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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立体的レンダリングを可能にする信号を生成する画像エンコード方法であって、前記信
号に含めるため、視覚画像が標準に従ってエンコードされる１次のエンコードステップと
、前記信号に含めるため、前記視覚画像内のそれぞれの領域と仮想観察者との間のそれぞ
れの距離を示す、それぞれの値を有する前記視覚画像と関連する立体可能なデータが、関
係する前記標準に従って前記視覚画像と結合できる補助画像であるかのようにエンコード
される補助エンコードステップと、前記信号を受信し、前記標準に従って動作し、前記視
覚画像を有する出力画像を生成するデコード装置により、立体的表示装置に伝達されると
き前記出力画像の立体的レンダリングを可能にするため、前記出力画像の少なくとも一つ
の特定領域内に前記立体可能なデータを含ませる、前記信号に含まれる合成規定が供給さ
れる合成規定ステップとを有する、画像エンコード方法。
【請求項２】
　オリジナルの立体可能なデータが、前記補助エンコードステップでエンコードされる前
記立体可能なデータを得るために圧縮される圧縮ステップを有し、前記圧縮ステップは、
エンコードされる前記立体可能なデータが前記オリジナルの立体可能なデータの解像度よ
り低い解像度を持つように、前記オリジナルの立体可能なデータがサブサンプリングされ
るサブサンプリングステップを有する、請求項１に記載の画像エンコード方法。
【請求項３】
　前記合成規定ステップにおいて、供給される前記合成規定は、前記出力画像の上位ライ
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ンのセット及び下位ラインのセットの少なくとも一方のラインのセットに前記立体可能な
データの一部を前記デコード装置により挿入させる、請求項１に記載の画像エンコード方
法。
【請求項４】
　前記補助エンコードステップにおいて、ＤＶＤ標準又はブルーレイディスク標準という
２つの標準の少なくとも一方の標準に従ってグラフィック画像として前記立体可能なデー
タがエンコードされる、請求項２に記載の画像エンコード方法。
【請求項５】
　前記合成規定は、前記合成規定が前記グラフィック画像と関連する合成セグメントに含
まれるフォーマッティングステップを有する、請求項４に記載の画像エンコード方法。
【請求項６】
　前記圧縮ステップは、近似態様で前記立体可能なデータを表す描画像が生成される描画
像生成ステップを有し、前記描画像は描画プリミティブにより表せる基本的グラフィック
対象物を有し、前記描画プリミティブの少なくとも一つのセットは前記描画像に基づいて
生成される、請求項２に記載の画像エンコード方法。
【請求項７】
　前記補助エンコードステップにおいて、前記描画プリミティブはブルーレイディスク標
準に従ってインタラクティブグラフィックデータストリームに含まれるＪａｖａ（登録商
標）プログラムの形式で表される、請求項６に記載の画像エンコード方法。
【請求項８】
　前記補助エンコードステップにおいて、前記立体可能なデータはピクチャインピクチャ
形式で表示されるべき補助視覚画像としてエンコードされ、前記合成規定ステップにおい
て、供給される前記合成規定は、前記補助視覚画像が主要視覚画像であって前記視覚画像
がサブ画像であるかのように、関係する前記デコード装置により前記視覚画像の縮尺され
たバージョンをピクチャインピクチャ形式で前記補助視覚画像に挿入させる、請求項１に
記載の画像エンコード方法。
【請求項９】
　前記視覚画像のそれぞれの領域と前記仮想観察者との間のそれぞれの距離を示すそれぞ
れの値を有する前記立体可能なデータが、深度マップと、前記視覚画像内の一つ以上の前
景の対象物により少なくとも部分的に閉塞される一つ以上の背景対象物を表す少なくとも
一つの閉塞画像とのモザイクにより形成されるモザイク画像形成ステップを有する、請求
項８に記載の画像エンコード方法。
【請求項１０】
　立体的レンダリングのための項目が選択されるとき、前記デコード装置が、前記表示装
置に伝達されるべき前記出力画像の前記少なくとも一つの特定の領域に前記立体可能なデ
ータを含むように、前記立体的レンダリングのための前記項目が前記合成規定と関連する
、立体的レンダリングのための前記項目を有するメニューが規定されるメニュー規定ステ
ップを有する、請求項１に記載の画像エンコード方法。
【請求項１１】
　標準に従って視覚画像を表す１次のエンコードされたデータと、前記視覚画像内のそれ
ぞれの領域と仮想観察者との間のそれぞれの距離を示す、それぞれの値を有する立体可能
なデータが、関係する前記標準に従って前記視覚画像と結合できる補助画像であるかのよ
うに、前記視覚画像と関連する立体可能なデータがエンコードされる、前記立体可能なデ
ータを表す補助エンコードデータと、合成規定データを受信し、前記標準に従って動作し
、前記視覚画像を有する出力画像を生成するデコード装置により、立体的表示装置に伝達
されるとき前記出力画像の立体的レンダリングを可能にするため、前記出力画像の少なく
とも一つの特定領域内に前記立体可能なデータを含ませる合成規定データとを有する、デ
ータ担体。
【請求項１２】
　立体的レンダリングを可能にする信号を生成する画像エンコーダであって、前記信号に
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含めるため、標準に従って視覚画像をエンコードする１次のエンコードモジュールと、前
記信号に含めるため、前記視覚画像内のそれぞれの領域と仮想観察者との間のそれぞれの
距離を示す、それぞれの値を有する立体可能なデータが、関係する前記標準に従って前記
視覚画像と結合できる補助画像であるかのように、前記視覚画像と関連する立体可能なデ
ータをエンコードする補助エンコードモジュールと、前記信号を受信し、前記標準に従っ
て動作し、前記視覚画像を有する出力画像を生成するデコード装置により、立体的表示装
置に伝達されるとき前記出力画像の立体的レンダリングを可能にするため、前記出力画像
の少なくとも一つの特定領域内に前記立体可能なデータを含ませる、前記信号に含まれる
合成規定を供給する合成規定モジュールとを有する、画像エンコーダ。
【請求項１３】
　標準に従って視覚画像を表す１次のエンコードされたデータと、前記視覚画像内のそれ
ぞれの領域と仮想観察者との間のそれぞれの距離を示す、それぞれの値を有する立体可能
なデータが、関係する前記標準に従って前記視覚画像と結合できる補助画像であるかのよ
うにエンコードされる、前記視覚画像と関連する立体可能なデータを表す補助エンコード
データと、デコード装置により、立体的表示装置に伝達されるとき前記出力画像の立体的
レンダリングを可能にするため、前記出力画像の少なくとも一つの特定領域内に前記立体
可能なデータを含ませる合成規定データとを有する信号を処理するプロセッサを有する画
像デコーダであって、前記デコード装置は、前記信号を受信し、前記標準に従って動作し
、前記視覚画像を有する出力画像を生成し、前記プロセッサが、前記立体可能なデータを
有する前記出力画像内に少なくとも一つの特定領域の指標を、前記出力画像に埋め込まれ
るヘッダの形式で立体的表示装置へ供給する、画像デコーダ。
【請求項１４】
　プログラマブルプロセッサへロードするとき、請求項１に記載の画像エンコード方法を
前記プログラマブルプロセッサに実施させる命令のセットを有するコンピュータプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に立体的なレンダリングを可能にする画像エンコード方法に関する。この
画像エンコード方法は、例えば、映画又は他のタイプのビデオの立体的なバージョンを有
する光ディスク又は他のタイプのデータキャリアを作るために使用される。本発明の他の
態様は、データキャリア、信号、画像エンコーダ、画像デコーダ及びプログラマブルプロ
セッサ用のコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　３次元（３Ｄ）視聴経験とも呼ばれる立体的な視聴経験は、シーンの異なる視野を観察
者の左目及び右目に提示することにより達成できる。これらの異なる視野は、深度印象を
供給するわずかに異なる角度から見られる関係するシーンを表す。立体的なレンダリング
システムは、システムが観察者に提示される必要がある異なる視野を引き出せるデータを
受信する必要がある。この立体的なデータは、例えば、一対の視覚画像映像を有し、これ
ら視覚映像の一方が左目視野を表わし、他方が右目視野を表す。これは、古典的手法であ
る。
【０００３】
　あるいは、立体的なデータは、視覚画像と関連するいわゆる深度マップを有する。深度
マップは一組の値と考えられ、それはマトリックスの形式である。各値は、視覚画像の特
定領域に関係し、仮想観察者とその領域の対象物との間の距離を示す。関係する領域は、
単一のピクセル又は矩形の形状若しくは他の形状を持つピクセルのクラスタを有する。プ
ロセッサは、視覚画像及びこれに関連した深度マップに基づいて立体的レンダリングのた
めに必要とされる異なる視野を生成できる。前記深度マップは、視覚画像の前方の対象物
により、少なくとも部分的に閉塞される背景の対象物についての付加的情報を供給する閉
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塞データで完成される。
【０００４】
　２００６年６月７日に登録されたヨーロッパ特許ＥＰ０８８８０１８Ｂ１は、立体的ビ
デオが記録される光ディスクに関係する。立体的画像の右目用信号及び左目用信号は、Ｍ
ＰＥＧエンコーダ（ＭＰＥＧはＭｏｖｉｎｇＰｉｃｔｕｒｅｓＥｘｐｅｒｔｓＧｒｏｕｐ
の頭字語である）によりＭＰＥＧ信号に圧縮される。これらの信号は、フレームグループ
と一致するいわゆるインターリーブされたブロックを得るために、特定の形式でインター
リーブされる。インターリーブされたブロックは、光ディスクの１回転より多く、１０回
転より多くの回転に対して記録される。光ディスクは、現存の再生装置で単一視野（２Ｄ
