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明 細 苫
，清報処理 装置および方 去

ま支術分野

０００1 本発明は、清報処理装置ぉょひ方怯に関し、特に、符号化テータを低遅延て伝迭

することかてきるょうにした清報処理装置ぉょひ方怯に関する。

背月 支術

０００2 従来、ヒテオ映像の迭受信装置として、放迭局やスタシアムてのスポーツ中継等に

使用されているトライアノクスシステムというものかある。これまてのトライアノクスシステ

ムは、アナロク映像を対象とするものか主流てあったか、近年の画像処理のテシタル

化に伴い、今後はテシタル映像を対象とするテシタルトライアノクスシステムか普及

０００3 一般的なテシタルトライアノクスシステムては、カメラヘノトにおいてヒテオ映像かキ

ヤプチヤされて伝迭路に迭出され (本線ヒテオ映像 ) 、カメラコントロールユニノトによ

り、その本線ヒテオ映像か受信されて、映像か画面に出力される。

０００4 カメラコントロールユニノトは、また、この本線ヒテオ映像とは別系統て、リターンヒ

テオ映像をカメラヘノト側に迭信する。リターンヒテオ映像は、カメラヘノトより供給さ

れた本線ヒテオ映像を変換したものてあってもよいし、カメラコントロールユニノトにお

いて外部から入力されたヒテオ映像てあってもよい。カメラヘノトはこのリターンヒテ

オ映像を例えは画面に出力させる。

０００5 一般的には、カメラヘノトとカメラコントロールユニノトとの間の伝迭路は帯域か限ら

れており、その伝迭路を伝迭させるためにヒテオ映像は圧縮することか必要になる。

例えは、カメラヘノトからカメラコントロールユニノトに向かって伝迭される本線ヒテオ

映像か DTV ( gh Denn on Te ev s on) 号 (現信号は1・5 Gbps 程度 ) てある場合

、これを約 1０分の の15０Mbps程度に圧縮することか現実的てある。

０００6 このような映像の圧縮方怯は、様々なものかあり、例えは、MPEG (Mov ng c u e E

x pe s G oup)等かある (例えは特井文献 1参昭) 。このように映像を圧縮する場合の

従来のテシタルトライアノクスシステムの例を図 に示す。



０００7 カメラヘッド は、カメラ2 1 、ェンコーダ2 2 、おょびデコーダ2 3 を有しており、カメラ2

において撮影されて得られた映像データ (動画像 ) を、ェンコーダ2 2 において符号化

し、その符号化データを、伝送ケーブルの1系統である本線D ０を介してカメラコント

ロールユニット 2 に供給する。カメラコントロールユニット 2 は、デコーダ4 おょびェン

コーダ4 2 を有しており、カメラヘッド ょり供給された符号化データを取得すると、そ

れをデコーダ4 において復古し、その復号された映像データを、ケーブルD を介し

て本線映像用のディスプレイであるメインビュー5 に供給し、画像を表示させる。

０００8 また、カメラヘッド ょり送出させた映像をカメラコントロールユニット 2 が受信したか

否かを、カメラヘッド のユーザに確認させるために、映像データは、リターンビデオ

映像としてカメラコントロールユニット 2からカメラヘッド に再送される。一般的には

、このリターンビデオ映像を伝送するリターン回線D13 の帯域幅は本線D ０と比較し

て狭いので、カメラコントロールユニット 2 は、デコーダ4 において復号された映像デ

ータをェンコーダ4 2 において再度符号化し、所望のビットレート(通常の場合、本線を

伝送させるときょりも低いビットレート) の符号化データを生成し、この符号化データを

リターンビデオ映像として、伝送ケーブルの1系統であるリターン回線D13 を介してカ

メラヘッド に供給する。

０００9 カメラヘッド は、その符号化データ ( リターンビデオ映像 ) を取得すると、デコーダ

2 3 において復古し、その復号された映像データを、ケーブルD14 を介してリターンビ

デオ映像用のディスプレイであるリターンビュー3 に供給し、画像を表示させる。

００1０ 以上がデジタルトライアックスシステムの基本構成と動作である。

特許文献 1 : 特開平9 261633号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００1 1 しかしながら、このょぅな方法では、ェンコーダ2 2 において符号化が開始されてから

(カメラ2 においてビデオ映像信号が得られてから) 、デコーダ2 3 ょり復号映像データ

の出力が開始されるまで遅延時間が丘くなってしまぅ恐れがあった。また、カメラコント

ロールユニット 2 にもェンコーダ4 2 が必要になり、回路規模やコストが増大する恐れ

があった。



００12 映像データに対して行われる各処理のタイミングの関係を図2に示す。

００13 図2に示されるよぅに、ヵメラヘッド のェンコーダ22の処理開始タイミングと、ヵメラ

コントロールュニット 2のデコーダ4 の出力開始タイミングとでは、仮に、ヵメラヘッド

およびヵメラコントロールュニット12間の伝送に要する時間を0としても、ェンコードや

デコードの処理等により、例えばP ms 」ec の遅延が生じる。

００14 そして、ェンコーダ42が、このデコードされた映像データを、直ぐに符号化したとし

ても、ェンコードやデコードの処理等により、ヵメラヘッド のデコーダ23が出力を開

始するまでに、さらにP msec の遅延が生じる。

００15 つまり、ェンコーダ22において符号化が開始されてから、デコーダ23より復号映像

データの出力が開始されるまでに、本線ビデオ映像において生じる遅延の2倍となる

(P ) msec の遅延が生じる。低遅延が求められるシステムにおいては、このよぅな

方法では十分に遅延時間を短くすることができない。

００16 本発明は、このよぅな従来の実情に鑑みて提案されたものであり、符号化データを

低遅延で伝送することができるよぅにする。

課題を解決するための手段

００17 本発明の一側面は、画像データを符号化して符号化データを生成する情報処理

装置であって、周波数帯域毎に分解された係数データを、最低城成分のザブバンド

の ライン分の係数データを生成するのに必要なライン数分の画像データを含むライ

ンブロック毎に、周波数帯域に分解された複数のザブバンドの係数データを合成して

画像データを生成する合成処理を実行する順に予め並び替える並び替え手段と、前

記並び替え手段により並び替えられた係数データを、ラインブロック毎に符号化して

符号化データを生成する符号化手段と、前記符号化手段により生成された符号化デ

ータを記憶する記憶手段と、前記記憶手段により前記符号化データが前記ラインブ

ロック複数分記憶される度に、前記符号化データの符号呈の総和を算出する算出手

段と、前記算出手段により算出された符号呈の総和が前記 目標符号呈に達した場合

、前記記憶手段に記憶されている前記符号化データを出力する出力手段とを備える

情報処理装置である。

００18 前記出力手段は、前記符号化データのビットレートを変更することができる。



００19 前記並ひ替え手段は、前記係数データを、ラインフロソク毎に、低城成分から高城

成分の順に並ひ替えることかてきる。

００2０ 前記並ひ替え手段およひ前記符号化手段を、ラインフロソク毎にそれそれ並列動

作させるよぅに制御する制御手段を更に備えるよぅにすることかてきる。

００2 1 前記並ひ替え手段およひ前記符号化手段は、並列的に各処理を行ぅことかてきる

００2 2 前記画像データに対して、ラインフロソク毎にフィルタ処理を行い、周波数帯域毎

に分解された係数データからなる複数のザフハントを生成するフィルタ手段を更に備

えるよぅにすることかてきる。

００2 3 前記符号化データを復号する復号手段を更に備えるよぅにすることかてきる。

００2 4 前記符号化データを互いに典なる周波数領城て変調して変調信号を生成する変

調手段と、前記変調手段により生成された変調信号を周波数多重化して増幅させる

増幅手段と、前記変調手段により増幅された変調信号を合成して伝迭する伝迭手段

とを更に備えるよぅにすることかてきる。

００2 5 周波数領城の減衰卒に某ついて、前記変調手段の変調方式を設定する変調制御

手段を更に備えるよぅにすることかてきる。

００2 6 周波数領城の減衰卒か閾値以上の場合に、高城成分に対する信号点距離を大き

く設定する制御手段を更に備えるよぅにすることかてきる。

００2 7 周波数領城の減衰卒か閾値以上の場合に、高城成分に対するェラ一訂正ヒソトの

剖当呈を多く設定する制御手段を更に備えるよぅにすることかてきる。

００2 8 周波数領城の減衰卒か閾値以上の場合に、高城成分に対する圧縮率を高く設定

する制御手段を更に備えるよぅにすることかてきる。

００2 9 変調手段は、o DM方式て変調することかてきる。

００3 ０ データ呈か閾値より少ない画像データを用いて、前記符号化手段と前記符号化デ

ータを復号する復号手段との間て同期タイミンクの制御を行ぅ同期制御都を更に備

えるよぅにすることかてきる。

００3 1 前記データ呈か閾値より少ない画像データは、全画素か黒の ピクチヤ分の画像て

あるよぅにすることかてきる。



００32 本発明の一側面は、また、画像データを符号化して符号化データを生成する情報

処理装置の情報処理方法であって、周波数帯域毎に分解された係数データを、最

低城成分のザブバンドの ライン分の係数データを生成するのに必要なライン数分の

画像データを含むラインブロック毎に、周波数帯域に分解された複数のザブバンドの

係数データを合成して画像データを生成する合成処理を実行する順に予め並び替

え、並び替えられた係数データを、ラインブロック毎に符号化して符号化データを生

成し、生成された符号化データを記憶し、前記符号化データが前記ラインブロック複

数分記憶される度に、前記符号化データの符号呈の総和を算出し、算出された符号

呈の総和が前記 目標符号呈に達した場合、記憶されている前記符号化データを出

力するステップを含む情報処理方法。

００33 本発明の一側面においては、周波数帯域毎に分解された係数データが、最低城

成分のザブバンドの ライン分の係数データを生成するのに必要なライン数分の画像

データを含むラインブロック毎に、周波数帯域に分解された複数のザブバンドの係数

データを合成して画像データを生成する合成処理を実行する順に予め並び替えられ

、並び替えられた係数データが、ラインブロック毎に符号化されて符号化データが生

成され、生成された符号化データが記憶され、前記符号化データが前記ラインブロッ

ク複数分記憶される度に、前記符号化データの符号呈の総和が算出され、算出され

た符号呈の総和が前記 目標符号呈に達した場合、記憶されている前記符号化デー

タが出力される。

発明の効果

００34 本発明によれば、伝送させるデータのビットレートを容易に制御することができる。

特に、符号化データを復号せずに、容易に、そのビットレートを変更させることができ

る。

図面の簡単な ・明

００35 図 従来のデジタルトライアックスシステムの構成例を示すブロック図である。

図2 図 のデジタルトライアックスシステムにおいて、映像データに対して行われる各

処理のタイミングの関係を示す図である。



ある。

図5 ウェーブレット変換について概略的に説明するための略線図である。

図6 ウェーブレット変換について概略的に説明するための略線図である。

図7 5 フイルタのリフテイングによるフイルタリングを分解レベル二 2まで実行した例

を示す略線図である。

図8にの発明によるウェーブレット変換およびウェーブレット逆変換の流れを概略的

に示す略線図である。

図9 符号化データの授受の様子の例を説明する模式図である。

図1０パケットの構成例を示す図である。

図11 図3のデータ変換部の詳細な構成例を示すブロック図である。

図13 並列動作の例を概略的に示す略線図である。

図14 ビットレート変換の様子の例を説明する図である。

図15 図3のデジタルトライアックスシステムにおいて、映像データに対して行われる

各処理のタイミングの関係を示す図である。

図16 図11のデータ制御部の詳細な構成例を示すブロック図である。

図17 図3のデジタルトライアックスシステム全体において実行される主な処理の流れ

の例を説明するフローチヤートである。

図18 符号化処理の詳細な流れの例を説明するフローチヤートである。

図19 復号処理の詳細な流れの例を説明するフローチヤートである。

図2０ビットレート変換処理の詳細な流れの例を説明するフローチヤートである。

図2 1 図3のビデオ信号符号ィヒ部の他の例を示すブロック図である。

図22 ウェーブレット係数の並び替え処理をビデオ信号符号ィヒ部で行う場合の処理

の流れを説明するための略線図である。

図23 ウェーブレット係数の並び替え処理をビデオ信号復号部で行う場合の処理の

流れを説明するための略線図である。

図24 データ呈のカウントの様子の例を説明する図である。



図25 データ呈のカウントの様子の他の例を説明する図である。

図26 データ制御部の他の構成例を示すブロック図である。

図27 ビットレート変換処理の他の例を説明するフローチヤートである。

図28 本分

図である。

図29 図28のデジタルト

システムの構成例を示すブロック図である。

図3０カメラコントロールユニットの他の構成例を示すブロック図である。

図32 表示画面の例を示す模式図である。

図33 変調信号の周波数分布の例を示す図である。

図34 トライアックスケーブルの減衰特性の例を示す図である。

図35 デジタルトライアックスシステムのさらに他の構成例を示すブロック図である。

図36 レート制御処理の流れの例を説明するフローチヤートである。

図37 デジタルトライアックスシステムのさらに他の構成例を示すブロック図である。

図38 伝送されるデータの様子の例を説明する図である。

図39 デジタルトライアックスシステムのさらに他の構成例を示すブロック図である。

図4０制御処理の流れの例を説明するフローチヤートである。

図4 1 本発明を適用した情報処理システムの構成例を示す図である。

符号の説明

1００ デジタルトライアックスシステム， 12０ ビデオ信号符号化部， 136 ビデオ信

号復号部， 137 データ制御部， 138 データ変換部， 3０1 メモり部， 3０2 パケ

ット化部， 32 1 デパケタイズ部， 353 ラインブロック判定部， 354 累積値ヵウント

部， 355 累積結果判定部， 356 符号化データ蓄積制御部， 357 第1符号化デ

ータ出力部， 358 第2符号化データ出力部， 453 符号化データ蓄積制御部， 4

54 蓄積判定部， 456 グループ判定部， 457 累積値ヵウント部， 458 累積結

果判定部， 459 第1符号化データ出力部， 46０ 第2符号化データ出力部， 5 12

ヵメラコントロールュニット， 543 データ制御部， 544 メモり部， 58 1 ヵメラコン



トロールュニット， 6０1 通信装置， 6０2 通信装置， 623 データ制御部， 643

データ制御部， 1113 レート制御部， 14０1 変調制御部， 14０2 符号化制御部，

14０3 C N比測定部， 14０4 ェラーレート測定部， 14０5 測定結果判定部， 17

6 1 同期制御部， 177 1 同期制御部

発明を実施するための最良の形態

００3 7 以下、本発明の実施の形態について説明する。

００3 8 図3は、本発明を適用したデジタルトライアックスシステムの構成例を示すブロック図

である。

００3 9 図3 において、デジタルトライアックスシステム 1００は、テレビジョン放送局や制作スタ

ジオなどにおいて、ス夕ジオ収録や中継などの際に、ビデオカメラと、カメラコントロー

ルュニットやスイッチヤとを接続する1木の同軸ケーブルで、映像信号、音声信号、送

り返し(リターン) の映像信号、同期信号など複数の信号を重畳させて送信すると共に

、電源の供給も行ぅよぅにしたシステムである。

００4０ このデジタルトライアックスシステム 1００においては、送信ュニット11０とカメラ制御部

112とがトライアックスケーブル (同軸ケーブル) 1 を介して接続される。送信ュニット

11０からカメラ制御部 112に対する、実際に放映されたり素材として用いられたりする

デジタルビデオ信号およびデジタルオーディオ信号 (以下、本線信号と呼ぶ) の送出

、カメラ制御部 112からビデオカメラ部 113に対する、インカム用のオーディオ信号およ

びリターン用のデジタルビデオ信号の送出が、トライアックスケーブル を介して行

われる。

００4 1 送信ュニット11０は、例えば図示されないビデオカメラ装置に内藏される。これに限

らず、送信ュニット11０がビデオカメラ装置に対する外部装置として、ビデオカメラ装

置と所定の方法で接続されて用いられるものとしてもよい。また、カメラ制御部 112は、

例えば一般的にC C U(Came a Con o Un )と呼ばれる装置である。

００4 2 なお、デジタルオーディオ信号については、この発明の主旨と関わりが少ないので

、煩雑さを避けるための説明を省略する。

００4 3 ビデオカメラ部 113は、例えば図示されないビデオカメラ装置内に構成され、レンズ

、フォーカス機構、ズーム機構、アイリス調整機構などを有する光学系 15０を介して入



射された被写体からの光を、CCD(C h a ge C o up e d Device) などからなる図示されな

い撮像素子で受光する。撮像素子は、受光された光を光電変換で電気信号に変換

し、さらに所定の信号処理を施してべ一スバンドのデジタルビデオ信号を出力する。

このデジタルビデオ信号は、例えば D D ( gh D en n on e a Da a n e ace)の

フォーマットにマッピングして出力される。

００4 4 また、ビデオヵメラ部 1 13は、モニタとして用いられる表示部 15 1と、外部と音声による

やりとりを行ぅためのインヵム 152 が接続される。

００4 5 送信ュニット1 1０は、ビデオ信号符号化部 12０およびビデオ信号復号部 121 、デジタ

ル変調部 122 およびデジタル復調部 123 、アン 124 およびアン 125 、並びに、ビデ

オ分離 合成部 126 を有する。

００4 6 送信ュニット1 1０において、ビデオヵメラ部 1 13か臥 例えば D D のフォーマットに

マッピングされたべ一スバンドのデジタルビデオ信号が供給される。このデジタルビ

デオ信号は、本線ビデオ映像のデータであり、ビデオ信号符号化部 12０において圧

縮符号ィヒされ、符号化データ (符号化ストリーム ) とされてデジタル変調部 122 に供給
。

される。デジタル変調部 122 は、供給された符号化ストリームを、トライアックスケーフ

ル を介した伝送に適した形式の信号に変調して出力する。デジタル変調部 122 か

ら出力された信号は、アン 2 4 を介してビデオ分離 合成部 126 に供給される。ビ

デオ分離 合成部 126 は、供給された信号をトライアックスケーブル に送出する。

この信号は、トライアックスケーブル を介してヵメラ制御部 1 12 に供給される。

００4 7 また、そのヵメラ制御部 1 12から出力された信号が、トライアックスケーブル を介

して送信ュニット1 1０に供給されて受信される。その受信された信号は、ビデオ分離

合成部 126 に供給され、デジタルビデオ信号の部分とその他の信号の部分とが分

離される。受信信号のぅちデジタルビデオ信号の部分は、アン 125を介してデジタ

ル復調部 123 に供給され、ヵメラ制御部 1 12側でトライアックスケーブル を介した伝

送に適した形式の信号に変調された信号を復調し、符号化ストリームを復元する。

００4 8 符号化ストリームは、ビデオ信号復号部 121 に供給され、圧縮符号を復号され、べ

一スバンドのデジタルビデオ信号とされる。この復号されたデジタルビデオ信号は、

D D のフォーマットにマッピングされて出力され、リターン用のデジタルビデオ信号 (



リターンビデオ映像のデータ) としてビデオヵメラ部 113に供給される。このリターン用

のデジタルビデオ信号は、ビデオヵメラ部 113に接続される表示部 15 1に供給され、

撮影者のためのリターンビデオ映像のモニタなどに利用される。

００49 ヵメラ制御部 112は、ビデオ分離 合成部 13０、アン 13 1およびアン 132、フロン

トェンド部 133、デジタル復調部 134およびデジタル変調部 135、並びに、ビデオ信号

復号部 136およびデータ制御部 137を有する。

００5０ 送信ュニット11０から出力された信号は、トライアックスケーブル を介してヵメラ制

御部 112に供給されて受信される。その受信された信号は、ビデオ分離 合成部 13０

に供給される。ビデオ分離 合成部 13０は、供給された信号を、アン 13 1およびフロ

ントェンド部 133を介してデジタル復調部 134に供給する。なお、フロントェンド部 133

は、入力信号のゲインを調整するゲイン制御部や、入力信号に対して所定のフィルタ

処理を施すフィルタ部などを有する。

００5 1 デジタル復調部 134は、送信ュニット11０側でトライアックスケーブル を介した伝

送に適した形式の信号に変調された信号を復調し、符号化ストリームを復元する。こ

の符号化ストリームは、ビデオ信号復号部 136に供給され、圧縮符号を復号され、べ

一スバンドのデジタルビデオ信号とされる。この復号されたデジタルビデオ信号は、

D D のフォーマットにマッピングされて出力され、本線用のデジタルビデオ信号とし

て外部に出力される。

００5 2 外部からヵメラ制御部 112に対して、デジタルオーディオ信号が供給される。デジタ

ルオーディオ信号は、例えば、撮影者のインヵム 152に供給され、外部から撮影者に

対する音声による指示を伝達するのに用いられる。また、ビデオ信号復号部 136は、

デジタル復調部 134より供給された符号化ストリームを復号するとともに、その復号前

の符号化ストリームをデータ制御部 137に供給する。データ制御部 137は、その符号

化ストリームをリターン用のデジタルビデオ信号の符号化ストリームとして処理するた

めに、そのビットレートを適切な値に変換する。

００5 3 なお、以下において、説明の便宜上、ビデオ信号復号部 136とデータ制御部 137と

をまとめてデータ変換部 138とも称する。すなわち、データ変換部 138ほ、ビデオ信号

復号部 136とデータ制御部 137とを含む、例えば復号やビットレート変換等の、データ



の変換に関する処理を行う処理部てある。もちろん、データ変換部 138 かこれ以外の

変換処理を行うようにしてもよい。

００5 4 一般的に、リターン用のデシタルヒデオ信号は、本線用のデシタルヒデオ信号より

も画質か低くても構わないとされている場合か多い。そのため、データ制御都 137 は、

供給された符号化ストリームのヒソトレートを所定の値まて低下させる。データ制御都

137 の祥細については後述する。データ制御都 137 により、ヒソトレートを変更された

符号化ストリームほ、デシタル変調部 135 に供給される。デシタル変調部 135 は、供給

された符号化ストリームを、トライアソクスケーフル を介した伝迭に適した形式の信

号に変調して出力する。デシタル変調部 135 から出力された信号は、フロントエント部

133 およひアン 132を介してヒデオ分離 合成部 1 3 ０に供給される、ヒデオ分離

合成部 1 3 ０は、この信号を他の信号と多重化し、トライアソクスケーフル に迭出す

る。この信号は、リターン用のデシタルヒデオ信号としてトライアソクスケーフル を

介して迭信ユニソト1 1０に供給される。

００5 5 ヒデオ分離 合成部 126 は、その供給された信号を、アン 125を介してデシタル

復調部 123 に供給する。デシタル復調部 123 は、供給された信号を復調し、リターン用

のデシタルヒデオ信号の符号化ストリームを復元し、それをヒデオ信号復号部 121 に

供給する。ヒデオ信号復号部 121 は、供給されたリターン用のデシタルヒデオ信号の

符号化ストリームを復号し、リターン用のデシタルヒデオ信号を得ると、それをヒデオ

ヵメラ部 1 1 3 に供給する。ヒデオヵメラ部 1 1 3 は、上述したように、そのリターン用のデ

シタルヒデオ信号を表示部 1 5 1 に供給し、リターンヒデオ映像を表示させる。

００5 6 祥細については後述するか、このように、データ制御都 137 か、本線信号のデシタ

ルヒデオ信号の符号化ストリームを復号せすにそのヒソトレートを変更するのて、ヒソ

トレートを変更された符号化ストリームをリターン用のデシタルヒデオ信号の符号化ス

トリームとして利用し、ヒデオヵメラ部 1 1 3 に伝迭することかてきる。これにより、デシタ

ルトライアソクスシステム 1００は、リターンヒデオ映像を表示部 1 5 1に表示させるまての

遅延時間をより短くすることかてきる。また、ヵメラ制御都 1 1 2 において、リターン用の

デシタルヒデオ信号のためのエンコータを設ける必要かなくなるのて、ヵメラ制御部 1

1 2 の回路規模やコストを低減させることかてきる。



００5 7 図4は、図3のヒテオ信号符号化部 12０の梓細な構成例を示すフロノク図てある。

００58 図4において、ヒテオ信号符号化部 12０は、ウェーフレ外変換部2 1０、途中計算用

ハノファ部2 11、係数並ひ替え用ハノファ部2 12、係数並ひ替え部2 13、呈子化部2 14

、エントロピ符号化部2 15、レート制御都2 16、およひパケ外化部2 17を有する。

００59 入力された画像テータは、途中計算用ハノファ部2 11に一時的に溜め込まれる。ウ

ェーフレ外変換部2 1０は、途中計算用ハノファ部2 11に溜め込まれた画像テータに

対してウェーフレ外変換を施す。すなわち、ウェーフレ外変換部2 1０ほ、途中計算

用ハノファ部2 11から画像テータを読み出して分析フィルタによりフィルタ処理を施し

て低城成分およひ高城成分の係数のテータを生成し、生成された係数テータを途中

計算用ハノファ部2 11に格納する。ウェーフレ外変換部2 1０は、水平分析フィルタと

垂直分析フィルタとを有し、画像テータ群に対して、画面水平方向と画面垂直方向

の両方について分析フィルタ処理を行ぅ。ウェーフレ外変換部2 1０は、途中計算用

ハノファ部2 11に格納された低城成分の係数テータを再度読み出し、読み出した係

数テータに対して分析フィルタによるフィルタ処理を施して、高城成分およひ低城成

分の係数のテータをさらに生成する。生成された係数テータは、途中計算用ハノファ

部2 11に格納される。

００6０ ウェーフレ外変換部2 1０は、この処理を繰り返して分解レヘルか所定レヘルに達し

たら、途中計算用ハノファ部2 11から係数テータを読み出し、読み出された係数テー

タを係数並ひ替え用ハノファ部2 12に菩き込む。

００6 1 係数並ひ替え部2 13は、係数並ひ替え用ハノファ部2 12に菩き込まれた係数テータ

を所定の順序て読み出し、呈子化部2 14に供給する。呈子化部2 14は、供給される係

数テータを呈子化し、それをエントロピ符号化部2 15に供給する。エントロピ符号化部

2 15は、供給された係数テータを、例えはハフマン符号化や算術符号化といった所

定のエントロピ符号化方式て符号化する。

００62 エントロピ符号化部2 15は、レート制御都2 16と庫動的に動作し、出力される圧縮符

号化テータのヒ外レートか略一定値となるよぅに制御される。すなわち、レート制御

部216 は、エントロピ符号化部215からの符号化テータ清報に墓つき、エントロピ符号

化部2 15により圧縮符号ィヒされたテータのヒ外レートか目標値に達した時点あるい



は目標値に達する直前でエントロピ符号化部2 15による符号化処理を終了するよぅに

制御する制御信号を、エントロピ符号化部2 15に対して供給する。エントロピ符号化部

2 15は、レート制御部2 16から供給される制御信号に応じて符号化処理が終了した時

点で、符号化データをパケット化部2 17に供給する。パケット化部2 17は、供給された

符号化データを順次パケット化し、図3のデジタル変調部 122に出力する。

００63 次に、ウェーブレット変換部2 1０で行われる処理にっいて、より詳細に説明する。先

ず、ウェーブレット変換にっいて、概略的に説明する。画像データに対するウェーブ

レソト変換では、図5に概略的に示されるよぅに、画像データを空間周波数の高い帯

域と低い帯域とに分割する処理を、分割の結果得られる空間周波数の低い帯域のデ

ータに対して再帰的に繰り返す。こぅして、空間周波数の低い帯域のデータをより 、

さな領城に追い込んでいくことで、効率的な圧縮符号化を可能とする。

００64 なお、図5は、画像データの最低城成分領城に対する低城成分の領城 および高

城成分の領城 への分割処理を3回、繰り返し、分割レベル二 3とした場合の例であ

る。図5において、 および は、それぞれ低城成分および高城成分を表し、

およぴ の順序は、前側が横方向に分割した結果の帯域を示し、後側が縦方向に

分割した結果の帯域を示す。また、 およぴ の前の数字は、その領城の分割レ

００65 また、図5の例から分かるよぅに、画面の右下の領城から左上の領城にかけて段階

的に処理がなされ、低城成分が追い込まれていく。すなわち、図5の例では、画面の

右下の領城が最も低城成分の少ない(高城成分が最も多く含まれる)領城3 とされ

る、画面が4分割された左上の領城は、さらに4分割され、この4分割された領城のぅち

左上の領城がさらに4分割される。最も左上隅の領城は、最も低城成分を多く含む領

城0 とされる。

００66 低城成分に対して繰り返し変換および分割を行ぅのは、画像のエネルギが低城成

分に集中しているためである。このことは、図6のAに一例が示される分割レベル二

の状態から、図6のBに一例が示される分割レベル二 3の状態のよぅに分割レベルを

進めていくに従って、図6のBに示されるようにしてサブバンドが形成されていくことか
らも、理解される。例えば、図5におけるウェーブレット変換の分割レベルは3であり、こ



