
５は、長軸サイズが６４である最大符号化単位から、３回分割されて深度が３階層深くな
り長軸サイズが３２，１６，８である符号化単位まで含んでもよい。深度が深くなるほど
、詳細情報の表現能が向上する。
【００８０】
　図４は、本発明の一実施形態による符号化単位に基づく映像符号化部のブロック図を図
示している。一実施形態による映像符号化部４００は、ビデオ符号化装置１００の符号化
単位決定部１２０において、映像データを符号化するのに経る作業を含む。すなわち、イ
ントラ予測部４１０は、現在フレーム４０５のうちイントラモードの符号化単位について
イントラ予測を行い、動き推定部４２０及び動き補償部４２５は、インターモードの現在
フレーム４０５及び参照フレーム４９５を利用して、インター推定及び動き補償を行う。
【００８１】
　イントラ予測部４１０、動き推定部４２０及び動き補償部４２５から出力されたデータ
は、周波数変換部４３０及び量子化部４４０を経て、量子化された変換係数として出力さ
れる。量子化された変換係数は、逆量子化部４６０、周波数逆変換部４７０を介して、空
間領域のデータに復元され、復元された空間領域のデータは、デブロッキング部４８０及
びループ・フィルタリング部４９０を経て後処理され、参照フレーム４９５として出力さ
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れる。量子化された変換係数は、エントロピー符号化部４５０を経て、ビットストリーム
４５５として出力される。
【００８２】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００に適用されるためには、映像符号化部４００
の構成要素であるイントラ予測部４１０、動き推定部４２０、動き補償部４２５、周波数
変換部４３０、量子化部４４０、エントロピー符号化部４５０、逆量子化部４６０、周波
数逆変換部４７０、デブロッキング部４８０及びループ・フィルタリング部４９０が、い
ずれも最大符号化単位ごとに最大深度を考慮し、ツリー構造による符号化単位のうち、そ
れぞれの符号化単位に基づいた作業を遂行しなければならない。
【００８３】
　特に、イントラ予測部４１０、動き推定部４２０及び動き補償部４２５は、現在最大符
号化単位の最大サイズ及び最大深度を考慮し、ツリー構造による符号化単位のうち、それ
ぞれの符号化単位のパーティション及び予測モードを決定し、周波数変換部４３０は、ツ
リー構造による符号化単位のうち、それぞれの符号化単位内の変換単位の大きさを決定し
なければならない。
【００８４】
　図５は、本発明の一実施形態による符号化単位に基づく映像復号化部のブロック図を図
示している。ビットストリーム５０５がパージング部５１０を経て、復号化対象である符
号化された映像データ、及び復号化のために必要な符号化に係わる情報がパージングされ
る。符号化された映像データは、エントロピー復号化部５２０及び逆量子化部５３０を経
て、逆量子化されたデータとして出力され、周波数逆変換部５４０を経て、空間領域の映
像データが復元される。
【００８５】
　空間領域の映像データに対して、イントラ予測部５５０は、イントラモードの符号化単
位についてイントラ予測を行い、動き補償部５６０は、参照フレーム５８５を共に利用し
て、インターモードの符号化単位について動き補償を行う。
【００８６】
　イントラ予測部５５０及び動き補償部５６０を経た空間領域のデータは、デブロッキン
グ部５７０及びループ・フィルタリング部５８０を経て後処理され、復元フレーム５９５
として出力される。また、デブロッキング部５７０及びループ・フィルタリング部５８０
を経て後処理されたデータは、参照フレーム５８５として出力される。
【００８７】
　ビデオ復号化装置２００の映像データ復号化部２３０において映像データを復号化する
ために、一実施形態による映像復号化部５００のパージング部５１０以降の段階別作業が
遂行される。
【００８８】
　一実施形態によるビデオ復号化装置２００に適用されるためには、映像復号化部５００
の構成要素であるパージング部５１０、エントロピー復号化部５２０、逆量子化部５３０
、周波数逆変換部５４０、イントラ予測部５５０、動き補償部５６０、デブロッキング部
５７０及びループ・フィルタリング部５８０が、いずれも最大符号化単位ごとに、ツリー
構造による符号化単位に基づいて、作業を遂行しなければならない。
【００８９】
　特に、イントラ予測部５５０、動き補償部５６０は、ツリー構造による符号化単位こご
に、それぞれパーティション及び予測モードを決定し、周波数逆変換部５４０は、符号化
単位ごとに、変換単位の大きさを決定しなければならない。
【００９０】
　図６は、本発明の一実施形態による深度別符号化単位及びパーティションを図示してい
る。一実施形態によるビデオ符号化装置１００、及び一実施形態によるビデオ復号化装置
２００は、映像特性を考慮するために、階層的な符号化単位を使用する。符号化単位の最
大高及び最大幅、最大深度は、映像の特性によって、適応的に決定され、ユーザの要求に



(17) JP 2014-531177 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

よって多様に設定されもする。既設定の符号化単位の最大サイズによって、深度別符号化
単位の大きさが決定される。
【００９１】
　一実施形態による符号化単位の階層構造６００は、符号化単位の最大高及び最大幅が６
４であり、最大深度が４である場合を図示している。一実施形態による符号化単位の階層
構造６００の縦軸に沿って深度が深くなるので、深度別符号化単位の高さ及び幅がそれぞ
れ分割される。また、符号化単位の階層構造６００の横軸に沿って、それぞれの深度別符
号化単位の予測符号化の基盤になる予測単位及びパーティションが図示されている。
【００９２】
　すなわち、符号化単位６１０は、符号化単位の階層構造６００において最大符号化単位
であり、深度が０であり、符号化単位の大きさ、すなわち、高さ及び幅が６４ｘ６４であ
る。縦軸に沿って深度が深くなり、サイズ３２ｘ３２である深度１の符号化単位６２０、
サイズ１６ｘ１６である深度２の符号化単位６３０、サイズ８ｘ８である深度３の符号化
単位６４０、サイズ４ｘ４である深度４の符号化単位６５０が存在する。サイズ４ｘ４で
ある深度４の符号化単位６５０は、最小符号化単位である。
【００９３】
　それぞれの深度別に、横軸に沿って、符号化単位の予測単位及びパーティションが配列
される。すなわち、深度０のサイズ６４ｘ６４の符号化単位６１０が予測単位であるなら
ば、予測単位は、サイズ６４ｘ６４の符号化単位６１０に含まれるサイズ６４ｘ６４のパ
ーティション６１０、サイズ６４ｘ３２のパーティション６１２、サイズ３２ｘ６４のパ
ーティション６１４、サイズ３２ｘ３２のパーティション６１６に分割される。
【００９４】
　同様に、深度１のサイズ３２ｘ３２の符号化単位６２０の予測単位は、サイズ３２ｘ３
２の符号化単位６２０に含まれるサイズ３２ｘ３２のパーティション６２０、サイズ３２
ｘ１６のパーティション６２２、サイズ１６ｘ３２のパーティション６２４、サイズ１６
ｘ１６のパーティション６２６に分割される。
【００９５】
　同様に、深度２のサイズ１６ｘ１６の符号化単位６３０の予測単位は、サイズ１６ｘ１
６の符号化単位６３０に含まれるサイズ１６ｘ１６のパーティション６３０、サイズ１６
ｘ８のパーティション６３２、サイズ８ｘ１６のパーティション６３４、サイズ８ｘ８の
パーティション６３６に分割される。
【００９６】
　同様に、深度３のサイズ８ｘ８の符号化単位６４０の予測単位は、サイズ８ｘ８の符号
化単位６４０に含まれるサイズ８ｘ８のパーティション６４０、サイズ８ｘ４のパーティ
ション６４２、サイズ４ｘ８のパーティション６４４、サイズ４ｘ４のパーティション６
４６に分割される。
【００９７】
　最後に、深度４のサイズ４ｘ４の符号化単位６５０は、最小符号化単位であり、最下位
深度の符号化単位であり、当該予測単位も、サイズ４ｘ４のパーティション６５０だけに
設定される。
【００９８】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００の符号化単位決定部１２０は、最大符号化単
位６１０の符号化深度を決定するために、最大符号化単位６１０に含まれるそれぞれの深
度の符号化単位ごとに、符号化を行わなければならない。
【００９９】
　同一範囲及び同一サイズのデータを含むための深度別符号化単位の個数は、深度が深く
なるほど、深度別符号化単位の個数も増加する。例えば、深度１の符号化単位一つを含む
データについて、深度２の符号化単位は、四つが必要である。従って、同一のデータの符
号化結果を深度別に比較するために、１つの深度１の符号化単位、及び４つの深度２の符
号化単位を利用して、それぞれ符号化されなければならない。
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【０１００】
　それぞれの深度別符号化のためには、符号化単位の階層構造６００の横軸に沿って、深
度別符号化単位の予測単位ごとに符号化を行い、当該深度において最小の符号化誤差であ
る代表符号化誤差が選択される。また、符号化単位の階層構造６００の縦軸に沿って深度
が深くなり、それぞれの深度ごとに符号化を行い、深度別代表符号化誤差を比較し、最小
符号化誤差が検索される。最大符号化単位６１０において、最小符号化誤差が生じる深度
及びパーティションが、最大符号化単位６１０の符号化深度及びパーティションタイプに
選択される。
【０１０１】
　図７は、本発明の一実施形態による、符号化単位及び変換単位の関係を図示している。
【０１０２】
　一実施形態によるビデオ符号化装置１００、または一実施形態によるビデオ復号化装置
２００は、最大符号化単位ごとに、最大符号化単位より小さいか、あるいはそれと同じ大
きさの符号化単位で、映像を符号化したり、あるいは復号化する。符号化過程のうち、周
波数変換のための変換単位の大きさは、それぞれの符号化単位ほど大きくないデータ単位
を基に選択される。
【０１０３】
　例えば、一実施形態によるビデオ符号化装置１００、または一実施形態によるビデオ復
号化装置２００で、現在符号化単位７１０が６４ｘ６４サイズであるとき、３２ｘ３２サ
イズの変換単位７２０を利用して周波数変換が行われる。
【０１０４】
　また、６４ｘ６４サイズの符号化単位７１０のデータを、６４ｘ６４サイズ以下の３２
ｘ３２，１６ｘ１６，８ｘ８，４ｘ４サイズの変換単位に、それぞれ周波数変換を行って
符号化した後、原本との誤差が最小である変換単位が選択される。
【０１０５】
　図８は、本発明の一実施形態による深度別符号化情報を図示している。一実施形態によ
るビデオ符号化装置１００の出力部１３０は、符号化モードに係わる情報であり、それぞ
れの符号化深度の符号化単位ごとに、パーティションタイプに係わる情報８００、予測モ
ードに係わる情報８１０、変換単位サイズについての情報８２０を符号化して伝送するこ
とができる。
【０１０６】
　パーティションタイプについての情報８００は、現在符号化単位の予測符号化のための
データ単位として、現在符号化単位の予測単位が分割されたパーティションの形態につい
ての情報を示す。例えば、サイズ２Ｎｘ２Ｎの現在符号化単位ＣＵ＿０は、サイズ２Ｎｘ
２Ｎのパーティション８０２、サイズ２ＮｘＮのパーティション８０４、サイズＮｘ２Ｎ
のパーティション８０６、サイズＮｘＮのパーティション８０８のうちいずれか１つのタ
イプに分割されて利用される。その場合、現在符号化単位のパーティションタイプに係わ
る情報８００は、サイズ２Ｎｘ２Ｎのパーティション８０２、サイズ２ＮｘＮのパーティ
ション８０４、サイズＮｘ２Ｎのパーティション８０６及びサイズＮｘＮのパーティショ
ン８０８のうち一つを示すように設定される。
【０１０７】
　予測モードに係わる情報８１０は、それぞれのパーティションの予測モードを示す。例
えば、予測モードに係わる情報８１０を介して、パーティションタイプに係わる情報８０
０が示すパーティションが、イントラモード８１２、インターモード８１４及びスキップ
モード８１６のうち一つで予測符号化が行われるか否かが設定される。
【０１０８】
　また、変換単位サイズに係わる情報８２０は、現在符号化単位をいかなる変換単位を基
に、周波数変換を行うかということを示す。例えば、変換単位は、第１イントラ変換単位
サイズ８２２、第２イントラ変換単位サイズ８２４、第１インター変換単位サイズ８２６
、第２インター変換単位サイズ８２８のうち一つでもある。
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【０１０９】
　一実施形態によるビデオ復号化装置２００の映像データ及び符号化情報抽出部２１０は
、それぞれの深度別符号化単位ごとに、パーティションタイプに係わる情報８００、予測
モードに係わる情報８１０、変換単位サイズについての情報８２０を抽出し、復号化に利
用することができる。
【０１１０】
　図９は、本発明の一実施形態による深度別符号化単位を図示している。
【０１１１】
　深度の変化を示すために、分割情報が利用される。分割情報は、現在深度の符号化単位
が、下位深度の符号化単位に分割されるか否かということを示す。
【０１１２】
　深度０及び２Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０サイズの符号化単位９００の予測符号化のための予測単
位９１０は、２Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０サイズのパーティションタイプ９１２、２Ｎ＿０ｘＮ＿
０サイズのパーティションタイプ９１４、Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０サイズのパーティションタイ
プ９１６、Ｎ＿０ｘＮ＿０サイズのパーティションタイプ９１８を含んでもよい。予測単
位が対称的な比率に分割されたパーティション９１２，９１４，９１６，９１８だけが例
示されているが、前述のように、パーティションタイプは、それらに限定されるものでは
なく、非対称的パーティション、任意的形態のパーティション、幾何学的形態のパーティ
ションなどを含んでもよい。
【０１１３】
　パーティションタイプごとに、１つの２Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０サイズのパーティション、２
つの２Ｎ＿０ｘＮ＿０サイズのパーティション、２つのＮ＿０ｘ２Ｎ＿０サイズのパーテ
ィション、４つのＮ＿０ｘＮ＿０サイズのパーティションごとに反復的に予測符号化が行
