
JP 2010-516199 A 2010.5.13

10

(57)【要約】
本開示では、空間スケーラビリティをサポートするスケ
ーラブルビデオコーディング（ＳＶＣ）方式において情
報をコーディングするための技法について説明する。一
実施例では、空間スケーラビリティを用いてビデオデー
タをコーディングする方法は、ベースレイヤの残差ビデ
オデータをエンハンスメントレイヤの残差ビデオデータ
の空間解像度にアップサンプリングすることと、アップ
サンプリングベースレイヤの残差ビデオデータに基づい
てエンハンスメントレイヤの残差ビデオデータをコーデ
ィングすることとを備える。本開示によれば、ベースレ
イヤの残差ビデオデータをアップサンプリングすること
は、異なるベースレイヤの残差ビデオデータブロック間
の位置に対応するアップサンプリングベースレイヤの残
差ビデオデータの１つまたは複数の画素位置の値を補間
することを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間スケーラビリティを用いてビデオデータをコーディングする方法であって、
　ベースレイヤビデオデータに基づいて、エンハンスメントレイヤビデオデータの空間解
像度に対応するアップサンプリングビデオデータを生成することと、
　前記アップサンプリングビデオデータに基づいて前記エンハンスメントレイヤビデオデ
ータをコーディングすることとを備え、
　前記アップサンプリングビデオデータを生成することは、前記ベースレイヤビデオデー
タ中で定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する前記アップサン
プリングビデオデータの１つまたは複数の画素位置の値を補間することを含む、方法。
【請求項２】
　前記アップサンプリングビデオデータを生成するステップは、
　前記ベースレイヤビデオデータに基づく前記アップサンプリングビデオデータの第１の
値を、
　（ｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオデータ中で定義されるエンハンスメントレイ
ヤビデオブロックの内部画素位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの画素
位置であって、前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの前記内部画素位置の少なく
とも一部が前記異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する、画素位置と、
　（ｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前記
異なるベースレイヤビデオブロック間に位置しない、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して補間することと、
　前記ベースレイヤビデオデータ中の最近隣の値に基づく前記アップサンプリングビデオ
データの第２の値を、
　（ｉｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前
記異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置に対して定義することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アップサンプリングビデオデータを生成するステップは、
　前記ベースレイヤビデオデータに基づく前記アップサンプリングビデオデータの第１の
値を、
　（ｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオデータ中で定義されるエンハンスメントレイ
ヤビデオブロックの内部画素位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの画素
位置であって、前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの前記内部画素位置の少なく
とも一部が前記異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する、画素位置と、
　（ｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前記
異なるベースレイヤビデオブロック間に位置しない、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して補間することと、
　前記ベースレイヤビデオデータ中の最近隣の値に基づく前記アップサンプリングビデオ
データの第２の値を、
　（ｉｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前
記異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置と、
　（ｉｖ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの内部画素位置に対応し、２つの
前記異なるベースレイヤビデオブロックが異なるコーディングモードを定義する場合に前
記異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して定義することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記異なるコーディングモードはイントラコーディングモードおよびインターコーディ
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ングモードを備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記コーディングするステップは符号化することまたは復号することを備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ベースレイヤビデオデータ中で定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の
位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの１つまたは複数の画素位置の値を
補間することの前に、前記異なるベースレイヤビデオブロックに関連する画素値をフィル
タリングするステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ベースレイヤビデオデータ中で定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の
位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータ中の補間値をフィルタリングするス
テップをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　空間スケーラビリティを用いてビデオデータをコーディングする装置であって、
　ベースレイヤビデオデータに基づいて、エンハンスメントレイヤビデオデータの空間解
像度に対応するアップサンプリングビデオデータを生成するように構成されたアップサン
プラと、
　前記アップサンプリングビデオデータに基づいて前記エンハンスメントレイヤビデオデ
ータをコーディングするように構成されたビデオコーディングユニットとを備え、
　前記ベースレイヤビデオデータ中で定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の
位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの１つまたは複数の画素位置の値を
補間する、装置。
【請求項９】
　前記アップサンプラは前記ビデオコーディングユニットの一部である、請求項８に記載
の装置。
【請求項１０】
　ビデオコーディング機能をもつ無線通信デバイスを備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　集積回路を備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ベースレイヤビデオデータに基づく前記アップサンプリングビデオデータの第１の
値を、
　（ｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオデータ中で定義されるエンハンスメントレイ
ヤビデオブロックの内部画素位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの画素
位置であって、前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの前記内部画素位置の少なく
とも一部が前記異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する、画素位置と、
　（ｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前記
異なるベースレイヤビデオブロック間に位置しない、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して補間し、
　前記ベースレイヤビデオデータ中の最近隣の値に基づく前記アップサンプリングビデオ
データの第２の値を、
　（ｉｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前
記異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置に対して定義することと
　を備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ベースレイヤビデオデータ中で定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の
位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータ中の補間値をフィルタリングするフ
ィルタを含む、請求項８に記載の装置。
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【請求項１４】
　前記ベースレイヤビデオデータに基づく前記アップサンプリングビデオデータの第１の
値を、
　（ｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオデータ中で定義されるエンハンスメントレイ
ヤビデオブロックの内部画素位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの画素
位置であって、前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの前記内部画素位置の少なく
とも一部が前記異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する、画素位置と、
　（ｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前記
異なるベースレイヤビデオブロック間に位置しない、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して補間し、
　前記ベースレイヤビデオデータ中の最近隣の値に基づく前記アップサンプリングビデオ
データの第２の値を、
　（ｉｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前
記異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置と、
　（ｉｖ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの内部画素位置に対応し、２つの
前記異なるベースレイヤビデオブロックが異なるコーディングモードを定義する場合に当
該異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して定義する、
　請求項８に記載の装置。
【請求項１５】
　前記異なるコーディングモードはイントラコーディングモードおよびインターコーディ
ングモードを備える、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ビデオコーディングユニットは、
　前記ベースレイヤビデオデータを符号化するベースレイヤのコーディングユニットと、
　前記エンハンスメントレイヤビデオデータを符号化するエンハンスメントレイヤのコー
ディングユニットとを備え、前記エンハンスメントレイヤのコーディングユニットは前記
アップサンプラを含み、前記アップサンプラが前記アップサンプリングビデオデータを生
成する、請求項８に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ビデオコーディングユニットは、前記ベースレイヤビデオデータおよび前記エンハ
ンスメントレイヤビデオデータを復号する複合ベース／エンハンスメントレイヤ復号ユニ
ットを備え、前記複合ベース／エンハンスメントレイヤ復号ユニットは前記アップサンプ
ラを含み、前記アップサンプラは前記アップサンプリングビデオデータを生成する、請求
項８に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ベースレイヤビデオデータ中で定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の
位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの１つまたは複数の画素位置の値を
補間することの前に、前記異なるベースレイヤビデオブロックに関連する画素値をフィル
タリングするフィルタをさらに備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１９】
　プロセッサでの実行時に空間スケーラビリティを用いてビデオデータをコーディングす
ることを前記プロセッサに行わせる命令を備えるコンピュータ可読媒体であって、前記命
令は、
　ベースレイヤビデオデータに基づいて、エンハンスメントレイヤビデオデータの空間解
像度に対応するアップサンプリングビデオデータを生成することと、
　前記アップサンプリングビデオデータに基づいて前記エンハンスメントレイヤビデオデ
ータをコーディングすることとを前記プロセッサに行わせ、
　前記アップサンプリングビデオデータを生成することは、前記ベースレイヤビデオデー
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タ中で定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する前記アップサン
プリングビデオデータの１つまたは複数の画素位置の値を補間することを含む、コンピュ
ータ可読媒体。
【請求項２０】
　前記命令は、
　前記ベースレイヤビデオデータに基づく前記アップサンプリングビデオデータの第１の
値を、
　（ｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオデータ中で定義されるエンハンスメントレイ
ヤビデオブロックの内部画素位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの画素
位置であって、前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの前記内部画素位置の少なく
とも一部が前記異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する、画素位置と、
　（ｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前記
異なるベースレイヤビデオブロック間に位置しない、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して補間することと、
　前記ベースレイヤビデオデータ中の最近隣の値に基づく前記アップサンプリングビデオ
データの第２の値を、
　（ｉｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前
記異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置に対して定義することと
　を前記プロセッサに行わせる、請求項１９に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
　前記命令は、前記ベースレイヤビデオデータ中で定義される異なるベースレイヤビデオ
ブロック間の位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータ中の補間値をフィルタ
リングすることを前記プロセッサに行わせる、請求項１９に記載のコンピュータ可読媒体
。
【請求項２２】
　前記命令は、
　前記ベースレイヤビデオデータに基づく前記アップサンプリングビデオデータの第１の
値を、
　（ｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオデータ中で定義されるエンハンスメントレイ
ヤビデオブロックの内部画素位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの画素