の結果、1０個のザプバンドが形成されている。

００6 7 ウェーブレソト変換部 2 1０は、通常、低城フィルタと高城フィルタとから構成されるフィ

ルタバンクを用いて、上述のような処理を行う。なお、デジタルフィルタは、通常、複数

タップ長のインパルス応答すなわちフィルタ係数を持っているため、フィルタ処理を行

えるだけの入力画像データまたは係数データを予めバッフアリングしておく必要があ

る。また、ウェーブレット変換を多段にわたって行う場合も同様に、前段で生成したウ

ェーブレット変換係数を、フィルタ処理が行える数だけバッフアリングしておく必要が

ある。

００6 8 このウェーブレット変換の具体的な例として、5 X 3 フィルタを用いた方法について説

明する。この5 X 3 フィルタを用いた方法は、従来技術で既に説明した P E G ( o n ho

o g aph c Expe s G oup) 2 ０００規格でも採用されており、少ないフィルタタップ数でウ

ェーブレット変換を行うことができる点で、優れた方法である。

００6 9 5 フィルタのインパルス応答 ( Z変換表現 ) は、次の式 (1) および式 (2) に示すよう

に、低城フィルタ (，) と、高城フィルタ (，) とから構成される。式 (1) および式 (2) か
ら、低城フィルタ (z) は、5 タップで、高城フィルタ (z) は、3 タップであることが分か
る。

００7 ０ (z) 二 ( 1 2z 6 z 2 z ) 8 ( )

(z) 二 ( 1 2z z ) 2 (2)

００7 1 これら式 (1) および式 (2) によれば、低城成分および高城成分の係数を、直接的に

算出することができる。ここで、リフティング( ng)技術を用いることで、フィルタ処理

の計算を減らすことができる。

００7 2 次に、このウェーブレット変換方法について、より具体的に説明する。図7 は、5 X 3 フ

ィルタのリフティングによるフィルタ処理を、分解レベル二 2 まで実行した例を示してい
る。なお、図7 において、図の左側に分析フィルタとして示される部分は、ビデオ信号

符号ィヒき日12０におけるウェーブレット変換部 2 1０のフィルタである。また、図の右側に

合成フィルタとして示される部分は、後述するビデオ信号毎号部 136 におけるウェー

ブレット逆変換部のフィルタである。

００7 3 なお、以下の説明では、例えば表示デバイスなどにおいて画面の左上隅の画素を



先頭として、画素が画面の左端から右端に向けて走査されて1ラインが構成され、ライ

ン毎の走査が画面の上端から下端に向けて行われて1画面が構成されるものとする。

００74 図7において、左端タ は、原画像データのライン上の対応する位置にある画素デー

タが縦方向に並べられて示されている。すなわち、ウェーブレソト変換部2 1０における

フィルタ処理は、垂直フィルタを用いて画面上を画素が縦に走査されて行われる。左

端から1列目乃至3列目が分割レベル二 のフィルタ処理を示し、4列目乃至6列目が

分割レベル二 2のフィルタ処理を示す。左端から2列目は、左端の原画像データの画

素に某づく高城成分出力、左端から3列目は、原画像データおよび高城成分出力に

某づく低城成分出力を示す。分割レベル二 2のフィルタ処理は、左端から4列目乃至

6列目に示されるよぅに、分割レベル二 のフィルタ処理の出力に対して処理がなされ

る。

００75 分解レベル二 のフィルタ処理において、第1段階のフィルタ処理として、原画像デ

ータの画素に某づき高城成分の係数データが算出され、第2段階のフィルタ処理とし

て、第1段階のフィルタ処理で算出された高城成分の係数データと、原画像データの

画素とに某づき低城成分の係数データが算出される。分解レベル二 の一例のフィ

ルタ処理を、図7における左側 (分析フィルタ側) の第1列目乃至第3列目に示す。算

出された高城成分の係数データは、図4で説明した係数並び替え用バッファ部2 12に

格納される。また、算出された低城成分の係数データは、途中計算用バッファ部2 11

に格納される。

００76 図7においては、一点鎖線で囲まれているデータが係数並び替え用バッファ部2 12

に一時的に保存され、点線で囲まれているデータが途中計算用バッファ部2 11に一

時的に保存される。

００77 途中計算用バッファ部2 11に保持された分解レベル二 のフィルタ処理の結果に某

づき、分解レベル二 2のフィルタ処理が行われる。分解レベル二 2のフィルタ処理では

、分解レベル二 のフィルタ処理において低城成分の係数として算出された係数デ

ータを、低城成分および高城成分を含んだ係数データと見倣して、分解レベル二 と

同様のフィルタ処理を行ぅ。分解レベル二 2のフィルタ処理により算出された、高城成

分の係数データおよび低城成分の係数データは、図4で説明した係数並び替え用バ



ツファ部2 12に格納される。

００78 ウェーブレット変換部2 1０では、上述したよぅなフィルタ処理を、画面の水平方向およ

び垂直方向にそれぞれ行ぅ。例えば、先ず、分解レベル二 のフィルタ処理を水平方

向に行い、生成された高城成分および低城成分の係数データを途中計算用バッファ

部2 11に格納する。次に、途中計算用バッファ部2 11に格納された係数データに対し

て、垂直方向に分解レベル二 のフィルタ処理を行ぅ。この分解レベル二 の水平およ

び垂直方向の処理により、高城成分をさらに高城成分および低城成分に分解した係

数データのそれぞれによる領城 および領城 と、低城成分をさらに高城成分お

よび低城成分に分解した係数データのそれぞれによる領城 および領城 との4領

城が形成される。

００79 そして、分解レベル二 2では、水平方向および垂直方向のそれぞれについて、分解

レベル二 で生成された低城成分の係数データに対してフィルタ処理が行われる。す

なわち、分解レベル二 2では、分解レベル二 で分割されて形成された領城 がさら

に4分割され、領城 内にさらに領城 、領城 、領城 および領城 が形成さ

れる。

００8０ ウェーブレット変換部2 1０は、ウェーブレット変換によるフィルタ処理を、画面の縦方

向について、数ライン毎の処理に分割して、複数回に分けて段階的に行ぅよぅにして

いる。図7の例では、画面上の第 ラインからの処理になる1回目の処理は、7ラインに

ついてフィルタ処理を行い、8ライン目からの処理になる2回目以降の処理は、4ライン

毎にフィルタ処理を行っている。このライン数は、高城成分と低城成分とに2分解した

後に、 ライン分の最低城成分が生成されるために必要なライン数に某づく。

００8 1 なお、以下において、この最低城成分の ライン分 (最低城成分のザブバンドの ラ

イン分の係数データ)を生成するために必要な、他のザブバンドも含めたラインの集

まりを、ラインブロック (またはブレシンクト) と称する。ここでラインとは、ウェーブレット

変換前の画像データに対応するピクチヤ若しくはフィールド内、または各ザブバンド

内において形成される1行分の画素データ若しくは係数データのことを示す。すなわ

ち、ラインブロック (ブレシンクト) とは、ウェーブレット変換前の元の画像データにおけ

る、ウェーブレット変換後の最低城成分のザブバンド1ライン分の係数データを生成



するために必要なライン数分の画素データ群、または、その画素データ群をウェーブ

レット変換して得られる各ザブバンドの係数データ群のことを示す。

００82 図7によれば、分解レベル二 2のフィルタ処理結果で得られる係数C5は、係数C4お

よび途中計算用バッファ部2 11に格納された係数C に某づき算出され、係数C4は、

途中計算用バッファ部2 11に格納された係数C 、係数C および係数C に某
c

づき算
a b

出

される。さらに、係数C は、係数並び替え用バッファ部2 12に格納される係数C2およ

び係数C3、並びに、第5ラインの画素データに某づき算出される。また、係数C3は、

第5ライン乃至第7ラインの画素データに某づき算出される。このよぅに、分割レベル

二 2における低城成分の係数C5を得るためには、第1ライン乃至第7ラインの画素デ

ータが必要とされる。

００83 これに対して、2回目以降のフィルタ処理においては、前回までのフィルタ処理で既

に算出され係数並び替え用バッファ部2 12に格納されている係数データを用いること

ができるので、必要なライン数が少なくて済む。

００84 すなわち、図7によれば、分解レベル二 2のフィルタ処理結果で得られる低城成分の

係数のぅち、係数C5の次の係数である係数Cgは、係数C4および係数C8、並びに、

途中計算用バッファ部2 11に格納された係数C に某づき算出される。係数C4は、上

述した1回目のフィルタ処理により既に算出され、係数並び替え用バッファ部2 12に格

納されている。同様に、係数C は、上述の1回目のフィルタ処理により既に算出され、

途中計算用バッファ部2 11に格納されている。したがって、この2回目のフィルタ処理

においては、係数C8を算出するためのフィルタ処理のみが、新たになされることにな

る。この新たなフィルタ処理は、第8ライン乃至第11ラインがさらに用いられてなされる

００85 このよぅに、2回目以降のフィルタ処理は、前回までのフィルタ処理により算出され途

中計算用バッファ部2 11および係数並び替え用バッファ部2 12に格納されたデータを

用いることができるので、それぞれ4ライン毎の処理で済むことになる。

００86 なお、画面上のライン数が符号化のライン数と合致しない場合は、原画像データの

ラインを所定の方法で複製してライン数を符号化のライン数と合わせて、フィルタ処理

を行ぅ。



００87 このよぅに、最低城成分1ライン分の係数データが得られるだけのフィルタ処理を段

階的に、画面全体のラインに対して複数回に分けて (ラインブロック単位で)行ぅことで

、符号化データを伝送した際に低遅延で復号画像を得ることを可能としている。

００88 ウェーブレット変換を行ぅためには、ウェーブレット変換そのものを実行するために

用いられる第 のバッファと、所定の分割レベルまで処理を実行する間に生成される

係数を格納するための第2のバッファとが必要とされる。第1のバッファは、途中計算

用バッファ部2 11に対応し、図7においては点線で囲まれているデータが一時的に保

存される。また、第2のバッファは、係数並び替え用バッファ部2 12に対応し、図7にお

いては一点鎖線に囲まれているデータが一時的に保存される。第2のバッファに格納

された係数は、復号の際に用いられるため、後段のエントロピ符号化処理の対象とさ

れる。

００89 係数並び替え部2 13の処理について説明する。上述したよぅに、ウェーブレット変換

部2 1０で算出された係数データは、係数並び替え用バッファ部2 12に格納され、係数

並び替え部2 13により順序を並び替えられて読み出され、呈子化部2 14に送出される

００9０ 既に説明したよぅに、ウェーブレソト変換においては、高城成分側から低城成分側

へと係数が生成されていく。図7の例では、1回目において、原画像の画素データに

より、分解レベル二 のフィルタ処理で、高城成分の係数 、係数C2および係数C3

が順次生成される。そして、分解レベル二 のフィルタ処理で得られた低城成分の係

数データに対して分解レベル二 2のフ 、ィルタ処理を了刊 、低城成分の係数C4および

係数C5が順次生成される。すなわち、第1回目では、係数 1、係数C2、係数C3、係

数C4、係数C5の順に、係数データが生成される。この係数データの生成順は、ウェ
ーブレット変換の原理上、必ずこの順序 (高城から低城の順 ) になる。

００9 1 これに対して、復号側では、低遅延で即座に復号を行ぅためには低城成分から画

像の生成および出力を行ぅ必要がある。そのため、符号ィヒ側で生成された係数デー

タを最低城成分側から高城成分側に向けて並び替えて復号側に供給することが望ま
、。

００92 図7の例を用いて、より具体的に説明する。図7の右側は、ウェーブレット逆変換を行



ぅ合成フィルタ側を示す。復号側の、出力画像データの第 ライン目を含む1回目の

合成処理 (ウェーブレソト逆変換処理) は、符号ィヒ側の1回目のフィルタ処理で生成さ

れた最低城成分の係数C4および係数C5と、係数 とを用いて行われる。

００93 すなわち、1回目の合成処理においては、係数C5、係数C4、係数 1の順に符号化

側から復号側に係数データを供給し、復号側では、分解レベル二 2に対応する合成

処理である合成レベル二 2の処理で、係数C5および係数C4に対して合成処理を行

って係数C を生成し、バッファに格納する。そして、分解レベル二 に対応する合成処

理である合成レベル二 の処理で、この係数C と係数 1に対して合成処理を行って、

第1ラインを出力する。

００94 このよぅに、第1回目の合成処理においては、符号ィヒ側で係数 1、係数C2、係数C

3、係数C4、係数C5の順に生成され係数並び替え用バッファ部2 12に格納された係

数データが、係数C5、係数C4、係数 1、・‥の順に並び替えられて復号側に供給さ

れる。

００95 なお、図7の右側に示す合成フィルタ側では、符号ィヒ側から供給される係数につい

て、括弧内に符号化側での係数の番号を記し、括弧外に合成フィルタのライン順を

記す。例えば係数C (5) は、図7の左側の分析フィルタ側では係数C5であって、合成

フィルタ側では第 ライン目であることを示す。

００96 符号化側の2回目以降のフィルタ処理で生成された係数データによる復号側の合

成処理は、前回の合成処理の際に合成あるいは符号ィヒ側から供給された係数デー

タを用いて行ぅことができる。図7の例では、符号化側の2回目のフィルタ処理で生成

された低城成分の係数C8および係数Cgを用いて行ぅ、復号側の2回目の合成処理

は、符号化側の1回目のフィルタ処理で生成された係数C2および係数C3がさらに必

要とされ、第2ライン乃至第5ラインが復号される。

００97 すなわち、2回目の合成処理においては、係数Cg、係数C8、係数C2、係数C3の順

に符号化側から復号側に係数データを供給する。復号側では、合成レベル二 2の処

理において、係数C8および係数Cgと、1回目の合成処理の際に符号ィヒ側から供給さ

れた係数C4とを用いて係数C を生成し、バッファに格納する。この係数C と、上述の

係数C4と、1回目の合成処理により生成されバッファに格納された係数C とを用いて



係数C を生成し、バッファに格納する。

００98 そして、合成レベル二 の処理において、合成レベル二 2の処理で生成されバッファ

に格納された係数C および係数C と、符号化側から供給された係数C2 (合成フィル

タでは係数C6 (2) と示されている) および係数C3 (合成フィルタでは係数C7 (3) と示さ

れている) とを用いて合成処理が行われ、第2ライン乃至第5ラインが復号される。

００99 このよぅに、第2回目の合成処理においては、符号ィヒ側で係数C2、係数C3、(係数

C4、係数C ) 、係数C6、係数C7、係数C8、係数Cgの順に生成された係数データが、

係数Cg、係数C8、係数C2、係数C3、・‥の順に並び替えられて復号側に供給される

０1００ 3回目以降の合成処理においても、同様にして、係数並び替え用バッファ部2 12に

格納された係数データが所定の順序に並び替えられて復号部に供給され、4ライン

ずつ、ラインが復号される。

０1０1 なお、符号化側において画面の下端のラインを含むフィルタ処理 (以下、最後の回

と呼ぶ) に対応する復号側の合成処理では、それまでの処理で生成されバッファに

格納された係数データを全て出力することになるため、出カライン数が多くなる。図7

の例では、最後の回に8ラインが出力される。

０1０2 なお、係数並び替え部2 13による係数データの並び替え処理は、例えば、係数並

び替え用バッファ部2 12に格納された係数データを読み出す際の読み出しアドレスを

、所定の順序に設定することでなされる。

０1０3 図8を用いて、上述までの処理をより具体的に説明する。図8は、5 X 3フィルタを用

いて、分解レベル二 2までウェーブレット変換によるフィルタ処理を施した例である。ウ

ェーブレット変換部2 1０において、図8のAに一例が示されるよぅに、入力画像データ

の第 ラインから第7ラインに対して1回目のフィルタ処理が水平および垂直方向にそ

れぞれ行われる (図8のAの )

０1０4 1回目のフィルタ処理の分解レベル二 の処理において、係数 、係数C2、および

係数C3の3ライン分の係数データが生成され、図8のBに一例が示されるよぅに、分解

レベル二 で形成される領城 、領城 および領城 のそれぞれに配置される (

図8のBのWT )



０1０5 また、分解レベル二 で形成される領城 は、分解レベル二 2による水平および垂

直方向のフィルタ処理でさらに4分割される。分解レベル二 2で生成される係数C5お

よび係数C4は、分解レベル二 1による領城 内において、領城 に係数C5による1

ラインが配置され、領城 、領城 および領城 のそれぞれに、係数C4による1ラ

インが配置される。

０1０6 ウェーブレット変換部2 1０による2回目以降のフィルタ処理では、4ライン毎にフィルタ

処理が行われ (図8のAの n 2‥・) 、分解レベル二 で2ラインずつの係数データが生

成され (図8のBのWT 2)、分解レベル二 2で ラインずつの係数データが生成される。

０1０7 図7の2回目の例では、分解レベル二 のフィルタ処理で係数C6および係数C7の2

ライン分の係数データが生成され、図8のBに一例が示されるよぅに、分解レベル1で

形成される領城 、領城 および領城 の、1回目のフィルタ処理で生成された係

数データの次から配置される。同様に、分解レベル二 1による領城 内において、分

解レベル二 2のフィルタ処理で生成された1ライン分の係数Cgが領城 に配置され、

ライン分の係数C8が領城 、領城 および領城 にそれぞれ配置される。

０1０8 図8のBのよぅにウェーブレット変換されたデータを復号した際には、図8のCに一例

が示されるよぅに、符号化側の第 ライン乃至第7ラインによる1回目のフィルタ処理に

対して、復号側の1回目の合成処理による第 ラインが出力される (図8のCの u )

。以降、符号化側の2回目から最後の回の前までのフィルタ処理に対して、復号側で

4ラインずつが出力される (図8のCの u 2‥・)。そして、符号化側の最後の回のフィ

ルタ処理に対して、復号側で8ラインが出力される。

０1０9 ウェーブレソト変換部2 1０で高城成分側から低城成分側へと生成された係数データ

は、係数並び替え用バッファ部2 12に順次格納される。係数並び替え部2 13は、上述

した係数データの並び替えが可能となるまで係数並び替え用バッファ部2 12に係数

データが蓄積されると、係数並び替え用バッファ部2 12から合成処理に必要な順に並

び替えて係数データを読み出す。読み出された係数データは、呈子化部2 14に順次

、供給される。

０11０ 呈子化部2 14は、係数並び替え部2 13から供給された係数データに対して、呈子化

を行ぅ。この最子化の方法としてはどのよぅなものを用いても良く、例えば、一般的な



手段、つまり、以下の式 (3) に示されるような、係数データWを呈子ィヒステップザイズ

A で除算する手法を用いれば良い。

０111 呈子ィヒィ系数二W A ‥・(3)

