
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
復号器のバッファの占有値がオーバーフロー及びアンダーフローしないようにそれぞれ可
変長符号化された、後端に終了コードを有し、かつ、それぞれ複数の圧縮部分データから
なる第１及び第２の可変長符号化データを結合して、復号器のバッファへ出力する可変長
符号化データの処理方法において、
前記第１の可変長符号化データの終了コードを削除した後、前記第１の可変長符号化デー
タの最後の圧縮部分データの復号タイミングにおける前記バッファ占有値をＯＣ、前記最
後の圧縮部分データの符号量をＤＢ、前記最後の圧縮部分データが復号化されてから次の
圧縮部分データが復号化されるまでの時間に復号器に入力される符号量をＩＢとしたとき
、（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）で表される値である、前記第１の可変長符号データの最後の圧縮
部分データの復号タイミングにおける前記バッファ占有値又はＭＰＥＧに規定されている
バッファ占有値に関連した値と前記第２の可変長符号化データの最初の圧縮部分データの
復号タイミングにおける前記バッファ占有値とを大小比較し、前記第２の可変長符号化デ
ータの最初の圧縮部分データの復号タイミングにおける前記バッファ占有値をＮＯＣとし
たとき、ＮＯＣ＜（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のときは [（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）－ＮＯＣ ]で表さ
れ、ＮＯＣ≧（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のときは０で表される無効データのデータ量を計算し
、前記第１の可変長符号化データの最後の圧縮部分データに前記計算した無効データを追
加した後、前記第２の可変長符号化データを結合して復号器のバッファへ出力することを
特徴とする可変長符号化データの処理方法。
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【請求項２】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は可変長符号化データの処理方法及び装置に係り、特に可変長符号化データを複数
繋ぎ合わせ処理する可変長符号化データの処理方法及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
情報を可変長符号化する代表的な例としてＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅ
ｘｐｅｒｔｓＧｒｏｕｐ）が知られている。このＭＰＥＧでは、符号化ビットストリーム
はビデオ信号の場合１ピクチャ毎に可変長の符号量をもっている。これはＭＰＥＧが離散
コサイン変換（ＤＣＴ）、量子化、ハフマン符号化という情報変換を用いると同時に、画
質向上のためにピクチャ毎に配分する符号量は適応的に変更する必要性があり、動き補償
予測を行っているので、あるときは入力画像そのままを符号化し、あるときは予測画像の
差分である差分画像を符号化するなど符号化画像自体のエントロピーも大きく変化するた
めである。
【０００３】
図１２はこのＭＰＥＧによる符号化ビットストリームの一例を示し、Ｉピクチャ（フレー
ム内符号化画像）、Ｂピクチャ（フレーム間順方向予測符号化画像）、Ｂピクチャ、Ｐピ
クチャ（双方向予測符号化画像）の順番で伝送される。ここで、例えば、Ｉピクチャは１
２０ｋｂｉｔ、Ｐピクチャは、８０ｋｂｉｔ、Ｂピクチャは４０ｋｂｉｔであり、それぞ
れ可変長の符号量である。
【０００４】
このような可変長データを固定の転送レート（符号化レート）で符号化する場合、図１３
のように復号器のバッファ量を最大値とすると、一定速度でデータが入力されて、所定の
値だけ溜ったところから、所定の時間単位（ＮＴＳＣ方式のビデオ信号ならば１／２９．
９７秒単位）で復号化を一瞬で行う仮想デコーダモデルを符号化器の出力に接続して使用
し、そのバッファがオーバーフローもアンダーフローも発生しないように符号化すること
がＭＰＥＧで規定されている。
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復号器のバッファの占有値がオーバーフロー及びアンダーフローしないようにそれぞれ可
変長符号化された、後端に終了コードを有し、かつ、それぞれ複数の圧縮部分データから
なる第１及び第２の可変長符号化データを結合して、復号器のバッファへ出力する可変長
符号化データの処理装置において、
　前記第１の可変長符号化データの終了コードを削除する終了コード削除器と、　前記終
了コード削除器により終了コードが削除された前記第１の可変長符号化データの最後の圧
縮部分データの復号タイミングにおける前記バッファ占有値をＯＣ、前記最後の圧縮部分
データの符号量をＤＢ、前記最後の圧縮部分データが復号化されてから次の圧縮部分デー
タが復号化されるまでの時間に復号器に入力される符号量をＩＢとしたとき、（ＯＣ－Ｄ
Ｂ＋ＩＢ）で表される値である、前記第１の可変長符号データの最後の圧縮部分データの
復号タイミングにおける前記バッファ占有値又はＭＰＥＧに規定されているバッファ占有
値に関連した値と前記第２の可変長符号化データの最初の圧縮部分データの復号タイミン
グにおける前記バッファ占有値とを大小比較し、前記第２の可変長符号化データの最初の
圧縮部分データの復号タイミングにおける前記バッファ占有値をＮＯＣとしたとき、ＮＯ
Ｃ＜（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のときは [（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）－ＮＯＣ ]で表され、ＮＯＣ≧
（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のときは０で表される無効データのデータ量を計算する計算器と、
　前記計算器により計算されたデータ量の前記無効データを、前記終了コードが削除され
ている第１の可変長符号化データの最後の圧縮部分データに追加する付加器と、
　前記付加器からの前記無効データが付加された第１の可変長符号化データに続いて前記
第２の可変長符号化データを結合して復号器のバッファへ出力する接続器と
　を有することを特徴とする可変長符号化データの処理装置。



【０００５】
なお、図１３中、Ｉ、Ｂ及びＰはＭＰＥＧ規定のＩピクチャ（フレーム内符号化画像）、