われなければならない。サイズ２Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０、サイズＮ＿０ｘ２Ｎ＿０、サイズ２
Ｎ＿０ｘＮ＿０及びサイズＮ＿０ｘＮ＿０のパーティションについては、イントラモード
及びインターモードで予測符号化が行われる。スキップモードは、サイズ２Ｎ＿０ｘ２Ｎ
＿０のパーティションについてのみ予測符号化が行われる。
【０１１４】
　サイズ２Ｎ＿０ｘ２Ｎ＿０，２Ｎ＿０ｘＮ＿０及びＮ＿０ｘ２Ｎ＿０のパーティション
タイプ９１２，９１４，９１６のうち一つによる符号化誤差が最小であれば、それ以上下
位深度に分割する必要ない。
【０１１５】
　サイズＮ＿０ｘＮ＿０のパーティションタイプ９１８による符号化誤差が最小であれば
、深度０を１に変更しながら分割し（９２０）、深度２及びサイズＮ＿０ｘＮ＿０のパー
ティションタイプの符号化単位９３０に対して反復的に符号化を行い、最小符号化誤差を
検索していく。
【０１１６】
　深度１及びサイズ２Ｎ＿１ｘ２Ｎ＿１（＝Ｎ＿０ｘＮ＿０）の符号化単位９３０の予測
符号化のための予測単位９４０は、サイズ２Ｎ＿１ｘ２Ｎ＿１のパーティションタイプ９
４２、サイズ２Ｎ＿１ｘＮ＿１のパーティションタイプ９４４、サイズＮ＿１ｘ２Ｎ＿１
のパーティションタイプ９４６、サイズＮ＿１ｘＮ＿１のパーティションタイプ９４８を
含んでもよい。
【０１１７】
　また、サイズＮ＿１ｘＮ＿１のパーティションタイプ９４８による符号化誤差が最小で
あれば、深度１を深度２に変更しながら分割し（９５０）、深度２及びサイズＮ＿２ｘＮ
＿２の符号化単位９６０に対して反復的に符号化を行い、最小符号化誤差を検索していく
。
【０１１８】
　最大深度がｄである場合、深度別分割情報は、深度ｄ－１になるまで設定され、分割情
報は、深度ｄ－２まで設定される。すなわち、深度ｄ－２から分割され（９７０）、深度
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ｄ－１まで符号化が行われる場合、深度ｄ－１及びサイズ２Ｎ＿（ｄ－１）ｘ２Ｎ＿（ｄ
－１）の符号化単位９８０の予測符号化のための予測単位９９０は、サイズ２Ｎ＿（ｄ－
１）ｘ２Ｎ＿（ｄ－１）のパーティションタイプ９９２、サイズ２Ｎ＿（ｄ－１）ｘＮ＿
（ｄ－１）のパーティションタイプ９９４、サイズＮ＿（ｄ－１）ｘ２Ｎ＿（ｄ－１）の
パーティションタイプ９９６、サイズＮ＿（ｄ－１）ｘＮ＿（ｄ－１）のパーティション
タイプ９９８を含んでもよい。
【０１１９】
　パーティションタイプのうち、１つのサイズ２Ｎ＿（ｄ－１）ｘ２Ｎ＿（ｄ－１）のパ
ーティション、２つのサイズ２Ｎ＿（ｄ－１）ｘＮ＿（ｄ－１）のパーティション、２つ
のサイズＮ＿（ｄ－１）ｘ２Ｎ＿（ｄ－１）のパーティション、４つのサイズＮ＿（ｄ－
１）ｘＮ＿（ｄ－１）のパーティションごとに、反復的に予測符号化を介した符号化が行
われ、最小符号化誤差が生じるパーティションタイプが検索される。
【０１２０】
　サイズＮ＿（ｄ－１）ｘＮ＿（ｄ－１）のパーティションタイプ９９８による符号化誤
差が最小であるとしても、最大深度がｄであるので、深度ｄ－１の符号化単位ＣＵ＿（ｄ
－１）は、それ以上下位深度への分割過程を経ず、現在最大符号化単位９００に係わる符
号化深度が深度ｄ－１に決定され、パーティションタイプは、Ｎ＿（ｄ－１）ｘＮ＿（ｄ
－１）に決定される。また、最大深度がｄであるので、深度ｄ－１の符号化単位９５２に
ついて、分割情報は設定されない。
【０１２１】
　データ単位９９９は、現在最大符号化単位に係わる「最小単位」と呼ばれる。一実施形
態による最小単位は、最下位符号化深度である最小符号化単位が４分割された大きさの正
方形のデータ単位でもある。そのような反復的符号化過程を介して、一実施形態によるビ
デオ符号化装置１００は、符号化単位９００の深度別符号化誤差を比較し、最小の符号化
誤差が生じる深度を選択して符号化深度を決定し、当該パーティションタイプ及び予測モ
ードが、符号化深度の符号化モードに設定される。
【０１２２】
　かように、深度０，１，…，ｄ－１，ｄの全ての深度別最小符号化誤差を比較し、誤差
が最小である深度が選択されて符号化深度として決定される。符号化深度、予測単位のパ
ーティションタイプ及び予測モードは、符号化モードに係わる情報として符号化されて伝
送される。また、深度０から符号化深度に至るまで符号化単位が分割されなければならな
いので、符号化深度の分割情報だけが「０」に設定され、符号化深度を除いた深度別分割
情報は、「１」に設定されなければならない。
【０１２３】
　一実施形態によるビデオ復号化装置２００の映像データ及び符号化情報抽出部２２０は
、符号化単位９００に係わる符号化深度及び予測単位に係わる情報を抽出し、符号化単位
９１２を復号化するのに利用することができる。一実施形態によるビデオ復号化装置２０
０は、深度別分割情報を利用して、分割情報が「０」である深度を符号化深度として把握
し、当該深度に係わる符号化モードに係わる情報を利用して、復号化に利用することがで
きる。
【０１２４】
　図１０、図１１及び図１２は、本発明の一実施形態による、符号化単位、予測単位及び
周波数変換単位の関係を図示している。符号化単位１０１０は、最大符号化単位について
、一実施形態によるビデオ符号化装置１００が決定した符号化深度別符号化単位である。
予測単位１０６０は、符号化単位１０１０のうち、それぞれの符号化深度別符号化単位の
予測単位のパーティションであり、変換単位１０７０は、それぞれの符号化深度別符号化
単位の変換単位である。
【０１２５】
　深度別符号化単位１０１０は、最大符号化単位の深度が０であるとすれば、符号化単位
１０１２，１０５４は、深度が１、符号化単位１０１４，１０１６，１０１８，１０２８
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６，１０３０，１０３２，１０４８は、深度が３、符号化単位１０４０，１０４２，１０
４４，１０４６は、深度が４である。
【０１２６】
　予測単位１０６０において、一部パーティション１０１４，１０１６，１０２２，１０
３２，１０４８，１０５０，１０５２，１０５４は、符号化単位が分割された形態である
。すなわち、パーティション１０１４，１０２２，１０５０，１０５４は、２ＮｘＮのパ
ーティションタイプであり、パーティション１０１６，１０４８，１０５２は、Ｎｘ２Ｎ
のパーティションタイプであり、パーティション１０３２は、ＮｘＮのパーティションタ
イプである。深度別符号化単位１０１０の予測単位及びパーティションは、それぞれの符
号化単位より小さいか、あるいはそれと同じである。
【０１２７】
　変換単位１０７０において、一部の変換単位１０５２の映像データについては、符号化
単位に比べ、小サイズのデータ単位であり、周波数変換または周波数逆変換が行われる。
また、変換単位１０１４，１０１６，１０２２，１０３２，１０４８，１０５０，１０５
２，１０５４は、予測単位１０６０において、当該予測単位及びパーティションと比較す
れば、互いに異なる大きさまたは形態のデータ単位である。すなわち、一実施形態による
ビデオ符号化装置１００、及び一実施形態に他のビデオ復号化装置２００は、同一の符号
化単位に係わるイントラ予測／動き推定／動き補償作業、及び周波数変換／逆変換作業で
あるとしても、それぞれ別個のデータ単位を基に、遂行することができる。
【０１２８】
　それにより、最大符号化単位ごとに、領域別に階層的な構造の符号化単位ごとに再帰的
に符号化が行われ、最適符号化単位が決定されることにより、再帰的ツリー構造による符
号化単位が構成される。符号化情報は、符号化単位に係わる分割情報、パーティションタ
イプ情報、予測モード情報、変換単位サイズ情報を含んでもよい。下記表１は、一実施形
態によるビデオ符号化装置１００、及び一実施形態によるビデオ復号化装置２００で設定
することができる一例を示している。
【０１２９】
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【表１】

　一実施形態によるビデオ符号化装置１００の出力部１３０は、ツリー構造による符号化
単位に係わる符号化情報を出力し、一実施形態によるビデオ復号化装置２００の符号化情
報抽出部２２０は、受信されたビットストリームから、ツリー構造による符号化単位に係
わる符号化情報を抽出することができる。
【０１３０】
　分割情報は、現在符号化単位が、下位深度の符号化単位に分割されるか否かということ
を示す。現在深度ｄの分割情報が０であるならば、現在符号化単位が現在符号化単位が下
位符号化単位にそれ以上分割されない深度が符号化深度であるので、符号化深度について
、パーティションタイプ情報、予測モード、変換単位サイズ情報が定義される。分割情報
により、１段階さらに分割されなければならない場合には、分割された４個の下位深度の
符号化単位ごとに、独立して符号化が行われなければならない。
【０１３１】
　予測モードは、イントラモード、インターモード及びスキップモードのうち一つで示す
ことができる。イントラモード及びインターモードは、全てのパーティションタイプで定
義され、スキップモードは、パーティションタイプ２Ｎｘ２Ｎでのみ定義される。
【０１３２】
　パーティションタイプ情報は、予測単位の高さまたは幅が、対称的な比率に分割された
対称的パーティションタイプ２Ｎｘ２Ｎ，２ＮｘＮ，Ｎｘ２Ｎ及びＮｘＮと、非対称的な
比率に分割された非対称的パーティションタイプ２ＮｘｎＵ，２ＮｘｎＤ，ｎＬｘ２Ｎ，
ｎＲｘ２Ｎを示すことができる。非対称的パーティションタイプ２ＮｘｎＵ及び２Ｎｘｎ
Ｄは、それぞれ高さが１：３及び３：１に分割された形態であり、非対称的パーティショ
ンタイプｎＬｘ２Ｎ及びｎＲｘ２Ｎは、それぞれ幅が１：３及び３：１に分割された形態
を示す。
【０１３３】
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　変換単位サイズは、イントラモードで二種類のサイズ、インターモードで二種類のサイ
ズに設定される。すなわち、変換単位分割情報が０であるならば、変換単位の大きさが、
現在符号化単位のサイズ２Ｎｘ２Ｎに設定される。変換単位分割情報が１であるならば、
現在符号化単位が分割された大きさの変換単位が設定される。また、サイズ２Ｎｘ２Ｎで
ある現在符号化単位に係わるパーティションタイプが、対称形パーティションタイプであ
るならば、変換単位の大きさはＮｘＮに、非対称形パーティションタイプであるならば、
Ｎ／２ｘＮ／２に設定される。
【０１３４】
　一実施形態によるツリー構造による符号化単位の符号化情報は、符号化深度の符号化単
位、予測単位及び最小単位単位のうち少なくとも一つに対して割り当てられる。符号化深
度の符号化単位は、同一の符号化情報を保有している予測単位及び最小単位を一つ以上含
んでもよい。
【０１３５】
　従って、隣接したデータ単位同士それぞれ保有している符号化情報を確認すれば、同一
の符号化深度の符号化単位に含まれるか否かということが確認される。また、データ単位
が保有している符号化情報を利用すれば、当該符号化深度の符号化単位を確認することが
できるので、最大符号化単位内の符号化深度の分布が類推される。
【０１３６】
　従って、その場合、現在符号化単位が周辺データ単位を参照して予測する場合、現在符
号化単位に隣接する深度別符号化単位内のデータ単位の符号化情報が直接参照されて利用
される。
【０１３７】
　他の実施形態で、現在符号化単位が周辺符号化単位を参照して予測符号化が行われる場
合、隣接する深度別符号化単位の符号化情報を利用して、深度別符号化単位内で、現在符
号化単位に隣接するデータが検索されることにより、周辺符号化単位が参照されもする。
【０１３８】
　図１３は、表１の符号化モード情報による符号化単位、予測単位及び変換単位の関係を
図示している。最大符号化単位１３００は、符号化深度の符号化単位１３０２，１３０４
，１３０６，１３１２，１３１４，１３１６，１３１８を含む。そのうち１つの符号化単
位１３１８は、符号化深度の符号化単位であるので、分割情報が０に設定される。サイズ
２Ｎｘ２Ｎの符号化単位１３１８のパーティションタイプ情報は、パーティションタイプ
２Ｎｘ２Ｎ　１３２２，２ＮｘＮ　１３２４，Ｎｘ２Ｎ　１３２６，ＮｘＮ　１３２８，
２ＮｘｎＵ　１３３２，２ＮｘｎＤ　１３３４，ｎＬｘ２Ｎ　１３３６及びｎＲｘ２Ｎ　
１３３８のうち一つに設定される。
【０１３９】
　パーティションタイプ情報が、対称形パーティションタイプ２Ｎｘ２Ｎ　１３２２，２
ＮｘＮ　１３２４，Ｎｘ２Ｎ　１３２６及びＮｘＮ　１３２８のうち一つに設定されてい
る場合、変換単位分割情報（ＴＵ　size　flag）が０であるならば、サイズ２Ｎｘ２Ｎの
変換単位１３４２が設定され、変換単位分割情報が１であるならば、サイズＮｘＮの変換
単位１３４４が設定される。
【０１４０】
　パーティションタイプ情報が、非対称形パーティションタイプ２ＮｘｎＵ　１３３２，
２ＮｘｎＤ　１３３４，ｎＬｘ２Ｎ　１３３６及びｎＲｘ２Ｎ　１３３８のうち一つに設
定された場合、変換単位分割情報（ＴＵ　size　flag）が０であるならば、サイズ２Ｎｘ
２Ｎの変換単位１３５２が設定され、変換単位分割情報が１であるならば、サイズＮ／２
ｘＮ／２の変換単位１３５４が設定される。
【０１４１】
　以下、図４の本発明の一実施形態による映像符号化装置１００のイントラ予測部４１０
、及び図５の映像復号化装置２００のイントラ予測部５５０で、予測単位について行われ
るイントラ予測について具体的に説明する。
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【０１４２】
　イントラ予測部４１０，５５０は、現在予測単位の予測値を、現在予測単位の周辺ピク
セルを利用して獲得するイントラ予測を行う。本発明の一実施形態によるイントラ予測部
４１０，５５０は、予測単位が１６ｘ１６以上の大サイズを有することを考慮し、従来技
術による限定された方向性を有するイントラ予測モード以外に、（ｄｘ，ｄｙ）パラメー
タを利用した多様な方向性を有するイントラ予測モードを付加的に遂行する。本発明の一
実施形態による多様な方向性を有するイントラ予測モードについては、後述する。
【０１４３】
　図１４は、本発明の一実施形態による予測単位の大きさによるイントラ予測モードの個
数を図示している。
【０１４４】
　イントラ予測部４１０，５５０は、予測単位の大きさにより、予測単位に適用するイン
トラ予測モードの個数を多様に設定することができる。一例として、図１４を参照すれば
、イントラ予測される予測単位の大きさをＮｘＮとするとき、２ｘ２，４ｘ４，８ｘ８，
１６ｘ１６，３２ｘ３２，６４ｘ６４，１２８ｘ１２８サイズの予測単位それぞれについ