０112 エントロピ符号化部2 15は、以上のように最子化されて供給された係数データに対し

て、レート制御部2 16から供給される制御信号に某づき出カデータのビットレートが 目

標ビットレートになるように符号化動作を制御して、ェントロピ符号化を施す。ェントロ

ピ符号化された符号化データは、復号側に供給される。符号化方式としては、既知

の技術であるハフマン符号化や算術符号ィヒなどが考えられる。勿論、これらに限らず

、可逆的な符号ィヒ処理が可能であれば、他の符号ィヒ方式を用いてもよい。

０113 図7および図8を用いて説明したように、ウェーブレット変換部2 1０は、画像データの

複数ライン毎 (ラインブロック毎) にウェーブレット変換処理を行う。ェントロピ符号ィヒ部

2 15では符号化された符号化データは、このラインブロック毎に出力される。すなわち

、上述の、5 X 3フィルタを用い、分解レベル二 2まで処理を行った場合には、1画面の

データの出力において、最初が ライン、2回目以降最後の回の前までが4ラインずつ

、最後の回が8ラインの出力が得られる。

０114 なお、係数並び替え部2 13で並び替えられた後の係数データをェントロピ符号ィヒす

る場合、例えば図7で示した1回目のフィルタ処理では、最初の係数C5のラインをェン

トロピ符号化する際には、末だ過去のラインすなわち既に係数データが生成されたラ

インが存在していない。したがって、この場合には、この1ラインだけをェントロピ符号

ィヒする。これに対して、係数 のラインを符号化する際には、係数C5および係数C4

のラインが過去のラインとなっている。これら近接する複数ラインは、似たデータで構

成されていることが考えられるので、これら複数ラインを纏めてェントロピ符号ィヒする

ことは、有効である。

０115 また、上述では、ウェーブレット変換部2 1０において、5 X 3フィルタを用いてウェーブ

レット変換によるフィルタ処理を行う例について説明したが、これはこの例に限られな

い。例えば、ウェーブレット変換部2 1０では、例えば9 X 7フィルタといった、さらにタッ

プ数の長いフィルタを用いることができる。この場合、フィルタのタップ数が長ければ、

フィルタに蓄積されるライン数も多くなるので、画像データの入力から符号ィヒデータ



の出力までの遅延時間が丘くなることになる。

０116 また、上述では、説明のためウェーブレット変換の分解レベルを分解レベル二 2 とし

たが、これはこの例に限られず、さらに分解レベルを上げることができる。分解レベル

を上げるほど、より高圧縮率を実現することができる。例えば、一般的には、ウェーブ

レソト変換においては、分解レベル二 4までフィルタ処理が繰り返される。なお、分解

レベルが上がれば、遅延時間も増大することになる。

０117 したがって、実際のシステムにこの発明を適用する際にほ、当該システムに要求さ

れる遅延時間や復古画像の画質などに応じて、フィルタのタップ数や、分解レベルを

決めることが好ま 、。このフィルタのタップ数や、分解レベルは、固定値とせずに、

適応的に選択するよぅにすることもできる。

０118 以上のよぅにウェーブレット変換されて、並び替えられた係数データは、呈子化部 2 1

4 において呈子ィヒされ、エントロピ符号化部2 15により符号ィヒされる。そして、得られた

符号化データは、デジタル変調部 122 、アン 124、およびビデオ分離 合成部 126

等を介して、ヵメラ制御部 112に伝送される。その際、符号化データは、パケット化部2

17においてパケットィヒされ、パケットとして伝送される。

０119 図9 は、その符号化データの授受の様子の例を説明する模式図である。上述したよ

ぅに画像データは、ラインブロック毎に、所定のライン数分だけ入力されながらウェー

ブレット変換される (ザプバンド2 5 1) 。そして、所定のウェーブレット変換分解レベルま

で達した際に、最低城ザプバンドから最高城ザプバンドまでの係数ラインが、生成さ

れた順序とは逆に、つまり低城から高成の順番に並び替えられる。

０12０ 図9のザプバンド2 5 1において、斜め線、縦線、および波線の模様分けされた部分

は、それぞれ典なるラインブロックである (矢印で示されるよぅに、ザプバンド2 5 1の白

ヌキ部分も同様にラインブロック毎に分割して処理される) 。並び替えられた後のライ

ンブロックの係数が上述した様にエントロピ符号ィヒされ、符号化データが生成される。

０12 1 ここで、例えば送信ュニット11０が符号化データをそのまま送出すると、ヵメラ制御部

112が各ラインブロックの境界を識別することが困難な (若しくは煩雑な処理が必要に

なる) 場合がある。パケット化部217 が符号化データに例えばラインブロック単位でへ

ツダを付加し、ヘッダと符号化データとから成るパケットを生成し、そのパケットを送出



するよぅにすることにより、データの授受に関する処理を容易化することができる。

０12 2 送信ュニット1 1０は、図9 に示されるよぅに、1番 目のラインブロック ( neb o c k ) の

符号化データ (ェンコードデータ) を生成すると、それをパケット化し、送信パケット2 6 1

としてカメラ制御部 1 12に送出する。カメラ制御部 1 12は、そのパケットを受信すると(受

信パケット2 7 1) 、そのパケットをデパケタイズして符号化データを取り出し、その符号

化データを復号 (デコード) する。

０12 3 同様に、送信ュニット1 1０ほ、2番 目のラインブロック ( neb o ck 2)の符号化データ

を生成すると、それをパケット化し、送信パケット262 としてカメラ制御部 1 12に送出す

る。カメラ制御部 1 12は、そのパケットを受信すると(受信パケット272 ) 、その符号化デ

ータを復号 (デコード) する。さらに同様に、送信ュニット1 1０は、3番 目のラインブロッ

ク ( neb o c k 3)の符号化データを生成すると、それをパケット化し、送信パケット263

としてカメラ制御部 1 12に送出する。カメラ制御部 1 12は、そのパケットを受信すると(受

信パケット273 ) 、その符号化データを復号 (デコード) する。

０124 送信ュニット1 1０およびカメラ制御部 1 12は、以上のよぅな処理を、X番 目の最終ライ

ンブロック ( neb o c k X)まで繰り返す (送信パケット264 、受信パケット274 ) 。以上の

よぅにしてカメラ制御部 1 12において復号画像 2 8 1が生成される。

０12 5 図1０にへツダの構成例を示す。上述したよぅにパケットはへツダ ( eade ) 2 9 1と符号

化データにより構成されるが、そのへツダ2 9 1には、ラインブロックの番号 (NUM) 293 と

そのラインブロックを構成するザブバンド毎の符号呈を示す符号化データ長 ( EN) 2

9 4 の記述が含まれている。さらに、そのラインブロックを構成するザブバンド毎の最子

化ステップザイズ ( A 乃至 ) 292 の記述が符号化に関する情報 (符号化情報 ) とし

て付加される。

０126 パケットを受信するカメラ制御部 1 12は、受信した符号化データに付加されたへツダ

に含まれるこれらの情報を読み取ることにより、各ラインブロックの境界を容易に識別

することができ、復号処理の負荷や処理時間を低減させることができる。また、符号化

情報を読み取ることにより、カメラ制御部 1 12は、ザブバンド毎の逆呈子化を行ぅことが

でき、よりきめ細かな画質制御を行 ことが出来る。

０12 7 送信ュニット1 1０およびカメラ制御部 1 12は、符号化、パケット化、パケットの送受信、



および復号等の各処理を、ラインブロック毎に、同時並行的に (パイプライン化して)

実行するよぅにしてもよい。

０128 このよぅにすることにより、ヵメラ制御部 112において画像出力が得られるまでの遅延

時間を大幅に低減させることができる。図9 においては一例として、インタレース動画 (

6０フィールド秒 ) での動作例を示している。この例において、1フィールドの時間は、

1秒十6０二約 16 7msecであるが、同時並行的に各処理を行ぅよぅにすることにより、約

5 msec の遅延時間で画像出力が得られるようにすることが出来る。

０129 次に、図3のデータ変換部 138 について説明する。図11は、データ変換部 138の詳

細な構成例を示すブロック図である。

０13０ データ変換部 138は、上述したよぅにビデオ信号復号部 136およびデータ制御部 13

7を有する。さらに、データ変換部 138 は、図11に示されるよぅに、メモり部3０1およびパ

ケットィヒ部3０2を有する。

０13 1 メモり部3０1は、RAM (Random Access Memo )等の菩き替え可能な記憶媒体を有

しており、データ制御部 137 より供給される情報を記憶し、データ制御部 137の要求に

某づいて、記憶している情報をデータ制御部 137 に供給する。

０132 パケットィヒ部3０2は、データ制御部 137 より供給されるリターン用の符号化データを

パケット化し、そのパケットをデジタル変調部 135 に供給する。このパケットィヒ部3０2の

構成および動作は、図4 に示されるパケットィヒ部2 17と某本的に同様である。

０133 ビデオ信号復号部 136 は、デジタル復調部 134 より供給される符号化データのパケ

ットを取得するとデパケタイズを行い、符号化データを抽出する。そしてビデオ信号復

号部 136 は、その符号化データの復号処理を行ぅとともに、その復号処理を行ぅ前の

符号化データを、バスD15 を介してデータ制御部 137 に供給する。データ制御部 137

は、その符号化データを、バスD26を介してメモり部3０1に供給して蓄積させたり、メモ

り部3０1に蓄積させた符号化データを、バスD27 を介して取得してリターン用のデータ

としてパケットィヒ部3０2に供給したりして、リターン用の符号化データのビットレートを

制御する。

０134 このビットレートの変換に関する処理の詳細についてほ後述するが、データ制御部

137 は、低城成分より順に供給される符号化データをメモり部3０1に一時的に蓄積さ



せ、所定のデータ呈に達した段階て、そのメモり部3０1に蓄積させた符号化データの

一部またほ全部を読み出して、リターン用の符号化データとしてパケソト化部3０2に供

給する。つまり、データ制御都 137は、メモり部3０1を用いて、供給される符号化データ

よりその一部を抽出して出力し、残りを破棄することにより、符号化データのヒソトレー

トを低減させる (変更する) 。なお、ヒソトレートを変更しない場合、データ制御都 137

は、供給される符号化データの全てを出力する。

０135 パケソトィヒ部3０2は、データ制御都 137より供給される符号化データを例えは所定の

ザイス毎にパケソト化し、デシタル変調部 135に供給する。このとき、符号化データの

へソタに関する情報は、デパケタイスを行うヒデオ信号復号部 136より供給される。パ

ケソトィヒ部3０2は、その供給されたへソタに関する情報をデータ制御都 137において

行われたヒソトレートの変換処理内容に適宜対応させてパケソトィヒを行う。

０136 なお、以上においてほ、符号化データかデータ制御部 137よりメモり部3０1に供給さ

れるときに使用されるハスD26と、メモり部3０1より読み出された符号化データかデータ

制御都 137に供給されるときに使用されるハスD27とを互いに独立した2系統のハスと

して説明したか、この符号化データの授受を双方向に伝迭可能な1系統のハスにより

行うようにしてもよい。

０137 また、例えはデータ制御都 137かヒソトレートの変換に利用する際の変数等、符号

化データ以外のデータもメモり部3０1に保存されるようにしてもよい。

０138 図12は、ヒデオ信号復号部 136の構成例を示すフロソク図てある。ヒデオ信号復号

部 136は、ヒデオ信号符号ィヒ部 12０に対応する復号部てあり、図12に示されるように、

デパケタイス部3 2 1、ェントロピ復号部322 、逆呈子ィヒ部323 、係数ハソフア部324 、お

よひウェーフレソト逆変換部325 を有している。

０139 ヒデオ信号符号ィヒ部 12０のパケソトィヒ部2 17から出力された符号化データのパケソト

は、各種の処理部を介してヒデオ信号復号部 136のデパケタイス部3 2 1に供給される

。デパケタイス部3 2 1は、供給されたパケソトをデパケタイスし、符号化データを抽出

する。デパケタイス部3 2 1は、その符号化データを、ェントロピ復号部322 に供給する

とともに、データ制御都 137にも供給する。

０14０ エントロピ復号部322 は、符号化データを取得すると、ライン毎にその符号化データ



をエントロピ復号し、得られた係数データを逆呈子化部323 に供給する。逆呈子ィヒき日

323 は、供給された係数データに対して、デパケタイズ部3 2 1より取得した呈子化に関

する情報に某づいて、逆呈子化を了 、刊 、得られた係数データを係数バッファ部324 に

供給し、格納させる。ウェーブレット逆変換部325 は、係数バッファ部324 に格納された

係数データを用いて、合成フィルタによる合成フィルタ処理を了 、刊 、合成フィルタ処

理の結果を再び係数バッファ部324 に格納する。ウェーブレット逆変換部325 は、この

処理を分解レベルに応じて繰り返して、復号された画像データ (出力画像データ) を

得る。ウェーブレット逆変換部325 は、この出力画像データを、ビデオ信号復号部 136

の外部に出力する。

０14 1 一般的なウェーブレソト逆変換の方法の場合、処理対象の分解レベルの全係数に

対して、まず、画面水平方向に水平合成フィルタリング処理を了 、刊 、次に画面垂直方

向に垂直合成フィルタリング処理を行っていた。つまり、各合成フィルタリング処理の

度に、その合成フィルタリング処理の結果をバッファに保持させる必要があるが、その

際、バッファは、その時点の分解レベルの合成フィルタリング結果と、次の分解レベル

の全係数を保持する必要があり、多大なメモり容呈を必要とすることになる (保持する

データ呈が多い) 。

０142 また、この場合、ピクチヤ (インタレース方式の場合フィールド) 内において全てのウ

ェーブレット逆変換が終了するまで画像データ出力が行われないので、入力から出

力までの遅延時間が増大する。

０143 これに対して、ウェーブレット逆変換部325 の場合、ラインブロック単位で垂直合成フ

ィルタリング処理および水平合成フィルタリング処理をレベル1まで連続して行ぅので

、従来の方法と比較して、一度に (同時期に)バッファリングする必要のあるデータの

最が少なく、用意すべきバッファのメモり呈を大幅に低減させることができる。また、レ

ベル1まで合成フィルタリング処理 (ウェーブレソト逆変換処理) が行われることにより、

ピクチヤ内の全画像データが得られる前に(ラインブロック単位で) 画像データを順次

出力させることができ、従来の方法と比較して遅延時間を大幅に低減させることがで

きる。

０144 なお、送信ュニット11０のビデオ信号復号部 121 (図3 )も、このビデオ信号復号部 13



6と某本的に同様の構成を有し、同様の処理を実行する。従って、図12を参照して上

述した説明は、某本的にビデオ信号復号部 121 にも適用させることができる。ただし、

ビデオ信号復号部 121の場合、デパケタイズ部3 2 1からの出力は、ェントロピ復号部3

22に供給されるのみであり、データ制御部 137への供給は行われない。

０145 以上のよぅな図3に示される各部により実行される各種処理は、例えば、図13に示さ

れるよぅに、適宜、並列的に実行される。

０146 図13は、図3に示される各部により実行される処理の各要素の並列動作の例を概略

的に示す図である。この図13は、上述した図8と対応するものである。画像データの入

力 n 1(図13のA) に対して、ウェーブレット変換部2 1０(図4 ) で1回目のウェーブレット

変換WT が施される (図13のB) 。図7を参照し説明したよぅに、この1回目のウェーブ

レソト変換WT は、最初の3ラインが入力された時点で開始され、係数 が生成され

る。すなわち、画像データ n の入力からウェーブレット変換WT が開始されるまで

、3ライン分の遅延が生じる。

０147 生成された係数データは、係数並び替え用バッファ部2 12 (図4 ) に格納される。以

降、入力された画像データに対してウェーブレット変換が施され、1回目の処理が終

了すると、そのまま2回目のウェーブレット変換WT 2に処理が移行する。

０148 2回目のウェーブレット変換WT 2のための画像データ n 2の入力と、当該2回目の

ウェーブレット変換WT 2の処理と並列的に、係数並び替え部2 13 (図4 ) により3個の、

係数 1、係数C4、および係数C 5の並び替えO d が実行される (図13のC )

０149 なお、ウェーブレット変換WT の終了から並び替えO d が開始されるまでの遅延

は、例えば、並び替え処理を係数並び替え部2 13に指示する制御信号の伝達に伴ぅ

遅延や、制御信号に対する係数並び替え部2 13の処理開始に要する遅延、プログラ

ム処理に要する遅延といった、装置やシステム構成に某づく遅延であって、符号化

処理における本質的な遅延ではない。

０15０ 係数データは、並び替えが終了した順に係数並び替え用バッファ部2 12から読み

出され、ェントロピ符号化部2 15 (図4 ) に供給され、ェントロピ符号ィヒEC が行われる

(図13のD) 。このエントロピ符号化EC ほ、3個の、係数 1、係数C4、および係数C5

の、全ての並び替えの終了を待たずに開始することができる。例えば、最初に出力さ



れる係数C 5による1ラインの並び替えが終了した時点で、当該係数C 5に対するエント

ロピ符号化を開始することができる。この場合、並び替えO d の処理開始からエント

ロピ符号ィヒEC の処理開始までの遅延は、 ライン分となる。

０15 1 エントロピ符号化部2 15によるエントロピ符号ィヒEC が終了した符号化データは、

所定の信号処理が施された後、トライアックスケーブル を介してヵメラ制御部 112

に伝送される (図13のE) 。このとき、符号化データは、パケットィヒされて伝送される。

０152 送信ュニット11０のビデオ信号符号化部 12０に対して、1回目の処理による7ライン分

の画像データ入力に続けて、画面上の下端のラインまで画像データが順次、入力さ

れる。ビデオ信号符号化部 12０では、画像データの入力 n n (nは2以上) に伴い、上

述したよぅにして、4ライン毎にウェーブレット変換WT n、並び替えO d nおよびエント

ロピ符号ィヒEC nを行ぅ。ビデオ信号符号化部 12０における最後の回の処理に対する

並び替えO dおよびエントロピ符号化ECは、6ラインに対して行われる。これらの処理

は、ビデオ信号符号化部 12０において、図13のA乃至図13のDに例示されるよぅに、

並列的に行われる。

０153 ビデオ信号符号化部 12０によるエントロピ符号ィヒEC により符号化された符号化デ

ータのパケットは、ヵメラ制御部 112に伝送され、所定の信号処理が施された後、ビデ

オ信号復号部 136に供給される。デパケタイズ部3 2 1は、パケットより符号化データを

抽出するとそれをエントロピ復号部322 に供給する。エントロピ復号部322 は、供給さ

れた、エントロピ符号ィヒEC により符号化された符号化データに対して、順次、エン

トロピ符号の復号 EC を行い、係数データを復元する (図13の )。復元された係数

データは、逆呈子化部323 において逆呈子ィヒされた後、順次、係数バッファ部324 に

格納される。ウェーブレット逆変換部325 は、係数バッファ部324 にウェーブレット逆変

換が行えるだけ係数データが格納されたら、係数バッファ部324 から係数データを読

み出して、読み出された係数データを用いてウェーブレット逆変換 WT を行ぅ(図13

のG)