位置であって、前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの前記内部画素位置の少なく
とも一部が前記異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する、画素位置と、
　（ｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前記
異なるベースレイヤビデオブロック間に位置しない、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して補間することと、
　前記ベースレイヤビデオデータ中の最近隣の値に基づく前記アップサンプリングビデオ
データの第２の値を、
　（ｉｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前
記異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置と、
　（ｉｖ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの内部画素位置に対応し、２つの
前記異なるベースレイヤビデオブロックが異なるコーディングモードを定義する場合に前
記異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して定義することと
　を前記プロセッサに行わせる、請求項１９に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２３】
　前記異なるコーディングモードはイントラコーディングモードおよびインターコーディ
ングモードを備える、請求項２２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２４】
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　コーディングすることは符号化することまたは復号することを備える、請求項１９に記
載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２５】
　前記ベースレイヤビデオデータ中で定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の
位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの１つまたは複数の画素位置の値を
補間することの前に、前記異なるベースレイヤビデオブロックに関連する画素値をフィル
タリングすることを前記プロセッサに行わせる命令をさらに備える、請求項１９に記載の
コンピュータ可読媒体。
【請求項２６】
　空間スケーラビリティを用いてビデオデータをコーディングするデバイスであって、
　ベースレイヤビデオデータに基づいて、エンハンスメントレイヤビデオデータの空間解
像度に対応するアップサンプリングビデオデータを生成するための手段と、
　前記アップサンプリングビデオデータに基づいて前記エンハンスメントレイヤビデオデ
ータをコーディングするための手段とを備え、
　前記アップサンプリングビデオデータを生成するための手段は、前記ベースレイヤビデ
オデータ中で定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する前記アッ
プサンプリングビデオデータの１つまたは複数の画素位置の値を補間するための手段を含
む、デバイス。
【請求項２７】
　前記アップサンプリングビデオデータを生成するための手段は、
　前記ベースレイヤビデオデータに基づく前記アップサンプリングビデオデータの第１の
値を、
　（ｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオデータ中で定義されるエンハンスメントレイ
ヤビデオブロックの内部画素位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの画素
位置であって、前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの前記内部画素位置の少なく
とも一部が前記異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する、画素位置と、
　（ｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前記
異なるベースレイヤビデオブロック間に位置しない、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して補間するための手段と、
　前記ベースレイヤビデオデータ中の最近隣の値に基づく前記アップサンプリングビデオ
データの第２の値を、
　（ｉｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前
記異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置に対して定義するための手段と
　を備える、請求項２６に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記ベースレイヤビデオデータ中で定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の
位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータ中の補間値をフィルタリングするた
めの手段をさらに備える、請求項２６に記載のデバイス。
【請求項２９】
　前記アップサンプリングビデオデータを生成するための手段は、
　前記ベースレイヤビデオデータに基づく前記アップサンプリングビデオデータの第１の
値を、
　（ｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオデータ中で定義されるエンハンスメントレイ
ヤビデオブロックの内部画素位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの画素
位置であって、前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの前記内部画素位置の少なく
とも一部が前記異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する、画素位置と、
　（ｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前記
異なるベースレイヤビデオブロック間に位置しない、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して補間するための手段と、
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　前記ベースレイヤビデオデータ中の最近隣の値に基づく前記アップサンプリングビデオ
データの第２の値を、
　（ｉｉｉ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、前
記異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置と、
　（ｉｖ）前記エンハンスメントレイヤビデオブロックの内部画素位置に対応し、２つの
前記異なるベースレイヤビデオブロックが異なるコーディングモードを定義する場合に前
記異なるベースレイヤビデオブロック間に位置する、前記アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して定義するための手段と
　を備える、請求項２６に記載のデバイス。
【請求項３０】
　前記異なるコーディングモードはイントラコーディングモードおよびインターコーディ
ングモードを備える、請求項２９に記載のデバイス。
【請求項３１】
　前記コーディングするための手段は符号化するための手段または復号するための手段を
備える、請求項２６に記載のデバイス。
【請求項３２】
　前記ベースレイヤビデオデータ中で定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の
位置に対応する前記アップサンプリングビデオデータの１つまたは複数の画素位置の値を
補間することの前に、前記異なるベースレイヤビデオブロックに関連する画素値をフィル
タリングするための手段をさらに備える、請求項２６に記載のデバイス。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００７年１月９日に出願された米国仮出願第６０／８８４，０９９号およ
び２００７年２月８日に出願された米国仮出願第６０／８８８，９１２号の利益を主張す
るものである。両仮出願の内容全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、デジタルビデオコーディングに関し、より詳細には、空間スケーラビリティ
を与えるスケーラブルビデオコーディング（ＳＶＣ）技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　デジタルビデオ機能は、デジタルテレビ、デジタル直接放送システム、無線通信デバイ
ス、無線放送システム、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップまたはデスクトップコン
ピュータ、デジタルカメラ、デジタル記録デバイス、ビデオゲームデバイス、ビデオゲー
ムコンソール、セルラまたは衛星無線電話などを含む、広範囲にわたるデバイスに組み込
むことができる。デジタルビデオデバイスは、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４、ＩＴＵ－Ｔ
　Ｈ．２６１、Ｈ．２６３またはＨ．２６４／ＭＰＥＧ－４，Ｐａｒｔ１０，Advanced V
ideo Coding（ＡＶＣ）規格によって定義された技法など、ブロックベースのビデオ圧縮
技法を実装して、デジタルビデオをより効率的に送信および受信することができる。ビデ
オ圧縮技法では、ビデオシーケンスに固有の冗長性を低減または除去するために空間的予
測および時間的予測を実行する。
【０００４】
　空間的予測は、所与のビデオフレーム内の近接するビデオブロック間の冗長性を低減す
る。動き推定および動き補償としても知られる時間的予測は、ビデオシーケンスの過去お
よび／または将来のビデオフレーム内のビデオブロック間の時間的冗長性を低減する。時
間的予測の場合、ビデオ符号器は、動き推定を実行して、２つ以上の隣接フレーム間でビ
デオブロックを一致させる動作を追跡する。動きベクトルは、１つまたは複数の基準フレ
ームにおける対応する予測ビデオブロックに対するビデオブロックの変位を示す。動き補
償は、動きベクトルを使用して、基準フレームから予測ビデオブロックを特定する。予測
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ビデオブロックを元のビデオブロックから減算することによって、残差ビデオブロックを
形成してコーディングする。残差ビデオブロックは動きベクトルとともにビデオ復号器に
送ることができ、復号器は、この情報を使用して、元のビデオブロックまたは元のビデオ
ブロックの近似物を再構成することができる。ビデオ符号器は、変換、量子化およびエン
トロピーコーディング処理を利用して、残差ブロックに関連するビットレートをさらに低
減することができる。
【０００５】
　ビデオコーディングの中には、ビデオデータの無線通信に特に望ましいスケーラブルコ
ーディング技法を使用するものがある。一般に、スケーラブルビデオコーディング（ＳＶ
Ｃ）とは、ビデオデータがベースレイヤおよび１つまたは複数のエンハンスメントレイヤ
によって表されるビデオコーディングを指す。ＳＶＣの場合、ベースレイヤは一般に、基
本の空間的、時間的および／または信号対雑音比（ＳＮＲ）レベルでビデオデータを搬送
する。１つまたは複数のエンハンスメントレイヤは、追加のビデオデータを搬送して、よ
り高い空間的、時間的および／またはＳＮＲレベルをサポートする。
【０００６】
　空間スケーラビリティの場合、エンハンスメントレイヤはベースレイヤのフレームに空
間解像度を追加する。空間スケーラビリティをサポートするＳＶＣシステムでは、レイヤ
間予測を使用して、エンハンスメントレイヤを伝達するために必要なデータ量を低減する
ことができる。レイヤ間予測では、動き推定および動き補償と同様の予測技法を使用して
エンハンスメントレイヤビデオブロックをコーディングすることができる。特に、ベース
レイヤ中の基準ブロックを使用してエンハンスメントレイヤのビデオ残差データブロック
をコーディングすることができる。ただし、ベースレイヤとエンハンスメントレイヤとで
は空間解像度が異なる。したがって、ベースレイヤビデオデータをエンハンスメントレイ
ヤビデオデータの空間解像度にアップサンプリングして、例えば、エンハンスメントレイ
ヤ残差データを生成するための基準ブロックを形成することができる。
【発明の概要】
【０００７】
　概して、本開示では、空間スケーラビリティを求めてエンハンスメントレイヤビデオデ
ータをコーディングするためにベースレイヤビデオデータをアップサンプリングする適応
的技法について説明する。例えば、ベースレイヤビデオデータ（例えば、残差のベースレ
イヤビデオブロック）はより高い解像度にアップサンプリングでき、アップサンプリング
データはエンハンスメントレイヤビデオデータをコーディングするために使用できる。ア
ップサンプリング処理の一部として、本開示の技法は、補間によるアップサンプリングが
好ましい状態、およびいわゆる「最近隣」複製技法によるアップサンプリングが好ましい
他の状況を識別する。したがって、エンハンスメントレイヤのデータをコーディングする
ために、補間および最近隣複製技法は、適応的にベースレイヤのデータのアップサンプリ
ングに使用できる。
【０００８】
　本開示のいくつかの態様によれば、補間または最近隣複製のいずれも、アップサンプリ
ングデータを定義するために使用でき、アップサンプリングデータはエンハンスメントレ
イヤビデオデータのコーディングにおいて基準ブロックとして使用できる。特に、補間を
実行すべきか、最近隣複製を実行すべきかの決定は、アップサンプリング画素がエンハン
スメントレイヤ中のエッジ画素位置に対応するかどうかに基づく。アップサンプリングの
ために補間すべきか、最近隣複製を使用すべきかの決定においてベースレイヤの画素位置
のみを考慮する代わりに、本開示に記載の技法では、エンハンスメントレイヤ中のブロッ
ク境界に対するアップサンプリング画素位置を考慮することができる。エンハンスメント
レイヤのブロック境界はベースレイヤのブロック境界とは異なることがある。
【０００９】
　一実施例では、本開示は、空間スケーラビリティを用いてビデオデータをコーディング
する方法を提供する。本方法は、ベースレイヤビデオデータに基づいて、エンハンスメン
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トレイヤビデオデータの空間解像度に対応するアップサンプリングビデオデータを生成す
ることと、アップサンプリングビデオデータに基づいてエンハンスメントレイヤビデオデ
ータをコーディングすることとを備え、アップサンプリングビデオデータを生成すること
は、ベースレイヤビデオデータで定義される異なるベースレイヤビデオブロック間の位置
に対応するアップサンプリングビデオデータの１つまたは複数の画素位置の値を補間する
ことを含む。
【００１０】
　別の実施例では、本開示は、空間スケーラビリティを用いてビデオデータをコーディン
グする装置であって、ベースレイヤビデオデータに基づいて、エンハンスメントレイヤビ
デオデータの空間解像度に対応するアップサンプリングビデオデータを生成し、アップサ
ンプリングビデオデータに基づいてエンハンスメントレイヤビデオデータをコーディング
するように構成され、ベースレイヤビデオデータで定義される異なるベースレイヤビデオ
ブロック間の位置に対応するアップサンプリングビデオデータの１つまたは複数の画素位
置の値を補間する装置を提供する。
【００１１】
　別の実施例では、本開示は、空間スケーラビリティを用いてビデオデータをコーディン
グするデバイスであって、ベースレイヤビデオデータに基づいて、エンハンスメントレイ
ヤビデオデータの空間解像度に対応するアップサンプリングビデオデータを生成するため
の手段と、アップサンプリングビデオデータに基づいてエンハンスメントレイヤビデオデ
ータをコーディングするための手段とを備え、アップサンプリングビデオデータを生成す
るための手段は、ベースレイヤビデオデータで定義される異なるベースレイヤビデオブロ
ック間の位置に対応するアップサンプリングビデオデータの１つまたは複数の画素位置の
値を補間するための手段を含む、デバイスを提供する。
【００１２】
　本開示に記載の技法は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはその任
意の組合せで実施することができる。ソフトウェアで実施される場合、ソフトウェアは、
マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）、またはデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）など、プロセッサで
実行できる。本技法を実行するソフトウェアは、初めにコンピュータ可読媒体に格納し、
プロセッサにロードして実行することができる。
【００１３】
　したがって、本開示はまた、プロセッサでの実行時に空間スケーラビリティを用いてビ