て、実際に遂行されるイントラ予測モードの個数は、それぞれ５，９，９，１７，３３，
５，５個（Example　２の場合）に設定される。このように、予測単位の大きさにより、
実際に遂行されるイントラ予測モードの個数を差別化する理由は、予測単位の大きさによ
り、予測モード情報を符号化するためのオーバーヘッドが異なるからである。すなわち、
予測単位の場合、全体映像で占める部分が小さいにもかかわらず、そのような小さい予測
単位の予測モードのような付加情報を伝送するためのオーバーヘッドが大きく。従って、
小サイズの予測単位を過度に多くの予測モードで符号化する場合、ビット量が増加して圧
縮効率が低下する。また、大サイズを有する予測単位、例えば、６４ｘ６４以上の大きさ
を有する予測単位は、一般的に、映像の平坦な領域に係わる予測単位として選択される場
合が多いので、そのような平坦な領域を符号化するのに多く選択される大サイズの予測単
位を過度に多数の予測モードで符号化することも、圧縮効率側面で非効率的である。従っ
て、予測単位の大きさが、所定サイズよりはるかに大きいか、あるいは小さい場合には、
相対的に少ない個数のイントラ予測モードのみを適用する。かような予測単位の大きさに
よって適用されるイントラ予測モードの個数は、図１４に限定されるものではなく、多様
に設定される。図１４に図示された各予測単位の大きさによって適用される予測モードの
個数は、一実施形態に過ぎず、各予測単位の大きさによる予測モードの個数は、変更され
る。また、各予測単位に適用されるイントラ予測モードの個数は、予測単位の大きさにか
かわらず、常に一定に設定される。
【０１４５】
　本発明の一実施形態によるイントラ予測部４１０，５５０は、予測単位に適用されるイ
ントラ予測モードでもって、予測単位内のピクセルを中心に、所定の傾度を有するライン
を利用して、周辺参照ピクセルを決定し、決定された周辺参照ピクセルを、ピクセルの予
測子として利用するイントラ予測モードが含まれる。かようなラインの傾度は、（ｄｘ，
ｄｙ）パラメータ（ｄｘ，ｄｙは、整数）を利用して設定される。一例として、３３の予
測モードを、それぞれmode　Ｎ（Ｎは、０から３２までの整数）と定義するとき、mode　
０は、垂直モード、mode　１は、水平モード、mode　２は、ＤＣ（direct　current）モ
ード、mode　３は、プレーンモード、mode　３２は、プラナー（planar）モードとして設
定し、mode　４～mode　３１それぞれは、次の表１に表記されているように、（１，－１
）、（１，１）、（１，２）、（２，１）、（１，－２）、（２，１）、（１，－２）、
（２，－１）、（２，－１１）、（５，－７）、（１０，－７）、（１１，３）、（４，
３）、（１，１１）、（１，－１）、（１２，－３）、（１，－１１）、（１，－７）、
（３，－１０）、（５，－６）、（７，－６）、（７，－４）、（１１，１）、（６，１
）、（８，３）、（５，３）、（５，７）、（２，７）、（５，－７）、（４，－３）う
ち１つの値に表現される（ｄｘ，ｄｙ）を利用して、ｔａｎ－１（ｄｙ／ｄｘ）の方向性
を有するラインを利用して、周辺参照ピクセルを決定し、決定された周辺参照ピクセルを
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予測に利用するイントラ予測モードとして定義することができる。
【０１４６】
【表２】

　イントラ予測部４１０，５５０で利用されるイントラ予測モードの個数は、表２に限定
されるものではなく、現在予測単位が色差成分であるか輝度成分であるかということ、現
在予測単位の大きさなどの情報に基づいて多様に設定され、また各mode　Ｎがいかなるイ
ントラ予測モードを示すかということも、多様に設定される。一例として、全体イントラ
予測モードの個数を３６個に設定し、mode　０は、後述されるプラナーモード、mode　１
は、ＤＣモード、mode　２～３４は、後述される一例のように、３３の方向性を有するイ
ントラ予測モード、mode　３５は、色差成分の予測単位について、対応する輝度成分の予
測単位を利用したモード（Intra＿FromLuma）と定義することもできる。mode　３５の輝
度成分の予測単位から、対応する色差成分の予測単位を遂行するイントラ予測モード（In
tra＿FromLuma）は、色差成分の予測単位についてのみ適用され、輝度成分の予測単位の
イントラ予測時には、利用されない。
【０１４７】
　図１５は、本発明の一実施形態による多様な方向性を有するイントラ予測モードについ
て説明するための参照図である。
【０１４８】
　前述のように、本発明の一実施形態によるイントラ予測部４１０，５５０は、複数個の
（ｄｘ，ｄｙ）パラメータを利用して決定されるｔａｎ－１（ｄｙ／ｄｘ）の傾度を有す
るラインを利用して、周辺参照ピクセルを決定し、決定された周辺参照ピクセルを利用し
て予測を行うことができる。
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【０１４９】
　図１５を参照すれば、現在予測単位内部の予測すべき現在ピクセルＰを中心に、表２に
表記されたモード別（ｄｘ，ｄｙ）の値によって決定されるｔａｎ－１（ｄｙ／ｄｘ）の
角度を有する延長線１５０上に位置した周辺ピクセルＡ，Ｂを、現在ピクセルＰの予測子
として利用することができる。このとき、予測子として利用される周辺ピクセルは、以前
に符号化されて復元された、現在予測単位の上側、左側、右上側及び左下側の以前予測単
位のピクセルであることが望ましい。そのように、多様な方向性を有するイントラ予測モ
ードによって予測符号化を行うことにより、映像の特性によって、さらに効率的な圧縮が
可能である。
【０１５０】
　図１５で、延長線１５０に位置したり、あるいは延長線１５０に近い周辺ピクセルを利
用して、現在ピクセルＰの予測子を生成する場合、延長線１５０は、実際にｔａｎ－１（
ｄｙ／ｄｘ）の方向性を有するが、かような延長線１５０を利用した周辺ピクセル決定の
ためには、（ｄｙ／ｄｘ）の除算演算が必要であるので、ハードウェアやソフトウェアで
具現するとき、小数点演算を含み、演算量を増加させる要因にもなる。従って、参照ピク
セルを選択するための予測方向を、（ｄｘ，ｄｙ）パラメータを利用して設定するとき、
演算量を減少させることができるように、（ｄｘ，ｄｙ）を設定する必要がある。
【０１５１】
　図１６は、本発明の一実施形態によって、（ｄｘ，ｄｙ）の方向性を有する延長線上に
位置した周辺ピクセルと、現在ピクセルとの関係について説明するための図面である。図
１６を参照すれば、（ｊ，ｉ）に位置した現在ピクセルをＰ　１６１０、現在ピクセルＰ
　１６１０を通過するｔａｎ－１（ｄｙ／ｄｘ）の方向性、すなわち、傾度を有する延長
線上に位置した上側周辺ピクセルをＡ　１６１１、左側周辺ピクセルをＢ　１６１２と定
義する。現在ピクセルＰ　１６１０が含まれた予測単位の大きさが、ｎＳｘｎＳ（ｎＳは
、正の整数）であり、予測単位の各ピクセルの位置は、（０，０）から（ｎＳ－１，ｎＳ
－１）のうち一つであり、ｘ軸上に位置した上側周辺ピクセルの位置を（ｍ，－１）（ｍ
は、整数）、ｙ軸上に位置した左側周辺ピクセルの位置を（－１，ｎ）（ｎは、整数）と
仮定する。現在ピクセルＰ　１６１０を通過する延長線と出合う上側周辺ピクセルＡ　１
６１１の位置は、（ｊ＋ｉ＊ｄｘ／ｄｙ，－１）、左側周辺ピクセルＢ　１６１２の位置
は、（－１，ｉ＋ｊ＊ｄｙ／ｄｘ）である。従って、現在ピクセルＰ　１６１０の予測の
ために、上側周辺ピクセルＡ　１６１１または左側周辺ピクセルＢ　１６１２を決定する
ためには、ｄｘ／ｄｙまたはｄｙ／ｄｘのような除算演算が必要である。前述のように、
かような除算演算は、演算複雑度が高いので、ソフトウェアまたはハードウェアで具現す
るとき、演算速度の低下をもたらす。従って、周辺ピクセルを決定するための予測モード
の方向性を示すｄｘ及びｄｙのうち少なくとも１つの値を、２の累乗として決定すること
ができる。すなわち、ｎ、ｍをそれぞれ整数とするとき、ｄｘ及びｄｙは、それぞれ２＾
ｎ、２＾ｍでもある。
【０１５２】
　現在ピクセルＰ　１６１０の予測子として、左側周辺ピクセルＢ　１６１２が利用され
、ｄｘが２＾ｎの値を有する場合、左側周辺ピクセルＢ　１６１２の位置である（－１，
ｉ＋ｊ＊ｄｙ／ｄｘ）を決定するために必要なｊ＊ｄｙ／ｄｘ演算は、（ｉ＊ｄｙ）／（
２＾ｎ）であり、かような２の累乗で除算を行う演算は、（ｉ＊ｄｙ）＞＞ｎのように、
シフト演算を介して具現されるので、演算量が減少する。
【０１５３】
　同様に、現在ピクセルＰ　１６１０の予測子として、上側周辺ピクセルＡ　１６１１が
利用され、ｄｙが２＾ｍの値を有する場合、上側周辺ピクセルＡの位置である（ｊ＋ｉ＊
ｄｘ／ｄｙ，－１）を決定するために必要なｉ＊ｄｘ／ｄｙ演算は、（ｉ＊ｄｘ）／（２
＾ｍ）であり、かような２の累乗で除算を行う演算は、（ｉ＊ｄｘ）＞＞ｍのように、シ
フト演算を介して具現される。
【０１５４】
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　図１７及び図１８は、本発明の一実施形態によるイントラ予測モード方向を示した図面
である。
【０１５５】
　一般的に、映像やビデオ信号で示される直線パターンは、垂直方向や水平方向である場
合が多い。従って、（ｄｘ，ｄｙ）のパラメータを利用して、多様な方向性を有するイン
トラ予測モードを定義するとき、次のように（ｄｘ，ｄｙ）の値を定義することにより、
映像のコーディング効率を向上させることができる。
【０１５６】
　具体的には、ｄｙが２＾ｍの値に固定された値を有する場合、ｄｘの絶対値は、垂直方
向に近い予測方向間の間隔を狭めるように設定され、水平方向に近い予測方向であればあ
るほど、予測モード間の間隔を広するように設定される。例えば、図１７を参照すれば、
ｄｙが２＾５、すなわち、３２の値を有する場合、ｄｘの値を、２、５、９、１３、１７
、２１、２６、３２、－２、－５、－９、－１３、－１７、－２１、－２６、－３２のよ
うに設定することにより、垂直方向に近い予測方向間の間隔は、相対的に狭くなるように
設定され、水平方向に近い予測方向であればあるほど、予測モード間の間隔が相対的に広
くなるように設定される。
【０１５７】
　同様に、ｄｘが２＾ｎの値に固定された値を有する場合、ｄｙの絶対値は、水平方向に
近い予測方向間の間隔が狭くなるように設定され、垂直方向に近い予測方向であればある
ほど、予測モード間の間隔が広くなるように設定される。例えば、図１８を参照すれば、
ｄｘが２＾５、すなわち、３２の値を有する場合、ｄｙの値を２、５、９、１３、１７、
２１、２６、３２、－２、－５、－９、－１３、－１７、－２１、－２６、－３２のよう
に設定することにより、水平方向に近い予測方向間の間隔が狭くなるように設定され、垂
直方向に近い予測方向であればあるほど、予測モード間の間隔が広くなるように設定され
る。
【０１５８】
　また、ｄｘ及びｄｙのうちいずれか１つの値が固定されたとき、固定されていない残り
の値は、予測モード別に大きくなるように設定される。例えば、ｄｙが固定された場合、
ｄｘ間の間隔が所定値ほど大きくなるように設定される。また、かような増加幅は、水平
方向と垂直方向との角度を所定単位に区分し、区分された角度別に設定されもする。例え
ば、ｄｙが固定された場合、ｄｘの値は、垂直軸との角度が１５°以内である区間では、
ａという増加幅を有し、１５°と３０°との間では、ｂという増加幅を有し、３０　以上
では、ｃという増加幅を有するように設定される。
【０１５９】
　一例として、（ｄｘ，ｄｙ）を利用して、ｔａｎ－１（ｄｙ／ｄｘ）の方向性を有する
予測モードは、下記表３ないし表５に表記された（ｄｘ，ｄｙ）パラメータを定義される
。
【０１６０】
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【表３】

【０１６１】
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【表４】

　前述のように、（ｄｘ，ｄｙ）パラメータを利用する各イントラ予測モードは、（ｊ，
ｉ）に位置したピクセルの予測子として、左側の周辺ピクセル（－１，ｉ＋ｊ＊ｄｙ／ｄ
ｘ）または上側の周辺ピクセル（ｊ＋ｉ＊ｄｘ／ｄｙ，－１）を利用する。表２のように
、ｄｘまたはｄｙの値のうち少なくとも一つが２の累乗を有する場合、左側の周辺ピクセ
ル（－１，ｉ＋ｊ＊ｄｙ／ｄｘ）及び上側の周辺ピクセル（ｊ＋ｉ＊ｄｘ／ｄｙ，－１）
の位置は、除算演算なしに、乗算及びシフト演算だけで獲得される。前述の表２による（
ｄｘ，ｄｙ）の値のうち、ｄｘが３２である場合のように、ｄｘが２＾ｎの値を有する場
合、ｄｘを利用した除算演算は、右側シフト演算で代替されるので、左側の周辺ピクセル
の位置は、（ｉ＊ｄｙ）＞＞ｎの値に基づいて、除算演算なしに獲得される。同様に、表
２による（ｄｘ，ｄｙ）の値のうち、ｄｙが３２である場合のように、ｄｙが２＾ｍの値
を有する場合、ｄｙを利用した除算演算は、右側シフト演算で代替されるので、上側の周
辺ピクセルの位置は、（ｉ＊ｄｘ）＞＞ｍの値に基づいて、除算演算なしに獲得される。
【０１６２】
　図１９は、本発明の一実施形態による、３３の方向性を有するイントラ予測モードの方
向を示した図面である。図１９を参照すれば、イントラ予測部４１０，５５０は、図示さ
れているような３３の方向性を有するイントラ予測モードにより、現在ピクセルの予測子
に利用される周辺ピクセルを決定することができる。前述のように、各イントラ予測モー
ドによる方向は、水平方向や垂直方向に近いほど、予測モード間の間隔が狭くなるように
設定され、垂直方向や水平方向と遠くなるほど、予測モード間の間隔が広くなるように設
定される。
【０１６３】
　一方、前述の図１９に例示されているような多様な方向性を有するイントラ予測モード
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により、現在ブロックの参照ピクセルに利用される周辺ピクセルの利用が制限される。例
えば、インター予測を介して予測されたインターブロックに含まれた周辺ピクセルである
場合、現在ブロックのイントラ予測時に利用が制限される。そのように、インターブロッ
クに含まれた周辺ピクセルの利用を制限する理由は、インターブロックに含まれたエラー
の伝播（error　propagation）を防止するためである。また、イントラ予測される現在ブ
ロックと異なるスライスに含まれる周辺ブロックは、現在ブロックのイントラ予測時に利
用が制限される。他のスライスに含まれた周辺ブロックを、イントラ予測時に利用を制限
する理由は、一般的に、映像処理において、スライス単位で映像データをカプセル化（en