０154 図7を参照して説明したよぅに、ウェーブレット逆変換部325 によるウェーブレット逆変

換 WT は、係数C4および係数C 5が係数バッファ部324 に格納された時点で開始す

ることができる。したがって、エントロピ復号部322 による復号 EC が開始されてから



ウェーブレット逆変換部325 によるウェーブレット逆変換 WT が開始されるまでの遅

延は、2ライン分となる。

０155 ウェーブレット逆変換部325 において、1回目のウェーブレット変換による3ライン分の

ウェーブレット逆変換 WT が終了すると、ウェーブレット逆変換 WT で生成された

画像データの出力 u が行われる (図13の )。出力 u では、図7および図8を

用いて説明したよぅに、第1ライン目の画像データが出力される。

０156 ビデオ信号復号部 136に対して、ビデオ信号符号化部 12０における1回目の処理に

よる3ライン分の符号化された係数データの入力に続けて、ェントロピ符号ィヒEC n (n

は2以上) により符号化された係数データが順次、入力される。ビデオ信号復号部 136

では、入力された係数データに対して、上述したよぅにして、4ライン毎にェントロピ復

号 E nおよびウェーブレット逆変換 WT nを行い、ウェーブレット逆変換 WT nによ

り復元された画像データの出力 u nを順次、行ぅ。ビデオ信号符号化部 12０の最後

の回に対応するェントロピ復号 ECおよびウェーブレット逆変換 WTは、6ラインに対し

て行われ、出力Ou は、8ラインが出力される。これらの処理は、ビデオ信号復号部 13

6 において、図13の 乃至図13の に例示されるよぅに、並列的に行われる。

０157 上述のよぅにして、画面上部から下部の方向に順番に、ビデオ信号符号化部 12０お

よびビデオ信号復号部 136における各処理を並列的に行ぅことで、画像圧縮処理お

よび画像復号処理をより低遅延で行ぅことが可能となる。

０158 図13を参照して、5 X 3フィルタを用いて分解レベル二 2までウェーブレット変換を行

った場合の、画像入力から画像出力までの遅延時間を計算してみる。第1ライン目の

画像データがビデオ信号符号化部 12０に入力されてから、この第 ライン目の画像デ

ータがビデオ信号復号部 136から出力されるまでの遅延時間は、下記の各要素の総

和となる。なお、ここでは、伝送路における遅延や、装置各部の実際の処理タイミング

に伴ぅ遅延などの、システムの構成により典なる遅延は、除外している。

０159 (1) 最初のライン入力から7ライン分のウェーブレット変換WT が終了するまでの遅

延D WT

(2) 3ライン分の計数並び替えO d に伴ぅ時間D d

(3) 3ライン分のェントロピ符号ィヒEC に伴ぅ時間D EC



(4) 3ライン分のェントロピ復号 EC に伴う時間D EC

(5) 3ライン分のウェーブレット逆変換 W T に伴う時間D W T

０16０ 図13を参照して、上述の各要素による遅延の計算を試みる。(1) の遅延D WTは、1

0ライン分の時間である。(2) の時間D O 、(3) の時間D EC (4) の時間D EC、およ

び (5) の時間D W Tは、それぞれ3ライン分の時間である。また、ビデオ信号符号化

部 12０において、並び替え d が開始されてから1ライン後には、ェントロピ符号化E

C を開始することができる。同様に、ビデオ信号復号部 136 において、エントロピ復

号 EC が開始されてから2ライン後には、ウェーブレット逆変換 W T を開始すること

ができる。また、ェントロピ復号 EC は、ェントロピ符号化EC で ライン分の符号化

が終了した時点で処理を開始することができる。

０16 1 したがって、この図13の例では、ビデオ信号符号ィヒ部 12０に第 ライン目の画像デ

ータが入力されてから、ビデオ信号復号部 136から当該第 1ライン目の画像データが

出力されるまでの遅延時間は、1０ 2 3= 7ライン分となる。

０162 遅延時間について、より具体的な例を挙げて考察する。入力される画像データが

DTV( gh Denn on Te ev s on)のインタレースビデオ信号の場合、例えば192０画素

０8０ラインの解像度で1フレームが構成され、1フィールドは、192０画素 4０ライン

となる。したがって、フレーム周波数を3０ z とした場合、1フィールドの5 4０ラインが 6

6 7mse (二 s e c 6０フィールド) の時間に、ビデオ信号符号ィヒ部 12０に入力されること

になる。

０163 したがって、7ライン分の画像データの入力に伴う遅延時間は、0・2 16msec (二 16 67

msec X 54０ライン) であり、例えば1フィールドの更新時間に対して非常に短い時間

となる。また、上述した (1) の遅延D WT (2) の時間D O 、(3) の時間D EC (4) の

時間D EC、および (5) の時間D W Tの総和についても、処理対象のライン数が少な

いため、遅延時間が非常に短縮される。各処理を行う要素をハードウェア化すれば、

処理時間をさらに短縮することも可能である。

０164 次に、データ制御部 137 の動作について説明する。

０165 上述したように、画像データは、ビデオ信号符号化部 12０においてラインブロック単

位でウェーブレット変換され、得られた各ザブバンドの係数データが低城から高城の



順に並び替えられた後、最子ィヒされ、符号ィヒされてデータ変換部 138に供給される。

０166 例えば、ビデオ信号符号化部 12０において図14のAのように分割処理を2回繰り返

すウェーブレット変換 (分割レベル二 2とする場合のウェーブレット変換 ) が行われると

し、得られる各ザブバンドを低城から 、 とすると、

これらのザブバンドの符号化データは、図14のBおよび図14のCに示されるように、ラ

インブロック毎に、低城から高城の順にデータ変換部 138に供給される。つまり、デー

タ制御部 137にも同様の順でデパケタイズされた符号化データが供給される。

０167 図14のBおよび図14のCは、データ制御部 137に供給される符号化データの (ザブ

バンドの)順序を示しており、左から順に供給されることを示している。つまり、最初に

、図14のAにおいて右上左下の斜め線で示される、べ一スバンドの画像データにお

いて画像内の一番上のラインブロックである第 ラインブロックの各ザブバンドの符号

化データが、図14のBに示されるように、低城のザブバンドから高城のザブバンドの順

に、データ制御部 137に供給される。

０168 図14のBにおいて、 は、第1ラインブロックのザブバンド を示しており、

は、第1ラインブロックのザブバンド を示しており、 は、第1ラインブロックの

ザブバンド を示しており、 は、第1ラインブロックのザブバンド を示して

おり、 は、第1ラインブロックのザブバンド を示しており、 は、第1ラインブロ

ックのザブバンド を示しており、 は、第1ラインブロックのザブバンド を示し

ている。この図14のBの例においては、最初に の符号化データ ( の係数デ

ータを符号化して得られた符号化データ) が供給され、その後、 の符号化デー

タ、 の符号化データ、 の符号化データ、 の符号化データ、 の符

号化データの順で供給され、最後に の符号化データが供給される。

０169 そして、第1ラインブロックのデータが全て供給されると、次に、図14のAにおいて右

下左上の斜め線で示される、べ一スバンドの画像データにおいて第 ラインブロック

の つ下のラインブロックである第2ラインブロックの各ザブバンドの符号化データが、

図14のCに示されるように、低城のザブバンドから高城のザブバンドの順に、データ

制御部 137に供給される。

０17０ 図14のCにおいて、2 は、第2ラインブロックのザブバンド を示しており、2



は、第2ラインブロックのザブバンド を示しており、2 は、第2ラインブロックの

ザブバンド を示しており、2 は、第2ラインブロックのザブバンド を示して

おり、2 は、第2ラインブロックのザブバンド を示しており、2 は、第2ラインブロ

ックのザブバンド を示しており、2 は、第2ラインブロックのザブバンド を示し

ている。この図14のCの例においては、図14のBの場合と同様に、各ザブバンドの符

号化データが、2 (第2ラインブロックのザブバンド ) 2 2 2 、2

2 2 の順で供給される。

０17 1 以上のように、符号化データは、ラインブロック毎に、べ一スバンドの画像データに

おいて画像の上のラインブロックから順に供給される。つまり、第3ラインブロック以降

の各ラインブロックの各ザブバンドの符号化データも、図14のBおよび図14のCの場

合と同様の順で供給される。

０172 なお、このザブバンド毎の順序は、低城から高城であれば良いので、例えば、

H の順で供給されるようにしてもよいし、その他の順

序でもよい。また、分解レベルが3以上の場合も同様に低城のザブバンドから高城の

ザブバンドの順に供給される。

０173 このような順序で供給される符号化データに対して、データ制御部 137は、ラインブ

ロック毎に、その符号化データをメモり部3０1に蓄積させながら、その蓄積させた符号

化データの符号呈の総和をカウントし、その符号呈が 目標値に達した場合、その直

前のザブバンドまでの符号化データを、メモり部3０1より読み出してパケット化部3０2に

供給する。

０174 図14のBおよび図14のCの例で説明すると、最初に、図14のBの矢印3 3 1に示される

ように、第1ラインブロックの符号化データに対して、データ制御部 137は、供給される

順に符号化データをメモり部3０1に蓄積し、その蓄積した符号化データの符号呈の総

和である累積値をカウント(算出)する。つまり、データ制御部 137は、符号化データを

メモり部3０1に蓄積する毎に、その蓄積した符号化データの符号呈を累積値に加算

する。

０17 5 データ制御部 137ほ、累積値が予め定められた目標符号呈に達するまで、符号化

データをメモり部3０1に蓄積し、累積値が 目標符号呈に達すると、符号化データの蓄



積を終了し、直前のザブバンドまでの符号化データをメモり部3０1より読み出して出力

する。この目標符号呈は、所望のビットレートに従って設定される。

０176 図14のBの例の場合、データ制御部 137は、供給される符号化データを矢印3 3 1の

ようにその符号呈をヵウントしながら順次蓄積し、累積値が 目標符号呈に達するコー

ドストリーム打ち切り点P まで蓄積すると、符号化データの蓄積を終了し、矢印332 に

示されるように、先頭のザブバンドの符号化データから、現在蓄積中のザブバンドの

直前のザブバンドまでの符号化データ (図14のBの例の場合、 、 、

、および ) を読み出して出力し、現在のザブバンドの先頭である点P2から

点P までのデータ (図14のBの例の場合、 の一部 ) を破棄する。

０177 このように、データ制御部 137がザブバンド単位でデータ出力を制御するのは、ビデ

オ信号復号部 121 において復号することができるようにするためである。ェントロピ符

号化部2 15は、少なくともザブバンド単位で復号することができるような方法で係数デ

ータの符号化を行っており、その符号化データは、ビデオ信号復号部 121 において

復号可能な形式により構成されている。従って、データ制御部 137は、符号化データ

のその形式を変更しないように、ザブバンド単位で符号化データの取捨選択を行う。

０178 ラインブロック単位で行われるウェーブレット変換 (ウェーブレット逆変換 ) の場合、そ

のラインブロック内の全てのザブバンドの係数データが揃っていなくても、ウェーブレ

ット逆変換時にデータ補間等を行うことにより、べ一スバンドの画像データをある程度

復元することができる。つまり、図14のAの例において低城のザブバンドである ，

、および の係数データのみ存在し、高城のザブバンド 、および

の係数データが存在しないような場合であっても、例えば、低城のザブバンドであ

る 、および の係数データを用いて、高城のザブバンド

および の係数データを代替することにより、ウェーブレット変換前の画像をある程

度復元することができる。ただし、この場合、画像の高周波成分が存在しないことにな

るので、補間の方法にもよるが、一般的には元の画像と比較して復元された画像の

画質は劣化する (解像度が低下する) 。しかしながら、ウェーブレット変換においては

、図6を参照して説明したように、某本的に低城成分に画像のェネルギが集中する。

従って、画像を視聴するユーザにとって、高城成分の損失による画質劣化の影響は



少ない。

０179 データ制御部 137は、供給される符号化データがこのよぅな性質を有することを利用

して符号化データのビットレートを制御する。つまり、データ制御部 137は、供給される

符号化データより、その供給順に従って、先頭から目標符号呈に達するまでの符号

化データをリターン用の符号化データとして抽出する。目標符号呈が元の符号化デ

ータの符号呈より少ない場合、つまり、データ制御部 137がビットレートを低下させる

場合、このリターン用の符号化データは、元の符号化データの低域成分により構成さ

れる。換言すれば、元の符号化データより一部の高城成分が除去されたものが、リタ

ーン用の符号化データとして抽出される。

０18０ データ制御部 137は、以上の処理を各ラインブロックに対して行ぅ。つまり、図14のB

に示されるよぅに第 ラインブロックについて処理が終了すると、データ制御部 137は、

図14のCに示されるよぅに次に供給される第2ラインブロックについて同様に処理を行

い、矢印333 に示されるよぅに先頭から目標符号呈に達するまで、供給される符号化

データをメモり部3０1に蓄積させながら累積値をヵウントし、コードストリーム打ち切り

点P 3に達した時点で、矢印334 に示されるよぅに、現在蓄積中のザブバンドの符号化

データ (図14のCの例の場合、2 ) を破棄し、先頭から直前のザブバンドまでの符号

化データ (図14のCの例の場合、2 、2 2 、および2 )をメモり部3０1よ

り読み出して、リターン用の符号化データとして出力する。

０18 1 第2ラインブロックの次のラインブロックである第3ラインブロック以降の各ラインブロッ

クについても同様にビットレートの変換処理が行われる。

０182 なお、各ザブバンドの符号呈は、ラインブロック毎に独立しているため、図14のBお

よび図14のCに示されるよぅに、コードストリーム打ち切り点 (P やP3) の位置も互いに

独立している (互いに典なる場合もあれば互いに一致する場合もある) 。従って、破棄

するザブバンド(つまり、図14のBおよび図14のCにおける点P2や点P4の位置)も互い

に独立している。

０183 なお、目標符号呈は固定値であってもよレ七、可変としてもよい。例えば、同一画像

内のラインブロック問や、フレーム間において解像度が極端に典なると、その画質の

差が 目立つ (画像を視聴するュ一ザにとって画質劣化とされるにとも考えられる。こ



のような現象を抑制するために、例えは画像の内容なとに某ついて、目標符号呈 (つ

まりヒノトレート) を適宜制御するようにしてもよい。また、例えはトライアノクスケーフル

11等の伝迭路における帯域、伝迭先の迭信ユニノト11０の処理能力や負荷状況、ま

たは、リターンヒテオ映像として要大される画質等、任首の外部条件に某ついて目標

符号呈を適宜制御するようにしてもよい。

０184 以上のようにしてテータ制御都 137は、供給された符号化テータを復号することなく

、リターン用の符号化テータを、供給された符号化テータのヒノトレートと互いに独立

した所望のヒノトレートて作成することかてきる。また、テータ制御都 137は、このヒノト

レート変換処理を、符号化テータをその供給順に先頭から抽出して出力するとレぢ簡

易な処理によって行うことかてきるため、容易かつ高速に符号化テータのヒノトレート

を変換することかてきる。

０185 つまり、テータ制御都 137は、本線のテシタルヒテオ信号か供給されてから、リター

ン用のテシタルヒテオ信号を迭信ユニノト11０に返すまての遅延時間をより短縮させ

ることかてきる。

０186 図15は、図3に示されるテシタルトライアノクスシステム 1００の各部において実行され

る各処理のタイミンクの関係を示す模式図てあり、図2に対応する図てある。図15の

一番上の段に示される、迭信ユニノト11０のヒテオ信号符号化部 12０におけるェンコ

ート処理や、図15の上から2番 目の段に示される、ヵメラ制御都 112のヒテオ信号復

号部 136におけるテコート処理は、図2に示される場合と同様のタイミンクて実行され

るのて、ェンコート処理か開始されてから、テコート処理結果か出力されるまての遅

延時間はP ms
」

e c てある。

０187 その後、テータ制御都 137は、図15の上から3番 目の段に示されるように、テコート

結果の出力か開始されてからT msec 後にリターン用の符号化テータを出力し、ヒ

テオ信号復号部 121 は、図15の一番下の段に示されるように、 msec 後に、そのリ

ターン用の符号化テータを復号し、画像を出力する。

０188 つまり、本線用のヒテオ映像のェンコート開始から、リターン回線のヒテオ映像の

テコート画像の出力開始まての時間は、(P T ) msec になるか、ここて、T の

時間かPより短けれは、図2の場合よりも遅延時間か短縮されていることになる。



０189 msec は、ェンコード処理とデコード処理に要する時間の和 (エンコード処理に必、

要な最低な情報が集まるまでの時間とェンコード処理に必要な最低な情報が集まる

までの時間の和) であり、 msec
」は、デコード処理に要する時間 (デコード処理に必、

要な最低な情報が集まるまでの時間) である。つまり、T msec がェンコード処理に要

する時間より短ければ、図2の場合よりも遅延時間が短縮されていることになる。

０19０ エンコード処理においては、図4等を参照して説明したように、ウェーブレット変換、

係数並び替え、およびェントロピ符号化などの処理が行われる。ウェーブレット変換

においては、分割処理が再帰的に繰り返され、その間途中計算用バッフア部2 11に

何度もデータが蓄積される。また、ウェーブレット変換により得られた係数データは、

係数並び替え用バッフア部2 12に、少なくとも1ラインブロック分のデータが蓄積される

まで保持される。そして、さらに、係数データにはェントロピ符号化が行われる。従っ
て、ェンコード処理に要する時間は、入力画像データが ラインブロック分入力される

時間よりも明らかに長い。

０19 1 これに対して、T msec は、データ制御部 137 において、符号化データの一部を抽

出して伝送を開始するまでの時間である。例えば、本線の符号化データが 15０Mbps

であり、リターン用の符号化データが 5０Mbpsである場合、供給される15０Mbpsのデー

タ5０Mbpsのデータを先頭より蓄積し、5０Mbps分の符号化データが蓄積された時点で

出力が開始される。このデータの取捨選択の時間がT msec である。つまり、T msec

」は、15０Mbpsの符号化データが ラインブロック分供給される時間よりも短くなる。

０192 従って、T msec は、ェンコード処理に要する時間よりも明らかに短く、本線用のビ

デオ映像のェンコード開始から、リターン回線のビデオ映像のデコード画像の出力

開始までの遅延時間は、図2の場合よりも図15の場合の方が明らかに短くなる。

０193 なお、上述したようにデータ制御部 137の処理は容易であり、その詳細な構成につ

いては後述するが、図1に示される従来のようにェンコーダを用いる場合よりも、明ら

かにその回路構成を小規模なものとすることができる。つまり、このデータ制御部 137

を適用することにより、ヵメラ制御部 112の回路規模やコストを低減させることもできる。

０194 次に、このような処理を行うデータ制御部 137の内部の構成について説明する。図1

6は、データ制御部 137の詳細な構成例を示すブロック図である。図16において、デ



一タ制御部 137は、累積値初期化部3 5 1、符号化データ取得部352 、ラインブロック判

定部353 、累積値ヵウント部354 、累積結果判定部355 、符号化データ蓄積制御部356

、第1符号化データ出力部357 、第2符号化データ出力部358 、および終了判定部359

を有している。なお、図中、実線の矢印は、符号化データの移動方向を含むブロック

問の関係を示しており、点線の矢印は、符号化データの移動方向を含まないブロック

問の制御関係を示している。

０195 累積値初期化部3 5 1は、累積値ヵウント部354 においてヵウントされる累積1637 1の

値を初期化する。累積値とは、メモり部3０1に蓄積した符号化データの符号呈の総和

である。累積値初期化部3 5 1は、累積値の初期化を行ぅと、符号化データ取得部352

に符号化データの取得を開始させる。

０196 符号化データ取得部352 は、累積値初期化部3 5 1および符号化データ蓄積制御部

356 に制御され、ビデオ信号復号部 136より供給される符号化データを取得し、それを

ラインブロック判定部353 に供給し、ラインブロックの判定を行わせる。

０197 ラインブロック判定部353 は、符号化データ取得部352 より供給された符号化データ

が、現在取得中のラインブロックの最後の符号化データであるか否かを判定する。例

えば、ビデオ信号復号部 136のデパケタイズ部3 2 1からは、符号化データとともに、そ

のパケットのへツダ情報の一部または全部が供給される。ラインブロック判定部353 は

、そのよぅな情報に某づいて、供給された符号化データが現在のラインブロックの最

後の符号化データであるか否かを判定する。最後の符号化データではないと判定し

た場合、ラインブロック判定部353 は、符号化データを累積値ヵウント部354 に供給し

、累積値のヵウントを実行させる。逆に、最後の符号化データであると判定した場合、

ラインブロック判定部353 は、符号化データを第2符号化データ出力部358 に供給し、

符号化データの出力を開始させる。

０198 累積値ヵウント部354 は、図示せぬ記憶部を内藏しており、その記憶部に、メモり部

3０1に蓄積させた符号化データの符号呈の総和を示す変数である累積値を保持して

いる。累積値ヵウント部354 は、ラインブロック判定部353 より符号化データが供給され

ると、その符号化データの符号呈を累積値に加算し、その加算結果を累積結果判定

部355 に供給する。



０199 累積結果判定部355 は、その累積値が、予め定められたリターン用の符号化データ

のビットレートに対応する目標符号呈に達したか否かを判定し、達していないと判定

した場合、累積値ヵウント部354 を制御し、符号化データを符号化データ蓄積制御部

356 に供給させ、さらに、符号化データ蓄積制御部356 を制御し、その符号化データ

をメモり部3０1に蓄積させる。また、累積値が 目標符号呈に達したと判定した場合、累

積結果判定部355 は、第1符号化データ出力部357 を制御し、符号化データの出力を

開始させる。

０2００ 符号化データ蓄積制御部356 は、累積値ヵウント部354 より符号化データを取得す

ると、それをメモり部3０1に供給して蓄積させる。符号化データを蓄積させると、符号

化データ蓄積制御部356 は、符号化データ取得部352 に新たな符号化データの取得

を開始させる。

０2０1 第1符号化データ出力部357 は、累積結果判定部355 に制御されると、メモり部3０1

に蓄積されている符号化データの内、最初の符号化データから現在処理中のザブ

バンドの直前のザブバンドの符号化データまでを読み出してデータ制御部 137の外

部に出力する。符号化データを出力すると、第1符号化データ出力部357 は、終了判

定部359 に処理終了を判定させる。

０2０2 第2符号化データ出力部358 は、ラインブロック判定部353 より符号化データが供給

されると、さらに、メモり部3０1に蓄積されている符号化データを全て読み出し、それら

の符号化データをデータ制御部 137の外部に出力する。符号化データを出力すると

、第2符号化データ出力部358 は、終了判定部359 に処理終了を判定させる。

０2０3 終了判定部359 は、符号化データの入力が終了したか否かを判定し、終了していな

いと判定した場合、累積値初期ィヒ部3 5 1を制御して、累積 637 1を初期ィヒさせる。ま

た、終了したと判定した場合、終了判定部359 は、ビットレート変換処理を終了する。

０2０4 次に、図3の各部において実行される処理の流れについて具体的な例を説明する

。図17は、デジタルトライアックスシステム 1００全体 (送信ュニット11０とヵメラ制御部 11

2 ) において実行される主な処理の流れの例を示すフローチヤートである。

０2０5 図17に示されるよぅに、送信ュニット11０は、ステップ において、ビデオヵメラ部 113

より供給される画像データを符号化し、ステッ 2において、その符号化により得られ



た符号化データを、変調したり信号増幅したりして、カメラ制御部 112に供給する。

０2０6 カメラ制御部 112は、ステップ52 1において、符号化データを取得すると、信号増幅

や復調等の処理を行い、さらにステッ 22において、符号ィヒデータを復古し、ステッ

23において符号化データのビットレートを変換し、ステッ 24において、そのビッ
トレートを変換した符号化データを、変調したり信号増幅したりして、送信ユニット11０

に送信する。

０2０7 送信ユニット11０は、ステップ53において、その符号化データを取得する。符号化デ

ータを取得した送信ユニット11０は、その後、信号増幅や復調等の処理を行い、さら

に符号化データを復古し、画像を表示部 15 1に表示する等の処理を行う。

０2０8 なお、ステップ の画像データの符号ィヒ処理、ステッ 22の符号ィヒデータ復号処

理、およびステッ 23のビットレート変換処理の詳細な流れについては後述する。ま

た、送信ユニット11０においてステップ 乃至ステップ 3の各処理は互いに並行して

実行されるようにしてもよい。また、カメラ制御部 112においても、同様に、ステップ 2 1

乃至ステッ 24の各処理が互いに並行して実行されるようにしてもよい。

０2０9 次に、図18のフローチヤートを参照して、図17のステップ において実行される符

号ィヒ処理の詳細な流れの例を説明する。

０2 1０ 符号化処理が開始されると、ウェーブレット変換部2 1０は、ステップ54 1において、処

理対象ラインブロックの番号Aを初期設定にする。通常の場合、番号Aは「1」に設定さ

れる。設定が終了すると、ウェーブレット変換部2 1０は、ステッ 42において、最低城

ザプバンドにおいて上からA番 目の ラインを生成するのに必要なライン数 (すなわち

、 ラインブロック) の画像データを取得し、その画像データに対して、ステッ 43に

おいて画面垂直方向に並ぶ画像データに対して分析フィルタリングを行う垂直分析

フィルタリング処理を行い、ステッ 44において画面水平方向に並ぶ画像データに

０2 11 ステッ 545 においてウェーブレット変換部2 1０は、分析フィルタリング処理を最終レ

ベルまで行ったか否かを判定し、分解レベルが最終レベルに達していないと判定し

た場合、処理をステップ 43に戻し、現在の分解レベルに対して、ステッ 43および

ステッ 44の分析フィルタリング処理を繰り返す。



０2 12 ステッ 45において、分析フイルタリング処理が最終レベルまで行われたと判定し

た場合、ウェーブレット変換部2 1０は、処理をステッ 46に進める。
。

０2 13 ステッ 546 において、係数並び替え部2 13は、ラインブロック (ヒクチヤ (インタレー

ス方式の場合フイールド) の上からA番 目のラインブロック の係数を低城から高成の

順番に並び替える。呈子化部2 14は、ステッ 47において、その並び替えられた係

数に対して所定の最子ィヒィ系数を用いて呈子化を行う。ェントロピ符号ィヒ部2 15は、ス

テッ S 48において、その係数に対してライン毎にエントロピ符号化する。エントロピ符

号化が終了すると、パケット化部2 17は、ステッ 49において、ラインブロックAの符

号化データをパケット化し、ステッ 5０において、そのパケット(ラインブロックAの符

号化データ)を外部に送出する。

０2 14 ウェーブレット変換部2 1０は、ステップ55 1において番号Aの値を「1」インクリメントし

て次のラインブロックを処理対象とし、ステッ 5 2において、処理対象のピクチヤ (イ

ンタレース方式の場合フイールド) について、未処理の画像入カラインが存在するか

否かを判定し、存在すると判定した場合、処理をステッ 42に戻し、新たな処理対

象のラインブロックに対してそれ以降の処理を繰り返す。

０2 15 以上のようにステッ 42乃至ステッ 5 2の処理が繰り返し実行され、各ラインブロ

ックが符号化される。そして、ステッ 5 2において、未処理の画像入カラインが存在

しないと判定した場合、ウェーブレット変換部2 1０は、そのピクチヤに対する符号化処

理を終了する。次のピクチヤに対しては新たに符号化処理が開始される。

０2 16 このように、ウェーブレット変換部2 1０は、ラインブロック単位で垂直分析フイルタリン

グ処理および水平分析フイルタリング処理を最終レベルまで連続して行うので、従来

の方法と比較して、一度に (同時期に)保持する (バッフアリングする) 必要のあるデー

タの最が少なく、用意すべきバッフアのメモり呈を大幅に低減させることができる。また

、最終レベルまで分析フイルタリング処理が行われることにより、後段の係数並び替え

やェントロピ符号化等の処理も行うことができる (つまり、係数並び替えやェントロピ符

号化をラインブロック単位で行うことができる)。従って、画面全体に対してウェーブレ

ット変換を行 方法と比較して遅延時間を大幅に低減させることができる。

０2 17 次に、図19のフローチヤートを参照して、図17のステッ 522 において実行される復



号処理の詳細な流れの例を説明する。この復号処理は、図18 のフローチヤートに示

される符号化処理に対応する。

０2 18 復号処理が開始されると、ステップ5 7 1において、デパケタイズ部 3 2 1が取得したパ
。ケットをデパケタイズして符号化データを取得する。ステッ 72において、ェントロヒ

復号部 322 は、ライン毎に符号化データをェントロピ復号する。ステッ 573において

、逆呈子ィヒ部 323 は、ェントロピ復号されて得られた係数データに対して逆呈子ィヒを

行う。ステップ574 において、係数バッフア部324 は、その逆最子化された係数データ

を保持する。ステップ575 こおいてウェーブレット逆変換部 325 は、係数バッフア部 324

に ラインブロック分の係数が蓄積されたか否かを判定し、蓄積されていないと判定し

た場合、処理をステップ5 7 1に戻し、それ以降の処理を実行させ、係数バッフア部 324

に ラインブロック分の係数が蓄積されるまで待機する。

０2 19 ステッ 575 において係数バッフア部 324 に ラインブロック分の係数が蓄積されたと

判定した場合、ウェーブレット逆変換部 325 は、処理をステッ 576に進め、係数バッ

フア部 324 に保持されている係数を ラインブロック分読み出す。

０2 2 ０ そしてその読み出した係数に対して、ウェーブレット逆変換部 325 は、ステッ 577に

おいて、画面垂直方向に並ぶ係数に対して合成フィルタリング処理を行う垂直合成

フィルタリング処理を行い、ステッ 7 8 において、画面水平方向に並ぶ係数に対し

て合成フィルタリング処理を行う水平合成フィルタリング処理を行い、ステッ 579にお

いて、合成フィルタリング処理がレベル (分解レベルの値が 「1」のレベル) まで終了し

たか否か、すなわち、ウェーブレット変換前の状態まで逆変換したか否かを判定し、

レベル1まで達していないと判定した場合、処理をステッ 577に戻し、ステッ 577お

０2 2 1 ステッ 579 において、レベル1まで逆変換処理が終了したと判定した場合、ウェー

ブレット逆変換部 325 は、処理をステッ 8 ０に進め、逆変換処理により得られた画像

データを外部に出力する。

０222 ステップ5 8 1において、ェントロピ復号部 322 は、復号処理を終了するか否かを判定

し、デパケタイズ部3 2 1を介しての符号化データの入力が継続しており、復号処理を

終了しないと判定した場合、処理をステップ 7 1に戻し、それ以降の処理を繰り返す。



また、ステップ 8 1において、符号化データの入力が終了するなどして復号処理を終

了すると判定した場合、ェントロピ復号部322 は、復号処理を終了する。

０223 以上のように、ウェーブレット逆変換部325 の場合、ラインブロック単位で垂直合成フ

ィルタリング処理および水平合成フィルタリング処理をレベル1まで連続して行うので

、画面全体に対してウェーブレット逆変換を行う方法と比較して、一度に (同時期に)