）を提供し、新規な再生装置で立体的視野（３Ｄ）を提供できることに注意されたい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、立体的画像レンダリングのコスト効率のよい展開を許容する解決案を
提供することである。複数の独立請求項は、本発明の種々の態様を規定する。従属項は、
本発明を有利に実行するための付加的特徴を規定する。
【０００６】
　本発明は、以下のポイントを考慮する。立体的レンダリングのため一つ以上の新しい画
像エンコード標準を念入りに作り上げることは可能である。実際に、斯様な標準について
の作業は始まっている。しかしながら、斯様な標準を最終的にし、更に、新しい標準を成
功して紹介するには、比較的長い時間がかかる。その間にも、立体的表示装置についての
作業は進行しているので、新しく改善された立体的表示装置が近い将来、紹介されるだろ
う。これらの立体的表示は、コンテンツを必要とする。
【０００７】
　その上、新しい標準は、特に、当該新しい標準に従って記録されたデータ担体で、当該
新しい標準を処理できる新しい再生装置を必要とするだろう。これらの新しい再生装置は
、比較的コストがかかり、単一視野から立体的視野へアップグレードすることからユーザ
を思いとどまらせるだろう。ユーザは、新しい再生装置だけでなく、立体的レンダリング
を可能にする新しい表示装置を購入する必要がある。その上、立体的バージョンのコンテ
ンツは比較的種類がわずかで少ない。編集者は、少数の顧客だけが立体的バージョンをレ
ンダリングするために必要な機器を持っているならば、立体的バージョンを作成するため
に新しい標準に投資することをためらうだろう。
【０００８】
　考慮される他のポイントは、利用可能な帯域及び利用可能なデータ容量に関する。例え
ば、前述の従来技術に従って、２つのビデオストリームが光ディスクに記録され、一方の
ビデオストリームは左目用であり、他方のビデオストリームは右目用である。これは、２
時間のモノラルビデオを有する光ディスクは、１時間だけのステレオ（立体的）ビデオを
有することを意味する。記録及び再生時間が半分に低減される。
【０００９】
　利用可能な帯域は、光ディスク又はそのための他のデータ担体にまさるポイントである
。例えばＤＶＩ及びＨＤＭＩ（ＤＶＩは、ＤｉｇｉｔａｌＶｉｓｕａｌＩｎｔｅｒｆａｃ
ｅの頭字語であり、ＨＤＭＩは、Ｈｉｇｈ－ＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎＭｕｌｔｉｍｅｄｉａ
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅの頭字語である）のような、表示装置と再生装置とのインタフェース
のための普及した標準が存在する。これらの標準は、所与の画像解像度及び所与の画像レ
ートと関連する所与の帯域を備える。原則として、立体的レンダリングのために、例えば
ＤＶＩ又はＨＤＭＩタイプの２つのインタフェースを備える再生装置だけでなく表示装置
を提供することも可能である。しかしながら、これは比較的高価な解決策である。さらに
また、現存する装置は、一般的に一つだけのインタフェースを有する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本発明によると、立体的レンダリングを可能にする画像エンコード方法は、基本的に以
下のステップを有する。１次のエンコードステップにおいて、視覚画像は標準に従ってエ
ンコードされる。補助のエンコードステップにおいて、視覚画像のそれぞれの領域と仮想
観察者との間のそれぞれの距離を示すそれぞれの値を有する、視覚画像と関連する立体可
能なデータが、関連する標準に従って視覚画像と結合できる補助画像であるかのようにエ
ンコードされる。合成規定ステップにおいて、標準に従って動作するデコード装置に、表
示装置に伝達できる出力画像の少なくとも一つの特定領域内に立体可能なデータを含ませ
る合成規定が供給される。
【００１１】
　関係する標準は、例えば、ＤＶＤ標準又はブルーレイディスク標準のような現存の標準
でもよい。立体的表示装置は、多くの異なる形式で出力画像内に含まれる立体可能なデー
タを容易に抽出する。従って、立体的表示装置に利用可能な立体的バージョンのコンテン
ツを作るための新しい標準の必要性が無い。完全に新しい再生装置の必要性が無い。必要
ならば、存在する装置のための更新されたファームウェアバージョンが、立体的レンダリ
ングを可能にするためには充分であろう。その上、本発明による画像エンコード方法は、
利用可能な記録時間及び再生時間に対して比較的穏やかなインパクトを持つか、全くイン
パクトを持たないことさえある。更にその上、例えばＤＶＩタイプ又はＨＤＭＩタイプの
単一の表示インタフェースが、立体的レンダリングのために充分である。要約すると、標
準化されたモジュールから成る存在する拡張されたインフラが、立体的画像レンダリング
を導入するためのプラットフォームとして使用できる。これらの理由により、本発明は、
立体的画像レンダリングのコスト効率的な展開を可能にする。
【００１２】
　本発明の実行は、個別の従属項に対応して別々の段落で説明される一つ以上の以下の追
加の特徴を好適に有する。これら追加の特徴の各々は、立体的画像レンダリングのコスト
効率的な展開の達成に貢献する。
【００１３】
　オリジナルの立体可能なデータは、エンコードされる立体可能なデータを得るために、
好ましくは圧縮される。従って、出力画像の比較的小さな部分が、立体可能なデータを送
るのに充分であるので、比較的大きな部分が視覚画像を送るのに利用可能である。このこ
とは、高い解像度の立体的レンダリングに貢献する。
【００１４】
　オリジナルの立体可能なデータは、好ましくはサブサンプリングされるので、エンコー
ドされる立体可能なデータは、オリジナルの立体可能なデータの解像度よりも低い解像度
を持つ。このことは更に、高い解像度の立体的レンダリングに貢献する。この観点で、立
体可能なデータの解像度の損失は復元できるので、サブサンプリングが高い解像度の立体
的レンダリングと対立する必要がないことに注意されたい。
【００１５】
　供給される合成規定は、デコード装置が、出力画像の以下のセットのライン、上位ライ
ンのセット及び下位ラインのセットの少なくとも一方に、立体可能なデータの一部を挿入
できるようにする。これは、特にシーンが比較的ワイドの場合、すなわち通常映画の場合
の高解像度の立体的レンダリングに貢献する。
【００１６】
　立体可能なデータは、以下の２つの標準、ＤＶＤ標準又はブルーレイディスク標準の少
なくとも一方に従って、グラフィック画像としてエンコードできる。
【００１７】
　合成規定は、グラフィック画像と関連する構成セグメント内に含まれ得る。
【００１８】
　近似の態様を介して、立体可能なデータを表わす描画像が生成でき、前記描画像は描画
プリミティブにより表わされ得る基本的グラフィック対象物を有する。
【００１９】



(6) JP 5553310 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

　描画プリミティブの少なくとも一つのセットは、描画像に基づいて生成できる。
【００２０】
　描画プリミティブは、ブルーレイディスク標準に従う双方向グラフィックデータストリ
ームに含まれるＪａｖａ（登録商標）プログラムの形式で表され得る。
【００２１】
　立体可能なデータは、ピクチャインピクチャ（ＰＩＰ）の形式で表示されるべき補助視
覚画像としてエンコードできる。
【００２２】
　供給される合成規定は、補助視覚画像が主視覚画像であり、主視覚画像がサブ画像であ
るかのように、関連するデコードプロセッサは、視覚映像の縮尺されたバージョンをピク
チャインピクチャ（ＰＩＰ）の形式で補助視覚画像に挿入できる。
【００２３】
　立体可能なデータは、視覚画像のそれぞれの領域と仮想観察者との間のそれぞれの距離
を示すそれぞれの値を有する深度マップと、視覚画像の一つ以上の前景により、少なくと
も部分的に閉塞される一つ以上の背景対象物を表す少なくとも一つの決定画像とのモザイ
クにより形成できる。閉塞画像は、高解像度の立体的なレンダリングに寄与する。
【００２４】
　立体的レンダリングのための項目が選択されるとき、デコード装置が、表示装置に伝達
されるべき出力画像の少なくとも一つの特定の領域に立体可能なデータを含むように、立
体的レンダリングのための項目が合成規定と関連する、立体的レンダリングのための項目
を有するメニューが規定できる。
【００２５】
　図を参照した詳細な説明は、先に要約された本発明だけでなく付加的な特徴も説明する
。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、立体的なビデオ録画システムを例示するブロック図である。
【図２】図２は、立体的なビデオ録画システムで起こる、視覚画像を例示する画像線図で
ある。
【図３】図３は、立体的なビデオ録画システムで起こる、視覚画像に関連する深度マップ
を例示する画像線図である。
【図４】図４は、図３に例示された深度マップをサブサンプリングすることにより得られ
た圧縮された深度マップを例示する画像線図である。
【図５】図５は、立体的レンダリングを供給できるビデオシステムを例示するブロック図
である。
【図６】図６は、ビデオシステムの一部を形成する再生プロセッサの基本的な実施態様を
例示するブロック図である。
【図７】図７は、再生装置がビデオシステムの表示装置に伝達する出力画像を例示する画
像線図である。
【図８】図８は、ビデオシステムの一部を形成する表示プロセッサを例示するブロック図
である。
【図９】図９は、表示プロセッサ内で取り出される視覚画像とそれに関連する近似の深度
マップとを例示する画像線図である。
【図１０】図１０は、表示プロセッサ内で生成される９つの異なる視野を例示する画像線
図である。
【図１１】図１１は、代替の立体的なビデオ録画システムを例示するブロック図である。
【図１２】図１２は、代替の立体的なビデオ録画システムで起こる深度マップを例示する
画像線図である。
【図１３】図１３は、代替の立体的なビデオ録画システムで起こる描画像を例示する画像
線図である。