capsulation）して独立して処理するために、他のスライスに含まれた周辺ブロックのデ
ータは、現在ブロックの参照データとして利用が制限される。従って、本発明の一実施形
態によるイントラ予測部４１０，５５０は、周辺ピクセルが含まれた周辺ブロックの予測
モードまたは周辺ブロックが含まれたスライスが、現在ブロックが属したスライスと同一
であるか否かということにより、当該周辺ピクセルを現在ブロックのイントラ予測に利用
するか否かということを制限することができる。映像符号化装置４００のイントラ予測部
４１０は、インターブロックに含まれた周辺ピクセルを、現在ブロックのイントラ予測に
利用するか否かということを示すフラグ（constrained＿intra＿ｐｒｅｄ＿flag）の値を
設定した後、符号化されたビットストリームに、フラグ（constrained＿intra＿ｐｒｅｄ
＿flag）情報を付加することにより、周辺インターブロックに含まれた周辺ピクセルの利
用いかんの制限をシグナリングすることができる。例えば、constrained＿intra＿ｐｒｅ
ｄ＿flagの値が０である場合には、周辺ピクセルが含まれた周辺ブロックの予測モードに
かかわりなく、現在ブロックのイントラ予測に利用されるということを示すことができる
。constrained＿intra＿ｐｒｅｄ＿flagの値が１である場合には、インターブロックに含
まれた周辺ピクセルに含まれた周辺ピクセルは、現在ブロックのイントラ予測時、利用が
制限されるということを示すことができる。また、イントラ予測部４１０，５５０は、現
在ブロックと異なるスライスに含まれた周辺ブロックのピクセルは、常に現在ブロックの
イントラ予測に利用されるものではないと制限することができる。
【０１６４】
　以下、図２０ないし図２６を参照し、constrained＿intra＿ｐｒｅｄ＿flagの値が１で
ある場合、すなわち、インターブロックに含まれた周辺ピクセルは、現在ブロックのイン
トラ予測時、参照ピクセルとして利用が制限される場合を仮定し、イントラ予測部４１０
，５５０で、参照ピクセルとして利用が制限された周辺ピクセルを、他の周辺ピクセルに
代替する過程について具体的に説明する。また、現在ブロックが属したスライスと異なる
スライスに含まれた周辺ブロックのピクセルは、常に現在ブロックのイントラ予測時に利
用が制限されるものであると仮定する。
【０１６５】
　図２４は、本発明の一実施形態によるイントラ予測装置の構成を示している。図２４の
イントラ予測装置２４００は、図４及び図５のイントラ予測部４１０，５５０に対応する
。
【０１６６】
　図２４を参照すれば、イントラ予測装置２４００は、利用可能性（availability）判断
部２４１０、代替部２４２０及びイントラ予測遂行部２４３０を含む。利用可能性判断部
２４１０は、現在ブロックのイントラ予測に利用される所定個数の周辺ピクセルの利用可
能性を判断する。ここで、利用可能性とは、周辺ピクセルが、現在ブロックの参照ピクセ
ルとしてイントラ予測に利用されるか否かということを示す。前述のように、constraine
d＿intra＿ｐｒｅｄ＿flagの値が１である場合を仮定するので、インター予測された周辺
ブロック、または現在ブロックが属したスライスと異なるスライスに属した周辺ブロック
に含まれた周辺ピクセルは、利用不可能であると判断される。従って、利用可能性判断部
２４１０は、現在ブロックと隣接した所定個数の周辺ピクセルのうちインター予測された
周辺ブロック、または現在ブロックが属したスライスと異なるスライスに属した周辺ブロ
ックに含まれた周辺ピクセルが存在するか否かということを判断する。周辺ピクセルの個



(31) JP 2014-531177 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

数は、多様な基準によって設定される。例えば、現在ブロックの大きさが、ｎＴｘｎＴ（
ｎＴは、整数）である場合、現在ブロックの上側及び右上側に位置した２ｎＴ個の上側周
辺ピクセル、現在ブロックの左側及び左下側に位置した２ｎＴ個の左側周辺ピクセル、及
び現在ブロックの左上側コーナーに位置した１個の周辺ピクセルを含む総４ｎＴ＋１個の
周辺ピクセルについて、利用可能性いかんが判断される。利用可能性が判断される周辺ピ
クセルの個数及び位置は、それらに限定されるものではなく、変更される。
【０１６７】
　もし周辺ピクセルがいずれも利用可能であると判断された場合、符号化側のイントラ予
測遂行部２４３０は、周辺ピクセルをそのまま参照ピクセルとして利用して、図１９に例
示されているような多様な方向性を有するイントラ予測モードによってイントラ予測を行
い、現在ブロックの予測ブロックを生成する。復号化側のイントラ予測遂行部２４３０は
、ビットストリームから抽出された現在ブロックのイントラ予測モードに基づいて、周辺
ピクセルをそのまま利用して、現在ブロックに対するイントラ予測を行い、現在ブロック
の予測ブロックを生成する。
【０１６８】
　もし周辺ピクセルが、いずれも利用不可能であると判断された場合、代替部２４２０は
、利用不可能な周辺ピクセルのピクセル値を所定値に代替することができる。ここで、所
定値は、ピクセルのビット深度に基づいて決定された値が利用される。ピクセルのビット
深度は、１つのピクセルのピクセル値を表現するのに利用されるビット数であり、ビット
深度は、８～１４ビットでもある。そのように、可変的なビット深度（BitDepth）は、基
本ビット深度（BaseBitDepth）及び可変的なビット深度増加量（increased＿bit＿depth
）を介して、下記数式を介して表現される。
【０１６９】
　　BitDepth＝BaseBitDepth＋Increased＿bit＿depth
　前述のように、ビット深度が８～１４ビット範囲を有するとすれば、基本ビット深度（
BaseBitDepth）は、８の値を有し、ビット深度増加量（increased＿bit＿depth）は、０
～６の値を有する。代替部２４２０は、周辺ピクセルがいずれも利用不可能である場合、
周辺ピクセルをいずれも（１＜＜（－１））の値に代替することができる。例えば、ビッ
ト深度が８であるとするとき、代替部２４２０は、周辺ピクセルがいずれも利用不可能で
ある場合、周辺ピクセルをいずれも（１＜＜（８－１））、すなわち、１ｘ２＾７である
１２８のピクセル値を有するように代替することができる。
【０１７０】
　利用可能性判断部２４１０で判断した結果、所定個数の周辺ピクセルがいずれも利用不
可能である場合ではないが、少なくとも１つの利用不可能な周辺ピクセルが存在する場合
、代替部２４２０は、利用不可能な周辺ピクセルを基準にして、既定方向に所定個数の周
辺ピクセルを検索し、利用可能な周辺ピクセルを検索し、利用不可能な周辺ピクセルのピ
クセル値を、検索された利用可能な周辺ピクセルのピクセル値に代替する。利用不可能な
周辺ピクセルを代替する過程については、図２０ないし図２３を参照して後述する。
【０１７１】
　イントラ予測遂行部２４３０は、利用不可能な周辺ピクセルが、利用可能な周辺ピクセ
ルで代替されれば、代替された周辺ピクセル、及び利用可能な原周辺ピクセルを利用して
、現在ブロックに対するイントラ予測を行い、現在ブロックの予測ブロックを生成する。
【０１７２】
　以下、図２０ないし図２３を参照し、現在ブロックのイントラ予測時、利用不可能な周
辺ピクセルを代替する過程について具体的に説明する。
【０１７３】
　図２０は、本発明の一実施形態により、周辺ブロックの類型によって、現在ブロックの
イントラ予測時、利用不可能な周辺ピクセルを示した図面である。図２０を参照すれば、
現在ブロック２０００の大きさをｎＴｘｎＴとするとき、利用可能性判断部２４１０は、
現在ブロックの上側及び右上側に位置した２ｎＴ個の上側周辺ピクセルが含まれた周辺ブ
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ロックＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅが、インターブロックであるか、あるいは現在ブロック２００
０が属したスライスと異なるスライスに含まれたブロックであるかということを判断する
。また、利用可能性判断部２４１０は、現在ブロック２０００の左側及び左下側に位置し
た２ｎＴ個の左側周辺ピクセルが含まれた周辺ブロックＧ，Ｈ，Ｉ，Ｊ，Ｋ、及び現在ブ
ロック２０００の左上側コーナーに位置した１個の周辺ピクセルを含む周辺ブロックＦが
、インターブロックであるか、あるいは現在ブロック２０００が属したスライスと異なる
スライスに含まれたブロックであるかということを判断する。
【０１７４】
　利用可能性判断部２４１０は、周辺ブロックＡないしＫのうち、インターブロックであ
るか、あるいは現在ブロック２０００が属したスライスと異なるスライスに含まれたブロ
ックに含まれた周辺ピクセルを、利用不可能な周辺ピクセルと判断する。図２０で、周辺
ブロックＡ，Ｂ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｈ，Ｉが、インター予測されたインターブロックであるの
で、利用可能性判断部２４１０は、インター予測された周辺ブロックＡ，Ｂ，Ｄ，Ｅ，Ｆ
，Ｈ，Ｉに含まれた周辺ピクセル２０１１，２０１２，２０１３を利用不可能な周辺ピク
セルと判断する。前述のように、代替部２４２０は、利用不可能な周辺ピクセルを基準に
して、既定方向に周辺ピクセルを検索し、利用不可能な周辺ピクセルのピクセル値を、利
用可能な周辺ピクセルに代替する過程を遂行する。
【０１７５】
　具体的には、本発明の実施形態による利用可能性判断部２４１０は、周辺ピクセルのう
ち、既定位置の周辺ピクセル（以下、「第１周辺ピクセル」とする）の利用可能性いかん
をまず判断する。代替部２４２０は、第１周辺ピクセルが利用不可能である場合、既定方
向に周辺ピクセルを検索し、利用可能な第２周辺ピクセルを検索する。また、代替部２４
２０は、検索された利用可能な第２周辺ピクセルを利用して、第１周辺ピクセルを代替す
る。
【０１７６】
　第１周辺ピクセルを除いた残りの利用不可能な周辺ピクセル（以下、「第３周辺ピクセ
ル」とする）は、既定方向に基づいて、以前に処理されて代替されたり、あるいは本来利
用可能な周辺ピクセルを利用して代替される。利用不可能な第３周辺ピクセルは、第２周
辺ピクセルの検索に利用された検索順序によって順次に代替される。第１周辺ピクセルが
利用可能である場合、第１周辺ピクセルの代替過程は、スキップされ、第３周辺ピクセル
の代替過程のみ遂行される。
【０１７７】
　下記の図２１ないし図２３において、現在ブロック２１００，２２００，２３００の大
きさは、ｎＴｘｎＴであり、現在ブロック２１００，２２００，２３００のイントラ予測
のために、利用可能性いかんが判断される周辺ピクセルは、Ｐ（ｘ，ｙ）（ｘ＝－１、ｙ
＝－１，…，２ｎＴ－１；ｘ＝０，…，２ｎＴ－１、ｙ＝１）と仮定する。
【０１７８】
　図２１は、本発明の一実施形態による、利用不可能な周辺ピクセルを代替する過程につ
いて説明するための図面である。図２１を参照すれば、周辺ピクセルのうち、最初に利用
可能性いかんが判断される第１周辺ピクセルが、現在ブロック２１００の左上側コーナー
に位置した周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０であると仮定する。利用可能性判断部
２４１０は、周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０の利用可能性いかんをまず判断する
。代替部２４２０は、周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０が利用不可能であると判断
された場合、周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０を基準にして、既定方向に沿って、
順次に周辺ピクセルのうち利用可能な周辺ピクセルを検索し、最初に検索された利用可能
な周辺ピクセル（以下、「第２周辺ピクセル」とする）を利用して、第１周辺ピクセルを
代替する。例えば、代替部２４２０は、周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０を基準に
して、左側から、右側方向の第１検索方向に沿って、現在ブロック２１００の上側及び右
上側の周辺ピクセルを検索し、現在ブロック２１００の上側及び右上側の周辺ピクセルの
うち、利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１
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）２１１０を基準にして、上側から下側の方向に、現在ブロック２１００の左側及び左下
側の周辺ピクセルを検索し、利用可能な第２周辺ピクセルを検索する。代替部２４２０は
、かような検索方向及び順序によって、最初に検索された利用可能な第２周辺ピクセルを
利用して、第１周辺ピクセルであるＰ（－１，－１）２１１０を代替する。例えば、上側
及び右上側の周辺ピクセルのうち、Ｐ（ｎＴ－２，－１）２１２０が最初に検索された利
用可能な第２周辺ピクセルであると仮定すれば、代替部２４２０は、第１周辺ピクセルＰ
（－１，－１）２１１０のピクセル値を、Ｐ（ｎＴ－２，－１）２１２０のピクセル値に
代替する。
【０１７９】
　代替部２４２０は、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０を除いた残りの利用不
可能な第３周辺ピクセルを、既定の検索方向に基づいて、以前に処理されて代替された周
辺ピクセル、または本来利用可能な周辺ピクセルに代替する。例えば、代替部２４２０は
、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０を、利用可能な周辺ピクセルＰ（ｎＴ－２
，－１）２１２０で代替した後、利用不可能な次の周辺ピクセルＰ（０，－１）の値を、
第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０に代替する。第１周辺ピクセルＰ（－１，－
１）２１１０は、利用可能な周辺ピクセルＰ（ｎＴ－２，－１）２１２０に代替されたた
めに、周辺ピクセルＰ（０，－１）の値も、周辺ピクセルＰ（ｎＴ－２，－１）２１２０
の値と同一の値を有することになる。もし第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０が
