
JP 5596146 B2 2014.9.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３次元（３Ｄ）ビデオ・コンテンツのビデオデータ・セグメントとオーディオデータ・
セグメントと深さデータ・セグメントとを生成するマルチメディア処理モジュールと、こ
こにおいて、前記マルチメディア処理モジュールは、３Ｄビデオデータを生成するために
ビデオデータを変換する変換モジュールと、人間視覚系に関する生成された前記３Ｄビデ
オデータの３Ｄ可視化の質を反映する人間視覚系（ＨＶＳ）モデルを用いて１つまたは複
数のメトリックを決定する人間視覚系（ＨＶＳ）フィードバック・モジュールとを備え、
　前記変換モジュールに関連するレンダリング・モジュールと、
　ここにおいて、前記ＨＶＳフィードバック・モジュールは、前記レンダリング・モジュ
ールからフィードバックデータを受け取り、前記受け取ったフィードバックデータを解析
して、前記３Ｄビデオデータの前記生成を改良するために、少なくとも前記レンダリング
・モジュールを再構成するための１つまたは複数のメトリックを判断し、ここにおいて、
前記ＨＶＳフィードバック・モジュールは、１つまたは複数の判断されたメトリックに基
づいて、前記３Ｄビデオデータの前記生成を改良するために、少なくとも前記レンダリン
グ・モジュールを再構成する、
　トランスポート・プロトコルに従って前記ビデオデータ・セグメントと前記オーディオ
データ・セグメントと前記深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異
なる１つの中にカプセル化し、前記３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメ
タデータを前記複数のパケットのうちの少なくとも１つに追加するトランスポート・プロ
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トコル・モジュールと、
　前記パケットを装置の外部の３Ｄディスプレイ・デバイスに送信するワイヤレス・モジ
ュールと、
　を備える装置。
【請求項２】
　前記トランスポート・プロトコル・モジュールが、前記複数のパケットのうちの前記少
なくとも１つのヘッダ中の随意のデータフィールド内に前記メタデータを追加する、請求
項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記トランスポート・プロトコルがアプリケーション・レイヤ・トランスポート・プロ
トコルを備え、
　前記アプリケーション・レイヤトランスポート・プロトコルがリアルタイム・トランス
ポート・プロトコル（ＲＴＰ）を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記メタデータが、深さ範囲と、深さ解像度と、カメラ・モデル・パラメータと、最適
閲覧パラメータと、圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定義する深さメタデータを備
える、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記メタデータが、オクルージョン解像度と圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定
義するオクルージョンメタデータを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記メタデータが、複数のグローバル効果パラメータのうちの１つまたは複数を定義す
るグローバル効果メタデータを備え、グローバル効果パラメータが、密度、ロケーション
および繰返しレートを含む、雨と、もやと、雪と、煙とのうちの１つまたは複数に関係す
るビデオ効果を記述する、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義する１つまたは複
数のパラメータを判断するパラメータ発見モジュールであって、前記１つまたは複数のパ
ラメータが、前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる入力フォーマット
を含み、前記判断された入力フォーマットに従って３Ｄビデオデータを生成するように２
次元（２Ｄ）ビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換するように前記変換モジュール
を構成する、パラメータ発見モジュールをさらに備え、
　前記ワイヤレス・モジュールが２Ｄビデオデータを受信し、
　前記変換モジュールは、前記３Ｄビデオデータが前記判断された入力フォーマットに準
拠するように、前記２Ｄビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換する、請求項１に記
載の装置。
【請求項８】
　前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義するパラメータに
従って前記３Ｄビデオデータを生成するように前記変換モジュールを構成するパラメータ
発見モジュールをさらに備え、
　前記ワイヤレス・モジュールが前記３Ｄビデオデータを前記３Ｄディスプレイ・デバイ
スに転送し、
　前記人間視覚系（ＨＶＳ）フィードバック・モジュールは、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、前記ＨＶＳモデルを用いて
、前記１つまたは複数のメトリックを判断し、再び前記変換モジュールが前記ビデオデー
タを変換している間、前記判断された１つまたは複数のメトリックに基づいて前記変換モ
ジュールを再構成して前記３Ｄビデオデータの前記生成を改善する、請求項１に記載の装
置。
【請求項９】
　前記ビデオデータ・セグメントを記憶するためのモジュールと、
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　前記装置の外部の前記ディスプレイ・デバイスの１つまたは複数のディスプレイ・パラ
メータを判断し、前記判断されたディスプレイ・パラメータに基づいて３Ｄビデオデータ
を生成するように前記ビデオデータ・セグメントを準備するワイヤレス・ディスプレイ・
ホストモジュールと、
　をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　装置のマルチメディア処理モジュールによって、３次元（３Ｄ）ビデオ・コンテンツの
ビデオデータ・セグメントとオーディオデータ・セグメントと深さデータ・セグメントと
を生成することと、
　前記装置の変換モジュールによって、３Ｄビデオデータを生成するためにビデオデータ
を変換することと、
　前記装置の人間視覚系（ＨＶＳ）フィードバック・モジュールによって人間視覚系に関
する前記生成された３Ｄビデオデータの３Ｄ可視化の質を反映する人間視覚系（ＨＶＳ）
モデルを用いて１つまたは複数のメトリックを決定することと、
　前記ＨＶＳフィードバック・モジュールによって、前記変換モジュールに関連するレン
ダリング・モジュールからフィードバックを受け取ることと、
　前記ＨＶＳフィードバック・モジュールによって、前記３Ｄビデオデータの前記生成を
改良するために、少なくとも前記レンダリング・モジュールを再構成するための１つまた
は複数のメトリックを判断するために前記受け取られたフィードバックデータを解析する
ことと、ここにおいて、前記ＨＶＳフィードバック・モジュールは、前記３Ｄビデオデー
タの前記生成を改良するために、前記判断された１つまたは複数のメトリックに基づいて
少なくとも前記レンダリング・モジュールを再構成する、
　前記装置のトランスポート・プロトコル・モジュールによって、トランスポート・プロ
トコルに従って前記ビデオデータ・セグメントと前記オーディオデータ・セグメントと前
記深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異なる１つの中にカプセル
化し、前記３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメタデータを前記複数のパ
ケットのうちの少なくとも１つに追加することと、
　前記装置のワイヤレス・モジュールによって、前記パケットを前記装置の外部の３Ｄデ
ィスプレイ・デバイスに送信することと、
　を備える方法。
【請求項１１】
　前記複数のパケットのうちの前記少なくとも１つのヘッダ中の随意のデータフィールド
内に前記メタデータを追加することをさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記トランスポート・プロトコルがアプリケーション・レイヤトランスポート・プロト
コルを備え、
　前記アプリケーション・レイヤトランスポート・プロトコルがリアルタイム・トランス
ポート・プロトコル（ＲＴＰ）を備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記メタデータが、深さ範囲と、深さ解像度と、カメラ・モデル・パラメータと、最適
閲覧パラメータと、圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定義する深さメタデータを備
える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記メタデータが、オクルージョン解像度と圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定
義するオクルージョンメタデータを備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記メタデータが、複数のグローバル効果パラメータのうちの１つまたは複数を定義す
るグローバル効果メタデータを備え、グローバル効果パラメータが、密度、ロケーション
および繰返しレートを含む、雨と、もやと、雪と、煙とのうちの１つまたは複数に関係す
るビデオ効果を記述する、請求項１０に記載の方法。
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【請求項１６】
　前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義する１つまたは複
数のパラメータを判断することであって、前記１つまたは複数のパラメータが、前記３Ｄ
ディスプレイ・デバイスによってサポートされる入力フォーマットを含み、前記判断され
た入力フォーマットに従って３Ｄビデオデータを生成するように２次元（２Ｄ）ビデオデ
ータを前記３Ｄビデオデータに変換するように変換モジュールを構成する、判断すること
と、
　２Ｄビデオデータを受信することと、
　前記３Ｄビデオデータが前記判断された入力フォーマットに準拠するように、前記２Ｄ
ビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換することと、
　をさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記３次元（３Ｄ）ディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義するパ
ラメータに従って３Ｄビデオデータを生成するように前記マルチメディア処理モジュール
の前記変換モジュールを構成することと、
　前記構成された変換モジュールによって、前記３Ｄビデオデータを生成するためにビデ
オデータを変換することと、
　をさらに備え、
　前記パケットを送信することが、前記３Ｄビデオデータを前記３Ｄディスプレイ・デバ
イスに転送することを備え、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、前記装置の前記人間視覚系
（ＨＶＳ）フィードバック・モジュールによって１つまたは複数のメトリックを判断する
ことと、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、前記判断された１つまたは
複数のメトリックに基づいて前記変換モジュールを再構成して前記３Ｄビデオデータの前
記生成を改善することと、
　をさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ビデオデータ・セグメントを記憶することと、
　ワイヤレス・ディスプレイホストによって、前記装置の外部の前記ディスプレイ・デバ
イスの１つまたは複数のディスプレイ・パラメータを判断することと、
　前記ワイヤレス・ディスプレイホストによって、前記判断されたディスプレイ・パラメ
ータに基づいて３Ｄビデオデータを生成するように前記ビデオデータ・セグメントを準備
することと、
　をさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１９】
　装置であって、
　３次元（３Ｄ）ビデオ・コンテンツのビデオデータ・セグメントとオーディオデータ・
セグメントと深さデータ・セグメントとを生成するための手段と、
　３Ｄビデオデータを生成するようにビデオデータを変換するための手段と、
　人間視覚系に関する生成された３Ｄビデオデータの３Ｄ可視化の質を反映する人間視覚
系（ＨＶＳ）モデルを用いて１つまたは複数のメトリックを決定する手段と、
　ここにおいて、前記１つまたは複数のメトリックを決定するための手段が、前記変換す
る手段に関連するレンダリング・モジュールからフィードバックを受け取り、前記３Ｄビ
デオデータの前記生成を改良するために、変換するための前記手段を再構成するための１
つまたは複数のメトリックを決定するための、前記受け取られたフィードバックデータを
解析し、
　ここにおいて、前記決定するための手段は、前記３Ｄビデオデータの前記生成を改良す
るために、前記１つまたは複数のメトリックを決定することに基づいて少なくとも前記変
換するための手段を再構成する、
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　トランスポート・プロトコルに従って前記ビデオデータ・セグメントと前記オーディオ
データ・セグメントと前記深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異
なる１つの中にカプセル化し、前記３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメ
タデータを前記複数のパケットのうちの少なくとも１つに追加するための手段と、
　前記パケットを前記装置の外部の３Ｄディスプレイ・デバイスに送信するための手段と
、を備える装置。
【請求項２０】
　前記複数のパケットのうちの前記少なくとも１つのヘッダ中の随意のデータフィールド
内に前記メタデータを追加するための手段をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記トランスポート・プロトコルがアプリケーション・レイヤトランスポート・プロト
コルを備え、
　前記アプリケーション・レイヤトランスポート・プロトコルがリアルタイム・トランス
ポート・プロトコル（ＲＴＰ）を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記メタデータが、深さ範囲と、深さ解像度と、カメラ・モデル・パラメータと、最適
閲覧パラメータと、圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定義する深さメタデータを備
える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記メタデータが、オクルージョン解像度と圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定
義するオクルージョンメタデータを備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記メタデータが、複数のグローバル効果パラメータのうちの１つまたは複数を定義す
るグローバル効果メタデータを備え、グローバル効果パラメータが、密度、ロケーション
および繰返しレートを含む、雨と、もやと、雪と、煙とのうちの１つまたは複数に関係す
るビデオ効果を記述する、請求項１９に記載の装置。
【請求項２５】
　前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義する１つまたは複
数のパラメータを判断するための手段であって、前記１つまたは複数のパラメータが、前
記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる入力フォーマットを含み、前記判
断された入力フォーマットに従って３Ｄビデオデータを生成するように２次元（２Ｄ）ビ
デオデータを前記３Ｄビデオデータに変換するように前記変換するための手段を構成する
、判断するための手段と、
　２Ｄビデオデータを受信するための手段と、
　前記３Ｄビデオデータが前記判断された入力フォーマットに準拠するように、前記２Ｄ
ビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換するための手段とをさらに備える、請求項１
９に記載の装置。
【請求項２６】
　前記３次元（３Ｄ）ディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義するパ
ラメータに従って３Ｄビデオデータを生成するように前記装置の変換するための手段を構
成するための手段をさらに備え、
　前記構成された変換するための手段が、前記３Ｄビデオデータを生成するためにビデオ
データを変換し、
　前記パケットを送信するための前記手段が、前記３Ｄビデオデータを前記３Ｄディスプ
レイ・デバイスに転送するための手段を備え、
　前記変換するための手段が前記ビデオデータを変換している間、前記１つまたは複数の
メトリックを判断する手段が前記１つまたは複数のメトリックを決定し、
　前記装置は、
　前記変換するための手段が前記ビデオデータを変換している間、前記判断された１つま
たは複数のメトリックに基づいて変換モジュールを再構成して前記３Ｄビデオデータの前
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記生成を改善するための再構成する手段をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ビデオデータ・セグメントを記憶するための手段と、
　前記装置の外部の前記ディスプレイ・デバイスの１つまたは複数のディスプレイ・パラ
メータを判断するための手段と、
　前記判断されたディスプレイ・パラメータに基づいて３Ｄビデオデータを生成するよう
に前記ビデオデータ・セグメントを準備するための手段と、
　をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２８】
　３次元（３Ｄ）ビデオ・コンテンツのビデオデータ・セグメントとオーディオデータ・
セグメントと深さデータ・セグメントとを生成することと、
　装置の変換モジュールによって、３Ｄビデオデータを生成するためにビデオデータを変
換することと、
　人間視覚系（ＨＶＳ）フィードバック・モジュールによって、人間視覚系に関する前記
生成された３Ｄビデオデータの３Ｄ可視化の質を反映するＨＶＳモデルを用いて１つまた
は複数のメトリックを決定することと、
　前記ＨＶＳフィードバック・モジュールによって、前記変換モジュールに関連するレン
ダリング・モジュールからフィードバックを受け取ることと、
　前記ＨＶＳフィードバック・モジュールによって、前記３Ｄビデオデータの前記生成を
改良するために、少なくとも前記レンダリング・モジュールを再構成するための１つまた
は複数のメトリックを決定するための前記受け取られたフィードバックを解析することと
、ここにおいて、前記ＨＶＳフィードバック・モジュールは、前記３Ｄビデオデータの前
記生成を改良するために、前記決定された１つまたは複数のメトリックに基づいて少なく
とも前記レンダリング・モジュールを再構成する、
　トランスポート・プロトコルに従って前記ビデオデータ・セグメントと前記オーディオ
データ・セグメントと前記深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異
なる１つの中にカプセル化し、前記３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメ
タデータを前記複数のパケットのうちの少なくとも１つに追加することと、
　前記パケットを前記装置の外部の３Ｄディスプレイ・デバイスに送信することと、
　をプロセッサに行わせる命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２９】
　前記命令が、前記複数のパケットのうちの前記少なくとも１つのヘッダ中の随意のデー
タフィールド内に前記メタデータを追加することをプロセッサにさらに行わせる、請求項
２８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３０】
　前記トランスポート・プロトコルがアプリケーション・レイヤトランスポート・プロト
コルを備え、
　前記アプリケーション・レイヤトランスポート・プロトコルがリアルタイム・トランス
ポート・プロトコル（ＲＴＰ）を備える請求項２８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３１】
　前記メタデータが、深さ範囲と、深さ解像度と、カメラ・モデル・パラメータと、最適
閲覧パラメータと、圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定義する深さメタデータを備
える、請求項２８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３２】
　前記メタデータが、オクルージョン解像度と圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定
義するオクルージョンメタデータを備える、請求項２８に記載のコンピュータ可読記憶媒
体。
【請求項３３】
　前記メタデータが、複数のグローバル効果パラメータのうちの１つまたは複数を定義す
るグローバル効果メタデータを備え、グローバル効果パラメータが、密度、ロケーション
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および繰返しレートを含む、雨と、もやと、雪と、煙とのうちの１つまたは複数に関係す
るビデオ効果を記述する、請求項２８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３４】
　前記命令は、
　前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義する１つまたは複
数のパラメータを判断することであって、前記１つまたは複数のパラメータが、前記３Ｄ
ディスプレイ・デバイスによってサポートされる入力フォーマットを含み、前記判断され
た入力フォーマットに従って３Ｄビデオデータを生成するように２次元（２Ｄ）ビデオデ
ータを前記３Ｄビデオデータに変換するように変換モジュールを構成する、判断すること
と、
　２Ｄビデオデータを受信することと、
　前記３Ｄビデオデータが前記判断された入力フォーマットに準拠するように、前記２Ｄ
ビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換することと、
　を前記プロセッサにさらに行わせる、請求項２８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３５】
　前記命令が、
　前記３次元（３Ｄ）ディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義するパ
ラメータに従って３Ｄビデオデータを生成するように前記変換モジュールを構成すること
を前記プロセッサにさらに行わせ、
　前記構成された変換モジュールが、前記３Ｄビデオデータを生成するためにビデオデー
タを変換し、
　前記命令は、
　前記３Ｄビデオデータを前記３Ｄディスプレイ・デバイスに転送することと、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、１つまたは複数のメトリッ
クを判断することと、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、前記判断された１つまたは
複数のメトリックに基づいて前記変換モジュールを再構成して前記３Ｄビデオデータの前
記生成を改善することとを前記プロセッサにさらに行わせる、請求項２８に記載のコンピ
ュータ可読記憶媒体。
【請求項３６】
　前記命令が、
　前記ビデオデータ・セグメントを記憶することと、
　ワイヤレス・ディスプレイホストによって、前記装置の外部の前記ディスプレイ・デバ
イスの１つまたは複数のディスプレイ・パラメータを判断することと、
　前記ワイヤレス・ディスプレイホストによって、前記判断されたディスプレイ・パラメ
ータに基づいて３Ｄビデオデータを生成するように前記ビデオデータ・セグメントを準備
することと、
　を前記プロセッサにさらに行わせる、請求項２８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ビデオデータ処理に関し、より詳細には、閲覧者への提示のためのビデオデ
ータの配信に関する。
【０００２】
　優先権の主張
　本出願は、２００９年８月６日に出願された米国特許仮出願第６１／２３１，９２１号
の利益を主張する。
【０００３】
　本特許出願は、以下の同時係属米国特許出願、すなわち、
　本明細書と同時に出願され、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に
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組み込まれる、代理人整理番号第０９１７３０号を有する「Transforming Video Data in
 Accordance with Human Visual System Feedback Metrics」と、
本明細書と同時に出願され、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組
み込まれる、代理人整理番号第０９１７６５号を有する「Transforming Video Data in A
ccordance with Three Dimensional Input Formats」と、
本明細書と同時に出願され、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組
み込まれる、代理人整理番号第０９１６７４Ｕ１号を有する「Preparing Video Data in 
Accordance with a Wireless Display Protocol」と
に関する。
【背景技術】
【０００４】
　ビデオ・ディスプレイ・デバイスは、ユーザによる閲覧のためにビデオデータを提示す
る。一般に、ディスプレイ・デバイスによって提示されるビデオデータは、所与のレート
、たとえば、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｍｍｉｔ
ｔｅｅ（ＮＴＳＣ）規格に記載されている２９．９７フレーム毎秒での再生を対象とする
連続的な一連のビデオフレームを備える。このビデオデータは深さ情報を含んでいないの
で、ビデオデータは２次元（２Ｄ）ビデオデータとして特徴づけられる。この２Ｄビデオ
データを提示するディスプレイ・デバイスはしばしば「２Ｄディスプレイ」と呼ばれる。
【０００５】
　現在、３次元（３Ｄ）ビデオデータを提示するための３次元（３Ｄ）ディスプレイ・デ
バイスが開発されている。これらのいわゆる「３Ｄディスプレイ」は、提示された３Ｄビ
デオデータを適切に閲覧するために、シャッターメガネ、偏光メガネまたは二色メガネ（
たとえば、１つの赤色レンズと１つの緑色レンズとをもつメガネ）などの追加の閲覧アク
セサリを必要とし得る。追加の閲覧アクセサリを必要とする３Ｄディスプレイ・デバイス
はしばしば「立体視３Ｄディスプレイ」と呼ばれる。「自動立体視３Ｄディスプレイ」と
呼ばれる他の３Ｄディスプレイ・デバイスは、追加の閲覧アクセサリの必要なしに閲覧者
が閲覧することができる３Ｄビデオデータを提示することが可能である。
【０００６】
　立体視であるか自動立体視であるかにかかわらず、異なる製造業者の３Ｄディスプレイ
は、一般に、ベンダー固有または製造業者固有の入力ファイル・フォーマットに準拠する
３Ｄビデオデータを必要とする。たとえば、１つの提案されている３Ｄビデオデータ・フ
ォーマットは、２Ｄビデオデータ＋深さ情報を備え、「２Ｄ＋深さ」と呼ばれる。２Ｄ＋
深さディスプレイ・デバイスは、２Ｄ＋深さ３Ｄビデオデータ・フォーマットで与えられ
た３Ｄビデオデータのみを提示し得る。他のタイプの３Ｄディスプレイは、マルチビュー
２Ｄストリーム・フォーマットにおける３Ｄビデオデータを必要とし得る。マルチビュー
２Ｄストリーム・フォーマットは複数の２Ｄストリームをパッケージングし、２Ｄストリ
ームはそれぞれ、同時に（理想的には、同期式に）異なるキャプチャ要素（たとえば、カ
メラ）を用いて同じシーンから収集される。これらの異なる一般にプロプライエタリな３
Ｄビデオデータ・フォーマットの結果として、１つの製造業者からの所与の３Ｄディスプ
レイ・デバイスは、その製造業者のプロプライエタリ３Ｄビデオデータ・フォーマットに
従ってフォーマットされた３Ｄビデオデータしか提示し得ない。
【発明の概要】
【０００７】
　概して、クロスプラットフォーム（cross-platform）３次元（３Ｄ）ビデオデータ再生
を可能にするための技法について説明する。「プラットフォーム」という用語は、概して
、特定のビデオ・ディスプレイ・デバイス、および／またはオーディオ／ビデオ受信機な
どの任意のサポートデバイスのソフトウェアおよびハードウェア・コンピューティング・
フレームワーク、ならびにビデオ復号および再生に関するこのフレームワークの制限およ
び機能を指す。様々な態様において、本技法は、２次元（２Ｄ）ビデオデータであるか３
Ｄビデオデータであるかにかかわらず、異なる３Ｄビデオ再生プラットフォーム上での再
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生が可能であるように、ビデオデータを３Ｄビデオデータに変換し得る。この点において
、本技法は、様々な態様において、クロスプラットフォーム３Ｄビデオ再生を促進し得る
。
【０００８】
　一態様では、装置は、３Ｄビデオ・コンテンツのビデオデータ・セグメントとオーディ
オデータ・セグメントと深さデータ・セグメントとを生成するマルチメディア処理モジュ
ールと、トランスポート・プロトコルに従ってビデオデータ・セグメントとオーディオデ
ータ・セグメントと深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異なる１
つの中にカプセル化し、３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメタデータを
複数のパケットのうちの少なくとも１つに追加するトランスポート・プロトコル・モジュ
ールと、パケットを装置の外部の３Ｄディスプレイ・デバイスに送信するワイヤレス・モ
ジュールと、を備える。
【０００９】
　別の態様では、方法は、装置のマルチメディア処理モジュールによって、３Ｄビデオ・
コンテンツのビデオデータ・セグメントとオーディオデータ・セグメントと深さデータ・
セグメントとを生成することと、装置のトランスポート・プロトコル・モジュールによっ
て、トランスポート・プロトコルに従ってビデオデータ・セグメントとオーディオデータ
・セグメントと深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異なる１つの
中にカプセル化し、３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメタデータを複数
のパケットのうちの少なくとも１つに追加することと、装置のワイヤレス・モジュールに
よって、パケットを装置の外部の３Ｄディスプレイ・デバイスに送信することと、を備え
る。
【００１０】
　別の態様では、装置は、３Ｄビデオ・コンテンツのビデオデータ・セグメントとオーデ
ィオデータ・セグメントと深さデータ・セグメントとを生成するための手段と、トランス
ポート・プロトコルに従ってビデオデータ・セグメントとオーディオデータ・セグメント
と深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異なる１つの中にカプセル
化し、３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメタデータを複数のパケットの
うちの少なくとも１つに追加するための手段と、パケットを装置の外部の３Ｄディスプレ
イ・デバイスに送信するための手段と、を備える。
【００１１】
　別の態様では、コンピュータ可読記憶媒体は、３Ｄビデオ・コンテンツのビデオデータ
・セグメントとオーディオデータ・セグメントと深さデータ・セグメントとを生成するこ
とと、トランスポート・プロトコルに従ってビデオデータ・セグメントとオーディオデー
タ・セグメントと深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異なる１つ