デオデータをコーディングすることをプロセッサに行わせる命令を備えるコンピュータ可
読媒体であって、命令は、ベースレイヤビデオデータに基づいて、エンハンスメントレイ
ヤビデオデータの空間解像度に対応するアップサンプリングビデオデータを生成すること
と、アップサンプリングビデオデータに基づいてエンハンスメントレイヤビデオデータを
コーディングすることとをプロセッサに行わせ、アップサンプリングビデオデータを生成
することは、ベースレイヤビデオデータで定義される異なるベースレイヤビデオブロック
間の位置に対応するアップサンプリングビデオデータの１つまたは複数の画素位置の値を
補間することを含む、コンピュータ可読媒体を企図する。
【００１４】
　他の場合、本開示は、集積回路、チップセット、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、論理回路、またはそれらの様々な
組合せなど、本明細書に記載の１つまたは複数の技法を実施するように構成された回路を
対象とすることができる。
【００１５】
　本開示の１つまたは複数の態様の詳細を添付の図面および以下の説明において示す。本
開示に記載の技法の他の特徴、目的、および利点は、これらの説明および図面、ならびに
特許請求の範囲から明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１】本明細書に記載のコーディング技法を符号化および／または復号処理の一部とし
て実施できるビデオ符号化および復号システムを示す例示的なブロック図。
【図２】本開示に合致するビデオ符号器の例を示すブロック図。
【図３】本開示に合致するビデオ復号器の例を示すブロック図。
【図４】ベースレイヤからエンハンスメントレイヤへのアップサンプリングを示す概念図
。
【図５】ベースレイヤからエンハンスメントレイヤへのアップサンプリングを示す概念図
。
【図６】本開示に従って使用できるアップサンプリング技法を示す概念図。
【図７】本開示に従って使用できるアップサンプリング技法を示す概念図。
【図８】本開示に従って使用できるアップサンプリング技法を示す概念図。
【図９】本開示に合致する技法を示す流れ図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本開示では、スケーラブルビデオコーディング（ＳＶＣ）方式においてエンハンスメン
トレイヤビデオブロックをコーディング（すなわち、符号化または復号）する際に有用な
アップサンプリング技法について説明する。空間スケーラビリティをサポートするＳＶＣ
方式では、ベースレイヤビデオデータ（例えば、ベースレイヤの残差ビデオブロック）を
より高い解像度にアップサンプリングすることができ、より高い解像度のアップサンプリ
ングデータはエンハンスメントレイヤビデオデータ（例えば、エンハンスメントレイヤの
残差ビデオブロック）をコーディングするために使用することができる。特に、アップサ
ンプリングデータは、エンハンスメントレイヤビデオデータをベースレイヤに対してコー
ディングする際の基準データとして使用される。すなわち、ベースレイヤビデオデータは
エンハンスメントレイヤビデオデータの空間解像度にアップサンプリングされ、得られた
アップサンプリングデータはエンハンスメントレイヤビデオデータをコーディングするた
めに使用される。
【００１８】
　このアップサンプリング処理の一部として、本開示の技法では、補間によるアップサン
プリングが好ましい状態と、いわゆる「最近隣」複製技法によるアップサンプリングが好
ましい他の状態とを識別する。補間では、アップサンプリング値の重み付き平均を生成す
ることができ、重み付き平均はベースレイヤの２つ以上の画素値の間で定義される。最近
隣技法の場合、アップサンプリング値は、アップサンプリング画素位置に最も近い空間的
近傍にあるベースレイヤ内の画素位置の値として定義される。本開示によれば、アップサ
ンプリングの一部の特定の条件には補間、および他の条件には最近隣複製を使用すること
によって、エンハンスメントレイヤビデオブロックのコーディングを改善することができ
る。
【００１９】
　補間または最近隣複製のいずれかを使用して、エンハンスメントレイヤの空間解像度で
アップサンプリングデータを定義することができる。アップサンプリングデータはベース
レイヤのデータから（例えば、ベースレイヤでコーディングされた残差ビデオブロックか
ら）アップサンプリングできる。そのアップサンプリングデータは、エンハンスメントレ
イヤのデータをコーディングする際に（例えば、エンハンスメントレイヤの残差ビデオブ
ロックをコーディングする際に）基準として使用できるブロックを形成することができる
。アップサンプリング処理中に補間を実行すべきか、最近隣複製を実行すべきかの決定は
、アップサンプリング画素値がエンハンスメントレイヤのエッジ画素位置に対応するかど
うかに基づく。これは、一般に補間すべきか、最近隣複製を使用すべきかを決定する際に
ベースレイヤの画素位置のみを考慮する従来のアップサンプリング技法とは対照的である
。
【００２０】
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　例えば、従来のアップサンプリング技法では、補間に使用されるベースレイヤの２つの
画素がベースレイヤビデオブロックのエッジに対応しない場合のみ、アップサンプリング
画素の補間を実行することができる。本開示では、「エッジ」という用語は、ビデオブロ
ックのエッジに対応する画素位置を指し、「内部」という用語は、ビデオブロックのエッ
ジに対応しない画素位置を指す。ビデオブロックは、ビデオ符号器復号器（ＣＯＤＥＣ）
で使用されるブロック変換を指すことがある。Ｈ．２６４／ＡＶＣの例として、ビデオブ
ロックは４×４または８×８のサイズが可能である。ただし、エンハンスメントレイヤの
ブロック境界はベースレイヤのブロック境界とは異なることがある。本開示によれば、補
間を実行すべきかどうかの決定は、アップサンプリングすべき画素値がエンハンスメント
レイヤ中のエッジ画素位置に対応するかどうかに依存する。
【００２１】
　補間に使用されるベースレイヤの２つの画素がベースレイヤの２つの隣接ビデオブロッ
クのエッジに対応する場合、アップサンプリング値はベースレイヤの２つの隣接ビデオブ
ロックの間に位置することができる。この場合、従来の技法ではアップサンプリングに最
近隣複製技法を使用する。ベースレイヤの異なるビデオブロックが量子化の異なるレベル
でコーディングされていることがあるので、この場合、補間は慣習的に回避される。最近
隣複製の場合、アップサンプリング値は、アップサンプリング画素位置に最も近い空間的
近傍にあるベースレイヤの画素位置の値として定義することができる。
【００２２】
　本開示によれば、補間は、アップサンプリングレイヤ値がベースレイヤの２つのビデオ
ブロックの間に位置するいくつかのコンテキストで実行できる。アップサンプリング値自
体がエンハンスメントレイヤ内のエッジ画素位置と関連付けられない場合、最近隣複製よ
りも補間の方が好ましいことがある。この場合、エンハンスメントレイヤのデブロックフ
ィルタリングは、おそらくビデオフレーム再生におけるブロッキネスアーチファクトに対
処しない。したがって、ベースレイヤの異なるビデオブロックが量子化の異なるレベルで
コーディングされている場合でも、補間の方が好ましいことがある。アップサンプリング
値自体がエンハンスメントレイヤ内のエッジ画素位置と関連付けられ、アップサンプリン
グ値がベースレイヤの２つのビデオブロックの間に位置する場合は、本開示に従って最近
隣複製を使用することができる。この場合、エンハンスメントレイヤのデブロックフィル
タリングはエンハンスメントレイヤのブロッキネスアーチファクトに対処することになり
、ベースレイヤビデオブロックの量子化レベルが異なることによる不十分な補間のリスク
がこのコンテキストにおける補間の潜在的恩恵を上回ることがある。さらに、補間すべき
か、最近隣複製を使用すべきかの決定は、ベースレイヤの２つのビデオブロックが異なる
コーディングモード（例えば、イントラコーディングモードまたはインターコーディング
モード）によってコーディングされたかどうかにも基づく。例えば、ベースレイヤの２つ
のビデオブロックが異なるコーディングモードによってコーディングされた場合、最近隣
複製が使用でき、補間は回避される。さらに、ベースレイヤのコーディングブロック境界
にわたる信号不連続性の問題をさらに緩和するために、アップサンプリングの前または後
に任意の適応ローパスフィルタを適用することができる。
【００２３】
　説明を単純かつ容易にするために、本開示では、補間および最近隣複製技法を概して一
次元で説明するが、最近隣複製技法は一般に水平次元と垂直次元の両方に適用できる。二
次元の補間技法または二次元の最近隣技法の場合、補間または最近隣複製は、まず一方の
次元で使用され、次いで他方の次元で使用されることになる。
【００２４】
　図１は、ビデオ符号化および復号システム１０を示すブロック図である。図１に示すよ
うに、システム１０は、通信チャネル１５を介して符号化ビデオを受信デバイス１６に送
信するソースデバイス１２を含む。ソースデバイス１２は、ビデオソース２０、ビデオ符
号器２２および変調器／送信器２４を含むことができる。受信デバイス１６は、受信器／
復調器２６、ビデオ復号器２８およびディスプレイデバイス３０を含むことができる。シ
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ステム１０は、本明細書で説明するように、ＳＶＣ方式のエンハンスメントレイヤのビデ
オ情報の符号化および復号の間に、適応アップサンプリング技法を適用するように構成で
きる。符号化および復号を本明細書ではより広くコーディングと呼ぶ。
【００２５】
　図１の例では、通信チャネル１５は、無線周波数（ＲＦ）スペクトルまたは１つまたは
複数の物理的な送信経路など、無線または有線の通信媒体、あるいは無線および有線の媒
体の組合せを備えることができる。通信チャネル１５は、ローカルエリアネットワーク、
広域ネットワーク、またはインターネットなどのグローバルネットワークなど、パケット
ベースのネットワークの一部をなすことができる。通信チャネル１５は概して、ビデオデ
ータをソースデバイス１２から受信デバイス１６に送信するのに好適な通信媒体または様
々な通信媒体の集合体を表す。
【００２６】
　ソースデバイス１２は、受信デバイス１６に送信するためのコーディングされたビデオ
データを生成する。ただし、場合によっては、デバイス１２、１６は、ほぼ対称に動作す
ることができる。例えば、デバイス１２、１６の各々は、ビデオ符号化および復号構成要
素を含むことができる。したがって、システム１０は、例えばビデオストリーミング、ビ
デオ放送またはビデオ電話通信のためのビデオデバイス１２とビデオデバイス１６の間の
一方向または双方向のビデオ送信をサポートすることができる。
【００２７】
　ソースデバイス１２のビデオソース２０は、ビデオカメラ、予め取り込まれたビデオを
含むビデオアーカイブ、またはビデオコンテンツプロバイダからのビデオフィードなど、
ビデオキャプチャデバイスを含むことができる。さらなる代替として、ビデオソース２０
はソースビデオとしてのコンピュータグラフィックベースのデータ、またはライブビデオ
とコンピュータ生成ビデオの組合せを生成することができる。場合によっては、ビデオソ
ース２０がビデオカメラの場合、ソースデバイス１２および受信デバイス１６はいわゆる
カメラ付き携帯電話機またはテレビ電話を形成することができる。いずれの場合も、取り
込まれたビデオ、予め取り込まれたビデオ、コンピュータ生成ビデオは、変調器／送信器
２２、通信チャネル１５および受信器／復調器２６を介して、ビデオソースデバイス１２
からビデオ受信デバイス１６のビデオ復号器２８に送信するためにビデオ符号器２２によ
って符号化できる。
【００２８】
　ビデオ符号化および復号処理は、本明細書で説明するように、補間および最近隣複製を
使用する適応アップサンプリング技法を実装して、エンハンスメントレイヤのコーディン
グ処理を改善することができる。ディスプレイデバイス３０は、復号ビデオデータをユー
ザに対して表示し、陰極線管、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ、有
機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイまたは別のタイプのディスプレイデバイスな
ど、様々なディスプレイデバイスのいずれかを備えることができる。空間スケーラビリテ
ィによって、ビデオ復号器は、ＳＶＣビットストリームからエンハンスメントレイヤのビ
ットストリームを復号することにより、高度な空間解像度、例えば、ＱＣＩＦ（Quarter 
common intermediate format、１７６×１４４の画像解像度）ではなくＣＩＦ（Common i
ntermediate format、３５２×２８８の画像解像度）のビデオ信号を再構成および表示す
ることができる。
【００２９】
　ビデオ符号器２２およびビデオ復号器２８は、空間スケーラビリティのためのスケーラ
ブルビデオコーディング（ＳＶＣ）をサポートするように構成できる。さらに、時間的お
よび／または信号対雑音比（ＳＮＲ）スケーラビリティもサポートできるが、本開示の技
法はこの点に限定されない。一部の態様では、ビデオ符号器２２およびビデオ復号器２８
は、ＳＶＣのための微細粒度ＳＮＲスケーラビリティ（fine granularity SNR scalabili
ty）（ＦＧＳ）コーディングをサポートするように構成できる。符号器２２および復号器
２８は、ベースレイヤおよび１つまたは複数のスケーラブルエンハンスメントレイヤの符
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号化、送信および復号をサポートすることによって、様々な程度のスケーラビリティをサ
ポートすることができる。スケーラブルビデオコーディングでは、ベースレイヤは、基準
となる空間的、時間的、またはＳＮＲレベルでビデオデータを搬送する。１つまたは複数
のエンハンスメントレイヤは追加データを搬送して、より高い空間的、時間的および／ま
たはＳＮＲレベルをサポートする。ベースレイヤは、エンハンスメントレイヤの送信より
も信頼できる方法で送信できる。例えば、変調信号の最も信頼できる部分はベースレイヤ
を送信するために使用でき、変調信号のあまり信頼できない部分はエンハンスメントレイ
ヤを送信するために使用できる。
【００３０】
　ＳＶＣをサポートするために、ビデオ符号器２２はベースレイヤ符号器３２およびエン
ハンスメントレイヤ符号器３４を含み、それぞれベースレイヤおよびエンハンスメントレ
イヤの符号化を実行することができる。場合によっては、複数のエンハンスメントレイヤ
をサポートすることができ、その場合、ビデオエンハンスメントの詳細なレベルを漸進的
にコーディングするために複数のエンハンスメントレイヤ符号器を与えることができる。
アップサンプリングデータを使用してエンハンスメントレイヤのデータをコーディングす
ることができるように、ベースレイヤのデータをエンハンスメントレイヤビデオデータの
空間解像度にアップサンプリングする本開示の技法は、エンハンスメントレイヤ符号器３
４によって実行することができる。
【００３１】
　ビデオ復号器２８は、ベースレイヤとエンハンスメントレイヤの両方に関連付けられた
ビデオブロックを復号する複合ベース／エンハンスメント復号器を備えることができ、そ
の復号ビデオを組み合わせて、ビデオシーケンスのフレームを再構成する。復号側では、
アップサンプリングデータを使用してエンハンスメントレイヤのデータをコーディングす
ることができるように、ベースレイヤのデータをエンハンスメントレイヤビデオデータの
空間解像度にアップサンプリングする本開示の技法は、ビデオ符号器２８によって実行す
ることができる。ディスプレイデバイス３０は、復号ビデオシーケンスを受信し、そのビ
デオシーケンスをユーザに提示する。
【００３２】
　ビデオ符号器２２およびビデオ復号器２８は、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４、ＩＴＵ－
Ｔ　Ｈ．２６３またはＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４，Ｐａｒｔ１０，Advanced
 Video Coding（ＡＶＣ）など、ビデオ圧縮規格に従って動作することができる。図１に
は示されていないが、一部の態様では、ビデオ符号器２２およびビデオ復号器２８はそれ
ぞれオーディオ符号器および復号器と統合でき、適切なＭＵＸ－ＤＥＭＵＸユニットまた
は他のハードウェアおよびソフトウェアを含み、共通のデータストリームまたは別々のデ
ータストリーム中のオーディオとビデオ両方の符号化を処理することができる。適用可能
な場合、ＭＵＸ－ＤＥＭＵＸユニットはＩＴＵ　Ｈ．２２３マルチプレクサプロトコル、
またはユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）など他のプロトコルに準拠することがで
きる。
【００３３】
　Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４（ＡＶＣ）規格は、合同ビデオチーム（ＪＶＴ）として知ら
れる共同パートナーシップの成果として、ＩＳＯ／ＩＥＣのムービングピクチャエキスパ
ーツグループ（ＭＰＥＧ）とともにＩＴＵ－Ｔのビデオコーディングエキスパーツグルー
プ（ＶＣＥＧ）によって公式化された。一部の態様では、本開示に記載の技法は、一般に
Ｈ．２６４規格に従うデバイスに適用することができる。Ｈ．２６４規格は、ＩＴＵ－Ｔ