、本来利用可能である場合には、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０の代替過程
は、スキップされるので、代替部２４２０は、本来の第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）
２１１０のピクセル値を利用して、周辺ピクセルＰ（０，－１）の値を代替する。周辺ピ
クセルＰ（１，－１）の値は、以前に処理された周辺ピクセルＰ（０，－１）の値を利用
して代替される。
【０１８０】
　かような代替過程は、利用不可能な全ての第３周辺ピクセルに対して反復される。図２
１で、上側に位置した周辺ピクセルのうち、利用可能な周辺ピクセルであるＰ（ｎＴ－２
，－１）２１２０は、代替されずに、本来のピクセル値が維持される。そのように、代替
部２４２０は、上側の利用不可能な周辺ピクセルを、既定の検索方向に沿って、以前に代
替されたり、あるいは本来利用可能な周辺ピクセルに代替する。すなわち、代替部２４２
０は、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０、及び本来利用可能な周辺ピクセルを
除き、検索方向が左側から右側であるとするとき、利用不可能な第３周辺ピクセルを、す
ぐ左側の周辺ピクセルの値に代替する。そのように、上側に複数個の第３周辺ピクセルが
存在する場合、代替部２４２０は、左側から右側の方向に、複数個の第３周辺ピクセルそ
れぞれを、左側の周辺ピクセルを利用して順次に代替する。そのとき、第３周辺ピクセル
を代替するのに利用される左側の周辺ピクセルは、以前に代替されたり、あるいは本来利
用可能な周辺ピクセルでもある。同様に、代替部２４２０は、現在ブロック２１００の左
側及び左下側に位置した周辺ピクセルのうち、利用不可能な第３周辺ピクセルを、すぐ上
側の周辺ピクセルの値を利用して代替する。例えば、代替部２４２０は、利用不可能な周
辺ピクセルＰ（－１，０）の値を、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０に代替す
る。前述のように、もし第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０が、本来利用可能で
ある場合には、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０の代替過程は、スキップされ
るので、代替部２４２０は、本来の第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０のピクセ
ル値を利用して、周辺ピクセルＰ（－１，０）の値を代替する。周辺ピクセルＰ（－１，
１）の値は、以前に処理された周辺ピクセルＰ（－１，０）の値を利用して代替される。
前述の上側の第３周辺ピクセルを代替する過程と同様に、左側に、複数個の第３周辺ピク
セルが存在する場合、代替部２４２０は、上側から下側の方向に複数個の第３周辺ピクセ
ルそれぞれを、上側の周辺ピクセルを利用して順次に代替する。そのとき、第３周辺ピク
セルを代替するのに利用される上側の周辺ピクセルは、以前に代替されたり、あるいは本
来利用可能な周辺ピクセルでもある。
【０１８１】
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　かような代替過程は、利用不可能な左側及び左下側の全ての第３周辺ピクセルに対して
反復される。左側に位置した周辺ピクセルのうち、利用可能な周辺ピクセルであるＰ（－
１，ｎＴ＋１）２１３０は、代替されずに、本来のピクセル値が維持される。そのように
、代替部２４２０は、左側の利用不可能な周辺ピクセルを、既定の検索方向に沿って、以
前に代替されたり、あるいは本来利用可能な周辺ピクセルに代替する。すなわち、検索方
向が上側から下側であるとするとき、代替部２４２０は、利用不可能な第３周辺ピクセル
を、すぐ上側の周辺ピクセルの値に代替する。一方、代替部２４２０は、現在ブロック２
１００の上側及び左側で利用可能な周辺ピクセルがいずれも検索された場合、検索された
上側及び左側で利用可能な周辺ピクセルの平均値を利用して、第１周辺ピクセルＰ（－１
，－１）２１１０を代替することができる。例えば、図２１で、上側周辺ピクセルのうち
、最初に検索された利用可能な周辺ピクセルＰ（ｎＴ－２，－１）２１２０、及び左側周
辺ピクセルのうち、最初に検索された利用可能な周辺ピクセルＰ（－１，ｎＴ＋１）２１
３０の平均値を利用して、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０を代替することが
できる。すなわち、周辺ピクセルＰ（ｎＴ－２，－１）２１２０のピクセル値をＰＲＡ、
周辺ピクセルＰ（－１，ｎＴ＋１）２１３０のピクセル値をＰＬＢとすれば、次の数式を
介して獲得された平均値ＰＴを、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０のピクセル
値に代替することができる。
【０１８２】
　　ＰＴ＝（ＰＲＡ＋ＰＬＢ＋１）＞＞１
　また、代替部２４２０は、現在ブロック２１００の上側及び左側で利用可能な周辺ピク
セルがいずれも検索された場合、既定の検索方向に沿って、最初に検索された周辺ピクセ
ルのみを利用するのではなく、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０との距離に基
づいて、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０にさらに近い利用可能な周辺ピクセ
ルを、第２周辺ピクセルと決定し、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０を代替す
ることができる。図２１で、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０と、上側の利用
可能な最初検索された周辺ピクセルＰ（ｎＴ－２，－１）２１２０との距離は、（ｎＴ－
２）－（－１）、すなわち、ｎＴ－１であり、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１
０と、左側の利用可能な最初検索された周辺ピクセルＰ（－１，ｎＴ＋１）２１２０との
距離は、（ｎＴ＋１）－（－１）、すなわち、ｎＴ＋２であるので、代替部２４２０は、
さらに近い上側の周辺ピクセルＰ（ｎＴ－２，－１）２１２０を利用して、第１周辺ピク
セルＰ（－１，－１）２１１０を代替することができる。
【０１８３】
　一方、代替部２４２０は、現在ブロック２１００の第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）
２１１０を代替するための第２周辺ピクセルを検索する過程の複雑度を低減させるために
、現在ブロックの上側及び左側の全てのピクセルを検索する代わりに、第１周辺ピクセル
Ｐ（－１，－１）２１１０とすぐ隣接したＰ（－１，０）及びＰ（０，－１）のみを検索
し、Ｐ（－１，０）及びＰ（０，－１）のうち利用可能な隣接周辺ピクセルを利用して、
第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０を代替することができる。例えば、代替部２
４２０は、Ｐ（－１，０）及びＰ（０，－１）の順序で、またはＰ（０，－１）及びＰ（
－１，０）の順序で、隣接周辺ピクセルを検索し、まず検索された利用可能な隣接周辺ピ
クセルの値で、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０を代替することができる。も
し代替部２４２０は、Ｐ（－１，０）及びＰ（０，－１）のうち利用可能な周辺ピクセル
が検索されない場合、前述のように、ビット深度に基づく所定の値で、第１周辺ピクセル
Ｐ（－１，－１）２１１０を代替することができる。代替部２４２０は、Ｐ（－１，０）
及びＰ（０，－１）がいずれも利用可能である場合、Ｐ（－１，０）及びＰ（０，－１）
の平均値を利用して、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０を代替することができ
る。
【０１８４】
　一方、前述の代替部２４２０で行われる上側周辺ピクセル及び左側周辺ピクセル検索の
順序及び方向は、変更される。すなわち、代替部２４２０は、まず現在ブロック２１００
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の左側及び左下側の周辺ピクセルを検索し、利用可能な周辺ピクセルが存在しない場合、
次に上側及び右上側の周辺ピクセルを検索することができる。また、代替部２４２０は、
左側及び左下側の周辺ピクセルを検索するとき、上側から下側の方向に利用可能な周辺ピ
クセルを検索する代わりに、下側から上側の方向に、利用可能な周辺ピクセルを検索する
ことができる。また、代替部２４２０は、上側及び右上側の周辺ピクセルを検索するとき
、左側から右側の方向に利用可能な周辺ピクセルを検索する代わりに、右側から左側の方
向に、利用可能な周辺ピクセルを検索することができる。
【０１８５】
　また、代替部２４２０は、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０を代替するため
に、最初に検索された上側または左側の利用可能な周辺ピクセルのうち、最初に検索され
た周辺ピクセルを利用する代わりに、現在ブロック２１００の上側及び右上側、左側及び
左上側の周辺ピクセルのうち、利用可能な全ての周辺ピクセルのピクセル値の平均値を利
用して、第１周辺ピクセルＰ（－１，－１）２１１０を代替することができる。
【０１８６】
　図２２は、本発明の他の実施形態による、利用不可能な周辺ピクセルを代替する過程に
ついて説明するための図面である。図２２を参照すれば、本発明の他の実施形態において
、周辺ピクセルのうち最初に利用可能性いかんが判断される第１周辺ピクセルが、現在ブ
ロック２２００の最左下側に位置した周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０であ
ると仮定する。すなわち、利用可能性判断部２４１０は、周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ
－１）２２１０の利用可能性いかんをまず判断する。代替部２４２０は、第１周辺ピクセ
ルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０が利用不可能であると判断された場合、Ｐ（－１，２
ｎＴ－１）２２１０を基準にして、既定方向に沿って、順次に周辺ピクセルのうち、利用
可能な周辺ピクセルを検索し、最初に検索された利用可能な第２周辺ピクセルを利用して
、第１周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０を代替する。例えば、代替部２４２
０は、第１周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０を基準にして、下側から上側の
方向の第１検索方向に沿って、現在ブロック２２００の左側及び左下側の周辺ピクセルを
検索し、現在ブロック２２００の左側及び左下側の周辺ピクセルのうち、利用可能な第２
周辺ピクセルが存在しない場合、左側から右側の方向の第２検索方向に沿って、現在ブロ
ック２２００の上側及び右上側の周辺ピクセルを検索し、利用可能な第２周辺ピクセルを
検索する。代替部２４２０は、かような検索方向及び順序によって、最初に検索された利
用可能な第２周辺ピクセルを利用して、第１周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１
０を代替する。例えば、検索順序によって、左側の周辺ピクセルのうち、Ｐ（－１，ｎＴ
－２）２２２０が利用可能な最初に検索された第２周辺ピクセルであるとすれば、代替部
２４２０は、第１周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０のピクセル値を、Ｐ（－
１，ｎＴ－２）２２２０のピクセル値に代替する。
【０１８７】
　前述の本発明の一実施形態と同様に、代替部２４２０は、Ｐ（－１，２ｎＴ－１）２２
１０を除いた残りの利用不可能な第３周辺ピクセルを、既定の検索方向に基づいて、以前
に処理されて代替されたり、あるいは本来利用可能な周辺ピクセルに代替する。例えば、
代替部２４２０は、第１周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０を、利用可能な周
辺ピクセルＰ（－１，ｎＴ－２）２２２０で代替した後、利用不可能な次の周辺ピクセル
Ｐ（－１，２ｎＴ－２）の値は、第１周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０に代
替する。もし第１周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０が、本来利用可能である
場合には、第１周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０の代替過程は、スキップさ
れるので、代替部２４２０は、本来の第１周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０
のピクセル値を利用して、周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－２）の値を代替する。
【０１８８】
　かような代替過程は、利用不可能な全ての第３周辺ピクセルに対して反復される。図２
２で、左側及び上側に位置した周辺ピクセルのうち、利用可能な周辺ピクセルであるＰ（
－１，ｎＴ－２）２２２０及びＰ（ｎＴ＋１，－１）（２２３０）は、代替されずに、本
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来のピクセル値が維持される。そのように、代替部２４２０は、最左下側の第１周辺ピク
セルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０を基準にして、下側から上側の方向、左側から右側
の方向に、現在ブロック２２００の左側及び上側の周辺ピクセルを検索し、利用不可能な
第３周辺ピクセルを、すぐ下側の周辺ピクセルまたは左側の周辺ピクセルに代替する。す
なわち、代替部２４２０は、第１周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０、及び本
来利用可能な周辺ピクセルを除き、左側及び左下側に位置した利用不可能な第３周辺ピク