の中にカプセル化し、３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメタデータを複
数のパケットのうちの少なくとも１つに追加することと、パケットを装置の外部の３Ｄデ
ィスプレイ・デバイスに送信することと、をプロセッサに行わせる命令を備える。
【００１２】
　本技法の１つまたは複数の態様の詳細を添付の図面および以下の説明に記載する。本技
法の他の特徴、目的、および利点は、その説明および図面、ならびに特許請求の範囲から
明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】モバイル・デバイスが、クロスプラットフォーム・ビデオデータ再生を促進する
ために本開示の技法の様々な態様を実装する、システムを示すブロック図。
【図２】図１のモバイル・デバイスをより詳細に示すブロック図。
【図３】図２のモバイル・デバイスの変換モジュールとオフライン処理モジュールとをよ
り詳細に示すブロック図。
【図４Ａ】本開示で説明する技法の様々な態様を実装する際のデバイスの例示的な動作を
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示すフローチャート。
【図４Ｂ】本開示で説明する技法の様々な態様を実装する際のデバイスの例示的な動作を
示すフローチャート。
【図５】本開示で説明する技法の様々な態様を実装する例示的なデバイスを示すブロック
図。
【図６】本開示で説明する技法の様々な態様を実行する際のモバイル・デバイスの例示的
な動作を示すフローチャート。
【図７】本開示で説明する技法の様々な態様に従ってフォーマットされた３次元（３Ｄ）
ビデオ・コンテンツを示すブロック図。
【図８Ａ】本開示で説明する技法の様々な態様による、メタデータが埋め込まれた例示的
なセグメントを示すブロック図。
【図８Ｂ】本開示で説明する技法の様々な態様による、メタデータが埋め込まれた例示的
なセグメントを示すブロック図。
【図８Ｃ】本開示で説明する技法の様々な態様による、メタデータが埋め込まれた例示的
なセグメントを示すブロック図。
【図９】本開示で説明する技法のフォーマッティング態様を実行する際のワイヤレス・デ
ィスプレイ（ＷＤ）ホストユニットの例示的な動作を示すフローチャート。
【図１０Ａ】クロスプラットフォームビデオ再生を促進するために本開示で説明する技法
の１つまたは複数の態様を実装する様々なシステムを示すブロック図。
【図１０Ｂ】クロスプラットフォームビデオ再生を促進するために本開示で説明する技法
の１つまたは複数の態様を実装する様々なシステムを示すブロック図。
【図１０Ｃ】クロスプラットフォームビデオ再生を促進するために本開示で説明する技法
の１つまたは複数の態様を実装する様々なシステムを示すブロック図。
【図１０Ｄ】クロスプラットフォームビデオ再生を促進するために本開示で説明する技法
の１つまたは複数の態様を実装する様々なシステムを示すブロック図。
【図１０Ｅ】クロスプラットフォームビデオ再生を促進するために本開示で説明する技法
の１つまたは複数の態様を実装する様々なシステムを示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本開示は、クロスプラットフォーム３次元（３Ｄ）ビデオ再生を促進する技法を対象と
する。「プラットフォーム」という用語は、概して、特定のビデオ・ディスプレイ・デバ
イス、および／またはオーディオ／ビデオ受信機などの任意のサポートデバイスのソフト
ウェアおよびハードウェア・コンピューティング・フレームワーク、ならびにビデオ復号
および再生に関するこのフレームワークの制限および機能を指す。２次元（２Ｄ）ディス
プレイ・デバイスは、典型的に、一般に「ＭＰＥＧ－２」として知られるＭｏｖｉｎｇ　
Ｐｉｃｔｕｒｅｓ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ（ＭＰＥＧ）規格パート２に従ってフォ
ーマットされたビデオデータを受信し、復号し、提示するためのプラットフォームを与え
る。２Ｄビデオデータと３次元（３Ｄ）ビデオデータの両方を提示することが可能な他の
ハイブリッドディスプレイ・デバイスは、ＭＰＥＧ－２規格と、製造業者固有のプロプラ
イエタリフォーマットなど、特定の３Ｄビデオデータ・フォーマットとに従ってフォーマ
ットされたビデオデータを受信し、復号し、提示することが可能なハイブリッドプラット
フォームを与え得る。プロプライエタリフォーマットの例には、２Ｄ＋深さフォーマット
（「２Ｄ＋ｚ」フォーマットと呼ばれることがあり、「ｚ」は深さを表す）、（透明度が
特定のタイプのグローバル効果である）２Ｄ＋深さオクルージョンおよびグローバル効果
（2D-plus-depth-occlusion-and-global-effect）ならびにマルチビュー２Ｄストリーム
・フォーマットがある。３Ｄ専用ディスプレイ・デバイスは、一般に、製造業者固有の３
Ｄフォーマットのうちの１つに従ってフォーマットされた３Ｄビデオデータを受信し、復
号し、提示するためのプラットフォームを与える。
【００１５】
　本技法は、いくつかの異なる３Ｄビデオプラットフォーム上での３Ｄビデオ再生を可能
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にすることによってクロスプラットフォーム３Ｄビデオ再生を促進する。現在、１つの製
造業者固有のプロプライエタリ３Ｄビデオフォーマットも、さらにはオープンソースまた
は他の「無料」３Ｄビデオフォーマットも、規格化されておらず、または業界全体では受
け入れられていない。代わりに、これらの様々なフォーマットの各々に関連する製造業者
は、市場においてそのような規格化を促進しようと試みている。その上、異なるフォーマ
ット間の競合のせいで、これらの３Ｄビデオフォーマットのいずれも、クロスプラットフ
ォーム３Ｄビデオ再生をサポートしていない。クロスプラットフォーム３Ｄビデオ再生は
、概して、あるプラットフォームが、異なるプラットフォームのためにフォーマットされ
た３Ｄビデオデータを再生する能力を指す。したがって、一般に、あるフォーマットでフ
ォーマットされた３Ｄビデオデータを、別の異なるフォーマットでフォーマットされた３
Ｄビデオデータを受信し、復号し、提示するプラットフォームを与える３Ｄディスプレイ
・デバイスが表示することはできない。この点において、本開示の技法は、あるフォーマ
ットから別のフォーマットに３Ｄビデオデータを変換することによってクロスプラットフ
ォーム３Ｄビデオ再生を促進し得る。
【００１６】
　また、クロスプラットフォーム３Ｄビデオ再生は、３Ｄディスプレイ・デバイス上での
再生のために２Ｄビデオデータを３Ｄビデオデータに変換することに関与する。したがっ
て、「クロスプラットフォーム」という用語は、２Ｄプラットフォームならびに３Ｄプラ
ットフォームをも含み得、本技法は、２Ｄビデオデータを受信することと、この２Ｄビデ
オデータを、特定の３Ｄディスプレイ・デバイスまたはハイブリッド２Ｄ／３Ｄディスプ
レイ・デバイスによってサポートされる３Ｄビデオデータ・フォーマットに従ってフォー
マットされた３Ｄビデオデータに変換することとを備え得る。ハイブリッド２Ｄ／３Ｄデ
ィスプレイ・デバイスは、２Ｄビデオ復号および再生と３Ｄビデオ復号および再生との両
方が可能なディスプレイ・デバイスを備える。
【００１７】
　本技法は、いくつかの態様では、クロスプラットフォーム３Ｄビデオ再生を促進し得る
。一態様では、本技法は、問合せを受けたビデオ・ディスプレイ・デバイスによってサポ
ートされる３Ｄビデオデータ・フォーマットを判断するためのビデオ・ディスプレイ問合
せを可能にし得る。この問合せは、自動的に、または問合せのために１つまたは複数の３
Ｄディスプレイ・デバイスを選択するための最初のユーザ入力以外のユーザ入力なしに、
行われ得る。３Ｄディスプレイ・デバイスのこの３Ｄビデオデータ・フォーマットを自動
的に判断した後に、本技法は、自動的に判断された３Ｄビデオデータ・フォーマットに従
って３Ｄビデオデータを生成するように２Ｄビデオデータを３Ｄビデオデータにコンバー
トする、１つまたは複数のモジュールを自動的に（たとえば、ユーザ入力なしに）構成す
ることに関与し得る。次いで、構成されたモジュールは、２Ｄビデオデータを受信し、こ
の２Ｄビデオデータを、ディスプレイ・デバイスの自動的に判断された入力フォーマット
に準拠する３Ｄビデオデータに変換するかまたは場合によってはコンバートする。この３
Ｄビデオデータは３Ｄディスプレイ・デバイスに送られ、３Ｄディスプレイ・デバイスは
続いて、この３Ｄビデオデータを復号し、ユーザによる閲覧のために提示する。
【００１８】
　別の態様では、本技法は、特定の３Ｄディスプレイ・デバイスによる３Ｄビデオデータ
の再生中に３Ｄビデオデータの３Ｄ可視化の品質を反映する監視されたパラメータに基づ
いてビデオデータを３Ｄビデオデータに変換するモジュールのうちの１つまたは複数の再
構成によってクロスプラットフォーム３Ｄビデオ再生を促進し得る。この再構成は、ビデ
オデータの変換中に動的に行われ得る。モジュールの再構成は、３Ｄディスプレイ・デバ
イスによって生成される３Ｄ可視化の品質を動的に改善するために３Ｄビデオデータの生
成を改良する。モジュールの再構成はまた、許容できる３Ｄビデオ品質のために処理複雑
さを低減するという目的にかない得る。処理複雑さは、再構成パラメータに従って同じ機
能を実行するためにモジュールの一部の実行を無効化すること、またはより単純なプロセ
スを選択することによって低減され得る。より単純なプロセスは、ユーザ定義の基準に従
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って依然として許容できると見なされるべき低減された３Ｄビデオ品質を誘起し得る。処
理複雑さを低減することは、電力消費量を低減するか、またはモジュールの機能の実行を
高速化し得る。特に、２Ｄビデオデータまたは３Ｄビデオデータのいずれかであるビデオ
データを、特定の３Ｄディスプレイ・デバイスのためにフォーマットされた３Ｄビデオデ
ータに変換するために使用される、パラメータの監視とモジュールの再構成とは、ほぼリ
アルタイムで、または３Ｄビデオデータを３Ｄディスプレイ・デバイスにストリーミング
している間に、行われ得る。
【００１９】
　別の態様では、本技法は、ワイヤレス・インターフェースを与える一定のクラスの３Ｄ
ディスプレイ・デバイスのためのクロスプラットフォーム３Ｄビデオ再生を促進し得る。
本技法のこの態様を実装するデバイスは、ビデオデータを記憶するための第１のモジュー
ルと、ポータブル・デバイスの外部のディスプレイ・デバイスの１つまたは複数のディス
プレイ・パラメータを判断するワイヤレス・ディスプレイ・ホストモジュールとを備え得
る。これらのディスプレイ・パラメータは、ディスプレイ・デバイスのディスプレイ解像
度、ディスプレイ・デバイスによってサポートされるファイル・フォーマット、ディスプ
レイ・デバイスによってサポートされるビデオデータエンコーダ／デコーダ技法（いわゆ
る「ビデオコーデック」）、ディスプレイ・デバイスによってサポートされるオーディオ
コーデック、ディスプレイ・デバイスが３Ｄビデオデータ再生をサポートするかどうか、
およびディスプレイ・デバイスの能力または追加の態様に関する他のパラメータを備え得
る。本技法のこの態様を実装するデバイスは、判断されたディスプレイ・パラメータに基
づいて外部ディスプレイ・デバイス上での再生のためのビデオデータを生成するようにビ
デオデータを準備する第３のモジュールと、３Ｄビデオデータを外部ディスプレイ・デバ
イスにワイヤレス送信するワイヤレス・モジュールとをも含み得る。
【００２０】
　いくつかの事例において、本技法の様々な態様は、しばしばセルラーフォンまたはモバ
イルフォンと呼ばれる、ワイヤレスセルラーハンドセットを含む、ポータブル・デバイス
によって実装され得る。本技法の様々な態様を実装し得る他のポータブル・デバイスは、
いわゆる「スマートフォン」、「ネットブック」と呼ばれる極めてポータブルなコンピュ
ーティングデバイス、ラップトップコンピュータ、ポータブルメディアプレーヤ（ＰＭＰ
）、および携帯情報端末（ＰＤＡ）を含む。本技法は、デスクトップ・コンピュータ、セ
ットトップボックス（ＳＴＢ）、ワークステーション、ビデオ再生デバイス（たとえば、
デジタル・ビデオディスクまたはＤＶＤプレーヤ）、２Ｄディスプレイ・デバイスおよび
３Ｄディスプレイ・デバイスなど、概して非ポータブルなデバイスによっても実装され得
る。したがって、本開示ではモバイルまたはポータブル・デバイスに関して説明するが、
本技法の様々な態様は、ビデオデータを受信し、外部ディスプレイ・デバイスに転送する
ことが可能な任意のコンピューティングデバイスによって実装され得る。
【００２１】
　図１は、モバイル・デバイス１２が、クロスプラットフォーム・ビデオデータ再生を促
進するために本開示の技法の様々な態様を実装する、システム１０を示すブロック図であ
る。図１の例に示すように、システム１０は、ソース・デバイス１４とディスプレイ・デ
バイス１６とを含み、ソース・デバイス１４とディスプレイ・デバイス１６の両方は、そ
れぞれワイヤレス通信チャネル１３とワイヤレス通信チャネル１５とを介してモバイル・
デバイス１２と通信する。ソース・デバイス１４は、パーソナル・コンピュータ、ワーク
ステーション、携帯情報端末（ＰＤＡ）、（いわゆる「スマートフォン」を含む）モバイ
ルフォン、またはソフトウェアおよび、特に、マルチメディアソフトウェアを実行するこ
とが可能な汎用プロセッサを備える他のタイプのデバイスなど、汎用マルチメディアデバ
イスを含み得る。ソース・デバイス１４は、代替的に、ビデオカムコーダ、デジタル・ビ
デオディスク（ＤＶＤ）プレーヤ、テレビジョン、セットトップボックス（ＳＴＢ）、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）プレーヤ、デジタルメディアプレーヤ（たとえば、いわゆる「
ＭＰ３」プレーヤ、またはＭＰ３／ＭＰ４一体型プレーヤ、ならびにａｄｖａｎｃｅｄ　



(13) JP 5596146 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

ａｕｄｉｏ　ｃｏｄｉｎｇ（ＡＡＣ）、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　ｍｅｄｉａ　ｖｉ
ｄｅｏ（ＷＭＶ）およびＷａｖｅｆｏｒｍ　ａｕｄｉｏ　ｖｉｄｅｏ（ＷＡＶ）フォーマ
ットを含む他のフォーマットを再生する他のメディアプレーヤ）、デジタルビデオレコー
ダ（ＤＶＲ）、全地球測位システム（ＧＰＳ）デバイス、または１つまたは複数のマルチ
メディアアプリケーションのセットに専用であり、一般に、マルチメディアソフトウェア
のローディングと実行とのユーザ制御を可能にしない、他のデバイスなど、専用マルチメ
ディアデバイスを備え得る。
【００２２】
　ディスプレイ・デバイス１６は、概して、ディスプレイを介したビデオ再生が可能な任
意のデバイスを表す。ディスプレイ・デバイス１６は、ディスプレイ・デバイス１６が、
２Ｄビデオデータ再生をサポートするのか、３Ｄビデオデータ再生をサポートするのか、
または２Ｄビデオデータ再生と３Ｄビデオデータ再生の組合せをサポートするのかに応じ
て、２Ｄビデオ・ディスプレイ・デバイスと呼ばれることがある、テレビジョン（ＴＶ）
ディスプレイ、３Ｄビデオ・ディスプレイ・デバイス、またはハイブリッド２Ｄ／３Ｄビ
デオ・ディスプレイ・デバイスを備え得る。ディスプレイ・デバイス１６は、代替的に、
ラップトップ、パーソナルメディア・プレーヤ（ＰＭＰ）、デスクトップ・コンピュータ
、ワークステーション、ＰＤＡ、および（ポータブルＤＶＤプレーヤなどの）ポータブル
デジタルメディアプレーヤなど、ディスプレイをもつ他のデバイスを備え得る。説明のた
めに、ディスプレイ・デバイス１６が、モバイル・デバイス１２とワイヤレス通信するワ
イヤレステレビジョンを表すと仮定する。ただし、本開示の技法はワイヤレステレビジョ
ンに限定されるべきではない。
【００２３】
　ソース・デバイス１４は、２Ｄビデオ・コンテンツ２０および３Ｄビデオ・コンテンツ
２２のうちの１つまたは複数を記憶する記憶モジュール１８を含む。記憶モジュール１８
は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナ
ミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラ
マブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、および電気的消去可能Ｐ
ＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）を含む、揮発性メモリまたは不揮発性メモリのいずれかである、
メモリを備え得る。記憶モジュール１８は、代替的に、ハードドライブ、オプティカルド
ライブ、テープドライブおよびディスクドライブなど、ストレージ・デバイスを備え得る
。記憶モジュール１８は、いくつかの事例において、１つまたは複数のメモリと１つまた
は複数のストレージ・デバイスとの組合せを備え得る。
【００２４】
　２Ｄビデオ・コンテンツ２０は、特定の２Ｄビデオデータ・ファイル・フォーマットに
従ってフォーマットされた２Ｄビデオデータを表す。例示的な２Ｄビデオデータ・ファイ
ル・フォーマットは、Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐ（Ｍ
ＰＥＧ）４、パート１４によって定義されたＭＰ４ファイル・フォーマットを含み得る。
ＭＰ４ファイル・フォーマットは、一般にデジタルオーディオとデジタルビデオストリー
ムとを記憶するために使用されるコンテナファイル・フォーマットである。他のコンテナ
ファイル・フォーマットは、３ＧＰと呼ばれるＭＰ４ファイル・フォーマットの簡略版、
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｆｏｒｍａｔ（ＡＳＦ）、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｖｉ
ｄｅｏ　Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ（ＡＶＩ）ファイル・フォーマット、ＤｉｖＸ　Ｍｅｄｉ
ａ　Ｆｏｒｍａｔ（ＤＭＦ）、Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｏｂｊｅｃｔ（ＥＶＯ）
ファイル・フォーマット、およびフラッシュビデオファイル・フォーマットを備える。フ
ァイル・フォーマットは、この態様または他の態様では、Ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　Ｔｒａｎ
ｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＲＴＰ）およびＳｔｒｅａｍ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｒａ
ｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＳＣＴＰ）など、特定のトランスポートおよび
／またはアプリケーション・レイヤプロトコルに関して使用されるファイル・フォーマッ
トを指すこともある。
【００２５】
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　３Ｄビデオ・コンテンツ２２は、特定の３Ｄビデオデータ・ファイル・フォーマットに
従ってフォーマットされたコード化３Ｄビデオデータを表す。例示的な３Ｄビデオデータ
・フォーマットは、（一般に「２Ｄ＋ｚ」フォーマットと呼ばれる）２Ｄ＋深さ、２Ｄ＋
深さオクルージョンおよびグローバル効果またはマルチビュー２Ｄストリームファイル・
フォーマットを備える。この点において、ビデオデータ・ファイル・フォーマットは、概
して、符号化されたか否かにかかわらず、ビデオデータをカプセル化する標準的な方法を
指す。したがって、ビデオデータ・ファイル・フォーマットは、ビデオデータの記憶およ
び／または送信を可能にするためにビデオデータまたはビデオデータの部分を一般的にカ
プセル化する方法を定義し得る。ビデオデータは、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌ
ｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｎｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｅｃ
ｔｏｒ（ＩＴＵ－Ｔ）Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４、Ｐａｒｔ１０、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｖ
ｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ（ＡＶＣ）規格（以下、「Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ」
規格）において定義されたコーデックを含む、ＭＰＥＧ－２または他のコーデックなどの
様々なコーデックを使用して符号化され得る。ビデオデータはまた、いくつかの事例にお
いて、ＩＴＵ－Ｔ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ（ＶＣＥＧ
）によって開発中である、Ｈ．２６５または別名で次世代ビデオコーディング（ＮＧＶＣ
）と呼ばれるコーデックを使用して符号化され得る。本開示では、ビデオ・コンテンツと
いう用語は、特定のビデオデータ・ファイル・フォーマットに従ってカプセル化されたコ
ード化ビデオデータを指すために使用される。
【００２６】
　説明しやすいように、図１には示されていないが、ソース・デバイス１４は、２Ｄビデ
オ・コンテンツ２０および３Ｄビデオ・コンテンツ２２をキャプチャするための、ビデオ
・キャプチャ・モジュールなどの追加のモジュールを含み得る。代替的に、ソース・デバ
イス１４は、コンテンツ２０、２２を記憶するためのアーカイブまたはリポジトリとして
働き得る。いくつかの事例において、ソース・デバイス１４は、ソース・デバイス１４内
に含まれるインターフェース２４を介してコンテンツ２０、２２をワイヤレス受信し得る
。すなわち、ソース・デバイス１４は、外部デバイスとワイヤレス通信するためのインタ
ーフェース２４を含む。いくつかの事例において、これらの外部デバイスは、コンテンツ
２０、２２を記憶モジュール１８に記憶するためにインターフェース２４を介してソース
・デバイス１４とインターフェースし得る。
【００２７】
　上記のように説明のためにワイヤレステレビジョンディスプレイを表し得るディスプレ
イ・デバイス１６は、インターフェース２６と、ファイル・フォーマット・モジュール２
７と、ビデオ・デコーダ２８と、ディスプレイ３０とを含む。インターフェース２４と同
様のインターフェース２６は、ディスプレイ・デバイス１６の外部のデバイスがそれによ
ってディスプレイ・デバイス１６と通信し得るインターフェースを表す。この例では、イ
ンターフェース２４および２６の各々がワイヤレス・インターフェースを表すと仮定する
。ファイル・フォーマット・モジュール２７は、上記で説明したファイル・フォーマット
のうちの１つまたは複数を実装するハードウェアまたはハードウェアとソフトウェアとの
組合せのモジュールを表す。一般に、ファイル・フォーマット・モジュール２７は、カプ
セル化解除を実行して、コード化ビデオデータをカプセル化するファイル・フォーマット
ヘッダを除去し、それによりコード化ビデオデータを出力する。
【００２８】
　ビデオ・デコーダ２８は、コード化ビデオデータを復号するための１つまたは複数のビ
デオコーデックを実装するハードウェアまたはハードウェアとソフトウェアとの組合せの
モジュールを表し得る。特に、「コーデック」という用語は、ビデオ・デコーダ２８が所
与のコーデックの符号化（すなわち、圧縮）態様と復号（すなわち、復元）態様との両方
を実装するかどうかにかかわらず使用される。したがって、ビデオ・デコーダ２８は、コ
ーデックの復元態様のみを実装することによってそのコーデックを実装するものと解釈さ
れ得る。この点において、ビデオ・デコーダ２８がコーデックの圧縮態様と復元態様との



(15) JP 5596146 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

両方、またはコーデックの復元態様のみを実装するか否かにかかわらず、ビデオ・デコー
ダ２８はコーデックを実装し得る。
【００２９】
　図１の例には示されていないが、ディスプレイ・デバイス１６は、１つまたは複数のオ
ーディオコーデックを実装するハードウェアまたはハードウェアとソフトウェアとの組合
せを表す他のモジュールをも含み得る。いくつかの事例において、ビデオモジュールとオ
ーディオモジュールとは同じモジュールにおいて組み合わせられ得、そのモジュールは一
般にオーディオ／ビデオ（Ａ／Ｖ）デコーダと呼ばれる。ディスプレイ３０は、有機発光
ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ、発光ダイオード（ＬＥＤ）ディスプレイ、プラズ
マディスプレイ、および陰極線管（ＣＲＴ）ディスプレイを含む、任意のタイプのディス
プレイを備え得る。
【００３０】
　図１の例では、モバイル・デバイス１２は、それぞれのソース・デバイス１４およびデ
ィスプレイ・デバイス１６のインターフェース２４およびインターフェース２６と実質的
に同様である１つまたは複数のインターフェース３２をも含む。モバイル・デバイス１２
は、本開示で説明する技法の１つまたは複数の態様を実装する制御ユニット３４をも含む
。制御ユニット３４は１つまたは複数のプロセッサ（図１に図示せず）を備え得、そのプ
ロセッサは、ストレージ・デバイス（たとえば、ディスクドライブ、またはオプティカル
ドライブ）、あるいはメモリ（たとえば、フラッシュメモリ、ランダム・アクセス・メモ
リまたはＲＡＭ）、あるいは本開示で説明する技法をプログラマブル・プロセッサに実行
させるための（たとえば、コンピュータ・プログラムまたは他の実行ファイルの形態の）
命令を記憶する他のタイプの揮発性または不揮発性メモリなどの、コンピュータ可読記憶
媒体（同じく、図１に図示せず）に記憶された、ソフトウェアまたはコンピュータ・プロ
グラムを定義するために使用されるソフトウェア命令などの、ソフトウェア命令を実行す
る。代替的に、制御ユニット３４は、１つまたは複数の集積回路、１つまたは複数の特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、１つまたは複数の特定用途向け専用プロセッサ（ＡＳＳ
Ｐ）、１つまたは複数のフィールド・プログラマブル・ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）などの
、専用ハードウェア、または本開示で説明する技法を実行するための専用ハードウェアの
上記の例のいずれかの組合せを備え得る。
【００３１】
　制御ユニット３４は、変換モジュール３６と、パラメータ発見モジュール３８と、人間
視覚系（ＨＶＳ）フィードバック・モジュール４０（「ＨＶＳフィードバック・モジュー
ル４０」）とを含む。変換モジュール３６は、本開示で説明する技法の様々な態様に従っ
て２Ｄビデオ・コンテンツ２０および３Ｄビデオ・コンテンツ２２のいずれか一方または
両方を、ディスプレイ・デバイス１６にとって許容できるビデオデータまたはディスプレ
イ・デバイス１６に適合するビデオデータに変換する、１つまたは複数の構成可能ハード
ウェア・モジュール、または１つまたは複数のハードウェア構成可能モジュールとソフト
ウェア構成可能モジュールとの組合せを表す。得られた変換されたビデオデータが、ビデ
オ・デコーダ２８によってサポートされるビデオコーデックに従って符号化され、ファイ
ル・フォーマット・モジュール２７によってサポートされるファイル・フォーマットに従
ってフォーマットされたとき、ビデオデータはディスプレイ・デバイス１６に「適合」し
得る。
【００３２】
　パラメータ発見モジュール３８は、本開示で説明する技法の１つまたは複数の態様に従
って、ディスプレイ・デバイス１６によってサポートされる１つまたは複数のファイル・
フォーマットを含む、ディスプレイ・デバイス１６の１つまたは複数のパラメータ４２を
発見するためにディスプレイ・デバイス１６とインターフェースする、１つまたは複数の
ハードウェア・モジュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。こ
れらのフォーマットは、一般に、ディスプレイ・デバイス１６のファイル・フォーマット
・モジュール２７によってサポートされる１つまたは複数のファイル・フォーマットを備
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える。しばしば、フォーマット４２は、ビデオ・デコーダ２８によってサポートされる１
つまたは複数のタイプのコーデックを暗示し、したがってパラメータ発見モジュール３８
は、ビデオ・デコーダ２８によってサポートされる特定のコーデックをも発見し得る。
【００３３】
　ファイル・フォーマットに加えて、パラメータ４２は、サポートされる解像度、現在の
解像度、サポートされるコントラスト、現在のコントラスト、ディスプレイまたはスクリ
ーンサイズ、ディスプレイ・デバイス１６によってサポートされるオーディオコーデック
とビデオコーデック、インターフェース２６のリスト、現在のシャープネス、サポートさ
れるシャープネス、サポートされる色温度、現在の色温度、サポートされる明るさ、現在
の明るさ、サポートされるディスプレイ・フォーマット、現在のディスプレイ・フォーマ
ット、サポートされる色設定、現在の色設定、サポートされる入力フォーマット、ディス
プレイタイプ、ディスプレイ製造業者、サポートされる深さ範囲、現在の深さ範囲、収束
平面（convergence plane）のサポートされるロケーション、収束平面の現在のロケーシ
ョン、背景オブジェクトの滑らかさのサポートされる程度、背景オブジェクトの現在の滑
らかさ、サポートされる目距離（eye-distance）構成、現在の目距離構成、サポートされ
る利き目構成、現在の利き目構成、サポートされるビューの数、現在のビューの数、サポ
ートされる閲覧距離、現在の閲覧距離、サポートされる閲覧角、現在の閲覧角、スクリー
ン内の３Ｄビデオ・コンテンツのサポートされるディスプレイ・ロケーション、およびス
クリーン内の３Ｄビデオ・コンテンツの現在のロケーション、ならびにディスプレイ・デ
バイス１６およびディスプレイ・デバイス１６の能力に関係する他のパラメータを含み得
る。
【００３４】
　いずれの場合も、パラメータ発見モジュール３８は、サポートされるコーデックなど、
ファイル・フォーマットとコーディングフォーマットまたは技法との両方を含み得るフォ
ーマットを発見する。たとえば、２Ｄ＋深さと呼ばれる３Ｄファイル・フォーマットを発
見することは、ビデオ・デコーダ２８が、たとえば、ＭＰＥＧ－２規格に従って、コーデ
ィングされた２Ｄ＋深さファイル・フォーマットのコーディングされた２Ｄビデオデータ
部分を復号しながら、ディスプレイ・デバイス３０を介した再生のために３Ｄビデオデー
タをレンダリングするために２Ｄ＋深さファイル・フォーマットの深さ部分をも復号する
ことが可能な、３Ｄビデオコーデックをサポートすることを暗示する。
【００３５】
　ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、ディスプレイ・デバイス１６による３Ｄビ
デオデータの表示に関する定性的および定量的メトリックを分析する１つまたは複数のハ
ードウェア・モジュールまたはハードウェア・モジュールとソフトウェア・モジュールと
の組合せを表す。ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、本開示で説明する技法の様
々な態様に従って、定性的および定量的メトリックを分析し、次いで、入力ビデオデータ
、たとえば、２Ｄビデオ・コンテンツ２０または３Ｄビデオ・コンテンツ２２を、パラメ
ータ発見モジュール３８によって発見された入力フォーマットに準拠するビデオデータに
変換することを改善するように変換モジュール３６を再構成し得る。ＨＶＳフィードバッ
ク・モジュール４０は、ディスプレイ・デバイス１６のビデオ・デコーダ２８によって出
力されるビデオデータ４４を取り出すためにディスプレイ・デバイス１６とインターフェ
ースし得、次いで、これらの定性的および定量的メトリックを判断するためにビデオデー
タ４４を分析する。変換モジュール３６のこの再構成を通して、ＨＶＳフィードバック・
モジュール４０は、より良い品質の３Ｄビデオデータ再生を促進し得る。
【００３６】
　本開示で説明する技法の一態様によれば、モバイル・デバイス１２は、自動的に３Ｄデ
ィスプレイ・デバイスの３Ｄ入力ファイル・フォーマットを判断し、３Ｄ入力ファイル・
フォーマットに準拠するように２Ｄビデオ・コンテンツ２０を３Ｄビデオデータに変換す
る。説明のために、ディスプレイ・デバイス１６が、２Ｄビデオ・コンテンツ２０と３Ｄ
ビデオ・コンテンツ２２の両方を提示することが可能なハイブリッド２Ｄ／３Ｄワイヤレ
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ステレビジョンを備えると仮定する。モバイル・デバイス１２のパラメータ発見モジュー