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【図１４】図１４は、図１３に図示される描画像を作るＪａｖａ（登録商標）グラフィッ
クプログラムを例示する線図である。
【図１５】図１５は、他の代替の立体的なビデオ録画システムを例示するブロック図であ
る。
【図１６】図１６は、他の代替の立体的なビデオ録画システムで起こる視覚画像を例示す
る画像線図である。
【図１７】図１７は、他の代替の立体的なビデオ録画システムで起こる視覚画像に関連す
るモザイク画像を例示する画像線図である。
【図１８】図１８は、図５に図示されるビデオシステムの一部を形成する再生プロセッサ
の先進の実施態様を例示するブロック図である。
【図１９】図１９は、再生プロセッサの先進の実施態様で起こるさまざまな画像を例示す
る画像線図である。
【図２０】図２０は、再生プロセッサの先進の実施態様で起こるさまざまな画像を例示す
る画像線図である。
【図２１】図２１は、再生プロセッサの先進の実施態様で起こるさまざまな画像を例示す
る画像線図である。
【図２２】図２２は、再生プロセッサの先進の実施態様で起こるさまざまな画像を例示す
る画像線図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１は、立体的な画像捕捉装置ＳＩＣ１及び光学レコーダＲＥＣ１を有する立体的なビ
デオ録画システムＲＳＹ１を例示する。立体的な画像捕捉装置ＳＩＣ１は、例えば、わず
かに異なる角度の下でシーンを捕える一対のカメラを有する。これは、シーン内の対象物
と仮想観察者としてみなせる立体的な画像捕捉装置ＳＩＣ１との間の距離を決定できる。
他の技術も、斯様な距離を決定するため存在する。例えば、赤外線カメラが、レーダーの
ような手法で用いられてもよい。
【００２８】
　光学レコーダＲＥＣ１は、さまざまな機能的な構成要素である、ビデオエンコーダＶＤ
Ｅ１、深度マップ圧縮器ＣＭＰ、グラフィックエンコーダＧＲＥ、マルチプレクサＭＵＸ
１及びコントローラＣＴＲ１を有する。これらの機能的構成要素のいずれも、プログラマ
ブルプロセッサにロードされるソフトウエアプログラムによって実行されてもよい。ソフ
トウェアベースの実施態様において、ソフトウエアプログラムは、プログラマブルプロセ
ッサに、関連する機能的な構成要素に属する特定の動作を行わせる。例えば、最適にプロ
グラムされる単一のプログラマブルプロセッサが、上述した機能的な構成要素を実行して
もよい。何れの機能的な構成要素も、処理ステップ又は一連の処理ステップとして等しく
みなされ得る点に留意されたい。例えば、ビデオエンコーダＶＤＥ１は、ビデオエンコー
ドステップを表し得る。機能的な構成要素は、これらが説明の容易さのためにステップよ
りはむしろ物理的構成要素であるかのように、説明されているだけである。
【００２９】
　光学レコーダＲＥＣ１は、更に、ＤＶＤタイプ又はブルーレイディスクタイプ（ＤＶＤ
はＤｉｇｉｔａｌＶｅｒｓａｔｉｌｅＤｉｓｋの頭字語である）でもよい光ディスクライ
ターＯＤＷ１を有する。光ディスクライターＯＤＷ１は、データを書き込み可能な光ディ
スク上に直接書き込む。あるいは、光ディスクライターＯＤＷ１は、光ディスクの大量生
産の基として役立ついわゆるマスターディスクを作ってもよい。
【００３０】
　立体的なビデオ録画システムＲＳＹ１は、以下のように基本的に動作する。立体的な画
像捕捉装置ＳＩＣ１は、関連するシーンのビデオを構成する一連の視覚画像ＶＩＳ１を供
給する。視覚画像は、２次元である。立体的な画像捕捉装置ＳＩＣ１は、更に、一連の視
覚画像ＶＩＳ１に伴う一連のいわゆる深度マップＤＭＳ１を供給する。深度マップは、特
定の視覚画像と関連し、視覚画像のそれぞれの対象物が仮想観察者に対して持つそれぞれ
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の距離についての情報を供給する。すなわち、深度マップは、視覚画像内のそれぞれの領
域に対する深度情報を供給する。一連の深度マップは、３次元レンダリングとも呼ばれる
、関連するシーンの立体的レンダリングを可能にする。
【００３１】
　図２及び図３は、それぞれ、視覚画像ＶＩ１及びそれに関連する深度マップＤＭ１を例
示する。深度マップＤＭ１は、各値が視覚画像ＶＩ１の特定ピクセルと関連する、値のマ
トリクス形式でもよい。ピクセルが特定対象物の特定の部分を表すので、当該ピクセルと
関連する値は、この特定対象物のこの特定の部分が仮想観察者に対して持つ距離を表す。
値が、その距離を表すさまざまな異なる様式がある。例えば、値は、関係する距離を直接
示してもよい。別の例として、値は、左目視点及び右目視点に関係するピクセルに対する
角度シフトの量を示してもよい。斯様な値は、一般にパララックス値又は視差値と呼ばれ
る。
【００３２】
　図３は、白黒画像を供給するグレイスケール値のマトリクスとして深度マップＤＭ１を
表わす。グレイスケール値は、例えば、８ビットで表される。通常の表記において、これ
は、グレイスケール値が０と２５５との間の範囲内に含まれることを意味する。０のグレ
イスケール値は、仮想観察者からの最大可能な距離を示す。これは、図３の最も暗い可能
性があるピクセルと対応する。これとは逆に、２５５のグレイスケール値は、仮想観察者
から最小可能な距離を示す。これは、図３の最も明るい可能性があるピクセルと対応する
。深度マップは、視覚画像の解像度と対応する空間的解像度を持つ。例えば、視覚画像及
び深度マップは、１０８０ピクセルｘ１９２０ピクセルの空間的解像度を持つ。
【００３３】
　図１に示されるビデオエンコーダＶＤＥ１は、立体的な画像捕捉装置ＳＩＣ１が供給す
る一連の視覚画像ＶＩＳ１をエンコードする。従って、ビデオエンコーダＶＤＥ１は、例
えばＭＰＥＧ―２及びＭＰＥＧ―４（ＭＰＥＧは、ＭｏｖｉｎｇＰｉｃｔｕｒｅｓＥｘｐ
ｅｒｔＧｒｏｕｐの頭字語である）のようなＭＰＥＧ標準に従うビデオデータストリーム
ＶＤＳ１を生成する。このように、ビデオデータストリームＶＤＳ１は、圧縮形式で一連
の視覚画像ＶＩＳ１を表す。
【００３４】
　深度マップ圧縮器ＣＭＰは、立体的な画像捕捉装置ＳＩＣ１が供給する深度マップの空
間的解像度を低減する。従って、深度マップ圧縮器ＣＭＰは、一連の圧縮深度マップＣＤ
ＭＳを供給する。例えば、深度マップ圧縮器ＣＭＰは、水平及び垂直方向に深度マップを
ファクタ８でサブサンプリングする。前述されたように、視覚画像が１０８０ピクセルｘ
１９２０ピクセルの空間解像度を持ち、深度マップが同じ解像度を持つとみなす。その場
合、１３５ピクセルｘ２４０ピクセルの空間解像度を持つ圧縮画像が得られる。より少し
のデータだけが深度マップを表すのに必要とされるように、サブサンプリング以外の技術
が深度マップを圧縮するために用いられてもよい。例えば、深度マップを圧縮する際に起
こった解像度の損失を補償するのを容易にする技術が用いられてもよい。
【００３５】
　図４は、ファクタ８で図３に示された深度マップＤＭ１をサブサンプリングすることに
より得られた圧縮深度マップＣＤＭを例示する。明確にするため、上述の画像が同様の大
きさを持つように、圧縮深度マップは同じファクタによりアップスケールされた。図４は
、空間解像度の損失が発生したことを明らかに示す。圧縮深度マップＣＤＭの値は、それ
に関係する視覚画像ＶＩ１内の８ピクセルのクラスタに対して適用する。
【００３６】
　値深度マップＣＤＭの値は深度情報を伝達するが、当該情報はピクセルに適用するクラ
スタ内の各ピクセルに対して必ずしも補正される必要は無い。ピクセルのクラスタは、特
定の対象物に属するピクセルのグループ及び他の対象物に属するピクセルの他のグループ
を有していてもよい。１つの特定の対象物は、仮想の観察者に比較的近いが、他の特定の
対象物は、仮想の観察者から比較的離れて配置されている。ピクセルのクラスタに付与す
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る値は、ピクセルのグループの少なくとも１つのピクセルに対して正しくはないだろう。
深度マップの斯様な不正確さによって、関係するシーンの立体的レンダリングの不自然な
影響が潜在的に生じてしまう。
【００３７】
　しかしながら、比較的低い空間解像度を持つ深度マップに基づいて、シーンの自然な立
体的レンダリングを可能にする技術がある。これらの技術の幾つかは、より正確である強
化された深度マップを構成するため、深度マップに関連する視覚画像を使用する。視覚画
像内にある高解像度情報が、深度マップの空間解像度を増大するために、効果的に使用さ
れる。例えば、国際出願公開番号ＷＯ２００５／０３４０３５で公開された国際出願は、
深度マップを改善するための技術を記述する。出願人参照番号ＰＨ００６９５７を持つヨ
ーロッパの出願は、効果的に使用できる他の技術を記述する。
【００３８】
　例えば、視覚画像は、深度マップがクラスタに対して特定の値を供給するピクセルの当
該クラスタが、前述の２つの異なる対象物をカバーするという決定を可能にする。例えば
、２つの異なる対象物が輝度及びクロミナンスに関して異なる特性を持つので、斯様な決
定がなされ得る。従って、視覚画像は、深度マップの不正確さを識別することを可能にす
る。その上、視覚画像は、適切な補正をすることを可能にする。２つの異なる対象物の各
々に対して、関係する対象物に専ら属する一つ以上の隣接するピクセルのクラスタがあり
、これらに対して深度マップは一つ以上の値を供給する。比較的正確な深度情報を供給す
るこれらの値は、不正確であるとわかった深度マップの値を置き換えることができる一組
の適当な値を決めるために使用できる。
【００３９】
　深度マップが、例えば、ＤＶＤディスク又はブルーレイディスクに記録されるべきグラ
フィック画像であるかのように、図１に図示されるグラフィックエンコーダＧＲＥは、一
連の圧縮深度マップＣＤＭＳをエンコードする。従って、グラフィックエンコーダＧＲＥ
は、一連の視覚画像ＶＩＳ１に伴う、一連の深度マップＤＭＳ１を表すグラフィックデー
タストリームＧＤＳを供給する。ＤＶＤディスク又はブルーレイディスク記録の場合に、
深度マップは、グラフィック画像に対する効率的なデータ圧縮技術であるランレングス符
号化を採用するだろう。しかしながら、ランレングス符号化は、一般に、異なる性質であ