Ｂピクチャ（フレーム間順方向予測符号化画像）及びＰピクチャ（双方向予測符号化画像
）を示し、これらがバッファに蓄積されて各ピクチャの復号が１／２９．９７秒単位で一
瞬に行われ、データはバッファより瞬時に抜き取られることが示されている。
【０００６】
これをＶＢＶ（Ｖｉｄｅｏ　Ｂｕｆｆｅｒｉｎｇ　Ｖｅｒｉｆｉｅｒ）といい、これにつ
いての詳細は国際標準化機構（ＩＳＯ）によりＩＳＯ－１１１７２－２、ＩＳＯ１３８１
８－２に記述されている。この規定を守っていれば、ＶＢＶバッファ内でのレートは局部
的に変化しているものの、観測時間を長くとれば固定の転送レートとなり、ＭＰＥＧでは
このことを固定レートであると定義する。
【０００７】
ところで、従来より上記のＭＰＥＧの圧縮符号化方式により可変長符号化されたビデオデ
ータ信号が、画面単位で複数存在し、これらをユーザが任意の順番に、あるいは所定の順
番に再生する場合（例えば、カラオケの背景動画をいろいろなパターンで結合して見せた
り、宣伝用の各種画像を結合して見せるような場合）、２つのビデオデータ信号（これを
以下、＃１，＃２という）を結合（接続）する必要がある。
【０００８】
このビデオデータ信号＃１と＃２を結合するためには、上記のＶＢＶのバッファがオーバ
ーフローもアンダーフローも発生しないようにするために、時間的にビデオデータ信号＃
１を先に符号化して、図１４に示すように、その終了時点でのＶＢＶバッファの占有値を
、次に符号化するビデオデータ信号＃２の先頭のピクチャのバッファ占有値に引き継いで
、結合部分（図１４に白丸で示す）では同一のバッファ占有値になるようにして、作成し
なければならない。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
従って、２つのビデオデータ信号を結合（接続）する従来の可変長符号化データの処理方
法では、２つのビデオデータ信号の結合する順番を意識して予め符号化しなければならな
いため、自由にランダムに予め符号化してある２つのビデオデータ信号を結合することは
できない。もし、結合を意識せずに符号化したビデオデータ信号を単純に結合すると、以
下のような問題が起きるからである。
【００１０】
まず、第１のパターンとして結合することを意識しないで符号化した２つのビデオデータ
信号＃１と＃２のデータのＶＢＶのバッファ占有値の時間的推移が、図１５（Ａ）に示す
ようになっていたと仮定する。これをみると、図１４とは違ってビデオデータ信号＃１と
ビデオデータ信号＃２共に先頭のピクチャのバッファ占有値は値ａで等しい。この２つの
ビデオデータ信号＃１と＃２を結合すると、図１５（Ｂ）に示すように、ビデオデータ信
号＃１の終了時点でのバッファ占有値がｂであるために、次に符号化するビデオデータ信
号＃２の先頭のピクチャのバッファ占有値を値ｂにする必要があり、そのためにビデオデ
ータ信号＃２のバッファ占有値が全体に（ａ－ｂ）だけ下側にシフトされる。このため、
図１５（Ｂ）にＩで示す区間でアンダーフローが生じてしまう。
【００１１】
次に、もう一つの第２のパターンとして、結合することを意識しないで符号化した２つの
ビデオデータ信号＃１及び＃２のデータのＶＢＶのバッファ占有値の時間的推移が図１６
（Ａ）になっていたと仮定する。これも第１のパターンと同様に、図１４とは異なり、ビ
デオデータ信号＃１とビデオデータ信号＃２共に先頭のピクチャのバッファ占有値が値ａ
で等しい。この２つのビデオデータ信号＃１と＃２を結合すると、図１６（Ｂ）に示すよ
うに、ビデオデータ信号＃１の終了時点でのバッファ占有値が最大値ｃであるために、次
に符号化するビデオデータ信号＃２の先頭のピクチャのバッファ占有値も最大値ｃにする
必要があり、そのためにビデオデータ信号＃２のバッファ占有値が全体に（ｃ－ａ）だけ
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上側にシフトされる。このため、図１６（Ｂ）にＩＩで示す区間でオーバーフローが生じ
てしまう。
【００１２】
以上のアンダーフローやオーバーフローの発生は、次に符号化するビデオデータ信号＃２
の先頭のピクチャのバッファ占有値を、先に符号化したビデオデータ信号＃１の終了時点
のピクチャのバッファ占有値に結合することを考慮せずに符号化しているためで、図示し
ないビデオデータ信号＃２以降のビデオデータ信号との結合の際にも同様にアンダーフロ
ーやオーバーフローが発生する可能性は十分にある。
【００１３】
「アンダーフロー」とは、再生器（復号器）でそのピクチャを復号しようとした時間に、
まだデータが届いていないことを意味する。従って、その場合には、再生器の作り方にも
よるが、一般には一つ前のピクチャをもう一度再生する（フリーズ）などして、全部のデ
ータが揃うまで待つことになる。
【００１４】
一方、「オーバーフロー」とは、復号器のバッファをオーバーフローすることにより、そ
の分のデータが失われてしまうことを意味する。一般に、ＭＰＥＧではハフマン符号化が
採用されていて、一部のデータが失われると、そのピクチャ全体が失われることもある。
また、動き補償予測を行っているので、そのピクチャを参照して予測されている画像も失
われ、面内だけでなく、時間方向の欠落を起こす可能性もある。
【００１５】
本発明は以上の点に鑑みなされたもので、それぞれ符号化された２つのビデオデータ信号
を結合するに際し、復号器のバッファのオーバーフローによるデータ欠落を防止し、アン
ダーフローによる悪影響を最小限に止め得るように結合する可変長符号化データの処理方
法及び装置を提供することを目的とする。
【００１６】
また、本発明の他の目的は、結合する２つのビデオデータ信号のうちの前半のビデオデー
タ信号の最後のシーンを所定の符号化を行うことにより、復号器のバッファのオーバーフ
ロー及びアンダーフローを防止し得る可変長符号化データの処理方法及び装置を提供する
ことにある。
【００１７】
更に、本発明の他の目的は、複数の符号化ビデオデータ信号をランダムに結合して、所定
の時間連続して再生し得る可変長符号化データの処理方法及び装置を提供することにある
。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の第１の処理方法は、復号器のバッファの占有値がオ
ーバーフロー及びアンダーフローしないようにそれぞれ可変長符号化された、後端に終了
コードを有し、かつ、それぞれ複数の圧縮部分データからなる第１及び第２の可変長符号
化データを結合して、復号器のバッファへ出力する可変長符号化データの処理方法におい
て、第１の可変長符号化データの終了コードを削除した後、

第１の可変長符号化データの最後の圧縮部分データの復号タ
イミングにおける バッファ占有値に関連し