ル３８は、３Ｄビデオデータを受信するためにファイル・フォーマット・モジュール２７
によってサポートされる少なくとも１つの入力ファイル・フォーマットを判断するために
ファイル・フォーマット・モジュール２７に問い合わせるために、ワイヤレス通信チャネ
ル１５を介してディスプレイ・デバイス１６とインターフェースし得る。上記で説明した
ように、ファイル・フォーマットは、２Ｄ＋深さまたはマルチビュー２Ｄストリーム・フ
ォーマットなど、１つまたは複数の３Ｄファイル・フォーマット、ならびに判断されたフ
ァイル・フォーマットによって暗示され得る、３Ｄビデオデータを復号するためにビデオ
・デコーダ２８によって実装される１つまたは複数のコーデックを備え得る。
【００３７】
　特に、ディスプレイ・デバイス１６は第１のファイル・フォーマットを実装し得、図１
には示されていない他のディスプレイ・デバイスは、第１のファイル・フォーマットとは
異なる複数の異なるファイル・フォーマットを実装し得る。３Ｄビデオファイル・フォー
マットが規格化されておらず、または業界内で全体的には採用されていないので、複数の
異なるファイル・フォーマットは、２Ｄビデオデータの、ただし、より詳細には３Ｄビデ
オデータの、クロスプラットフォーム再生を妨げ得る。ディスプレイ・ファイル・フォー
マットを発見し、次いで、任意の入力またはソースビデオデータを発見されたファイル・
フォーマットに変換することにより、第２の異なるファイル・フォーマットを受け付ける
ディスプレイ・デバイス上で第１のファイル・フォーマットでフォーマットされた３Ｄビ
デオデータを復号し、提示しようと試みるときに起こり得るクロスプラットフォーム再生
問題を克服し得る。
【００３８】
　初めに、モバイル・デバイス１２のユーザまたは他のオペレータは、ディスプレイ・デ
バイス１６を選択するかまたは場合によっては発見するために、ユーザ・インターフェー
ス・モジュール（説明しやすいように図１には図示せず）によって提示されるユーザ・イ
ンターフェースとインターフェースし得る。ユーザ・インターフェースは、モバイル・デ
バイス１２の所与の範囲内に位置するデバイスのリスト、またはモバイル・デバイス１２
が同様に接続されたネットワーク（８０２．１１ｘワイヤレスネットワーク、超広帯域（
ＵＷＢ）ネットワーク、および／またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ネットワークな
ど）に接続されたデバイスのリストを提示し得る。オペレータは、ディスプレイ・デバイ
ス１６などのデバイスを選択するためにユーザ・インターフェースとインターフェースし
得、その後、ユーザ・インターフェース・モジュールは、選択されたディスプレイ・デバ
イス１６をパラメータ発見モジュール３８に通知する。
【００３９】
　このようにして手動選択が行われ得るが、パラメータ発見モジュール３８は、リスト上
の各デバイスについてファイル形態などのパラメータを発見するためにリスト中の各デバ
イスと自動的にインターフェースし得る。次いで、ユーザ・インターフェースは、リスト
を提示し、デバイスのうちの１つを選択するオペレータまたは他のユーザからの入力を受
信し得る。言い換えれば、パラメータ発見モジュール３８は、モバイル・デバイス１２が
インターフェースし得るデバイスのリスト上の所与のデバイスをユーザが選択することに
応答して、またはそのような選択を待つことなしに、フォーマットを含むパラメータを自
動的に発見し得る。その発見は、さらなるユーザ入力なしにその発見が行われるという意
味で「自動」であり得る。パラメータ発見モジュール３８は、ユーザ入力を必要とするこ
となしに、ディスプレイ・デバイス１６とインターフェースし、たとえば、ファイル・フ
ォーマット・モジュール２７に問い合わせて、パラメータ４２のうちの１つとして、ディ
スプレイ・デバイス１６によってサポートされるフォーマットを受信し得る。
【００４０】
　パラメータ発見モジュール３８は、通信チャネル１５を介してディスプレイ・デバイス
１６のインターフェース２６に結合されたインターフェース３２のうちの適切な１つを介
してディスプレイ・デバイス１６とインターフェースする。パラメータ発見モジュール３
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８は、ファイル・フォーマット・モジュール２７と通信するための問合せプロトコルを実
装し得る。たとえば、パラメータ発見モジュール３８は、ディスプレイ・デバイス１６の
能力および特性として特徴づけられ得る様々なパラメータを判断するための通信チャネル
を与える、高解像度マルチメディア・インターフェース（ＨＤＭＩ）プロトコルまたはワ
イヤレスＨＤＭＩ（ＷＨＤＭＩ）プロトコルなどの、ディスプレイ・インターフェースプ
ロトコルまたは規格の様々な態様を実装し得る。ＷＨＤＭＩを定義する特定の規格はまだ
定められていないが、ワイヤードバージョンのＨＤＭＩに目を向けると、その全体が参照
により本明細書に組み込まれる、２００６年１１月１０日付けの「Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎ
ｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ
　Ｖｅｒｓｉｏｎ　１．３Ａ」と題する仕様に記載されているように、サポートされるフ
ァイル・フォーマットを含む、ディスプレイ・デバイス１６のパラメータ４２を問い合わ
せるかまたは場合によっては判断するためのディスプレイデータチャネル（ＤＤＣ）が存
在する。
【００４１】
　本開示ではＨＤＭＩおよびＷＨＤＭＩに関して説明するが、本技法は、非プロプライエ
タリ規格などのオープン規格に従って、ならびにプロプライエタリまたはオープンのいず
れかである、特にサポートされていないかまたは今のところどの規格にも組み込まれてい
ない、他の仕様に従って実装され得る。たとえば、パラメータ発見モジュール３８は、Ｖ
ｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎによ
ってサポートされるオープン規格において定義されたインターフェースである、モバイル
ディスプレイデジタルインターフェース（ＭＤＤＩ）を実装し得る。代替的に、またはＭ
ＤＤＩに関連して、パラメータ発見モジュール３８は、ワイヤレスＭＤＤＩ（ＷＭＤＤＩ
）と呼ばれる、ＭＤＤＩのワイヤレス拡張を実装し得る。その上、本技法は、モバイル業
界プロセッサインターフェース（ＭＩＰＩ）に関して実装され得る。したがって、本技法
は、この点において、ＨＤＭＩなどのいずれか１つの標準インターフェースに限定される
べきではなく、他のインターフェースに関して実装され得る。
【００４２】
　このようにしてフォーマット４２を発見した後に、パラメータ発見モジュール３８は、
次いで、変換モジュール３６を構成するために変換モジュール３６とインターフェースし
、変換モジュール３６は、上記で説明したように、２Ｄビデオデータと３Ｄビデオデータ
の両方を、判断された入力フォーマット４２に準拠する３Ｄビデオデータにコンバートす
る、１つまたは複数のモジュールを表す。パラメータ発見モジュール３８は、２Ｄビデオ
・コンテンツ２０などのビデオ・コンテンツを、入力フォーマット４２に従ってフォーマ
ットされた３Ｄビデオ・コンテンツに変換するように変換モジュール３６を構成するよう
に、構成データを判断し、この構成データを変換モジュール３６にロードし得る。
【００４３】
　上記で説明したが、説明しやすくするために図１には示されていないユーザ・インター
フェースは、デバイスの別のリストをも提示し得、このリストは、このリストを（「宛先
リスト」として特徴づけられ得る）ディスプレイリストと区別するために、ビデオ・コン
テンツのためのソースを含む「ソースリスト」と呼ばれることがある。モバイル・デバイ
ス１２は、宛先リストのデバイスを発見するのと同様に、インターフェース３２を介して
これらのデバイスを発見し得る。モバイル・デバイス１２は、一例として、ユーザ・イン
ターフェースが、ソース・デバイス１４を含んでいたソースリストを提示した場合、イン
ターフェース３２と通信チャネル１３とを介してソース・デバイス１４を発見する。オペ
レータがソース・デバイス１４を選択すると仮定すると、制御ユニット３４は、ソース・
デバイス１４の記憶モジュール１８に記憶されたコンテンツ２０および２２を判断するた
めにソース・デバイス１４とインターフェースするようにインターフェース３２に命令し
得る。次いで、制御ユニット３４のユーザ・インターフェースは、判断された２Ｄビデオ
・コンテンツ２０と３Ｄビデオ・コンテンツ２２とを表すファイル名、画像または他のデ
ータを提示し得る。オペレータは、選択された宛先デバイス、たとえば、２Ｄビデオ・コ
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ンテンツ２０または３Ｄビデオ・コンテンツ２２のいずれかをディスプレイ・デバイス１
６上で表示するために選択し得る。
【００４４】
　オペレータが２Ｄビデオ・コンテンツ２０を選択されたディスプレイ・デバイス１６上
で３Ｄで表示するために選択すると仮定すると、変換モジュール３６は、上記で説明した
２Ｄファイル・フォーマットのうちの１つでフォーマットされ、第１のコーデックに従っ
てコーディングされ得る、２Ｄビデオ・コンテンツ２０を受信し始める。構成された変換
モジュール３６は、場合によってはリアルタイムまたはほぼリアルタイムで、ファイル・
フォーマットされコーディングされたビデオデータを備える２Ｄビデオ・コンテンツ２０
を、コーディングされ、自動的に判断された入力フォーマット４２に準拠するファイル・
フォーマットでフォーマットされた、３Ｄビデオデータに動的にコンバートし得る。次い
で、変換モジュール３６は、コーディングされ、自動的に判断された入力フォーマット４
２に準拠するファイル・フォーマットでフォーマットされた、動的に生成された（３Ｄビ
デオ・コンテンツ４８として図１に示す）３Ｄビデオデータを、通信チャネル１５とイン
ターフェース３２、２６とを介してディスプレイ・デバイス１６に転送する。
【００４５】
　ディスプレイ・デバイス１６のファイル・フォーマット・モジュール２７は、ビデオ・
デコーダ２８によってサポートされるコーデックに従ってコーディングされ、次いで、フ
ァイル・フォーマット・モジュール２７によってサポートされる３Ｄファイル・フォーマ
ットに従ってフォーマットされた、３Ｄビデオデータを備える３Ｄビデオ・コンテンツ４
８を受信する。ファイル・フォーマット・モジュール２７は、準拠するファイル・フォー
マッティングにより、３Ｄビデオ・コンテンツ４８をカプセル化解除して、コーディング
された３Ｄビデオデータ５０を生成する。次いで、ビデオ・デコーダ２８は、適切なコー
デックを使用して、コーディングされた３Ｄビデオデータ５０を復号して、３Ｄビデオデ
ータ４４を生成し、ディスプレイ３０は、閲覧者、たとえば、モバイル・デバイス１２の
オペレータによる消費のために３Ｄビデオデータ４４を提示する。
【００４６】
　このようにして、本技法のこの態様は、ディスプレイ・デバイス１６によってサポート
されるフォーマット４２に３Ｄビデオデータが準拠するように、２Ｄビデオ・コンテンツ
２０から３Ｄビデオデータを生成するように変換モジュール３６を動的に構成することに
よって、クロスプラットフォーム３Ｄビデオ再生を可能にする。しばしば、そのような２
Ｄビデオ・コンテンツ２０は２Ｄプラットフォームに限定され得、ハイブリッド２Ｄ／３
Ｄディスプレイ・デバイス１６は、ハイブリッド２Ｄ／３Ｄプラットフォームの２Ｄ部分
を利用して２Ｄビデオ・コンテンツ２０を提示することができると仮定され得るが、閲覧
者は、本開示で説明する技法に従って実行されるモバイル・デバイス１２の介在または中
間変換能力がなければ、３Ｄ閲覧エクスペリエンスを与えられないであろう。この点にお
いて、本開示の技法は、３Ｄビデオ再生プラットフォーム上での２Ｄビデオ・コンテンツ
２０の再生を可能にすることによってモバイル・デバイス１２がクロスプラットフォーム
ビデオ再生を促進することを可能にする。
【００４７】
　変換モジュール３６は、２Ｄビデオ・コンテンツ２０を変換して、ディスプレイ・デバ
イス１６によってサポートされるフォーマットで（３Ｄビデオ・コンテンツ４８として図
１に示す）３Ｄビデオデータを生成し、変換された３Ｄビデオ・コンテンツ４８をディス
プレイ・デバイス１６に転送している間、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、人
間視覚系に対する生成された３Ｄビデオ・コンテンツ４８の３Ｄ可視化の品質を反映する
ＨＶＳモデルを使用して１つまたは複数のメトリックを判断し得る。より詳細には、いく
つかの例では、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、ディスプレイ・デバイス１６
とインターフェースして３Ｄビデオデータ４４を判断し、ＨＶＳモデルを使用して３Ｄビ
デオデータ４４を分析して、１つまたは複数のメトリックを判断する。
【００４８】
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　１つまたは複数のメトリックは、いくつかの事例では深さメトリックが時間の関数とし
て表され得る、３Ｄビデオデータ４４によって示される１つまたは複数のオブジェクトの
各々についてのサイズおよび／または深さメトリック、３Ｄビデオデータ４４によって示
される１つまたは複数のシャドーの各々についてのシャドーメトリック、背景コントラス
トメトリック、シャープネスメトリック、空間周波数メトリック、ならびに多種多様な他
のメトリックを備え得、これらの各々については以下でより詳細に説明する。さらに、Ｈ
ＶＳフィードバック・モジュール４０は、サポートされる解像度、現在の解像度、サポー
トされるコントラスト、現在のコントラスト、ディスプレイまたはスクリーンサイズ、フ
ァイル・フォーマット、あるいはディスプレイ・デバイス１６およびディスプレイ・デバ
イス１６の能力に関係する他のパラメータなど、パラメータ発見モジュール３８によって
判断された１つまたは複数のパラメータを受信するために、パラメータ発見モジュール３
８とインターフェースし得る。ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、少なくとも部
分的にこれらのパラメータ４２に変換モジュール３８の再構成の基礎をおき得る。
【００４９】
　ＨＶＳフィードバック・モジュール４０はまた、所望のシャープネス、所望のコントラ
スト、所望のディスプレイ・フォーマット、所望の色温度、所望の色設定、所望の明るさ
、所望の最大深さ範囲、収束平面の所望のロケーション、背景オブジェクトの滑らかさの
所望の程度、所望の目距離構成、所望の利き目構成、所望のビューの数、所望の閲覧距離
、所望の閲覧角、スクリーン内の３Ｄビデオ・コンテンツの所望のディスプレイ・ロケー
ションおよび解像度、あるいはディスプレイ・デバイス１６などのディスプレイ・デバイ
スによる２Ｄまたは３Ｄ視覚表示に関係する他の選好など、１つまたは複数のユーザ選好
を定義するユーザ選好データを記憶し得る。ＨＶＳフィードバック・モジュール４０はま
た、同じく、これらのユーザ選好に少なくとも部分的に基づいて変換モジュール３８を再
構成し得る。すなわち、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、これらのユーザ選好
に少なくとも部分的に基づいて変換モジュール３８を再構成するために使用される構成デ
ータを生成するようにユーザ選好データに従って構成されたＨＶＳモデルを備え得る。
【００５０】
　このようにして、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、変換モジュール３６が、
３Ｄビデオ・コンテンツ４８の生成を改良するために３Ｄビデオデータ４４の分析を通し
て判断されたメトリックに少なくとも基づいて変換モジュール３６を再構成するために、
２Ｄビデオ・コンテンツ２０（または、代替事例においては、３Ｄビデオ・コンテンツ２
２）を現在変換している間、変換モジュール３６とインターフェースする。この点におい
て、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、３Ｄビデオ・コンテンツ４８の知覚され
る視覚的品質を自動的に改良し、おそらく改善するように、変換モジュール３６を動的に
再構成し得る。そのような改良が、３Ｄビデオデータ４４から判断されたメトリックに加
えてユーザ選好データに基づく場合、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、特定の
ユーザに対してまたはユーザごとに、３Ｄビデオ・コンテンツ４８の知覚される品質を改
良するように変換モジュール３６を自動的に再構成し得る。したがって、本技法は、クロ
スプラットフォームビデオ再生を可能にするだけでなく、潜在的にユーザごとに閲覧エク
スペリエンスを改善するためにクロスプラットフォームビデオ再生に必要な任意の変換の
動的改良を促進することもある。
【００５１】
　いくつかの事例において、モバイル・デバイス１２は、ワイヤレス通信媒体を介してデ
ィスプレイ・デバイス１６とインターフェースする。ディスプレイ・デバイス１６がハイ
ブリッド２Ｄ／３Ｄワイヤレス・ディスプレイ・デバイスを表すという上記の仮定がある
とすれば、モバイル・デバイス１２はディスプレイ・デバイス１６とワイヤレスにインタ
ーフェースする。ディスプレイ・デバイス１６とワイヤレスにインターフェースするとき
、パラメータ発見モジュール３８は、ディスプレイ・デバイス１６の１つまたは複数のデ
ィスプレイ・パラメータ４２を判断するワイヤレス・ディスプレイ（ＷＤ）ホストとして
特徴づけられ得る。次いで、パラメータ発見モジュール３８は、変換モジュール３６がデ
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ィスプレイ・パラメータに基づいて３Ｄビデオ・コンテンツ４８を生成するようにビデオ
データを準備するような方法で、変換モジュール３６を構成する。
【００５２】
　この準備は、フォーマッティング、またはより詳細には、トランスポート・プロトコル
に従って３Ｄビデオデータをカプセル化することに関与し得る。トランスポート・プロト
コルは、ビデオデータ・セグメントと、オーディオデータ・セグメントと、深さデータ・
セグメントとの各々のカプセル化を複数のパケットのうちの異なる１つにおいて定義する
。いくつかの事例において、ビデオ、オーディオおよび深さデータは、単一のパケット内
に連続的に記憶され得る。トランスポート・プロトコル・モジュールは、複数のパケット
のうちの１つのヘッダ中の随意のデータフィールド内に３Ｄビデオ・コンテンツの再生を
向上させるためのメタデータを追加する。このメタデータは、特定の能力を有するデバイ
ス上での再生を可能にするヒントまたは他の指示を与え得る。メタデータはまた、特定の
能力またはパラメータをもつ異なる２Ｄまたは３Ｄディスプレイ・デバイス上での再生を
可能にするために３Ｄビデオデータを生成するかまたは場合によっては変換するための情
報または仕様を定義し得る。
【００５３】
　この準備を実行するトランスポート・プロトコル・ユニットは、ハードウェアまたはハ
ードウェアとソフトウェアとの組合せを備えるリアルタイム・トランスポート・プロトコ
ル（ＲＴＰ）ユニットを備え得、ＲＴＰユニットはアプリケーション・レイヤ（および「
レイヤ７」または「Ｌ７」としても知られる）プロトコル・ユニットである。「レイヤ」
という用語は、開放型システム間相互接続参照モデル（「ＯＳＩモデル」）内のレイヤを
指す。一般に、トランスポート・プロトコルは、ＯＳＩモデルの（「レイヤ４」または「
Ｌ４」とも呼ばれる）トランスポート・レイヤ内に入ると見なされる。ＲＴＰは、アプリ
ケーション・レイヤ機能を使用して拡張トランスポート・プロトコルを与えるために、ユ
ニバーサル・データグラム・プロトコル（ＵＤＰ）と呼ばれるトランスポート・レイヤ・
プロトコルに依拠する。この意味で、ＲＴＰは、ＲＴＰがトランスポート・レイヤではな
くアプリケーション・レイヤに存在するという事実にもかかわらず、トランスポート・プ
ロトコルと見なされ得る。したがって「トランスポート・プロトコル」という用語は、ト
ランスポート・レイヤ・プロトコルに限定されるべきではなく、トランスポート・レイヤ
機能を与える、ＯＳＩモデルにおける任意のレイヤの任意のプロトコルを含み得る。
【００５４】
　上記で説明した方法で３Ｄビデオ・コンテンツ４８を準備した後に、変換モジュール３
６は、そのコンテンツをインターフェース３２のうちのワイヤレス・インターフェースに
転送し、そのインターフェースはパケットをディスプレイ・デバイス１６に送信する。デ
ィスプレイ・デバイス１６は、パケットを受信し、パケットをアンフォーマットして、符
号化オーディオ、符号化ビデオおよび深さデータ、ならびにメタデータをカプセル化解除
し、メタデータに従って符号化オーディオおよび符号化ビデオデータを復号して、オーデ
ィオおよび拡張ビデオデータを生成し、閲覧者による消費のためにオーディオ再生モジュ
ール（図１に図示せず）およびディスプレイ３０を介してオーディオおよび拡張ビデオデ
ータを提示する。メタデータが、復号と、メタデータの恩恵を用いて復号された得られた
ビデオデータの再生とを改善し得るという点で、ビデオデータは「拡張」される。
【００５５】
　この点において、本技法の様々な態様は、まとまりのあるクロスプラットフォームビデ
オ再生システムを促進する。一態様では、上記で説明した方法でプラットフォームにわた
る再生を改善するように変換モジュール３６を構成するために、ファイル・フォーマット
が発見され、使用される。別の態様では、本技法は、変換中に、３Ｄビデオ再生の品質を
改良するように、ＨＶＳモデルを使用して判断される動的フィードバックを通して再生の
品質を推進する。さらに別の態様では、３Ｄディスプレイ・デバイスによる再生のために
３Ｄビデオデータの配信を準備するために、パラメータが自動的に判断され、使用される
。この準備は、３Ｄビデオ・コンテンツをディスプレイ・デバイスにワイヤレス送信する
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ために使用されるパケットにメタデータを埋め込むことに関与し得、このメタデータは、
３Ｄビデオ・コンテンツの復号とさらなる変換とを可能にするパラメータを定義し得る。
いくつかの態様では、このメタデータは、２Ｄ専用ディスプレイ・デバイスなどの、３Ｄ
ビデオ再生をサポートしないディスプレイにこのメタデータが見えないように埋め込まれ
得る。
【００５６】
　別々のデバイスとして示されているが、ソース・デバイス１２およびモバイル・デバイ
ス１６は、ソース・デバイス１２の機能とモバイル・デバイス１６の機能とを取り入れる
単一のデバイスを備え得る。いくつかの事例において、モバイル・デバイス１２はソース
・デバイス１４の機能を取り入れ得る。この点において、本技法は、図１に示す例に限定
されるべきではない。
【００５７】
　その上、モバイル・デバイス１２に関して上記で説明したが、本技法は、本開示で説明
する技法に一致するビデオ変換が可能な任意のデバイスによって実装され得る。そのよう
なデバイスは、本明細書では概して「ビデオ処理デバイス」と呼ばれることがある。この
場合も、本技法は、この点において、図１に示す例に限定されるべきではない。
【００５８】
　図２は、図１のモバイル・デバイス１２の一例をより詳細に示すブロック図である。図
２の例では、モバイル・デバイス１２は、ワイヤレス・インターフェース３２Ａおよびワ
イヤード・インターフェース３２Ｂなど、複数のインターフェース３２を含む。ワイヤレ
ス・インターフェース３２Ａは、（ＩＥＥＥ８０２．１１ｘ規格群によって定義されたイ
ンターフェースなどの）ワイヤレスインターネットインターフェース、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（商標）ワイヤレス・インターフェース、ワイヤレスＨＤＭＩインターフェース、赤外
ワイヤレス・インターフェース、またはワイヤレス通信がそれによって行われ得る他のイ
ンターフェースのうちの１つまたは複数を備え得る。ワイヤード・インターフェース３２
Ｂは、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インターフェース、マイクロＵＳＢインター
フェース、ＨＤＭＩインターフェース、コンポジットケーブルインターフェース、同軸ケ
ーブルインターフェース、ビデオグラフィックスアレイインターフェース、またはワイヤ
ード通信がそれによって行われ得る他のインターフェースのうちの１つまたは複数を含み
得る。
【００５９】
　モバイル・デバイス１２は、ビデオ・キャプチャ・デバイス５０と、ローカル記憶モジ
ュール５２と、内部ディスプレイ５４とをも含む。ビデオ・キャプチャ・デバイス５０は
、３Ｄビデオデータを記録するための立体視３Ｄビデオカメラ、または２Ｄビデオデータ
を記録するための２Ｄビデオカメラを実装する１つまたは複数のハードウェア・モジュー
ルを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。ローカル記憶モジュール５
２は、２Ｄおよび３Ｄビデオデータ、またはコーディングされフォーマットされている場
合はコンテンツを含む、データをローカルに記憶するためのハードウェアまたはハードウ
ェアとソフトウェアとの組合せのモジュールを表す。ローカル記憶モジュール５２は、制
御ユニット３４に関して上記に記載したもののいずれかなど、静的または動的メモリおよ
び／あるいはストレージ・デバイスを備え得る。内部ディスプレイ５４は、内部ディスプ
レイ５４の閲覧者による消費のためにビデオデータと画像データとを提示するハードウェ
アまたはハードウェアとソフトウェアとの組合せのモジュールを表す。内部ディスプレイ
５４は、ディスプレイ・デバイス１６のディスプレイ３０に関して上記で言及したディス
プレイのいずれかを備え得る。
【００６０】
　ビデオ・キャプチャ・デバイス５０と、ローカル記憶モジュール５２と、内部ディスプ
レイ５４との各々は、図２でさらに詳細に示した制御ユニット３４に結合する。図２の例
では、制御ユニット３４は、変換モジュール３６と、パラメータ発見モジュール３８と、
ＨＶＳフィードバック・モジュール４０とを備え、これは図１に関して示したのと同じで
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ある。ただし、図２の例では、これらのモジュール３６～４０を、いくつかのサブモジュ
ールおよびデータを含むようにさらに詳細に示した。たとえば、変換モジュール３６は、
前処理モジュール５６と、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８と、後処理モジュール６０と、
レンダリング・モジュール６２と、ディスプレイ・フォーマット・モジュール６４とを含
む。
【００６１】
　これらのモジュールの各々については図３に関してより詳細に説明するが、手短に言え
ば、前処理モジュール５６は、あるプラットフォームから別のプラットフォームへのビデ
オデータのコンバージョンを実行するための情報を判断するための前処理を実行する１つ
または複数のハードウェア・モジュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実
行し得る。２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８は、「前処理情報」と呼ばれることがある、前
処理モジュール５６によって判断された情報に基づいて、その名前が示唆するように、２
Ｄビデオデータの３Ｄビデオデータへのコンバージョンを実行するための１つまたは複数
のハードウェア・モジュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。
後処理モジュール６０は、３Ｄビデオ再生の品質を改良するために深さマップなどの生成
された３Ｄビデオデータを変更するかまたは場合によっては調整する１つまたは複数のハ
ードウェア・モジュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。レン
ダリング・モジュール６２は、３Ｄシーンをモデル化し、追加のビューを生成し、場合に
よっては３Ｄビデオ再生をさらに改良する、１つまたは複数のハードウェア・モジュール
を表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。ディスプレイ・フォーマット
・モジュール６４は、所与のファイル・フォーマットに従って、生成され、その後改良さ
れた３Ｄビデオデータをフォーマットする、１つまたは複数のハードウェア・モジュール
を表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。
【００６２】
　別の例として、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、定性的評価モジュール６６
と定量的評価モジュール６８とを含み得る。定性的評価モジュール６６は、人間視覚系に
対する３Ｄビデオデータ４４の３Ｄ可視化の品質の知覚される品質を部分的に定義するメ
トリック７０のうちの１つまたは複数を判断するために、外部ディスプレイ・デバイス１
６のビデオ・デコーダ２８など、モバイル・デバイス１２の外部のディスプレイ・デバイ
スによって復号された３Ｄビデオデータ４４の定性分析を実行する、１つまたは複数のハ
ードウェア・モジュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。定量
的評価モジュール６８は、後処理モジュール６０、レンダリング・モジュール６２および
ディスプレイ・フォーマット・モジュール６４など、変換モジュール３６の様々なサブモ
ジュールによって生成された３Ｄビデオデータの定量分析を実行する。この分析により、
メトリック７０のうちの追加のメトリックが判断され得る。その場合、これらのメトリッ
ク７０は、変換モジュール３６によって生成された３Ｄビデオ・コンテンツ４８を改良す
るために、変換モジュール３６を形成するモジュール５６～６４のうちの１つまたは複数
の以後の修正または再構成のための基礎を形成し得る。この改良は、定性的メトリック７
０と定量的メトリック７０の両方に関して３Ｄビデオデータ４４の再生の改善につながり
得る。
【００６３】
　制御ユニット３４は、図１の例に関して前に示されていない２つの追加のモジュール、
オフライン処理モジュール７２とユーザ・インターフェース・モジュール７４とをも含む
。オフライン処理モジュール７２は、概して、照明のタイプおよび方向、オブジェクト反
射率、テクスチャ効果および大気効果など、プロパティに関して、画像（またはビデオフ
レーム）の記述子の統計分析およびモデリングを実行する、１つまたは複数のハードウェ
ア・モジュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。これらの記述
子は、マルチメディアコンテンツ記述子のための規格を定義する、Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ
　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅと呼ばれることがある
、ＭＰＥＧ－７規格に準拠する記述子を備え得る。いずれの場合も、記述子は、概して、
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ビデオデータによって示される視覚的特徴の記述を定義するデータを表し得る。しばしば
、記述子は、これらの特徴に関連する形状、色、テクスチャまたは動きなど、これらの視
覚的特徴の基本特性を記述する。
【００６４】
　ユーザ・インターフェース・モジュール７４は、モバイル・デバイス１２のオペレータ
がモバイル・デバイス１２からデータを入力および受信するために対話するユーザ・イン
ターフェースを提示する、１つまたは複数のハードウェア・モジュールまたはハードウェ
ア・モジュールとソフトウェア・モジュールとの組合せを表す。しばしば、ユーザ・イン
ターフェース・モジュール７４は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース（ＧＵＩ）
を内部ディスプレイ５４に提示し、内部ディスプレイ５４はそのＧＵＩをユーザに与え得
る。いくつかの事例において、内部ディスプレイ５４は、ＧＵＩによって提示される様々
なアイテムの選択を定義するデータを入力するためにユーザがそれによって内部ディスプ
レイ５４と対話し得る、いわゆる「タッチスクリーン」を備え得る。この意味で、内部デ
ィスプレイ５４は、図２の例において例示的に内部ディスプレイ５４がユーザ・インター
フェース・モジュール７４とは別個に示されているのとは異なり、ユーザ・インターフェ
ース・モジュール７４の一部と見なされ得る。
【００６５】
　初めに、モバイル・デバイス１２のオペレータは、１つまたは複数の宛先ディスプレイ
を介して表示することをオペレータが望むビデオ・コンテンツを含む１つまたは複数のソ
ースを選択するために、ユーザ・インターフェース・モジュール７４によって提示される
ユーザ・インターフェースとインターフェースし得る。これらのソースは、ビデオ・キャ
プチャ・デバイス５０およびローカル記憶モジュール５２、ならびにワイヤレス通信チャ
ネル１３を介してインターフェース３２に通信可能に結合された、図１の例に示すソース