る深度マップに対して比較的控えめな程度のデータ圧縮を供給するだろう。しかしながら
、グラフィックデータストリームＧＤＳは、対象のＤＶＤディスク又はブルーレイディス
ク標準により特定される帯域幅要件に従わなければならない。この遵守は、充分な程度の
データ圧縮を供給する前述の深度マップ圧縮器ＣＭＰのおかげで達成される。その上、前
述のように、このデータ圧縮から生じる空間解像度の損失は補償できる。
【００４０】
　グラフィックデータストリームＧＤＳは、種々異なる目的のため異なるタイプのセグメ
ントを有する。例えば、図１に図示される光学的レコーダＲＥＣ１がブルーレイディスク
記録用に使用されるとする。その場合、グラフィックデータストリームＧＤＳは、いわゆ
るグラフィックオブジェクトセグメント及びいわゆる構成セグメントを有する。それらの
画像がグラフィックオブジェクトであるかのように、グラフィックオブジェクトセグメン
トは、ランレングス符号化形式で圧縮された深度マップを坦持する。構成セグメントは、
グラフィックオブジェクトが再生装置においてどのようにフォーマットされるべきかに関
する情報を有する。このフォーマッティングは、例えば、クロッピング及びオブジェクト
配置としての動作を含む。再生装置内のグラフィックプロセッサは、構成セグメントに含
まれる情報に従って、グラフィックオブジェクトをいわゆるグラフィック平面に組み立て
る。
【００４１】
　光学レコーダＲＥＣ１のコントローラＣＴＲ１は、グラフィックデータストリームＧＤ
Ｓ又はそれに関連するデータストリームが圧縮深度マップに関して適当なフォーマット情
報を有することを確実にする。このフォーマット情報は、深度マップがグラフィック画像
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であるかのように、深度マップが表示装置のための出力画像にどのように含まれるべきか
を示す。例えば、フォーマット情報は、再生装置が深度マップを上位部分及び下位部分に
効率的に分割すべきことを示してもよい。フォーマット情報は、更に、再生装置が出力画
像の最初の数ライン内に前記上位部分からの値を含むべきであり、出力画像の最後の数ラ
イン内に前記下位部分からの値を含むべきことを示してもよい。出力画像の他のラインは
、深度マップと関連する視覚画像を伝達する。このことは、これ以降より詳細に説明され
るだろう。
【００４２】
　コントローラＣＴＲ１は、ビデオデータストリームＶＤＳ１及びグラフィックデータス
トリームＧＤＳが記録される光ディスクが、適切なアプリケーションデータを有すること
を更に確実にする。前記アプリケーションデータは、例えば、ユーザが２次元モード又は
３次元モードの光ディスクに記録されたシーンを見ることができるメニューを有する。前
記アプリケーションデータは、更に、一つ以上のメニュー項目に関連するさまざまな再生
規定を有する。再生規定は、光ディスクに記録されたマルチメディアコンテンツの特定の
レンダリングを供給できる。そのために、再生規定は、一つ以上の特定のデータストリー
ム、及び必要に応じて、その一つ以上の特定の部分を再生装置に選択させる。適用できる
場合、再生規定は、更に、これらの選択されたデータストリーム及びその選択された部分
に含まれるコンテンツの特定の構成を再生装置に作らせる。
【００４３】
　マルチプレクサＭＵＸ１は、光ディスクに記録されるべきすべてのデータを効果的にデ
ィスクデータストリームＤＤＳ１に結合する。マルチプレクサＭＵＸ１は、関係する光デ
ィスクに適用できる標準に従って結合する。例えば、マルチプレクサＭＵＸ１は、異なる
タイプのデータが互いに区別できる適当な見出しを挿入してもよい。マルチプレクサＭＵ
Ｘ１は、更に、例えばこれらの動作が適用できる標準の物理的側面に関係するので、コン
テンツ独立であるさまざまな動作を実施する。例えば、マルチプレクサＭＵＸ１は、誤り
訂正符号化を実施してもよい。
【００４４】
　光ディスクライターＯＤＷ１は、従来の様式の書き込み可能な光ディスク上に、ディス
クデータストリームＤＤＳ１を書き込む。あるいは、光ディスクライターＯＤＷ１は、一
種のモールドであるマスターディスク上にディスクデータストリームＤＤＳ１を書き込ん
でもよい。その後マスターディスクは、ディスクデータストリームＤＤＳ１を有する光デ
ィスクの大量生産用に使用できる。これらの光ディスクは、例えば、映画が録画されたＤ
ＶＤのような読出し専用タイプである。
【００４５】
　前述のように記録された光ディスクは、関係するシーンの立体的レンダリングを可能に
する。そのために、光ディスクは、例えば、ＤＶＤ又はブルーレイディスク標準のような
既存の標準に従って動作する再生装置で再生できる。新しい標準又は既存の標準の拡張の
ためのニーズはない。
【００４６】
　図５は、再生装置ＰＬＹ及び表示装置ＤＰＬを有するビデオシステムＶＳＹを例示する
。再生装置ＰＬＹは、例えば、ＤＶＤプレーヤ又はブルーレイディスクプレーヤである。
再生装置ＰＬＹは、例えば、ＤｉｇｉｔａｌＶｉｓｕａｌＩｎｔｅｒｆａｃｅ（ＤＶＩ）
又はＨｉｇｈ－ＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎＭｕｌｔｉｍｅｄｉａＩｎｔｅｒｆａｃｅ（ＨＤＭ
Ｉ）のような標準化された接続ＣＸを介して表示装置ＤＰＬと通信する。表示装置ＤＰＬ
は、レンチキュラースクリーンを持つ自動立体的なタイプでもよい。斯様な表示装置ＤＰ
Ｌは、ユーザが特定のメガネをかける必要なしに、３次元視聴経験を供給する立体ビデオ
を見ることを可能にする。ビデオシステムＶＳＹは、更に、ユーザが表示装置ＤＰＬだけ
でなく再生装置ＰＬＹを制御できる遠隔制御装置ＲＣＤを有する。例えば、ユーザは、遠
隔制御装置ＲＣＤによって項目をユーザが選択するメニューをビデオシステムＶＳＹに表
示させる。
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【００４７】
　再生装置ＰＬＹは、光ディスクリーダーＯＤＲ、再生プロセッサＰＲＰ、表示インタフ
ェースＤＩＰ、及び主コントローラＣＴＭを有する。再生装置ＰＬＹは、更に、ネットワ
ークＮＷを介してリモートサーバＳＲＶと通信するためのネットワークインターフェース
ＮＩＦを有する。再生プロセッサＰＲＰは、適切なソフトウエアプログラムでロードされ
たプログラマブルプロセッサの形式でもよい。同じことが、主コントローラＣＴＭ並びに
少なくとも一部の表示インタフェースＤＩＰ及びネットワークインターフェースＮＩＦに
当てはまる。例えば、再生プロセッサＰＲＰ及び主コントローラＣＴＭのようなさまざま
な機能的構成要素は、単一のプログラマブルプロセッサによって実行されてもよい。
【００４８】
　表示装置ＤＰＬは、表示インタフェースＤＩＤ、表示プロセッサＰＲＤ、表示コントロ
ーラＣＴＤ、及び立体的ビデオレンダリング可能なスクリーンを有する。例えば、スクリ
ーンＳＣＲは、液晶（ＬＣＤ）表示及び１枚のレンチキュラレンズを有する。レンチキュ
ラレンズは、観察者の左目及び右目が異なるピクセルから光を受けるように、ディスプレ
イから放射する光を回析する。従って、一組のピクセルによって表示される一方の視野は
、左目の方向に向けることができる。ピクセルの異なるセットによって同時に表示される
他方の視野は、右目の方向に向けることができる。このように、斯様な自動立体的スクリ
ーンは、複数の視野をレンダリングするために解像度を犠牲にする。立体画像は、このよ
うに例えば９６０ピクセルｘ５４０ピクセルのような比較的大きくない解像度を持つ。表
示プロセッサＰＲＤは、適切なソフトウエアプログラムでロードされたプログラマブルプ
ロセッサの形式でもよい。同じことが、表示コントローラＣＴＤ及び少なくとも一部の表
示インタフェースＤＩＤにも当てはまる。
【００４９】
　ビデオシステムＶＳＹは、以下の通りに基本的に動作する。ユーザは、図１―図４を参
照して前述されたように作られた光ディスクを再生装置ＰＬＹに正に挿入したとする。最
初のフェーズにおいて、主コントローラＣＴＭは、光ディスクに格納されたアプリケーシ
ョンデータを光ディスクリーダーＯＤＲに読み込ませる。主コントローラＣＴＭは、表示
装置ＤＰＬによってメニューをユーザに提示するために、アプリケーションデータを使用
する。メニューは、例えば、２次元モード又は３次元モードでの所与のタイトルの再生を
提案する。ユーザが、光ディスクにあるマルチメディアコンテンツの特定のレンダリング
である３次元モードを選択するとする。選択に応じて、主コントローラＣＴＭは、アプリ
ケーションデータに含まれ、３次元モードと関連する一つ以上の再生規定に基づいて再生
プロセッサＰＲＰを適切に設定する。主コントローラＣＴＭは、ユーザが選択した特定の
レンダリングを確実にするために更なる動作を実施する。
【００５０】
　最初のフェーズが完了されると、光ディスクリーダーＯＤＲは、対象のマルチメディア
コンテンツを有するディスクデータストリームＤＤＳ１を供給する。最初のフェーズで適
切に設定された再生プロセッサＰＲＰは、ユーザが選択した特定のレンダリングと一致す
る視聴覚データストリームＡＶＤを得るために、ディスクデータストリームＤＤＳ１を処
理する。視聴覚データストリームＡＶＤは、例えば、ビデオ及びグラフィックのような種
々異なるタイプのコンテンツの構成である出力画像を有する。加えて、再生プロセッサＰ
ＲＰは、表示装置ＤＰＬがこのデータストリームを正しく解釈するのを援助するために、
視聴覚データストリームＡＶＤ内に付加的情報を含んでもよい。このことは、これ以降よ
り詳細に説明されるだろう。視聴覚データストリームＡＶＤは、再生装置ＰＬＹと表示装
置ＤＰＬとの間の上述した表示インタフェースＤＩＰ、ＤＩＤ及び接続ＣＸを介して、表
示装置ＤＰＬの表示プロセッサＰＲＤに達する。表示プロセッサＰＲＤは、スクリーンＳ
ＣＲ用の駆動信号ＤＲＳを作るために、視聴覚データストリームＡＶＤを処理する。
【００５１】
　図６は、ＤＶＤ標準又はブルーレイディスク標準に従って動作できる再生プロセッサＰ
ＲＰの基本的な実施態様を例示する。この実施態様は、基本的な再生プロセッサＰＢＢと
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これ以降呼ばれる。基本的な再生プロセッサＰＢＢは、さまざまな機能的な構成要素であ