た値と第２の可変長符号化データの最初の圧縮部分データの復号タイミングにおけるバッ
ファ占有値とを大小比較し、

を計算し、第１の可変長符号化データの最後の圧
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第１の可変長符号化データの
最後の圧縮部分データの復号タイミングにおけるバッファ占有値をＯＣ、最後の圧縮部分
データの符号量をＤＢ、最後の圧縮部分データが復号化されてから次の圧縮部分データが
復号化されるまでの時間に復号器に入力される符号量をＩＢとしたとき、（ＯＣ－ＤＢ＋
ＩＢ）で表される値である、

バッファ占有値又はＭＰＥＧに規定されている

第２の可変長符号化データの最初の圧縮部分データの復号タ
イミングにおけるバッファ占有値をＮＯＣとしたとき、ＮＯＣ＜（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）の
ときは｛（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）－ＮＯＣ｝で表され、ＮＯＣ≧（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のと
きは０で表される無効データのデータ量



縮部分データに計算した無効データを追加した後、第２の可変長符号化データを結合して
復号器のバッファへ出力するようにしたものである。
【００２４】
また、上記の目的を達成するため、本発明の第１の処理装置は、復号器のバッファの占有
値がオーバーフロー及びアンダーフローしないようにそれぞれ可変長符号化された、後端
に終了コードを有し、かつ、それぞれ複数の圧縮部分データからなる第１及び第２の可変
長符号化データを結合して、復号器のバッファへ出力する可変長符号化データの処理装置
において、第１の可変長符号化データの終了コードを削除する終了コード削除器と、終了
コード削除器により終了コードが削除された

バッファ占有値に関連した値と第２の可
変長符号化データの最初の圧縮部分データの復号タイミングにおけるバッファ占有値と

を計算する計算器と、計算器により計算されたデータ量の無効デ
ータを、終了コードが削除されている第１の可変長符号化データの最後の圧縮部分データ
に追加する付加器と、付加器からの無効データが付加された第１の可変長符号化データに
続いて第２の可変長符号化データを結合して復号器のバッファへ出力する接続器とを有す
る構成としたものである。
【００２５】
本発明装置では、本発明の第１の処理方法と同様に、無効データのデータ量だけ第１の可
変長符号化データの最後の圧縮部分データの復号タイミングにおけるバッファ占有値を下
げることができ、復号器のバッファを少なくともオーバーフローすることを防止できる。
【００２６】
また、本発明の第２の処理装置は、第１の可変長符号化データの最後の圧縮部分データの
復号タイミングにおけるバッファ占有値ＯＣと、最後の圧縮部分データの符号量ＤＢと、
最後の圧縮部分データが復号化されてから次の圧縮部分データが復号化されるまでの時間
に復号器に入力される符号量ＩＢと、第２の可変長符号化データの最初の圧縮部分データ
の復号タイミングにおけるバッファ占有値をＮＯＣとを、それぞれ予め符号化情報として
記憶している記憶回路と、第１の可変長符号化データの終了コードを削除する終了コード
削除器と、記憶回路から読み出した符号化情報に基づき、（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）で表され
る値を計算してバッファ占有値ＮＯＣと比較し、ＮＯＣ＞（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のときに
のみ、｛ＮＯＣ－（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）｝で表され、ＮＯＣ≦（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のと
きには０を削除符号量として計算する計算器と、終了コード削除器から取り出された第１
の可変長符号化データの少なくとも最後の圧縮部分データを含む所定数の圧縮部分データ
に記述されているデータの交流成分に対応する符号を、計算器から入力された削除符号量
だけ削除する符号削除器と、符号削除器から出力された第１の可変長符号化データに、第
２の可変長符号化データを結合する接続器とを有する構成としたものである。
【００２８】
更に、本発明の第３の処理装置は、第３の処理装置の計算器を、記憶回路から読み出した
符号化情報に基づき、（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）で表される値を計算してバッファ占有値ＮＯ
Ｃと比較し、ＮＯＣ＞（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のときにのみ、コード変換フラグを所定値と
する構成とし、第３の処理装置の符号削除器に代えて、計算器からのコード変換フラグが
所定値であるとき、終了コード削除器からの第１の可変長符号化データの少なくとも最後
の圧縮部分データを含む所定数の圧縮部分データに記述されているデータに関して、動き
ベクトルが０であり、かつ、動き補償した誤差データが０であったとして符号化する変換
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第１の可変長符号化データの最後の圧縮部分
データの復号タイミングにおけるバッファ占有値をＯＣ、最後の圧縮部分データの符号量
をＤＢ、最後の圧縮部分データが復号化されてから次の圧縮部分データが復号化されるま
での時間に復号器に入力される符号量をＩＢとしたとき、（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）で表され
る値である、第１の可変長符号化データの最後の圧縮部分データの復号タイミングにおけ
るバッファ占有値又はＭＰＥＧに規定されている

を
大小比較し、第２の可変長符号化データの最初の圧縮部分データの復号タイミングにおけ
るバッファ占有値をＮＯＣとしたとき、ＮＯＣ＜（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のときは｛（ＯＣ
－ＤＢ＋ＩＢ）－ＮＯＣ｝で表され、ＮＯＣ≧（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のときは０で表され
る無効データのデータ量



手段を設ける構成としたものである。
【００２９】
この発明では、第１の可変長符号化データの最後の圧縮部分データの復号タイミングにお