・デバイス１４など、ワイヤレス・インターフェース３２Ａおよびワイヤード・インター
フェース３２Ｂ（「インターフェース３２」）を介してモバイル・デバイス１２に通信可
能に結合されたソース・デバイスを含み得る。宛先ディスプレイは、内部ディスプレイ５
４、およびワイヤレス通信チャネル１５を介してインターフェース３２に通信可能に結合
された、図１の例に示す宛先ディスプレイ・デバイス１６など、インターフェース３２に
通信可能に結合された１つまたは複数の宛先ディスプレイ・デバイスを備え得る。
【００６６】
　１つまたは複数のソースを選択した後に、オペレータは、選択されたソースによって記
憶された特定のコンテンツを選択するために、同じく、ユーザ・インターフェース・モジ
ュール７４によって提示されるこのユーザ・インターフェースまたは別のユーザ・インタ
ーフェースとインターフェースし得る。たとえば、オペレータは、ビデオ・コンテンツの
ソースとしてソース・デバイス１２を選択し得る。それに応答して、ユーザ・インターフ
ェース・モジュール７４は、ソース・デバイス１４によって記憶モジュール１８内に記憶
されたコンテンツ２０および２２を判断するためにソース・デバイス１２とインターフェ
ースし得る。次いで、ユーザ・インターフェース・モジュール７４は、現在のユーザ・イ
ンターフェースを更新するかまたは別のユーザ・インターフェースを提示して、それによ
り、宛先による再生のために利用可能なコンテンツ２０、２２を表示し得る。オペレータ
は、２Ｄビデオ・コンテンツ２０および３Ｄビデオ・コンテンツ２２のうちの１つまたは
複数を選択するために、提示されたユーザ・インターフェースと対話し得る。説明のため
に、オペレータが２Ｄビデオ・コンテンツ２０を選択すると仮定する。
【００６７】
　２Ｄビデオ・コンテンツ２０を選択した後に、オペレータは、１つまたは複数の宛先を
選択するために現在のユーザ・インターフェース、前のユーザ・インターフェースまたは
別のユーザ・インターフェースとインターフェースし得る。ここでも、説明のために、オ
ペレータがディスプレイ・デバイス１６を選択するデータを入力するためにこの宛先ユー
ザ・インターフェースと対話すると仮定する。ソース・デバイス１４によって記憶モジュ
ール１８に記憶された選択された２Ｄビデオ・コンテンツ２０のための宛先としてディス
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プレイ・デバイス１６を選択すると、ユーザ・インターフェース・モジュール７４は、そ
の選択を示すこのデータを受信し、選択された２Ｄビデオ・コンテンツ２０の受信と、変
換モジュール３６による２Ｄビデオ・コンテンツ２０の変換を通して生成された３Ｄビデ
オ・コンテンツ４８の転送とを開始するように適切なインターフェース３２に命令する。
ユーザ・インターフェース・モジュール７４はまた、パラメータ発見モジュール３８が、
本開示で説明する技法に従ってパラメータ７６を判断するために適切な宛先とインターフ
ェースし得るように、選択された宛先をパラメータ発見モジュール３８に示すためにパラ
メータ発見モジュール３８とインターフェースし得る。
【００６８】
　モバイル・デバイス１２のオペレータは、１つまたは複数のユーザ選好７８（「ユーザ
選好７８」）を指定するデータを入力するために、同じく、ユーザ・インターフェース・
モジュール７４によって提示される、前のユーザ・インターフェース、現在のユーザ・イ
ンターフェース、または場合によっては異なるユーザ・インターフェースとインターフェ
ースし得る。ユーザ選好７８は、利き目選好、コントラスト選好、シャープネス選好、色
相選好、色温度選好、またはビデオデータの表示に関係する他の選好を含み得る。ユーザ
選好７８はまた、サラウンドサウンド選好およびボリューム選好など、オーディオ選好を
含み得、本技法はビデオ専用ユーザ選好に限定されるべきではない。ユーザ・インターフ
ェース・モジュール７４は、これらのユーザ選好７８をＨＶＳフィードバック・モジュー
ル４０に転送し、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、本開示で説明する技法に従
って変換モジュール３６を構成または再構成するときに、これらの選好７８を採用し得る
。
【００６９】
　いずれの場合も、ソース・デバイス１２と、宛先ディスプレイ・デバイス１６と、潜在
的にソース・デバイス１２に記憶されたコンテンツ２０および２２のうちの１つまたは複
数とを選択した後に、パラメータ発見モジュール３８は、パラメータ７６を判断するため
に、選択された宛先、たとえば、ディスプレイ・デバイス１６とインターフェースし得る
。パラメータ発見モジュール７６は、たとえば、言及したＨＤＭＩ規格に準拠するワイヤ
ード・インターフェース３２を介してディスプレイ・デバイス１６とインターフェースし
得る。ＨＤＭＩ規格の様々な態様を使用して、パラメータ発見モジュール７６は、３Ｄビ
デオ・コンテンツを受信するためにファイル・フォーマット・モジュール２７によってサ
ポートされる入力ファイル・フォーマットなどのパラメータ７６を判断し得る。他のパラ
メータ７６は、サポートされる解像度、現在の解像度、ディスプレイサイズ、サポートさ
れる色温度、現在の色温度など、ディスプレイ３０の様々な能力またはパラメータに関係
する上記のパラメータ、あるいはディスプレイ３０と、ビデオ・デコーダ２８によってサ
ポートされるコーデックを含む、ビデオ復号とに関係する他のパラメータを含む。
【００７０】
　以下でより詳細に説明するように、パラメータ発見モジュール３８は、これらのパラメ
ータがそれによってワイヤレスに発見されるセッションをホスティングするワイヤレス・
ディスプレイ（ＷＤ）ホストとしても特徴づけられ得る。しばしば、これらのワイヤレス
・ディスプレイホスト技法を実装するとき、パラメータ発見モジュール３８は、「ワイヤ
レスＨＤＭＩ」または「ＷＨＤＭＩ」と呼ばれるＨＤＭＩの一形態を実装する。
【００７１】
　パラメータ７６を発見した後に、パラメータ発見モジュール３８は、選択された宛先デ
ィスプレイ・デバイス１６のファイル・フォーマット・モジュール２７によってサポート
されるファイル・フォーマットに従って３Ｄビデオデータを適切にフォーマットするよう
にディスプレイ・フォーマット・モジュール６４を構成するために、変換モジュール３６
のディスプレイ・フォーマット・モジュール６４とインターフェースし得る。パラメータ
発見モジュール３８は、（入力ファイル・フォーマットを含む）パラメータ７６の発見と
、ディスプレイ・フォーマット・モジュール６４の構成との両方を自動的に実行し得る。
【００７２】
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　上記の「自動的に」という用語の使用は、一般に、自動的に行われるものとして示され
るアクションを実行するためにオペレータの介在が必要とされないことを示す。ただし、
この用語の使用は、言及した自動動作を開始するためにオペレータまたはユーザの入力が
必要とされないことがあることを示唆するものではない。例示のために、オペレータがソ
ース、コンテンツおよびデバイスを選択するために様々なユーザ・インターフェースと対
話する、上記の例について考える。ユーザ・インターフェースとの対話は、パラメータ７
６とディスプレイ・フォーマット・モジュール６４とを判断することの自動性質を損なわ
ない。上記の例では、ユーザは、パラメータ発見モジュール３８がこれらのパラメータ７
６を判断し、次いでディスプレイ・フォーマット・モジュール６４を構成することを指定
する入力またはデータを与える必要がないので、オペレータは、これらの自動動作に気づ
いていないことがある。この点において、オペレータは、これらの動作が実行されるべき
であることをアクティブに示していないので、自動動作はオペレータの観点から透過的に
行われるものと解釈され得る。
【００７３】
　パラメータ発見モジュール３８は、ディスプレイ・デバイス１６の判断された入力ファ
イル・フォーマットをパラメータ発見モジュール３８がそれによって指定し得るアプリケ
ーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）コールを介してディスプレイ・フォ
ーマット・モジュール６４を構成し得る。２Ｄビデオ・コンテンツ２０を受信するより前
に、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、前処理モジュール５６、２Ｄ－３Ｄ処理
モジュール５８、後処理モジュール６０、レンダリング・モジュール６２、およびディス
プレイ・フォーマット・モジュール６４とインターフェースして、ユーザ選好７８に基づ
いてこれらのモジュール５６～６４をも構成し得る。たとえば、ユーザ選好７８のうちの
１つは、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０が２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８を構成
するときに利用し得る、好適なシャープネスを定義し得る。ＨＶＳフィードバック・モジ
ュール４０は、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８がシャープ画像不連続性における深さ値を
計算するための精度の指示として好適なシャープネスを利用し得る。別の例では、ユーザ
選好７８のうちの１つは、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０がレンダリング・モジ
ュール６２を構成するときに利用し得る、収束平面の好適なロケーションまたは好適な深
さ範囲を定義し得る。ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、モジュール６２のレン
ダリングパラメータを調整するために好適な収束平面ロケーションまたは深さ範囲を利用
し得る。
【００７４】
　いずれの場合も、パラメータ発見モジュール３８とＨＶＳフィードバック・モジュール
４０の両方は、変換モジュール３６のモジュール５６～６４のうちの１つまたは複数を構
成し得る。構成されると、変換モジュール３６は、単一ビューまたはマルチビュー２Ｄビ
デオデータを備え得る２Ｄビデオ・コンテンツ２０を受信し得る。単一ビュー２Ｄビデオ
データは、単一のビデオ・キャプチャ・デバイスから撮影された単一のビューを備え得る
。マルチビュー２Ｄビデオデータは、複数のビデオ・キャプチャ・デバイスから撮影され
た複数のビューを備え得る。一般に、マルチビュー２Ｄビデオデータは複数のビューのう
ちのいずれか１つの再生を可能にし、しばしば、閲覧者は、再生中に複数のビューの間で
切り替えることができるが、２Ｄディスプレイ・デバイスは、一般に、互いに同時である
複数のビューのうちの２つ以上を提示しない。
【００７５】
　前処理モジュール５６は、一般に２Ｄビデオ・コンテンツ２０を受信する。オフライン
処理モジュール７２は、２Ｄビデオ・コンテンツを受信せず、むしろ、図３に関して以下
で説明する方法で前処理モジュール５６をサポートする。手短に言えば、オフライン処理
モジュール７２は、一般に、上記のように、前処理モジュール５６によって使用されるモ
デルを生成するために統計分析およびモデリングを実行するための、様々なアルゴリズム
を実装する。
【００７６】
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　前処理モジュール５６は、２Ｄビデオ・コンテンツ２０を受信し、２Ｄビデオ・コンテ
ンツ２０を形成する様々な画像またはフレームに関するグローバル情報を判断する。この
グローバル情報は、２Ｄビデオ・コンテンツ２０の単一の画像またはフレーム、あるいは
いくつかの画像またはフレームに関し得る。たとえば、グローバル情報は、大気効果（た
とえば、雨、雪、風などの存在を示す情報）を定義し得る。前処理モジュール５６は、２
Ｄビデオ・コンテンツの所与の画像またはフレームについてのローカル情報をも判断し得
る。ローカル情報を判断するためのそのようなローカル処理は、エッジのロケーションお
よび強度、エッジの分類、オブジェクトのセグメンテーション、照明プロパティの検出、
ならびに関心領域の検出に関係する情報を判断することに関与し得る。グローバルおよび
ローカル情報を前処理し、判断した後に、前処理モジュール５６は、２Ｄビデオ・コンテ
ンツ２０とグローバルおよびローカル情報とを２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８に転送する
。
【００７７】
　２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８は、深さ情報を抽出するために、受信した２Ｄビデオ・
コンテンツ２０を処理する。２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８は、前処理モジュール５６に
よって判断されたグローバルおよびローカル情報に基づいて深さ情報を抽出し得る。たと
えば、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８は、前処理モジュール５６によって判断された情報
によって定義されたエッジ情報などの幾何学的線形情報から深さ情報を抽出し得る。２Ｄ
－３Ｄ処理モジュール５８は、たとえば、幾何学的構造および動き、フォーカス／デフォ
ーカス、シェーディングおよびシャドー、ならびに上記の幾何学的線形情報から、深さ情
報または値を抽出するために、いくつかの深さ抽出アルゴリズムを実装し得る。２Ｄ－３
Ｄ処理モジュール５８は、深さマップを生成するために、これらのアルゴリズムのうちの
１つまたは複数を介して抽出された深さをマージし得る。深さマップは、２Ｄビデオ・コ
ンテンツ２０のあらゆる画像またはフレームの各ピクセルに深さ値を割り当て、それによ
り、３Ｄビデオデータを生成し、３Ｄビデオデータを後処理モジュール６０に転送する。
【００７８】
　後処理モジュール６０は、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８によって生成されたこの３Ｄ
ビデオデータを受信し、深さマップを改良するために３Ｄビデオデータを変更する。たと
えば、後処理モジュール６０は、ディスプレイ・デバイス１６を介して表示されるときの
、得られた変換された３Ｄビデオ・コンテンツ４８の可視化の品質を改善するために、深
さマップを変更し得る。この修正は、深さマップをグローバルに平滑化すること、または
深さマップに対応するフレーム中のいくつかの関心領域についての深さ情報を選択的に変
更することに関与し得る。このようにして深さマップを改良した後に、後処理モジュール
６０は、改良された３Ｄビデオデータをレンダリング・モジュール６２に転送する。
【００７９】
　レンダリング・モジュール６２は、改良された３Ｄビデオデータを受信し、ディスプレ
イ・デバイス１６の判断された入力フォーマットがマルチビュー・ストリーム・フォーマ
ットである場合、またはディスプレイ・デバイス１６が別様に複数の２Ｄ＋深さ（ｚ）ビ
ューをサポートする場合のように、１つまたは複数のビューが必要とされる事例では、３
Ｄシーンをモデル化する。このビューレンダリングの後に、レンダリング・モジュール６
２は、潜在的にマルチビュー３Ｄビデオデータをディスプレイ・フォーマット・モジュー
ル６４に転送し、ディスプレイ・フォーマット・モジュール６４は、続いて、ディスプレ
イ・デバイス１６によってサポートされる構成された入力ファイル・フォーマットに従っ
てマルチビュー３Ｄビデオデータをフォーマットして、変換された３Ｄビデオ・コンテン
ツ４８を生成する。次いで、ディスプレイ・フォーマット・モジュール６４は、閲覧者へ
の提示のために、変換された３Ｄビデオ・コンテンツ４８をディスプレイ・デバイス１６
に転送する。
【００８０】
　上記で説明した方法で２Ｄビデオ・コンテンツ２０を変換している間、ＨＶＳフィード
バック・モジュール４０は、ディスプレイ・デバイス１６のビデオ・デコーダ２８によっ
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て出力される３Ｄビデオデータ４４を取り出すために、ディスプレイ・デバイス１６とイ
ンターフェースする。次いで、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、復号された３
Ｄビデオデータ４４の定性的および定量的評価を実行する。より詳細には、定性的評価モ
ジュール６６は、（「定性的メトリック７０」と呼ばれることがある）メトリック７０の
うちの１つまたは複数を判断するために、復号された３Ｄビデオデータ４４の可視化の品
質に関係する定性的評価を実行する。また、可視化のこの品質は、３Ｄビデオデータ４４
を閲覧するときの（ユーザ選好７８によって定義された）所与の閲覧者の快適さを含み得
る。例示のために、右目が利き目である閲覧者が、３Ｄビデオデータ４４を閲覧するとき
に自分の右目のほうを選ぶと考える。この場合、定性的評価モジュール６６は、３Ｄビデ
オデータ４４を分析して、右目ストリームが左目ストリームに優先して選ばれるようにし
得る。すなわち、閲覧者の右目が利き目である場合、定性的評価モジュール６６は、所与
のフレームまたはピクチャグループについての全体的なメトリックを判断するときに、左
目ストリームメトリックに優先して右目ストリームメトリックを重み付けし得る。
【００８１】
　定量的評価モジュール６８は、（「定量的メトリック７８」と呼ばれることがある）メ
トリック７８のうちの１つまたは複数を判断するために３Ｄビデオデータ４４の定量分析
を実行し得る。たとえば、定量的評価モジュール６８は、後処理モジュール６０と、レン
ダリング・モジュール６２と、ディスプレイ・フォーマット・モジュール６４とのうちの
１つまたは複数によって生成された３Ｄビデオデータの１つまたは複数のフレーム中のオ
ブジェクトの深さとサイズとの間の関係を評価し得る。定量的メトリック７８は、オブジ
ェクトの深さとサイズとの間のこの関係を１つのメトリックとして含み得る。他の定量的
メトリック７８は、フィルタ効力メトリック、可視不連続性メトリック、および補間効力
メトリックなど、深さ画像ベースレンダリングに関係するメトリックを含み得る。定量的
メトリック７８はまた、深さの正規化において有用なメトリックを含み得る。したがって
、定量的メトリック７８は、３Ｄビデオデータによって定義されたオブジェクトの深さと
サイズとの間の関係と、３Ｄビデオデータの深さ不連続性と平均領域色不連続性との間の
関係と、フィルタ効力メトリックと、補間効力メトリックと、深さの正規化において有用
なメトリックと、経時的な深さの不連続性を測定することに関係するメトリックとに関係
する少なくとも１つのメトリックを含み得る。定性的評価モジュール６８は、さらに、モ
ジュール６０～６４によって生成されたビデオデータの経時的な深さの不連続性を測定し
、ならびに多数の他の形態の定量分析を実行し得る。
【００８２】
　定性的評価モジュール６６および／または定量的評価モジュール６８を使用して、ＨＶ
Ｓフィードバック・モジュール４０は幅広い分析を実行し得る。この分析は、上記のよう
に部分的に、モジュール５６～６４のうちの１つまたは複数によって生成されたか、また
は３Ｄビデオデータ４４としてディスプレイ・デバイス１６から受信された、３Ｄビデオ
データの所与のフレームまたは画像中のいずれかのオブジェクトの深さとサイズとの間の
関係を測定し、調整することに関与し得る。その分析はまた、経時的な深さの不連続性と
、シャドーまたはシェーディング効果と、背景コントラストと、空間周波数とを測定する
ことに関与し得る。
【００８３】
　これらのメトリックに基づいて、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、次いで、
メトリック７０に基づいて構成データ８０を判断し、変換モジュール３６のモジュール５
６～６４のうちの１つまたは複数とインターフェースして、変換された３Ｄビデオ・コン
テンツ４８の知覚される視覚的品質を改良するようにこれらのモジュール５６～６４を再
構成し得る。メトリック７０に基づいて構成データ８０を判断することに加えて、ＨＶＳ
フィードバック・モジュール４０は、パラメータ発見モジュール３８がＨＶＳフィードバ
ック・モジュール４０に転送し得るパラメータ７６にも基づいて構成データ８０を判断し
得る。その上、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、ユーザ選好７８に適応するよ
うに構成データ８０を判断するかまたは場合によっては調整し得る。したがって、構成デ
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ータ８０は、多種多様なメトリック、パラメータおよび選好に従って判断され得る。
【００８４】
　一例として、ＨＶＳフィードバック・モジュール８０は、視標追跡（eye tracking）機
能が欠如しているディスプレイ・デバイスのフォーカスキューを矯正するように構成デー
タ８０を調整し得る。フォーカスキューは、異なる焦点距離についての所与のフレームに
わたる画像の明暸性について説明するデータを備える。この例では、パラメータ７６は、
ディスプレイ・デバイス１６の視標追跡機能の欠如を示し得る。このコンテキストでは、
（ＨＶＳがそれによってフォーカスを解釈する、３Ｄビデオ・コンテンツ４８におけるキ
ューを備え得る）フォーカスキューを矯正するために、ＨＶＳフィードバック・モジュー
ル４０は、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８によって実行される深さ抽出を制約するように
、および／またはレンダリング・モジュール６２によるマルチビューレンダリングのため
の深さ解釈を制約するように、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８および／またはレンダリン
グ・モジュール６２のための構成データ８０を判断し得る。
【００８５】
　フォーカスは、両方がディスプレイのサイズから導出され得る、視野と標準閲覧距離と
に依存し得るので、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、ディスプレイ・デバイス
１６のディスプレイ３０のサイズを示すパラメータ７６に基づいて、この構成データ８０
を生成し得る。フォーカスはまた、（一般に左目と右目との間の距離として定義される）
両眼間隔に依存し得、ユーザ選好７８は標準両眼間隔選好を記憶し得る。したがって、Ｈ
ＶＳフィードバック・モジュール８０は、上記のフィードバック（たとえば、実際の閲覧
距離、実際の目の位置、および実際の両眼間隔）を与えるための視標追跡機構を有しない
ディスプレイ・デバイス３０においてフォーカスミスキュー（miscue）を矯正するように
構成データ８０を生成するためにユーザ選好７８とパラメータ７６との両方にアクセスし
得る。
【００８６】
　視標追跡がディスプレイ・デバイス１６を通して利用可能である場合、ＨＶＳフィード
バック・モジュール４０は、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０がそれによって３Ｄ
ビデオ・コンテンツ４４を受信するのと同じインターフェースを介してこのフィードバッ
クを受信し得る。この機構は、ディスプレイ・デバイス１６に結合された外部デバイスで
あり得る。代替的に、この視標追跡機構はディスプレイ・デバイス１６内に組み込まれ得
る。いくつかの例では、その機構は、眼球運動を追跡する必要がなく、より一般的には各
ユーザの位置を追跡することがあり、その場合は、閲覧距離と目の位置とが導出され得る
ので、「視標追跡」という名前は誤称であり得る。
【００８７】
　いくつかの事例において、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、立体視ディスプ
レイと自動立体視ディスプレイとのためにフォーカスキューを別様に矯正するための構成
データ８０を生成し得る。ディスプレイ・デバイス１６が立体視であるか（シャッターメ
ガネなど、３Ｄビデオデータを適切に提示するための追加の閲覧装置を必要とするディス
プレイ・デバイス）、自動立体視であるか（３Ｄビデオデータを適切に提示するための追
加の閲覧装置を必要としないディスプレイ・デバイス）は、パラメータ発見モジュール３
８によって判断され、パラメータ３８のうちの１つとして記憶され得る。
【００８８】
　（同じくパラメータ３８のうちの１つを介して示され得る）「ボリュームディスプレイ
」と呼ばれる特定のタイプの自動立体視ディスプレイについて考える。ボリュームディス
プレイは、（各視点が異なる閲覧者のためのものである）複数の同時視点のために正確な
明視野（light field）を提示することが不可能であり得る。その結果、これらのボリュ
ームディスプレイは、通常、自動立体視ディスプレイとして使用されるときにビュー依存
照明（遮断、鏡面性、および反射など）を正しく提示することができない。ＨＶＳフィー
ドバック・モジュール４０は、ボリュームディスプレイの立体知覚を改善するように閲覧
位置を訂正するように変換モジュール３６の様々なモジュール５６～６４を構成し得る。
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【００８９】
　立体視ディスプレイと自動立体視ディスプレイとの間の他の差異が、異なる構成を保証
し得、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、これらのパラメータ７８に基づいて構
成データ８０を調整し得る。たとえば、通常、自動立体視ディスプレイと立体視ディスプ
レイとの間には、深さ知覚および深さパフォーマンスの差異がある。ＨＶＳフィードバッ
ク・モジュール４０は、これらのデバイス能力またはパラメータ差異に基づいて構成デー
タ８０を別様に調整し得る。
【００９０】
　上記のように、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、ディスプレイ・デバイス１
８の異なるフォームファクタ、およびより詳細には、ディスプレイ３０のサイズに基づい
て、フォーカスキューを制約するように構成データ８０を調整し得る。内部ディスプレイ
５４は、通常、外部ディスプレイ・デバイス１６のディスプレイ３０よりもはるかに小さ
いフォームファクタのディスプレイであり、これらの異なるフォームファクタは、立体画
像がどのように構築され、表示されるかの差異を暗示し得る。その上、フォームファクタ
は閲覧オーディエンスの潜在的なサイズを示し得、より小さいフォームファクタは単一の
閲覧者を示唆し得、より大きいディスプレイは複数の閲覧者を示唆し得る。ＨＶＳフィー
ドバック・モジュール４０は、これらの異なるフォームファクタを考慮するように構成デ
ータ８０を生成し得る。
【００９１】
　詳細には、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、一例では、フォームファクタに
基づいて構成データ８０を生成するために、ＨＶＳについて知られている態様を活用し得
る。一態様では、最適ボクセル分布が、人間の目の空間およびフォーカス解像度によって
規定される。人間の目のこの知られている制限を仮定すれば、ＨＶＳフィードバック・モ
ジュール４０は、ディスプレイのタイプ（３Ｄディスプレイ技術のこれらの２つのタイプ
の異なるサブクラスを含む、立体視または自動立体視）とディスプレイのサイズとに基づ
いて特定の空間およびフォーカス解像度を判断する。次いで、ＨＶＳフィードバック・モ
ジュール４０は、深さ処理を変更するために２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５６のための構成
データ８０を生成し得る。
【００９２】
　ＨＶＳフィードバック・モジュール４０はまた、ディスプレイ・デバイス１６に対する
閲覧者の特定の視覚軸または閲覧角に基づいてメトリック７０のうちの１つによって示さ
れる空間周波数を改良または潜在的に最適化し得る。この視覚軸または閲覧角は３Ｄ視覚
データ４４とともに与えられ得、あるいは、パラメータ発見モジュール３８は、（ディス
プレイ・デバイス１６内に組み込まれた視標追跡装置または閲覧者追跡装置に関係すると
いう点で）この視覚軸または閲覧角をパラメータ７６のうちの１つとして発見するために
ディスプレイ・デバイス１６とインターフェースし得る。ＨＶＳフィードバック・モジュ
ール４０は、現在のディスプレイ解像度がフォーカスキューに影響を及ぼし得るので、こ
のディスプレイ解像度を指定するパラメータ７６のうちの１つまたは複数をも利用し得る
。次いで、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、これらのパラメータ７６に基づい
て構成データ８０を生成し得る。
【００９３】
　別の例では、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、深さ画像ベースレンダリング
（ＤＩＢＲ）を改良または潜在的に最適化する構成データ８０を生成し得る。ＨＶＳフィ
ードバック・モジュール４０は、ＤＩＢＲの様々な態様を改良するために、３Ｄビデオデ
ータ４４と、後処理モジュール６０とレンダリング・モジュール６２とディスプレイ・フ
ォーマット・モジュール６４とによって生成された３Ｄビデオデータとを分析し得る。一
例では、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、視覚的アーティファクトを最小限に
抑え、場合によっては潜在的になくすために、深さ次元における適切なフィルタ処理を保
証するために、このビデオデータ４４あるいはモジュール６０～６４のうちの１つまたは
複数によって生成されたビデオデータを分析する。しばしば、深さフィルタ処理改良は、
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パラメータ発見モジュール３８によって同じく発見可能であり、したがって、パラメータ
７６のうちの１つまたは複数を介して知られる、特定のディスプレイ技術または能力を中
心に展開する。例示のために、減算ディスプレイはバックライトからの直接照明を可視化
し得るので、これらのディスプレイにおいて非深さフィルタ処理レンダリングによる可視
不連続性が潜在的にはるかに大きくなることを考える。したがって、ＨＶＳフィードバッ
ク・モジュール４０は、異なるディスプレイ能力を考慮するように深さフィルタ処理を調
整するための構成データ８０を生成し得る。
【００９４】
　ＨＶＳフィードバック・モジュール４０はまた、ホールの充填（たとえば、現在の解像
度に適応するように２Ｄビデオ・コンテンツ２０の解像度を調整するときに起こり得る補
間）のためのフィルタ処理に関係するメトリック７０に基づいてＤＩＢＲの様々な態様を
改良する構成データ８０を生成し得る。フィルタ処理はガウスフィルタ処理またはエッジ
ベースフィルタ処理を備え得る。ＨＶＳフィードバック・モジュール４０はまた、所与の
画像またはフレーム中でオクルージョンが起こることが予想される場合、特定のピクセル
の深さ値を強制的に０にするように、Ｐ３Ｄと呼ばれるファイル・フォーマットなど、特
定のファイル・フォーマットに関係するメトリック７０に基づいてＤＩＢＲを改良する構
成データ８０を生成し得る。
【００９５】
　同じくＤＩＢＲを改良することに関して、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、
シャドー効果とシェーディングとに関係するメトリック７０に基づいて、可視近傍ピクセ
ルを使用して領域中のシャドー効果／シェーディングを増加させる構成データ８０を生成
し得る。ＨＶＳフィードバック・モジュール４０はまた、エッジ不連続性を取り除く傾向
がある深さフィルタ処理によるぼけを最小限に抑えるために、高周波強調（ＨＦＥ）によ
ってＤＩＢＲを改良するためにエッジを増補し得る。さらに、ＨＶＳフィードバック・モ
ジュール４０は、深さマップのダイナミックレンジ再整形を可能にする構成データ８０を
生成し、それにより、この構成データ８０が、より高い深さ値を拡張し、より低い深さ値
を圧縮することによって、ＤＩＢＲを改良し得る。いくつかの事例において、ＨＶＳフィ
ードバック・モジュール４０は、ユーザ選好７８のうちの１つによって定義された所与の
閲覧者のＨＶＳの知覚性または感度に基づいて拡張および圧縮の範囲を変調し得る。
【００９６】
　このＤＩＢＲ改良はまた、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０が、目選好または優
位性に関係するユーザ選好７８のうちの１つまたは複数に基づいてＤＩＢＲを調整する構
成データ８０を生成することによって行われ得る。例示のために、任意の１つビューにつ
いて、閲覧者は左目または右目優位であり得、閲覧者はこの優位性をユーザ選好７８のう
ちの１つとして示し得ると考える。特に、閲覧者は、優位性を判断するためにユーザ・イ
ンターフェースを介して提示されるテストを受け得るかまたは優位性を単に選択し得る。
いずれの場合も、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、最高１２０色ピクセル密度
（ｃｐｄ）の良好なボクセル解像度を求めて、視覚軸に沿って＋／－２０度または最高５
０度にわたってビューが細かくなるように、目優位性、感度または知覚可能性（perceiva
bility）の差異に関係するユーザ選好７８に基づいて様々なビューを調整する構成データ