る、フロントエンドのモジュールＦＥＭ１、ビデオデコーダＶＤＤ、グラフィックデコー
ダＧＲＤ、合成モジュールＣＯＭ及び内部コントローラＣＴＰを有する。フロントエンド
のモジュールＦＥＭ１は、適切なソフトウエアプログラムでロードされたプログラマブル
プロセッサの形式でもよい。同じことが、他の機能的構成要素にも当てはまる。すべての
機能的構成要素は、最適にプログラムされた単一のプロセッサに結合されてもよい。
【００５２】
　再生プロセッサＰＲＰは、以下の通りに基本的に動作する。フロントエンドのモジュー
ルＦＥＭ１は、多重化形式のディスクデータストリームＤＤＳ１内にある種々異なるデー
タストリームを取り出すために、光ディスクリーダーＯＤＲからのディスクデータストリ
ームＤＤＳ１を処理する。そのために、フロントエンドモジュールＦＥＭ１は、エラーデ
コード及びデマルチプレクサを含む、さまざまな動作を実施する。従って、フロントエン
ドのモジュールＦＥＭ１は、図１に図示されるマルチプレクサＭＵＸ１に付与されたグラ
フィックデータストリームＧＤＳ及びビデオデータストリームＶＤＳ１を取り出す。
【００５３】
　ビデオデコーダＶＤＤは、図１に図示されるビデオエンコーダＶＤＥ１に付与された一
連の視覚画像ＶＩＳ１、又はむしろその近似を得るために、ビデオデータストリームＶＤ
Ｓ１をデコードする。グラフィックデコーダＧＲＤは、図１に図示されるグラフィックエ
ンコーダＧＲＥに付与された一連の圧縮深度マップＣＤＭＳを得るために、グラフィック
データストリームＧＤＳをデコードする。グラフィックデコーダＧＲＤは、更に、上述さ
れたようにグラフィックデータストリームＧＤＳに含まれるフォーマット情報を取り出す
。前記フォーマット情報は、表示装置ＤＰＬに対する出力画像に深度マップがどのように
含まれるべきかを示すことを想起されたい。
【００５４】
　合成モジュールＣＯＭは、一連の視覚画像ＶＩＳ１、一連の圧縮深度マップＣＤＭＳ及
びフォーマット情報に基づいて、視聴覚データストリームＡＶＤを供給する。視聴覚デー
タストリームＡＶＤは、図５に図示される接続ＣＸを介して表示装置ＤＰＬに伝達される
一連の出力画像を有する。出力画像は、視覚画像及びそれに関連する圧縮深度マップの合
成である。合成モジュールＣＯＭは、圧縮深度マップがグラフィック画像であるかのよう
に、フォーマット情報に基づいて斯様な合成を作る。合成モジュールＣＯＭは、グラフィ
ックデコーダＧＲＤから直接に、又は内部コントローラＣＴＰを介してフォーマット情報
を得る。後者の場合、内部コントローラＣＴＰは、合成モジュールＣＯＭに付与するフォ
ーマット情報を一つ以上の合成命令に効果的に翻訳する。いずれにせよ、ビデオ情報がグ
ラフィックス情報で覆われる標準画像を作る必要があるかのように、合成モジュールＣＯ
Ｍは標準動作を実施する。
【００５５】
　図７は、視聴覚データストリームＡＶＤ内の出力画像ＯＩを例示する。出力画像ＯＩは
、例えば１９２０ピクセルｘ１０８０ピクセルのマトリクスの形式でもよい。すなわち、
出力画像ＯＩは、各ライン１９２０ピクセルの１０８０本のラインを有する。出力画像Ｏ
Ｉは、視覚画像を伝達する主要部分を有する。一組の上位ラインＵＬ及び一組の下位ライ
ンＬＬは、視覚画像と関連する圧縮深度マップを伝達する。そのために、圧縮深度マップ
は、上位半分及び下位半分へ効果的に分割された。一組の上位ラインＵＬは圧縮深度マッ
プの上位半分を伝達するが、一組の下位ラインＬＬは圧縮深度マップの下位半分を伝達す
る。逆のことが、フォーマット情報に依存して適用されてもよい。このように、一組の上
位ラインＵＬ及び一組の下位ラインＬＬは、圧縮深度マップからの値を集合的に担持する
。斯様な値は、視覚画像のピクセルのクラスタに適用する深度の指標を構成することを想
起されたい。例えば、前述のようにファクタ８でサブサンプリングすることにより圧縮深
度マップが得られた場合、値は視覚画像内の８ピクセルのクラスタに適用する。
【００５６】
　合成モジュールＣＯＭが深度情報を伝達するために出力画像のピクセルを効果的に使用
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する多くの異なる態様がある。例えば、出力画像内に所与の位置を持つピクセルは、圧縮
深度マップ内の所与の位置の値と一致するグレイスケール値を与えられる。圧縮深度マッ
プが２４０ｘ１３５の値によるマトリクスを構成するとする。すなわち、深度マップは、
各ライン２４０個の値の１３５ラインを有する。その場合、出力画像の第１のラインの最
初の１３５個のピクセルは、深度マップの第１のラインのそれぞれの値と一致するそれぞ
れのグレイスケール値を与えられる。ピクセル１３６から２７０と呼ばれる出力画像の第
１のラインの次の１３５個のピクセルは、深度マップの第２のラインのそれぞれの値と一
致するそれぞれのグレイスケール値を与えられる等である。深度マップからの値は、出力
画像のピクセルを特徴づける何れの所与のタイプの値又は一組の値にマップできることに
留意されたい。グレイスケール値は、単なる例である。
【００５７】
　深度情報を伝達するため出力画像のピクセルを使用するより効率的な態様は、以下の通
りである。出力画像のピクセルは、通常、ピクセルの外観を決定する３つの成分を有する
。例えば、出力画像がいわゆるＲＧＢフォーマットである場合、ピクセルは赤の成分、緑
の成分及び青の成分を持つ。出力画像がいわゆるＹＣＣフォーマットである場合、ピクセ
ルは輝度成分、第１のクロミナンス成分及び第２のクロミナンス成分を持つ。いずれにせ
よ、ピクセルの各成分は、深度指標を構成する特定の値を坦持する。従って、ピクセルは
、深度マップから３つの異なる値を伝達する。前述のように深度マップの１ラインが１３
５個のピクセルを有する場合、当該ラインは出力画像の４５個のピクセルに収容できる。
この点で、８ビット値は、通常、十分に正確な深度指標を供給することに留意されたい。
１ピクセルの成分は、通常、８ビットによって表される。ある意味では、ピクセル成分解
像度は、深度情報解像度に合致する。
【００５８】
　図６に例示される合成モジュールＣＯＭは、出力画像にヘッダを埋め込む。一連のビッ
ト又は一連のバイトの形式であるヘッダは、深度情報が出力画像内のどこにあるかの指標
を供給する。例えば、ヘッダは、出力画像の最初の５本のライン及び最後の５本のライン
が深度マップから生じる値を有することを示す。ヘッダは、更に、深度マップから出力画
像へマッピングされた値に従ったスキームを示してもよい。ヘッダは、出力画像を適切に
レンダリングするために有効である他の指標を供給してもよいし、又は、むしろ視覚画像
が有してもよい。
【００５９】
　ヘッダは、以下の態様で出力画像に埋め込まれる。一組のピクセルが、ヘッダからのビ
ットのキャリアとして指定される。一組のピクセルは、前記組に属する何れの所与のピク
セル対間でも、前記セットに属しない出力画像の少なくとも一つのピクセルがあるように
、好ましくは指定される。換言すれば、出力画像の２つの隣接するピクセルがヘッダビッ
トキャリアとして役立つことが防止される。セットの一部を形成する各ピクセルに対して
、所与のピクセル成分は、ヘッダからの一つ以上のビットと一致する値を割り当てられる
。好ましくは、所与のピクセル成分の各ビットは、ヘッダからの特定のビットを表す同一
の値を割り当てられる。斯様な冗長性は、ヘッダを輝度の変化、コントラスト設定の変化
及びノイズの変化に対してより強くする。いずれにせよ、合成モジュールＣＯＭは、ピク
セルとヘッダ情報を坦持するピクセル成分とを定める特定のヘッダ埋め込みスキームを適
用する。
【００６０】
　図８は、表示インタフェースＤＩＤ及び表示コントローラＣＴＤと共に、表示プロセッ
サＰＲＤ又はむしろその実施態様を例示する。表示プロセッサＰＲＤは、さまざまな機能
的構成要素であるヘッダ解析器ＨＤＡ、分解モジュールＤＣＯ、マルチ視野生成モジュー
ルＭＶＧ及び混交モジュールＩＷＶを有する。ヘッダ解析器ＨＤＡは、適切なソフトウエ
アプログラムでロードされたプログラマブルプロセッサの形式でもよい。同じことが他の
機能的構成要素にも当てはまる。すべての機能的構成要素又はその少なくとも一部は、適
切にプログラムされた単一のプロセッサで連帯的に実行されてもよい。
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【００６１】
　表示プロセッサＰＲＤは、基本的に以下のように動作する。ヘッダ解析器ＨＤＡは、前
述のように出力画像に埋め込まれたヘッダを抽出する。そのために、ヘッダ埋め込みスキ
ームは、ヘッダ解析器ＨＤＡに予めプログラムされてもよい。あるいは、再生装置ＰＬＹ
は、例えば、表示装置ＤＰＬが再生装置ＰＬＹに接続されるとき起こる初期化フェーズの
間、ヘッダ埋め込みスキームを表示装置ＤＰＬと通信してもよい。ヘッダ解析器ＨＤＡは
、ヘッダ情報を分解モジュールＤＣＯと直接通信する。あるいは、表示コントローラＣＴ
Ｄは、分解モジュールＤＣＯを適切に設定するために、ヘッダを解釈してもよい。
【００６２】
　いずれにせよ、分解モジュールＤＣＯは、いわば、深度情報が出力画像のどこにあるか
を知っている。分解モジュールＤＣＯは、このように、視聴覚データストリームＡＶＤの
出力画像に共同して含まれる視覚画像及び圧縮深度マップを取り出せる。図７を参照する
と、分解モジュールＤＣＯは、深度情報を有する上位ラインＵＬのセット及び下位ライン
ＬＬのセットを効果的に取り除き、これらのラインは表示されない。
【００６３】
　分解モジュールＤＣＯは、更に、圧縮深度マップを近似の深度マップに変える。近似の
深度マップは、圧縮深度マップより正確である。精度のこのゲインは、深度情報と相関さ
れる比較的高解像度の視覚情報を有する、視覚画像のおかげで達成される。従って、分解
モジュールＤＣＯは、圧縮深度マップの深度情報が不正確である領域を識別できる。その
上、分解モジュールＤＣＯは、視覚画像及び圧縮深度マップに含まれる情報に基づいて、
適切に補正でき、よって精度を増強できる。このことは、図１に図示される深度マップ圧
縮器ＣＭＰを参照して、より詳細に説明された。
【００６４】
　図９は、分解モジュールＤＣＯが供給する視覚画像ＶＩ及びそれに関連する近似の深度