勧告Ｈ．２６４「Advanced Video Coding for Generic Audiovisual Services」（ＩＴＵ
－Ｔ研究グループ、２００５年３月）に記載されており、本明細書ではＨ．２６４規格ま
たはＨ．２６４仕様、あるいはＨ．２６４／ＡＶＣ規格または仕様と称することがある。
【００３４】
　合同ビデオチーム（ＪＶＴ）はＨ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣへのスケーラブルビ
デオコーディング（ＳＶＣ）拡張の取り組みを続けている。例えば、ＪＶＴによって作成
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された合同スケーラブルビデオモデル（ＪＳＶＭ）はスケーラブルビデオで使用するツー
ルを実装しており、本開示に記載の様々なコーディングタスクのためにシステム１０内で
使用することができる。微細粒度ＳＮＲスケーラビリティ（ＦＧＳ）コーディングに関す
る詳細情報は、合同草案（Joint Draft）文書、特にＳＶＣ　Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ（改定
２）の合同草案８（ＪＤ８）、Thomas Wiegand、Gary Sullivan、Julien Reichel、Heiko
 SchwarzおよびMathias Wienの「Joint Draft 8 of SVC Amendment (revision 2)」（Ｊ
ＶＴ－Ｕ２０１、２００６年１０月、中国杭州）に出ている。また、本明細書に記載の技
法の一実装形態のさらなる詳細は、２００７年４月に米国カリフォルニア州サンノゼでの
第２３回会議においてYan YeおよびYiliang BaoによってＩＳＯ／ＩＥＣ　ＭＰＥＧ　＆
　ＩＴＵ－Ｔ　ＶＣＥＧ（ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＪＴＣ１／ＳＣ２９／ＷＧ１１およびＩＴＵ
－Ｔ　ＳＧ１６　Ｑ．６）の合同ビデオチーム（ＪＶＴ）に提出された提案文書ＪＶＴ－
Ｗ１１７、および２００７年１月にモロッコのマラケシュでの第２２回会議においてYan 
YeおよびYiliang BaoによってＪＶＴに提出された提案文書ＪＶＴ－Ｖ１１５に出ている
。
【００３５】
　一部の態様では、ビデオ放送に関して、本開示に記載の技法を、フォワードリンクオン
リー（Forward Link Only）（ＦＬＯ）エアインタフェース仕様、Technical Standard TI
A-1099（「FLO Specification」）として発表される「Forward Link Only Air Interface
 Specification for Terrestrial Mobile Multimedia Multicast」を使用して、テレスト
リアルモバイルマルチメディアマルチキャスト（terrestrial mobile multimedia multic
ast）（ＴＭ３）システムでリアルタイムビデオサービスを配信するための拡張Ｈ．２６
４ビデオコーディングに適用することができる。すなわち、通信チャネル１５は、ＦＬＯ
仕様などに従って無線ビデオ情報を放送するために使用される無線情報チャネルを備える
ことができる。ＦＬＯ仕様は、ビットストリームシンタクスおよび意味を定義し、ＦＬＯ
エアインタフェースに適した処理を復号する例を含む。あるいは、ＤＶＢ－Ｈ（digital 
video broadcast-handheld）、ＩＳＤＢ－Ｔ（integrated services digital broadcast-
terrestrial）またはＤＭＢ（digital media broadcast）など、他の規格に従ってビデオ
を放送することができる。
【００３６】
　したがって、ソースデバイス１２は、モバイル無線端末、ビデオストリーミングサーバ
、またはビデオ放送サーバでよい。ただし、本開示に記載の技法は、特定のタイプの放送
、マルチキャスト、またはポイントツーポイントシステムに限定されない。放送の場合、
ソースデバイス１２はいくつかのチャネルのビデオデータを複数の受信デバイスに放送す
ることができ、これらデバイスの各々は図１の受信デバイス１６と同様でよい。一例とし
て、受信デバイス１６は、一般にセルラ無線電話と呼ばれるモバイルハンドセットなど、
無線通信デバイスを備えることができる。
【００３７】
　ビデオ符号器２２およびビデオ復号器２８はそれぞれ、１つまたは複数のマイクロプロ
セッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途集積回路（ＡＳＩＣ）、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、個別ロジック、ソフトウェア、ハードウェ
ア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せとして実装できる。ビデオ符号器２２
およびビデオ復号器２８のそれぞれを１つまたは複数の符号器または復号器中に含めるこ
とができ、そのいずれも複合符号器／復号器（ＣＯＤＥＣ）の一部としてそれぞれモバイ
ルデバイス、加入者デバイス、放送デバイス、サーバなどに統合することができる。さら
に、ソースデバイス１２および受信デバイス１６はそれぞれ、符号化ビデオの送信および
受信に適切な変調、復調、周波数変換、フィルタリングおよび増幅器構成要素を含むこと
ができ、適用可能な場合は無線通信をサポートするのに十分な無線周波数（ＲＦ）無線構
成要素およびアンテナを含むことができる。ただし、説明を容易にするために、図１では
、そのような構成要素はソースデバイス１２の変調器／送信器２４および受信デバイス１
６の受信器／復調器２６であるとして要約されている。
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【００３８】
　ビデオシーケンスは一連のビデオフレームを含む。ビデオ符号器２２は、ビデオデータ
を符号化するために個々のビデオフレーム内の画素のブロック上で動作する。ビデオブロ
ックは、サイズを固定することも変更することもでき、指定のコーディング規格に応じて
サイズが異なることがある。それぞれのビデオフレームは一連のスライスに分割すること
ができる。各スライスは一連のマクロブロックを含むことができ、それらはサブブロック
中に配置することができる。一例として、ＩＴＵ－Ｔ　Ｈ．２６４規格は、輝度(luma)コ
ンポーネントでは１６×１６、８×８、４×４および色(chroma)コンポーネントでは８×
８など、様々なブロックサイズのイントラ予測、ならびに輝度コンポーネントでは１６×
１６、１６×８、８×１６、８×８、８×４、４×８、４×４および色コンポーネントで
は対応するスケーリングされたサイズなど、様々なブロックサイズのインター予測をサポ
ートする。
【００３９】
　ビデオブロックは、小さいほどより良い解像度が得られ、より高い詳細レベルを含むビ
デオフレームの位置に使用することができる。一般に、マクロブロック（ＭＢ）および様
々なサブブロックを、全般的にビデオブロックと呼ぶことができる。さらに、スライスは
、ＭＢおよび／またはサブブロックなど一連のビデオブロックであると考えることができ
る。各スライスは、単独で復号可能な単位でよい。予測の後に、８×８残差ブロックまた
は４×４残差ブロックの変換を実行することができ、イントラ１６×１６予測モードが使
用される場合は、色コンポーネントまたは輝度コンポーネント用の４×４ブロックのＤＣ
係数に追加の変換を適用することができる。
【００４０】
　イントラまたはインターベースの予測コーディングに続いて、送信されたビットストリ
ームに追加のコーディング技法を適用することができる。これらの追加のコーディング技
法は、Ｈ．２６４／ＡＶＣで使用される４×４または８×８整数変換または離散コサイン
変換（discrete cosine transformation）ＤＣＴなど、変換技法、および可変長コーディ
ング（ＶＬＣ）、ハフマンコーディングおよび／またはランレングスコーディングなど、
エントロピーコーディングを含むことができる。
【００４１】
　本開示の技法によれば、アップサンプリング技法を使用して、エンハンスメントレイヤ
ビデオデータのコーディング（すなわち、符号化または復号）で使用するアップサンプリ
ングビデオデータを生成する。ベースレイヤビデオデータを、対応するエンハンスメント
レイヤビデオブロックの空間解像度にアップサンプリングすることができ、そのアップサ
ンプリングデータは、エンハンスメントレイヤビデオデータのコーディングにおいて基準
として使用することができる。このアップサンプリング処理の一部として、本開示の技法
では、補間技法が好ましい状況と、いわゆる「最近隣」複製技法が好ましい他の状況とを
識別する。ここでも、補間では、アップサンプリング値の重み付き平均を生成することが
でき、重み付き平均はベースレイヤの２つ以上の値の間で定義される。最近隣複製の場合
、アップサンプリングレイヤ値は、アップサンプリング画素位置に最も近い空間的近傍に
あるベースレイヤの画素位置の値として定義される。アップサンプリングの特定のシナリ
オには補間を使用し、他のシナリオには最近隣複製を使用することによって、エンハンス
メントレイヤビデオブロックのコーディングを改善することができる。
【００４２】
　アップサンプリングはブロック境界を変更することができる。例えば、ベースレイヤお
よびエンハンスメントレイヤがそれぞれ４×４画素ビデオブロックを定義する場合、より
多くの画素を定義するためにエンハンスメントレイヤの空間解像度に従ってベースレイヤ
をアップサンプリングした結果、ベースレイヤのブロック境界がアップサンプリングデー
タの境界と異なることになる。補間または最近隣技法に関する決定が、アップサンプリン
グ値がエンハンスメントレイヤのエッジ画素位置（すなわち、エンハンスメントレイヤの
ブロック境界）に対応するかどうか、またそのような位置がベースレイヤのブロック境界
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間の位置に対応するかどうかに基づくことができるように、本観測を利用することができ
る。
【００４３】
　符号器２２および復号器２８は、本明細書に記載のアップサンプリング技法をそれぞれ
実行する相補的方法を実行することができる。符号器２２はアップサンプリングを使用し
てエンハンスメントレイヤ情報を符号化することができ、復号器２８は同じアップサンプ
リング処理を使用してエンハンスメントレイヤ情報を復号することができる。コーディン
グという用語は一般に符号化または復号のいずれかを指す。
【００４４】
　図２は、ベースレイヤビデオデータをエンハンスメントレイヤビデオデータに関連する
空間解像度にアップサンプリングするアップサンプラ４５を含むビデオ符号器５０の例を
示すブロック図である。アップサンプリングデータは次いで、エンハンスメントレイヤビ
デオデータをコーディングするため使用される。ビデオ符号器５０は、図１のソースデバ
イス１２のエンハンスメントレイヤ符号器３４に対応することがある。すなわち、話を簡
単にするために、図２にはベースレイヤ符号化構成要素は示していない。したがって、ビ
デオ符号器５０はエンハンスメントレイヤ符号器と考えることができる。場合によっては
、ビデオ符号器５０の図示の構成要素は、例えばベースレイヤおよびエンハンスメントレ
イヤのスケーラブルビデオコーディングをサポートするピラミッド形の符号器設計におい
て、ベースレイヤ符号化モジュールまたはユニットと組み合わせて実装することもできる
。
【００４５】
　ビデオ符号器５０はビデオフレーム内のブロックのイントラコーディングおよびインタ
ーコーディングを実行することができる。イントラコーディングは空間的予測を利用して
、所与のビデオフレーム内のビデオの空間的冗長性を低減または除去する。インターコー
ディングは時間的予測を利用して、ビデオシーケンスの隣接フレーム内のビデオの時間的
冗長性を低減または除去する。インターコーディングの場合、ビデオ符号器５０は動き推
定を実行して、２つ以上の隣接フレーム間でビデオブロックを一致させる動作を追跡する
。イントラコーディングの場合、コーディングされているブロックに対する予測ブロック
を形成するために、同じフレーム内の隣接ブロックからの画素を使用する空間的予測が適
用される。図２には、イントラコーディングに使用される空間的予測構成要素は示してい
ない。
【００４６】
　図２に示すように、ビデオ符号器５０は、符号化すべきビデオフレーム内の現行ビデオ
ブロック３１（例えば、エンハンスメントレイヤビデオブロック）を受信する。図２の実
施例では、ビデオ符号器５０は、動き推定ユニット３３、基準フレームストア３５、動き
補償ユニット３７、ブロック変換ユニット３９、アップサンプラ４５、量子化ユニット４
１、逆量子化ユニット４２、逆変換ユニット４４、およびエントロピーコーディングユニ
ット４６を含む。ブロック境界をフィルタリングしてブロッキネスアーチファクトを除去
するために、デブロッキングフィルタ３２も含めることもできる。ビデオ符号器５０はま
た、加算器４８、加算器４９Ａおよび４９Ｂ、ならびに加算器５１を含む。図２は、ビデ
オブロックをインターコーディングするためのビデオ符号器５０の時間的予測構成要素を
示す。説明を容易にするために図２には示していないが、ビデオ符号器５０は、いくつか
のビデオブロックをイントラコーディングするための空間的予測構成要素を含むこともで
きる。
【００４７】
　動き推定ユニット３３は、ビデオブロック３１を１つまたは複数の隣接ビデオフレーム
中のブロックと比較して、１つまたは複数の動きベクトルを生成する。１つまたは複数の
隣接フレームは基準フレームストア３５から取り出すことができ、基準フレームストアは
、以前に符号化されたブロックから再構成されたビデオブロックを格納するために任意の
タイプのメモリまたはデータ記憶装置を備えることができる。動き推定は、可変サイズ、
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例えば１６×１６、１６×８、８×１６、８×８またはより小さいブロックサイズのブロ
ックに対して実行できる。動き推定ユニット３３は、例えばレート歪モデルに基づいて現
行ビデオブロック３１に最も近接して一致する隣接フレーム中のブロックを特定し、ブロ
ック間の変位を決定する。これに基づいて、動き推定ユニット３３は、現行ビデオブロッ
ク３１と現行ビデオブロック３１をコーディングするために使用される予測ブロックとの
間の変位の大きさおよび軌道を示す１つの動きベクトル（ＭＶ）（または双方向予測の場
合は複数のＭＶ）を生成する。
【００４８】
　動きベクトルは２分の１または４分の１の画素精度、あるいはさらに微細な精度を有す
ることができ、ビデオ符号器５０が整数画素位置よりも高い精度で動きを追跡し、より良
好な予測ブロックを得ることを可能にする。微小な画素値をもつ動きベクトルが使用され
ると、補間演算が動き補償ユニット３７で実行される。動き推定ユニット３３は、レート
歪モデルを使用してビデオブロックに対する最善の動きベクトルを特定することができる
。得られた動きベクトルを使用して、動き補償ユニット３７は動き補償によって予測ビデ
オブロックを形成する。
【００４９】
　ビデオ符号器５０は、加算器４８で元の現行ビデオブロック３１から、動き補償ユニッ
ト３７によって生成された予測ビデオブロックを減算することによって残差ビデオブロッ
クを形成する。ブロック変換ユニット３９は、残差ブロックに離散コサイン変換（ＤＣＴ
）など変換を適用し、残差変換ブロック係数を生成する。この時点で、加算器４９Ａを使
用して、エンハンスメントレイヤ残差情報からベースレイヤ残差情報を減算することによ
って、さらなる圧縮が適用される。アップサンプラ４５は、（例えば、ベースレイヤ符号
器から）ベースレイヤ残差情報を受信し、アップサンプリング情報を生成するためにベー
スレイヤ残差情報をアップサンプリングする。次いで、このアップサンプリング情報が、
コーディングされているエンハンスメントレイヤ残差情報から（加算器４９Ａを介して）
減算される。
【００５０】
　以下でより詳細に説明するように、アップサンプラ４５は、補間が好ましい状況と、い
わゆる「最近隣」複製技法が好ましい他の状況とを識別することができる。補間では、ア
ップサンプリング値の重み付き平均を生成し、重み付き平均はベースレイヤの２つの値の
間で定義される。最近隣複製の場合、アップサンプリング値は、アップサンプリング画素
位置に最も近い空間的近傍にあるベースレイヤの画素位置の値として定義される。本開示
によれば、アップサンプラ４５は、アップサンプリングの特定のシナリオでは補間を使用
し、他のシナリオでは最近隣複製技法を使用する。特に、アップサンプラ４５による補間
を実行すべきか、最近隣複製技法を実行すべきかの決定は、アップサンプリング値がエン
ハンスメントレイヤのエッジ画素位置に対応するかどうかに基づく。これは、一般に補間
すべきか、最近隣複製技法を使用すべきかを決定する際にベースレイヤの画素位置のみを
考慮する従来のアップサンプリング技法とは対照的である。話を簡単にするために、本開
示では補間および最近隣の例を一次元で説明するが、そのような一次元の補間または最近
隣技法は一般に水平次元と垂直次元の両方で連続的に適用できる。アップサンプラ４５に
よってアップサンプリングする前にベースレイヤ情報のブロックエッジをフィルタリング
するために、追加のフィルタ４７を含めることもできる。図２では、追加のフィルタ４７
はアップサンプラ４５より前に位置するように示されているが、２つの異なるベースレイ
ヤのコーディングブロックに対応する２つのベースレイヤの画素から補間されるアップサ
ンプリングビデオデータ中のそれらの画素位置をフィルタリングするために、アップサン