８０を生成し得る。適切な場合、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、深さ知覚を
改善するために、左目ビューと右目ビューとの知覚される品質が非対称であるかまたは等
しくないことを示す非対称品質を採用する構成データ８０を生成し得る。
【００９７】
　さらに別の例では、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、目感度に関係するユー
ザ選好７８、ならびにコンテンツタイプ、照明レベルなどに関係するメトリック７０のう
ちの１つまたは複数に基づいて深さを正規化する構成データ８０を生成し得る。ＨＶＳフ
ィードバック・モジュール４０による深さの正規化はまた、ビデオデータ４４と、シーン
変化、コンテンツタイプおよび構成（たとえば、無限焦点距離にあるオブジェクトがある
かどうか）に関係するメトリック７０とに基づいて判断される最大深さに依存し得る。Ｈ
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ＶＳフィードバック・モジュール４０による深さの正規化はまた、レンダリング方法に関
係する定量的メトリック７０に加えて、ディスプレイタイプなどのパラメータ７６に依存
し得る。
【００９８】
　別の例では、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、ストレス（たとえば、眼精疲
労および吐き気）を最小限に抑えるように３Ｄ可視化を改良する構成データ８０を生成し
得る。いくつかの態様では、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、ストレス（たと
えば、眼精疲労および吐き気）を最小限に抑えるように３Ｄ可視化を最適化する構成デー
タ８０を生成し得る。ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、ストレスを最小限に抑
えるように深さを制約するか、シーン中のオブジェクトのタイプに基づいて選択的深さ抽
出を実行するか、シーン中の当該の特定のオブジェクトに対する特定の深さ抽出のための
選択的深さレンダリングを実行するか、またはある信頼レベルを上回る深さ値のみを抽出
し得る。このようにして、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、メトリック７０に
基づいて構成データ４０とパラメータ７６とユーザ選好７８とを生成し、３Ｄビデオ・コ
ンテンツ４８への２Ｄビデオ・コンテンツ２０の変換を、場合によっては改善し、さらに
は最適化しないとしても、改良するように変換モジュール３６の１つまたは複数のモジュ
ール５６～６４を再構成し得る。
【００９９】
　変換モジュール３６の再構成されたモジュール５６～６４は、次いで、構成データ８０
に従って２Ｄビデオ・コンテンツ２０を３Ｄビデオ・コンテンツ４８に変換し続け得る。
変換モジュール３６は、次いで、この動的再構成の後に、改良された３Ｄビデオ・コンテ
ンツ４８をディスプレイ・デバイス１６に転送することを開始し得、その後、ディスプレ
イ・デバイス１６は、１人または複数の閲覧者による消費のためにディスプレイ３０を介
してこの改良された３Ｄビデオ・コンテンツ４８を提示し得る。ＨＶＳフィードバック・
モジュール４０中のこのフィードバック機構は、オペレータによって選択された特定のプ
ラットフォーム、たとえば、ディスプレイ・デバイス１６上での再生のためにこのビデオ
データを断続的に改良するかまたはいくつかの態様では最適化するために、３Ｄビデオ・
コンテンツ４８への２Ｄビデオ・コンテンツ２０の変換全体の間、継続し得る。この点に
おいて、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、ユーザ選好７８によって定義された
、特定の閲覧者に対する特に選択されたディスプレイ・デバイス、たとえば、ディスプレ
イ・デバイス１６上での再生のために３Ｄビデオ・コンテンツ４８を調整する方法で３Ｄ
ビデオ・コンテンツ４８を改良し、最適化しないとしても潜在的に改善する、（閲覧者の
観点から）透過的でリアルタイムまたはほぼリアルタイムの動的フィードバックを可能に
し得る。以下に、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０が構成データ８０を生成し、構
成データ８０に従って変換モジュール３６のモジュール５６～６４のうちの様々なモジュ
ールを再構成する例を記載する。ＨＶＳフィードバック・モジュール４０はまた、ユーザ
選好に従って許容できる３Ｄビデオ品質を維持しながら計算複雑さが低減されるようにモ
ジュール５６～６４を再構成するために使用され得る、（閲覧者の観点から）透過的でリ
アルタイムまたはほぼリアルタイムの動的フィードバックを可能にし得る。
【０１００】
　図３は、図２のモバイル・デバイス１２の変換モジュール３８とオフライン処理モジュ
ール７２とをより詳細に示すブロック図である。図３の例に示すように、モジュール５６
～６２の各々は、変換された３Ｄビデオ・コンテンツ４８への２Ｄまたは３Ｄビデオ・コ
ンテンツの変換の様々な態様を実行する追加のユニットを備える。たとえば、前処理モジ
ュール５６は、大気（atmospheric）効果検出ユニット８２Ａ（「大気（atmos）効果検出
ユニット８２Ａ」）、シーン変化検出ユニット８２Ｂ、およびカメラ動き検出ユニット８
２Ｃとして図３の例に示されている少なくとも３つのグローバル処理ユニット８２Ａ～８
２Ｃを備える。これらは、たとえば、それぞれの大気効果、シーン変化およびカメラ動き
を検出するために２Ｄビデオ・コンテンツ２０のフレーム全体または複数のフレームをグ
ローバルに分析するので、グローバル処理ユニットと見なされる。
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【０１０１】
　前処理モジュール５６はまた、それぞれ、関心領域（ＲＯＩ）、エッジならびにコント
ラストおよび／または照明を検出するために、一度に単一のフレーム内の近傍ピクセルの
所与の領域に関する入力ビデオデータ２０または２２を処理する（これは、局地的または
ローカル処理と見なされる）ローカル処理ユニット８４Ａ～８４Ｃを含む。図３の例にお
いて、これらのローカル処理ユニット８４Ａ～８４Ｃは、ＲＯＩ検出ユニット８４Ａ、エ
ッジ検出ユニット８４Ｂおよびコントラスト／照明（illumination）検出ユニット８４Ｃ
（「コントラスト／照明（illum）検出ユニット８４Ｃ」）として示されている。ＲＯＩ
検出ユニット８４Ａは、顔または人体などのＲＯＩを検出する１つまたは複数のハードウ
ェア・モジュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。エッジ検出
ユニット８４Ｂは、エッジの位置を特定し、エッジを分類する、たとえば、実オブジェク
トの境界を画定するものとして、シャドー境界を画定するものとして、またはシェーディ
ング効果を定義するものとしてエッジを分類する、１つまたは複数のハードウェア・モジ
ュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。この分類はまた、エッ
ジの強度を判断することに関与し得る。コントラスト／照明検出ユニット８４Ｃは、照明
プロパティを検出する１つまたは複数のハードウェア・モジュールを表し、そのうちのい
くつかはソフトウェアを実行し得る。
【０１０２】
　説明しやすいように、図３には示されていないが、前処理モジュール５６は追加のグロ
ーバルまたはローカル処理ユニットを含み得る。たとえば、前処理モジュール５６は、所
与の画像またはフレームのクロマ成分、画像またはフレームの色成分、あるいは画像また
はフレームのクロマ成分と色成分の両方に基づいてオブジェクトのセグメンテーションを
実行する別のローカル処理ユニットを含み得る。したがって、本開示に記載する技法は、
図３に示す例に限定されるべきではなく、追加のグローバルおよびローカル処理ユニット
を含み得る。ユニット８２Ａ～８２Ｃおよび８４Ａ～８４Ｃによって抽出された様々な情
報は、深さ抽出を可能にするために２Ｄ－３Ｄ処理に転送され得る。
【０１０３】
　２Ｄ－３Ｄ処理モジュール５８は、マルチフレーム深さ抽出技法と単一フレーム深さ抽
出技法の両方を実行するためのいくつかのユニットを含む。マルチフレーム深さ抽出ユニ
ットは、カメラ・モデリング・ユニット８６Ａと移動オブジェクト・モデリング・ユニッ
ト８６Ｂとを含む。カメラ・モデリング・ユニット８６Ａは、深さ値を抽出するために幾
何学的構造と動きとをモデル化する（たとえば、幾何学的構造と動きとをキャプチャする
カメラをモデル化する）１つまたは複数のハードウェア・モジュールを表し、そのうちの
いくつかはソフトウェアを実行し得る。移動オブジェクト・モデリング・ユニット８６Ｂ
は、深さ値を抽出するために独立した移動オブジェクトから背景を区分する１つまたは複
数のハードウェア・モジュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る
。
【０１０４】
　単一フレーム抽出ユニットは、レンズ・モデリング・ユニット８８Ａと、オクルージョ
ン・モデリング・ユニット８８Ｂと、照明モデリング・ユニット８８Ｃと、幾何学的モデ
リング・ユニット８８Ｄとを含む。レンズ・モデリング・ユニット８８Ａは、所与のフレ
ームまたは画像中で検出されたフォーカスキューとデフォーカスキューとに基づいて深さ
値を抽出する１つまたは複数のハードウェア・モジュールを表し、そのうちのいくつかは
ソフトウェアを実行し得る。オクルージョン・モデリング・ユニット８８Ｂは、所与のフ
レームまたは画像中の様々なオブジェクト間のオクルージョンをモデル化または場合によ
っては検出し、これらのオクルージョンに基づいて深さ値を抽出する、１つまたは複数の
ハードウェア・モジュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。照
明モデリング・ユニット８８Ｃは、検出されたシャドーおよびシェーディング効果に基づ
いて単一のフレームまたは画像の深さ値を抽出する１つまたは複数のハードウェア・モジ
ュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。幾何学的モデリング・
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ユニット８８Ｄは、単一のフレームまたは画像内の幾何学的線形パースペクティブのモデ
リングに基づいて単一のフレームまたは画像の深さ値を抽出する１つまたは複数のハード
ウェア・モジュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。
【０１０５】
　上記のように、これらのユニット８６Ａ～８６Ｂおよび８８Ａ～８８Ｄの多くは、前処
理モジュール５６のユニット８２Ａ～８２Ｃおよび８４Ａ～８４Ｃによって抽出される情
報に依拠する。たとえば、照明モデリング・ユニット８８Ｃは、コントラスト／照明検出
ユニット８４Ｃとエッジ検出ユニット８４Ｂとによって判断されたコントラスト／照明情
報に深さの抽出の基礎をおき得る。別の例として、オクルージョン・モデリング・ユニッ
ト８８Ｂは、エッジ検出ユニット８４Ｂによって検出されたエッジ情報を使用してオクル
ージョンをモデル化し得る。さらに別の例として、レンズ・モデリング・ユニット８８Ａ
は、エッジ検出ユニット８４Ｂによって判断されたエッジ情報に深さ抽出の基礎をおき得
る。さらなる例として、幾何学的モデリング・ユニット８８Ｄは、エッジ検出ユニット８
４Ｂによって判断されたエッジ情報に基づいて深さ値を抽出し得る。カメラ・モデリング
・ユニット８６Ａおよび移動オブジェクト・モデリング・ユニット８６Ｂは、大気効果検
出ユニット８２Ａと、シーン変化検出ユニット８２Ｂと、カメラ動き検出ユニット８２Ｃ
とによって判断された情報に基づいて深さ値を抽出し得る。このようにして、２Ｄ－３Ｄ
処理モジュール５８は、２Ｄビデオ・コンテンツ２０と３Ｄビデオ・コンテンツ２２の両
方から深さ値を抽出し得る。
【０１０６】
　特に、マルチビュー・ストリームの場合、変換モジュール３６は、複数のキャプチャシ
ステムから同時に収集またはキャプチャされた異なるストリームの各フレームを処理する
ために複数の２Ｄ－３Ｄ処理モジュールを含み得る（たとえば、複数の２Ｄ－３Ｄ処理モ
ジュールが起動され得る）。単一ビューストリームの場合でも、変換モジュール３６は、
２つ以上の連続するフレームまたは画像を処理するための複数の２Ｄ－３Ｄ処理モジュー
ルを備え得る。この単一ビューストリームの場合、複数の２Ｄ－３Ｄ処理モジュールの各
々はフィーチャポイントとこれらのポイントの記述子とを抽出する。これらの記述子は、
次いで、異なるフレーム中のフィーチャポイント間の対応を設定するために使用され、対
応するポイントのロケーションは、深さ値を抽出するために、カメラ・モデリング・ユニ
ット８６Ａによって実装される射影幾何学カメラモデルとともに使用される。
【０１０７】
　異なるカメラユニット（同じまたは異なるカメラパラメータをもつ、空間的に異なるポ
イントに位置する各カメラ）を用いて各ビューが同時に収集されるマルチビュー・ストリ
ームに関して、２Ｄ－３Ｄ処理ユニット５８は、レンズ・モデリング・ユニット８８Ａと
同様の複数のカメラ・モデリング・ユニットを含み得る。これらのレンズ・モデリング・
ユニット８８Ａの各々は、これらのフレームの各々が同時にキャプチャされる異なるマル
チビューのフレームを処理する。単一ビューストリームの場合、２Ｄ－３Ｄ処理ユニット
５８は、一度に単一ビューストリームの単一の画像またはフレームを処理するためにカメ
ラ・モデリング・ユニット８８Ａを起動し得る。
【０１０８】
　マルチフレーム処理ユニット８６Ａ～８６Ｂおよび単一フレーム処理ユニット８８Ａ～
８８Ｄのうちの１つまたは複数を使用して深さ値を判断した後に、２Ｄ－３Ｄ処理モジュ
ール５８は、所与のビューストリーム（または、マルチビュー・ストリームの場合、ビュ
ーストリームの各々）の各フレームの合成深さマップを作成するために、様々なマルチフ
レーム処理ユニット８６Ａ～８６Ｂおよび単一フレーム処理ユニット８８Ａ～８８Ｄから
の深さ値をマージするか、または場合によってはこれらの深さ値を統合し得る。深さマッ
プは、所与のフレームまたは画像の各ピクセルに深さ値を割り当てる。２Ｄ＋深さファイ
ル・フォーマットに関して、一例として、各フレームの深さマップはグレースケール画像
として表され、グレースケール画像の各８ビットピクセル値は、フレーム中の対応するピ
クセルの深さ値を定義する。
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【０１０９】
　ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、マルチフレーム深さ抽出処理ユニット８６
Ａ～８６Ｂと単一フレーム深さ抽出処理ユニット８８Ａ～８８Ｄとのうちの１つまたは複
数によって深さ抽出を制約するように２Ｄ－３Ｄ処理モジュールを構成する構成データ８
０を生成し得る。一例として、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、有効な対応す
るポイントを制約するために、他のユニット（たとえば、ユニット８６Ｂおよび８８Ａ～
８８Ｄ）からの結果を使用することによって、カメラシステムをモデル化するために使用
される式の線形システムがディスアンビギュエート（disambiguated）され、速度を上げ
るようにカメラ・モデリング・ユニット８６Ａを構成する構成データ８０を生成し得る。
【０１１０】
　ＨＶＳフィードバック・モジュール４０はまた、マルチフレーム処理ユニット８６Ａ～
８６Ｂと単一フレーム処理ユニット８８Ａ～８８Ｄとによって生成された深さマップのマ
ージに影響を及ぼす構成データ８０を生成し得る。たとえば、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール
５８は、判断または抽出された深さマップの各々に異なる重みを割り当てる加重平均マー
ジ機能を使用して、これらの深さマップをマージし得る。ＨＶＳフィードバック・モジュ
ール４０は、得られた合成深さマップを調整するために、これらの重みを変更または構成
する構成データ８０を生成し得る。この調整は、変換された３Ｄビデオ・コンテンツ４８
の可視化の品質を改善するか、または場合によっては変換された３Ｄビデオ・コンテンツ
４８を閲覧することに関連するストレスを低減し得る。
【０１１１】
　このようにして２Ｄビデオ・コンテンツ２０を処理した後に、２Ｄ－３Ｄ処理モジュー
ル５８は、２Ｄビデオ・コンテンツ２０と生成された１つまたは（マルチビュー・ストリ
ームの場合）複数の合成深さマップとを後処理モジュール６０に転送する。後処理モジュ
ール６０は、変換された３Ｄビデオ・コンテンツ４８の可視化の品質を改良するために、
得られた１つまたは複数の深さマップを変更する深さ知覚ユニット９０を含む。いくつか
の事例において、深さ知覚ユニット９０は、変換された３Ｄビデオ・コンテンツ４８の可
視化の品質を改善するために、得られた１つまたは複数の深さマップを変更する。深さ知
覚ユニット９０は、変換モジュール３６を表すモジュール５６～６４のパイプライン中に
ユニットを導入し得、それにより、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、深さマッ
プを改良するために仲介し得る。例示のために、深さ知覚ユニット９０は、ＨＶＳフィー
ドバック・モジュール４０が深さマップの後処理を実行するためにパイプライン中で仲介
し得るように、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０が構成データ８０をロードするた
めに対話し得るインターフェースを表し得る。
【０１１２】
　一例では、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、複数のフレームまたは３Ｄビデ
オデータ全体にわたって深さマップをグローバルに平滑化する動作、および／またはＲＯ
Ｉ検出ユニット８４Ａによって識別されたいくつかの関心領域の深さ情報を選択的に変更
する動作を実行するように深さ知覚ユニット９０を構成する、深さ知覚ユニット９０のた
めの構成データ８０を生成し得る。別の例では、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０
は、パラメータ７６に基づいて、様々な深さ値が特定のディスプレイ、たとえば、ディス
プレイ・デバイス１６のために調整されるように、それらの値を変更し、制約する動作を
実行するように深さ知覚ユニット９０を構成する構成データ８０を生成し得る。さらなる
一例では、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、メトリック７０に基づいて、変換
された３Ｄビデオデータの定量的改善を可能にするために、動的に深さマップを変更する
動作を実行するように深さ知覚ユニット９０を構成する構成データ８０を生成し得る。
【０１１３】
　１つまたは複数の深さマップを改良した後に、後処理モジュール６０は、２Ｄビデオ・
コンテンツと１つまたは複数の改良された深さマップとをレンダリング・モジュール６２
に転送する。レンダリング・モジュール６２は、３Ｄモデリング・ユニット９２と、照明
モデリング・ユニット９４（「照明モデリング・ユニット９４」）と、補間ユニット９６
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とを備える。３Ｄモデリング・ユニット９２、照明モデリング・ユニット９４および補間
ユニット９６の各々は、２Ｄビデオ・コンテンツ２０からの１つまたは複数の追加のビュ
ーの生成を可能にするために３Ｄシーンの様々な態様をモデル化する１つまたは複数のハ
ードウェア・モジュールを表し、そのうちのいくつかはソフトウェアを実行し得る。
【０１１４】
　３Ｄモデリング・ユニット９２は、３Ｄシーンの生成とその後の１つまたは複数の追加
のビューの生成とを可能にするために、後処理モジュール６０からの深さマップを利用し
得る。照明モデリング・ユニット９４は、３Ｄシーンの生成とその後の１つまたは複数の
追加のビューの生成とを可能にするために、照明モデリング・ユニット８８Ｃおよび／ま
たはコントラスト／照明検出ユニット８４Ｃによって判断された照明情報を利用し得る。
補間ユニット９６は、３Ｄシーンの生成とその後の１つまたは複数の追加のビューの生成
とを可能にするために２Ｄビデオデータのピクセル情報を利用し得る。この点において、
レンダリング・モジュール６２は、単一ビュー２Ｄビデオ・コンテンツ２０からのマルチ
ビュー・ストリーム・フォーマットでの３Ｄビデオ・コンテンツの生成を可能にするため
に追加のビューを生成する。
【０１１５】
　ディスプレイ・フォーマット・モジュール６４は、説明しやすいように、図示されてい
ないが、モジュール５６～６２と同様の追加のユニットを備え、パラメータ発見モジュー
ル３８によって判断された入力ファイル・フォーマット９８に従って、レンダリング・モ
ジュール６２から受信した３Ｄビデオデータをフォーマットするために様々なユニットを
起動し得る。一例では、ディスプレイ・フォーマット・モジュール６４は、（たとえば、
アナグリフ（anaglyph）ファイル・フォーマットによって必要とされる）色成分が異なる
様々なビューをインターリーブするために色インターリービングユニットを起動する。別
の例として、ディスプレイ・フォーマット・モジュール６２は、ピクセルロケーションが
異なる様々なビューをインターリーブするために空間インターリービングユニットを起動
する。複数のビューが生成されるとき、ディスプレイ・フォーマット・モジュール６４は
、構成データ８０によって示され、パラメータ７６のうちの１つを介して学習され得るフ
レーム切替えディスプレイのために様々なビューを時間的に多重化するマルチビューユニ
ットを起動し得る。ディスプレイ・フォーマット要件に加えて、ＨＶＳフィードバック・
モジュール４０はまた、メトリック７０および／またはユーザ選好７８に基づいて、３Ｄ
ビデオストリームを強調、フィルタ処理、または、全体的に変更するようにディスプレイ
・フォーマット・モジュール６４を構成する構成データ８０を生成し得る。
【０１１６】
　オフライン処理モジュール７２は、概して、トレーニングセットの様々なプロパティに
関して、トレーニングセットの様々なフレームまたは画像のいくつかの記述子の統計分析
およびモデリングを実行し得る。様々なプロパティは、照明のタイプおよび方向、オブジ
ェクト反射率、テクスチャおよび大気効果を含み得る。オフライン処理モジュール７２は
、前処理モジュール５６の様々なユニット８２Ａ～８２Ｃおよび８４Ａ～８４Ｃが使用す
る１つまたは複数のモデルを作成することによって前処理モジュールのサポートを行う。
【０１１７】
　オフライン処理モジュール７２は、統計分析およびモデリングを実行するための機械学
習ユニット１００を含む。機械学習ユニット１００は、一例として、シェーディングまた
は記述子による作成されたエッジにわたる強度の変動を考慮する記述子を定義し、モデル
化し、別の例では、シャドーによって生じるエッジにわたる強度の変動を考慮する記述子
を定義し、モデル化し得る。さらなる一例では、機械学習ユニット１００は、いくつかの
照明条件の下でシーン中のオブジェクトの反射率プロパティを考慮する記述子を定義し、
モデル化し得る。
【０１１８】
　機械学習ユニット１００は、トレーニングセット（図３に図示せず）を使用して各記述
子の統計的ビヘイビアをオフラインでモデル化する。このトレーニングセットは、各記述
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子に影響を及ぼすプロパティのすべての潜在的な変動の下で取得される画像のセットから
なり得る。したがって、トレーニングセットを使用してトレーニングを受けた後に機械学
習ユニット１００によって作成されるモデルは、所与のシナリオ条件（たとえば、照明の
所与の方向）について、記述子が、ある値である確率をキャプチャする。統計的ビヘイビ
アのモデルは、次いで、前処理モジュール５６のユニットによってオンラインで使用され
る。前処理モジュール５６は、前処理モジュール５６が現在処理している１つまたは複数
の画像またはフレームから取得される所与の記述子の特定の値について、シーンの条件が
特定の条件（たとえば、照明のある方向）である最大可能性を判断するためにこれらのモ
デルを利用する。
【０１１９】
　これらのモデルは、照明に関係するシナリオだけでなく、シーン中の大気効果（もや、
雨、雪など）またはテクスチャ変動にも拡張され得る。記述子はまた、（それらがピクセ
ルの近傍内の情報をキャプチャする場合）ローカルであり得、または（それらが全画像の
情報をキャプチャする場合）グローバルであり得る。これらのモデルは、マルコフランダ
ムフィールド（Markov random field）を使用していくつかの記述子間の関係の統計的ビ
ヘイビアをキャプチャし得る。この点において、オフライン処理モジュール７２は、前処
理モジュール５６が使用するモデルを生成する機械学習ユニット１００を用いて前処理モ
ジュール５６をサポートし得る。特に、機械学習ユニット１００は、モデリングとその後
の変換との改善を可能にし得る新しいトレーニングセットを受信し得る。
【０１２０】
　図４Ａおよび図４Ｂは、本開示で説明する技法の様々な態様を実装する際の、図２のモ
バイル・デバイス１２などのモバイル・デバイスの例示的な動作を示すフローチャートで
ある。最初に図４Ａを参照すると、モバイル・デバイス１２の制御ユニット３４内に含ま
れるユーザ・インターフェース・モジュール７４は、初めに、モバイル・デバイス１２の
ユーザまたは他のオペレータが、ユーザ選好７８を定義するデータを入力するために対話
し得るユーザ・インターフェースを提示し得る。ユーザ・インターフェース・モジュール
７４は、ユーザ選好７８を定義するこのデータを受信し、変換モジュール３６を構成また
は再構成する際に使用するためにユーザ選好７８をＨＶＳフィードバック・モジュール４
０に転送する（１０２）。
【０１２１】
　ユーザ・インターフェース・モジュール７４はまた、ユーザが１つまたは複数のソース
・デバイスと１つまたは複数の宛先デバイスとを選択するために対話し得る同じまたは別
のユーザ・インターフェースを提示し得る。次いで、ユーザ・インターフェース・モジュ
ール７４は、１つまたは複数のソース・デバイス（たとえば、図１の例に示すソース・デ
バイス１４）と１つまたは複数の宛先デバイス（たとえば、外部ディスプレイ・デバイス
１６）とを選択するデータを受信する（１０４）。これらの選択に基づいて、ユーザ・イ
ンターフェース・モジュール７４は、それぞれ、選択された１つまたは複数のソース・デ
バイス、たとえば、ソース・デバイス１４および選択された１つまたは複数の宛先デバイ
ス、たとえば、外部ディスプレイ・デバイス１６との通信リンクまたはチャネル１３およ
び１５を確立するために、ワイヤレス・インターフェース３２Ａおよびワイヤード・イン
ターフェース３２Ｂのうちの様々なインターフェースとインターフェースし得る。これら
のチャネル１３および１５が確立されることを保証した後に、次いで、ユーザ・インター
フェース・モジュール７４は、ディスプレイ・デバイス１６の能力に関するパラメータ７
６の発見を開始するためにパラメータ発見モジュール３８とインターフェースし得る。
【０１２２】
　パラメータ発見モジュール３８は、上記で説明した方法で確立された通信チャネル１５
を介してパラメータ７６を判断するためにディスプレイ・デバイス１６とインターフェー
スする（１０６）。パラメータ発見モジュール３８は、これらのパラメータ７６をＨＶＳ
フィードバック・モジュール４０に転送し得、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は
、変換モジュール３６を構成または再構成するときに、これらのパラメータ７６を再び採
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用し得る。パラメータ７６のうちの１つは、２Ｄおよび／または３Ｄビデオ・コンテンツ
を受け付けるために、外部ディスプレイ・デバイス１６によってサポートされる１つまた
は複数の入力ファイル・フォーマットを備え得る。パラメータ発見モジュール３８は、変
換モジュール３６、より詳細には、ディスプレイ・フォーマット・モジュール６４とイン
ターフェースして、判断された入力ファイル・フォーマットに従って、変換された３Ｄビ
デオデータ４８をフォーマットするようにディスプレイ・フォーマット・モジュール６４
を構成する（１０８）。代替的に、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、ディスプ
レイ・フォーマット・モジュール６４とインターフェースして、パラメータ発見モジュー
ル３８に関して上記で説明した方法でディスプレイ・フォーマット・モジュール６４を構
成し得る。ＨＶＳフィードバック・モジュール４０はまた、変換モジュール３６の他のモ
ジュール５６～６２とインターフェースして、ユーザ選好７８に従って外部ディスプレイ
・デバイス１６による提示のために３Ｄビデオ・コンテンツ４８の生成を調整するように
、パラメータ７６とユーザ選好７８とに基づいてこれらのモジュール５６～６２を初めに
構成し得る。
【０１２３】
　構成された後、変換モジュール３６は、ソース・デバイス１２から２Ｄおよび／または
３Ｄビデオ・コンテンツ２０、２２を取り出すために通信チャネル１３を介してソース・
デバイス１２とインターフェースする（１１０）。たとえば、２Ｄビデオ・コンテンツ２
０を受信すると、変換モジュール３６は、２Ｄビデオ・コンテンツ２０のビデオデータを
、判断された入力ファイル・フォーマットに従ってフォーマットされた３Ｄビデオ・コン
テンツ４８にコンバートする（１１２）。次いで、変換モジュール３６は、判断された入
力ファイル・フォーマットに従ってフォーマットされた３Ｄビデオデータを３Ｄビデオ・
コンテンツ４８として出力し、モバイル・デバイス１２は、３Ｄビデオ・コンテンツ４８
をディスプレイ・デバイス１６に転送する（１１４、１１６）。
【０１２４】
　図４Ｂを参照すると、３Ｄビデオ・コンテンツ４８の少なくとも一部分を受信した後に
、ディスプレイ・デバイス１６は、入力ファイル・フォーマッティング・ヘッダを除去す
ることによって、受信した３Ｄビデオ・コンテンツ４８をカプセル化解除して、コード化
３Ｄビデオデータ５０を生成する。次いで、ディスプレイ・デバイス１６は、コード化３
Ｄビデオデータ５０を復号して、３Ｄビデオデータ４４を生成し、ディスプレイ・デバイ
ス１６は、３Ｄビデオデータ４４を、それらの消費のためにディスプレイ３０を介して１
人または複数の閲覧者に提示する。このビデオデータ４４を提示し、変換モジュール３６
が２Ｄビデオ・コンテンツ２０を３Ｄビデオ・コンテンツ４８にコンバートしている間、
ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、ビデオデータ４４を取り出すためにディスプ
レイ・デバイス１６とインターフェースする（１１８）。
【０１２５】
　上記で説明したように、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０、より詳細には、ＨＶ
Ｓフィードバック・モジュール４０の定性的評価モジュール６６は、上記で説明したよう
に、復号ビデオデータ４４の可視化の品質を表す定性的メトリック７０を判断するために
復号ビデオデータ４４を分析する（１１９）。ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は
また、復号ビデオデータ４４の品質を定量的観点から表す定量的メトリック７０を判断す
るために定量的評価モジュール６６を採用し得る。これらのメトリック７０に基づいて、
ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、復号ビデオデータ４４の可視化の品質を改良
するために変換モジュール３６のモジュール５６～６４を再構成する（１２０）。
【０１２６】
　ＨＶＳフィードバック・モジュール４０はまた、メトリック７０とパラメータ７６とユ
ーザ選好７８とのうちの２つ以上の組合せにモジュール５６～６４のこの再構成の基礎を
おき得る。たとえば、ユーザの選好コントラストレベルに関係するユーザ選好７８のうち
の特定のユーザ選好７８が与えられれば、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、こ
の選好コントラストレベルに鑑みてメトリック７８（たとえば、知覚コントラストレベル



(39) JP 5596146 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

）を分析し、ビデオデータ４４が選好コントラストレベルに等しくない場合、それに近い
コントラストレベルを示すように、３Ｄビデオ・コンテンツ４８の後続の生成を改良する
構成データを生成し得る。ＨＶＳフィードバック・モジュール４０はまた、後続のビデオ
データ４４から分析されるメトリック７８が、パラメータ７８によって定義された特定の
ディスプレイ能力に関して改善されるように、３Ｄビデオ・コンテンツ４８の生成を改良
するためにパラメータ７６に鑑みてメトリック７８を分析し得る。いくつかの事例におい
て、パラメータ７６およびユーザ選好７８が与えられれば、メトリック７０に関して改良