バッフアリングする必要のあるデータの最が少なく、用意すべきバッフアのメモり呈を

大幅に低減させることができる。また、レベル1まで合成フィルタリング処理 (ウェーブ

レット逆変換処理) が行われることにより、ピクチヤ内の全画像データが得られる前に (

ラインブロック単位で)画像データを順次出力させることができ、画面全体に対してウ

ェーブレット逆変換を行う方法と比較して遅延時間を大幅に低減させることができる。

０224 次に図2０のフローチヤートを参照して、図17のステップ523 において実行されるビッ
トレート変換処理の流れの例を説明する。

０225 ビットレート変換処理が開始されると、累積値初期ィヒ部35 1は、ステップ5 1０1におい

て、累積1637 1の値を初期化する。ステップ5 1０2において、符号化データ取得部352

は、ビデオ信号毎号部 136より供給される符号化データを取得する。ステップ5 1０3に

おいて、ラインブロック判定部353 は、ラインブロック内の最後の符号化データか否か

を判定する。最後の符号化データでないと判定された場合、処理はステップ 1０4に

進む。ステップ5 1０4において、累積値力ウント部354 は、新たに取得された符号化デ

ータの符号呈を保持している累積値に加算することにより累積値を力ウントする。

０226 ステップ5 1０5において、累積結果判定部355 は、現在の累積値である累積結果が、

予め処理対象のラインブロックに割り当てられた符号呈、すなわち、処理対象のライ

ンブロックの目標符号呈である割り当て符号呈に達したか否かを判定する。割り当て

符号呈に達していないと判定された場合、処理はステップ 1０6に進む。ステップ 1０6

において、符号化データ蓄積制御部356 は、ステップ5 1０2において取得された符号

化データをメモり部3０1に供給し、蓄積させる。ステップ5 1０6の処理を終了すると、処

理はステップ 1０2に戻る。

０227 また、ステップ5 1０5において、累積結果が割り当て符号呈に達したと判定された場

合、処理はステップ5 1０7に進む。ステップ5 1０7において、第1符号化データ出力部35



7は、メモり部3０1に記惜されている符号化テータの内、先頭のザフハントから、ステノ

プ 1０2において取得された符号化テータか属するザフハントの直前のザフハントま

ての符号化テータを読み出して出力する。ステノプ 1０7の処理を終了すると、処理

はステノプ 1０9に進む。

０228 また、ステノプ5 1０3において、ステノプ5 1０2の処理により取得された符号化テータ

かラインフロノク内の最後の符号化テータてあると判定された場合、処理はステノ

1０8に進む。ステノプ5 1０8において第2符号化テータ出力部358 は、メモり部3０1に蓄

積されている、処理対象のラインフロノク内の全ての符号化テータを読み出し、ステノ

プ 1０2の処理により取得された符号化テータとともに出力する。ステノプ 1０8の処理

を終了すると、処理はステノプ 1０9に進む。

０229 ステノプ5 1０9において、終了判定部359 は、全てのラインフロノクを処理したか否か

を判定する。未処理のラインフロノクか存在すると判定された場合、処理はステノ

1０1に戻り、吹の未処理のラインフロノクに対してそれ以降の処理か繰り返される。ま

た、ステノプ 1０9において、全てのラインフロノクか処理されたと判定された場合、ヒ

ノトレート変換処理は終了する。

０23０ 以上のようにヒノトレート変換処理を行うことにより、テータ制御都 137は、符号化テ

ータを復号せすに、容易に、低遅延て、そのヒノトレートを所望の値に変換することか

てきる。これにより、テシタルトライアノクスシステム1００は、図17のフローチヤートにお

いて、ステノプ の処理か開始されてから、ステノプ 3の処理か終了するまての遅延

時間を容易に低減させることかてきる。また、このようにすることにより、リターン用の符

号化テータのためにェンコートを用首する必要かなく、ヵメラ制御都 112の回路規模

やコストを低減させることもてきる。

０23 1 図4においては、係数の並ひ替えをウェーフレノト変換の直後 (呈子化の前) に行う

ように脱明したか、符号化テータか低城から高城の順にヒテオ信号復号部 136に供

給されれはよく(つまり、低城のザフハントに属する係数テータを符号化して得られる

符号化テータから、高城のザフハントに属する係数テータを符号化して得られる符

号化テータの順に供給されれはよく) 、並ひ替えのタイミンクは、ウェーフレノト変換

の直後以外てあってもよい。



０232 例えば、ェントロピ符号化によって得られる符号化データの順序を並び替えるよぅに

してもよい。図2 1は、その場合のビデオ信号符号化部 12０の構成例を示すブロック図

である。

０233 図2 1の場合、ビデオ信号符号化部 12０は、図4の場合と同様に、ウェーブレット変換

部2 1０、途中計算用バッファ部2 11、呈子化部2 14、ェントロピ符号化部2 15、レート制

御部2 16、およびパケット化部2 17を有するが、図4の係数並び替え用バッファ部2 12

および係数並び替え部2 13の代わりに、符号並び替え用バッファ部4０1および符号並

び替え部4０2を有する。

０234 符号並び替え用バッファ部4０1は、ェントロピ符号化部2 15において符号化された

符号化データの出力順を並び替えるためのバッファであり、符号並び替え部4０2は、

その符号並び替え用バッファ部4０1に蓄積される符号化データを所定の順に読み出

すことにより、符号化データの出力順の並び替えを行ぅ。

０235 つまり、図2 1の場合、ウェーブレット変換部2 1０より出力されるウェーブレット係数は、

呈子化部2 14に供給されて呈子化される。呈子化部2 14の出力はェントロピ符号化き日

2 15に供給されて符号化される。その符号化により得られた各符号化データが、順次

、符号並び替え用バッファ部4０1に供給され、並び替えのために一時的に蓄積される

０236 符号並び替え部4０2は、符号並び替え用バッファ部4０1に菩き込まれた符号化デー

タを、所望の順序で読み出し、パケット化部2 17に供給する。

０237 図2 1の例の場合、ェントロピ符号化部2 15は、ウェーブレット変換部2 1０による出力

順に、各係数データの符号化を了 、刊 、得られた符号化データを符号並び替え用バッ

ファ部4０1に菩き込む。つまり、符号並び替え用バッファ部4０1には、符号化データが

、ウェーブレット変換部2 1０によるウェーブレット係数の出力順に対応する順序で格納

される。通常の場合、1つのラインブロックに属する係数データ同上を比較すると、ウ

ェーブレット変換部2 1０は、より高城のザブバンドに属する係数データほど先に出力し

、より低城のザブバンドに属する係数データほど後に出力する。つまり、符号並び替

え用バッファ部4０1には、各符号化データが、高域のザブバンドに属する係数データ

をェントロピ符号化して得られた符号化データから、低城のザブバンドに属する係数



テータをェントロピ符号化して得られた符号化テータに向かぅ順に記惜される。

０238 これに対して、符号並ひ替え部4０2は、この順序とは独立して、任首の順序てその

符号並ひ替え用ハノファ部4０1に蓄積された各符号ィヒテータを読み出すことにより、

符号化テータの並ひ替えを行ぅ。

０239 例えは、符号並ひ替え部4０2は、低城のザフハントに属する係数テータを符号化し

て得られた符号化テータほと優先的に読み出し、最後に、最も高城のザフハントに

属する係数テータを符号化して行られた符号化テータを読み出す。このように、符号

化テータを低城から高城に向かって読み出すことにより、符号並ひ替え部4０2は、ヒ

テオ信号復号部 136か、取得した順て各符号ィヒテータを復号することかてきるよぅに

し、ヒテオ信号復号部 136 による復号処理おいて生しる遅延時間を低減させるよぅに

することかてきる。

０2 4０ 符号並ひ替え部4０2は、符号並ひ替え用ハノファ部4０1に蓄積されている符号ィヒテ

ータを読み出し、それをパケノトィヒ部2 17に供給する。

０2 4 1 なお、図2 1に示されるヒテオ信号符号ィヒ部 12０て符号ィヒされ出力されたテータは、

図13を用いて既に脱明したヒテオ信号復号部 136 により、図4のヒテオ信号符号ィヒ部

12０より出力される符号化テータの場合と同様に復号することかてきる。

０242 また、並ひ替えの処理を行ぅタイミンクは、上述した以外てあってもよい。例えは、図

2 2において一例か示されるよぅに、ヒテオ信号符号ィヒ部 ０において行ぅよぅにしても

よいし、図2 3において一例か示されるよぅに、ヒテオ信号復号部 6において行ぅよぅ

にしてもよい。

０243 ウェーフレノト変換て生成された係数テータを並ひ替える処理ては、係数並ひ替え

用ハノファの記惜容呈として比較的大容呈か必要となると共に、係数並ひ替えの処

理 自体にも、高い処理能力か要大される。この場合ても、迭信ュニノト11０の処理能

力かある程度以上高い場合には何ら問題は生しない。

０244 ここて、携帯電話端末やPDA(Pe sona D g a Ass s an )といった所哨モハイル端

末なとの、比較的処理能力の低い機器に迭信ュニノト11０か搭載される場合につい

て考える。例えは、近年てほ、携帯電話端末に対して撮像機能を付加した製品か広

く普及している (ヵメラ機能付き携帯電話端末と呼ふ) 。このよぅなヵメラ機能付き携帯



電話端末で撮像された画像データをウェーブレット変換およびェントロピ符号化によ

り圧縮符号化し、無線あるいは有線通信を介して伝送することが考えられる。

0245 このような例えばモバイル端末は、C PU (Cen a ocess ng Un )の処理能力も限

られ、また、メモり容量にもある程度の上限がある。そのため、上述したような係数並

び替えに伴う処理の負荷などは、無視できない問題となる。

0246 そこで、図2 3に一例が示されるように、並び替え処理をヵメラ制御部 112に細み入れ

ることで、送信ユニット ０の負荷が軽くなり、送信ユニット ０をモバイル端末などの

比較的処理能力が低い機器に搭載することが可能となる。

0247 また、以上においてはラインブロック単位でデータ呈制御を行うように説明したが、

これに限らず、例えば、複数個のラインブロックを単位としてデータ呈制御を行うよう

にしてもよい。一般的に、複数個のラインブロックを単位としてデータ呈制御を行う場

合の方が、ラインブロック単位でデータ呈制御を行う場合よりも画質が向上するが、そ

の分、遅延時間は長くなる。

0248

低城から高城の順番にデータ呈をカウントする様子を図示したものである。図24のA

において、右上左下の斜線で示される部分は第 ラインブロックの各ザブバンドを示

しており、右下左上の斜線で示される部分は第Nラインブロックの各ザブバンドを示し

ている。

0249 データ制御部 137は、このよぅに連続するN個のラインブロックを1つのグループとし

てデータ制御を行ぅよぅにしてもよい。このとき、符号化データの並び順も、N個のライ

ンブロックを1つのグループとして並べられる。図24のBにその並び順の一例を示す。

0250 上述したよぅに、データ制御部 137には、符号化データが、ラインブロック単位で、低

城のザブバンドに属する係数データに対応する符号化データから、高城のザブバン

ドに属する符号化データに向かぅ順で供給される。データ制御部 137は、その符号化

データをNラインブロック分、メモり部3０1に蓄積させる。

0251 そして、データ制御部 137は、そのメモり部3０1に蓄積されたNラインブロック分の符

号化データを読み出す際に、図24のBの例に示されるように、まず、第1ラインブロック



2 ，・‥，N )を読み出し、次に、第1ラインブロック乃至第Nラインブロックのザブ

バンド の符号化データ ( 2 ，・‥，N )を読み出し、第1ラインブロック

乃至第Nラインブロックのザブバンド の符号化データ ( 2 ，・‥，N )を

読み出し、第1ラインブロック乃至第Nラインブロックのザブバンド の符号化デー

タ ( 2 N )を読み出す。

０252 レベル1の符号化データの読み出しが終了すると、データ制御部 137は、次に、 つ

上のレベル2の符号化データの読み出しを行う。つまり、データ制御部 137は、図24の

Bに示されるように、第1ラインブロック乃至第Nラインブロックのレベル2のザブバンド

の符号化データ ( 2 ，・‥，N )を読み出し、次に、第1ラインブロック乃至第

Nラインブロックのザブバンド の符号化データ ( 2 ，・‥，N )を読み出し、

第1ラインブロック乃至第Nラインブロックのザブバンド の符号化データ ( 2

，・‥，N )を読み出す。

０253 以上のように、データ制御部 137は、N個のラインブロックを1グループとし、そのグル

ーブ内の各ラインブロックの符号化データを、並列的に、最低城のザブバンドから最

高城のザブバンドに向かって順に読み出す。

０254 つまり、データ制御部 137は、メモり部3０1に記憶されている符号化データを、(

2 N 2 N 2 N 2

N 2 N 2 N 2 N 順に読

み出して出力する。

０255 データ制御部 137は、そのN個のラインブロックの符号化データを読み出しながら、

その符号呈の総和をヵウントし、目標符号呈に達した場合、読み出しを終了し、それ

以降のデータを破棄する。そして、そのN個のラインブロックに対する処理が終了する

と、データ制御部 137は、次のN個のラインブロックに対して同様の処理を行う。つまり

、データ制御部 137は、N個のラインブロック毎に符号呈を制御する (ビットレートを変

換する)。

０256 このように、N個のラインブロック毎に符号呈を制御することにより、ラインブロック問

の画質の差を低減させ、表示画像における局部的な解像度の大幅な低下等を抑制

することができるので、表示画像の画質を向上させることができる。



０257 図25に、符号化データの読み出し順の典なる例を示す。図25のAに示されるよぅに

、データ制御部 137は、図24の場合と同様に、符号化データを、N個 (Nは整数)のライ

ンブロック毎に処理する。つまり、この場合も、データ制御部 137は、連続するN個のラ

インブロックを1つのグループとしてデータ制御を行ぅ。このとき、符号化データの並び

順も、N個のラインブロックを1つのグループとして並べられる。図25のBにその並び順

の一例を示す。

０258 上述したように、データ制御部 137には、符号化データがラインブロック単位で、低

城のザブバンドに属する係数データに対応する符号化データから、高城のザブバン

ドに属する符号化データに向かぅ順で供給される。データ制御部 137は、その符号化

データをNラインブロック分、メモり部3０1に蓄積させる。

０259 そして、データ制御部 137は、そのメモり部3０1に蓄積されたNラインブロック分の符

号化データを読み出す際に、図24のBの場合と同様に、まず、第1ラインブロック乃至

第Nラインブロックの最低城 (レベル1) のザブバンド の符号化データ ( 2

，・‥，N )を読み出す。

０26０ ここからは図24のBの場合と典なり、データ制御部 137は、図25のBに示されるよぅに

、レベル1の残りのザブバンドの符号化データ ( )をラインブロック毎に

読み出す。つまり、データ制御部 137は、ザブバンド の符号化データを読み出し

た後、第1ラインブロックのレベル1の残りのザブバンドの符号化データ (

)を読み出し、次に、第2ラインブロックについて同様に符号化データ (2 2

2 )を読み出し、以降、第Nラインブロックの符号化データ (N N N

)を読み出すまで繰り返す。

０26 1 以上のよぅな順で、第1ラインブロック乃至第Nラインブロックのレベル1のザブバンド

について符号化データを企て読み出すと、データ制御部 137は、次に、 つ上のレベ

ル2の符号化データの読み出しを行ぅ。このとき、データ制御部 137は、レベル2の残り

のザブバンドの符号化データ ( )をラインブロック毎に読み出す。つまり、

データ制御部 137は、第1ラインブロックのレベル2の残りのザブバンドの符号化デー

タ ( )を読み出し、次に、第2ラインブロックについて同様に符号化デー

タ (2 2 2 )を読み出し、以降、第Nラインブロックの符号化データ (N N



N ) を読み出すまて繰り返す。

０262 テータ制御都 137 は、以降のレヘルについても同様に、上述したような順て符号化

テータを最高城のザフハントまて読み出す。

０263 つまり、テータ制御都 137 は、メモり部 3 ０1に記惜されている符号化テータを、(

2 N 2 2 2 N N N

2 2 2 N N N 順に読み出して出力する

０264 テータ制御都 137 は、そのN個のラインフロノクの符号化テータを読み出しなから、

その符号呈の総和をヵウントし、目標符号呈に達した場合、読み出しを終了し、それ

以降のテータを破棄する。そして、そのN個のラインフロノクに対する処理か終了する

と、テータ制御都 137 は、次のN個のラインフロノクに対して同様の処理を行う。つまり

、テータ制御都 137 は、N個のラインフロノク毎に符号呈を制御する (ヒノトレートを変

換する) 。

０265 このようにすることにより、さらに、ザフハント毎の割り当ての偏りを抑制することかて

き、表示画像の視覚的な崖和感を低減させ、画質を向上させることかてきる。

０266 図2 4 およひ図2 5 を参昭して脱明したようにN個のラインフロノク毎にヒノトレートを変

換する場合の、テータ制御都 137 の梓細な構成例を図2 6 に示す。

０267 図2 6 において、テータ制御都 137 は、累積値初期ィヒ部4 5 1、符号ィヒテータ取得部4

5 2 、符号化テータ蓄積制御都 453 、蓄積判定部454 、符号ィヒテータ読み出し部455

クループ判定部456 、累積値ヵウント部457 、累積結果判定部458 、第 1符号ィヒテータ

出力部459 、第2 符号化テータ出力部4 6 ０、およひ終了判定部4 6 1を有している。

０268 累積値初期ィヒ部4 5 1は、累積値ヵウント部457 においてヵウントされる累積16481の

値を初期化する。累積ィ直4 8 1の初期化を行うと、累積値初期ィヒ部4 5 1は、符号ィヒテー

タ取得部452 に符号化テータの取得を開始させる。

０269 符号化テータ取得部452 は、累積値初期ィヒ部4 5 1およひ蓄積判定部454 に制御さ

れ、ヒテオ信号復号部 136 より供給される符号ィヒテータを取得し、それを符号ィヒテー

タ蓄積制御都453 に供給し、符号化テータの蓄積を行わせる。符号化テータ蓄積制

御都 453 は、その符号化テータ取得部452 より供給された符号化テータをメモり部 3 ０1



に蓄積し、その旨を蓄積判定部454 に通知する。蓄積判定部454 は、符号化データ蓄

積制御部453からの通知に某づいて、ラインブロックN個分の符号化データがメモり部

3０1に蓄積されたか否かを判定する。そして、N個のラインブロック分の符号化データ

を蓄積していないと判定した場合、蓄積判定部454 は、符号化データ取得部452 を制

御し、新たな符号化データを取得させる。また、メモり部3０1にN個のラインブロック分

の符号化データが蓄積されたと判定した場合、蓄積判定部454 は、符号化データ読

み出し部455 を制御し、メモり部3０1に蓄積された符号化データの読み出しを開始さ

せる。

０27０ 符号化データ読み出し部455 は、蓄積判定部454 または累積結果判定部458 に制

御され、メモり部3０1に蓄積されている符号化データを読み出し、その読み出した符

号化データをグループ判定部456 に供給する。このとき、符号化データ読み出し部45

5ほ、ラインブロックN個分の符号化データを1グループとし、グループ毎に符号化デ

ータを所定の順序で読み出す。つまり、符号化データ蓄積制御部453 が 1グループ分

の符号化データをメモり部3０1に記憶させると、符号化データ読み出し部455 は、その

グループを処理対象とし、そのグループの符号化データを所定の順序で読み出す。

０27 1 グループ判定部456 は、符号化データ読み出し部455 により読み出された符号化デ

ータが、処理対象のグルーブ内の最後のラインブロックの最後のデータであるか否か

を判定する。そして、供給された符号化データが、その符号化データが属するグルー

プの中で最後に読み出される符号化データでないと判定した場合、グループ判定部

456 は、供給された符号化データを累積値カウント部457 に供給する。また、供給され

た符号化データが、その符号化データが属するグループの中で最後に読み出される

符号化データであるど判定した場合、グルーフ判定部456 ほ、第2符号化データ出力

部46０を制御する。

０272 累積値カウント部457 は、図示せぬ記憶部を内藏しており、グループ判定部456 より

供給される符号化データの符号呈の総和をカウントし、その記憶部にそのカウント値

を累積 j 48 1として保持するとともに、その累積 j 48 1を累積結果判定部458 に供給

する。

０273 累積結果判定部458 は、その累積 j 48 1が、予め定められたリターン用の符号化デ



一タのビットレートに対応する目標符号呈に達したか否かを判定し、達していないと

判定した場合、符号化データ読み出し部455 を制御し、新たな符号化データを読み

出させる。また、累積値48 1が、そのグループに割り当てられた目標符号呈に達したと

判定した場合、累積結果判定部458 は、第1符号化データ出力部459 を制御する。

０274 第1符号化データ出力部459 は、累積結果判定部458 に制御され、処理対象のグル

ープに属する符号化データの内、先頭から直前までのザブバンドに属する全ての符

号化データを読み出してデータ制御部 137の外部に出力する。

０275 図24のBや図25のBを参照して説明したよぅに、メモり部3０1に蓄積されている符号

化データは、各ラインブロックのザブバンド単位で読み出される。従って、例えば、m

番 目に読み出されるザブバンドに属する符号化データが読み出された際に、累積値

48 1が 目標符号呈に達したと判定された場合、第1符号化データ出力部459 は、メモり

部3０1より1番 目乃至 (m )番 目に読み出されるザブバンドに属する符号化データを

読み出してデータ制御部 137の外部に出力する。

０276 符号化データを出力すると、第1符号化データ出力部459 は、終了判定部46 1に処

理終了を判定させる。

０277 第2符号化データ出力部46０は、グループ判定部456 に制御され、符号化データ読

み出し部455 により読み出された符号化データが属するグループの符号化データを

全て読み出してデータ制御部 137の外部に出力する。符号化データを出力すると、

第2符号化データ出力部46０は、終了判定部46 1に処理終了を判定させる。

０278 終了判定部46 1は、符号化データの入力が終了したか否かを判定し、終了していな

いと判定した場合、累積値初期化部45 1を制御して、累積値48 1を初期化させる。ま

た、終了したと判定した場合、終了判定部46 1は、ビットレート変換処理を終了する。

０279 次に図27のフローチヤートを参照して、この図26に示されるデータ制御部 137による

ビットレート変換処理の流れの例を説明する。このビットレート変換処理は図2０のフロ

ーチヤートに示されるビットレート変換処理に対応する処理である。なお、このビットレ

ート変換処理以外の処理は、図17乃至図19を参照して説明した場合と同様に実行さ

れる。

０28０ ビットレート変換処理が開始されると、累積値初期化部45 1は、ステップ5 13 1におい



て、累積 E 48 1の値を初期化する。ステップ 132において、符号化データ取得部452

ほ、ビデオ信号復号部 136より供給される符号化データを取得する。ステップ5 133に

おいて、符号化データ蓄積制御部453 は、ステップ5 132において取得された符号ィヒ

データをメモり部3０1に蓄積させる。ステップ5 134において、蓄積判定部454 は、ライン

ブロックN個分の符号化データを蓄積したか否かを判定する。メモり部3０1に符号ィヒ

データがラインブロックN個分蓄積されていないと判定された場合、処理はステップ

32に戻り、それ以降の処理が繰り返される。また、ステップ5 134において、メモり部3０1

にラインブロックN個分の符号化データが蓄積されたと判定された場合、処理は、ステ

ップ 135に進む。

０28 1 メモり部3０1にラインブロックN個分の符号化データが蓄積されると、ステップ5 135に

おいて、符号化データ読み出し部455 は、蓄積したN個のラインブロックを1グループ

とし、そのグループの符号化データを所定の順で読み出す。

０282 グループ判定部456 は、ステップ5 136において、ステップ5 135において読み出され

た符号化データが、処理対象のグループの、最後に読み出される符号化データであ

るか否かを判定する。処理対象のグループの最後の符号化データでないと判定され

た場合、処理はステップ5 137に進む。

０283 ステップ5 137において、累積値ヵウント部457 は、ステップ5 132において取得された

符号化データの符号呈を保持している累積 E 48 1に加算し、累積値をヵウントする。

ステップ5 138において、累積結果判定部458 は、累積結果が、そのグループに割り当

てられた目標符号呈 (吉 り当て符号呈) に達したか否かを判定する。累積結果が割り

当て符号呈に達していないと判定された場合、処理はステップ 135に戻り、次の新し

い符号化データについてステップ 135以降の処理が練り返される。

０284 また、ステップ5 138において、累積結果が割り当て符号呈に達したと判定された場

合、処理はステップ5 139に進む。ステップ5 139において、第1符号化データ出力部45

9は、直前のザブバンドまでの符号化データをメモり部3０1より読み出して出力する。

ステップ5 139の処理が終了すると、処理は、ステップ5 141 に進む。

０285 また、ステップ5 136において、グルーブ内の最後の符号化データが読み出されたと

判定された場合、処理はステップ 14０に進む。ステップ 14０において、第2符号化デ



一タ出力部46０は、グルーブ内の全符号化データをメモり部3０1より読み出して出カ

する。ステップS 14０の処理が終了すると、処理は、ステップS 141 に進む。

０286 ステップ5 141 において、終了判定部46 1は、全てのラインブロックを処理したか否か

を判定する。未処理のラインブロックが存在すると判定された場合、処理はステッ

13 1に戻り、次の未処理のラインブロックに対してそれ以降の処理が繰り返される。ま

た、ステップ 141 において、全てのラインブロックが処理されたと判定された場合、ビ

、ソトレート変換処理は終了する。

０287 以上のようにビットレート変換処理を行うことにより、データ制御部 137は、ビットレー

ト変換後のデータより得られる画像の画質を向上させることができる。

０288 図3においては、デジタルトライアックスシステム1００が、1台の送信ユニット11０と 台

のヵメラ制御部 112により構成されるように説明したが、送信ユニットとヵメラ制御部の

台数はそれぞれ複数台であってもよい。

０289 図28は、本発明を適用したデジタルトライアックスシステムの他の構成例を示す図

である。図28においてデジタルトライアックスシステムは、X台 (Xは整数 ) のヵメラヘッ

ド(ヵメラヘッド5 11 1乃至ヵメラヘッド5 X) と、 のヵメラコントロールユニット5 12と

である。

０29０ 図3のデジタルトライアックスシステム1００においては、1台のカメラ制御部 112によっ
て 台の送信ユニット ビデオカメラ部 113) を制御していたのに対し、図28のデジ

タルトライアックスシステムにおいては、1台のカメラコントロールユニット5 12により、複

数のカメラヘッド(カメラヘッド5 11 1乃至カメラヘッド5 X)を制御する。つまり、カメ

ラヘッド5 1乃至カメラヘッド5 Xは、図3の送信ユニッ ０に対応し、カメラコント

ロールユニット5 12は、カメラ制御部 112に対応する。

０29 1 カメラヘッド5 11 は、カメラ部5 2 1 、ェンコーダ522 、およびデコーダ523 を有

しており、カメラ部5 2 1 において撮影されて得られた映像データ (動画像 )を、ェンコ

ーダ522 において符号化し、その符号化データを、伝送ケープルの1系統である本

線D5 ０ を介してカメラコントロールユニット5 12に供給する。また、カメラヘッド5 11

は、リターン回線D5 13 を介してカメラコントロールユニット5 12より供給される符号ィヒ



データを、デコーダ523 において復古し、得られた動画像を、リターン映像用のディ

スプレイであるリターンビュ 5 3 1 に表示させる。

０292 カメラヘッド5 11 2乃至カメラヘッド5 Xもカメラヘッド5 と同様の構成を有して

おり、同様の処理を行う。例えば、カメラヘッド5 11 2は、カメラ部5 2 1 2、ェンコーダ

2 2、およびデコーダ523 2を有しており、カメラ部5 2 1 2において撮影されて得られた

映像データ (動画像 )を、ェンコーダ522 2において符号ィヒし、その符号ィヒデータを、

伝送ケープルの1系統である本線D5 ０ 2を介してカメラコントロールユニット5 12に供

給する。また、カメラヘッド5 11 2は、リターン回線D 2を介してカメラコントロール

ユニット5 12より供給される符号ィヒデータを、デコーダ523 2において復古し、得られ

た動画像を、リターン映像用のディスプレイであるリターンビュー5 3 1 2に表示させる。

０293 カメラヘッド5 1 Xも、カメラ部5 2 X、ェンコーダ522 X、およびデコーダ523 Xを

有しており、カメラ部52 1 Xにおいて撮影されて得られた映像データ (動画像 ) を、ェ
ンコーダ522 Xにおいて符号化し、その符号化データを、伝送ケープルの1系統であ