けるバッファ占有値に関連した値よりも、第２の可変長符号化データの最初の圧縮部分デ
ータの復号タイミングにおけるバッファ占有値が大であるときでも、第１の可変長符号化
データの少なくとも最後の圧縮部分データを含む所定数の圧縮部分データに記述されてい
るデータに関して、動きベクトルが０であり、かつ、動き補償した誤差データが０であっ
たとして符号化するようにしたため、第１の可変長符号化データの最後の圧縮部分データ
と第２の可変長符号化データの最初の圧縮部分データを、同じ復号器のバッファの占有値
で結合できる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面と共に説明する。図１は本発明になる可変長符号
化データの処理装置の第１の実施の形態のブロック図を示す。同図において、可変長符号
化データの処理装置は、符号化されたビデオデータ信号＃１が入力される終了コード削除
器１１と、終了コード削除器１１からのビデオデータ信号＃１が入力されるバッファ占有
値計算器１２と、バッファ占有値計算器１２の出力信号が入力される無効データ計算器１
３と、無効データ付加器１４と、符号化されたビデオデータ信号＃２と無効データ付加器
１４の出力信号が入力されてそれらを接続（結合）するビデオデータ接続器１５とからな
る。なお、上記の図１の構成は、通常、コンピュータのソフトウェアで実現される。
【００３２】
次に、この実施の形態の動作について説明する。ＭＰＥＧに従い予め可変長符号化された
２つのビデオデータ信号＃１と＃２のうち、ビデオデータ信号＃１は終了コード削除器１
１に入力され、もう一つのビデオデータ信号＃２はビデオデータ接続器１５に入力される
。
【００３３】
ビデオデータ信号＃１及び＃２のそれぞれの最後には、所定値（例えば１６進数で０００
００１Ｂ７）の終了コードが付加されている。終了コード削除器１１は、入力されたビデ
オデータ信号＃１の終端に次のビデオデータ信号＃２を結合させても再生動作に不都合が
生じないように、上記のビデオデータ信号＃１の終端に付加されている終了コードを削除
する。
【００３４】
バッファ占有値計算器１２は、終了コード削除器１１から終了コードが削除されたビデオ
データ信号＃１が入力されて、その最後のピクチャのヘッダに記述されている、その最後
のピクチャの復号タイミングにおけるバッファ占有値（復号器のバッファの占有率に相当
する値：Ｏｃｃｕｐａｎｃｙ）ＯＣを検出し、更にビデオデータ信号＃１の最後の１ピク
チャの符号量（Ｄａｔａ　Ｂｉｔｓ）ＤＢと、最後の１ピクチャが復号化されてから次の
ビデオデータ信号＃２のピクチャがそのまま入力されたとしたときに最初に復号化される
までの時間に再生器に入力される符号量（Ｉｎｐｕｔ　Ｂｉｔｓ）ＩＢとをそれぞれ計算
する。符号量ＩＢは、ヘッダ中に記述されている転送レートと既知の復号周期とから求め
られる一定値である。
【００３５】
無効データ量計算器１３は、バッファ占有値計算器１２から終了コードが削除されたビデ
オデータ信号＃１と共に、上記のバッファ占有値ＯＣ、ピクチャ符号量ＤＢ及び符号量Ｉ
Ｂとが入力され、次に結合するビデオデータ信号＃２の最初のピクチャの復号タイミング
における復号器のバッファの占有値（Ｎｅｘｔ　Ｏｃｃｕｐａｎｃｙ）ＮＯＣが下記の不
等式
ＮＯＣ＜（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）　　　　　　　　　（１）
を満足するかどうか比較判定する。ここで、上記のバッファ占有値ＮＯＣは、ビデオデー
タ信号＃２の最初のヘッダ中に記述されているが、通常はこれは各ビデオデータ信号にお
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いて同一値であるので、既知の固定値として用いている。
【００３６】
続いて、無効データ量計算器１３は、上記の不等式を満足する場合は、次式に基づいて無
効データ（Ｓｔｕｆｆ　Ｂｉｔｓ）量ＳＢを計算する。
【００３７】
ＳＢ＝（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）－ＮＯＣ　　　　　　（２）
また、上記の不等式を満足しない場合は、無効データ量計算器１３は、上記の無効データ
量ＳＢの値を０とする。
【００３８】
無効データ付加器１４は、無効データ量計算器１３から終了コードが削除されたビデオデ
ータ信号＃１と無効データ量ＳＢとを入力として受け、ビデオデータ信号＃１の最後の１
ピクチャに無効データ量ＳＢに応じたビット数分の無効データを付加し、それらの信号を
ビデオデータ接続器１５に出力する。ここで、上記の無効データは、例えばオール０のデ
ータである。
【００３９】
ビデオデータ接続器１５は、無効データ付加器１４からの無効データが付加されたビデオ
データ信号＃１を出力した後、次に結合するビデオデータ信号＃２を出力する。これによ
り、ビデオデータ接続器１５から結合ビデオデータ信号が図示しない復号器のバッファに
出力される。
【００４０】
次に、この実施の形態によるデータ結合動作について更に詳細に説明する。ビデオデータ
信号＃１と＃２の結合状態は、図２と図３に示す計３つのパターンに分類できる。
【００４１】
第１のパターンは、図２（Ａ）にＥＯで示すように、ビデオデータ信号＃１の最後の１ピ
クチャのバッファ占有値ＯＣから、その最後の１ピクチャの符号量ＤＢを差し引いた値に
、前記入力符号量ＩＢを加算した値（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）が、次のビデオデータ信号＃２
の最初のピクチャ復号タイミングにおけるバッファ占有値ＮＯＣと同一の場合であり、こ
の場合は前記（１）式を満足しないので、無効データ量ＳＢが０とされる。
【００４２】
従って、ビデオデータ接続器１５から得られる結合ビデオデータ信号は、ビデオデータ信
号＃１にビデオデータ信号＃２がそのまま結合されて出力される。この第１のパターンは
、そのまま結合してもオーバーフローもアンダーフローも発生しない理想的なパターンで
あり、非常に稀なケースである。
【００４３】
第２のパターンは、図２（Ｂ）にＥＯで示すように、このまま結合するとオーバーフロー
を起こす可能性のあるパターンで、前記の値（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）がバッファ占有値ＮＯ
Ｃよりも 場合で、前記（１）式が満足されるので、無効データ計算器１３により前
記（２）式に基づいて計算された無効データ量ＳＢに応じたビット数分の無効データが、
ビデオデータ信号＃１の最後の１ピクチャの後に追加されて、ビデオデータ接続器１５か
ら出力され、その後にビデオデータ信号＃２が出力される。
