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� はじめに

������ �������������は，各フレームごとに独立
して符号化する動画像の規格で，����では不可能だっ
た可逆符号化が可能である．そのため���はデジタル
シネマ，医療など様々な環境での利用が期待されてい
る．一方で，���は����に比べて符号化効率が低く，
端末の処理負荷も大きい�そこで本検討では，����� ��

���������	
�を利用して，���の符号量を制御する手
法を検討する．さらに「����� ���法」の欠点を明らかに
し，欠点を克服した柔軟な符号量制御の手法を検討する．
� ���における���の利用

��� ���の利用

本検討では，���を構成する各フレームに対して! 興
味領域 ��	
領域�と非興味領域 ������	
領域�に区別
する．さらに �����	
領域に対してビットの切捨てを
行い，���全体のレート制御を行う．
��� ��	
����法

����� ���法には，「�	
領域を任意の形状で定義でき，
�	
領域の位置や形状を特定するための情報をデコーダ
に伝達する必要が無い．」という利点がある一方で，「�	

領域の変換係数を一括してシフトアップするため，�	

領域と �����	
領域の画質制御を行えない�」という欠
点がある� そこで，�	
領域と �����	
領域の画質制
御が行えるような �	
符号化法が必要となる．
� 提案手法

本提案手法では �	
領域がロスレスのままで，さら
に�	
領域と �����	
領域の画質差ならびに画像全体
の符号量を制御する手法を検討する．これは，�����	

領域を複数の領域に分割し，それぞれの領域に関してシ
フトアップ数を変化させる．概念図を図 �に示す．図 �
は，まず �����	
領域の下位ビットから切り捨て符号
量の制御を行い，さらに �����	
領域の領域分割数と
それぞれの領域のシフトアップ数によって，�	
領域を
ロスレスのままで �	
領域と �����	
領域の画質差を
制御する．
� 実験

実験として，��������画像について����� ���法で
�	
符号化した画像と，提案手法による画像の画像全体
の画質を比較する．原画像として �����"��× "���を用
い，これを #× #$%&個のタイルに分割し，それぞれを
異なる値でシフトアップを行った．領域の分割方法を図
��左�に，シフトアップしたビット数の詳細を表 �に示
す．次に提案手法による画像と����� ���法で符号化し
た画像との �'(�を測定しその結果を図 ��右�に示す．
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図 � 提案手法

表 � シフトアップするビット数
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図 � 分割方法 �左�，����� ���法と提案手法の比較 �右�

図 * ����� ���（左），提案手法（右）の画像比較
図 �より����� ���法によって符号化した画像はビッ

トレートが低くなると急激に �'(�が低下する．一方，
提案手法による画像は，����� ���法による画像に比べ
て高ビットレート時は �'(� は低いが，ビットレート
を下げても �'(�が緩やかに低下する．このことより，
低ビットレート時は，提案手法では �	
領域はロスレ
スでなおかつ �����	
領域に関しても分割した領域ご
とに画質を制御し，画像全体としても通常の �	
符号
化に比べて画質の向上が実現される．
� 提案手法の動画への応用

��� ���符号化した���

次に，本提案手法を用いて符号化した ���を全ての
フレームに用いて，���画像を生成した．本手法が適用
されている���は，タイル化による歪がより強調され，
周縁部に関しては画質の劣化が顕著である．しかし本手
法は，�	
領域を中心として画像を見ると����� ���法
による���画像と比較して，主観的に品質の良い画像
が得られた．
本提案で作成する���は，�	
領域に関してはロス

レスだが，全体としてはロッシーになっている．本提案
では，最終的にはロスレス画像の実現を目標としている
ため，作成した���が最終的にロスレスになるような
手法を現在検討中である．
� まとめ

本稿では，����� ���法による�	
符号化の画質制御
に関する欠点を指摘し，その解決のための手法を提案
した．また実験から提案手法により画質制御が可能にな
ることを示した．さらに低ビットレートでは提案手法が
����� ���法と比較して高画質を得ることがわかった．今
後は，作成した���のロスレス化について引き続き検
討する．
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