プラ４５の後に配置することもできる。いずれにせよ、フィルタ４７によるこの追加のフ
ィルタリングは任意であり、本開示の後半でより詳細に取り上げる。
【００５１】
　量子化ユニット４１は、ビットレートをさらに低減するために残差変換ブロック係数を
量子化する。加算器４９Ａは、アップサンプラ４５からアップサンプリング情報を受信し
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、加算器４８とブロック変換ユニット３９との間に配置されている。特に、加算器４９Ａ
はブロック変換ユニット３９の出力から、アップサンプリングされたデータブロックを減
算する。同様に、逆変換ユニット４４と加算器５１との間に配置されている加算器４９Ｂ
もアップサンプラ４５からアップサンプリング情報を受信する。加算器４９Ｂは、アップ
サンプリングされたデータブロックを逆変換ユニット４４の出力に加算し戻す。
【００５２】
　空間的予測コーディングは、時間的予測コーディングに非常に類似した様式で動作する
。しかしながら、時間的予測コーディングが隣接フレーム（または他のコーディング単位
）のブロックを利用してコーディングを実行するのに対して、空間的予測は共通フレーム
（他のコーディング単位）内のブロックを利用してコーディングを実行する。空間的予測
コーディングはイントラコーディングされたブロックをコーディングするが、時間的予測
コーディングはインターコーディングされたブロックをコーディングする。ここでも、話
を簡単にするために、図２には空間的予測構成要素は示していない。
【００５３】
　エントロピーユニット４６は、送信された情報のビットレートをさらに低減するために
、可変長コーディング、２値算術コーディング（binary arithmetic coding）（ＣＡＢＡ
Ｃ）、ハフマンコーディング、ランレングスコーディング、コーディングされたブロック
パターン（coded block pattern）（ＣＢＰ）コーディングなどのエントロピーコーディ
ング技法によって、量子化された変換係数をコーディングする。エントロピーユニット４
６は、コーディング効率を上げるためにＶＬＣ表を選択することができる。エントロピー
コーディングの後、符号化されたビデオは別のデバイスに送信できる。さらに、逆量子化
ユニット４２および逆変換ユニット４４はそれぞれ、逆量子化および逆変換を適用して残
差ブロックを再構成する。加算器４９Ｂはアップサンプラ４５からアップサンプリングデ
ータ（ベースレイヤ残差ブロックのアップサンプリングされたバージョンを表す）を加算
し戻し、加算器５１は、動き補償ユニット３７によって生成される動き補償された予測ブ
ロックに、最終的に再構成された残差ブロックを加算して、基準フレームストア３５に格
納するための再構成されたビデオブロックを生成する。デブロックフィルタ３２は、基準
フレームを格納する前にデブロックフィルタリングを実行することができる。いくつかの
実施例では、デブロックフィルタリングは任意でもよい。
【００５４】
　本開示によれば、アップサンプラ４５は、２つの異なるベースレイヤビデオブロックの
２つの異なるエッジ間の位置に対応するアップサンプリングビデオブロックの１つまたは
複数の画素位置の値を補間する。
【００５５】
　一実施例では、アップサンプラ４５は、ベースレイヤビデオデータに基づくアップサン
プリングビデオデータの第１の値を、（ｉ）エンハンスメントレイヤビデオデータ中で定
義されるエンハンスメントレイヤビデオブロックの内部画素位置に対応するアップサンプ
リングビデオデータの画素位置であって、エンハンスメントレイヤビデオブロックの内部
画素位置の少なくとも一部が、異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する、
画素位置と、（ｉｉ）エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し
、異なるベースレイヤビデオブロック間に位置しない、アップサンプリングビデオデータ
の画素位置とに対して補間する。アップサンプラ４５は、ベースレイヤビデオデータ中の
最近隣の値に基づくアップサンプリングビデオデータの第２の値を、（ｉｉｉ）エンハン
スメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、異なるベースレイヤビデオブ
ロック間に位置する、アップサンプリングビデオデータの画素位置に対して定義すること
ができる。
【００５６】
　別の実施例では、アップサンプラ４５は、ベースレイヤビデオデータに基づくアップサ
ンプリングビデオデータの第１の値を、（ｉ）エンハンスメントレイヤビデオデータ中で
定義されるエンハンスメントレイヤビデオブロックの内部画素位置に対応するアップサン
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プリングビデオデータの画素位置であって、エンハンスメントレイヤビデオブロックの内
部画素位置の少なくとも一部が、異なるベースレイヤビデオブロック間の位置に対応する
、画素位置と、（ｉｉ）エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応
し、異なるベースレイヤビデオブロック間に位置しない、アップサンプリングビデオデー
タの画素位置とに対して補間する。この場合、アップサンプラ４５は、ベースレイヤビデ
オデータ中の最近隣の値に基づくアップサンプリングビデオデータの第２の値を、（ｉｉ
ｉ）エンハンスメントレイヤビデオブロックのエッジ画素位置に対応し、異なるベースレ
イヤビデオブロック間に位置する、アップサンプリングビデオデータの画素位置と、（ｉ
ｖ）エンハンスメントレイヤビデオブロックの内部画素位置に対応し、２つの異なるベー
スレイヤビデオブロックが異なるコーディングモードを定義する場合に異なるベースレイ
ヤビデオブロック間に位置する、アップサンプリングビデオデータの画素位置とに対して
定義することができる。異なるコーディングモードはイントラコーディングモードおよび
インターコーディングモードを備えることができる。この場合、アップサンプラ４５は、
アップサンプリング値に関連する位置（すなわち、アップサンプリング値がエンハンスメ
ントレイヤ中のブロック境界に対応するかどうか、および値がベースレイヤ中のブロック
境界間に位置するかどうか）のみでなく、２つの異なるベースレイヤビデオブロックが異
なるコーディングモード（例えば、インターまたはイントラコーディングモード）を使用
してコーディングされているかどうかも考慮する。
【００５７】
　図３は、図１のビデオ復号器２８または別のデバイスの復号器に対応することができる
ビデオ復号器６０の例を示すブロック図である。ビデオ復号器６０はアップサンプラ５９
を含み、アップサンプラ５９は図２のアップサンプラ４５の機能と同様の機能を実行する
。すなわち、アップサンプラ４５のように、アップサンプラ５９は、２つの異なるベース
レイヤビデオブロックの２つの異なるエッジ間の位置に対応する、エンハンスメントレイ
ヤビデオブロックの１つまたは複数の画素位置についてアップサンプリングビデオブロッ
クの値を補間する。さらに、アップサンプラ４５のように、アップサンプラ５９は本明細
書に記載の方法で補間か最近隣複製を選択することができる。動きアップサンプラ６１を
使用してベースレイヤに関連付けられた動きベクトルをアップサンプリングすることもで
きる。任意のフィルタ６５を使用して、アップサンプラ５９によって実行されるアップサ
ンプリングの前にベースレイヤデータのブロック境界をフィルタリングすることもできる
。図３には示されていないが、フィルタ６５は、アップサンプラ５９の後にも配置され、
２つの異なるベースレイヤのコーディングブロックに対応する２つのベースレイヤ画素か
ら補間される、アップサンプリングビデオデータ中のそれらの画素位置をフィルタリング
するのに使用できる。
【００５８】
　ビデオ復号器６０は、エンハンスメントレイヤ情報のエントロピー復号のためのエント
ロピーユニット５２Ａを含むことができ、ベースレイヤ情報のエントロピー復号のための
別のエントロピーユニット５２Ｂを含むことができる。イントラ予測構成要素は、図３に
は示されていないが、ビデオ復号器６０がイントラおよびインター予測コーディングをサ
ポートするならば使用できるであろう。エンハンスメントレイヤパスは逆量子化ユニット
５６Ａおよび逆変換ユニット５８Ａを含むことができ、ベースレイヤパスは逆量子化ユニ
ット５６Ｂおよび逆変換ユニット５８Ｂを含むことができる。ベースレイヤパス中および
エンハンスメントレイヤパス中の情報は加算器５７によって組み合わせることができる。
しかしながら、そのような組合せの前に、ベースレイヤ情報は本明細書に記載の技法に従
ってアップサンプラ５９によってアップサンプリングされる。
【００５９】
　ビデオ復号器６０はビデオフレーム内のブロックのインター復号を実行することができ
る。図３の例では、ビデオ復号器６０はエントロピーユニット５２Ａおよび５２Ｂ、動き
補償ユニット５４、逆量子化ユニット５６Ａおよび５６Ｂ、逆変換ユニット５８Ａおよび
５８Ｂ、ならびに基準フレームストア６２を含む。ビデオ復号器６０は加算器６４も含む
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。ビデオ復号器６０は、加算器６４の出力をフィルタリングするデブロックフィルタ５３
も含むことができる。ここでも、加算器５７は、アップサンプラ５９を介したベースレイ
ヤパスのアップサンプリングの後にベースレイヤパスおよびエンハンスメントレイヤパス
中の情報を組み合わせる。動きアップサンプラ６１は、ベースレイヤに関連付けられた動
きベクトルがエンハンスメントレイヤビデオデータの空間解像度に対応するように、その
ような動きベクトルをアップサンプリングすることができる。
【００６０】
　エンハンスメントレイヤビデオブロックの場合、エントロピーユニット５２Ａは、符号
化されたビデオビットストリームを受信し、エントロピー復号技法を適用して情報を復号
する。これは、量子化された残差係数、マクロブロックおよびサブブロックコーディング
モードならびに動き情報を生成することができ、動きベクトルおよびブロックパーティシ
ョンを含むことができる。エントロピーユニット５２Ａによって復号が実行された後、動
き補償ユニット５４は、動きベクトルと、基準フレームストア６２からの１つまたは複数
の再構成された基準フレームとを受信する。逆量子化ユニット５６Ａは、量子化されたブ
ロック係数を逆量子化(inverse quantize)、すなわち逆量子化（de-quantize）し、逆変
換ユニット５８Ａは、残差ブロックを生成するために逆変換、例えば逆ＤＣＴを係数に適
用する。逆変換ユニット５８Ａの出力はアップサンプラ５９の出力としてアップサンプリ
ングベースレイヤ情報と組み合わされる。加算器５７はこの組合せを可能にする。動き補
償ユニット５４は、復号化ブロックを形成するために加算器６４によって残差ブロックと
加算される動き補償ブロックを生成する。デブロックフィルタ５３は、ブロッキネスアー
チファクトを除去するために復号化ブロックをフィルタリングする。次いで、フィルタリ
ングされたブロックは基準フレームストア６２中に配置され、基準フレームストア６２は
動き補償からの基準ブロックを供給し、ドライブディスプレイデバイス（図１のデバイス
３０など）に対して復号化ビデオも生成する。
【００６１】
　ＳＶＣは、コーディング性能を改善するために、いくつかのレイヤ間予測技法をサポー
トすることができる。例えば、エンハンスメントレイヤのマクロブロックをコーディング
するときに、ベースまたは前のレイヤからの対応するマクロブロックモード、動き情報、
および残差信号が使用できる。特に、ベースまたは前のレイヤ中のいくつかの残差ブロッ
クは、対応するエンハンスメントレイヤの残差ブロックと相関させることができる。これ
らのブロックでは、残差予測を適用すると、エンハンスメントレイヤの残差エネルギーが
低減され、コーディング性能を改善することができる。
【００６２】
　ＳＶＣでは、残差予測が使用されるか否かは、マクロブロックに関連する１ビットのフ
ラグＲｅｓＰｒｅｄを使用して示すことができ、そのフラグはマクロブロックレベルのシ
ンタクス要素としてコーディングすることができる。ＲｅｓＰｒｅｄ＝１である場合、エ
ンハンスメントレイヤ残差は、そこからベースレイヤ残差ブロックを減算した後にコーデ
ィングされる。エンハンスメントレイヤのビットストリームがより高い空間解像度をもつ
ビデオ信号を表す場合、ベースレイヤ残差信号はレイヤ間予測に使用される前にエンハン
スメントレイヤの解像度にアップサンプリングされる。これは、図２および図３のアップ
サンプラ４５および５９の機能、すなわちアップサンプリングビデオブロックの生成であ
る。ＳＶＣ合同草案８（ＪＤ８）では、ベースレイヤブロック境界上でのいくつかの例外
とともに、ベースレイヤの残差信号をアップサンプリングするためにアップサンプラ用の
双一次フィルタが提案されている。
【００６３】
　ＳＶＣ　ＪＤ８はダイアディック（dyadic）空間スケーラビリティおよび拡張空間スケ
ーラビリティ（ＥＳＳ）をサポートする。ダイアディック空間スケーラビリティでは、エ
ンハンスメントレイヤのビデオフレームの大きさは各次元においてベースレイヤのビデオ
の２倍であり、クロッピングは、あるとすればマクロブロック境界上で起こる。ＥＳＳで
は、ベースレイヤのビデオ信号とエンハンスメントレイヤのビデオ信号との間の任意のス
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ケーリング比およびクロッピングパラメータが許される。ＥＳＳが使用される場合、ベー
スレイヤとエンハンスメントレイヤとの間の画素アラインメントは任意とすることができ
る。
【００６４】
　図４および図５は、それぞれスケーリング比が２：１および５：３であるベースレイヤ
およびエンハンスメントレイヤにおける画素の相対的な配置の例を示す。図４および図５
では、ラベル「Ｂ」はベースレイヤに関連する画素位置を指し、ラベル「Ｅ」はアップサ
ンプリングデータ（エンハンスメントレイヤのデータに対応する）に関連する位置を指す
。（１つまたは複数の）アップサンプリングビデオブロックは、エンハンスメントレイヤ
情報のコーディングにおいて基準として使用される。図５の中心画素位置のラベル「ＢＥ
」は、ベースレイヤと、エンハンスメントレイヤの解像度を有するアップサンプリングデ
ータとで同じ画素位置が重なることを意味する。
【００６５】
　図４および図５に示すように、より低い解像度のベースレイヤからエンハンスメントレ
イヤのより高い解像度へのアップサンプリングは二次元で起こる。しかしながら、この二
次元のアップサンプリングは、画素位置ごとに、連続した一次元のアップサンプリング処
理によって容易に行うことができる。例えば、図５では、ベースレイヤビデオデータ（ラ
ベルＢ）の３×３画素配列は、中間値（ラベルＸ）の５×３画素配列になるように、まず
水平方向にアップサンプリングされる。次いで、５×３画素配列Ｘは、エンハンスメント
レイヤの空間解像度（ラベルＥ）に対応するアップサンプリングビデオデータの最終的な
５×５画素配列になるように、垂直方向にアップサンプリングされる。図５では、アップ
サンプリングされた画素位置とアップサンプリング前の画素の位置が同じになる可能性が
あることに留意されたい。例えば、中心画素は、Ｂ、Ｅ、およびＸの３つのラベルが付さ
れている。水平および垂直アップサンプリング処理中に、本開示に従って、補間を使用す
べきか、最近隣複製を使用すべきかに関する決定が適用できる。
【００６６】
　以下の説明では、補間および最近隣複製技法について水平次元で論じる。しかしながら
、二次元アップサンプリングのために連続線形技法（successive linear technique）が
垂直および水平方向に適用できることを理解されたい。
【００６７】
　空間スケーラビリティが使用される場合、ベースレイヤ残差信号がアップサンプリング
される。生成されたアップサンプリングデータは、エンハンスメントレイヤのビデオ情報
と同じ空間次元を有し、エンハンスメントレイヤ残差のための予測データとして使用され
る。ここでも、ＳＶＣ　ＪＤ８は、このアップサンプリングのための双一次フィルタの使
用を提案している。図６に、ダイアディック空間スケーラビリティの場合の、水平方向の
双一次アップサンプリングでの重みを導出するために使用される画素距離が示されている
。垂直次元の双一次アップサンプリングは水平方向の場合と同様に行われる。
【００６８】
　図６は、ベースレイヤブロック中の画素の行、およびエンハンスメントレイヤの空間解
像度に対応するアップサンプリングされたブロック中の画素の行を示す。図６に示すよう
に、画素位置ｅ０およびｅ１におけるアップサンプリングされた残差値ｐ（ｅ０）および
ｐ（ｅ１）は、式（１）および（２）によって導出され、式中、ｂ０およびｂ１はベース
レイヤ中の最も近い整数画素位置である。
【数１】
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【００６９】
　図７に、スケーリング比５：３をもつＥＳＳの場合の、水平方向の双一次アップサンプ
リングで使用される重みが示されている。ここでも、垂直次元の双一次アップサンプリン
グは水平方向の場合と同様に行われる。
【００７０】
　図７で、画素位置ｅ０～ｅ４のアップサンプリング残差値ｐ（ｅ０）～ｐ（ｅ４）は、
式（３）～（７）のように導出され、式中、ｂ０～ｂ４は、補間で使用されるベースレイ
ヤ中の整数画素位置であり、ｅ０～ｅ４は、エンハンスメントレイヤの空間解像度に対応
するアップサンプリングレイヤ中の画素位置である。
【数２】