【００４４】
従って、復号器のバッファの占有値は、ビデオデータ信号＃１の最後の１ピクチャから次
のビデオデータ信号＃２の最初のピクチャ復号タイミングまでの間は、図２（Ｂ）に破線
ＩＩＩで示す如くに変化するため、次のビデオデータ信号＃２の最初のピクチャ復号タイ
ミングにおけるバッファ占有値ＮＯＣと同一値で結合される。これにより、この第２のパ
ターンの場合も、理想的に結合され、オーバーフローもアンダーフローも生じないように
できる。
【００４５】
最後の第３のパターンは、図２（Ｃ）及び図３にそれぞれＥＯで示すように、前記の値（
ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）が、次のビデオデータ信号＃２の最初のピクチャ復号タイミングにお
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けるバッファ占有値ＮＯＣよりも小さい場合であり、この場合は
ＮＯＣ＞（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）　　　　　　　　　（３）
なる不等式が成立する。従って、前記（１）式を満足しないので、無効データ量ＳＢが０
とされる。
【００４６】
ただし、この第３のパターンではそのまま結合すると、図１５と共に説明したように、ア
ンダーフローする可能性がある。この第３のパターンについては、第１の実施の形態では
、ビデオデータ信号＃１の最後のピクチャが復号器のバッファに蓄積されてから、次のビ
デオデータ信号＃２の最初のピクチャが蓄積後復号されるまでの時間Ｔｗだけ待ってから
復号が行われるため、ビデオデータ信号＃１の最後に復号される１ピクチャが２ピクチャ
分表示される。しかし、図２（Ｃ）に示すように、ビデオデータ信号＃１の最後のピクチ
ャは、次のビデオデータ信号＃２の最初のピクチャ復号タイミングにおけるバッファ占有
値ＮＯＣと結合され、オーバーフローすることはないので、データが欠落するという最悪
事態を回避することができる。
【００４７】
このように、上記の実施の形態では、オーバーフローするようなデータ結合時は無効デー
タを付加することで、オーバーフローもアンダーフローも生じない理想的なビデオデータ
信号の結合ができ、また、アンダーフローする可能性のあるデータ結合時も最低限データ
欠落は生じないようにできる。
【００４８】
以上は復号器側の構成であるが、本発明は符号器側での処理も併せて行うことも可能であ
る。図４はこの場合の本発明の第２の実施の形態の動作を説明するバッファ占有値の時間
的変化を示す。
【００４９】
この実施の形態では、ビデオデータ信号＃１の最後のシーンを静止画又は静止画に近い画
像で符号化した点に特徴がある。この場合は、ビデオデータ信号＃１の最後のシーンが静
止画又は静止画に近い画像であるので、それを圧縮符号化した場合差分をとって符号化す
るので、このシーンではヘッダに殆ど符号化データが存在しないような符号が発生される
ため、小さな符号発生量である。
【００５０】
従って、ビデオデータ信号＃１の最後のシーンでは、復号器のバッファ占有値は図４にＩ
Ｖで示すように、殆ど減らず（復号してもデータ量が微小なため）、バッファ占有値は増
加し最大値に近付く。そのため、稀には前記第１のパターンとなるが、殆ど前記第２のパ
ターンとなり、第１の実施の形態を併用すると、前述したようにオーバーフロー及びアン
ダーフローの両方の可能性がなくなり、理想的な結合ができる。
【００５１】
次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。図５は本発明になる可変長符号化デ
ータの処理装置の第３の実施の形態の要部のブロック図、図６は本発明になる可変長符号
化データの処理装置の第３の実施の形態の他の要部のブロック図を示す。図５において、
可変長符号化されているビデオデータ信号（符号化ビデオデータ信号＃１、＃２）は、符
号化情報観測器２０に供給され、ここで▲１▼その符号化ビデオデータ信号のＭＰＥＧ規
格で定められたピクチャヘッダー中に記述されているＶＢＶバッファ占有値と、▲２▼そ
の符号化ビデオデータ信号の最後のピクチャの最後に記述されているＶＢＶバッファ占有
値と、▲３▼その符号化ビデオデータ信号の最後のピクチャのピクチャスタートコードか
ら終了コードまでの符号量値がそれぞれ読み取られて、それらの符号化情報が記憶回路２
１に記憶される。
【００５２】
ここで、上記の▲１▼のＶＢＶバッファ占有値が、次のビデオデータ信号＃２の最初のピ
クチャ復号タイミングにおける復号器のバッファの占有値（Ｎｅｘｔ　Ｏｃｃｕｐａｎｃ
ｙ）ＮＯＣに相当し、▲２▼のＶＢＶバッファ占有値が、ビデオデータ信号＃１の最後の
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１ピクチャのバッファ占有値（Ｏｃｃｕｐａｎｃｙ）ＯＣに相当し、▲３▼の符号量値が
、ビデオデータ信号＃１の最後の１ピクチャの符号量（Ｄａｔａ　Ｂｉｔｓ）ＤＢに相当
する。
【００５３】
なお、最後の１ピクチャが復号化されてから次のビデオデータ信号＃２のピクチャがその
まま入力されたとしたときに最初に復号化されるまでの時間に再生器に入力される符号量
（Ｉｎｐｕｔ　Ｂｉｔｓ）ＩＢは、符号化情報観測器２０において転送レートを１ピクチ
ャ区間の時間で除算して計算し、記憶回路２１に記憶する。このような処理は、複数の符
号化ビデオデータ信号を繋ぐ前に、前後の符号化ビデオデータ信号の符号化情報と共に観
測されている必要がある。
【００５４】
本発明の第３の実施の形態の要部は、図６に示すように、終了コード削除器２２、符号削
除器２３、追加／削除量計算器２４、無効データ付加器２５及び図５と共に説明した記憶
回路２１からなる。図６の動作について説明するに、記憶回路２１に記憶されている上記
のバッファ占有値ＮＯＣ、ＯＣ、符号量ＤＢ及びＩＢからなる符号化情報は、追加／削除
量計算器２４に供給され、ここで以下のような判断がなされて削除符号量と無効データ量
が計算される。
【００５５】
すなわち、追加／削除量計算器２４は、入力符号化情報が前記（１）式を満足するときは
、前記（２）式に基づき無効データ量ＳＢを算出し、かつ、削除符号量（Ｄｅｌｅｔｅ　
Ｂｉｔｓ）ＤＥＢをゼロとする。入力符号化情報が前記（３）式を満足するときには、次
式
ＤＥＢ＝ＮＯＣ－（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）　　　　　　　（４）
に基づいて削除符号量ＤＥＢを算出し、かつ、無効データ量ＳＢをゼロとする。また、追
加／削除量計算器２４は、入力符号化情報が前記（１）式及び（３）式のいずれも満足し