された３Ｄビデオ・コンテンツ４８の後続の生成を生成するために、メトリック７０、パ
ラメータ７６およびユーザ選好７８の３つすべてが上記の方法で採用され得る。
【０１２７】
　上記で説明した方法で再構成された後に、変換モジュール３６は、２Ｄビデオ・コンテ
ンツ２０を３Ｄビデオ・コンテンツ４８にコンバートし続ける（１２２）。次いで、変換
モジュール３６は、判断された入力フォーマットに従ってフォーマットされた３Ｄビデオ
データを備える、３Ｄビデオ・コンテンツ４８を出力する（１２４）。モバイル・デバイ
ス１２は３Ｄビデオ・コンテンツ４８を外部ディスプレイ・デバイス１６に転送する（１
２６）。上記のプロセスは、このようにして、反復の各々について、ビデオ・コンテンツ
４８が、ビデオデータ４４の可視化の知覚される品質を定義するメトリック７０に関して
改良されるように、反復的プロセスとして特徴づけられ得るものにおいて続き得る（１１
８～１２６）。
【０１２８】
　上記では、復号された３Ｄビデオデータを分析するＨＶＳフィードバック・モジュール
４０に関して説明したが、代替的に、ＨＶＳフィードバック・モジュール４０は、コーデ
ィングされた３Ｄビデオデータを分析し得る。その上、ディスプレイ・デバイス１６は、
コーディングまたは復号された３Ｄビデオデータを分析するＨＶＳフィードバック・モジ
ュール４０と同様のそれ自体のＨＶＳフィードバック・モジュールを含み得る。このよう
にして、ディスプレイ・デバイス１６は、それ自体で３Ｄビデオデータを分析し得、それ
自体のＨＶＳフィードバック・モジュールで判断された１つまたは複数のメトリックをＨ
ＶＳフィードバック・モジュール４０に転送し得、ＨＶＳフィードバック・モジュール４
０は、これらのメトリックを使用して３Ｄビデオデータへのビデオデータの変換を調整し
得る。したがって、本技法はこの点において限定されるべきではない。
【０１２９】
　図５は、本開示で説明する技法の様々な態様を実装する例示的なモバイル・デバイス１
２８を示すブロック図である。モバイル・デバイス１２８は、図１のモバイル・デバイス
１２と実質的に同様であり得る。特定のデバイス、たとえば、モバイル・デバイス１２８
に関して説明するが、本技法は、モバイル・デバイス１２に関して説明する技法の様々な
態様を実装することが可能であると上述した他のデバイスを含む、任意のタイプのデバイ
スによって実装され得る。
【０１３０】
　図２の例に示すモバイル・デバイス１２と同様に、モバイル・デバイス１２８は、ワイ
ヤレス・インターフェース３２Ａと、ワイヤード・インターフェース３２Ｂと、ビデオ・
キャプチャ・モジュール５０と、ローカル記憶モジュール５２と、ユーザ・インターフェ
ース・モジュール７４とを含む。ワイヤレス・インターフェース３２Ａと、ワイヤード・
インターフェース３２Ｂと、ビデオ・キャプチャ・モジュール５０と、ローカル記憶モジ
ュール５２との各々は、ビデオデータおよび／またはコンテンツを「ソース」（すなわち
、提供）し得、このために、一般に「ソース」と呼ばれることがある。これらのソースは
、（２Ｄビデオデータ＋追加の深さ情報、または２Ｄビデオデータ＋追加の深さおよびオ
クルーデッドエリア（occluded area）情報、または２Ｄビデオデータ＋深さ、オクルー
デッドエリアおよびグローバル効果情報を含み得る）２Ｄビデオデータまたは３Ｄビデオ
データを備え得る、ビデオデータ１３０を提供し得る。
【０１３１】
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　モバイル・デバイス１２８はまた、画像／ビデオ処理ユニット１３２と、画像／ビデオ
・エンコーダ・ユニット１３４と、画像／ビデオ・バッファ・ユニット１３６と、ディス
プレイ処理ユニット１３８と、内部ディスプレイ１４０と、ワイヤレス・ディスプレイ（
ＷＤ）ホストユニット１４２と、ワイヤレス・ディスプレイ・インターフェース１４４と
を含む。画像／ビデオプロセッサユニット１３２は、３Ｄビデオデータ１４６を生成する
ようにビデオデータ１３０を処理するハードウェア・ユニットまたはハードウェア・ユニ
ットとソフトウェア・ユニットの組合せを表す。画像／ビデオ・エンコーダ・ユニット１
３４は、画像／ビデオ・エンコーダ・ユニット１３４によってサポートされる１つまたは
複数のコーデックのうちの１つに従ってビデオデータ１４６を符号化して符号化ビデオデ
ータ１４８を生成するハードウェア・ユニットまたはハードウェア・ユニットとソフトウ
ェア・ユニットの組合せを表す。エンコーダとして示されているが、画像／ビデオ・エン
コーダ・ユニット１３４は復号をも実行し得る。エンコーダ・ユニット１３４は符号化ビ
デオデータ１４８を出力し、その符号化ビデオデータ１４８は、上記で説明したメモリと
ストレージ・デバイスの両方の例など、メモリまたはストレージ・デバイスを備え得る画
像／ビデオ・バッファ・ユニット１３６に記憶される。
【０１３２】
　いくつかの事例において、モバイル・デバイス１２８は、発光ダイオード（ＬＥＤ）デ
ィスプレイ、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）ディスプレイ、陰極線管ディスプレイ、プラズマデ
ィスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）または任意の他のタイプのディスプレイを備え
得る内部ディスプレイ１４０上で３Ｄビデオデータ１４６をローカルにプレビューするプ
レビューモードを与える。このプレビューモードでは、画像／ビデオ処理ユニット１３２
はプレビュー・ビデオデータ１５０Ａ、１５０Ｂ（「プレビュー・ビデオデータ１５０」
）を生成し得る。プレビュー・ビデオデータ１５０Ａは、３Ｄビデオデータ１４６の右目
の遠近感を形成する右目ビデオデータを備え得る。プレビュー・ビデオデータ１５０Ｂは
、３Ｄビデオデータ１４６の左目の遠近感を形成する左目ビデオデータを備え得る。ビデ
オ・キャプチャ・デバイス５０が３Ｄビデオ・キャプチャ・デバイスを備えるとき、この
３Ｄビデオ・キャプチャ・デバイス５０は、右目ビデオデータ１５０Ａと左目ビデオデー
タ１５０Ｂの両方を生成し得、画像／ビデオ処理ユニット１３２はそれらのデータをディ
スプレイ処理ユニット１３８に転送し得る。
【０１３３】
　ディスプレイ処理ユニット１３８は、外部ディスプレイ・デバイス１５４Ａ～１５４Ｎ
（「外部ディスプレイ・デバイス１５４」）のうちの１つまたは複数など、外部ディスプ
レイ・デバイスのうちの１つまたは複数によってサポートされる入力フォーマットに従っ
てバッファされたビデオデータ１５２をフォーマットするために、バッファされたビデオ
データ１５２を処理するハードウェア・ユニットまたはハードウェア・ユニットとソフト
ウェア・ユニットの組合せを表す。ディスプレイ処理ユニット１３８は、このフォーマッ
トされたバッファされたビデオデータ１５２を３Ｄビデオ・コンテンツ１５６として出力
し得る。ディスプレイ処理ユニット１３８は、説明を簡単にするため図５には示されてい
ないが、外部ディスプレイ・デバイス１５４のうちの１つまたは複数によってサポートさ
れる入力ファイル・フォーマットを判断するためのディスプレイ・フォーマット・インタ
ーフェース（ＤＦＩ）を含み得る。
【０１３４】
　ディスプレイ処理ユニット１３８はまた、プレビュー・ビデオデータ１５０のうちの１
つまたは複数を受信し、内部ディスプレイ１４０による提示のためにこのプレビュー・ビ
デオデータ１５０をフォーマットし得る。ディスプレイ処理ユニット１３８は、このフォ
ーマットされたプレビュー・ビデオデータ１５０Ａ、１５０Ｂをプレビュー・ビデオ・コ
ンテンツ１５８Ａ、１５８Ｂ（「プレビュー・ビデオ・コンテンツ１５８」）として出力
し得、外部ディスプレイ・デバイス１５４のうちの１つまたは複数に３Ｄビデオ・コンテ
ンツ１５６を出力するのと同時に、内部ディスプレイ１４０はプレビュー・ビデオ・コン
テンツ１５８Ａ、１５８Ｂのうちの一方または両方をモバイル・デバイス１２８のユーザ
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に提示し得る。
【０１３５】
　内部ディスプレイ１４０が３Ｄビデオ・コンテンツ再生をサポートする場合、プレビュ
ー・ビデオデータ１５０は、ディスプレイ処理ユニット１３８が内部ディスプレイ１４０
によるディスプレイまたは提示用にフォーマットする３Ｄビデオデータを備え得る。内部
ディスプレイ１４０が３Ｄビデオ・コンテンツと２Ｄビデオ・コンテンツの両方の再生を
サポートする場合、画像／ビデオ処理ユニット１３２は、ユーザ選好、アプリケーション
のタイプ（たとえば、２Ｄビデオデータはしばしば電子メール／テキスト用に好適である
が、コンピュータグラフィックス（ＣＧ）はしばしば３Ｄビデオデータとしてレンダリン
グされる）、動作電力モード、利用可能なバッテリー電力、ならびにこのタイプの決定に
一般に影響を及ぼす他の選好、メトリックおよびパラメータに基づいて、プレビュー・ビ
デオデータ１５０を２Ｄビデオデータとして生成すべきかまたは３Ｄビデオデータとして
生成すべきかを判断し得る。
【０１３６】
　画像／ビデオ処理ユニット１３２と、画像／ビデオ・エンコーダ・ユニット１３４と、
ディスプレイ処理ユニット１３８とは、コンピュータ可読媒体に記憶された１つまたは複
数の命令を実行する（コンピュータ処理ユニットまたはＣＰＵと呼ばれることがある）汎
用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、グラフィックス処理ユニット（ＧＰ
Ｕ）、あるいは任意の他のタイプのプロセッサなど、１つまたは複数のプロセッサを備え
得る。代替的に、画像／ビデオ処理ユニット１３２は、フィールド・プログラマブル・ゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）および特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）など、専用ハードウェ
アを備え得る。いくつかの事例において、専用ハードウェアと１つまたは複数のプロセッ
サとの両方は、ユニット１３２、１３４および１３８に関して本開示で説明する様々な動
作を行うために組み合わせられ得る。
【０１３７】
　上記では、外部ディスプレイ・デバイス１５４によってサポートされる入力ファイル・
フォーマットに従って３Ｄビデオ・コンテンツ１５６を生成するために、バッファされた
ビデオデータ１５２をフォーマットすることについて説明したが、ディスプレイ処理ユニ
ット１３８は、通常、ＨＤＭＩ、ＤＶＩ、および他のワイヤードファイル・フォーマット
など、ワイヤード・インターフェースのためのファイル・フォーマットのみをサポートす
る。特に、現時点では正式なまたは規格化されたワイヤレス・ファイル・フォーマットが
まだ存在しないことを考慮して、ディスプレイ処理ユニット１３８はワイヤレス・ファイ
ル・フォーマットをサポートしないことがある。しかしながら、ＷＤホストユニット１４
２は、外部ディスプレイ・デバイス１５４のうちの１つまたは複数がワイヤレス・ファイ
ル・フォーマットをサポートしているかどうかを判断するように、ワイヤレス・ディスプ
レイ・ファイル・フォーマットをサポートし、そのようなワイヤレス・ディスプレイへの
インターフェースを提供し得る。したがって、ＷＤホストユニット１４２は、外部ディス
プレイ・デバイス１５４のうちの１つまたは複数によってサポートされるワイヤレス・デ
ィスプレイ・フォーマットを判断し、次いで、判断されたワイヤレス・ディスプレイ・フ
ォーマットに従ってバッファ３Ｄビデオデータ１５２をフォーマットするためのインター
フェースを提供する、ハードウェア・ユニットまたはハードウェア・ユニットとソフトウ
ェア・ユニットの組合せを表し得る。したがって、ＷＤホストユニット１４２は、モバイ
ル・デバイス１２８が、１つまたは複数の外部ディスプレイ・デバイス１５４によってサ
ポートされるワイヤレス・ファイル・フォーマットに従って３Ｄビデオ・コンテンツをワ
イヤレス送信することを可能にすることによって、クロスプラットフォーム再生を可能に
し得る。
【０１３８】
　ＷＤホストユニット１４２は、外部ディスプレイ・デバイス１５４のうちのワイヤレス
・ディスプレイを備える外部ディスプレイ・デバイスの能力に関して、サポートされるワ
イヤレス・ファイル・フォーマットを含めて、ワイヤレス・ディスプレイ・パラメータを
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判断するために、たとえば、上記で説明したＷＨＤＭＩまたはＷＭＤＤＩプロトコルを実
装し得る。ＷＤホストユニット１４２は、ディスプレイ処理ユニット１３８からバッファ
３Ｄビデオデータ１５２を受信し、ワイヤレス入力ファイル・フォーマットのうちの判断
された１つのフォーマットに従ってバッファ３Ｄビデオデータ１５２をフォーマットまた
は（ディスプレイ処理ユニット１３８が初めにこのデータをフォーマットする場合は）再
フォーマットし、３Ｄビデオ・コンテンツ１５６をディスプレイ処理ユニット１３８に戻
し得る。ディスプレイ処理ユニット１３８は、この３Ｄビデオ・コンテンツ１５６を、ワ
イヤレス・インターフェース３２Ｂのうちの１つを備え得るが、説明のために別々に示し
てあるワイヤレス・ディスプレイ・インターフェース１４４に転送する。次いで、ワイヤ
レス・ディスプレイ・インターフェース１４４は、この３Ｄビデオ・コンテンツ１５６を
外部ディスプレイ・デバイス１５４のうちの１つまたは複数に転送する。
【０１３９】
　モバイル・デバイス１２８内に含まれるものとして示されているが、ＷＤホストユニッ
ト１４２は、モバイル・デバイス１２８の外部に常駐し、ワイヤレス・インターフェース
３２Ａまたはワイヤード・インターフェース３２Ｂのうちの１つを介してモバイル・デバ
イス１２８とインターフェースし得る。モバイル・デバイス１２８の外部にあるとき、Ｗ
Ｄホストユニット１４２は、ワイヤレス・ディスプレイ・インターフェース１４４と同様
のワイヤレス・ディスプレイ・インターフェース、または以下でより詳細に説明するＷＤ
クライアントユニットとの通信を可能にする別の同様なインターフェースを備え得る。い
くつかの事例において、ＷＤホストユニット１４２は、ワイヤレス・ファイル・フォーマ
ッティングを実行するためにディスプレイ処理ユニット１３８によって実行されるソフト
ウェア・モジュールを備え得る。上記の事例においてディスプレイ処理ユニット１３８が
ＷＤホストユニット１４２を実行するためのハードウェアを含む限り、ＷＤホストユニッ
ト１４２はハードウェア・ユニットとソフトウェア・ユニットの両方を備えると考えられ
得る。
【０１４０】
　いくつかの事例において、ＷＤホストユニット１４２は、選択された宛先デバイス、た
とえば、外部ディスプレイ・デバイス１５４のうちの２つが、異なるワイヤレス・ファイ
ル・フォーマットをサポートすることを識別し得る。この事例では、ＷＤホストユニット
１４２は、第１の判断されたワイヤレス・ファイル・フォーマットに従ってフォーマット
された第１の３Ｄビデオ・コンテンツ１５６と、第２の判断されたワイヤレス・ファイル
・フォーマットに従ってフォーマットされた第２の３Ｄビデオ・コンテンツ１５６とを生
成する。次いで、ワイヤレス・ディスプレイ・インターフェース１４４は、第１および第
２の３Ｄビデオ・コンテンツ１５６を外部ディスプレイ・デバイス１５４のうちの適切な
１つに転送する。したがって、図５の例では単一の３Ｄビデオ・コンテンツ１５６のみを
送るものとして示しているが、その３Ｄビデオ・コンテンツ１５６は、各バージョンが異
なるワイヤレス・ファイル・フォーマットに従ってフォーマットされる、第１および第２
のバージョン、または、より一般的には、複数のバージョンの３Ｄビデオ・コンテンツ１
５６を備え得る。
【０１４１】
　１つのワイヤレスフォーマットは、３Ｄビデオ・コンテンツのビデオデータ・セグメン
トとオーディオデータ・セグメントと深さデータ・セグメントとを複数のパケットのうち
の異なる１つの中にカプセル化する、リアルタイム・トランスポート・プロトコル（ＲＴ
Ｐ）などのトランスポート・プロトコルを活用するフォーマットを備え得る。その上、こ
のフォーマットは、図８の例に関して以下で示すように、オクルージョン情報および／ま
たはグローバル効果情報に対応する情報の追加のセグメントをカプセル化するためにこの
トランスポート・プロトコルを活用し得る。ＷＤホストユニット１４２は、３Ｄビデオ・
コンテンツ１５６の様々なセグメントを複数のパケットのうちの異なる１つの中にカプセ
ル化するためのこのトランスポート・プロトコルを実装するトランスポート・ユニット１
５８を含む。様々なセグメントを異なるパケットにカプセル化した後に、トランスポート



(43) JP 5596146 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

・ユニット１５８は、複数のパケットのうちの１つのヘッダ中の随意のデータフィールド
内に３Ｄビデオ・コンテンツ１５６の再生を向上させるためのメタデータを追加する。こ
のメタデータは、追加のビューのレンダリングを可能にし、特定のディスプレイ上での再
生を促進するパラメータを定義し得る。メタデータはまた、所望のコントラスト、シャー
プネス、色温度、２Ｄまたは３Ｄスクリーン解像度、および２Ｄまたは３Ｄ再生フォーマ
ット（ピラーボックス、伸張、オリジナルなど）など、ユーザ選好を定義し得る。
【０１４２】
　トランスポート・プロトコルに関与するこのファイル・フォーマットに従って３Ｄビデ
オデータ１５２をフォーマットした後に、ＷＤホストユニット１４２は、得られた３Ｄビ
デオ・コンテンツ１５６をワイヤレス・ディスプレイ・インターフェース１４４に転送し
得、ワイヤレス・ディスプレイ・インターフェース１４４は、パケットを外部ディスプレ
イ・デバイス１５４のうちの１つまたは複数に送信する。ワイヤレス・ディスプレイ・イ
ンターフェース１４４が外部ディスプレイ・デバイス１５４のうちの２つ以上にこのコン
テンツ１５６を送信するとき、その送信は３Ｄビデオ・コンテンツ１５６の「ＷＤマルチ
キャスト」と呼ばれることがある。いずれの場合も、この送信は、内部ディスプレイ１４
０を介したプレビュー・ビデオデータ１５０の表示と同時に行われ得る。しばしば、プレ
ビュー・ビデオデータ１５０と３Ｄビデオ・コンテンツ１５６との提示は同期させられる
。代替的に、プレビュー・ビデオデータ１５０の提示は、外部ディスプレイ・デバイス１
５４のうちの１つまたは複数による３Ｄビデオ・コンテンツ１５６の提示の前に行われ得
る。
【０１４３】
　図６は、本開示で説明する技法の様々な態様を実行する際の、図５の例に示すモバイル
・デバイス１２８などのモバイル・デバイスの例示的な動作を示すフローチャートである
。初めに、モバイル・デバイス１２８のユーザまたは他のオペレータは、ビデオ・コンテ
ンツの１つまたは複数のソースと、ワイヤレス・ビデオ・コンテンツ配信をサポートする
外部ディスプレイ・デバイス１５４（「外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイス」と呼
ばれることがある）のうちの１つまたは複数とを選択するデータを入力するために、ユー
ザ・インターフェース・モジュール７４によって提示されるユーザ・インターフェースと
対話し得る。したがって、ユーザ・インターフェース・モジュール７４は、１つまたは複
数のソースと、外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイス１５４のうちの１つまたは複数
とを選択するデータを受信する（１６２）。ユーザ・インターフェース・モジュール７４
は、外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイス１５４の中から選択された１つまたは複数
の選択をＷＤホストユニット１４０に転送する。
【０１４４】
　次いで、ＷＤホストユニット１４０は、外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイス１５
４の中から選択された外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイスの１つまたは複数の能力
を定義するパラメータを判断するために、ワイヤレス・ディスプレイ・インターフェース
１４４などのワイヤレス・ディスプレイ・インターフェースを介して、外部ワイヤレス・
ディスプレイ・デバイス１５４の中から選択された外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバ
イスとインターフェースする（１６４）。これらのパラメータは、パラメータ発見モジュ
ール３８によって発見されたパラメータ７６と同様であり得る。１つの例示的なパラメー
タは、外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイス１５４の中から選択された外部ワイヤレ
ス・ディスプレイ・デバイスによってサポートされるワイヤレス入力ファイル・フォーマ
ットを含み得る。
【０１４５】
　一方、画像／ビデオ処理ユニット１３２は、選択されたソース３２Ａ、３２Ｂ、５０お
よび５２のうちの１つまたは複数からビデオデータ１３０を受信し得る（１６６）。（図
５には「ビデオ・キャプチャ・デバイス５０」として示されている）ソース５０に関して
、ビデオ・キャプチャ・デバイス５０は、所与の画像（またはビデオ・キャプチャの場合
は一連の画像）に対して２つの視点を与えるために、同時に２つのセンサへの入射画像を
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同時にキャプチャする２つの画像センサをもつステレオカメラを備え得る。
【０１４６】
　ビデオ・キャプチャ・デバイス５０は、いくつかの方法で同期式にビデオデータをキャ
プチャし得る。第１の方法では、２つのセンサから発信したデータは、バッファとともに
高速シリアルキャプチャまたはパラレルキャプチャのいずれかを使用して同じメモリバス
を介して受信される。シリアルキャプチャの場合、画像／ビデオ処理ユニット１３２は、
深さ抽出中に２つの異なるビューのシリアルキャプチャ間の時間オフセットを考慮に入れ
る。第２の方法では、２つのセンサから発信したデータは、単一バスが２つのセンサ間で
共有されるときに生じる弊害を回避するために、異なるメモリバスを介して受信される。
第３の方法では、２つのセンサから発信したデータは、一般にストリーミングフォーマッ
トであり、組込みディスプレイまたは外部ディスプレイ上でプレビューされるべきディス
プレイバッファに書き込まれる。
【０１４７】
　このプレビューモードでは、メモリ帯域幅および／または電力を節約するために、一般
に、２つの２Ｄ視点のうちの１つのみ、または言い換えれば、２つのセンサのうちの１つ
からのデータストリームがプレビューされ得る。ユーザ・インターフェース・モジュール
７４を介して入力されるユーザ選好は、２Ｄまたは３Ｄのいずれかを示し得る（たとえば
、一方または両方の視点がディスプレイプロセッサに送られる）。ユーザ入力は、所与の
ビデオ記録または画像キャプチャセッションの間にリアルタイムまたはほぼリアルタイム
で入力されるか、または一般的な選好として指定され得る。ユーザ選好はまた、上記で説
明したように、２Ｄはテキスト、電子メールおよびウェブブラウジング用に使用され、３
Ｄはカムコーダおよびメディアプレーヤ用に使用されるように、所与のアプリケーション
に基づいてデータを２Ｄで提示すべきかまたは３Ｄで提示すべきかを示し得る。画像／ビ
デオ処理ユニット１３２は、利用可能なバッテリー電力、あるいは（「自動的」に行われ
ると呼ばれることがある、ユーザ入力／介入を伴うまたは伴わない）電力管理設定に基づ
いて、ビデオデータ１３０を２Ｄビデオデータに変換すべきかまたは３Ｄビデオデータに
変換すべきかを判断し得る。
【０１４８】
　内部ディスプレイ１４０がプレビュー・ビデオデータ１５０を３Ｄで提示する３Ｄプレ
ビューの場合、ディスプレイ処理ユニット１３８は、未加工（非圧縮）３Ｄまたは画像デ
ータを両方の視点について２つの別々のストリーム、たとえば、プレビュー・ビデオデー
タ１５０Ａおよび１５０Ｂとして受信し得る。ディスプレイ処理ユニット１３８はまた、
センサから２Ｄビデオデータ１３０を直接受信し、画像／ビデオ処理ユニット１３２、画
像／ビデオ・エンコーダ・ユニット１３４、または３Ｄコード化画像／ビデオファイルか
ら３Ｄ深さ情報を受信し得る。ディスプレイ処理ユニット１３８はまた、（たとえば、ロ
ーカル記憶モジュール５２に記憶された）３Ｄ符号化画像／ビデオファイルから圧縮３Ｄ
データを受信し得、その圧縮３Ｄデータは、ワイヤードまたはワイヤレス・インターフェ
ース３２Ａ、３２Ｂを介して外部ディスプレイ・デバイス１５４のうちの１つにストリー
ミングされ得る。この場合、ディスプレイミラーリングが使用可能であれば、内部ディス
プレイ１４０は、センサ／信号プロセッサから、圧縮されていないが処理済みのビデオス
トリームを取得し得る。随意に、内部ディスプレイ１４０は、２Ｄ画像、たとえば、プレ
ビュー・ビデオデータ１５０のうちの１つのみをレンダリングし得る。ディスプレイ処理
ユニット１３８はまた、ビデオ・キャプチャ・デバイス５０の単一のセンサから２Ｄデー
タを受信し得、画像／ビデオ処理ユニット１３２は、２Ｄデータを３Ｄデータにコンバー
トする図２に示す変換モジュール３６の２Ｄ－３Ｄ変換モジュール５８と同様の２Ｄ－３
Ｄ処理モジュールを備え得る。
【０１４９】
　いずれの場合も、画像／ビデオ処理ユニット１３２は、受信したビデオデータ１３０を
３Ｄビデオデータに変換し、または場合によっては３Ｄビデオデータを改良して３Ｄビデ
オデータ１４６を生成し、潜在的にビデオデータ１５０をプレビューし得る（１６７）。
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次いで、画像／ビデオ処理ユニット１３２はこのデータを３Ｄ画像／ビデオ・エンコーダ
に転送し、３Ｄ画像／ビデオ・エンコーダは、３Ｄビデオデータ１４６を符号化して符号
化３Ｄビデオデータ１４８を出力する。画像／ビデオ・バッファ・ユニット１３６は、符
号化３Ｄビデオデータ１４８をバッファするかまたは場合によっては記憶し、ディスプレ
イ処理ユニット１３８は、入力ファイル・フォーマットに従ってフォーマットするために
、画像／ビデオ・バッファ・ユニット１３６からバッファされたビデオデータ１５２を取
り出す。ディスプレイ処理ユニット１３８はまた、上記のように、プレビュー・ビデオデ
ータ１５０を受信し、バッファ３Ｄビデオデータ１５２をフォーマットすることと同時に
、内部ディスプレイ１４０上での表示のためにこのビデオデータをフォーマットし得る。
【０１５０】
　ただし、ディスプレイ処理ユニット１３８が、外部ワイヤレス・ディスプレイ１５４の
うちの選択された１つに３Ｄビデオデータ１５２を配信するためのワイヤレス３Ｄファイ
ル・フォーマットをサポートし得ないとすれば、ディスプレイ処理ユニット１３８はデー
タ１５２をＷＤホストユニット１４２に転送する。次いで、ＷＤホストユニット１４２は
、上記で説明した方法で判断されたパラメータに従って３Ｄビデオデータ１５２を準備す
る（１６８）。特に、ＷＤホストユニット１４２は、外部ワイヤレス・ディスプレイ・デ
バイス１５４の中から選択された外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイスのうちの１つ
または複数によってサポートされるワイヤレス３Ｄファイル・フォーマットに従って３Ｄ
ビデオデータ１５２をフォーマットし得る。
【０１５１】
　次いで、ＷＤホストユニット１４２は、準備した３Ｄビデオデータを元のディスプレイ
処理ユニット１３８に転送し、ディスプレイ処理ユニット１３８は、この準備した（「３
Ｄビデオ・コンテンツ１５６」とも呼ばれ得る）３Ｄビデオデータをワイヤレス・ディス
プレイ・インターフェース１４４に転送する。ワイヤレス・ディスプレイ・インターフェ
ース１４４は、外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイス１５４のうちの選択された１つ
または複数とインターフェースして、この準備した３Ｄビデオデータ１５６を外部ワイヤ
レス・ディスプレイ・デバイス１５４のうちのこれらの１つまたは複数にワイヤレス送信
する（１７０）。
【０１５２】
　代替的に、上記のように、ＷＤホストユニット１４２はワイヤレス・ディスプレイ・イ
ンターフェース１４４と一体化され得、その場合、ディスプレイ処理ユニット１３８は、
フォーマッティングを実行することなしに、バッファ３Ｄビデオデータ１５２をワイヤレ
ス・ディスプレイ・インターフェース１４４に転送する。ＷＤホストユニット１４２は、
この事例では、外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイス１５４の中から選択された外部
ワイヤレス・ディスプレイ・デバイスによってサポートされる判断されたワイヤレス・フ
ァイル・フォーマットに従ってバッファ３Ｄビデオデータ１５２をフォーマットする。次
いで、ワイヤレス・ディスプレイ・インターフェース１４４は、外部ワイヤレス・ディス
プレイ・デバイス１５４の中から選択された外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイスに
この準備した３Ｄビデオデータ１５６を転送する。
【０１５３】
　図７は、本開示で説明する技法の様々な態様に従ってフォーマットされた、図５の例に
関して示した３Ｄビデオ・コンテンツ１５６などの３Ｄビデオ・コンテンツを示すブロッ
ク図である。具体的には、ＷＤホストユニット１４２のトランスポート・ユニット１５８
は、ＲＴＰに従って３Ｄビデオ・コンテンツ１５６をフォーマットしている。トランスポ
ート・ユニット１５８は、いくつかの異なる部分１７２Ａ～１７２Ｎ（「部分１７２」）
を備えるバッファ３Ｄビデオデータ１５２を受信する。これらの部分は、バッファ３Ｄビ
デオデータ１５２の一部分を備え得、（ヘッダまたは他の表記法などによって）定義され
ているかまたはいないにかかわらず、データ１５２のフレーム、スライス、ピクチャグル
ープ、１つまたは複数のマクロブロック、１つまたは複数のブロック、１つまたは複数の
ピクセル値、あるいは任意の他の部分に対応し得る。図示されていないが、バッファ・ユ
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ニット１３６はオーディオデータをもバッファし得、そのオーディオデータは、バッファ
されたビデオデータ１５２とともに転送され得る。
【０１５４】
　部分１７２の各々は、ビデオ・セグメント１７４Ａ～１７４Ｎ（「ビデオ・セグメント
１７４」）と深さセグメント１７６Ａ～１７６Ｎ（「深さセグメント１７６」）の両方、
およびバッファオーディオデータ（「オーディオ・セグメント１７８」）のセグメント１
７８Ａ～１７８Ｎを含む、バッファされたビデオデータ１５２の様々なセグメントを備え
得る。トランスポート・ユニット１５８は、これらの部分１７２の各々に、図７の例では
「ＴＳ　１」～「ＴＳ　Ｎ」と示された対応するタイムスタンプ１８０Ａ～１８０Ｎ（「
タイムスタンプ１８０」）を割り当てる。次いで、トランスポート・ユニット１５８は、
セグメント１７４～１７８の各々が存在する部分１７２のうちの対応する１つに割り当て
られた、タイムスタンプ１８０のうちの対応する１つとともにセグメント１７４、１７６
および１７８の各々をカプセル化する。
【０１５５】
　たとえば、トランスポート・ユニット１５８は、セグメント１７４Ａ～１７８Ａが存在
する部分１７２Ａに「ＴＳ　１」のタイムスタンプ１８０Ａを割り当てる。次いで、トラ
ンスポート・ユニット１５８は、「ＴＳ　１」のタイムスタンプ１８０Ａとともにセグメ
ント１７４Ａ、１７６Ａおよび１７８Ａの各々をカプセル化し、図７の例に示すカプセル
化されたセグメントを生じる。このカプセル化はＲＴＰに準拠し得る。トランスポート・
ユニット１５８はまた、ＲＴＰに従って他のヘッダ情報とともにセグメント１７４～１７
８の各々をカプセル化して、セグメント１７４～１７８のうちの異なる１つを含んでいる
パケットを形成し得、ならびに、上記で説明したメタデータを生成し、これらのパケット
の各々のヘッダ中に埋め込み得、これについては図８に関して以下でより詳細に説明する
。
【０１５６】
　ＲＴＰとＲＴＰによるパケットの形成とに関するさらなる情報は、その各々の全体が参
照により本明細書に組み込まれる、１９９８年１月付けの「RTP Payload Format for MPE
G1/MPEG2 Video」と題するｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　ｃｏｍｍｅｎｔｓ（ＲＦＣ）２２５
０と、１９９９年１２月付けの「Guidelines for Writers of RTP Payload Format Speci
fication」と題するＲＦＣ２７３６と、２０００年１１月付けの「RTP Payload Format f
or MPEG-4 Audio/Visual Streams」と題するＲＦＣ３０１６と、２００３年７月付けの「
RTP: A transport Protocol for Real-Time Applications」と題するＲＦＣ３５５０と、
２００３年１１月付けの「RTP Payload Format for Transport of MPEG-4 Elementary St
reams」と題するＲＦＣ３６４０と、２００５年２月付けの「RTP Payload Format for H.