セルを、すぐ下の周辺ピクセルに代替して、上側及び右上側に位置した利用不可能な第３
周辺ピクセルを、すぐ左側の周辺ピクセルに代替する。そのように、左側に位置した複数
個の第３周辺ピクセルに対して、代替部２４２０は、下側から上側の方向に、複数個の第
３周辺ピクセルそれぞれを、下側の周辺ピクセルを利用して順次に代替し、上側に位置し
た複数個の第３周辺ピクセルに対して代替部２４２０は、左側から右側の方向に、複数個
の第３周辺ピクセルそれぞれを、左側の周辺ピクセルを利用して代替する。前述のように
、代替に利用される下側または左側の周辺ピクセルは、以前に代替されたり、あるいは本
来利用可能な周辺ピクセルでもある。
【０１８９】
　前述のように、代替部２４２０で行われる上側周辺ピクセル及び左側周辺ピクセル検索
の順序及び方向は、変更されてもよい。すなわち、代替部２４２０は、まず現在ブロック
２２００の上側及び右上側の周辺ピクセルを、右側から左側の方向に検索し、利用可能な
周辺ピクセルが存在しない場合、左側及び左下側の周辺ピクセルを、上側から下側の方向
に検索することにより、第１周辺ピクセルＰ（－１，２ｎＴ－１）２２１０を代替するた
めの第２周辺ピクセルを検索することができる。
【０１９０】
　図２３は、本発明のさらに他の実施形態による、利用不可能な周辺ピクセルを代替する
過程について説明するための図面である。図２３を参照すれば、本発明のさらに他の実施
形態において、周辺ピクセルのうち、最初に利用可能性いかんが判断される第１周辺ピク
セルが、現在ブロック２３００の最右上側に位置した周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１
）２３１０であると仮定する。すなわち、利用可能性判断部２４１０は、周辺ピクセルＰ
（２ｎＴ－１，－１）２３１０の利用可能性いかんをまず判断する。代替部２４２０は、
第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０が利用不可能であると判断された場合
、Ｐ（２ｎＴ－１，－１）２３１０を基準にして、既定方向に沿って、順次に周辺ピクセ
ルのうち、利用可能な周辺ピクセルを検索し、最初に検索された利用可能な第２周辺ピク
セルを利用して、第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０を代替する。例えば
、代替部２４２０は、第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０を基準にして、
右側から左側の方向の第１検索方向に沿って、現在ブロック２３００の上側及び右上側の
周辺ピクセルを検索し、現在ブロック２３００の上側及び右上側の周辺ピクセルのうち、
利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合、上側から下側の方向に、現在ブロック２
３００の左側及び左下側の周辺ピクセルを検索し、利用可能な第２周辺ピクセルを検索す
る。代替部２４２０は、かような検索方向及び順序によって、最初に検索された利用可能
な第２周辺ピクセルを利用して、第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０を代
替する。例えば、検索順序によって、上側の周辺ピクセルのうち、Ｐ（ｎＴ＋１，－１）
（２３２０）が利用可能な最初に検索された第２周辺ピクセルであるとすれば、代替部２
４２０は、第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０のピクセル値を、Ｐ（ｎＴ
＋１，－１）（２３２０）のピクセル値に代替する。
【０１９１】
　また、代替部２４２０は、第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０を除いた
残りの利用不可能な第３周辺ピクセルを、既定の検索方向に基づいて、以前に処理されて
代替されたり、あるいは本来利用可能な周辺ピクセルに代替する。例えば、代替部２４２
０は、第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０を、利用可能な周辺ピクセルＰ
（ｎＴ＋１，－１）（２３２０）で代替した後、利用不可能な次の周辺ピクセルＰ（２ｎ
Ｔ－２，－１）の値は、第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０に代替する。
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【０１９２】
　もし第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０が、本来利用可能である場合に
は、第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０の代替過程は、スキップされるの
で、代替部２４２０は、本来の第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０のピク
セル値を利用して、周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－２，－１）の値を代替する。
【０１９３】
　かような代替過程は、利用不可能な全ての第３周辺ピクセルに対して反復される。図２
３で、左側及び上側に位置した周辺ピクセルのうち、利用可能な周辺ピクセルであるＰ（
ｎＴ＋１，－１）２３２０及びＰ（－１，ｎＴ－１）２３３０は、代替されずに、本来の
ピクセル値が維持される。そのように、代替部２４２０は、最右上側の第１周辺ピクセル
Ｐ（２ｎＴ－１，－１）２３１０を基準にして、右側から左側の方向、上側から下側の方
向に、現在ブロック２３００の上側及び左側の周辺ピクセルを検索し、利用不可能な第３
周辺ピクセルを、すぐ右側の周辺ピクセルまたは上側の周辺ピクセルで順次に代替する。
すなわち、代替部２４２０は、第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０、及び
本来利用可能な周辺ピクセルを除き、上側及び右上側に位置した利用不可能な第３周辺ピ
クセルを、すぐ左側の周辺ピクセルに代替し、左側及び左下側に位置した利用不可能な第
３周辺ピクセルを、すぐ上側の周辺ピクセルで順次に代替する。
【０１９４】
　前述のように、代替部２４２０で行われる上側周辺ピクセル及び左側周辺ピクセル検索
の順序及び方向は、変更される。すなわち、代替部２４２０は、まず現在ブロック２３０
０の左側及び左下側の周辺ピクセルを、下側から上側の方向に検索し、利用可能な周辺ピ
クセルが存在しない場合、上側及び右上側の周辺ピクセルを、左側から右側の方向に検索
することにより、第１周辺ピクセルＰ（２ｎＴ－１，－１）２３１０を代替するための第
２周辺ピクセルを検索することができる。
【０１９５】
　一方、周辺ピクセルのうち、利用不可能な周辺ピクセルを代替する過程が完了すれば、
次に、周辺ピクセルに対するフィルタリング過程が遂行される。フィルタリングされた周
辺ピクセルを利用するか否かということは、現在ブロックの大きさに基づいて決定される
。例えば、フィルタリングされた周辺ピクセルは、現在ブロックの大きさが、１６ｘ１６
以上である場合にのみ利用される。
【０１９６】
　図２５Ａは、現在ブロック周辺のフィルタリングされる周辺ピクセルを示した図面であ
る。図２５Ａを参照すれば、現在ブロック２５００の上側のＸ個の周辺ピクセル２５１０
、及び左側のＹ個の周辺ピクセル２５２０に対して、少なくとも１回以上のフィルタリン
グが行われ、フィルタリングされた周辺ピクセルが、現在ブロック２５００のイントラ予
測に利用される。ここで、現在ブロック２５００の大きさを、ｎＴｘｎＴとすれば、Ｘ＝
２ｎＴ、Ｙ＝２ｎＴであることが望ましい。
【０１９７】
　ｎＴｘｎＴサイズの現在ブロック２５００の上側と左側とに隣接したＸ＋Ｙ個の原周辺
ピクセルが、ContextＯｒｇ［ｎ］（ｎは、０からＸ＋Ｙ－１までの整数）であり、左側
の周辺ピクセルのうち、最下端の周辺ピクセルがｎ＝０である場合、すなわち、Context
Ｏｒｇ［０］であり、上側の周辺ピクセルのうち、最右側の周辺ピクセルがｎ＝Ｘ＋Ｙ－
１、すなわち、ContextＯｒｇ［Ｘ＋Ｙ－１］であると仮定する。
【０１９８】
　図２５Ｂは、現在ブロックの周辺ピクセルのフィルタリング過程について説明するため
の参照図である。図２５Ｂを参照すれば、現在ブロックの上側と左側とに隣接した周辺ピ
クセルが、ContextＯｒｇ［ｎ］（ｎは、０から４ｎＴ－１までの整数）であるとすれば
、周辺ピクセル間の加重平均値を介して、周辺ピクセルがフィルタリングされる。１回フ
ィルタリングされた周辺ピクセルを、ContextFiltered１［ｎ］とすれば、次の数式のよ
うに、周辺ピクセル（ContextＯｒｇ［ｎ］）に、３タップフィルタを適用してフィルタ



(38) JP 2014-531177 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

リングされた周辺ピクセルが獲得される。
【０１９９】
　　ContextFiltered１［ｎ］＝（ContextＯｒｇ［ｎ－１］＋２＊ContextＯｒｇ［ｎ］
＋ContextＯｒｇ［ｎ＋１］）／４
　同様に、１回フィルタリングされた周辺ピクセル（ContextFiltered１［ｎ］）間の加
重平均値をさらに計算し、２回フィルタリングされた周辺ピクセル（ContextFiltered２
［ｎ］）が生成されもする。例えば、次の数式のようにフィルタリングされた周辺ピクセ
ル（ContextFiltered１［ｎ］）に、３タップフィルタを適用し、２回フィルタリングさ
れた周辺ピクセルが生成されもする。
【０２００】
　　ContextFiltered２［ｎ］＝（ContextFiltered１［ｎ－１］＋２＊ContextFiltered
１［ｎ］＋ContextFiltered１［ｎ＋１］）／４
　フィルタリングに利用されるフィルタ及びフィルタリング回数は、変更されてもよい。
【０２０１】
　図２６は、本発明の一実施形態によるビデオのイントラ予測方法を示したフローチャー
トである。段階２６１０で、利用可能性判断部２４１０は、ビデオを構成するピクチャを
階層的構造に分割したブロックのうち、現在ブロックのイントラ予測に利用される所定個
数の周辺ピクセルの利用可能性を判断する。前述のように、利用可能性判断部２４１０は
、現在ブロックの所定個数の周辺ピクセルのうち、インター予測された周辺ブロック、ま
たは現在ブロックが属したスライスと異なるスライスに属した周辺ブロックに含まれた周
辺ピクセルが存在する場合、当該周辺ピクセルを利用不可能な周辺ピクセルと判断する。
【０２０２】
　段階２６２０で、代替部２４２０は、所定個数の周辺ピクセルのうち、利用不可能な第
１周辺ピクセルが存在する場合、第１周辺ピクセルを基準にして、既定方向に、所定個数
の周辺ピクセルを検索し、利用可能な第２周辺ピクセルを検索する。段階２６３０で、代
替部２４２０は、第１周辺ピクセルのピクセル値を、検索された第２周辺ピクセルのピク
セル値に代替する。もし所定位置の第１周辺ピクセルが利用可能である場合であるならば
、本来の第１周辺ピクセルが、現在ブロックのイントラ予測のための参照ピクセルに利用
され、代替過程は、スキップされる。そのように、第１周辺ピクセルが利用可能ではなく
、第２周辺ピクセルで代替されたり、あるいは本来の第１周辺ピクセルが利用可能なよう
に、代替過程がスキップされた場合、周辺ピクセルのうち、利用不可能な第３周辺ピクセ
ルに対する代替過程が遂行される。
【０２０３】
　前述のように、本発明の一実施形態による代替部２４２０は、現在ブロックの最左上側
コーナーに位置した第１周辺ピクセルの利用可能性いかんを判断し、第１周辺ピクセルが
利用不可能である場合、上側及び右上側の周辺ピクセルを、第１周辺ピクセルを基準にし
て、左側から右側の方向に検索し、利用可能な第２周辺ピクセルを検索し、上側及び右上
側の周辺ピクセルのうち、利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない場合には、左側及び
左下側の周辺ピクセルを、第１周辺ピクセルを基準にして、上側から下側の方向に検索し
、利用可能な第２周辺ピクセルを検索する。本発明の一実施形態による代替部２４２０は
、かような検索方向及び順序によって、最初に検索された利用可能な周辺ピクセルを、第
２周辺ピクセルとして決定する。また、代替部２４２０は、第１周辺ピクセルのピクセル
値を、第２周辺ピクセルのピクセル値に代替する。また、代替部２４２０は、第１周辺ピ
クセル及び本来利用可能な周辺ピクセルを除き、左側及び左下側に位置した利用不可能な
第３周辺ピクセルを、すぐ上側の周辺ピクセルに代替し、上側及び右上側に位置した利用
不可能な第３周辺ピクセルを、すぐ左側の周辺ピクセルに代替する。すなわち、代替部２
４２０は、所定位置の第１周辺ピクセルを除き、他の位置の利用不可能な第３周辺ピクセ
ルについては、所定方向にすぐ隣接した周辺ピクセルを利用した代替過程を遂行する。
【０２０４】
　本発明の他の実施形態による代替部２４２０は、現在ブロックの最左下側に位置した第
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１周辺ピクセルの利用可能性いかんを判断し、第１周辺ピクセルが利用不可能である場合
、第１周辺ピクセルを基準にして、左側及び左下側の周辺ピクセルを、下側から上側の方
向に検索し、最初に検索された利用可能な周辺ピクセルを、第２周辺ピクセルとして決定
する。左側及び左下側の周辺ピクセルのうち、利用可能な第２周辺ピクセルが存在しない
場合、代替部２４２０は、左側から右側の方向に、上側及び右上側の周辺ピクセルを検索
し、最初に検索された利用可能な周辺ピクセルを、第２周辺ピクセルとして決定する。ま
た、代替部２４２０は、第１周辺ピクセルのピクセル値を、第２周辺ピクセルのピクセル
値に代替する。また、代替部２４２０は、第１周辺ピクセル及び本来利用可能な周辺ピク
セルを除き、左側及び左下側に位置した利用不可能な第３周辺ピクセルを、すぐ下の周辺
ピクセルで順次に代替し、上側及び右上側に位置した利用不可能な第３周辺ピクセルを、
すぐ左側の周辺ピクセルで順次に代替する。すなわち、代替部２４２０は、所定位置の第
１周辺ピクセルを除き、他の位置の利用不可能な第３周辺ピクセルについては、所定方向
にすぐ隣接した周辺ピクセルを利用した代替過程を遂行する。
【０２０５】
　本発明のさらに他の実施形態による代替部２４２０は、現在ブロックの最右上側に位置