ないとき、すなわち、ＮＯＣ＝（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のときには、上記の削除符号量ＤＥ
Ｂと無効データ量ＳＢの両方を共にゼロとする。追加／削除量計算器２４は、このように
して算出した削除符号量ＤＥＢと無効データ量ＳＢのうち、削除符号量ＤＥＢは符号削除
器２３に供給し、無効データ量ＳＢは無効データ付加器２５に供給する。
【００５６】
一方、符号化ビデオデータ信号＃１は、図１の終了コード削除器１１と同一目的で同一構
成の終了コード削除器２２に供給されて、データの最後に記述されているＭＰＥＧ規格の
４バイトの終了コードが削除された後、符号削除器２３に供給され、ここで、少なくとも
最後のピクチャを含む数フレームに記述されているピクチャ符号化データのＡＣ（交流）
成分に対応する符号が、追加／削除量計算器２４により計算された前記削除符号量ＤＥＢ
だけ削除される。バッファ占有値を合わせるためである。ただし、ＤＥＢ＝０のときには
削除は行われない。
【００５７】
図７は上記の符号削除器２３の一例のブロック図を示す。この符号削除器２３では、符号
化ビデオデータ信号＃１がＶＬＤ器３１に供給されて可変長復号化される。ここで、ＭＰ
ＥＧ規格では、ピクチャのマクロブロックのＡＣ符号コードは表１に従って可変長符号（
ＶＬＣ）化された、ハフマン符号である。
【００５８】
【表１】
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ただし、上記の表１中、可変長符号コードの最終ビットｓは、レベル（ＬＥＶＥＬ）の符
号を示し、０のとき正、１のとき負である。
【００５９】
マクロブロックの中には輝度信号４つ、色信号２つの計６つ分の８×８画素のブロックが
存在する。これらのブロックのそれぞれにＡＣ符号が存在する。これらブロック内のハフ
マン符号事象は、図９に示すように、量子化された変換係数を低周波空間周波数成分から
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高周波に向かってジグザクに並べたとき、０以外の有効係数が検出されるまでの、０の継
続個数を示すラン（ＲＵＮ）と、それに続く非ゼロの有効係数のレベル（ＬＥＶＥＬ）と
の組み合わせの事象によって表現されている。
【００６０】
すなわち、これらを展開したとすると、イントラ（フレーム内符号化）と非イントラとで
は図９に示すように、最初の係数がＤＣ成分であるか否かの違いはあるが、いずれにして
も図１０に示すように、８×８画素の領域に展開される。そして、上記のランとレベルの
組み合わせに基づいて、表１により可変長符号化されたのが、符号化ビデオデータ信号で
ある。
【００６１】
図７のＶＬＤ器３１は、このようにＡＣ符号（ＡＣ係数）の”ランとレベル”事象と、そ
の符号長を検出して、図１１に示すようなＡＣ符号の送られてくる順番、すなわち低域の
信号から並べたときの、その符号長の累積符号量と、ジグザクスキャンしたときの係数位
置を示すアドレスを計算し、その情報をＶＬＤ情報として符号化ビデオデータ信号と共に
、図７のＡＣ符号削除器３２へ出力する。
【００６２】
一方、図７の削除符号量制御回路３３は、図６に示した追加／削除量計算器２４から入力
された削除符号量ＤＥＢと、図７に示す後述の符号量カウンタ３５からの削除対象のピク
チャ符号量情報とに基づき、どのくらい削除するかの割合を計算し、その計算結果を削除
割合情報としてＡＣ符号削除器３２に供給する。
【００６３】
ＡＣ符号削除器３２は、ＶＤＬ器３１からの符号化ビデオデータ信号及びＶＬＤ情報と、
削除符号量制御回路３３からの削除割合情報とを入力として受け、これらに基づいて、符
号化ビデオデータ信号中のＡＣ符号を削除する。ＶＬＤ情報は、ＡＣ符号とその符号長を
含んでいる。ＡＣ符号削除器３２は、図１０に示したように、直交変換された係数を低域
空間周波数成分から高周波に向かって並べて、その符号長の累積符号量の最後の値である
トータル符号量に、（１－削除割合）を乗じた値までを有効とし、それ以降の符号を削除
する。削除後のＡＣ符号にＥＯＢ（エンド・オブ・ブロック）コードを出力する。この操
作によって、各ブロックのＡＣ符号が削除割合分だけ削除される。
【００６４】
このようにして、全部のブロックについて削除処理がなされた符号化ビデオデータ信号は
、１ピクチャ分バッファ３４に蓄積された後、ピクチャ全体の符号が符号量カウンタ３５
でカウントされる。符号量カウンタ３５で得られたピクチャ全体の符号量を示すピクチャ
符号量情報は、削除符号量制御回路３３に供給される。また、バッファ３４からの削除さ
れたピクチャ符号化データは、符号量カウンタ３５を通してＶＬＤ器３１に送られる。
【００６５】
削除符号量制御回路３３により計算された削除割合が０以下になるまで、上記の動作が繰
り返され、削除割合が０以下になると、最終的に削除する符号量分が削除されたので、Ａ
Ｃ符号削除器３２は削除動作を終了し、変換された符号化ビデオデータ信号としてバッフ
ァ３４に出力する。この場合、ＡＣ符号削除器３２は、ＡＣ符号以外の部分は何も操作せ
ず、バッファ２７に送信する。
【００６６】
なお、削除するピクチャを１枚にする場合、１ピクチャだけに大きな劣化を伴う場合があ
る。また、１ピクチャだけでは予定の削除量を達成できない場合もあり、その場合には最
後のピクチャだけでなく、最後から複数のピクチャに等分割したり、それらのピクチャの
発生符号量比率で分割することで削除符号を分配してもよい。
【００６７】
再び図６に戻って説明するに、符号削除器２３で少なくとも最後のピクチャを含む数フレ
ームに記述されているピクチャ符号化データのＡＣ（交流）成分に対応する符号が、追加
／削除量計算器２４により計算された前記削除符号量ＤＥＢだけ削除されたビデオデータ
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信号は、無効データ付加器２５に供給され、ここで追加／削除量計算器２４からの無効デ
ータ量ＳＢに応じた量の無効データが付加されて、変換された符号化ビデオデータ信号と
して出力される。上記の無効データとしては、ＭＰＥＧで規定されている無効データ（ヌ
ルデータ（０データ））がある。
【００６８】
このように処理された符号化ビデオデータ信号は、図１に示したビデオデータ接続器１５
と同様のビデオデータ接続器２６に供給されて、次に結合されるべき符号化ビデオデータ
信号＃２と直接に接続され、結合ビデオデータ信号として出力される。この実施の形態で
は、図２（Ａ）及び図２（Ｂ）及び図３に示したように、符号化された入力ビデオデータ
信号＃１と符号化された入力ビデオデータ信号＃２とを直接に結合できる。
【００６９】