264 Video」と題するＲＦＣ３９８４と、２００９年１０月付けの「RTP Payload Format 
for Elementary Streams with MPEG Surround Multi-Channel Audio」と題するＲＦＣ５
６９１とにおいて見つけられ得る。
【０１５７】
　ＲＴＰストリームとしてフォーマットされた３Ｄビデオ・コンテンツ１５６を生成する
ためにこのようにしてＲＴＰを活用することは、２Ｄ専用ディスプレイ・デバイスがこの
３Ｄビデオ・コンテンツ１５６を受信し、深さセグメント１７６を顧慮せずにビデオ・セ
グメント１７４のみを提示し得るという意味において、後方互換性を可能にし得る。すな
わち、この２Ｄ専用ディスプレイ・デバイスは、深さセグメント１７６をドロップするか
または場合によっては認識しなくてよく、ビデオ・セグメント１７４として送られた２Ｄ
ビデオデータのみを提示する。この点において、２Ｄ専用ディスプレイ・デバイスに対し
て後方互換性がある深さセグメント１７６を配信するためにＲＴＰの拡張性を活用する上
記のファイル・フォーマットは、この後方互換性によってクロスプラットフォーム３Ｄビ
デオ再生を促進し得る。
【０１５８】
　図８Ａ～図８Ｃは、本開示で説明する技法の様々な態様による、メタデータが埋め込ま
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れた例示的なセグメント１８１Ａ～１８１Ｃを示すブロック図である。図８Ａは、本開示
で説明する技法の様々な態様に従って深さメタデータを記憶する例示的なセグメント１８
１Ａを示すブロック図である。セグメント１８１Ａは、ペイロード・タイプ・フィールド
１８２Ａ（「ペイロード・タイプ１８２Ａ」）と、深さ範囲フィールド１８２Ｂ（「深さ
範囲１８２Ｂ」）と、深さ解像度フィールド１８２Ｃ（「深さ解像度１８２Ｃ」）と、カ
メラ・モデル・パラメータ・フィールド１８２Ｄ（「カメラ・モデル・パラメータ１８２
Ｄ」）と、最適閲覧パラメータ・フィールド１８２Ｅ（「最適閲覧パラメータ１８２Ｅ」
）と、圧縮タイプ・フィールド１８２Ｆ（「圧縮タイプ１８２Ｆ」）とを含む。
【０１５９】
　ペイロード・タイプ・フィールド１８２Ａは、ペイロードをカプセル化するヘッダデー
タとこのデータを区別するために「ペイロード」とも呼ばれることがある、この例では深
さデータを示す、セグメントに記憶されるデータのタイプを記憶する。深さ範囲フィール
ド１８２Ｂは、所与の３Ｄビデオ画像またはビデオの深さ平面の幅とサイズとを対象とす
るデータを記憶する。深さ平面は、現在の画像と同じサイズであるかまたはそれよりも小
さくなり得る。カメラ・モデル・パラメータ・フィールド１８２Ｄは、外部または内部カ
メラ・モデル・パラメータに関係するデータを記憶する。最適閲覧パラメータ・フィール
ド１８２Ｅは、閲覧スクリーンのサイズおよび閲覧距離、ならびに収束平面、上記の深さ
範囲、明るさおよびいくつかの他の関係するパラメータによって定義される、閲覧角を対
象とするデータを記憶する。圧縮タイプ・フィールド１８２Ｆは、ＪＰＥＧ、Ｈ．２６４
またはプロプライエタリ圧縮アルゴリズムを示し得る、ビデオのペイロードまたはオーデ
ィオ・セグメントにおいて使用される圧縮のタイプを記述するデータを記憶する。
【０１６０】
　図８Ｂは、本開示で説明する技法の様々な態様に従ってオクルージョンメタデータを記
憶する例示的なセグメント１８１Ｂを示すブロック図である。セグメント１８１Ｂは、ペ
イロード・タイプ・フィールド１８４Ａ（「ペイロード・タイプ１８４Ａ」）と、ベース
ライン・フィールド１８４Ｂ（「ベースライン１８４Ｂ」）と、オクルージョン解像度フ
ィールド１８４Ｃ（「オクルージョン解像度１８４Ｃ」）と、圧縮タイプ・フィールド１
８２Ｄ（「圧縮タイプ１８２Ｄ」）とを含む。ペイロード・タイプ・フィールド１８４Ａ
は、ペイロードをカプセル化するヘッダデータとこのデータを区別するために「ペイロー
ド」とも呼ばれることがある、この例ではオクルージョンデータを示す、セグメントに記
憶されるデータのタイプを記憶する。ベースライン・フィールド１８４Ｂは、現在の画像
がそれから収集された第１のビューのロケーションに対してシフトされる水平距離を定義
するデータを記憶する。オクルージョン解像度フィールド１８４Ｃは、オクルージョン平
面の幅とサイズとを定義するデータを記憶しており、オクルージョン平面は、現在の画像
と同じサイズであるかまたはそれよりも小さくなり得る。圧縮タイプ１８４Ｄは、圧縮タ
イプ１８２Ｆと実質的に同様であり得る。
【０１６１】
　図８Ｃは、本開示で説明する技法の様々な態様に従ってグローバル効果メタデータを記
憶する例示的なセグメント１８１Ｃを示すブロック図である。セグメント１８１Ｃは、ペ
イロード・タイプ・フィールド１８６（「ペイロード・タイプ１８６」）と、複数のパラ
メータ１８８Ａ～１８８Ｎ（「パラメータ１８８」）とを含む。ペイロード・タイプ・フ
ィールド１８４Ａは、ペイロードをカプセル化するヘッダデータとこのデータを区別する
ために「ペイロード」とも呼ばれることがある、この例ではグローバル効果データを示す
、セグメントに記憶されるデータのタイプを記憶する。パラメータ１８８は、もや、雨、
雪、および煙など、グローバル効果に対応するデータを記憶している。パラメータ１８８
の各々は、異なるタイプのグローバル効果に関係し、所与のグローバル効果のタイプ、密
度、ロケーションおよび繰返しを指定し得る。パラメータ１８８は、そのようなグローバ
ル効果がコンピュータグラフィックスにおいて記述される方法と同様の方法でグローバル
効果を定義するために、この情報を記憶し得る。
【０１６２】
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　図９は、本開示で説明する技法のフォーマッティング態様を実行する際の、ワイヤレス
・ディスプレイ（ＷＤ）ホストユニット、図５の例に示されたＷＤホストユニット１４２
の例示的な動作を示すフローチャートである。初めに、ＷＤホストユニット１４２は、デ
ィスプレイ処理ユニット１３８からバッファ３Ｄビデオデータ１５２とオーディオデータ
とを受信し得る（２００）。３Ｄビデオデータを受信すると、ＷＤホストユニット１４２
のトランスポート・ユニット１５８は、図７の例のビデオ・セグメント１７４および深さ
セグメント１７６など、３Ｄビデオデータ２０２のビデオ・セグメントと深さセグメント
とを判断する（２０２）。同様に、トランスポート・ユニット１５８は、オーディオ・セ
グメント１８０など、オーディオデータのオーディオ・セグメントを判断する（２０４）
。
【０１６３】
　次いで、トランスポート・ユニット１５８は、上記で説明したように、ビデオデータ１
５２とオーディオデータとの部分１７２の各々についてタイムスタンプ１８０を判断する
（２０６）。トランスポート・ユニット１５８は、同じく上記で説明したように、パケッ
トを形成するためにタイムスタンプ１８０のうちの対応する１つとともに部分１７２のう
ちの同じ１つのセグメント１７４～１７８をカプセル化する（２０８）。ＷＤホストユニ
ット１４２は、上記で説明した方法でメタデータを判断し得、その後、トランスポート・
ユニット１５８は、判断されたメタデータをパケットのヘッダ中に埋め込む（２１０、２
１２）。埋め込まれたメタデータとともに得られたパケットは、図８の例に示すパケット
に似ていることがあり得る。メタデータを埋め込んだ後に、トランスポート・ユニット１
５８は、パケットをワイヤレスデバイスインターフェース１４４に転送し、ワイヤレスデ
バイスインターフェース１４４は、外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイス１５４の中
から選択された外部ワイヤレス・ディスプレイ・デバイスにパケットを転送することに進
む（２１４）。
【０１６４】
　図１０Ａ～図１０Ｅは、クロスプラットフォームビデオ再生を促進するために本開示で
説明する技法の１つまたは複数の態様を実装する様々なシステム２１６Ａ～２１６Ｅを示
すブロック図である。より詳細には、図１０Ａは、その両方が本開示で説明する技法の様
々な態様を実装する、外部ＷＤホストユニット２１８と外部ＷＤクライアントユニット２
２２とを含むシステム２１６Ａを示すブロック図である。外部ＷＤホストユニット２１８
は、システム２１６Ａのモバイル・デバイス２１７とインターフェースするデバイスを備
え得る。モバイル・デバイス２１７がモバイル・デバイス１２８のＷＤホストユニット１
４２と同様の一体型または内部ＷＤホストユニットを含まないことを除いて、モバイル・
デバイス２１７は、図５のモバイル・デバイス１２８と同様であり得る。外部ＷＤホスト
ユニット２１８は、モバイル・デバイス１２８のワイヤード・インターフェース３２Ｂの
うちの１つと同様のワイヤード・インターフェースを通してモバイル・デバイス２１７と
インターフェースする、いわゆる「ドングル」を備え得る。たとえば、外部ＷＤホストユ
ニット２１８は、ユニバーサルシステムバス（ＵＳＢ）またはマイクロＵＳＢワイヤード
・インターフェースを介してモバイル・デバイス２１７とインターフェースし得る。
【０１６５】
　外部ＷＤクライアントユニット２２２は、同様に、システム２１６Ａのディスプレイ・
プラットフォーム２２３とインターフェースするデバイスを備える。外部ＷＤクライアン
ト２２２は、外部ＷＤホストユニット２１８と同様に、ＵＳＢインターフェース、複合オ
ーディオ／ビデオ（Ａ／Ｖ）インターフェース、ＨＤＭＩインターフェースまたは任意の
他のワイヤード・インターフェースなど、ワイヤード・インターフェースを介してディス
プレイ・プラットフォーム２２３とインターフェースする、いわゆる「ドングル」を備え
得る。
【０１６６】
　ディスプレイ・プラットフォーム２２３は、デジタル・ビデオディスク（ＤＶＤ）プレ
ーヤ、オーディオ／ビデオ受信機、Ｂｌｕｒａｙ（商標）ディスクプレーヤ、マルチメデ
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ィアプレーヤ、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、または３Ｄディスプレイ・デバイス
２２８とインターフェースするためのプラットフォームを与える任意の他のデバイスなど
、システム２１６Ａの３Ｄディスプレイ・デバイス２２８とインターフェースするデバイ
スを表し得る。いくつかの事例において、ディスプレイ・プラットフォーム２２３は、ラ
ップトップまたはデスクトップ・コンピュータなどのパーソナル・コンピュータ、あるい
は２Ｄ－３Ｄコンバージョンの実行専用のデバイスを備え得る。３Ｄディスプレイ・デバ
イス２２８は、図５の例に示す外部ディスプレイ・デバイス１５４と同様であり得る。３
Ｄディスプレイ・デバイス２２８とは別個に示されているが、ディスプレイ・プラットフ
ォーム２２３は、３Ｄディスプレイ・デバイス２２８中に組み込まれ得る。
【０１６７】
　上記のように、現時点では、ビデオデータをワイヤレスにディスプレイ・デバイスに転
送するための規格化されたワイヤレス・ディスプレイプロトコルは存在しない。規格化さ
れたワイヤレス・ディスプレイプロトコルがこのようにないことを仮定すれば、ディスプ
レイ・プラットフォーム２２３など、たいていのディスプレイ・プラットフォームはワイ
ヤレス・ビデオデータ受信または送信をサポートしない。外部ＷＤホストユニット２１８
と外部ＷＤクライアントユニット２２２との使用によってこの制限を克服し得る。
【０１６８】
　例示のために、モバイル・デバイス２１７は２Ｄビデオデータ２２１をソースし得、外
部ＷＤホストユニット２１８は、モバイル・デバイス２１７と上記の外部ＷＤホストユニ
ット２１８との間のワイヤード接続を通してその２Ｄビデオデータ２２１を受信し得るも
のと考える。外部ＷＤホストユニット２１８は、外部ＷＤクライアントユニット２２２と
のワイヤレス・リンク２２０を確立し、次いで、ワイヤレス・リンク２２０を介してセッ
ションを確立し得る。このセッションはＲＴＰセッションを備え得る。外部ＷＤホストユ
ニット２１８が２Ｄビデオデータ２２１を受信した際に、ＷＤホストユニット２１８は、
外部ＷＤクライアントユニット２２２によってサポートされるワイヤレス・ディスプレイ
プロトコルに従って２Ｄビデオデータ２２１をフォーマットする。たとえば、ＷＤホスト
ユニット２１８は、２Ｄビデオデータ２２１が深さセグメントを含まず、したがって、得
られたフォーマットされたデータが深さパケットを含まず、各部分がビデオ・セグメント
とオーディオ・セグメントとをのみを有することになることを除いて、図７の例に示すフ
ァイル・フォーマットに従って２Ｄビデオデータ２２１をフォーマットすることによって
２Ｄビデオデータ２１８を準備し得る。
【０１６９】
　外部ＷＤホストユニット２１８はまた、ディスプレイ・プラットフォーム２２３および
／または３Ｄディスプレイ・デバイス２２８の能力を定義するパラメータを判断するため
に外部ＷＤクライアントユニット２２２とインターフェースし得る。外部ＷＤホストユニ
ット２１８は、これらのパラメータを要求するために外部ＷＤクライアントユニット２２
２とインターフェースし得る。この要求に応答して、外部ＷＤクライアントユニット２２
２は、上記で説明した方法で（たとえば、ＷＨＤＭＩを使用して）ディスプレイ・プラッ
トフォーム２２３の能力を発見するためにワイヤード・インターフェースを介してディス
プレイ・プラットフォーム２２３とインターフェースし得る。ディスプレイ・プラットフ
ォーム２２３はまた、たとえばＨＤＭＩを使用して３Ｄディスプレイ・デバイス２２８と
インターフェースしたとき、３Ｄディスプレイ・デバイス２２８のパラメータを発見して
いることがある。次いで、ディスプレイ・プラットフォーム２２３は、ディスプレイ・プ
ラットフォーム２２３と３Ｄディスプレイ・デバイス２２８の一方または両方の能力を記
述するパラメータを戻し得、外部ＷＤクライアントユニット２２２はそのパラメータを外
部ＷＤホストユニット２１８に転送する。次いで、外部ＷＤホストユニット２１８は、上
記で説明したように、これらのパラメータに基づいてメタデータを生成し、このメタデー
タを様々なパケットのヘッダ中に埋め込み得る。
【０１７０】
　いずれの場合も、ＷＤホストユニット２１８は、フォーマットされた２Ｄビデオデータ
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２２１を、ワイヤレス・リンク２２０を介して外部ＷＤクライアントユニット２２２に送
信する。このフォーマットされた２Ｄビデオデータ２２１を受信すると、外部ＷＤクライ
アントユニット２２２は、様々なセグメントをカプセル化解除して、２Ｄビデオデータ２
２１を改良し、ならびにパケットヘッダ中に埋め込まれたメタデータを抽出し得る。次い
で、外部ＷＤクライアントユニット２２は、改良された２Ｄビデオデータ２２１をメタデ
ータとともにディスプレイ・プラットフォーム２２３に転送する。
【０１７１】
　図１０Ａの例に示すように、ディスプレイ・プラットフォーム２２３は、図２の２Ｄ－
３Ｄ処理モジュール５８およびディスプレイ・フォーマット・モジュール６４と同様であ
り得る、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール２２４およびディスプレイ・フォーマット・モジュー
ル２２６を含む。同様ではあるが、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール２２４およびディスプレイ
・フォーマット・モジュール６４は、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール２２４が、ある３Ｄビデ
オデータ（たとえば、別のビューとは反対の深さ）の生成のみをサポートし、ディスプレ
イ・フォーマット・モジュール２２６が、特定のデバイス固有の３Ｄ入力ファイル・フォ
ーマット（たとえば、マルチビュー・ストリームとは反対に２Ｄ＋Ｚ）のみをサポートし
得るという点で、より限定された性質をもち得る。２Ｄ－３Ｄ処理モジュール２２４とデ
ィスプレイ・フォーマット・モジュール２２６の両方のより限定された性質にもかかわら
ず、モジュール２２４とモジュール２２６の両方は、ある程度まで構成可能であり得、受
信した２Ｄビデオデータ２２１からの３Ｄビデオ・コンテンツ２２７の生成を改善するた
めに、転送されたメタデータを利用し得る。３Ｄディスプレイ・デバイス２２８は、３Ｄ
ビデオ・コンテンツ２２７を受信し、提示する。
【０１７２】
　２Ｄ－３Ｄ処理モジュール２２４は、一例として、ハードウェアベースまたはソフトウ
ェアベースのいずれかのメディアプレーヤの場合、プラグインまたは他のソフトウェア・
モジュールを備え得る。ディスプレイ・フォーマット・モジュール２２６も、一例では、
ハードウェアベースまたはソフトウェアベースのいずれかのメディアプレーヤの場合、プ
ラグインまたは他のソフトウェア・モジュールを備え得る。ディスプレイ・フォーマット
・モジュール２２６は、マルチビューディスプレイのために必要であり得るディスプレイ
・フォーマットインターリービングを実行し得る。
【０１７３】
　上記で説明したように、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール２２４は、深さ情報を抽出すること
によって、２Ｄビデオデータ２２１を３Ｄビデオ・コンテンツ２２７の３Ｄビデオデータ
にコンバートする。この深さ抽出は、２Ｄビデオデータ２２１の１つまたは複数のフレー
ムから大規模フィーチャと小規模フィーチャとを識別し、セグメント化することに関与し
得る。深さ抽出はまた、２Ｄビデオデータ２２１を背景領域、オクルージョン領域、およ
び前景領域などの領域に分類することに関与する。分類されると、深さ抽出は２Ｄビデオ
データ２２１における構造および動きに基づいて３Ｄモデルにおける移動オブジェクトの
位置およびロケーションを識別する。深さ抽出の結果は、２Ｄビデオデータ２２１の２Ｄ
画像（またはフレーム）中の各ピクセルについての深さ値であり、各フレームについての
Ｎビットビットマップ画像として記憶される。代替的に、深さマップが各領域について生
成され得、シーンはレンダリング中にオンザフライで構成される。
【０１７４】
　入力として２Ｄ＋深さフォーマットされた３Ｄビデオ・コンテンツ２２７を取る立体視
ディスプレイの場合、深さマップ中の情報および２Ｄビデオデータ２２１は、２Ｄ＋ｚフ
ァイル・フォーマットにフォーマットされて、３Ｄディスプレイ・デバイス２２８に入力
される。３Ｄディスプレイ・デバイス２２８のためのディスプレイ入力ファイル・フォー
マットが複数のストリームファイル・フォーマットであり、ビデオの複数のストリームま
たはビューが単一のコンテナ中にカプセル化される場合、２Ｄ－３Ｄ処理モジュール２２
４は、２Ｄビデオフレームと関連する深さマップとに基づいて２Ｄビデオデータ２２１に
対応する１つまたは複数の追加の２次ビューポイントを生成し得る。次いで、ディスプレ
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イ・フォーマット・モジュール２２６は、必要とされる閲覧角と、ビューの数と、ディス
プレイのためにまたはユーザによって（たとえば、メタデータとして）定義された他のパ
ラメータとに応じて、元の２Ｄビデオデータまたは２Ｄビデオデータ２２１を２次ビュー
でインターリーブする。
【０１７５】
　図１０Ｂは、その両方が本開示で説明する技法の様々な態様を実装する、外部ＷＤホス
トユニット２１８と内部ＷＤクライアントユニット２３０とを含むシステム２１６Ｂを示
すブロック図である。ディスプレイ・プラットフォーム２２３’が図１０Ａの場合のよう
に外部ＷＤクライアントデバイスとのインターフェースではなく内部ＷＤクライアントユ
ニット２３０を含むことを除いて、システム２１６Ｂはシステム２１６Ａと実質的に同様
であり、図１０Ａでは、ディスプレイ・プラットフォーム２２３が外部ＷＤクライアント
ユニット２２２とインターフェースしている。このために、ディスプレイ・プラットフォ
ーム２２３’は、参照符号「２２３」の次にプライム記号を用いて示される。ワイヤード
・インターフェースを介してディスプレイ・プラットフォーム２２３とインターフェース
することを除いて、内部ＷＤクライアントユニット２３０は、外部ＷＤクライアントユニ
ット２２２と実質的に同様の方法で動作し得る。代わりに、内部ＷＤクライアントデバイ
ス２３０はディスプレイ・プラットフォーム２２３’内に組み込まれており、それによっ
てディスプレイ・プラットフォーム２２３’と外部でインターフェースすることを回避す
る。
【０１７６】
　図１０Ｃは、その両方が本開示で説明する技法の様々な態様を実装する、外部ＷＤホス
トユニット２１８と外部ＷＤクライアントユニット２２２とを含む別のシステム２１６Ｃ
を示すブロック図である。システム２１６Ｃのディスプレイ・プラットフォーム２２３’
’が深さ－マルチビュー（Ｚ－ＭＶ）処理モジュール２３４を含むことを除いて、システ
ム２１６Ｃはシステム２１６Ａと同様である。この差異を示すために、ディスプレイ・プ
ラットフォーム２２３’’は、参照符号「２２３」の後に２つのプライム記号を用いて示
される。システム２１６Ａとシステム２１６Ｃとの間の別の差異は、モバイル・デバイス
２１７が２Ｄ＋ｚファイル・フォーマットに従ってフォーマットされた３Ｄビデオデータ
２３２を出力することである。
【０１７７】
　モバイル・デバイス２１７は、上記で説明したソースのいずれかから２Ｄビデオデータ
を受信し、非リアルタイムまたはリアルタイムまたはほぼリアルタイムのいずれかで２Ｄ
－３Ｄ処理を実行し得る。代替的に、モバイル・デバイス２１７は、３Ｄビデオ・コンテ
ンツを受信し、（ＭＰＥＧ－Ｃパート３において規定されているように）３Ｄビデオ・コ
ンテンツを２Ｄ＋ｚフォーマットに変換し得る。深さマップ（または「ｚ」）情報のため
にフレームごとに追加のパケットを搬送するように変更されたＭＰ４などの既存のファイ
ル・フォーマットを使用して、モバイル・デバイス２１７はこの３Ｄビデオデータ２３２
をカプセル化し得る。深さパケットのためのカプセル化ヘッダは、ファイル・フォーマッ
ト仕様において情報要素としてユーザデータについて規定されたヘッダであり得る。この
情報要素を使用することは、２Ｄビデオ・ディスプレイとの後方互換性を可能にし得る。
このＭＰ４ワイヤレス・ディスプレイプロトコルにおける深さパケットは、タイミング／
同期情報を介して、または代替的に、同様に関連付けのために使用され得る、シーケンス
番号などのビデオパケットのためのフレーム固有の識別情報を介して、対応するビデオパ
ケットに関連し得る。
【０１７８】
　システム２１６Ｃでは、外部ＷＤホストユニット２１８は、３Ｄビデオデータ２３２を
受信し、ワイヤレス・ディスプレイプロトコルに従ってこのデータ２３２をフォーマット
し、図７に示すそれと同様のフォーマットされた３Ｄビデオデータ２３２を生じる。ＷＤ
ホストユニット２１８は、ＭＰ４ファイルのためのパーサにおいて３Ｄビデオデータ２３
２を傍受し、ビデオ、オーディオ、および深さパケットを検索し得る。次いで、ＷＤホス
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トユニット２１８は、ＲＴＰヘッダでこれらのパケットを再カプセル化してＲＴＰストリ
ームを形成し、ＷＤホストユニット２１８は、そのＲＴＰストリームをリアルタイムスト
リーミングプロトコル（ＲＴＳＰ）を介して、外部ＷＤクライアントデバイス２２２にス
トリーミングする。これらのストリームは、図７の例に関して上記で説明したフォーマッ
ティングに従ってフォーマットされ得る。実際には、ＷＤホストユニット２１８は、２Ｄ
＋ｚ３Ｄビデオデータ２３２を搬送するために、トランスポート・プロトコル（たとえば
、ＲＴＰ）を変更する。
【０１７９】
　外部ＷＤクライアントユニット２２２は、ワイヤレス・リンク２２０を介してこれらの
ストリームを受信し、２Ｄ＋ｚ符号化に従って符号化された３Ｄビデオデータ２３２をリ
フォームするために、ストリームをカプセル化解除し、この３Ｄビデオデータ２３２をＺ
－ＭＶ処理モジュール２３４に転送する。Ｚ－ＭＶ処理モジュール２３４は、３Ｄビデオ
データ２３２からマルチビューをレンダリングすることによって、３Ｄビデオデータ２３
２を２Ｄ＋ｚ符号化フォーマットからマルチビュー・ストリーム符号化フォーマットにコ
ンバートする。次いで、ディスプレイ・フォーマット・モジュール２２６は、上記で説明
した方法でこれらのマルチビューをインターリーブして３Ｄビデオ・コンテンツ２３６を
生成し、３Ｄディスプレイ・デバイス２２８は、３Ｄビデオ・コンテンツ２３６を受信し
、１人または複数の閲覧者による消費のために提示する。
【０１８０】
　図１０Ｄは、その両方が本開示で説明する技法の様々な態様を実装する、外部ＷＤホス
トユニット２１８と内部ＷＤクライアントユニット２３０とを含む別のシステム２１６Ｄ
を示すブロック図である。図１０Ｄに示すように、両方のシステム２１６Ｂ、２１Ｄがモ
バイル・デバイス２１７と、外部ＷＤホストユニット２１８と、内部ＷＤクライアントユ
ニット２３０と、１つまたは複数の３Ｄディスプレイ・デバイス２２８とを含むという点
で、システム２１６Ｄはシステム２１６Ｂと同様である。しかしながら、システム２１６
Ｂでは、ディスプレイ・プラットフォーム２２３’が内部ＷＤクライアントユニット２３
０を含んでいたが、システム２１６Ｄは、内部ＷＤクライアントユニット２３０を含むモ
バイル・マルチメディア・デバイス２３７を含む。このために、ディスプレイ・プラット
フォーム２２３は、この差異を識別するために、参照符号「２２３」の後に３つのプライ
ム記号を用いて示される。
【０１８１】
　モバイル・マルチメディア・デバイス２３７は、内部ＷＤクライアントユニット２３０
とＺ－グラフィックス処理ユニット（ＧＰＵ）処理モジュール２３８（「Ｚ－ＧＰＵ処理
モジュール２３８」）とを含むモバイルマルチメディアプロセッサ（図１０Ｄに図示せず
）を含み得る。マルチメディアプロセッサはＧＰＵを含み得る。この意味で、ＷＤクライ
アントユニット２３０およびＺ－ＧＰＵ処理モジュール２３８は、ＧＰＵを用いてマルチ
メディアプロセッサ上でホスティングされると見なされ得る。Ｚ－ＧＰＵ処理モジュール
２３８は、２Ｄ＋ｚフォーマットに従って符号化された３Ｄビデオデータ２３２をマルチ
ビュー符号化フォーマットにコンバートするように、深さ－マルチビュー・コンバージョ
ン・プロセスを実行する。内部ＷＤクライアントユニット２３０および外部ＷＤホストユ
ニット２１８は、図１０Ｂのシステム２１６Ｂ中のこれらの同じユニットに関して説明し
たのと同様の方法で互いと通信し得るが、図１０Ｃのシステム２１６Ｃに関して説明した
ように、その通信は３Ｄビデオデータ２３２に関与する。
【０１８２】
　いずれの場合も、内部ＷＤクライアントユニット２３０は、ワイヤレス・ディスプレイ
プロトコルに従ってフォーマットされたカプセル化された３Ｄビデオデータ２３２を受信
し、このカプセル化された３Ｄビデオデータ２３２をカプセル化解除して、３Ｄビデオデ
ータ２３２をリフォームする。内部ＷＤクライアントユニット２３０は、このデータ２３
２をＺ－ＧＰＵ処理モジュール２３８に転送し、Ｚ－ＧＰＵ処理モジュール２３８は、マ
ルチビュー符号化フォーマットに従ってフォーマットされた３Ｄビデオデータ２４２を生
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成するためにコンバージョン・プロセスを実行する汎用計算エンジンとして、ＧＰＵを利
用する。汎用計算エンジンとしてのＧＰＵの使用は、ＯｐｅｎＣＬを使用することに関与
し、ＯｐｅｎＣＬは、ＣＰＵとＧＰＵとからなる異種プラットフォームにわたって実行す
る書込みプログラムのためのフレームワークを備える。ＯｐｅｎＣＬは、ＯｐｅｎＣＬデ
バイス上で実行する書込み機能と、プラットフォームを定義し、次いで制御するために使
用されるアプリケーションプログラマーインターフェース（ＡＰＩ）とのための言語を含
む。
【０１８３】
　Ｚ－ＧＰＵ処理モジュール２３８は、ＧＰＵを使用してリアルタイムまたはほぼリアル
タイムの深さ－マルチビュー・コンバージョンを実行し得、それによって２Ｄ＋ｚフォー
マットおよびマルチストリームビデオフォーマットなどの異なるフォーマットの３Ｄコン
テンツを受け付ける異種ディスプレイとインターフェースすることを可能にし得る。たと
えば、Ｚ－ＧＰＵ処理モジュール２３８は、２Ｄ＋ｚフォーマットに従ってフォーマット
された３Ｄビデオデータ２４０を生成し得、３Ｄディスプレイ２２８Ａは、ディスプレイ
・プラットフォーム２２３’’による処理を介入することなしに、その３Ｄビデオデータ
２４０を直接受け付け得る。Ｚ－ＧＰＵ処理モジュール２３８はまた、マルチビュー・フ
ォーマットに従ってフォーマットされた３Ｄビデオデータ２４１を生成し、このデータ２
４１をディスプレイ・プラットフォーム２２３’’’に転送し得る。ディスプレイ・プラ
ットフォーム２２３’’’のディスプレイ・フォーマット・モジュール２２６は、マルチ