マップＤＭを例示する。視覚画像ＶＩは、木の前にある住宅を表す。住宅及び木は、深度
マップでも識別できる。より正確に言うと、木は白色の面を囲むアウトラインを持ち、木
が仮想観察者に比較的近いことを示す。住宅は灰色がかった面を囲むアウトラインを持ち
、住宅が木より仮想観察者から更に離れて位置することを示す。深度マップＤＭの暗い領
域は、視覚画像ＶＩの背景と一致する。何れの背景対象物も、仮想観察者から比較的遠く
に位置されている。
【００６５】
　図１０は、マルチ視野生成モジュールＭＶＧが視覚画像及び近似の深度マップに基づい
て生成する９つの異なる図を例示する。斯様な一組の視野は、これ以降マルチ視野画像Ｍ
ＶＩと呼ばれるだろう。各視野は、特定の視野位置から見られた住宅及びその前方の木を
表す。すなわち、わずかに異なる９つの視野位置がある。視野位置のわずかな変化によっ
て、木の比較的大きな変位が生じる。これは、木と仮想観察者との間の比較的小さな距離
に起因する。対照的に、住宅は仮想観察者から更に離れて位置されるので、住宅は、視野
全体にわたって比較的小さな程度で移動する。
【００６６】
　マルチ視野生成モジュールＭＶＧは、近似の深度マップに基づいて、２つの異なる視野
間の対象物の適当な変位を決定する。対象物が仮想観察者により間近であるほど、変位は
、より大きい。視覚画像内のいわば深く位置される対象物は、比較的小さな変位を受ける
か、又は同じ位置のままでさえある。従って、３次元経験は、近似の深度マップに基づい
て作られる。
【００６７】
　マルチ視野生成は、分解モジュールＤＣＯが供給する一連の視覚画像ＶＩＳ及びそれに
伴う一連の近似深度マップＡＤＭＳに基づいて、一連のマルチ視野画像ＭＶＩＳを供給す
る。混交モジュールＩＷＶは、駆動信号ＤＲＳによってスクリーンＳＣＲにマルチ視野画
像を送る。スクリーンＳＣＲは、前述されたように自動立体的なタイプであり、１枚のレ
ンチキュラレンズを有する。その場合、混交モジュールＩＷＶは、特定の視野が、１枚の
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レンチキュラレンズに関して特定の位置を持つスクリーンＳＣＲ上の特定のセットのピク
セルに適用されることを確実にする。従って、中間モジュールは、各視野が、いわば、適
当な方向に放射されることを確実にする。これは、観察者がかけなければならない特定の
メガネを必要としない立体的な視野経験を可能にする。
【００６８】
　図１１は、これ以降、プログラム適応立体的ビデオ録画システムＲＳＹ２と呼ばれる他
の立体的なビデオ録画システムＲＳＹ２を例示する。プログラム適応立体的ビデオ録画シ
ステムＲＳＹ２は、例えば、ブルーレイディスク標準に従う光ディスクを作るために使用
される。プログラム適応立体的ビデオ録画システムＲＳＹ２は、立体的画像捕捉装置ＳＩ
Ｃ２とプログラム適応光学レコーダＲＥＣ２とを有する。立体的画像捕捉装置ＳＩＣ２は
、前述された図５に図示される立体的画像捕捉装置ＳＩＣ１と同様である。
【００６９】
　プログラム適応光学レコーダＲＥＣ２は、２つの特定の機能的構成要素である描画生成
器ＤＰＧ及びＪａｖａ（登録商標）―プログラム生成器ＪＳＧ（Ｊａｖａ（登録商標）は
、サン・マイクロシステムズの登録商標である）を有する。プログラム適応光学レコーダ
ＲＥＣ２は、更に、機能的構成要素であるビデオエンコーダＶＤＥ２、マルチプレクサＭ
ＵＸ２、コントローラＣＴＲ２及び光ディスクライターＯＤＷ２を有する。これらの機能
的構成要素は、前述された図５に図示される対応の機能的構成要素と同様である。何れの
機能的構成要素も処理ステップ又は一連の処理ステップとして等しくみなせることに留意
されたい。例えば、ビデオエンコーダＶＤＥ２は、ビデオエンコードステップを表せる。
機能的構成要素は、説明の容易さの理由で、これらがステップよりもむしろ物理的エンテ
ィティであるかのように説明されるだけである。
【００７０】
　プログラム適応立体的ビデオ録画システムＲＳＹ２は、基本的に以下の通りに動作する
。描画像生成器ＤＰＧは、立体的画像捕捉装置ＳＩＣ２から、一連の深度マップＤＭＳ２
を受け取る。受け取りに応じて、描画像生成器ＤＰＧは、一連の描画像ＤＰＳを供給する
。描画像は、立体的画像捕捉装置ＳＩＣ２からの深度マップの近似を構成する。この近似
は、描画プリミティブによって表される基本のグラフィックオブジェクトによってなされ
る。例えば、直線のラインは、描画ベクトルによって表される。
【００７１】
　図１２及び図１３は、描画像生成器ＤＰＧが生成した深度マップＤＭ２及び描画ＤＰを
それぞれ例示する。深度マップＤＭ２は、前景が男性であり背景が飛行機である視覚画像
に関連する。従って、深度マップＤＭ２は、男性のアウトラインと一致するアウトライン
を持つ白色の対象物と、飛行機のアウトラインと一致するアウトラインを持つグレイの対
象物とを有する。描画像ＤＰは、男性のアウトラインに近い白色の多角形と、飛行機のア
ウトラインに近いグレイの多角形とを有する。白色の多角形は、白色を示す色充填パラメ
ータ及び描画像ベクトルのセットとして表され、グレイの多角形は、グレイを示す他の色
充填パラメータ及び描画ベクトルの他のセットとして表される。
【００７２】
　図１４は、Ｊａｖａ（登録商標）プログラム生成器ＪＳＧが描画像の対象物のために生
成するＪａｖａ（登録商標）グラフィックプログラムＪＸを例示する。Ｊａｖａ（登録商
標）グラフィックプログラムＪＸは、関係する対象物のアウトラインを表す一組の描画プ
リミティブを有する。Ｊａｖａ（登録商標）グラフィックプログラムＪＸは、更に、カラ
ー規定を有する。カラー規定は、仮想観察者に対して関係する対象物の距離を適切に表す
深度マップからの値を表す。よって、深度マップで起こる異なる値の範囲は、Ｊａｖａ（
登録商標）グラフィックプログラムに対する異なる色の範囲にマッピングできる。異なる
色の範囲は、例えば、グレイスケール値を有する。よって、図１１に図示されるＪａｖａ
（登録商標）プログラム生成器ＪＳＧは、図１３に図示される描画像のためのＪａｖａ（
登録商標）グラフィックプログラムの２つのセット、男性に対する１つのセット及び飛行
機に対する他のセットを生成する。
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【００７３】
　マルチプレクサＭＵＸ２は、Ｊａｖａ（登録商標）グラフィックプログラム生成器ＪＳ
Ｇから、Ｊａｖａ（登録商標）グラフィックプログラムＪＸＳのストリームを受け取る。
マルチプレクサＭＵＸ２は、更に、立体的画像捕捉装置ＳＩＣ２が供給する一連の視覚画
像ＶＩＳ２をエンコードすることによりビデオエンコーダＶＤＥ２が生成するビデオデー
タストリームＶＤＳ２を受信する。マルチプレクサＭＵＸ２は、前述したように図１に図
示されるマルチプレクサＭＵＸ１の形式と同様の形式で動作する。すなわち、マルチプレ
クサＭＵＸ２は、光ディスクに記録されるべきすべてのデータをディスクデータストリー
ムＤＤＳ１に効果的に結合し、当該データは、Ｊａｖａ（登録商標）グラフィックプログ
ラムＪＸＳのストリーム及びビデオデータストリームＶＤＳ２を含む。光ディスクライタ
ーＯＤＷ２は、前述したように図１に図示される光ディスクライターＯＤＷ１の形式と同
様の形式で動作する。従って、図１１に図示されるプログラム適応立体的ビデオ録画シス
テムＲＳＹ２によって記録された光ディスクが、ブルーレイディスク再生装置で、関係す
るシーンの立体的なレンダリングを可能にする。新しい標準又はブルーレイディスク標準
の拡張のニーズがない。
【００７４】
　ブルーレイディスク再生装置が、図１１―図１４を参照して前述されたように記録され
た光ディスクを読み出すとする。ブルーレイディスク再生装置は、図５に図示される再生
装置ＰＬＹと同様である。ブルーレイディスク再生プロセッサは、図６に図示される基本
的な再生プロセッサＰＢＢと同様である。すなわち、ブルーレイディスク再生プロセッサ
のフロントエンドのモジュールは、ディスクデータストリームＤＤＳ２からのビデオデー
タストリームＶＤＳ２と、Ｊａｖａ（登録商標）グラフィックプログラムＪＸＳのストリ
ームとを取り出す。ブルーレイディスク再生プロセッサのＪａｖａ（登録商標）グラフィ
ックプログラムデコーダは、Ｊａｖａ（登録商標）グラフィックプログラムＪＸＳのスト
リームから、描画像のストリームを再構築する。ビデオデコーダは、視覚画像のストリー
ムを得るために、ビデオデータストリームＶＤＳ２をデコードする。合成モジュールは、
一連の出力画像を有する視聴覚データストリームを供給する。これらの出力画像は、深度
情報を表す描画像及び視覚画像に基づく合成である。出力画像は、図７に図示される出力
画像ＯＩと同様である。描画像は、出力画像の第１のラインのセット及び最後のラインの
セットに含まれ、これらのラインが深度情報を伝達する。
【００７５】
　図１５は、これ以降ＰＩＰ適応立体的ビデオ録画システムＲＳＹ３と呼ばれる他の代わ
りの立体的ビデオ録画システムＲＳＹ３を例示する。ＰＩＰ適応立体的ビデオ録画システ
ムＲＳＹ３は、例えば、ブルーレイディスク標準に従う光ディスクを作るために使用され
る。ＰＩＰ適応立体的ビデオ録画システムＲＳＹ３は、立体的画像捕捉装置ＳＩＣ３とＰ
ＩＰ適応光学レコーダＲＥＣ３とを有する。
【００７６】
　立体的画像捕捉装置ＳＩＣ３は、前述されたような図５に図示される立体的画像捕捉装
置ＳＩＣ１と同様である。すなわち、立体的画像捕捉装置ＳＩＣ３は、一連の視覚画像Ｖ
ＩＳ３及び一連の深度マップＤＭＳ３を供給する。加えて、立体的画像捕捉装置ＳＩＣ３
は、一連の閉塞画像ＯＣＩＳ及び一連の閉塞深度マップＯＤＭＳを供給する。閉塞画像及
び閉塞深度マップは、特定の視覚画像と関連している。閉塞画像は、一つ以上の前景対象
物により、少なくとも部分的に塞がれる一つ以上の背景対象物についての情報を供給する
。すなわち、閉塞画像は、閉塞により視覚画像内に見ることができない対象物又は対象物
の一部を有する。閉塞深度マップは、閉塞画像内に表される斯様な対象物又は対象物の一
部に関係する深度情報を供給する。
【００７７】
　一連の閉塞画像ＯＣＩＳ及び一連の閉塞深度マップＯＤＭＳは、立体的ビデオレンダリ
ングシステムが偽信号なく立体的な視聴経験を供給する際の補助を行う。これは、図９及