【００７１】
　ブロックエッジにわたる不連続性がベースレイヤ中の再構築された残差信号中に存在す
る。不連続性が存在する位置は、ベースレイヤビデオをコーディングするために使用され
る変換サイズに依存する。４×４ブロック変換が使用される場合、不連続性は４×４ブロ
ック境界上に存在する。８×８ブロック変換が使用される場合、不連続性は８×８ブロッ
ク境界上に存在する。ＪＤ８では、双一次補間で使用される２つのベースレイヤ画素（例
えば図６のｂ０およびｂ１）が異なる２つのブロックに属する場合、双一次補間は使用不
能になる。代わりに、アップサンプリング値は、ベースレイヤ中の最近隣画素から複製す
ることによって導出される。
【００７２】
　図６のダイアディック空間スケーラビリティの例では、位置ｂ０およびｂ１の画素が２
つのブロックに属する場合、ｅ０およびｅ１の画素は、式（１）および（２）の代わりに
式（８）および（９）を使用して導出される。

【数３】

【００７３】
　ＥＳＳでは、ベースレイヤ中のコーディングブロック境界はエンハンスメントレイヤ中
のコーディングブロック境界とアラインされない。したがって、エンハンスメントレイヤ
解像度に対応するアップサンプリングブロックは、異なるベースレイヤのコーディングブ
ロックから補間された画素を含むことができる。５：３の空間比を有するＥＳＳ（図７）
の場合、ブロックアラインメントの一例を図８で見出すことができる。図８では、画素Ｂ
０～Ｂ３は１つのベースレイヤのコーディングブロックに属し、画素Ｂ４～Ｂ５は（４×
４変換が使用されると仮定して）異なるベースレイヤのコーディングブロックに属する。
この場合、信号不連続性が画素Ｂ３とＢ４との間に存在することがある。エンハンスメン
トレイヤの空間解像度に対応するアップサンプリングレイヤでは、画素Ｅ０～Ｅ４がベー
スレイヤ画素Ｂ０～Ｂ３から補間または複製され、画素Ｅ５～Ｅ７がベースレイヤ画素Ｂ
３～Ｂ５から補間または複製される。ｅ０～ｅ７と表示されたアップサンプリング画素が
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イヤからの信号不連続性は８×８アップサンプリングレイヤ内に引き継がれることになる
。特に、ｂ３およびｂ４のベースレイヤ画素は２つのベースレイヤブロックに属するので
、従来の技法によれば、位置ｅ５のアップサンプリング画素は、ｂ３およびｂ４の画素か
ら補間される代わりに、位置ｂ４のベースレイヤ画素から複製されることになる。（ＪＤ
８で定義された従来の技法による）この強制的複製は８×８エンハンスメントレイヤブロ
ック内の信号不連続性の問題を悪化させることがある。このことは、あまり正確でない残
差予測につながることがある。
【００７４】
　本開示では、適応残差アップサンプリング方式を概説する。適応残差アップサンプリン
グ方式は、ベースレイヤとエンハンスメントレイヤとの間の相対的なブロックアラインメ
ントを考慮することによって、データのアップサンプリングブロック内の信号不連続性を
緩和することができる。アップサンプリング残差信号品質をさらに改善するために、（ア
ップサンプリングの前に）ベースレイヤ中の残差信号および／または（アップサンプリン
グの後に）エンハンスメントレイヤ中の残差信号に適応ローパスフィルタリングを適用し
てもよい。例えば、図２および図３のフィルタ４７および６５はそれぞれ、アップサンプ
リングの後にエンハンスメントレイヤのこのフィルタリングを可能にするローパスフィル
タを備えることができる。図２および図３では、ローパスフィルタリングはアップサンプ
リングの前にベースレイヤ中の残差信号に適用されるものとして示されているが、このロ
ーパスフィルタ（図２および図３の要素４７および６５）は、アップサンプラ４５の後、
およびアップサンプラ５９の後、ならびに加算器４９Ａおよび加算器５７の前に配置して
もよい。
【００７５】
　要約すると、ＳＶＣ　ＪＤ８で規定された残差アップサンプリング処理において、アッ
プサンプリングデータ中の画素位置ごとに、最初に、対応するベースレイヤ画素位置が決
定される。ベースレイヤ画素が（水平または垂直の）所与の方向で同じベースレイヤのコ
ーディングブロックに属する場合、その方向の双一次補間は、アップサンプリングデータ
中の値を取得するために呼び出される。他の場合（ベースレイヤ画素が所与の方向で異な
るベースレイヤのコーディングブロックに属する場合）には、アップサンプリングデータ
中の値はベースレイヤ中の最近隣画素から複製することによって決定される。
【００７６】
　特に、ベースレイヤとエンハンスメントレイヤのブロックアラインメントが任意である
ことがある拡張空間スケーラビリティの場合、ＳＶＣ　ＪＤ８で現在規定されている残差
アップサンプリングは、エンハンスメントレイヤブロック内の信号不連続性の問題を悪化
させることがある。そのような信号不連続性は、残差予測で使用されるとき、アップサン
プリング信号を歪め、予測信号としてのその精度を低減することがある。
【００７７】
　本開示によれば、補間を呼び出すべきか、最近隣画素から複製すべきかに関する決定は
、ベースレイヤブロックとエンハンスメントレイヤブロックとの間のアラインメントに応
じて判断できる。一例として図８を取り上げる。アップサンプリング画素ｅ５の位置に対
応するエンハンスメントレイヤ画素は、エンハンスメントレイヤ解像度において８×８コ
ーディングブロック内にある。この場合、位置ｂ４のベースレイヤ画素から複製すること
、すなわちｐ（ｅ５）＝ｐ（ｂ４）の代わりに、位置ｂ３およびｂ４のベースレイヤ画素
間の双一次補間を、信号不連続性を緩和して予測精度を改善するために呼び出すことがで
きる。すなわち、ｅ５のアップサンプリング画素値は、式（１０）を使用して導出できる
。