例えば、図３に示したように、ビデオデータ信号＃１の最後の１ピクチャのバッファ占有
値ＯＣから、その最後の１ピクチャの符号量ＤＢを差し引いた値に、前記入力符号量ＩＢ
を加算した値（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）が、次のビデオデータ信号＃２の最初のピクチャ復号
タイミングにおけるバッファ占有値ＮＯＣよりも小さな第３のパターンの場合、追加／削
除量計算器２４が（４）式に基づいて削除符号量ＤＥＢを算出し、かつ、無効データ量Ｓ
Ｂをゼロとするようにしているため、ビデオデータ信号＃１の最後のピクチャは、図３に
示すように次のビデオデータ信号＃２の最初のピクチャ復号タイミングにおけるバッファ
占有値ＮＯＣと同一値で結合される。これにより、この第３のパターンの場合も、この実
施の形態によれば、理想的に結合され、オーバーフローもアンダーフローも生じないよう
にできる。
【００７０】
このように、この実施の形態によれば、上記の接続に際して２つの符号化ビデオデータ信
号を直接に繋いでも、ＭＰＥＧの規格に準拠しているため、予め結合することを意識しな
いで符号化された符号化ビデオデータ信号同士を、復号器のビットストリーム蓄積用のバ
ッファを破綻させずに、結合することができる。
【００７１】
なお、上記のＡＣ符号削除処理を行う場合、この処理によってＭＰＥＧのＰピクチャやＩ
ピクチャでは、その次の片方向ピクチャ間予測を巡回して行うので、誤差が蓄積して劣化
が目立つ場合がある。その場合には、ＡＣ符号の削除は双方向ピクチャ間予測符号化され
たＢピクチャに限定することも効果的である。これにより、巡回による誤差の蓄積を防ぐ
ことができる。
【００７２】
次に、本発明の第４の実施の形態について説明する。この実施の形態では、ＭＰＥＧにお
けるＰピクチャやＢピクチャのスキップト・マクロブロック（Ｓｋｉｐｐｅｄ－ＭＢ）な
る概念を利用したものである。すなわち、あるマクロブロック（ＭＢ）において、予測し
た結果、動きベクトル（ＭＶ）も０で、かつ、予測画像と被予測画像の差分画像に着目し
た場合も全く誤差がない状態にあるＭＢは、ＤＣ（直流）やＡＣのデータを全く送らない
モードが存在する（ただし、Ｂピクチャの場合は、動きベクトルが０でなくても、一つ前
のＭＢの動きベクトルとの差分が０であればよい。）。
【００７３】
この状況のＭＢが、画面全体に存在すると仮定すると、最低限のピクチャやスライスのヘ
ッダ以外、必要なくなる。例えば、ＭＰＥＧ１では、スライスの最初と最後のＭＢはスキ
ップトＭＢにできないが、それ以外のほぼ画面全体のＭＢをスキップトＭＢとしたと仮定
すると、スライスの構成（数）にもよるが、２５６～１０００ビット余りで符号化できる
。このコードを持つピクチャはＰピクチャでもＢピクチャでも予測画像から見て動きが全
く無い状態であることを示しているのであり、これを積極的に使用することにより、動い
ている画像のＰピクチャやＢピクチャの符号の代わりに、この全体がスキップトＭＢであ
ったと仮定した符号とすり替えることで、前の予測画像と同じ画像であったこととして符
号化データを変更することが可能である。
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【００７４】
これはＭＰＥＧの規格に準じたコードであり、実際に入力画像がその部分において全く動
かない画像であったなら、結果として同じ符号化データを出力したはずのものである。全
体がスキップトＭＢであったと仮定したピクチャの符号は、単純フレーム間予測（Ｎｏ　
ＭＣ）で、ＤＣＴ係数を持たない符号化不要（Ｎｏｔ　Ｃｏｄｅｄ）な符号であるので、
ＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコードという名称で定義すると、このＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏ
ｄｅｄコードは、予測画像に依存せず、一意に決定できるので、予めこのコードをリード
・オンリ・メモリ（ＲＯＭ）などに記憶しておき、必要に応じて、ＰピクチャやＢピクチ
ャの符号をＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコードに交換すればよい。
【００７５】
勿論、この場合、復号した画像は、静止するのはやむを得ないが、前述したＡＣ符号削除
器３２の処理に比べると、高速でコストも安く実現可能である。また、ＡＣ削除に比べて
大きくバッファ占有量を上げることが可能である。図８は、この機能を利用した本発明の
第４の実施の形態のブロック図を示す。同図中、図６と同一構成部分には同一符号を付し
、その説明を省略する。
【００７６】
図８において、前記バッファ占有値ＮＯＣ、ＯＣ、符号量ＤＢ及びＩＢからなる符号化情
報は、記憶回路２１から追加／削除量計算器４３に供給され、ここで以下のような判断が
なされて無効データ量ＳＢが計算され、かつ、ＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコード変換フ
ラグが作成される。また、予め作成したＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコードの量を、ＮＭ
ＮＣビットとする。
【００７７】
すなわち、追加／削除量計算器４３は、入力符号化情報がＮＯＣ＜（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）
を満足するときは、前記（２）式に基づき無効データ量ＳＢを算出し、かつ、削除符号量
（Ｄｅｌｅｔｅ　Ｂｉｔｓ）ＤＥＢをゼロとする。入力符号化情報がＮＯＣ＞（ＯＣ－Ｄ
Ｂ＋ＩＢ）を満足するときには、前記（４）式に基づいて削除符号量ＤＥＢを算出し、か
つ、無効データ量ＳＢをゼロとすると共に、ＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコード変換フラ
グを”１”とし、ＤＢをＮＭＮＣと置き換える。
【００７８】
更に、追加／削除量計算器４３は、入力符号化情報が前記（１）式及び（３）式のいずれ
も満足しないとき、すなわち、ＮＯＣ＝（ＯＣ－ＤＢ＋ＩＢ）のときには、上記の削除符
号量ＤＥＢと無効データ量ＳＢの両方を共にゼロとし、かつ、ＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅ
ｄコード変換フラグを”０”とする。追加／削除量計算器４３は、このようにして算出し
たＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコード変換フラグと無効データ量ＳＢのうち、ＮｏＭＣ，