ビュー・フォーマットされた３Ｄビデオデータ２４１からストリームをインターリーブし
て３Ｄビデオデータ２４２を生成し得、３Ｄディスプレイ・デバイス２２８Ｂは、３Ｄビ
デオデータ２４２を受信し、提示し得る。
【０１８４】
　図１０Ｅは、本開示で説明する技法の１つまたは複数の態様を実行する別のシステム２
１６Ｅを示すブロック図である。モバイル・マルチメディア・デバイス２３７’が内部Ｗ
Ｄクライアントユニット２３０と２Ｄ－３Ｄ処理モジュール２２４とを含むことを除いて
、システム２１６Ｅは、図１０Ｄのシステム２１６Ｄと同様であり得る。この差異を示す
ために、モバイル・マルチメディア・デバイス２３７’は、参照符号「２３７」の後にプ
ライム記号を含む。
【０１８５】
　いずれの場合も、モバイル・デバイス２１７は、２Ｄビデオ・コンテンツまたは３Ｄビ
デオ・コンテンツ２４４を外部ＷＤホストユニット２１８に転送し得、外部ＷＤホストユ
ニット２１８は、上記で説明した方法でワイヤレス・ディスプレイプロトコルに従ってこ
のコンテンツ２４４をカプセル化し、ワイヤレス・リンク２２０を介してフォーマットさ
れたコンテンツ２４４を内部ＷＤクライアントユニット２３０に転送する。コンテンツが
２Ｄビデオ・コンテンツ２４４である場合、内部ＷＤクライアントユニット２３０は、リ
アルタイムまたはほぼリアルタイムの２Ｄ－３Ｄコンバージョン（たとえば、深さ抽出）
を実行するために、このデータ２４４を２Ｄ－３Ｄ処理ユニット２２４に転送し得る。デ
ィスプレイ２２８Ａ、２２８Ｂの一方または両方によって必要とされた場合、２Ｄ－３Ｄ
処理モジュール２２４は、上記で説明したように、マルチビュー・フォーマットされた３
Ｄビデオデータを生成するために、３ＤビデオデータをＺ－ＧＰＵ処理モジュール２３８
に転送し得る。内部ＷＤクライアントユニット２３０が３Ｄビデオ・コンテンツ２４４を
受信し、ディスプレイ２２８Ａ、２２８Ｂの一方または両方がマルチビューファイル・フ
ォーマットを必要とする場合、内部ＷＤクライアントユニット２３０は、Ｚ－ＧＰＵ処理
モジュール２３８に３Ｄビデオ・コンテンツ２４４を転送し得、Ｚ－ＧＰＵ処理モジュー
ル２３８は、マルチビューファイル・フォーマットに従ってフォーマットされた３Ｄビデ
オデータ２４１を生成する。
【０１８６】
　次いで、モバイル・マルチメディア・デバイス２３７’は、上記で説明したようにコン
テンツ２４０を３Ｄディスプレイ・デバイス２２８Ａに転送し得る。代替的に、上記で説
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明したように、モバイル・マルチメディア・デバイス２３７’は、３Ｄビデオデータ２４
１をディスプレイ・プラットフォーム２２３’’’に転送し得る。再び上記で説明したよ
うに、ディスプレイ・プラットフォーム２２３’’’は、ディスプレイ・フォーマット・
モジュール２２６を使用して複数のビューをインターリーブし、得られた３Ｄビデオ・コ
ンテンツ２４２を３Ｄディスプレイ・デバイス２２８Ｂに転送し得る。
【０１８７】
　システム２１６Ｅでは、モバイル・デバイス２１７は、外部ＷＤホスト／クライアント
ユニット２１８と内部ＷＤホスト／クライアントユニット２３０とによって実装されたワ
イヤレス・ディスプレイプロトコルを介して、２Ｄまたは３Ｄビデオ・コンテンツを駆動
することを選択し得る。上記のように、ＷＤホストユニット２１８およびＷＤクライアン
トユニット２３０は、クライアントが接続されたディスプレイ（１つまたは複数のスルー
ミラーリング）を表すパラメータを交換し得、これらのパラメータは、これらのディスプ
レイによってサポートされる３Ｄコンテンツ・フォーマットを含む。ワイヤレス・リンク
２２０上の利用可能な帯域幅に応じて、モバイル・デバイス２１７ではなく、ＷＤクライ
アントユニット２３０が２Ｄ－３Ｄコンバージョン・プロセスを実行し得る。また、モバ
イル・マルチメディア・デバイス２３７’内でコンバージョンを実行することは、より良
いユーザエクスペリエンスと視覚的品質とを促進し得る。その上、３Ｄディスプレイのパ
ラメータに応じて、深さ－マルチビュー・コンバージョン・プロセスが実行される。さら
に、モバイル・マルチメディア・デバイス２３７’は、ワイヤレス・ディスプレイプロト
コルからディスプレイ・フォーマットへのフォーマット変換を実行し得る。
【０１８８】
　システム２１６Ａ～２１６Ｅのすべてにおいて、様々な構成要素は、ＷＤホストとクラ
イアントユニットとを利用して、旧来のワイヤード・ディスプレイが、ワイヤレス・ディ
スプレイになるか、または少なくともワイヤレス接続を介してアクセス可能になることを
可能にし得る。したがって、様々な内部および外部ＷＤホストおよびクライアントユニッ
トは、ワイヤード・ディスプレイをワイヤレス・ディスプレイ上にコンバートすることに
よって、クロスプラットフォーム３Ｄビデオ再生を促進し得る。その上、様々なＷＤホス
トおよびクライアントユニットは、特定の３Ｄコンテンツ・フォーマットを規定しないが
、２Ｄ専用ディスプレイ・デバイスとの後方互換性を依然として可能にすると同時にワイ
ヤレスに３Ｄビデオデータを効率的に送信するためのワイヤレス・ディスプレイトランス
ポート・プロトコルのみを与える。この点において、様々な内部および外部ＷＤホストお
よびクライアントユニットは、クロスプラットフォーム３Ｄビデオ再生をさらに促進し得
る。
【０１８９】
　本明細書に説明される技法は、ハードウェア、ファームウェア、または任意のその組合
せにおいて実施され得る。ハードウェアは、場合によっては、ソフトウェアをも実行し得
る。モジュール、ユニットまたは構成要素として説明した特徴は、集積論理デバイスにお
いて一緒に、または個別であるが相互運用可能な論理デバイスとして別々に実装され得る
。場合によっては、様々な特徴は、集積回路チップまたはチップセットなどの集積回路デ
バイスとして実装され得る。ソフトウェアで実装された場合、これらの技法は、実行され
ると、上記で説明した方法の１つまたは複数をプロセッサに実行させる命令を備えるコン
ピュータ可読媒体によって少なくとも部分的に実現され得る。
【０１９０】
　コンピュータ可読媒体は、パッケージング材料を含むことがある、コンピュータ・プロ
グラム製品の一部を形成し得る。コンピュータ可読媒体は、ランダム・アクセス・メモリ
（ＲＡＭ）、同期ダイナミックランダム・アクセス・メモリ（ＳＤＲＡＭ）、読取り専用
メモリ（ＲＯＭ）、不揮発性ランダム・アクセス・メモリ（ＮＶＲＡＭ）、電気消去可能
プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、磁気または光学
データ記憶媒体などのコンピュータデータ記憶媒体を備え得る。本技法は、追加または代
替として、少なくとも部分的に、命令またはデータ構造の形態でコードを搬送または通信
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し、コンピュータによってアクセス、読取り、および／または実行され得るコンピュータ
可読通信媒体によって実現され得る。
【０１９１】
　コードまたは命令は、１つまたは複数のＤＳＰ、汎用マイクロプロセッサ、ＡＳＩＣ、
フィールドプログラマブルロジックアレイ（ＦＰＧＡ）、または他の等価な集積またはデ
ィスクリート論理回路など、１つまたは複数のプロセッサによって実行され得る。したが
って、本明細書で使用する「プロセッサ」という用語は、前述の構造、または本明細書で
説明する技法の実装に好適な他の構造のいずれかを指すことがある。さらに、いくつかの
態様では、本明細書で説明する機能を、専用のソフトウェア・モジュールまたはハードウ
ェア・モジュールの内部に与え得る。本開示はまた、本開示で説明した技法の１つまたは
複数を実装する回路を含む様々な集積回路デバイスのいずれかを企図する。そのような回
路は、単一の集積回路チップ、またはいわゆるチップセット中の複数の相互運用可能な集
積回路チップで提供され得る。そのような集積回路デバイスは様々な適用例において使用
され得、適用例のいくつかは携帯電話ハンドセットなどのワイヤレス通信デバイスでの使
用を含み得る。
【０１９２】
　本開示の様々な例について説明した。これらおよび他の例は以下の特許請求の範囲内に
入る。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］　装置であって、
　３Ｄビデオ・コンテンツのビデオデータ・セグメントとオーディオデータ・セグメント
と深さデータ・セグメントとを生成するマルチメディア処理モジュールと、
　トランスポート・プロトコルに従って前記ビデオデータ・セグメントと前記オーディオ
データ・セグメントと前記深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異
なる１つの中にカプセル化し、前記３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメ
タデータを前記複数のパケットのうちの少なくとも１つに追加するトランスポート・プロ
トコル・モジュールと、
　前記パケットを前記装置の外部の３Ｄディスプレイ・デバイスに送信するワイヤレス・
モジュールと、
　を備える装置。
　［２］　前記トランスポート・プロトコル・モジュールが、前記複数のパケットのうち
の前記少なくとも１つのヘッダ中の随意のデータフィールド内に前記メタデータを追加す
る、［１］に記載の装置。
　［３］　前記トランスポート・プロトコルがアプリケーション・レイヤトランスポート
・プロトコルを備え、
　前記アプリケーション・レイヤトランスポート・プロトコルがリアルタイム・トランス
ポート・プロトコル（ＲＴＰ）を備える、［１］に記載の装置。
　［４］　前記メタデータが、深さ範囲と、深さ解像度と、カメラ・モデル・パラメータ
と、最適閲覧パラメータと、圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定義する深さメタデ
ータを備える、［１］に記載の装置。
　［５］　前記メタデータが、オクルージョン解像度と圧縮タイプとのうちの１つまたは
複数を定義するオクルージョンメタデータを備える、［１］に記載の装置。
　［６］　前記メタデータが、複数のグローバル効果パラメータのうちの１つまたは複数
を定義するグローバル効果メタデータを備え、グローバル効果パラメータが、密度、ロケ
ーションおよび繰返しレートを含む、雨と、もやと、雪と、煙とのうちの１つまたは複数
に関係するビデオ効果を記述する、［１］に記載の装置。
　［７］　前記マルチメディア処理モジュールが変換モジュールを備え、
　前記装置は、
　前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義する１つまたは複
数のパラメータを判断するパラメータ発見モジュールであって、前記１つまたは複数のパ
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ラメータが、前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる入力フォーマット
を含み、前記判断された入力フォーマットに従って３Ｄビデオデータを生成するように２
次元（２Ｄ）ビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換するように前記変換モジュール
を構成する、パラメータ発見モジュールをさらに備え、
　前記ワイヤレス・モジュールが２Ｄビデオデータを受信し、
　前記変換モジュールは、前記３Ｄビデオデータが前記判断された入力フォーマットに準
拠するように、前記２Ｄビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換する、［１］に記載
の装置。
　［８］　前記マルチメディア処理モジュールが変換モジュールを備え、
　前記装置が、
　前記３次元（３Ｄ）ディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義するパ
ラメータに従って３Ｄビデオデータを生成するように前記変換モジュールを構成するパラ
メータ発見モジュールをさらに備え、
　前記変換モジュールが、前記３Ｄビデオデータを生成するためにビデオデータを変換し
、
　前記ワイヤレス・モジュールが前記３Ｄビデオデータを前記３Ｄディスプレイ・デバイ
スに転送し、
　前記装置は、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、人間視覚系に対する前記生
成された３Ｄビデオデータの３Ｄ可視化の品質を反映するＨＶＳモデルを使用して１つま
たは複数のメトリックを判断し、再び前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換して
いる間、前記３Ｄビデオデータの前記生成を改良するために前記判断された１つまたは複
数のメトリックに基づいて前記１つまたは複数のモジュールを再構成する、人間視覚系（
ＨＶＳ）フィードバック・モジュールをさらに備える、［１］に記載の装置。
　［９］　前記ビデオデータ・セグメントを記憶するためのモジュールと、
　前記装置の外部の前記ディスプレイ・デバイスの１つまたは複数のディスプレイ・パラ
メータを判断し、前記判断されたディスプレイ・パラメータに基づいて３Ｄビデオデータ
を生成するように前記ビデオデータ・セグメントを準備するワイヤレス・ディスプレイ・
ホストモジュールと、
　をさらに備える、［１］に記載の装置。
　［１０］　装置のマルチメディア処理モジュールによって、３Ｄビデオ・コンテンツの
ビデオデータ・セグメントとオーディオデータ・セグメントと深さデータ・セグメントと
を生成することと、
　前記装置のトランスポート・プロトコル・モジュールによって、トランスポート・プロ
トコルに従って前記ビデオデータ・セグメントと前記オーディオデータ・セグメントと前
記深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異なる１つの中にカプセル
化し、前記３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメタデータを前記複数のパ
ケットのうちの少なくとも１つに追加することと、
　前記装置のワイヤレス・モジュールによって、前記パケットを前記装置の外部の３Ｄデ
ィスプレイ・デバイスに送信することと、
　を備える方法。
　［１１］
　前記複数のパケットのうちの前記少なくとも１つのヘッダ中の随意のデータフィールド
内に前記メタデータを追加することをさらに備える、［１０］に記載の方法。
　［１２］　前記トランスポート・プロトコルがアプリケーション・レイヤトランスポー
ト・プロトコルを備え、
　前記アプリケーション・レイヤトランスポート・プロトコルがリアルタイム・トランス
ポート・プロトコル（ＲＴＰ）を備える、［１０］に記載の方法。
　［１３］　前記メタデータが、深さ範囲と、深さ解像度と、カメラ・モデル・パラメー
タと、最適閲覧パラメータと、圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定義する深さメタ
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データを備える、［１０］に記載の方法。
　［１４］　前記メタデータが、オクルージョン解像度と圧縮タイプとのうちの１つまた
は複数を定義するオクルージョンメタデータを備える、［１０］に記載の方法。
　［１５］　前記メタデータが、複数のグローバル効果パラメータのうちの１つまたは複
数を定義するグローバル効果メタデータを備え、グローバル効果パラメータが、密度、ロ
ケーションおよび繰返しレートを含む、雨と、もやと、雪と、煙とのうちの１つまたは複
数に関係するビデオ効果を記述する、［１０］に記載の方法。
　［１６］　前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義する１
つまたは複数のパラメータを判断することであって、前記１つまたは複数のパラメータが
、前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる入力フォーマットを含み、前
記判断された入力フォーマットに従って３Ｄビデオデータを生成するように２次元（２Ｄ
）ビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換するように変換モジュールを構成する、判
断することと、
　２Ｄビデオデータを受信することと、
　前記３Ｄビデオデータが前記判断された入力フォーマットに準拠するように、前記２Ｄ
ビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換することと、
　をさらに備える、［１０］に記載の方法。
　［１７］　前記３次元（３Ｄ）ディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を
定義するパラメータに従って３Ｄビデオデータを生成するように前記マルチメディア処理
モジュールの変換モジュールを構成することと、
　前記構成された変換モジュールによって、前記３Ｄビデオデータを生成するためにビデ
オデータを変換することと、
　をさらに備え、
　前記パケットを送信することが、前記３Ｄビデオデータを前記３Ｄディスプレイ・デバ
イスに転送することを備え、
　前記方法は、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、前記装置の人間視覚系（Ｈ
ＶＳ）フィードバック・モジュールによって、人間視覚系に対する前記生成された３Ｄビ
デオデータの３Ｄ可視化の品質を反映するＨＶＳモデルを使用して１つまたは複数のメト
リックを判断することと、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、前記３Ｄビデオデータの前
記生成を改良するために前記判断された１つまたは複数のメトリックに基づいて前記変換
モジュールを再構成することと、
　をさらに備える、［１０］に記載の方法。
　［１８］　前記ビデオデータ・セグメントを記憶することと、
　ワイヤレス・ディスプレイホストによって、前記装置の外部の前記ディスプレイ・デバ
イスの１つまたは複数のディスプレイ・パラメータを判断することと、
　前記ワイヤレス・ディスプレイホストによって、前記判断されたディスプレイ・パラメ
ータに基づいて３Ｄビデオデータを生成するように前記ビデオデータ・セグメントを準備
することと、
　をさらに備える、［１０］に記載の方法。
　［１９］　装置であって、
　３Ｄビデオ・コンテンツのビデオデータ・セグメントとオーディオデータ・セグメント
と深さデータ・セグメントとを生成するための手段と、
　トランスポート・プロトコルに従って前記ビデオデータ・セグメントと前記オーディオ
データ・セグメントと前記深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異
なる１つの中にカプセル化し、前記３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメ
タデータを前記複数のパケットのうちの少なくとも１つに追加するための手段と、
　前記パケットを前記装置の外部の３Ｄディスプレイ・デバイスに送信するための手段と
、
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を備える装置。
　［２０］　前記複数のパケットのうちの前記少なくとも１つのヘッダ中の随意のデータ
フィールド内に前記メタデータを追加するための手段をさらに備える、［１９］に記載の
装置。
　［２１］　前記トランスポート・プロトコルがアプリケーション・レイヤトランスポー
ト・プロトコルを備え、
　前記アプリケーション・レイヤトランスポート・プロトコルがリアルタイム・トランス
ポート・プロトコル（ＲＴＰ）を備える、［１９］に記載の装置。
　［２２］　前記メタデータが、深さ範囲と、深さ解像度と、カメラ・モデル・パラメー
タと、最適閲覧パラメータと、圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定義する深さメタ
データを備える、［１９］に記載の装置。
　［２３］　前記メタデータが、オクルージョン解像度と圧縮タイプとのうちの１つまた
は複数を定義するオクルージョンメタデータを備える、［１９］に記載の装置。
　［２４］　前記メタデータが、複数のグローバル効果パラメータのうちの１つまたは複
数を定義するグローバル効果メタデータを備え、グローバル効果パラメータが、密度、ロ
ケーションおよび繰返しレートを含む、雨と、もやと、雪と、煙とのうちの１つまたは複
数に関係するビデオ効果を記述する、［１９］に記載の装置。
　［２５］　前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義する１
つまたは複数のパラメータを判断するための手段であって、前記１つまたは複数のパラメ
ータが、前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる入力フォーマットを含
み、前記判断された入力フォーマットに従って３Ｄビデオデータを生成するように２次元
（２Ｄ）ビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換するように変換モジュールを構成す
る、判断するための手段と、
　２Ｄビデオデータを受信するための手段と、
　前記３Ｄビデオデータが前記判断された入力フォーマットに準拠するように、前記２Ｄ
ビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換するための手段と
をさらに備える、［１９］に記載の装置。
　［２６］　前記３次元（３Ｄ）ディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を
定義するパラメータに従って３Ｄビデオデータを生成するように前記装置の変換モジュー
ルを構成するための手段をさらに備え、
　前記構成された変換モジュールが、前記３Ｄビデオデータを生成するためにビデオデー
タを変換し、
　前記パケットを送信するための前記手段が、前記３Ｄビデオデータを前記３Ｄディスプ
レイ・デバイスに転送するための手段を備え、
　前記装置は、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、人間視覚系に対する前記生
成された３Ｄビデオデータの３Ｄ可視化の品質を反映する人間視覚系（ＨＶＳ）モデルを
使用して１つまたは複数のメトリックを判断するための手段と、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、前記３Ｄビデオデータの前
記生成を改良するために前記判断された１つまたは複数のメトリックに基づいて前記変換
モジュールを再構成するための手段と、
　をさらに備える、［１９］に記載の装置。
　［２７］　前記ビデオデータ・セグメントを記憶するための手段と、
　前記装置の外部の前記ディスプレイ・デバイスの１つまたは複数のディスプレイ・パラ
メータを判断するための手段と、
　前記判断されたディスプレイ・パラメータに基づいて３Ｄビデオデータを生成するよう
に前記ビデオデータ・セグメントを準備するための手段と、
　をさらに備える、［１９］に記載の装置。
　［２８］　３Ｄビデオ・コンテンツのビデオデータ・セグメントとオーディオデータ・
セグメントと深さデータ・セグメントとを生成することと、
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　トランスポート・プロトコルに従って前記ビデオデータ・セグメントと前記オーディオ
データ・セグメントと前記深さデータ・セグメントとの各々を複数のパケットのうちの異
なる１つの中にカプセル化し、前記３Ｄビデオ・コンテンツの再生を向上させるためのメ
タデータを前記複数のパケットのうちの少なくとも１つに追加することと、
　前記パケットを前記装置の外部の３Ｄディスプレイ・デバイスに送信することと、
　をプロセッサに行わせる命令を備えるコンピュータ可読記憶媒体。
　［２９］　前記命令が、前記複数のパケットのうちの前記少なくとも１つのヘッダ中の
随意のデータフィールド内に前記メタデータを追加することをプロセッサにさらに行わせ
る、［２８］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［３０］　前記トランスポート・プロトコルがアプリケーション・レイヤトランスポー
ト・プロトコルを備え、
　前記アプリケーション・レイヤトランスポート・プロトコルがリアルタイム・トランス
ポート・プロトコル（ＲＴＰ）を備える
［２８］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［３１］　前記メタデータが、深さ範囲と、深さ解像度と、カメラ・モデル・パラメー
タと、最適閲覧パラメータと、圧縮タイプとのうちの１つまたは複数を定義する深さメタ
データを備える、［２８］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［３２］　前記メタデータが、オクルージョン解像度と圧縮タイプとのうちの１つまた
は複数を定義するオクルージョンメタデータを備える、［２８］に記載のコンピュータ可
読記憶媒体。
　［３３］　前記メタデータが、複数のグローバル効果パラメータのうちの１つまたは複
数を定義するグローバル効果メタデータを備え、グローバル効果パラメータが、密度、ロ
ケーションおよび繰返しレートを含む、雨と、もやと、雪と、煙とのうちの１つまたは複
数に関係するビデオ効果を記述する、［２８］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［３４］　前記命令は、
　前記３Ｄディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義する１つまたは複
数のパラメータを判断することであって、前記１つまたは複数のパラメータが、前記３Ｄ
ディスプレイ・デバイスによってサポートされる入力フォーマットを含み、前記判断され
た入力フォーマットに従って３Ｄビデオデータを生成するように２次元（２Ｄ）ビデオデ
ータを前記３Ｄビデオデータに変換するように変換モジュールを構成する、判断すること
と、
　２Ｄビデオデータを受信することと、
　前記３Ｄビデオデータが前記判断された入力フォーマットに準拠するように、前記２Ｄ
ビデオデータを前記３Ｄビデオデータに変換することと、
　を前記プロセッサにさらに行わせる、［２８］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［３５］　前記命令が、
　前記３次元（３Ｄ）ディスプレイ・デバイスによってサポートされる能力を定義するパ
ラメータに従って３Ｄビデオデータを生成するように前記マルチメディア処理モジュール
の変換モジュールを構成すること
を前記プロセッサにさらに行わせ、
　前記構成された変換モジュールが、前記３Ｄビデオデータを生成するためにビデオデー
タを変換し、
　前記命令は、
　前記３Ｄビデオデータを前記３Ｄディスプレイ・デバイスに転送することと、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、人間視覚系に対する前記生
成された３Ｄビデオデータの３Ｄ可視化の品質を反映する人間視覚系（ＨＶＳ）モデルを
使用して１つまたは複数のメトリックを判断することと、
　前記変換モジュールが前記ビデオデータを変換している間、前記３Ｄビデオデータの前
記生成を改良するために前記判断された１つまたは複数のメトリックに基づいて前記変換
モジュールを再構成することと、
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　を前記プロセッサにさらに行わせる、［２８］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　[３６］　前記命令が、
　前記ビデオデータ・セグメントを記憶することと、
　ワイヤレス・ディスプレイホストによって、前記装置の外部の前記ディスプレイ・デバ
イスの１つまたは複数のディスプレイ・パラメータを判断することと、
　前記ワイヤレス・ディスプレイホストによって、前記判断されたディスプレイ・パラメ
ータに基づいて３Ｄビデオデータを生成するように前記ビデオデータ・セグメントを準備
することと、
　を前記プロセッサにさらに行わせる、［２８］に記載のコンピュータ可読記憶媒体。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０Ａ】
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【図１０Ｄ】 【図１０Ｅ】
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