(24) JP 2010-516199 A 2010.5.13

10

20

30

40

50

【数４】

【００７８】
　次の条件が両方とも真の場合のみ、最近隣画素から複製することを呼び出すことができ
る。
【００７９】
　Ｃ１．補間すべきアップサンプリング画素がエンハンスメントレイヤのコーディングブ
ロック境界上にある。
【００８０】
　Ｃ２．補間処理に関係するベースレイヤ画素が異なるベースレイヤのコーディングブロ
ックに属する。
【００８１】
　ビデオコーディングシステムは２つ以上のブロック変換をサポートすることができる。
例えば、Ｈ．２６４／ＡＶＣでは、４×４および８×８整数ブロック変換の両方とも輝度
ブロックに対してサポートされ、４×４変換のみが色ブロックに適用される。色コンポー
ネントの場合、４×４ブロックのＤＣ係数に対して追加のＤＣ変換が行われる。このこと
によりブロック状のアーチファクトが４×４ブロック境界において起こるという事実は変
わらないので、本開示の説明ではこの変換は考慮しない。
【００８２】
　残差信号に適用されたブロック変換は、マクロブロック－レベルシンタックス要素とし
てビデオビットストリーム中に符号化される。ＳＶＣの状況では、残差アップサンプリン
グが実施される場合、ベースレイヤのコーディングブロックに適用されるブロック変換タ
イプは符号器と復号器の両方に知られている。エンハンスメントレイヤの場合、復号器は
、エンハンスメントレイヤ残差をコーディングするために使用されたブロック変換タイプ
を知ることができる。しかしながら、符号器側では、ベースレイヤ残差信号がアップサン
プリングされている場合、エンハンスメントレイヤ残差をコーディングするために使用さ
れるであろう実際のブロック変換は、まだ知られていない。１つの解決策は、モード決定
処理で試行される様々なブロック変換タイプについて、上記で様々に定義された規則に基
づいてベースレイヤ残差をアップサンプリングすることである。
【００８３】
　２つの代替の方法を使用して、この問題を緩和し、符号器と復号器の両方がエンハンス
メントレイヤのコーディングブロックサイズを決定し、したがってコーディングブロック
境界を特定するための共通の規則を提供することができる。
【００８４】
　［コーディングブロック規則Ａ］エンハンスメントレイヤのコーディングブロックサイ
ズは、輝度コンポーネントでは８×８、色コンポーネントでは４×４であると仮定できる
。または
　［コーディングブロック規則Ｂ］エンハンスメントレイヤのコーディングブロックサイ
ズは、輝度コンポーネントと色コンポーネントの両方に対して８×８であると仮定できる
。
【００８５】
　ベースレイヤ中およびエンハンスメントレイヤ中のコーディングブロックが上記の規則
のいずれかを使用して決定された後、補間処理に関係する画素がコーディングブロック境
界上にあるかどうかを、次のように決定することができる。
【００８６】
　ａ．アップサンプリング画素の補間で使用すべきベースレイヤ画素は、それがベースレ
イヤのコーディングブロック内の最後の画素である場合、またはそれがベースレイヤのコ
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ーディングブロック内の最初の画素である場合のいずれかの場合、（水平または垂直のい
ずれかの）所与の方向でベースレイヤのコーディングブロック境界上にあると考えられる
。
【００８７】
　ｂ．補間すべきアップサンプリング画素は、それがエンハンスメントレイヤのコーディ
ングブロック内の最後の画素である場合、またはそれがエンハンスメントレイヤのコーデ
ィングブロック内の最初の画素である場合のいずれかの場合、（水平または垂直のいずれ
かの）所与の方向でエンハンスメントレイヤブロック境界上にあると考えられる。
【００８８】
　これらの規則では、コーディングブロック境界を両側で幅１画素であると考える。しか
しながら、コーディングブロック境界は両側で１画素以外の幅を有すると考えられる。さ
らに、ベースレイヤおよびエンハンスメントレイヤは、コーディングブロック境界の異な
る定義を有することができる。例えば、ベースレイヤはコーディングブロック境界を両側
で幅１画素であると定義することができ、エンハンスメントレイヤはコーディングブロッ
ク境界を両側で１画素より広いと定義することができ、逆もまた同様である。
【００８９】
　本開示の範囲が双一次補間の使用に限定されないことは注目すべきことである。ベース
レイヤとエンハンスメントレイヤとの間のブロックアラインメントに基づくアップサンプ
リングの決定はどんな補間方式にも適用できる。２：１および５：３の空間比、ならびに
これらの比に対応するブロックアラインメント、および補間式中に与えられる対応する重
みが例として上記で与えられているが、本開示の範囲を限定するものではない。さらに、
開示された方式は、４×４および８×８以外のコーディングブロックサイズが使用できる
他のビデオコーディングシステムおよび／または標準の残差アップサンプリングに適用で
きる。補間は、補間すべき画素の両側に位置するいくつかの画素の重み付き平均を使用す
ることもできる。
【００９０】
　アップサンプリングデータ内で内部画素として現れることがあるベースレイヤ残差中の
ブロック境界にわたる信号不連続性の問題をさらに緩和するために、アップサンプリング
の前に、ベースレイヤ残差信号に対してローパスフィルタリングを行うと、この不連続性
が低減され、アップサンプリング残差の品質を改善することができる。例えば、図８のｅ
５の画素値を取得するために式（１３）を適用する前に、ベースレイヤ中の位置ｂ３およ
びｂ４の画素値に対して式（１１）および（１２）の演算を実施することができる。ここ
でも、これは、アップサンプラ４５（図２）またはアップサンプラ５９（図３）より前に
位置するフィルタ４７および６５（例えばローパスフィルタ）を介して実現できる。
【数５】

【００９１】
　式（１１）および（１２）では、［１，２，１］スムージングフィルタが一例として使
用される。代替として、例えば、［１，２，１］の代わりにタップ係数［１，６，１］を
有する、スムージング効果がより小さい修正ローパスフィルタが（１１）および（１２）
で使用できる。さらに、アップサンプリングが実施される前に、ベースレイヤ不連続性の
性質および大きさに応じてフィルタ強度を調節する適応ローパスフィルタをベースレイヤ
残差信号に適用してもよい。ローパスフィルタは、ベースレイヤブロック境界の画素（図
８のｂ３およびｂ４）にのみ適用でき、または代替的に、ブロック境界に隣接する画素（
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例えば図８のｂ２およびｂ５）にも適用できる。
【００９２】
　アップサンプリングの前にベースレイヤ信号にローパスフィルタを適用すべきかどうか
に関する決定は、エンハンスメントレイヤ画素および関係するベースレイヤ画素の位置に
基づいてよい。例えば、次の条件が両方とも真の場合、追加のローパスフィルタがベース
レイヤ画素に適用できる。
【００９３】
　１．補間処理で使用すべきベースレイヤ画素が異なるベースレイヤのコーディングブロ
ックに属する。
【００９４】
　２．補間すべきアップサンプリング画素がエンハンスメントレイヤのコーディングブロ
ック内の内部画素に対応する。アップサンプリングコーディングブロックが上記で説明し
たコーディングブロック規則Ａまたはコーディングブロック規則Ｂを使用して決定できる
。
【００９５】
　アップサンプリングコーディングブロックに対して内部の画素における信号不連続性を
低減する別の方法は、補間の後にアップサンプリング信号にローパスフィルタを適用する
ことである。これは、アップサンプラ４５および５９の後に適用すべき図２および図３の
フィルタ４７および６５を並べ替えることによって達成できる。一例として、図８の位置
ｅ５における画素を使用して、ｐ（ｅ５）が式（１０）および（１１）を使用して得られ
た後、次式を適用することができる。