ＮｏｔＣｏｄｅｄコード変換フラグはＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコード変換器４２に供
給し、無効データ量ＳＢは無効データ付加器２５に供給する。
【００７９】
一方、符号化されている入力ビデオデータ信号＃１は、終了コード削除器２２により終了
コードが削除された後、ＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコード変換器４２に供給される。Ｎ
ｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコード変換器４２は、ＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコード変換
フラグが”１”の場合のみ、入力されたピクチャ符号化データを上記のＮｏＭＣ，Ｎｏｔ
Ｃｏｄｅｄコードに変換する。このＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコードは、ＮｏＭＣ，Ｎ
ｏｔＣｏｄｅｄコードＲＯＭ４１に予め記憶されているＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコー
ドを読み出して用いる。ＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコード変換器４２は、ＮｏＭＣ，Ｎ
ｏｔＣｏｄｅｄコード変換フラグが”０”の場合は、特に変換処理を行わない。
【００８０】
このように変換処理を受けたビデオデータ信号は、無効データ付加器２５に供給され、こ
こで追加／削除量計算器４３からの無効データ量ＳＢに応じた量の無効データが付加され
た後、ビデオデータ接続器２６に供給されて、次に結合されるべき符号化ビデオデータ信
号＃２と直接に接続され、結合ビデオデータ信号として出力される。
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【００８１】
この実施の形態によれば、上記の接続に際して２つの符号化ビデオデータ信号を直接に繋
いでも、ＭＰＥＧの規格に準拠しているため、予め結合することを意識しないで符号化さ
れた符号化ビデオデータ信号同士を、復号器のビットストリーム蓄積用のバッファを破綻
させずに、結合することができる。また、この実施の形態では、ＡＣ符号の削除を行わず
に、最小限の符号でそのフレームをリピートするコードに置き換えているので、非常に簡
便な方法で復号器のバッファの占有値を調整することができる。
【００８２】
なお、本発明は以上の実施の形態に限定されるものではなく、結合する可変長符号化デー
タはビデオデータ以外の種類のデータでもよく、要は可変長符号化されたデータであって
、バッファを復号器に持っているものであれば、どのような種類の符号化データにも適用
可能である。
【００８３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、第１の可変長符号化データの最後の圧縮部分デー
タの復号タイミングにおける バッファ占有
値に関連した値と第２の可変長符号化データの最初の圧縮部分データの復号タイミングに
おけるバッファ占有値との比較結果に応じたデータ量を計算し、そのデータ量を無効デー
タとして第１の可変長符号化データの最後の圧縮部分データに追加し、その後に第２の可
変長符号化データを結合することにより、無効データのデータ量だけ第１の可変長符号化
データの最後の圧縮部分データの復号タイミングにおけるバッファ占有値を下げ、よって
復号器のバッファを少なくともオーバーフローすることを防止できるため、結合によるデ
ータの欠落を無くすことができ、またアンダーフローが生じても、結合時に１～２フレー
ム程度のフリーズができるので、結合時の不都合を従来に比べて大幅に低減できる。
【００８５】
また、本発明によれば、第１の可変長符号化データの最後のシーンを、静止画又は静止画
に近い画像のピクチャに符号化するようにしたため、最後のシーンの発生符号量を極めて
少なくでき、バッファ占有値推移を最大値に近付けることができるため、上記の無効デー
タの付加により、オーバーフローだけでなくアンダーフローも生じないようにでき、理想
的な２つの可変長符号化データの結合ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明装置の第１の実施の形態のブロック図である。
【図２】本発明によるデータ結合動作を説明する図である。
【図３】図６の実施の形態によるデータ結合動作の一例を説明する図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態におけるバッファ占有値の時間的変化を示す図である
。
【図５】本発明装置の第３の実施の形態の要部のブロック図である。
【図６】本発明装置の第３の実施の形態の他の要部のブロック図である。
【図７】図６中の符号削除器の一例のブロック図である。
【図８】本発明装置の第４の実施の形態のブロック図である。
【図９】ＡＣ係数のジグザグスキャンを説明する図である。
【図１０】ＡＣ係数（符号）の一例を示す図である。
【図１１】ＡＣ係数コードの一例を示す図である。
【図１２】ＭＰＥＧのピクチャタイプにおける発生符号量の説明図である。
【図１３】復号器のバッファの占有値の時間的変化の一例を示す図である。
【図１４】２つのビデオデータ信号の結合の一例を説明する図である。
【図１５】アンダーフローが発生するときの２つのビデオデータ信号の復号器のバッファ
の占有値の時間的変化の一例と結合を説明する図である。
【図１６】オーバーフローが発生するときの２つのビデオデータ信号の復号器のバッファ
の占有値の時間的変化の一例と結合を説明する図である。
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【符号の説明】
１１、２２　終了コード削除器
１２　バッファ占有値計算器
１３　無効データ量計算器
１４、２５　無効データ付加器
１５、２６　ビデオデータ接続器
２０　符号化情報観測器
２１　記憶回路
２３　符号削除器
２４、４３　追加／削除量計算器
３１　ＶＬＤ器
３２　ＡＣ符号削除器
３３　削除符号量制御回路
３４　バッファ
３５　符号量カウンタ
４１　ＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコードＲＯＭ
４２　ＮｏＭＣ，ＮｏｔＣｏｄｅｄコード変換器
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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