び図１０を参照して説明される。図９に表される視覚画像において、木は、住宅の一部を
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閉塞する。図１０に表される９つの視野において、閉塞される住宅の部分は、図９に表わ
される視覚画像と一致する中間の視野を除いて、部分的に見えるようになる。すなわち、
立体的レンダリングのために生成される視野は、立体的レンダリングの基になる視覚画像
に存在しない部分を有する。いわゆるホール充填技術によって視覚画像にある情報に基づ
いて、これら欠けた部分をほぼ再構築することは可能である。しかしながら、部分的に塞
がれる対象物が仮想観察者から比較的遠く離れている場合、ホール充填技術は不充分であ
る。
【００７８】
　閉塞画像は、視覚の画像に欠けているが、立体的レンダリングのため異なる視野の適当
なセットを生成するために必要とされる部分を有する。閉塞画像は、好ましくは、視覚画
像の閉塞された領域の関連した境界部分だけを有する。閉塞深度マップは、関連する閉塞
画像に表される、欠けている部分に関係する深度情報を供給する。
【００７９】
　ＰＩＰ適応光学レコーダＲＥＣ３は、２つの特定の機能的構成要素であるモザイク画像
コンポーザーＭＩＣ及び第２のビデオエンコーダＳＶＤＥを有する。ＰＩＰ適応光学レコ
ーダＲＥＣ３は、更に、マルチプレクサＭＵＸ３、コントローラＣＴＲ３及び光ディスク
ライターＯＤＷ３だけでなく、図１に図示されるビデオエンコーダＶＤＥ２とコンパチブ
ルな１次のビデオエンコーダＰＶＤＥを有する。これらの最後に言及された機能的構成要
素は、前述されたように図１に図示される対応する機能的な構成要素と同様である。何れ
の機能的な構成要素も、処理ステップ又は一連の処理ステップとして等しくみなせること
に留意されたい。例えば、１次のビデオエンコーダＰＶＤＥは、１次のビデオエンコード
ステップを表す。機能的構成要素は、説明の容易さのため、これらがステップよりもむし
ろ物理的エンティティであるかのように説明されるだけである。
【００８０】
　ＰＩＰ適応立体的ビデオ録画システムＲＳＹ３は、基本的に以下の通りに動作する。１
次のビデオエンコーダＰＶＤＥは、一連の視覚画像ＶＩＳ３をエンコードすることにより
、主要なビデオデータストリームＰＶＤＳを供給する。主要なビデオデータストリームＰ
ＶＤＳは、図１に図示されるビデオエンコーダＶＤＥ１により作られるビデオデータスト
リームＶＤＳ１に相当する。モザイク画像コンポーザーＭＩＣは、立体的画像捕捉装置Ｓ
ＩＣ３から一連の深度マップＤＭＳ３、一連の閉塞画像ＯＣＩＳ及び一連の閉塞深度マッ
プＯＤＭＳに基づいて、モザイク画像ＭＩＳのストリームを供給する。モザイク画像は、
全て同じ視覚画像と関係する深度マップ、閉塞画像及び閉塞深度マップのモザイクである
。
【００８１】
　図１６及び図１７は、視覚画像ＶＩ３とそれに関連するモザイク画像ＭＩを例示する。
モザイク画像ＭＩは、４象限である左上象限、右上象限、左下象限、及び右下象限を持つ
。左上象限は、空である。右上象限は、これ以降、縮尺深度マップと呼ばれる縮尺バージ
ョンの深度マップを有する。縮尺深度マップは、水平及び垂直方向の視覚画像の解像度の
半分の解像度を持つ。左下象限は、これ以降、縮尺閉塞画像と呼ばれる縮尺バージョンの
閉塞画像を有する。右下象限は、これ以降、縮尺閉塞深度マップと呼ばれる縮尺バージョ
ンの閉塞深度マップを有する。
【００８２】
　２次のビデオエンコーダＳＶＤＥは、これらの画像がいわゆるピクチャインピクチャ（
ＰＩＰ）表示のための通常の視覚画像であるかのように、モザイク画像ＭＩＳのストリー
ムをエンコードする。２次のビデオエンコーダＳＶＤＥは、例えば、ＭＰＥＧ―２又はＭ
ＰＥＧ―４エンコードスキームのような、１次のビデオエンコーダＰＶＤＥのスキームと
同様であるエンコードスキームを適用する。従って、２次のビデオエンコーダＳＶＤＥは
、閉塞情報だけでなく深度情報を有するモザイク画像を表す２次のビデオデータストリー
ムＳＶＤＳを供給する。
【００８３】
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　コントローラＣＴＲ３は、１次のビデオデータストリームＰＶＤＳ及び２次のビデオデ
ータストリームＳＶＤＳを記録する光ディスクが適切なアプリケーションデータを有する
ことを確実にする。アプリケーションデータは、３次元モードの光ディスクに記録された
コンテンツをレンダリングするためのメニュー項目を有する。アプリケーションデータは
、更に、このメニュー項目と関連する特定の再生規定を有する。立体的レンダリングのた
めのこの再生規定は、再生装置が２次のビデオストリームとして１次のビデオデータスト
リームＰＶＤＳを処理すべきこと及びその逆を規定する。すなわち、この再生規定は、こ
れらがピクチャインピクチャ画像であるかのように、再生装置に視覚画像を処理させる。
【００８４】
　マルチプレクサＭＵＸ３は、１次のビデオデータストリームＰＶＤＳ及び２次のビデオ
データストリームＳＶＤＳを受信する。マルチプレクサＭＵＸ３は、他のデータストリー
ムを受信してもよい。マルチプレクサＭＵＸ３は、前述されたように図１に図示されるマ
ルチプレクサＭＵＸ３の形式と同様の形式で基本的に動作する。すなわち、マルチプレク
サＭＵＸ３は、光ディスクに記録されるべきすべてのデータをディスクデータストリーム
ＤＤＳ３へと効果的に結合する。このデータは、前述のアプリケーションデータを含み、
立体的レンダリングのため、再生装置が２次のビデオストリームとして１次のビデオデー
タストリームＰＶＤＳを処理すべきであり、この逆もあることを当該アプリケーションデ
ータは規定する。光ディスクライターＯＤＷ３は、前述されたように図１に図示される光
ディスクライターＯＤＷ１の形式と同様の形式で動作する。従って、図１５に図示される
ＰＩＰ適応立体的ビデオ録画システムＲＳＹ３によって記録された光ディスクは、ブルー
レイディスク再生装置に関係するシーンの立体的レンダリングを可能にする。新しい標準
又はブルーレイディスク標準の拡張のためのニーズがない。
【００８５】
　前述されたように、図５に図示される再生装置ＰＬＹは、ブルーレイディスクプレーヤ
を表す。ユーザが、図１５―図１７を参照して前述されたように作られた光ディスクを、
プレーヤに正に挿入したとする。最初のフェーズにおいて、主コントローラＣＴＭは、光
ディスクに格納されたアプリケーションデータを光ディスクリーダーＯＤＲに読み込ませ
る。主コントローラＣＴＭは、表示装置ＤＰＬによってメニューをユーザに提示するため
、アプリケーションデータを使用する。前記メニューは、例えば、２次元モード又は３次
元モードで、所与のタイトルの再生を提案する。ユーザが、光ディスクにあるマルチメデ
ィアコンテンツの特定のレンダリングである３次元モードを選択するとする。選択に応じ
て、主コントローラＣＴＭは、アプリケーションデータに含まれる一つ以上の再生規定に
基づいて、再生プロセッサＰＲＰを適切に設定する。主コントローラＣＴＭは、ユーザが
選択した特定のレンダリングを確実にするために、他の動作を実施してもよい。
【００８６】
　図１８は、ブルーレイディスク標準に従って、特に高品位映像（ＨＤＭＶ）モードに従
って、ディスクデータストリームＤＤＳ３を処理できる再生プロセッサＰＲＰの先進の実
行を例示する。この実行は、これ以降先進の再生プロセッサＰＢＡと呼ばれるだろう。先
進の再生プロセッサＰＢＡは、種々の機能的エンティティであるフロントエンドモジュー
ルＦＥＭＸ、１次のビデオデコーダＰＶＤ、２次のビデオデコーダＳＶＤ、プレゼンテー
ショングラフィックデコーダＰＧＤ、インタラクティブグラフィックデコーダＩＧＤを有
する。フロントエンドモジュールＦＥＭＸは、図６に例示される基本的再生プロセッサＰ
ＢＢ内のフロントエンドモジュールＦＥＭと機能的に比較されてもよい。１次のビデオデ
コーダＰＶＤ及び２次のビデオデコーダＳＶＤは、機能的に等価である。
【００８７】
　先進の再生プロセッサＰＢＡは、更に、スケーリング及び位置決めモジュールＳＣＰ、
種々の透明度制御モジュールＴ１－Ｔ６、及び種々の加算モジュールＳ１－Ｓ３を有する
。最後に述べた機能的エンティティの組み合わせは、図６に例示された合成モジュールＣ
ＯＭに対応する。符号α１－３は、透明度制御係数を表す。前述のモジュールの何れも適
切なソフトウェアプログラムでロードされたプログラマブルプロセッサの形式でもよい。
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全ての機能的エンティティは、適切にプログラムされた単一のプロセッサに結合されても
よい。
【００８８】
　先進の再生プロセッサＰＢＡは、基本的に以下のように動作する。前述の開始フェーズ
において、フロントエンドモジュールＦＥＭＸは、視覚画像を表す１次のビデオデータス
トリームＰＶＤＳを２次のビデオデコーダＳＶＤへ付与するように設定された。フロント
エンドモジュールＦＥＭＸは、モザイク画像を表す２次のビデオデータストリームＳＶＤ
Ｓを１次のビデオデコーダＰＶＤへ付与するように設定された。すなわち、フロントエン
ドモジュールＦＥＭＸは、いわば、役割の変更を付与するように指示された。１次のビデ
オデコーダＰＶＤは、モザイク画像ＭＩＳのストリーム、又はむしろその近似を取り出す
。２次のビデオデコーダＳＶＤは、視覚画像ＶＩ３のストリーム、又はむしろその近似を
取り出す。
【００８９】
　スケーリング及び位置決めモジュールＳＣＰは、視覚画像をスケーリングする。より正
確には、視覚画像は、水平及び垂直方向にファクタ２で減少される。例えば、視覚画像が
各ライン１９２０ピクセルを１０８０ライン有するとする。その場合、スケーリングモジ
ュールは、各ライン９６０ピクセルを５４０ライン有するスケーリングされた視覚画像を
供給する。スケーリング及び位置決めモジュールは、各ライン１９２０ピクセルを１０８
０ライン有する出力画像の左上象限にスケーリングされた視覚画像を置く。透明度制御モ
ジュールＴ１及びＴ２は、出力画像の左上象限をスケーリングされた視覚画像と一致させ
、関係する視覚画像と関連するモザイク画像と一致させる。透明度制御係数α３が左上象