【数６】

【００９６】
　式（１４）では、ｐ（ｅ４）およびｐ（ｅ６）は位置ｅ４およびｅ６のアップサンプリ
ング画素値である。ここでも、［１，２，１］スムージングフィルタは例として使用され
る。代替ローパスフィルタリングも適用できる。例えば、タップ係数［１，６，１］を有
する修正スムージングフィルタが適用できる。代替として、信号不連続性の性質および大
きさに基づく適応ローパスフィルタリングが適用できる。
【００９７】
　追加のローパスフィルタを適用すべきかどうかの決定は、関係するアップサンプリング
画素およびベースレイヤ画素の位置に基づく。例えば、次の条件が両方とも真の場合、追
加のローパスフィルタを適用することができる。
【００９８】
　１．アップサンプリング画素がエンハンスメントレイヤのコーディングブロック内の内
部画素に対応する。エンハンスメントレイヤのコーディングブロックが（上記の）コーデ
ィングブロック規則Ａまたはコーディングブロック規則Ｂのいずれか、あるいは他のコー
ディングブロック規則を使用して決定できる。
【００９９】
　２．補間処理中で使用されるベースレイヤ画素が異なるベースレイヤのコーディングブ
ロックに属する。
【０１００】
　ＳＶＣは、エンハンスメントレイヤのコーディング性能を改善するために、残差予測を
サポートする。空間スケーラビリティでは、ベースレイヤ残差信号は、残差予測で使用さ
れる前にアップサンプリングされる。ベースレイヤのコーディングブロックにわたる信号
不連続性がベースレイヤ残差中に存在することがあり、この信号不連続性がアップサンプ
リング信号内に引き継がれることがある。ＥＳＳの場合、この継承された不連続性が現れ
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る位置は任意であり得る。アップサンプリング信号の品質を改善するために、スケーラブ
ルビデオコーディングのための適応残差アップサンプリング方式を本開示で説明する。
【０１０１】
　残差アップサンプリング中、ＳＶＣ　ＪＤ８の既存の方式では異なるベースレイヤのコ
ーディングブロックからの画素間の補間をすることができない。対照的に、提案された本
開示の適応アップサンプリング方式を用いて、ベースレイヤとエンハンスメントレイヤと
の間の相対的なブロックアラインメントをアップサンプリング処理において考えることが
できる。特に、アップサンプリングすべき画素がエンハンスメントレイヤのコーディング
ブロックの内部画素に対応するとき、最近隣画素からの複製ではなく補間を使用してエン
ハンスメントレイヤのコーディングブロック内の信号不連続性を低減することができる。
【０１０２】
　また、上記のように、エンハンスメントレイヤのコーディングブロック内に存在するこ
とがある信号不連続性をさらに低減するために、追加のローパスフィルタリングを補間の
前と後の両方に残差信号に適用することができる。特に、アップサンプリング画素が、対
応するエンハンスメントレイヤのコーディングブロックの内部画素に対応し、関係するベ
ースレイヤ画素がベースレイヤのコーディングブロック境界上にあるか、またはその境界
に近接している場合、次のことが適用できる。
【０１０３】
　１．補間の前に、スムージングフィルタまたは適応ローパスフィルタを、ベースレイヤ
のコーディングブロック境界上にあるか、またはその境界に近接しているベースレイヤ画
素に適用することができる。
【０１０４】
　２．補間の後に、スムージングフィルタまたは適応ローパスフィルタを、エンハンスメ
ントレイヤのコーディングブロック中の内部画素であるエンハンスメントレイヤ画素に適
用することができる。
【０１０５】
　残差アップサンプリング中に補間を呼び出すべきか、最近隣複製を呼び出すべきかを決
定するとき、考えるべき別の要素は、関係するベースレイヤブロックのコーディングモー
ド（インターコーディング対イントラコーディング）である。ＳＶＣでは、アップサンプ
リングはインターコーディングされたブロックからの残差信号にのみ適用される。ＪＤ８
では、ベースレイヤビデオブロックがイントラコーディングされているとき、その残差信
号はベースレイヤ残差画像中でゼロにリセットされる。これは、コーディングモードが変
化するとき、ベースレイヤ残差ブロックにわたる強い信号不連続性を伴う。したがって、
２つのベースレイヤ画素間に補間を適用しないことは、それらが異なるコーディングモー
ドをもつブロックに属する場合、有益なことがある。言い換えれば、次の決定を使用する
ことができる。
【０１０６】
　１．関係する２つのベースレイヤ画素が、一方がイントラコーディングされ、他方がイ
ンターコーディングされている２つのベースレイヤのコーディングブロックに属する場合
、最近隣複製を使用する。
【０１０７】
　上記の規則は、本開示に記載したようにブロックアラインメントに基づく適応補間決定
規則と組み合わせることができる。組み合わせると、適応補間決定は次のようになる。次
の条件１および２のいずれかが真のとき、最近隣画素からの複製を呼び出すことができる
。
【０１０８】
　１．補間処理に関係するベースレイヤ画素が異なるベースレイヤのコーディングブロッ
クに属し、ベースコーディングブロックが異なるコーディングモードを有する場合、また
は
　２．次の条件が両方とも真である場合
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　ａ．補間すべきアップサンプリング画素がエンハンスメントレイヤのコーディングブロ
ック境界上にある。
【０１０９】
　ｂ．補間処理に関係するベースレイヤ画素が異なるベースレイヤのコーディングブロッ
クに属する。
【０１１０】
　以下の擬似コードでは、本開示に合致する技法を実装するために、残差アップサンプリ
ングおよび残差予測中に、ＪＤ８に記載のロジックに下線付きの条件を追加することがで
きる。
【数７】

【０１１１】
　ベースレイヤのブロックサイズは、ベースレイヤのコーディングで使用される実際のブ
ロックサイズである。シンタックス要素ＦＲｅｘｔはブロックヘッダの一部として定義で
きる。ＦＲｅｘｔがオフの場合、エンハンスメントレイヤのブロックサイズも４×４であ
ることが知られている。しかしながら、符号器側で、エンハンスメントレイヤに対して４
×４と８×８の両方の変換が可能である（すなわちＦＲｅｘｔがオンである）場合、残差
アップサンプリングが実行されるとき、エンハンスメントレイヤでのブロックサイズ（す
なわち変換サイズ）はまだ知られていない。この状況（エンハンスメントレイヤに対して
ＦＲｅｘｔがオン）では、エンハンスメントレイヤのブロックサイズは、輝度に対して８
×８であり、色に対して４×４であると仮定できる。すなわち、輝度に対して、ｅ＝８＊
ｍ－１またはｅ＝８＊ｍ（ｍは整数）の場合、位置ｅのアップサンプリング画素はブロッ
ク境界画素であると考えられる。色に対して、ｅ＝４＊ｍ－１またはｅ＝４＊ｍの場合、
位置ｅのアップサンプリング画素はブロック境界画素であると考えられる。
【０１１２】
　復号の場合、シンタックス要素の変更は不要である。ＪＤ８の復号処理（下位節Ｇ．８
．１０．３）は次のように修正でき、修正を下線で示す。
【０１１３】
　残差予測のための双一次補間の場合、入力は以下の通りである。
【０１１４】
　．．．
　・　可変ｂｌｋＳｉｚｅ（輝度ではｂｌｋＳｉｚｅ＝８または４、色ではｂｌｋＳｉｚ
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ｅ＝４）
　・　配列ｔｒａｎｓＢｌｋＴｙｐｅ［ｘ，ｙ］（ｘ＝０．．ｍｂ－１かつｙ＝０．．ｎ
ｂ－１）
　この処理の出力は、配列ｒｅｓＩｎｔｅｒｐ［ｘ，ｙ］（ｘ＝０．．ｍ－１かつｙ＝ｙ
ｓ．．ｙｅ－１）である。
【０１１５】
　・　変数ｔｅｍｐ１を次のように導出されるものとする。
【０１１６】
　　－　ｔｒａｎｓＢｌｋＩｄｘ［ｘ１，ｙ１］がｔｒａｎｓＢｌｋＩｄｘ［ｘ２，ｙ１
］に等しい、または０＜（ｘ％ｂｌｋＳｉｚｅ）＜（ｂｌｋＳｉｚｅ－１）かつｔｒａｎ
ｓＢｌｋＴｙｐｅ［ｘ１，ｙ１］がｔｒａｎｓＢｌｋＴｙｐｅ［ｘ２，ｙ２］に等しい場
合
　ｔｅｍｐ１＝ｒ［ｘ１，ｙ１］＊（１６－（ｐｏｓＸ［ｘ］％１６））＋ｒ［ｘ２，ｙ
１］＊（ｐｏｓＸ［ｘ］％１６）（Ｇ－５４４）
　．．．
　・　変数ｔｅｍｐ２を次のように導出されるものとする。
【０１１７】
　　－　ｔｒａｎｓＢｌｋＩｄｘ［ｘ１，ｙ２］がｔｒａｎｓＢｌｋＩｄｘ［ｘ２，ｙ２
］に等しい、または０＜（ｘ％ｂｌｋＳｉｚｅ）＜（ｂｌｋＳｉｚｅ－１）かつｔｒａｎ
ｓＢｌｋＴｙｐｅ［ｘ１，ｙ２］がｔｒａｎｓＢｌｋＴｙｐｅ［ｘ２，ｙ２］に等しい場
合
　ｔｅｍｐ１＝ｒ［ｘ１，ｙ２］＊（１６－（ｐｏｓＸ［ｘ］％１６））＋ｒ［ｘ２，ｙ
２］＊（ｐｏｓＸ［ｘ］％１６）（Ｇ－５４７）
　．．．
　・　ｒｅｓＩｎｔｅｒｐを次のように導出されるものとする。
【０１１８】
　　－　ｔｒａｎｓＢｌｋＩｄｘ［ｘ１，ｙ１］がｔｒａｎｓＢｌｋＩｄｘ［ｘ１，ｙ２
］に等しい、または０＜（ｙ％ｂｌｋＳｉｚｅ）＜（ｂｌｋＳｉｚｅ－１）かつｔｒａｎ
ｓＢｌｋＴｙｐｅ［ｘ１，ｙ１］がｔｒａｎｓＢｌｋＴｙｐｅ［ｘ１，ｙ２］に等しい場
合
　ｒｅｓＩｎｔｅｒｐ［ｘ，ｙ］＝（ｔｅｍｐ１＊（１６－（ｐｏｓＹ［ｙ］％１６））
＋ｔｅｍｐ２＊（ｐｏｓＹ［ｙ］％１６）＋（１２８））＞＞８）（Ｇ－５５０）
　．．．
　ＪＶＴ－Ｖ３０２で規定されているコア実験２（ＣＥ２）のテスト条件に従ってシミュ
レーションを実行し、このシミュレーションでは、ＪＤ８に記載の従来の技法に対して本
開示の技法を使用したときにビデオ品質のピーク信号対雑音比（ＰＳＮＲ）の改善が見ら
れた。ＥＳＳの場合、残差アップサンプリングへの提案された小さい変更は、エンハンス
メントレイヤのコーディングブロック内のアップサンプリング残差中のブロッキングアー
チファクトを低減する非常に簡単で効果的な方法を提供する。シミュレーション結果は、
すべてのＣＥ２テスト条件についてＪＳＶＭ＿７＿１３と比較して、提案された変更がコ
ーディング性能を高めることを示している。さらに、提案された方式は、再構築されたエ
ンハンスメントレイヤビデオ中の不快なブロッキングアーチファクトを抑制することによ
って、視覚的品質を大幅に改善する。
【０１１９】
　図９は、本開示に合致する技法を示す流れ図である。図９については符号器の観点から
説明するが、同様の処理が復号器によって実行されるであろう。図９に示すように、ベー
スレイヤ符号器３２はベースレイヤ情報をコーディングし（２００）、エンハンスメント
レイヤ符号器３４はエンハンスメントレイヤ情報をコーディングする（２０２）。エンハ
ンスメントレイヤのコーディング処理の一部として、エンハンスメントレイヤ符号器３４
（例えば図２に示されるビデオ符号器５０）はベースレイヤ情報を受信する（２０４）。
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フィルタ４７はベースレイヤ情報のブロック境界の任意のフィルタリングを実行すること
ができる（２０６）。アップサンプラ４５は、ベースレイヤ情報をアップサンプリングし
て、補間または最近隣複製を選択するために本明細書で定義した様々な技法および規則を
使用してアップサンプリングビデオブロックを生成する（２０８）。ベースレイヤブロッ
ク境界画素から補間されたエンハンスメントレイヤビデオ画素のためのアップサンプラ４
５の後にも任意のフィルタ４７が適用でき（２１０）（例えば図８の画素ｅ５および式１
４）、ビデオ符号器５０はアップサンプリングデータを使用してエンハンスメントレイヤ
情報をコーディングする（２１２）。
【０１２０】
　本開示に記載の技術は、汎用マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧ
Ａ）、または他の均等な論理デバイスなど、１つまたは複数のプロセッサ中に実装できる
。
【０１２１】
　本明細書に記載の技法は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはその
任意の組合せで実装できる。モジュールまたは構成要素として説明される特徴はどれも、
一体化された論理デバイスで一緒に実装でき、または個別であるが相互運用可能な論理デ
バイスとして別々に実装できる。ソフトウェアで実装される場合、本技法は、実行される
と上記の方法のうちの１つまたは複数を実行する命令を備えるコンピュータ可読媒体によ
って少なくとも一部が実現できる。コンピュータ可読データ記憶媒体は、パッケージ材料
を含むことがあるコンピュータプログラム製品の一部をなすことができる。コンピュータ
可読媒体は、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ）などのランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、不揮発性ランダムアクセスメモ
リ（ＮＶＲＡＭ）、電気消去可能プログラマブル読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、Ｆ
ＬＡＳＨメモリ、磁気データ記憶媒体または光学データ記憶媒体などを備えることができ
る。本技法は、さらに、または代替的に、命令またはデータ構造の形態でコードを搬送ま
たは伝達し、コンピュータによってアクセス、読み込み、および／または実行できるコン
ピュータ可読通信媒体によって、少なくとも一部が実現できる。
【０１２２】
　プログラムコードは、１つまたは複数のプロセッサ、ＤＳＰ、汎用マイクロプロセッサ
、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、または他の均等な一体化されたまたは個別の論理回路によって実
行できる。したがって、本明細書で使用される「プロセッサ」という用語は、本明細書に
記載の技法の実装に好適な前述の構造または他の構造のいずれかを指すことができる。本
開示では、「プロセッサ」という用語は、１つまたは複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ
、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡまたは論理回路の任意の組合せを包含するものである。さらに、一
部の態様では、本明細書に記載の機能を、符号化および復号のために構成された、または
複合ビデオ符号器復号器（ＣＯＤＥＣ）に組み込まれた専用のソフトウェアモジュールま
たはハードウェアモジュール内に設けることができる。
【０１２３】
　ハードウェアで実装された場合、本開示は、集積回路、チップセット、ＡＳＩＣ、ＦＰ
ＧＡ、論理回路、またはそれらの様々な組合せなど、本明細書に記載の１つまたは複数の
技法を実施するように構成された回路を対象とすることができる。
【０１２４】
　本発明の様々な実施形態について説明した。これらおよび他の実施形態は以下の特許請
求の範囲内にある。
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