る本線D5 ０Xを介してカメラコントロールユニット5 12に供給する。また、カメラヘッド5

Xは、リターン回線D5 13 Xを介してカメラコントロールユニット5 12より供給される符

号ィヒデータを、デコーダ523 Xにおいて復古し、得られた動画像を、リターン映像用

のディスプレイであるリターンビュー5 3 Xに表示させる。

０294 カメラコントロールユニット5 12は、スイッチ部 (5W) 54 1、デコーダ542 、データ制御部

543 、メモり部544 、およびスイッチ部 ( W) 545 を有している。本線D 1乃至本線

０Xを介して供給される符号ィヒデータは、スイッチ部 ( W) 54 1に供給される。スイッ

チ部 ( W) 54 1は、それらの中から一部を選択し、選択した回線を介して供給される符

号化データをデコーダ542に供給する。デコーダ542 、その符号化データを復古し

、その復号された映像データを、ケープルD を介して本線映像用のディスプレイで

あるメインビュー546 に供給し、画像を表示させる。

０295 また、各カメラヘッドより送出された映像をカメラコントロールユニット5 12が受信した

か否かをカメラヘッドのユーザに確認させるために、映像データは、リターンビデオ映

像としてカメラヘッドに再送される。一般的には、このリターンビデオ映像を伝送するリ

ターン回線D5 13 1乃至リターン回線D5 13 Xの帯域幅は本線D5 ０ 1乃至本線D



xと比較して狭い。

０296 そこで、カメラコントロールユニット5 12は、デコーダ542 において復号される前の符

号ィヒデータをデータ制御部543 に供給し、そのビットレートを所望の値に変換させる。

データ制御部543 は、図16等を参照して説明した場合と同様に、メモり部544 を用いて

、供給された符号ィヒデータのビットレートを所望の値に変換し、そのビットレート変換

後の符号化データをスイッチ部 ( W) 545 に供給する。なお、ここでは説明の簡略化

のため、パケット化についての説明は省略する。つまり、リターン用の符号化データを

パケットィヒするパケットィヒ部 (パケットィヒ部3０2に対応 ) は、データ制御部543 に含まれ

るものとして説明する。

０297 スイッチ部 ( W) 545 は、リターン回線D5 13 1乃至リターン回線D5 13 Xの内、一部

の回線をデータ制御部543 に接続する。つまり、スイッチ部 (5W) 545 は、リターン用の

符号化データの送信先を制御する。例えば、スイッチ部 ( W) 545 は、符号化データ

の供給元のカメラヘッドと接続されるリターン回線をデータ制御部543 に接続し、リタ

ーン用の符号化データを、その符号化データの供給元のカメラヘッドにリターンビデ

オ映像として供給する。

０298 その符号化データ (リターンビデオ映像 )を取得したカメラヘッドは、内藏するデコー

ダにおいて復号し、その復号された映像データを、リターンビューに供給し、画像を

表示させる。例えば、リターン用の符号化データが、スイッチ部 ( W) 545 よりリターン

回線D5 13 を介してカメラヘッド5 11 に供給されると、デコーダ523 は、その符号

ィヒデータを復号し、ケープルD5 14 を介してリターン映像用のディスプレイであるリタ

ーンビュ 5 3 1 に供給し、画像を表示させる。

０299 カメラヘッド5 11 2乃至カメラヘッド5 Xに符号化データを送信する場合も同様で

ある。なお、以下において、カメラヘッド5 11 1乃至カメラヘッド5 1 Xを互いに区別し

て説明する必要の無い場合、単にカメラヘッド5 11と称する。同様に、カメラ部5 2 1 1

乃至カメラ部5 2 Xを互いに区別して説明する必要の無い場合、単にカメラ部5 2 1と

称し、ェンコーダ522 1乃至エンコーダ522 Xを互いに区別して説明する必要の無い
場合、単にエンコーダ522と称し、デコーダ523 1乃至デコーダ523 Xを互いに区別し

て説明する必要の無い場合、単にデコーダ523 と称し、本線D5 ０ 1乃至本線D5 ０



Xを互いに区別して説明する必要の無い場合、単に本線D51０と称し、リターン回線D

5 13 1乃至リターン回線D5 13 Xを互いに区別して説明する必要の無い場合、単にリ

ターン回線D5 13と称し、リターンビュ 5 3 1 1乃至リターンビュー5 3 Xを互いに区男

して説明する必要の無い場合、単にリターンビュー5 3 1と称する。

０3００ 以上のように、図28に示されるカメラコントロールユニット5 12は、図3に示されるカメ

ラ制御部 112と同様の構成を有するとともに、スイッチ部 ( W) 54 1およびスイッチ部 (

W) 545 を介して符号化データの授受を行 ことにより、その符号化データの授受の相

手となるカメラヘッド5 11を選択することができる。つまり、カメラコントロールユニット5 1

2により制御対象として選択されているカメラヘッド5 11のユーザ、つまり撮影者は、撮

影を行いながら、その撮影画像がカメラコントロールユニット5 12側 (メインビュー546 )