限内で１に等しいのに対し、この透明度制御係数は、他の象限で０に等しい。従って、ス
ケーリング及び位置決めモジュールＳＣＰは、透明制御モジュールＴ１及びＴ２並びに加
算モジュールＳ１により、モザイク画像ＭＩＳのストリームと効果的に組み合わされるス
ケーリングされ位置決めされた視覚画像のストリームを供給する。
【００９０】
　図１９－図２２は、前に説明した先進の再生プロセッサＰＢＡ内で起こるさまざまな画
像を例示する。図１９は、関係する光ディスクにある１次のビデオデータストリームＰＶ
ＤＳをデコードすることにより２次のビデオデコーダＳＶＤが供給する視覚画像ＶＩ３を
例示する。図２０は、図１９に例示された視覚画像ＶＩ３をスケーリングすることにより
スケーリング及び位置決めモジュールＳＣＰが確立するスケーリングされた視覚画像ＶＩ
Ｘを例示する。図２１は、２次のビデオデータストリームＳＶＤＳをデコードすることに
より１次のビデオデコーダＰＶＤが供給するモザイク画像ＭＩを例示する。モザイク画像
ＭＩは、図１９に図示される視覚画像ＶＩ３と関連し、右上象限に深度マップ、左下象限
に閉塞画像、及び右下象限に閉塞深度マップを有する。図２２は、スケーリングされた視
覚画像がピクチャインピクチャであるかのように、モザイク画像ＭＩのスケーリングされ
た視覚画像ＶＩＸに重ねることにより得られる出力画像ＯＩＸを例示する。
【００９１】
　従って、先進の再生プロセッサＰＢＡは、特定の領域内の視覚情報、深度情報、閉塞情
報及び閉塞深度情報を有する出力画像ＯＩＳのストリームを供給する。図６に例示された
基本的再生プロセッサＰＢＢを参照して前に説明されたように、出力画像は、当該出力画
像が分割される異なる領域と各異なる領域内で見つけられる情報のタイプとを示すヘッダ
を有してもよい。従って、表示装置は、図７及び図２２に例示されるもののような異なる
出力画像フォーマット間を区別できる。前記表示装置は、適当な形式で出力画像を処理で
きる。あるいは、表示装置は、特定の出力画像フォーマットを処理するようにあらかじめ
プログラムされているか、又はレンダリングフェーズの前に初期フェーズにおいてプログ
ラムされてもよい。
【００９２】
　図１８に例示される先進の再生プロセッサＰＢＡは、フロントエンドモジュールＦＥＭ
ＸがディスクデータストリームＤＤＳ３からインタラクティブグラフィックデータストリ
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ームＩＧＤＳ及びプレゼンテーショングラフィックデータストリームＰＧＤＳを取り出す
、従来の形式で動作してもよいことに留意されたい。プレゼンテーショングラフィックデ
コーダＰＧＤ及びインタラクティブグラフィックデコーダＩＧＤは、前述のデータストリ
ームをデコードすることにより、プレゼンテーショングラフィック画像のストリームＰＧ
ＩＳ及びインタラクティブグラフィック画像のストリームＩＧＩＳそれぞれを供給する。
プレゼンテーショングラフィック画像又はインタラクティブグラフィック画像は、トラン
スペアレント制御モジュールＴ３－Ｔ６及び加算モジュールＳ２、Ｓ３により、視覚画像
と結合されてもよい。
【００９３】
　図面を参照して前に詳述された説明は、請求項で規定される本発明及び付加的特徴の単
なる例示である。本発明は、多くの異なる態様で実施できる。このことを例示するために
、幾つかの代替物が簡単に示される。
【００９４】
　本発明は、立体的画像レンダリングを含む何れのタイプの製品又は方法に好適に適用さ
れる。図５に例示されるような光ディスクプレーヤを有する立体的レンダリングシステム
は、単なる例である。本発明は、例えばブルーレイディスク標準に合致して、データスト
リームを受信及び処理する例えば受信器に好適に等しく適用できる。斯様なデータストリ
ームは、例えばインターネットのようなネットワークを介して受信器に達する。データ担
体は、必ずしも光ディスクの形式である必要はない。例えば、集積回路の形式である書き
込み可能なメモリは、本発明による一つ以上の画像をエンコードすることにより得られた
データアセンブリを有してもよい。本発明は、特定のタイプの立体的表示装置を要求しな
い。詳細な説明で上述された自動立体的表示は、単なる例である。立体的表示装置は、眼
鏡の一方のグラスが左目視野又はその一連のシーケンスを通して左目へ行かせ、他方のグ
ラスが右目視野又はその一連のシーケンスを通して右目へ行かせるような観察者に眼鏡を
つけることを要求するタイプのものでもよい。斯様な立体的表示装置は、左目視野及び右
目視野を交互に表示する。
【００９５】
　本発明による画像をエンコードする多くの態様がある。図１及び図１１は、深度マップ
がグラフィック画像及びＪａｖａ（登録商標）ベースのグラフィック画像それぞれとして
エンコードされる例を示す。他の実施例では、深度マップは、図１５にあるように、閉塞
データ及び閉塞深度データと組み合わされる。すなわち、立体可能なデータは、深度情報
又は深度情報と閉塞情報との組み合わせ、及び立体的レンダリングを満足させるために貢
献する更に他の情報を専ら有する。
【００９６】
　再生装置に利用可能である立体可能なデータを作る多くの異なる態様がある。図５を参
照して説明される例では、立体可能なデータは、光ディスク上の視覚データとともに記録
された。しかしながら、再生装置ＰＬＹは、ネットワークＮＷ及びネットワークＮＩＦを
介して、サーバＳＲＶから立体可能なデータを取り出してもよい。よって、再生プロセッ
サＰＲＰは、ネットワークインタフェースＮＩＦからネットワークデータストリームＮＤ
Ｓの形式で立体可能なデータを受け取ってもよい。光ディスクにあるコンテンツに対する
立体化レンダリングモードを選択するユーザは、当該コンテンツと関連する立体可能なデ
ータの斯様な取り出しをトリガする。光ディスクにあるアプリケーションデータは、立体
可能なデータが取り出され得る特定のインターネットアドレス又は斯様なアドレスのセッ
トを示す。取り出しは、支払いを前提としてもよい。
【００９７】
　表示装置ＤＰＬに転送できる立体化可能な情報が出力画像に含まれ得る多くの種々異な
る態様がある。図７は、上位ラインＵＬのセット及び下位ラインＬＬのセットにあるよう
に、立体化可能な情報が含まれる実施例を例示する。他の実施例では、立体可能な情報は
、上位ラインＵＬのセット及び下位ラインＬＬのセットに含まれるランダム化された立体
可能な情報を得るために、ランダム信号と乗算されてもよい。表示装置は、立体可能な情
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きる。斯様な手法は、ユーザが立体的レンダリングを可能にする表示装置を持たない一方
で、ユーザが立体的レンダリングのためのメニュー項目を誤って選択する場合に、有利で
ある。斯様な場合、立体可能な情報を含む出力画像が、例えば図７に例示される出力画像
のように表示されるだろう。ユーザは、上位ラインＵＬのセット及び下位ラインＬＬのセ
ットを変で目障りなものとして考えるかもしれないが、ユーザが間違いを犯すことはない
だろう。立体可能な情報が、ランダム化された形式で出力画像に起こる場合、上位ライン
ＵＬのセット及び下位ラインＬＬのセットは変で目障りなものとなることが少なくなる。
【００９８】
　立体的視覚経験が、本発明に従ってエンコードされた画像で達成できる多くの異なる態
様がある。図８は、表示プロセッサＰＲＤが特定のフォーマットの出力画像を検出するよ
うに設けられた実施例を例示する。他の実施例では、表示プロセッサは、特定のフォーマ
ットに従った出力画像を解釈し処理するようにあらかじめプログラムされてもよい。更に
他の実施例では、表示プロセッサは、立体化可能なデータが存在する一つ以上の特定の領
域を識別するため、出力画像又は一連の出力画像を解析してもよい。斯様な自動検出は、
立体化可能なデータを有する領域と視覚データを有する領域との間の不連続性がある、統
計的解析に基づき得る。その上、不連続性は、各画像で起こるだろう。
【００９９】
　図１、図５、図６、図８、図１１、図１５及び図１８に例示される例の何れも、方法の
形式で実行されてもよい。すなわち、これらの図に生じるブロックは、方法の一つ以上の
特定のステップを表わし得る。例えば、図１のＶＤＥ１で示されるブロックは、ビデオエ
ンコーダと同様にビデオエンコードステップを表す。図１のＧＲＥで示されるブロックは
、グラフィックエンコーダと同様に、グラフィックエンコードステップを表す。図１のＭ
ＵＸ１で示されるブロックは、マルチプレクサと同様に、マルチプレクスステップを表す
など、フローチャートとして解釈できる前述の図の各ブロックに対して同様である。
【０１００】
　ハードウェア若しくはソフトウェア又は両方の品目により機能を実施する多くの態様が
ある。この観点では、図面は概略的であり、各図は本発明の一つの可能な実施例のみを表
す。よって、図面は異なる機能を異なるブロックとして示されているが、このことは、ハ
ードウェア又はソフトウェアの単一の品目が幾つかの機能を実施することを決して除外し
ない。ハードウェア若しくはソフトウェア又は両方の品目のアセンブリが機能を実施する
ことを除外しない。図２に例示される何れの機能的構成要素も、ソフトウェア若しくはハ
ードウェア又はこれらの組み合わせにより実施されてもよいことに注意されたい。例えば
、機能的構成要素は、ソフトウェアを基にした実施であるプログラム可能なプロセッサを
適切にプログラムすることにより、又はハードウェアを基にした実施である専用回路の形
式で、実行されてもよい。混合の実行は、一つ以上の専用回路だけでなく、一つ以上の適
切にプログラムされたプロセッサを含んでもよい。
【０１０１】
　ここで前になされた付言は、参照する図面及び詳細な説明が本発明を制限するというよ
りはむしろ例示することを示す。添付された請求項の範囲内にある多くの代替物がある。
請求項内の参照符号は、請求項を制限するものとみなされるべきではない。用語「有する
」は、請求項にあげられたもの以外の他の要素又はステップを除外しない。要素又はステ
ップに先行する用語「ａ」又は「ａｎ」は、複数の斯様な要素又はステップの存在を除外
しない。
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