した第１周辺ピクセルの利用可能性いかんを判断し、第１周辺ピクセルが利用不可能であ
る場合、第１周辺ピクセルを基準にして、右側から左側の方向に、上側及び右上側の周辺
ピクセルを検索し、最初に検索された利用可能な周辺ピクセルを、第２周辺ピクセルとし
て決定する。上側及び右上側の周辺ピクセルのうち、利用可能な第２周辺ピクセルが存在
しない場合、代替部２４２０は、左側及び左下側の周辺ピクセルを、上側から下側の方向
に検索し、最初に検索された利用可能な周辺ピクセルを、第２周辺ピクセルとして決定す
る。また、代替部２４２０は、第１周辺ピクセルのピクセル値を、第２周辺ピクセルのピ
クセル値に代替する。また、代替部２４２０は、第１周辺ピクセル及び本来利用可能な周
辺ピクセルを除き、上側及び右上側に位置した利用不可能な第３周辺ピクセルを、すぐ右
側の周辺ピクセルに代替し、左側及び左下側に位置した利用不可能な第３周辺ピクセルを
、すぐ上側の周辺ピクセルに代替する。すなわち、代替部２４２０は、所定位置の第１周
辺ピクセルを除き、他の位置の利用不可能な第３周辺ピクセルについては、所定方向にす
ぐ隣接した周辺ピクセルを利用した代替過程を遂行する。段階２６４０で、イントラ予測
遂行部２４３０は、利用可能性いかんによって代替された周辺ピクセル及び原周辺ピクセ
ルを利用して、現在ブロックに対するイントラ予測を行う。
【０２０６】
　前述の本発明によれば、利用不可能な周辺ピクセルを、既定の検索方向に基づいて、利
用可能な周辺ピクセルを検索し、代替過程に利用することにより、イントラ予測に利用さ
れる参照ピクセルを決定する過程の複雑度を低減させることができる。
【０２０７】
　図１ないし図２６を参照して説明したイントラ予測方法を具現するためのプログラムは
、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に保存することにより、独立したコンピュータ
システムが、前記記録媒体に保存された実施形態による動作を容易に具現することができ
る。
【０２０８】
　一実施形態によるプログラムが保存されるコンピュータで読み取り可能な記録媒体がデ
ィスク２６０００である実施形態について以下で説明する。
【０２０９】
　図２７Ａは、一実施形態によるプログラムが保存されたディスク２６０００の物理的構
造を例示している。記録媒体として説明したディスク２６０００は、ハードドライブ、Ｃ
Ｄ（compact　disc）－ＲＯＭ（read-only　memory）ディスク、ブルーレイ（（登録商）
Blu-ray）ディスク、ＤＶＤ（digital　versatile　disc）でもある。ディスク２６００
０は、多数の同心円のトラックＴｒにより構成され、トラックＴｒは、円周方向に沿って
、所定個数のセクタＳｅに分割される。前述の一実施形態によるプログラムを保存するデ
ィスク２６０００において、特定領域に、前述のイントラ予測方法を具現するためのプロ
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グラムが割り当てられて保存される。
【０２１０】
　前述のイントラ予測方法を具現するためのプログラムを保存する記録媒体を利用して達
成されたコンピュータシステムについて、図２７Ｂを参照して説明するする。
【０２１１】
　図２７Ｂは、ディスク２６０００を利用して、プログラムを記録して判読するためのデ
ィスクドライブ２６３００を図示している。コンピュータシステム２６５００は、ディス
クドライブ２６３００を利用して、本発明のイントラ予測方法を具現するためのプログラ
ムを、ディスク２６０００に保存することができる。ディスク２６０００に保存されたプ
ログラムを、コンピュータシステム２６５００上で実行するために、ディスクドライブ２
６３００によって、ディスク２６０００からプログラムが判読され、プログラムがコンピ
ュータシステム２６５００に伝送される。
【０２１２】
　図２７Ａ及び図２７Ｂで例示されたディスク２６０００だけではなく、メモリカード、
ＲＯＭカセット、ＳＳＤ（solid　state　drive）にも、本発明のイントラ予測方法を具
現するためのプログラムが保存される。
【０２１３】
　前述の実施形態によるイントラ予測方法が適用されたシステムについて説明する。
【０２１４】
　図２８は、コンテンツ流通サービス（content　distribution　service）を提供するた
めのコンテンツ供給システム（content　supply　system）１１０００の全体的構造を図
示している。通信システムのサービス領域は、所定サイズのセルに分割され、各セルに、
ベースステーションになる無線基地局１１７００，１１８００，１１９００，１２０００
が設けられる。
【０２１５】
　コンテンツ供給システム１１０００は、複数の独立デバイスを含む。例えば、コンピュ
ータ１２１００、ＰＤＡ（personal　digital　assistant）１２２００、カメラ１２３０
０及び携帯電話１２５００のような独立デバイスが、インターネットサービス供給者１１
２００、通信網１１４００及び無線基地局１１７００，１１８００，１１９００，１２０
００を経て、インターネット１１１００に連結される。
【０２１６】
　しかし、コンテンツ供給システム１１０００は、図２８に図示された構造のみに限定さ
れるものではなく、デバイスが選択的に連結される。独立デバイスは、無線基地局１１７
００，１１８００，１１９００，１２０００を経ずに、通信網１１４００に直接連結され
もする。
【０２１７】
　ビデオカメラ１２３００は、デジタルビデオカメラのように、ビデオ映像を撮影するこ
とができる撮像デバイスである。携帯電話１２５００は、ＰＤＣ（personal　digital　c
ommunications）、ＣＤＭＡ（code　division　multiple　access）、Ｗ－ＣＤＭＡ（wid
eband　code　division　multiple　access）、ＧＳＭ（（登録商標）global　system　f
or　mobile　communications）及びＰＨＳ（personal　handyphone　system）の各方式の
ような多様なプロトコルのうち、少なくとも１つの通信方式を採択することができる。
【０２１８】
　ビデオカメラ１２３００は、無線基地局１１９００及び通信網１１４００を経て、スト
リーミングサーバ１１３００に連結される。ストリーミングサーバ１１３００は、ユーザ
が、ビデオカメラ１２３００を使用して伝送したコンテンツを、リアルタイム放送でスト
リーミング伝送することができる。ビデオカメラ１２３００から受信されたコンテンツは
、ビデオカメラ１２３００またはストリーミングサーバ１１３００によって符号化される
。ビデオカメラ１２３００で撮影されたビデオデータは、コンピュータ１２１００を経て
、ストリーミングサーバ１１３００に伝送されもする。
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【０２１９】
　カメラ１２６００で撮影されたビデオデータも、コンピュータ１２１００を経て、スト
リーミングサーバ１１３００に伝送される。カメラ１２６００は、デジタルカメラのよう
に、静止映像及びビデオ映像をいずれも撮影することができる撮像装置である。カメラ１
２６００から受信されたビデオデータは、カメラ１２６００またはコンピュータ１２１０
０によって符号化される。ビデオ符号化及び復号化のためのソフトウェアは、コンピュー
タ１２１００がアクセスすることができるＣＤ－ＲＯＭディスク、フロッピー（登録商標
）ディスク、ハードディスクドライブ、ＳＳＤ（solid　state　drive）、メモリカード
のようなコンピュータで読み取り可能な記録媒体に保存される。
【０２２０】
　また、携帯電話１２５００に搭載されたカメラによってビデオが撮影された場合、ビデ
オデータが携帯電話１２５００から受信される。
【０２２１】
　ビデオデータは、ビデオカメラ１２３００、携帯電話１２５００またはカメラ１２６０
０に搭載されたＬＳＩ（large　scale　integrated　circuit）システムによって符号化
される。
【０２２２】
　一実施形態によるコンテンツ供給システム１１０００で、例えば、コンサートの現場録
画コンテンツのように、ユーザが、ビデオカメラ１２３００、カメラ１２６００、携帯電
話１２５００または他の撮像デバイスを利用して録画したコンテンツが符号化され、スト
リーミングサーバ１１３００に伝送される。ストリーミングサーバ１１３００は、コンテ
ンツデータを要請した他のクライアントに、該コンテンツデータをストリーミング伝送す
ることができる。
【０２２３】
　クライアントは、符号化されたコンテンツデータを復号化することができるデバイスで
あり、例えば、コンピュータ１２１００、ＰＤＡ　１２２００、ビデオカメラ１２３００
または携帯電話１２５００でもある。従って、コンテンツ供給システム１１０００は、ク
ライアントをして、符号化されたコンテンツデータを受信して再生させる。また、コンテ
ンツ供給システム１１０００は、クライアントをして、符号化されたコンテンツデータを
受信し、リアルタイムで復号化して再生させ、個人放送（personal　broadcasting）を可
能にさせる。
【０２２４】
　コンテンツ供給システム１１０００に含まれた独立デバイスの符号化動作及び復号化動
作に、本発明のイントラ予測方法が適用される。
【０２２５】
　図２９及び図３０を参照し、コンテンツ供給システム１１０００において、携帯電話１
２５００の一実施形態について詳細に説明する。
【０２２６】
　図２９は、一実施形態による本発明のイントラ予測方法が適用される携帯電話１２５０
０の外部構造を図示している。携帯電話１２５００は、機能が制限されておらず、応用プ
ログラムを介して、相当部分の機能を変更したり、あるいは拡張することができるスマト
ホンでもある。
【０２２７】
　携帯電話１２５００は、無線基地局１２０００とＲＦ（radio　frequency）信号を交換
するための内蔵アンテナ１２５１０を含み、カメラ１２５３０によって撮影された映像、
またはアンテナ１２５１０によって受信されて復号化された映像をディスプレイするため
のＬＣＤ（liquid　crystal　display）画面、ＯＬＥＤ（organic　light　emitting　di
ode）画面のようなディスプレイ画面１２５２０を含む。スマートホン１２５１０は、制
御ボタン、タッチパネルを含む動作パネル１２５４０を含む。ディスプレイ画面１２５２
０がタッチスクリーンである場合、動作パネル１２５４０は、ディスプレイ画面１２５２
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０のタッチ感知パネルをさらに含む。スマートホン１２５１０は、音声、音響を出力する
ためのスピーカ１２５８０、または他の形態の音響出力部と、音声、音響が入力されるマ
イクロホン１２５５０、または他の形態の音響入力部と、を含む。スマートホン１２５１
０は、ビデオ映像及び静止映像を撮影するためのＣＣＤ（charge　coupled　device）カ
メラのようなカメラ１２５３０をさらに含む。また、スマートホン１２５１０は、カメラ
１２５３０によって撮影されたり、電子メール（Ｅ－mail）でもって受信されたり、ある
いは他の形態に獲得されたビデオや静止映像のように、符号化されたり復号化されたデー
タを保存するための記録媒体１２５７０；及び記録媒体１２５７０を携帯電話１２５００
に装着するためのスロット１２５６０；を含んでもよい。記録媒体１２５７０は、ＳＤカ
ード、またはプラスチックケースに内蔵されたＥＥＰＲＯＭ（electrically　erasable　
and　programmable　read　only　memory）のような他の形態のフラッシュメモリでもあ
る。
【０２２８】
　図３０は、携帯電話１２５００の内部構造を図示している。ディスプレイ画面１２５２
０及び動作パネル１２５４０によって構成された携帯電話１２５００の各パートを組織的
に制御するために、電力供給回路１２７００、動作入力制御部１２６４０、映像符号化部
１２７２０、カメラ・インターフェース１２６３０、ＬＣＤ制御部１２６２０、映像復号
化部１２６９０、マルチプレクサ／デマルチプレクサ（ＭＵＸ／ＤＥＭＵＸ：multiplexe
r／demultiplexer）１２６８０、記録／判読部１２６７０、変調／復調（modulation/dem
odulation）部１２６６０及び音響処理部１２６５０が、同期化バス１２７３０を介して
中央制御部１２７１０に連結される。
【０２２９】
　ユーザが電源ボタンを作動させ、「電源オフ」状態から「電源オン」状態に設定されれ
ば、電力供給回路１２７００は、バッテリパックから、携帯電話１２５００の各パートに
電力を供給することにより、携帯電話１２５００が動作モードにセッティングされる。
【０２３０】
　中央制御部１２７１０は、ＣＰＵ（central　processing　unit）、ＲＯＭ及びＲＡＭ
（random-access　memory）を含む。
【０２３１】
　携帯電話１２５００が外部に通信データを送信する過程では、中央制御部１２７１０の
制御によって、携帯電話１２５００でデジタル信号が生成される、例えば、音響処理部１
２６５０では、デジタル音響信号が生成され、映像符号化部１２７２０では、デジタル映
像信号が生成され、動作パネル１２５４０及び動作入力制御部１２６４０を介して、メッ
セージのテキストデータが生成される。中央制御部１２７１０の制御によって、デジタル
信号が変調／復調部１２６６０に伝達されれば、変調／復調部１２６６０は、デジタル信
号の周波数帯域を変調し、通信回路１２６１０は、帯域変調されたデジタル音響信号に対
して、Ｄ／Ａ変換（digital-analog　conversion）処理及び周波数変換（frequency　con
version）処理を行う。通信回路１２６１０から出力された送信信号は、アンテナ１２５
１０を介して、音声通信基地局または無線基地局１２０００に送出される。
【０２３２】
　例えば、携帯電話１２５００が通話モードであるとき、マイクロホン１２５５０によっ
て獲得された音響信号は、中央制御部１２７１０の制御によって、音響処理部１２６５０
でデジタル音響信号に変換される。生成されたデジタル音響信号は、変調／復調部１２６
６０及び通信回路１２６１０を経て、送信信号に変換され、アンテナ１２５１０を介して
送出される。
【０２３３】
　データ通信モードで、電子メールのようなテキストメッセージが伝送される場合、動作
パネル１２５４０を利用して、メッセージのテキストデータが入力され、テキストデータ