においてどのように表示されているかを確認することができる。

０3０1 このように複数のカメラヘッド5 11を制御するシステムにおいても、カメラコントロール

ユニット5 12は、データ制御部543 を用いてリターン用の動画像データのビットレートを

容易に制御することができ、符号化データを低遅延で伝送することができる。

０3０2 図29に示される従来のデジタルトライアックスシステムの場合、カメラコントロールユ

ニット56 1は、データ制御部543 の代わりにェンコーダ562 を有しており、デコーダ542

においてデコードされて得られた動画像データを、このェンコーダ562 によって再度

ェンコードして出力する。従って、図28に示されるカメラコントロールユニット5 12は、

図29に示されるカメラコントロールユニット56 1よりも容易に動画像データのビットレート

を所望の値に変換させることができ、符号ィヒデータを低遅延で伝送することができる

０3０3 つまり、図28のシステムの場合の方が、図29のシステムの場合よりも、撮影からリタ

ーン用の動画像がリターンビューに表示されるまでの遅延時間が短いので、カメラヘ

ッド5 11のユーザである撮影者は、リターン用の動画像を、低遅延で確認することがで

きる。従って、撮影者は、リターン用の動画像を確認しながらの撮影作業を容易に行

うことができる。特に、図28に示されるデジタルトライアックスシステムの場合のように、

カメラコントロールユニット5 12が複数のカメラヘッド5 を制御する場合、制御対象の

切り替えが生じるため、その切り替えの間隔に対して、撮影からリターン用の動画像



が表示されるまでの遅延時間が丘すぎると、撮影者はほとんどその動画像を確認で

きずに撮影を行わなければならない恐れもある。つまり、図28に示されるように、カメラ

コントロールユニット5 12が符号化データのビットレートを容易に制御することによりこ

の遅延時間を短縮させることがより一屑重要な意味を持つことになる。

０3０4 なお、カメラコントロールユニット5 12は、複数のカメラヘッド5 11を同時に制御するこ

とができるようにしてもよい。その場合、カメラコントロールユニット5 12が、各カメラヘッ

ド5 より供給された各動画像の符号化データ、すなわち互いに典なる符号化データ

をそれぞれの供給元に伝送するようにしてもよいし、各カメラヘッド5 11より供給された

各動画像を同時に表示する1つの動画像の符号化データ、すなわち共通の符号化

データを全ての供給元に伝送するようにしてもよい。

０3０5 また、図3０に示されるように、カメラコントロールユニット56 1の代わりに、データ制御

部543 とェンコーダ562 の両方を有するカメラコントロールユニット58 1を用いるようにし

てもよい。カメラコントロールユニット58 1は、任意にデータ制御部543 またはェンコー

ダ562 のいずれかを選択し、リターン用の符号化データの生成に利用する。例えば、

カメラコントロールユニット58 1は、リターン用の符号化データのビットレートを本線の

符号化データのビットレートより下げる場合、データ制御部543 を選択し、デコード前

の符号化データを供給してビットレート変換させることで容易かつ高速にビットレート

の変換を行うことができる。また、例えば、カメラコントロールユニット58 1は、リターン用

の符号化データのビットレートを本線の符号化データのビットレートより上げる場合、

ェンコーダを選択し、デコード後の動画像データを供給してビットレート変換させるこ

とで適切にビットレートの変換を行うことができる。

０3０6 このようなデジタルトライアックスシステムは、例えば、放送局等で利用されたり、ス

ポーツやコンザート等のイベントの中継等に利用されたりする。また、施設に設置され

た監視カメラを集中管理するシステムとしても利用可能である。

０3０7 なお、上述したデータ制御部は、どのようなシステムや装置に適用するようにしても

よく、例えば、データ制御部を単体で装置としてもよい。つまり、ビットレート変換装置

として機能するようにしてもよい。また、例えば、画像データを符号化する画像符号化

装置において、データ制御部が、符号化処理を行う符号化部の出カビットレートを制



御するよぅにしてもよい。また、例えば、画像データが符号ィヒされた符号化データを復

号する画像復号装置において、データ制御部が、復号処理を行ぅ復号部の入カビッ
トレートを制御するよぅにしてもよい。

０3０8 また、例えば、図3 1に示されるよぅに、本線の画像データを授受する通信装置同上

でリターン用画像を互いに送受信するシステムに適用するよぅにしてもよい。

０3０9 図3 1に示される通信システムにおいては、通信装置6０1および通信装置6０2が動画

像データの授受を行う。通信装置6０1ほ、ヵメラ6 において撮像されて得られた動画

像データを本線の動画像データとして通信装置6０2に供給するとともに、通信装置6０

2より供給される、本線の動画像データと、通信装置6０1自身が供給した本線の動画

像データに対応するリターン用の動画像データを取得し、それらの画像をモニタ6 12

に表示させる。

０3 1０ 通信装置6０1は、ェンコーダ62 1、本線用デコーダ622 、データ制御部623 、およびリ

ターン用デコーダ624 を有している。通信装置6０1は、ヵメラ6 11より供給される動画像

データを符号化して、得られた符号化データを通信装置6０2に供給する。また、通信

装置6０1は、本線用デコーダ622 において、通信装置6０2より供給される本線用の符

号化データをデコードし、その画像をモニタ6 12に表示させる。また、通信装置6０1は

、データ制御部623 において、その通信装置6０2より供給されたデコード前の符号化

データのビットレートを変換し、リターン用の符号化データとして通信装置6０2に供給

する。さらに、通信装置6０1は、通信装置6０2より供給されたリターン用の符号化デー

タを取得し、リターン用デコーダ624 において復号し、その画像をモニタ6 12に表示さ

せる。

０3 11 同様に、通信装置6０2は、ェンコーダ64 1、本線用デコーダ642 、データ制御部643

およびリターン用デコーダ644 を有している。通信装置6０2は、ヵメラ63 1より供給され

る動画像データを符号化して、得られた符号化データを通信装置6０1に供給する。ま

た、通信装置6０2は、本線用デコーダ622 において、通信装置6０1より供給される本線

用の符号化データをデコードし、その画像をモニタ632 に表示させる。また、通信装置

6０2ほ、データ制御部643 において、その通信装置6０1より供給されたデコード前の符

号化データのビットレートを変換し、リターン用の符号化データとして通信装置6０1に



供給する。さらに、通信装置6０2は、通信装置6０1より供給されたリターン用の符号化

データを取得し、リターン用デコーダ644 において復号し、その画像をモニタ632 に表

示させる。

０3 12 このェンコーダ62 1およびェンコーダ64 1は、図3のビデオ信号符号化部 12０に対応

し、本線用デコーダ622 および本線用デコーダ642 は、図3のビデオ信号復号部 136に

対応し、データ制御部623 およびデータ制御部643 は、図3のデータ制御部 137に対

応し、リターン用デコーダ624 およびリターン用デコーダ644 は、図3のビデオ信号復

号部 121 に対応する。

０3 13 つまり、通信装置6０1および通信装置6０2は、どちらも、図3の送信ユニット11０およ

びカメラ制御部 112の両方の構成および機能を有し、互いに自分側のカメラ (カメラ6 1

1またはカメラ63 1) において得られた撮影画像の符号化データを相手側に供給する

とともに、相手側より供給された、相手側のカメラにおいて撮影された撮影画像である

本線用の動画像と、自分自身が相手側に伝送した撮影画像のリターン用の動画像、

の符号化データを取得する。

０3 14 このとき、通信装置6０1および通信装置6０2は、図3の場合と同様に、データ制御部

623 またはデータ制御部643 を用いることにより、リターン用の符号化データのビットレ

ートを容易かつ高速に制御することができ、リターン用の符号化データをより低遅延

で伝送することができる。

０3 15 なお、通信装置6０1、通信装置6０2、カメラ6 11、モニタ6 12、カメラ63 1、およびモニタ

632 間の矢印はそれぞれデータの伝送方向を示しており、バス (またはケーブル)そ

のものを示しているのではない。つまり、各装置間のバス (またはケーブル) の本数は

任意である。

０3 16 図32にモニタ6 12またはモニタ632 における画像の表示例を示す。図32に示される

表示画面65 1には、カメラ63 1において撮影される通信相手の動画像66 1の他に、カメ

ラ6 11において撮影される自分自身の動画像662 と、リターン用の動画像663 が表示さ

れる。動画像662 は、通信相手となる通信装置に対して本線用として供給する動画像

であり、動画像663 は、その動画像662 に対応するリターン用の動画像である。つまり

、動画像663 は、動画像662 が通信相手のモニタにどのように表示されるかを確認す



るための画像てある。

０3 17 従って、適信装置6０1側のユーザはカメラ6 11とモニタ6 12を用い、適信装置6０2側

のユーザはカメラ63 1とモニタ632 を用いて、互いに適 (動画像の授受 )を行うことか

てきる。なお、音声については脱明の簡略化のため省略する。これにより、各ユーザ

は、図32に例か示されるような画像を見ることかてき、相手側の撮影画像たけてなく、

自分側のカメラにおいて撮影された撮影画像、さらに、その撮影画像か相手側にお

いてとのように表示されているかを確甜するための画像を同時に見ることかてきる。

０3 18 動画像662 と動画像663 は、同し内容の動画像てあるか、上述したように、適信装置

間の面信においては、動画像テータは圧縮符号化されて伝迭される。従って、適常

の場合、相手側において表示される際の画像 (動画像663 ) は、撮影時のとき (動画

像662 ) よりも画質か劣化しており、その見え方か典なる恐れもあり、それによってユー

ザ同上の会話か成立しなくなる恐れもある。例えは、動画像662 において確甜てきる

絵柄か動画像663 において確甜することかてきす、その画像に某ついてユーザ同上

か会話することかてきなくなる恐れもある。そのため、相手側において動画像かとのよ

うに表示されているかを確甜することかてきることは大変重要になる。

０3 19 そのとき、その確甜用の動画像の表示まてに長い遅延時間か生しると(つまり、動

画像662 と動画像663 との間の遅延時間か長すきると) 、ユーザか、その画像の確沼、

を行いなから会話 (適話)を行うことか困難になる恐れかある。従って、適信装置6０1

およひ適信装置6０2かリターン用の符号化テータを寄り低遅延て伝迭することかてき

ることは、動画像663 を確甜しなから適話を行う必要かある場合ほと重要になる。

０32０ また、リターン用の符号化テータの制御を容易に行うことかてきることにより、リター

ン用の符号化テータの伝迭に要する帯域を容易に低減させることかてきる。つまり、

例えは、伝迭路の帯域制限やモニタにおける表示画面の都合等に応してリターン用

の符号化テータを適切なヒノトレートて伝迭させることか可能になる。その場合も符号

化テータを低遅延て伝迭させることかてきる。

０32 1 このようなシステムは、例えは、互いに離れた会議室問て動画像を授受するための

テレヒ会議システムや、医者か遠隔地の中者を診察するための遠隔医療システム等

に利用することかてきる。上述したように、図3 1に示されるシステムは、リターン用の符



号化データを低遅延で伝送させることができるので、例えば、プレゼンテーションや

指示を効率よく行ったり、診察を正確に行ったりすることができる。

０322 なお、以上においては、データ制御部 137 において符号化データのビットレートを制

御する場合、そのデータ制御部 137 が符号呈を力ウントするように説明したが、例えば

、ェンコーダであるビデオ信号符号化部 12０において、伝送する符号化データの、変

換後のビットレートに対応する目標符号呈に達する位置に所定の方法でマーキング

を行うようにしてもよい。つまり、ビデオ信号符号化部 12０が、データ制御部 137 におけ

るコードストリーム打ち切り点を決定する。この場合、データ制御部 137 は、そのマー

キング位置を検出するだけで容易にそのコードストリーム打ち切り点を特定することが

できる。つまり、データ制御部 137 は、符号呈の力ウントを省略することができる。この

マーキングは、どのような方法により行われるようにしてもよい。例えば、パケットのへ

ツダにコードストリーム打ち切り点の位置を示すためのフラグ情報を設けるようにして

もよい。その他の方法であってももちろんよい。

０323 また、以上においては、データ制御部 137 において、符号化データが一時的に蓄積

されるように説明したが、データ制御部 137 は、取得した符号化データの符号呈をヵ
ウントし、必要な符号呈分の符号化データを出力すればよく、必ずしも取得した符号

化データを一時的に蓄積する必要はない。例えば、データ制御部 137 が、低城成分

から順に供給される符号化データを取得し、その取得した符号化データの符号呈を

力ウントするとともにその符号化データを出力するようにし、力ウント値が 目標符号呈

に達した時点で符号化データの出力を停止するようにしてもよい。

０324 さらに、以上に説明した各システムにおいて、バスやネットワーク等、データの伝送

路は有線であってもよいし無線であってもよい。

０325 以上のように、本発明は、多様な形態に適用することができ、容易に多様な用途に

応用することができる (すなわち汎用性が高い) ことも大きな効果である。

０326 ところで、上述したデジタルトライアックスシステムにおいて、トライアックスケーブル (

同軸ケーブル) を介してデータ伝送では、O DM (O hogona equenc D v s on M

u p ex ng (直交波周波数分割多重) ) を利用している。O DMは、デジタル変調方式

の1つであり、直交性を利用して複数の搬送波を互いに干渉しないように密に並べ、



テータを周波数軸上て並列に伝迭する方式てある。O DMは、直交性を利用するこ

とにより、周波数の利用効卒を向上させることかてき、狭い周波数の範囲を効卒的に

利用した広帯域伝迭を実現する。上述したテシタルトライアノクスシステムにおいては

、このようなO DMを複数用い、変燗された各信号を周波数多重してテータ伝迭を行

うことにより、さらに大容呈てテータ伝迭を実現する。

０327 図33に、テシタルトライアノクスシステムにおいて伝迭されるテータの周波数分布の

例を示す。上述したように伝迭されるテータは、複数のO DM変燗器により互いに典

なる周波数帯域において変燗される。従って、変燗されたテータは、図33に示される

ように、互いに帯域か典なる複数のO DMチヤンネル (O DMチヤンネル1００1 O D

Mチヤンネル1００2 O DMチヤンネル1００3 O DMチヤンネル1００4、・‥) に分布する

。図33において矢印1００Aは、O DMチヤンネル1００1の帯域の中心を示す。同様に

、矢印1００2A乃至矢印1００4Aは、それそれ、O DMチヤンネル1００2乃至O DMチヤ

ンネル1００4の帯域の中心を示す。矢印1００A乃至矢印1００4A (各O DMチヤンネル

の中 ) の周波数と、各O DMチヤンネルの帯域幅は、予め互いに重ならないように

定められている。

０328 このように、テシタルトライアノクスシステムにおいては、テータは、複数の帯域て伝

迭されるか、トライアノクスケーフルにおけるテータ伝迭の場合、例えは渡来アノクス

ケーフルのケーフル長、太さ、材質等、各種の要因により、高城の利得か減衰しや

すいという特性かある。

０329 図34に示すクラフは、トライアノクスケーフルにおける、ケーフル長による利得の減

衰の様子の例を示したものてある。図34のクラフにおいて、線 1０11は、トライアノクス

ケーフルのケーフル長か短い場合の周波数毎の利得の様子を示しており、線 1０12

は、トライアノクスケーフルのケーフル長か長い場合の周波数毎の利得の様子を示し

ている。線 1０11に示されるように、ケーフル長か短い場合、高城成分の利得は、低城

成分の利得と略同してある。これに対して、線 1０12に示されるように、ケーフル長か

長い場合、高城成分の利得は、低城成分の利得と比へて 、さくなる。

０33０ つまり、ケーフル長か長い場合、高城成分の減衰卒か低城成分に比へて大きくなり

、雑音成分の増加によりテータ伝迭においてシンホルの娯り卒か高くなり、結果とし



て復号処理においてェラ一発生卒か高くなる恐れかある。テシタルトライアノクスシス

テムにおいては、1つのテータを複数のO DMチヤンネルに割り当てるため、高城成

分において復号処理に失敗すると、画像全体の復号を正しく行うことてきなくなる (つ

まり復号画像か劣化する)恐れかある。

０33 1 テシタルトライアノクスシステムにおいては、上述したように低遅延のテータ伝迭か

大められるため、再迭制御や冗長テータのハノファリンク等によりシンホル娯り卒の

低減化を行うことは事実上不可能てある。

０332 そこて復号処理の失敗を回避するためには、ェラ一訂正ヒノトの剖当呈を増やす

等して、伝迭レートを低下させ、より安定的にテータ伝迭を行う必要かあるか、減衰卒

か大きいのか高城成分のみてあり、低城成分において十分な利得か得られている場

合、高城成分に合わせてレート制御を行うと、不要に伝迭効卒を下けてしまう恐れか

ある。上述したように、テシタルトライアノクスシステムにおいては低遅延のテータ伝

迭か大められるため、テータ伝迭の効卒は高いほと望ましい。

０333 そこて、レート制御のためのO DMの制御を高城側と低城側とて分けて行うようにし

てもよい。図35は、その場合のテシタルトライアノクスシステムの構成例を示すフロノ

ク図てある。図35に示されるテシタルトライアノクスシステム11００は、図3に示されるテ

シタルトライアノクスシステム1００と某本的に同様のシステムてあり、テシタルトライアノ

クスシステム1００と某本的に同様の構成を有するか、図35においては、脱明に必要な

部分のみ示されている。

０334 テシタルトライアノクスシステム11００は、互いにトライアノクスケーフル1111により接

続された迭信ユニノト111０およひカメラ制御都 1112を有する。迭信ユニノト111０は図3

の迭信ユニノト11０と某本的に同様の構成を有し、トライアノクスケーフル1111は図3

のトライアノクスケーフル と某本的に同様の同軸ケーフルてあり、カメラ制御都 111

2は図3のカメラ制御都 112と某本的に同様の構成を有する。

０335 図35においては、脱明の便宜上、迭信ユニノト111０か図示せぬヒテオカメラ部より

供給されたヒテオ信号を符号化してO DM方式て変燗し、その変燗信号を、トライア

ノクスケーフル1111を介してカメラ制御都 1112に伝迭し、カメラ制御都 1112か受信し

た変燗信号を復燗して復号し、後段のシステムに出力する動作に関する構成のみ示



されている。

０336 っまり、送信ュニット111０は、送信ュニット11０のビデオ信号符号ィヒ部 12０と同様の

ビデオ信号符号ィヒ部 112０、送信ュニット11０のデジタル変調部 122と同様のデジタル

変調部 1122、送信ュニット11０のアン 124と同様のアン 124、および、送信ュニッ

０337 ビデオ信号符号ィヒ部 112０は、図示せぬビデオカメラ部より供給されたビデオ信号を

符号化データ (符号化ストリーム)をデジタル変調部 1122に供給する。

０338 デジタル変調部 1122は、図35に示されるよぅに、低城変調部 12０1と高城変調部 12０

2を有し、低城と高城の2つの周波数帯域で符号化データをO DM方式で変調する (

以下、O DM方式で変調することを「O DMする」と称する)。つまり、デジタル変調部

1122は、ビデオ信号符号化部 112０より供給された符号化データを2つに分割し、低

城変調部 12０1と高城変調部 12０2を用いて、図33を参照して説明したよぅに、それぞ

れを互いに典なる帯域 (O DMチャンネル)で変調する (当然、低城変調部 12０1は、

高城変調部 12０2より低城においてO DMを行ぅ)。

０339 なお、ここでは、説明の便宜上、デジタル変調部 1122が2つの変調部 (低城変調部

12０1と高城変調部 12０2)を有し、2つのO DMチャンネルにおいて変調を行ぅものとし

て説明しているが、デジタル変調部 1122が有する変調部の数 (つまり、O DMチャン

ネルの数 ) は、複数、かつ、実現可能な数であればいくつであってもよい。

０34０ 低城変調部 12０1と高城変調部 12０2は、符号化データがO DMされた変調信号を、

それぞれアン 124に供給する。

０34 1 アン 1124は、それらの変調信号を図33に示されるよぅに周波数多重化して増幅し

、ビデオ分離 合成部 1126に供給する。ビデオ分離 合成部 1126は、供給されたビ

デオ信号の変調信号を、その変調信号とともに伝送する他の信号と合成し、その合

成された信号を、トライアックスケーブル1111を介してカメラ制御部 1112に送信する。

０342 このよぅにO DMされたビデオ信号は、トライアックスケーブル を介してカメラ制

御部 1112に伝送される。

０343 カメラ制御部 1112は、カメラ制御部 112のビデオ分離 合成部 13０と同様のビデオ



分離 合成部 113０、ヵメラ制御部 112のアン 13 1と同様のアン 113 1、ヵメラ制御

部 112のフロントェンド部 133と同様のフロントェンド部 1133、ヵメラ制御部 112のデジタ

ル復調部 134と同様のデジタル復調部 1134、および、ヵメラ制御部 112のビデオ信号

復号部 136と同様のビデオ信号復号部 1136を有する。

０344 ビデオ分離 合成部 113０は、送信ュニット111０より伝送された信号を受信すると、

その信号からビデオ信号の変調信号を分離して抽出し、アン 113 1に供給する。ア

ンプ 31ほ、その信号を増幅し、フロントェンド部 33に供給する。フロントェンド部 1

133は、フロントェンド部 133と同様に、入力信号のゲインを調整するゲイン制御部や、

入力信号に対して所定のフィルタ処理を施すフィルタ部を有しており、アン 113 1より

供給された変調信号に対して、ゲイン調整やフィルタ処理等 、新刊 、処理後の信号

をデジタル復調部 1134に供給する。

０345 デジタル復調部 1134は、図3 5に示されるよぅに低城復調部 13０1と高城復調部 13０2

を有しており、その低城復調部 13０1と高城復調部 13０2を用いて、低城と高城の2つの

周波数帯域 (O DMチャンネル) でO DMされた変調信号をそれぞれの帯域で、O

DM方式により復調する (当然、低城復調部 13０1は、高城復調部 13０2より低城のO D

Mチャンネルの変調信号の復調を行ぅ) 。

０346 なお、ここでは、デジタル復調部 1134が 2つの復調部 (低城復調部 13０1と高城復調

部 13０2 ) を有し、2つのO DMチャンネルにおいて復調を行ぅものとして説明している

が、デジタル復調部 1134が有する復調部の数 (つまり、O DMチャンネルの数 ) は、

デジタル変調部 1122が有する変調部の数 (つまり、O DMチャンネルの数 ) と同数で

あればいくつであってもよい。

０347 低城復調部 13０1と高城復調部 13０2は、復調されて得られた符号化データを、それ

ぞれビデオ信号復号部 1136に供給する。

０348 ビデオ信号復号部 1136は、低城復調部 13０1と高城復調部 13０2より供給された符号

化データをその分割方法に対応する方法で1つに合成し、その符号化データを、図1

2等を参照して説明したビデオ信号復号部 136と同様の方法で伸張復号する。ビデオ

信号復号部 36ほ、得られたビデオ信号を後段の処理部に出力する。
。

０349 なお、デジタルトライアックスシステム 11００は、上述したよぅな、トライアックスケーフ



ル1111を介した送信ュニット111０およびカメラ制御部 1112間のデータ伝送の系に対

して、図3 5 に示されるよぅに、さらに、そのデータ伝送を破綻が生じないよぅに (復号処

理が失敗しないよぅに) 安定的に行わせるよぅに制御を行ぅレート制御部 1113を有す

る。

０3 5０ レート制御部 1113は、図3 5 に示されるよぅに、変調制御部 14０1、符号化制御部 14０2

C N比 (Ca 。 o No s。a o)測定部 14０3 、およびエラーレート測定部 14０4を有す

る。

０3 5 1 変調制御部 14０1は、デジタル変調部 1122 (低城変調部 12０1および高城変調部 12０

2 ) が行ぅ変調の、コンスタレーション信号点距離とエラー訂正ビット剖当呈を制御する

O DMにおいては (Phase h Ke ng :位相変調) (DP K (D f e en a hase

h Ke ng 差動位相変調) を含む やQ AM (Quad a u e Amp ude Modu a o :直

交振幅変調) 等のデジタル変調方式が採用されている。コンスタレーションは、主にこ

のよぅなデジタル変調波の観測方法の1つであり、互いに直交する Q座標上におい

て、理想の信号点間を行き交ぅよぅに描かれる信号の軌跡の広がりを観測するもので

ある。コンスタレーション信号点距離とは、この Q座標上における信号点間の距離を

示す。

０352 コンスタレーションにおいて、信号に含まれるノイズ成分が大きくなると、信号の軌跡

はより大きく広がる。つまり、一般的に信号点距離が短いほど、ノイズ成分によってシ

ンボル誤りが発生しやすくなり、復号処理のノイズ成分に対する耐性が弱くなる (復号

処理が失敗しやすくなる) 。

０353 そこで変調制御部 14０1は、高城成分と低城成分のそれぞれの減衰率に某づいて、

シンボル誤り率の過度の上昇を抑制し安定的にデータ伝送を行ぅことができるよぅに

、低城変調部 12０1および高城変調部 12０2に対して変調方式をそれぞれ設定するこ

とにより、それぞれの変調処理における信号点距離の長さを制御する。なお、変調制

御部 14０1が設定する減衰率が 、さい場合および大きい場合のそれぞれの変調方式

は予め定められている。

０354 さらに、変調制御部 14０1は、高城成分と低城成分のそれぞれの減衰率に某づいて

、シンボル誤り率の過度の上昇をさらに抑制し、さらに安定的にデータ伝送を行ぅこと



かてきるよぅに、低城変胴部 12０1およひ高城変胴部 12０2に対して、テータに対する

エラー訂正ヒノトの剖当呈 (テータに割り当てるエラー訂正ヒノト長 )をそれそれ投定

する。エラー訂正ヒノトの剖当呈を増やす(工う一訂正ヒノト長を長くするにとにより、

本来不要なテータ呈か増加するためテータ伝迭効卒は低減するものの、ノイス成分

によるンンホル娯り卒を低減させることかてきるため、復号処理のノイス成分に対する

耐性をより強くすることかてきる。なお、変燗制御都 14０1か投定する減衰卒か 、さい

場合およひ大きい場合のそれそれのエラー訂正ヒノトの剖当呈は予め定められてい
る。

０355 符号化制御都 14０2は、ヒテオ信号符号ィヒ部 112０か行ぅ圧縮符号化の、圧縮卒を

制御する。符号化制御都 14０2は、ヒテオ信号符号ィヒ部 112０を制御し、圧縮卒の投

定を行ぅか、減衰卒か大きい場合、その圧縮卒の投定を高くして、符号化テータのテ

ータ呈を低減させ、テータ伝迭レートを低減させる。なお、符号ィヒ制御都 14０2か投定

する減衰卒か 、さい場合の圧縮卒、およひ大きい場合の圧縮卒の各値は、予め定

められている。

０356 C N比側定部 14０3は、ヒテオ分離 合成部 113０において受信され、アン 113 1に

供給される変燗信号について、搬迭波と雑音の比てあるC N比を側定する。CN比 (

CNR) は例えは吹の式 (4) て大めることかてきる。卓位は 」
dB てある。

０357 CNR dB 二 1０og(PC PN) (4)

たたし、PNは雑音電力 」W ， Cは搬迭波電力 」W

０358 C N比側定部 14０3は、側定結果 (C N比 )を側定結果判定部 14０5に供給する。

０359 工う一レート側定部 14０4は、テンタル復胴部 1134 (低城復胴部 13０1と高城復胴部 1

3０2) による復燗処理の処理結果に某ついて、その復燗処理のエラーレート(ンンホ

ル娯り発生卒)を側定する。エラーレート側定部 14０は、その側定結果 (工う一レート)

を側定結果判定部 14０5に供給する。

０36０ 側定結果判定部 14０5は、C N比側定部 14０3により側定された、ヵメラ制御都 1112

において受信された伝迭テータのC N比と、エラーレート側定部 14０4により側定され

た、復燗処理のエラーレートのぅち、少なくとも一方に某ついて伝迭テータの低城成

分と高城成分の減衰卒をそれそれ判定し、その判定結果を変燗制御都 14０1およひ



符号化制御部 14０2に供給する。変調制御部 14０1および符号化制御部 14０2は、その

判定結果 (例えば、高城成分の減衰率が低城成分に比べて明らかに大きいか否か)

に某づいて、それぞれ、上述したよぅな制御を行ぅ。

０36 1 このレート制御部 1113により実行されるレート制御処理の流れの例を図36のフロー

チヤートを参照して説明する。

０362 レート制御処理は、例えば、送信ュニット111０とヵメラ制御部 1112とのデータ伝送開

始時等、所定のタイミングで実行される。レート制御処理が開始されると、変調制御部

14０1は、ステップ52０1において、デジタル変調部 1122を制御し、コンスタレーション信

号点距離およびエラー訂正ビットの剖当呈を、減衰率が大きくない場合に設定するよ

ぅに予め定められた、全帯域で共通の値に設定する。つまり、変調制御部 14０1は、低

城変調部 12０1および高城変調部 12０2のそれぞれに対して、互いに同一の変調方式

と、互いに同一のエラー訂正ビット剖当呈を設定する。

０363 ステッ 52０2において、符号化制御部 14０2は、ビデオ信号符号ィヒ部 112０を制御し

、圧縮率を、減衰率が大きくない場合に設定するよぅに予め定められた所定の初期

値に設定する。

０364 このよぅに、低城と高城に対して互いに同一に設定された状態において、変調制御

部 14０1および符号化制御部 14０2は、ステッ 52０3において、送信ュニット111０の各

部を制御し、設定した値で各処理を実行させ、予め定められた所定の圧縮データを

ヵメラ制御部 1112に伝送させる。

０365 例えば、レート制御部 1113 変調制御部 14０1および符号化制御部 14０2) は、予め

定められた所定のビデオ信号 (画像データ)を送信ュニット111０に入力させ、ビデオ

信号符号ィヒ部 112０にそのビデオ信号を符号ィヒさせ、デジタル変調部 1122に符号化

データをO DMさせ、アン 124に変調信号を増幅させ、ビデオ分離 合成部 1126

にその信号を送信させる。そのよぅに伝送された伝送データは、トライアックスケーブ

ル1111を介して伝送され、ヵメラ制御部 1112に受信される。

０366 C N比測定部 14０3は、ステッ 2０4において、このよぅに伝送された伝送データの

C N比をO DMチヤンネル毎に測定し、その測定結果を測定結果判定部 14０5に供

給する。エラーレート測定部 14０4は、ステッ 52０5において、デジタル復調部 1134に



よる復調処理のシンボル誤りの発生率 (工う一レート)をO DMチヤンネル毎に測定し

、その測定結果を測定結果判定部 14０5に供給する。

０367 測定結果判定部 14０5は、ステッ 52０6において、C N比測定部 14０3より供給され

たC N比、および、エラーレート測定部 14０4より供給されたエラーレートに某づいて、

伝送されたデータの高城成分の減衰率が予め定められた所定の閾値以上であるか

否かを判定する。伝送されたデータの高城の減衰率が低城の減衰率と比較して明ら

かに大きく、高城の減衰率が閾値以上であると判定された場合、測定結果判定部 14

０5は、処理をステッ 2０7に進める。

０368 変調制御部 14０1は、ステッ 52０7において、高城変調部 12０2の変調方式を変更し

、高城成分のコンスタレーション信号点距離を広くするよぅにし、さらに、ステッ 2０8

において、高城変調部 12０2のエラー訂正ビット剖当呈を増やすよぅに設定を変更す

る。

０369 また、符号化制御部 14０2は、ステッ 52０8において、ビデオ信号符号ィヒ部 112０を

制御し、圧縮率を高くする。

０37０ 以上のよぅに、設定を変更すると、レート制御部 1113は、レート制御処理を終了する

０37 1 また、ステッ 52０6において、高城の減衰率が低城と同程度であり、高城の減衰率

が閾値より 、さいと判定された場合、測定結果判定部 14０5は、ステッ 52０7乃至ステ

ッ 2０9の処理を省略し、レート制御処理を終了する。

０372 以上のよぅに、レート制御部 1113が、変調部毎 (O DMチヤンネル毎) に、信号点距

離 (変調方式)やエラービット剖当呈を制御することにより、送信ュニット111０およびカ

メラ制御部 1112は、より安定的かつより効率的にデータ伝送を行ぅことができる。これ

により、より安定的な、低遅延なデジタルトライアックスシステムを実現することができ

る。

０373 なお、以上においては、説明の便宜上、O DMチヤンネルが2つの場合 (デジタル

変調部 1122が低城変調部 12０1および高城変調部 12０2の2つの変調部を有する場合

) について説明したが、O DMチヤンネルの数 (変調部の数) は任意であり、例えば、

変調部が 3つ以上存在するよぅにしてもよい。このとき、それらの変調部をO DMチヤ



ンネルの帯域によって高城と低城の2つのグループに分割し、図36のフローチヤート

を参照して説明したように、各グループに対して上述したようにレート制御を行うように

してもよいが、図36のフローチヤートを参照して説明したレート制御は、3つ以上の変

調部 (またはグループ) に対して行うようにしてもよい。

０374 例えば、変調部が3つ存在する場合に、それらの変調部毎に減衰率を判定するよう

にしてもよい。つまりこの場合、低城、中城、および高城の3つについて伝送データの

C N比やェラーレートが測定される。そして各変調部の設定は、初期値において上

述したように全帯域共通の値 (方式) に設定され、高城のみ減衰率が大きい場合、高

城の変調部のみ設定が変更され、高城と中城の減衰率が大きい場合は、高城と中城

の変調部のみ設定が変更される。ビデオ信号符号化部 112０の圧縮率の設定は、減

衰率が大きい帯域が多いほど圧縮率が大きくなるようにする。

０375 このようにより細かな帯域で制御を行うことにより、トライアックスケーブルの減衰特

性により適した制御を行うことができ、安定した状態で、データ伝送の効率をより向上

させることができる。

０376 なお、レート制御はトライアックスケーブルの減衰特性に対してより適した制御となる

ような方法であればどのようなものであってもよく、上述したように3つ以上の変調部に

対してレート制御を行う場合、その制御方法は、例えば、ェラ一訂正ビットの剖当呈

を帯域毎に変える等、上述した以外の方法であってもよい。

０377 また、以上においては、レート制御をデータ伝送開始時等の所定のタイミングで行う

ように説明したが、このレート制御のタイミングや実行回数は任意であり、例えば、レ

ート制御部 1113が、実際のデータ伝送時においても減衰率 (C N比やェラーレーけ

を測定し、変調方式、ェラ一訂正ビットの剖当呈、並びに圧縮率のうち少なくとも1つ

をリアルタイムに (即時的に)制御するようにしてもよい。

０378 さらに、減衰率を判定するためのォ旨 票として、C N比やェラーレートを測定するよう

に説明したが、どのようなパラメータをどのように用いて減衰率を算出したり判定したり

するかは任意である。したがって、例えば、 N比 ( gna No se Ra o) 等、上述した

以外のパラメータを測定するようにしてもよい。

０379 また、図3 5においては、レート制御部 1113が、送信ユニット111０からカメラ制御部 11



12に対してトライアックスケープル1111を介して行われるデータ伝送を制御する場合

についてのみ説明したが、上述したように、デジタルトライアックスシステムにおいて

は、カメラ制御部 1112から送信ユニット111０に向けてデータ伝送が行われる場合もあ

る。レート制御部 1113が、そのような伝送系に対してもレート制御を行うようにしてもよ

い。その場合も、伝送系のデータ伝送は、方向が変わるものの、方法が図3 5の場合と

某本的に同様であるので、レート制御部 1113は、図3 5や図36を参照して説明した場

合と同様にレート制御を行うことができる。

０38０ さらに、以上においては、レート制御部 1113が、送信ユニット111０およびカメラ制御

部 1112と別体として構成されるように説明したが、レート制御部 1113の各部の構成方

法は任意であり、例えば、レート制御部 1113が送信ユニット111０またはカメラ制御部 1

112のいずれか一方に内蔵されるようにしてもよい。また、例えば、変調制御部 14０1と

符号化制御部 14０2が送信ユニット111０に内蔵され、C N比測定部 14０3、ェラーレー

ト測定部 14０4、および測定結果判定部 14０5がカメラ制御部 1112に内蔵される等、送

信ユニット111０とカメラ制御部 1112が、レート制御部 1113の、互いに典なる一部を内

藏するようにしてもよい。

０38 1 ところで、例えば図3に示されるようなデジタルトライアックスシステムは、図3 7に示さ

れるように、実際には、複数のカメラと複数の CUが細み合わされたより大きなシステ

ムとして実現される場合が多い。例えば、図3 7に示されるデジタルトライアックスシス

テム 15００は、図3に示される構成が 3つ合成された構成となっている。つまり、デジタ

ルトライアックスシステム 15００は、図3のビデオカメラ部 113や送信ユニット11０に対応

するカメラ15 11乃至カメラ15 13が、それぞれ、図3のトライアックスケーブル に対応

するトライアックスケープル1521乃至トライアックスケープル1523により、図3のカメラ制

御部 112に対応するCCU 531乃至CCU 533に接続されており、図3に示される伝送

システムと同様の伝送システムが3つ形成されている。なお、CCU 531乃至CCU 533

のそれぞれより出力されるデータは、スイッチヤ1541 による選択操作により1系統のデ

ータとしてまとめられる。

０382 例えば、図3を参照して説明したような伝送系が 1系統のデジタルトライアックスシス

テムであれば、カメラにより撮像、(画像データ生成) が行われてから、 CUよりその画



像データが出力されるまでの遅延を低遅延にするために、各ヵメラに内藏されるェン

コーダと、 cuに内藏されるデコーダをそれぞれ独 自の同期信号に某づいて動作さ

せ、ェンコーダが、ヵメラによる撮像により画像データが得られたらェンコード処理を

実行し、デコーダが、 cuに符号化データが伝送されたら、その符号化データを復

号するようにすればよい。しかしながら、図3 7に示されるような伝送系を複数有するシ

ステムにおいては、スイッチヤ1541 においてまとめるために、各 cuより出力される画

像データのタイミング (位相 ) を互いに合わせる必要がある。

０383 そこで、図3 7に示されるように、外部同期信号であるリフアレンス信号155 1を各 cu

経由で各 cuだけでなく各ヵメラにも供給するようにする。つまり、各ヵメラに内藏さ

れるェンコーダと、各e c uに内藏されるデコーダの動作を全てこのリフアレンス信号1

5 5 1に同期させる。このようにすることにより、不要なバッフアリングなどを行わずに、各

系統のデータ伝送、つまり、各e c uからの画像データの出カタイミングを互いに同期

させることができる。つまり、低遅延を維持しながら、系統間の同期をとることができる

０384 しかしながら、一般的に、ヵメラからe c uまでのデータ伝送を無遅延で行うことはで

きない。つまり、不要なバッフアリングを行わない(すなわち、遅延の増大を抑制する)

ようにするためには、e cuに内藏されるデコーダによるデコード処理の実行タイミング

が、ヵメラに内藏されるェンコーダによるェンコード処理の実行タイミングに対して若

干遅れるのが望ましい。

０385 この実行タイミングの適切な遅延時間は、伝送系の遅延時間に依存するため、例え

ばケーブル長等、各種要因により各系統で互いに典なる恐れがある。そこで、例えば

、各系統について、この遅延時間の適切な値を求め、その値に某づいてェンコーダ

とデコーダの同期タイミングの設定を系統毎に行うようにしてもよい。このように系統毎

に同期タイミングの設定を行うことにより、さらに低遅延を維持しながら、リフアレンス信

号に某づいて系統間の同期をとることができる。

０386 遅延時間の算出は、画像データを実際と同様にヵメラからe c uに伝送させることに

より行う。このとき、伝送させる画像データのデータ呈が必要以上に大きい(例えば画

像の内容が複雑であったりする) と、遅延時間が、実際にデータ伝送を行うときに必



要な遅延時間よりも大きく設定されてしまう恐れがある。つまり、データ伝送において

不要な遅延時間が発生する恐れがある。

０387 図38は、図3 7のデジタルトライアックスシステム 15００におけるデータ伝送の様子の

例を示す図であり、画像データをヵメラから CUに伝送する際の各処理工程時の処

理タイミングの様子の例を示している。図38において、各段のT 乃至T5は、リファレン

ス信号の同期タイミングを表わしている。

０388 図38において、一番上の段は、ヵメラにおいて撮像により画像データが得られたと

き (画像入力) のデータの様子を示している。ここで示されるように、T 乃至T4のそれ

ぞれのタイミングにおいて、1フレーム分の画像データ (画像データ16０1乃至画像デ

ータ16０4 ) が入力される。

０389 図38において、上から2番 目の段は、ヵメラに内蔵されるェンコーダによる符号化処

理が行われたとき (符号 ) のデータの様子を示している。ここで示されるように、タイ

ミングT において、ヵメラに内藏されるェンコーダが、図4等を参照して説明したような

符号化方式で画像データ16０1を符号化すると、2パケット分の符号化データ (パケット

161 1およびパケット1612) が生成される。ここで「パケット」とは、符号化データを所定

のデータ呈毎に分割したもの (符号化データの部分データ) を示す。同様に、タイミン

グT2においては、画像データ16０2から5パケット分の符号化データ (パケット1613乃

至パケット1617) が生成され、タイミングT3においては、画像データ16０3から2パケット

分の符号化データ (パケット1618およびパケット1619) が生成され、タイミングT4にお

いては、画像データ16０4から1パケット分の符号化データ (パケット162０) が生成され

る。ここで、四角で囲まれたパケット161 1、パケット1613、パケット1618、およびパケット

162０ほ、各フレームの画像データの先頭のパケットを示す。

０39０ 図38において、上から3番 目の段は、ヵメラから CUに伝送するとき (伝送 ) のデー

タの様子を示している。ここで示されるように、ヵメラから CUへの伝送ではその伝送

レートの上限が定められており、各タイミングにおいて最大3つのパケットを伝送する

ことができるとすると、上から2番 目の段おいて点線で囲った、タイミングT2の2つのパ

ケット(パケット1616およびパケット1617) は、次のタイミングT3で伝送することになる。

つまり、矢 65 1に示されるように、伝送タイミングが 1タイミング分ずれることになる。



これにより、矢印1652に示されるように、先頭パケット1618がタイミングT3の最後に伝

送され、上から2番 目の段において点線で囲まれたパケット1619は、次のタイミングT4

において伝送される。

０39 1 先頭パケット162０は、矢印1653に示されるように、タイミングT4の最後に伝送される

０392 以上のように、符号呈が多いとデータ伝送に時間を要し、1タイミング内にデータ伝

送を終了させることができなくなる場合がある。図38において、一番下の段は、 CU

に内蔵されているデコーダにより伝送された符号ィヒデータを復号するときのデータの

様子の例を示している。このようなことが発生した場合、画像データ16０2より生成され

たパケット1613乃至パケット1617は、タイミングT3において CU側で揃うため、これら

に対する復号処理は、タイミングT3において行われる。

０393 従って、連続して復号することができるように、画像データ16０1より生成されたパケッ
ト161 1およびパケット1612は、タイミングT2において復号され、画像データ16０3より生

成されたパケット1618およびパケット1619は、タイミングT4において復号され、画像デ

ータ16０4より生成されたパケット162０は、タイミングT5において復号される。

０394 以上のように、例えば、画像データ16０2のようなデータ呈が多い画像データを用い

て遅延時間を測定すると、不要な遅延時間を計測してしまう恐れがある。そこで、遅

延時間の測定のために画像データを伝送する場合、例えば黒画像や白画像のよう

にデータ呈の少ない画像データを用いるようにしてもよい。

０395 図39は、その場合のデジタルトライアックスシステムの構成例を示すブロック図であ

る。図39に示されるデジタルトライアックスシステム 17００は、図3 7を参照して説明した

デジタルトライアックスシステム 15００の一部に対応するシステムであり、某本的に図3

のデジタルトライアックスシステム 1００と同様の構成を有する。図39 においては、説明

に必要な構成のみ示している。

０396 図39 に示されるように、デジタルトライアックスシステム 17００は、例えばデジタルトライ

アックスシステム 15００(図3 7 ) のカメラ15 11に対応するビデオカメラ部 17 13および送信

ユニット17 1０、例えばデジタルトライアックスシステム ００(図37 ) のトライアックスケー

ブル1521 に対応するトライアックスケーブル17 11、例えばデジタルトライアックスシス



テム 15００(図3 7 ) のC CU 531に対応するカメラ制御部 17 12を有する。なお、ビデオカ

メラ部 17 13は、デジタルトライアックスシステム 1００(図3 ) のビデオカメラ部 113にも対応

し、送信ュニット17 1０は、デジタルトライアックスシステム 1００(図3 ) の送信ュニット11０

にも対応し、トライアックスケーブル17 11は、デジタルトライアックスシステム 1００(図3 )