が、動作入力制御部１２６４０を介して、中央制御部１２６１０に伝送される。中央制御
部１２６１０の制御により、テキストデータは、変調／復調部１２６６０及び通信回路１
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２６１０を介して送信信号に変換され、アンテナ１２５１０を介して、無線基地局１２０
００に送出される。
【０２３４】
　データ通信モードで、映像データを伝送するために、カメラ１２５３０によって撮影さ
れた映像データが、カメラ・インターフェース１２６３０を介して、映像符号化部１２７
２０に提供される。カメラ１２５３０によって撮影された映像データは、カメラ・インタ
ーフェース１２６３０及びＬＣＤ制御部１２６２０を介して、ディスプレイ画面１２５２
０に直ちにディスプレイされる。
【０２３５】
　映像符号化部１２７２０の構造は、前述の本発明のビデオ符号化装置の構造と相応する
。映像符号化部１２７２０は、カメラ１２５３０から提供された映像データを、前述のビ
デオ符号化装置１００または映像符号化部４００のビデオ符号化方式によって符号化し、
圧縮符号化された映像データに変換し、符号化された映像データを多重化／逆多重化部１
２６８０に出力することができる。カメラ１２５３０の録画中に、携帯電話１２５００の
マイクロホン１２５５０によって獲得された音響信号も、音響処理部１２６５０を経て、
デジタル音響データに変換され、デジタル音響データは、多重化／逆多重化部１２６８０
に伝達することができる。
【０２３６】
　多重化／逆多重化部１２６８０は、音響処理部１２６５０から提供された音響データと
共に、映像符号化部１２７２０から提供された符号化された映像データを多重化する。多
重化されたデータは、変調／復調部１２６６０及び通信回路１２６１０を介して送信信号
に変換され、アンテナ１２５１０を介して送出される。
【０２３７】
　携帯電話１２５００が外部から通信データを受信する過程では、アンテナ１２５１０を
介して受信された信号を、周波数復元（frequency　recovery）及びＡ／Ｄ変換（analog-
digital　conversion）処理を介してデジタル信号を変換する。変調／復調部１２６６０
は、デジタル信号の周波数帯域を復調する。帯域復調されたデジタル信号は、種類によっ
て、ビデオ復号化部１２６９０、音響処理部１２６５０またはＬＣＤ制御部１２６２０に
伝達される。
【０２３８】
　携帯電話１２５００は、通話モードであるとき、アンテナ１２５１０を介して受信され
た信号を増幅し、周波数変換処理及びＡ／Ｄ変換（analog-digital　conversion）処理を
介して、デジタル音響信号を生成する。受信されたデジタル音響信号は、中央制御部１２
７１０の制御によって、変調／復調部１２６６０及び音響処理部１２６５０を経てアナロ
グ音響信号に変換され、アナログ音響信号が、スピーカ１２５８０を介して出力される。
【０２３９】
　データ通信モードで、インターネットのウェブサイトからアクセスされたビデオファイ
ルのデータが受信される場合、アンテナ１２５１０を介して、無線基地局１２０００から
受信された信号は、変調／復調部１２６６０の処理結果として多重化されたデータを出力
し、多重化されたデータは、多重化／逆多重化部１２６８０に伝達される。
【０２４０】
　アンテナ１２５１０を介して受信された多重化されたデータを復号化するために、多重
化／逆多重化部１２６８０は、多重化されたデータを逆多重化し、符号化されたビデオデ
ータストリームと、符号化されたオーディオデータストリームとを分離する。同期化バス
１２７３０によって、符号化されたビデオデータストリームは、ビデオ復号化部１２６９
０に提供され、符号化されたオーディオデータストリームは、音響処理部１２６５０に提
供される。
【０２４１】
　映像復号化部１２６９０の構造は、前述の本発明のビデオ復号化装置の構造と相応する
。映像復号化部１２６９０は、前述のビデオ復号化装置２００、または映像復号化部５０



(44) JP 2014-531177 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

０のビデオ復号化方式を利用して、符号化されたビデオデータを復号化して復元されたビ
デオデータを生成し、ＬＣＤ制御部１２６２０を経て、ディスプレイ画面１２５２０に、
復元されたビデオデータを提供することができる。
【０２４２】
　それにより、インターネットのウェブサイトからアクセスされたビデオファイルのビデ
オデータが、ディスプレイ画面１２５２０でディスプレイされる。それと同時に、音響処
理部１２６５０も、オーディオデータをアナログ音響信号に変換して、アナログ音響信号
を、スピーカ１２５８０に提供することができる。それにより、インターネットのウェブ
サイトからアクセスされたビデオファイルに含まれたオーディオデータも、スピーカ１２
５８０で再生される。
【０２４３】
　携帯電話１２５００または他の形態の通信端末機は、本発明のビデオ符号化装置及びビ
デオ復号化装置をいずれも含む送受信端末機であるか、前述の本発明のビデオ符号化装置
のみを含む送信端末機であるか、あるいは本発明のビデオ復号化装置のみを含む受信端末
機でもある。
【０２４４】
　本発明の通信システムは、図２８を参照して説明した構造に限定されるものではない。
例えば、図３１は、本発明による通信システムが適用されたデジタル放送システムを図示
している。図３１の一実施形態によるデジタル放送システムは、本発明のビデオ符号化装
置及びビデオ復号化装置を利用して、衛星または地上波のネットワークを介して伝送され
るデジタル放送を受信することができる。
【０２４５】
　具体的には、放送局１２８９０は、電波を介してビデオデータストリームを通信衛星ま
たは放送衛星１２９００に伝送する。放送衛星１２９００は、放送信号を伝送し、放送信
号は、家庭にあるアンテナ１２８６０によって、衛星放送受信機に受信される。各家庭に
おいて、符号化されたビデオストリームは、ＴＶ（television）受信機１２８１０、セッ
トトップボックス（set-top　box）１２８７０または他のデバイスによって復号化されて
再生される。
【０２４６】
　再生装置１２８３０において、本発明のビデオ復号化装置が具現されることにより、再
生装置１２８３０が、ディスク及びメモリカードのような記録媒体１２８２０に記録され
た符号化されたビデオストリームを判読して復号化することができる。それによって復元
されたビデオ信号は、例えば、モニタ１２８４０で再生される。
【０２４７】
　衛星／地上波放送のためのアンテナ１２８６０、またはケーブルＴＶ受信のためのケー
ブルアンテナ１２８５０に連結されたセットトップボックス１２８７０にも、本発明のビ
デオ復号化装置が搭載される。セットトップボックス１２８７０の出力データも、ＴＶモ
ニタ１２８８０で再生される。
【０２４８】
　他の例として、セットトップボックス１２８７０の代わりに、ＴＶ受信機１２８１０自
体に、本発明のビデオ復号化装置が搭載されもする。
【０２４９】
　適切なアンテナ１２９１０を具備した自動車１２９２０が、衛星１２８００または無線
基地局１１７００から送出される信号を受信することもできる。自動車１２９２０に搭載
された自動車ナビゲーションシステム１２９３０のディスプレイ画面に、復号化されたビ
デオが再生される。
【０２５０】
　ビデオ信号は、本発明のビデオ符号化装置によって符号化され、記録媒体に記録されて
保存される。具体的には、ＤＶＤレコーダによって、映像信号がＤＶＤディスク１２９６
０に保存されたり、あるいはハードディスクレコーダ１２９５０によって、ハードディス
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クに映像信号が保存される。他の例として、ビデオ信号は、ＳＤカード１２９７０に保存
されもする。ハードディスクレコーダ１２９５０が、一実施形態による本発明のビデオ復
号化装置を具備すれば、ＤＶＤディスク１２９６０、ＳＤカード１２９７０または他の形
態の記録媒体に記録されたビデオ信号が、モニタ１２８８０で再生される。
【０２５１】
　自動車ナビゲーションシステム１２９３０は、図３０のカメラ１２５３０、カメラ・イ
ンターフェース１２６３０及び映像符号化部１２７２０を含まないこともある。例えば、
コンピュータ１２１００及びＴＶ受信機１２８１０も、図３０のカメラ１２５３０、カメ
ラ・インターフェース１２６３０及び映像符号化部１２７２０を含まないこともある。
【０２５２】
　図３２は、本発明の一実施形態によるビデオ符号化装置及びビデオ復号化装置を利用す
るクラウドコンピューティング・システムのネットワーク構造を図示している。
【０２５３】
　本発明のクラウドコンピューティング・システムは、クラウドコンピューティングサー
バ１４０００、ユーザＤＢ（database）１４１００、コンピュータ資源１４２００及びユ
ーザ端末機を含んでなる。
【０２５４】
　クラウドコンピューティング・システムは、ユーザ端末機の要請によって、インターネ
ットのような情報通信網を介して、コンピュータ資源のオンデマンド・アウトソーシング
・サービスを提供する。クラウドコンピューティング環境で、サービス提供者は、互いに
異なる物理的な位置に存在するデータセンターのコンピューティング資源を、仮想化技術
で統合し、ユーザが必要とするサービスを提供する。サービスユーザは、アプリケーショ
ン（application）、ストレージ（storage）、運用体制（ＯＳ）、保安（security）のよ
うなコンピュータ資源を、各ユーザ所有の端末にインストールして使用するのではなく、
仮想化技術を介して生成された仮想空間上のサービスを、所望の時点で所望するほど選ん
で使用することができる。
【０２５５】
　特定サービスユーザのユーザ端末機は、インターネット及び移動通信網を含む情報通信
網を介して、クラウドコンピューティングサーバ１４０００に接続する。ユーザ端末機は
、クラウドコンピューティングサーバ１４０００から、クラウドコンピューティング・サ
ービス、特に、動画再生サービスを提供される。ユーザ端末機は、デスクトップＰＣ（pe
rsonal　computer）１４３００、スマートＴＶ　１４４００、スマートホン１４５００、
ノート型パソコン１４６００、ＰＭＰ（portable　multimedia　player）１４７００、タ
ブレットＰＣ　１４８００など、インターネット接続が可能な全ての電子機器にもなる。
【０２５６】
　クラウドコンピューティングサーバ１４０００は、クラウド網に分散されている多数の
コンピュータ資源１４２００を統合し、ユーザ端末機に提供することができる。多数のコ
ンピュータ資源１４２００は、さまざまなデータサービスを含み、ユーザ端末機からアッ
プロードされたデータを含んでもよい。かようにクラウドコンピューティングサーバ１４
０００は、多くのところに分散している動画データベースを、仮想化技術で統合し、ユー
ザ端末機が要求するサービスを提供する。
【０２５７】
　ユーザＤＢ　１４１００には、クラウドコンピューティング・サービスに加入していい
るユーザ情報が保存される。ここで、ユーザ情報は、ログイン情報、住所、氏名のような
個人信用情報を含んでもよい。また、ユーザ情報は、動画のインデックス（index）を含
んでもよい。ここで、インデックスは、再生を完了した動画リストや再生中の動画リスト
や再生中の動画の停止時点などを含んでもよい。
【０２５８】
　ユーザＤＢ　１４１００に保存された動画についての情報は、ユーザデバイス間に共有
される。従って、例えば、ノート型パソコン１４６００から再生要請され、ノート型パソ
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画サービスの再生ヒストリーが保存される。スマートホン１４５００から、同一の動画サ
ービスの再生要請が受信される場合、クラウドコンピューティングサーバ１４０００は、
ユーザＤＢ　１４１００を参照し、所定動画サービスを見出して再生する。スマートホン
１４５００が、クラウドコンピューティングサーバ１４０００を介して、動画データスト
リームを受信する場合、動画データストリームを復号化してビデオを再生する動作は、先
に図３０を参照して説明した携帯電話１２５００の動作と同様である。
【０２５９】
　クラウドコンピュータサーバ１４０００は、ユーザＤＢ　１４１００に保存された所定
動画サービスの再生ヒストリーを参照することもできる。例えば、クラウドコンピューテ
ィングサーバ１４０００は、ユーザ端末機から、ユーザＤＢ　１４１００に保存された動
画に対する再生要請を受信する。動画が、それ以前に再生中であったのならば、クラウド
コンピューティングサーバ１４０００は、ユーザ端末機への選択によって、最初から再生
するか、あるいは以前の停止時点から再生するかということにより、ストリーミング方法
が異なる。例えば、ユーザ端末機が、最初から再生するように要請した場合には、クラウ
ドコンピューティングサーバ１４０００は、ユーザ端末機に、当該動画を最初のフレーム
からストリーミング伝送する。一方、ユーザ端末機が、以前の停止時点から続けて再生す
るように要請した場合には、クラウドコンピューティングサーバ１４０００は、ユーザ端
末機に、当該動画を、停止時点のフレームからストリーミング伝送する。
【０２６０】
　そのとき、ユーザ端末機は、前述の本発明のビデオ復号化装置を含んでもよい。他の例
として、ユーザ端末機は、本発明のビデオ符号化装置を含んでもよい。また、ユーザ端末
機は、前述の本発明のビデオ符号化装置及びビデオ復号化装置をいずれも含んでもよい。
【０２６１】
　前述の本発明のビデオ符号化方法及びビデオ復号化方法、本発明のビデオ符号化装置及
びビデオ復号化装置が活用される多様な実施形態について、図２７Ａないし図３２で説明
した。しかし、図１ないし図２６を参照して説明した本発明のビデオ符号化方法及びビデ
オ復号化方法が、記録媒体に保存されたり、あるいは本発明のビデオ符号化装置及びビデ
オ復号化装置がデバイスで具現される多様な実施形態は、図２７Ａないし図３２の実施形
態に限定されるものではない。
【０２６２】
　以上、本発明について、その望ましい実施形態を中心に説明した。本発明が属する技術
分野で当業者であるならば、本発明が、本発明の本質的な特性から外れない範囲で変形さ
れた形態で具現されるということを理解することができるであろう。本発明の範囲は、前
述の説明ではなく、特許請求の範囲に示されており、それと同等な範囲内にある全ての差
異は、本発明に含まれたものであると解釈されなければならないのである。
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