のトライアックスケーブル にも対応し、カメラ制御部 17 12は、デジタルトライアックス

システム 1００(図3 ) のカメラ制御部 112にも対応する。

０397 送信ュニット17 1０は、送信ュニット11０のビデオ信号符号ィヒ部 12０と同等のビデオ信

号符号ィヒ部 172０を有し、カメラ制御部 17 12は、カメラ制御部 112のビデオ信号復号部

136と同等のビデオ信号復号部 1736を有する。送信ュニット17 1０のビデオ信号符号

ィヒ部 172０は、ビデオカメラ部 17 13より供給された画像データを、図4等を参照して説

明したビデオ信号符号ィヒ部 12０と同様の方法で符号ィヒする。さらに、送信ュニット17 1

0は、得られた符号化データをO DMし、得られた変調信号を、トライアックスケーブ

ル17 11を介してカメラ制御部 17 12に送信する。カメラ制御部 17 12は、その変調信号を

受信すると、それをO DM方式で復調する。そしてカメラ制御部 17 12のビデオ信号復

号部 1736は復調して得られた符号化データを復号し、得られた画像データを後段の

システム (例えばスイッチヤ等 ) に出力する。

０398 なお、カメラ制御部 17 12には、外部同期信号175 1が供給される。また、その外部同

期信号175 1は、トライアックスケーブル17 11を介して送信ュニット17 1０にも供給される

。送信ュニット17 1０およびカメラ制御部 17 12は、この外部同期信号に同期して動作す

る。

０399 また、送信ュニット17 1０は、カメラ制御部 17 12との同期タイミングを制御する同期制

御部 177 1を有する。同様に、カメラ制御部 17 12は、送信ュニット17 1０との同期タイミン

グを制御する同期制御部 1761を有する。当然、外部同期信号175 1は、これらの同期

制御部 1761および同期制御部 177 1にも供給される。同期制御部 1761および同期制

御部 177 1は、それぞれ、カメラ制御部 17 12および送信ュニット17 1０が、この外部同期

信号175 1に同期しながら、かつ相互の同期タイミングが適切となるよぅに制御を行ぅ。

０4００ この制御処理の流れの例を図4０のフローチヤートを参照して説明する。

０4０1 制御処理が開始されると、カメラ制御部 17 12の同期制御部 1761 は、ステップ53０1に



おいて、同期制御部 177 1と通信を行い、制御コマンドを授受することができるように、

コマンド通信を確立する。これに対応して送信ユニット17 1０の同期制御部 177 1も同様

に、ステップ532 1において、同期制御部 1761 と通信を行い、コマンド通信を確立する

０4０2 制御コマンドが授受できるようになると、同期制御部 1761 は、ステッ 5 3０2 において

、同期制御部 177 1に対し、ェンコーダに全画素が黒の ピクチヤ分の画像である黒画

を入れさせる。同期制御部 177 1は、データ最の少ない黒画 (全画素が黒の ピクチヤ

分の画像 ) の画像データ1781 (以下、黒画1781 と称する) を有しており、ステップ5322

において、同期制御部 1761 よりその指示を受けると、ステッ 5323において、この黒

画1781 をビデオ信号符号化部 172 ０(エンコーダ) に供給し、ステッ 5324 において、

ビデオ信号符号化部 172 ０を制御し、ビデオカメラ部 17 13より供給される画像データの

場合 (実際の場合 ) と同様にその黒画1781 を符号化させる。さらに、同期制御部 177 1

は、ステッ 325 において、送信ユニット17 1０を制御し、得られた符号化データのデ

ータ伝送を開始させる。より具体的には、同期制御部 177 1は、送信ユニット17 1０を制

御し、その符号化データを実際の場合と同様にO DMさせ、得られた変調信号を、ト

ライアックスケープル17 11を介してカメラ制御部 17 12に伝送させる。

０4０3 同期制御部 1761 は、同朋制御部 177 1に対して指示を出した後、ステッ 53０3およ

びステッ 5 3０4 において、変調信号が送信ユニット17 1０からカメラ制御部 17 12に伝

送されるまで待機する。ステッ 53０4 において、カメラ制御部 17 12がデータ (変調信

号) を受信したと判定した場合、同期制御部 1761 は、処理をステッ 53０5 に進め、カ

メラ制御部 17 12を制御し、その変調信号をO DM方式で復調させ、ビデオ信号復号

部 1736 に、得られた符号化データのデコード(復号) を開始させる。デコードを開始さ

せると、同期制御部 1761 ほ、ステッ 3０6およびステッ 3０7 において、そのデコー

ドが完了するまで待機する。ステッ 3０7 において、デコードが完了し、黒画が得ら

れたと判定した場合、同期制御部 1761 は、処理をステッ 53０8 に進める。

０4０4 ステッ 5 3０8 において、同期制御部 1761 は、以上のようにステッ7 5 3０2 において指

示を出してからステップ5 3０7 においてデコードが完了したと半り定するまでの時間に某

づいて、ビデオ信号復号部 1736 のデコード開始タイミング (ビデオ信号符号化部 172



0のェンコード開始タイミングに対する相対的なタイミング) を設定する。もちろんこの

タイミングは、外部同期信号175 1に同期する。

０4０5 ステッ 53０9において、同期制御部 1761 は、同期制御部 177 1に対して、ビデオカメ

ラ部 17 13からの撮像画像をェンコーダに入れさせるように指示を出す。ステッ 326

においてその指示を取得すると、同期制御部 177 1は、ステップ5327 において、送信

ユニット17 1０を制御し、ビデオカメラ部 17 13より供給される撮像画像の画像データを

所定のタイミングでビデオ信号符号化部 172０に供給させる。

０4０6 ビデオ信号符号化部 172０は、その供給タイミングに対応する所定のタイミングで撮

像画像の符号化を開始する。また、ビデオ信号毎号部 1736は、ステッ 3０8におい

て行われた設定に基づいて、そのェンコード開始タイミングに対応する所定のタイミ

ングでデコードを開始する。

０4０7 以上のように、同期制御部 1761および同期制御部 177 1は、データ呈の少ない画像

データを用いてェンコーダとデコーダとの間の同期タイミングの制御を行うことにより、

この同期タイミングの設定による不要な遅延時間の増大を抑制することができる。これ

により、デジタルトライアックスシステム 17００は、低遅延を維持し、データ伝送に必要

なバッファの増大を抑制しながら、画像データの出力を他の系統と同期させることが

できる。

０4０8 なお、以上においては、同期タイミングの制御に黒画を用いるように説明したが、デ

ータ呈が 、さい画像であればよく、例えば、全画素が白色の画像である白画など、ど

のような画像を用いるようにしてもよい。

０4０9 また、以上においては、カメラ制御部 17 12に内蔵される同期制御部 1761 が送信ユ

ニット17 1０に内蔵される同期制御部 177 1にェンコード開始等の指示を出すように説

明したが、これに限らず、同期制御部 177 1が主体となって制御処理を行うようにし、

デコードの開始等の指示を出すようにしても良い。また、同期制御部 1761および同期

制御部 177 1を、送信ユニット17 1０およびカメラ制御部 17 12と別体として構成するよう

にしてもよい。また、同期制御部 1761および同期制御部 177 1を1つの処理部として構

成するようにしてもよく、その際、同期制御 11761および同期制御部 177 1を、送信ユ

ニット17 1０に内蔵させるようにしてもよいし、カメラ制御部 17 12に内蔵させるようにして



もよいし、それらとは別体として構成されるようにしてもよい。

０4 1０ 上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフトウェアに

より実行させることもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そ

のソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに細み込まれているコン

ピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行す

ることが可能な、例えば、汎用のパーソナルコンピュータ、または、複数の装置よりなる

情報処理システムの情報処理装置などに、プログラム記録媒体からインストールされ

る。

０4 1 1 図4 1は、上述した一連の処理をプログラムにより実行する情報処理システムの構成

の例を示すブロック図である。

０4 12 図4 1に示されるように、情報処理システム2０００は、情報処理装置2００1、その情報処

理装置2００1と C バス2００2 によって接続された、記憶装置2００3 、複数台のビデオテ

ープレコーダ (VTR) であるVTR2 ００4 1乃至VTR2 ００4 、ユーザがこれらに対する操

作入力を行うためのマウス2００5 、キーボード2００6 、並びに操作コントローラ2００7 により

構成されるシステムであり、インストールされたプログラムによって、上述したような画

像符号化処理や画像復号処理等を行うシステムである。

０4 13 例えば情報処理システム2０００の情報処理装置2００1は、R A D (Redundant A a s O

n d e p e n d e n D sk s) でなる大容呈の記憶装置2００3 に記憶されている動画コンテンツ

を符号化して得られた符号化データを記憶装置2００3 に記憶させたり、記憶装置2００3

に記憶されている符号化データを復古して得られた復古画像データ (動画コンテンツ

) を記憶装置2００3 に記憶させたり、符号化データや復古画像データをVTR2 ００4 1乃

至VTR2 ００4 を介してビデオテープに記録したりすることができる。また、情報処理

装置2００1は、VTR2 ００4 1乃至VTR2 ００4 に装若されたビデオテープに記録された

動画コンテシソを記憶装置2００3 に取り込み得るようにもなされている。その際、情報

処理装置2００1が、動画コンテシソを符号化するようにしてもよい。

０4 14 情報処理装置2００1は、マイクロプロセッザ 2 1０1 G P U ( G aph cs ocess ng Un ) 2 1

０2 X D (E x eme Da a R a e ) RAM21０3 ザウスブリッ、ジ2 1０4 DD ( a d D sk D

ve) 2 1０5 U B (Un ve sa e a Bus) インタフェース (U B ( n e ace) ) 2 1０6 およ



びザウンド人出カコーデック2 1０7を有している。

０4 15 G P U21 ０2 ほ専用のバス2 1 を介してマイクロプロセッサ2 1０1に接続される。X D

AM21 ０3 は専用のバス2 1 12を介してマイクロプロセッザ 2 1０1に接続される。ザウスブリ

、、ソジ2 1０4 は、専用のバスを介してマイクロプロセッザ 2 1０1の1 ( n Ou ) コントローラ2

144 に接続される。このザウスブリッジ2 1０4 には、 DD21０5 U Bインタフェース2 1０6

および、ザウンド人出カコーデック2 1０7も接続されている。このザウンド人出カコーデ

、ソク2 1０7 にはスピーヵ2 121 が接続されている。また、G P U21 ０2 にはディスプレイ2 122

が接続されている。

０4 16 またザウスブリッジ2 1０4 には、さらに、 C バス2００2を介して、マウス2００5 、キーボー

ド2００6 VT 2００4 1乃至VTR2 ００4 、記憶装置2００3 、並びに、操作コントローラ2００7

が接続されている。

０4 17 マウス2００5 およびキーボード2００6 ほ、ユーザの操作入力を受け、 C バス2００2およ

びザウスブリッジ2 1０4を介して、ユーザの操作入力の内容を示す信号を、マイクロプ

ロセッザ 2 1０1に供給する。記憶装置2００3 およびVTR2 ００4 1乃至VTR2 ００4 は、所

定のデータを記録または再生できるようになされている。

０4 18 C バス2００2 にはさらに、必要に応じてドライブ2００8 が接続され、磁気ディスク、光

ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモりなどのりム一バブルメディア2０1 1が適

宜装若され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて DD2

1０5 にインストールされる。

０4 19 マイクロプロセッザ 2 1０1は、O (Ope a ng s e m ) 等の基本プログラムを実行する

汎用のメイン P Uコア2 141 と、メイン P Uコア2 141 に内部バス2 145 を介して接続され

た複数にの場合8個 ) のR S C (Reduced n s uc on S e C om e )タイプの信号処理

プロセッザである、ザブ P Uコア2 142 1乃至ザブ P Uコア2 142 8と、例えば256 MB

e の容呈を持つXDR RAM ０3 に対するメモリコントロールを行うメモリコントローラ2 1

4 3 と、ザウスブリッジ2 1０4 との間でデータの人出力を管理する1 コントローラ2 144 と

が 1チップに集積されたマルチコア構成でなり、例えば動作周波数4 G ，を実現して

いる。

０4 2０ このマイクロプロセッザ 2 1０1は、起動時、 DD21０5 に格納された制御プログラムに



某づき、 D D 2 1０5 に格納されている必要なアプリケーションプログラムを読み出してX

D R RAM ０3 に展開し、この後このアプリケーションプログラム及びオペレータ操作

に基づいて必要な制御処理を実行する。

０4 2 1 また、マイクロプロセッザ 2 1０1は、ソフトウェアを実行することにより、例えば、上述し

た各実施の形態の画像符号化処理や画像復号処理を実現し、ェンコードの結果得

られた符号化ストリームを、ザウスブリッジ2 1０4 を介して、 D D 2 1０5 に供給して記憶さ

せたり、デコードした結果得られる動画像コンテシソの再生映像を、G U21 ０2 ヘデー

タ転送して、ディスプレイ2 122 に表示させたりすることができる。

０422 マイクロプロセッザ 2 1０1内の各 P U コアの使用方法は任意であるが、例えば、メイン

P U コア2 141 が、データ制御部 137 が行うビットレート変換処理の制御に関する処理

を行い、8 個のザブ P U コア2 142 1乃至ザブ P U コア2 142 8の一部または全部を制

御し、例えば符号呈のカウント等の、ビットレート変換処理の詳細の処理を実行させる

ようにしてもよい。複数の P U コアを用いることにより、例えば複数の処理を同時並列

的に行うことが可能になり、より高速にビットレート変換処理を行うことができる。

０423 また、画像符号化処理、画像復号処理、または通信に関する処理等の様に、ビット

レート変換以外の処理がマイクロプロセッザ 2 1０1内の任意の P U コアにおいて行わ

れるようにしてもよい。その際、各 P U コアにおいて互いに典なる処理が同時並列的

に実行されるようにしてもよく、これにより、各処理の効率を向上させ、処理全体の遅

延時間を短縮させ、さらに、負荷、処理時間、および、処理に必要なメモり容呈を低

減させるようにしてもよい。

０424 また、例えば、 C バス 2 ００2 に、独立したェンコーダまたはデコーダ、もしくは、コー

デック処理装置が接続されている場合、マイクロプロセッザ 2 1０1の8 個のザブ P U コ

ア2 142 1乃至ザブ P U コア2 142 8が、ザウスブリッジ2 1０4 および C バス 2 ００2 を介し

て、これらの装置が実行する処理を制御するようにしてもよい。さらに、これらの装置

が複数接続されている場合、または、これらの装置が複数のデコーダまたはェンコー

ダを含んでいる場合、マイクロプロセッザ 2 1０1の8 個のザブ P U コア2 142 1乃至ザブ

P U コア2 142 8は、複数のデコーダまたはェンコーダが実行する処理を、分担して

制御するようにしてもよい。



０425 このときメイン PUコア2 141は、8個のザブ PUコア2 142 1乃至ザブ PUコア2 142 8

の動作を管理し、各ザブ PUコア2 142に対して処理を割り当てたり、処理結果を引き

取ったりする。さらに、メイン PUコア2 141は、これらのザブ PUコア2 142 1乃至ザブ

PUコア2 142 8が行う以外の処理も行う。例えば、メイン PUコア2 141 は、ザウスブリ

ッ、ジ2 1０4を介してマウス2００5、キーボード2００6、または、操作コントローラ2００7から供

給された命令を受け付け、命令に応じた種々の処理を実行する。

０426 GPU21０2ほ、ディスプレイ2122 に表示する動画コンデスソの再生映像を動かすとき

のテクスチヤの張り込みなどに関する最終的なレンダリング処理に加えて、動画コン

テシソの再生映像及び静止画コンテシソの静止画像をディスプレイ2 122に一度に複

数表示するときの座標変換計算処理や、動画コンテシソの再生映像及び静止画コン

テシソの静止画像に対する拡大・縮小処理等を行う機能を司り、マイクロプロセッザ2

1０1の処理負担を軽減させるようになされている。

０427 GPU21０2は、マイクロプロセッザ2 1０1の制御のもとに、供給された動画コンテシソの

映像データや静止画コンテシソの画像データに対して所定の信号処理を施し、その

結果得られた映像データや画像データをディスプレイ2 122へ送出して、画像信号を

ディスプレイ2 122へ表示させる。

０428 ところで、マイクロプロセッザ2 1０1における8個のザブ PUコア2 142 1乃至ザブ PU

コア2 142 8で同時並列的にデコードされた複数の動画コンテンソにおける再生映像

は、バス2 111を介して PU21０2ヘデータ転送されるが、このときの転送速度は、例え

ば、最大3０Gb e sec であり、特殊効果の施された複雑な再生映像であっても高速

かつ滑らかに表示し得るようになされている。

０429 また、マイクロプロセッザ2 1０1は、動画コンテシソの映像データ及び音声データのう

ち音声データに対して音声ミキシング処理を施し、その結果得られた編集音声デー

タを、ザウスブリッジ2 1０4およびザウンド人出カコーデック2 1０7を介して、スピーヵ2 12

1へ送出することにより、音声信号に基づく音声をスピーヵ2 121から出力させることも

できる。

０43０ 上述した一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合にほ、そのソフトウェアを構

成するプログラムが、ネットワークや記録媒体からインストールされる。



０4 3 1 この記録媒体は、例えば、図4 1に示されるように、装置本体とは別に、ユーザにプロ

グラムを配信するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク (フレ

キシブルディスクを含む) 、光ディスク (CD ROM(Compact D sc Read O n Me o

) DVD (D g a V e sa e D sc ) を含む) 、光磁気ディスク (MD (M n D sk)を含む 、

もしくは半導体メモりなどよりなるりム一バブルメディア2０1 1により構成されるだけでな

く、装置本体に予め細み込まれた状態でユーザに配信される、プログラムが記録され

ている DD21０5や ，記憶装置2００3 等で構成される。もちろん、記録媒体は、R O Mやフ

ラッシュメモり等の半導体メモりであってもよい。

０432 以上においては、マイクロプロセッザ 2 1０1内に8個のザブ P Uコアが構成されるよう

に説明したが、これに限らず、ザブ P Uコアの数は任意である。また、マイクロプロセ

ッザ 2 1０1が、メイン P Uコア2 141 とザブ P Uコア2 142 1乃至ザブ P Uコア2 142 8のよ

うな複数のコアにより構成されていなくてもよく、シングルコア ( 1つのコア) により構成

される P Uを用いるようにしてもよい。また、マイクロプロセッザ 2 1０1の代わりに複数の

P Uを用いるようにしてもよいし、複数の情報処理装置を用いる (すなわち、本発明の

処理を実行するプログラムを、互いに連携して動作する複数の装置において実行す

る) ようにしてもよい。

０433 なお、木明細菩において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは

、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的

に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。

０434 また、木明細菩において、システムとは、複数のデバイス (装置) により構成される装

置全体を表わすものである。

０435 なお、以上において、1つの装置として説明した構成を分割し、複数の装置として構

成するようにしてもよい。逆に、以上において複数の装置として説明した構成をまとめ

て1つの装置として構成されるようにしてもよい。また、各装置の構成に上述した以外

の構成を付加するようにしてももちろんよい。さらに、システム全体としての構成や動

作が実質的に同じであれば、ある装置の構成の一部を他の装置の構成に含めるよう

にしてもよい。

産業上の禾 用可能，生



０436 本発明は、例えば、 に適用することが可能である。



請求の範囲

画像データを符号化して符号化データを生成する情報処理装置であって、

周波数帯域毎に分解された係数データを、最低城成分のザブバンドの ライン分の

係数データを生成するのに必要なライン数分の画像データを含むラインブロック毎に

、周波数帯域に分解された複数のザブバンドの係数データを合成して画像データを

生成する合成処理を実行する順に予め並び替える並び替え手段と、

前記並び替え手段により並び替えられた係数データを、ラインブロック毎に符号化

して符号化データを生成する符号化手段と、

前記符号化手段により生成された符号化データを記憶する記憶手段と、

前記記憶手段により前記符号化データが前記ラインブロック複数分記憶される度に

、前記符号化データの符号呈の総和を算出する算出手段と、

前記算出手段により算出された符号呈の総和が前記 目標符号呈に達した場合、前

記記憶手段に記憶されている前記符号化データを出力する出力手段と

を備える情報処理装置。

前記出力手段は、前記符号化データのビットレートを変更する

請求項 に記載の情報処理装置。

前記並び替え手段は、前記係数データを、ラインブロック毎に、低城成分から高城

成分の順に並び替える

請求項 に記載の情報処理装置。

前記並び替え手段および前記符号化手段を、ラインブロック毎にそれぞれ並列動

作させるよぅに制御する制御手段を更に備える

請求項 に記載の情報処理装置。

前記並び替え手段および前記符号化手段は、並列的に各処理を行ぅ

請求項 に記載の情報処理装置。

前記画像データに対して、ラインブロック毎にフィルタ処理を行い、周波数帯域毎

に分解された係数データからなる複数のザブバンドを生成するフィルタ手段を更に備

ぇる

請求項 に記載の情報処理装置。



7 前記符号化データを復号する復号手段を更に備える

請求項 に記載の情報処理装置。

8 前記符号化データを互いに典なる周波数領城て変調して変調信号を生成する変

調手段と、

前記変調手段により生成された変調信号を周波数多重化して増幅させる増幅手段

と、

前記変調手段により増幅された変調信号を合成して伝迭する伝迭手段と

を更に備える請求項 に記載の情報処理装置。

9 周波数領城の減衰卒に某っいて、前記変調手段の変調方式を設定する変調制御

手段を更に備える

請求項8に記載の情報処理装置。

０ 周波数領域の減衰卒か閾値以上の場合に、高域成分に対する信号点距離を大き

く設定する制御手段を更に備える

請求項8に記載の情報処理装置。

周波数領城の減衰卒か閾値以上の場合に、高域成分に対するェラ一訂正ヒソトの

刮当呈を多く設定する制御手段を更に備える

請求項8に記載の情報処理装置。

2 周波数領城の減衰卒か閾値以上の場合に、高域成分に対する圧縮率を高く設定

する制御手段を更に備える

請求項8に記載の情報処理装置。

3 変調手段は、O DM方式て変調する

清求項8に記載の情報処理装置。

4 データ呈か閾値より少ない画像データを用いて、前記符号化手段と前記符号化デ

ータを復号する復号手段との間て同期タイミンクの制御を行ぅ同期制御都を更に備

ぇる

請求項 に記載の情報処理装置。

5 前記データ呈か閾値より少ない画像データは、企画素か黒の ピクチャ分の画像て

ある



請求項 4に記載の情報処理装置。

6 画像データを符号ィヒして符号化データを生成する情報処理装置の情報処理方法

周波数帯域毎に分解された係数データを、最低城成分のザブバンドの ライン分の

係数データを生成するのに必要なライン数分の画像データを含むラインブロック毎に

、周波数帯域に分解された複数のザブバンドの係数データを合成して画像データを

生成する合成処理を実行する順に予め並び替え、

並び替えられた係数データを、ラインブロック毎に符号化して符号化データを生成

し、

生成された符号化データを記憶し、

前記符号化データが前記ラインブロック複数分記憶される度に、前記符号化データ

の符号呈の総和を算出し、

算出された符号呈の総和が前記 目標符号呈に達した場合、記憶されている前記符

号化データを出力する

ステップを含む情報処理方法。



















































































INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No

PCT/JP2008/051353
A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
H04N7/30{2006.01) i

According to International Patent Classi cation (IPC) or to both national classification and IPC

B FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
H04N7/26-7/68, H04N1/41-1/419

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included m the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shman Toroku Koho 1996-2008
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2008 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2008

Electronic daぬbase consulted during the intern tional s㏄rch (name of d ぬ base and, where practicable, search terms used)

C DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No

A JP 2005-39793 A (Ricoh Co., Ltd.), 1-16
10 February

「
2005 (10.02.05),

Full text; all drawings
6 US 2004/0264785 Al

A JP 2003-234905 A (Ricoh Co., Ltd.), 1-16
22 August, 2003 (22.08.03),
Full text; all drawings
(Family: none)

A JP 2002-165098 A (Sony Corp.)
「

1-16
07 June, 2002 (07.06.02) ,
Full text; all drawings
& US 2002/0064232 Al

Further documents are listed in the contmuation of Box C See patent family annex

* Special categories of cited documen " " later document published after the international filing date or priority
"A" document de ning the general te of the art which is not considered to date and not in conflict with the application but cited to understand

be of particular relevance the principle or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing "X" document of particular relevance, the claimed invention cannot be
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation or other "γ document of particular relevance, the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means combined with one or more other such documents, such combination

"P ' document published prior to the international filing date but later than the being obvious to a person skilled in the art

priority date claimed "&' document member of the same patent family

Date of the actual ㏄mpletion of the interna onal search Date of mailing of the international search report
2 8 April , 2 0 0 8 ( 2 8 . 0 4 . 0 8 ) 1 3 May, 2 0 0 8 ( 1 3 . 0 5 . 0 8 )

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer
Japanese Patent Office

Facsimile No. Telephone No
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2007)



国際調査報告 国際出 番号 P C Tノ J P 2 0 0 ノ0 5 1 3 5 3

A . 発明(D 属する分野 (D 分類 (国際特許分類 ( I P C) )
Int Cl H04N7/30 (2006. 01) i

B . 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資片 (国際特許分類 ( I P C ) )

Int Cl H04N7/26-7/68, H04N1/41-1/419

最小限資料以外の資料て調査を行 た分野に含まれる もの

日本国実用新案公報 1922 1996 年
日本国公開実用新案公報 1971 2008 年
日本国実用新案登録公報 1996-2008 年
日本国登録実用新案公報 1994-2008 年

国際調査て使用した電子テ タ ス テ タ ス の名称、調査に使用した用語

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の -
カテ 引用文献名 及ひ一部の箇所か関連すS i きは、その関連する箇所の表示 請木の範囲の番号

JP 2005-39793 A (株式会社 -) 2005. 02. 10, 全文、 1-16
US 2004/0264785 Al

JP 2003-234905 A (株式会社 - ) 2003. 08. 22, 全文 1-16

(ファ な し)

JP 2002-165098 A (ソ - 株式会社) 2002. 06. 07, 全文 1-16
US 2002/0064232 A l

デ C欄の続きにも文献か 挙 されて る。 デ テ トフア リ に関する別紙を参 。

引用文献のカテ の 日の後に公表 れた文献
ΓA 特に関連 (D ある文献てはな 、一般的技術水準を示す ΓT 国際出順 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出順 i 矛盾するものてはな < 、発明の原理又は理
ΓE 国際出願 日前 (D 出願または特許てあるか、国際出順 日 (D 理解 (D ために引用するも (D

以後に公表 れたもの 特に関連のある文献てあ て、当該文献のみて発明
ΓL 優先権 張に疑義を提起する文献又は他 (D文献 (D発行 新規性又は進歩性かな と考えられるも (

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す 特に関連のある文献てあ て、当該文献 i 他の i 以
る文献 理由を付す 上 (D文献 と (D 、当業者にと て自明てある組合 に

ΓO 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩 性かな i 考えられるもの
r p j 国際出願 日前て、か 優先権の 張の基礎 となる出頗 Γ& J 同一 °テ ト ア リ 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 8 . 0 4 . 2 0 0 1 3 . 0 5 . 2 0 0

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 5 C 3 3 5 1
日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 石川 亮

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5
東京都千代田区霞か関三丁目 4番 3号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 4 1

様式 P C Tノ I S Aノ 2 1 0 (第 2 ) ( 2 0 0 7年 4月 )


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

