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(57)【要約】
　本発明は、非リアルタイムベースのデジタル実感放送
送受信システム及びその方法に関する。本発明は、非リ
アルタイムベースのデジタル実感放送送信システムにお
いて、２次元映像及び該２次元映像の実感放送に必要な
付加情報についてトランスポートストリーム（ＴＳ：Tr
ansport Stream）を生成する放送用ＴＳ生成手段と、前
記放送用ＴＳ生成手段で生成されたトランスポートスト
リーム（ＴＳ）のうち、付加情報トランスポートストリ
ーム（ＴＳ）は当該放送時間前に送信し、２次元映像ト
ランスポートストリーム（ＴＳ）は放送スケジュールに
従って送信する送信手段と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信システムにおいて、
　２次元映像及び該２次元映像の実感放送に必要な付加情報についてトランスポートスト
リーム（ＴＳ：Transport Stream）を生成する放送用ＴＳ生成手段と、
　前記放送用ＴＳ生成手段で生成されたトランスポートストリーム（ＴＳ）のうち、付加
情報トランスポートストリーム（ＴＳ）は当該放送時間前に送信し、２次元映像トランス
ポートストリーム（ＴＳ）は放送スケジュールに従って送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信システム。
【請求項２】
　前記送信手段は、実感映像を合成するための同期情報トランスポートストリーム（ＴＳ
）と前記２次元映像トランスポートストリーム（ＴＳ）とを多重化して送信することを特
徴とする請求項１に記載の非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信システム。
【請求項３】
　前記付加情報は、３次元放送に必要な３次元付加情報、高画質放送に必要な付加情報、
及び感性放送に必要な付加情報のうちの少なくともいずれか１つを含むことを特徴とする
請求項１に記載の非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信システム。
【請求項４】
　前記送信手段は、本放送が提供されていない余剰時間に前記付加情報トランスポートス
トリーム（ＴＳ）を受信側に送信することを特徴とする請求項１に記載の非リアルタイム
ベースのデジタル実感放送送信システム。
【請求項５】
　前記送信手段は、余剰データトランスポートストリームを用いて前記付加情報トランス
ポートストリーム（ＴＳ）を受信側に送信することを特徴とする請求項１に記載の非リア
ルタイムベースのデジタル実感放送送信システム。
【請求項６】
　デジタル放送コンテンツから前記２次元映像と前記付加情報とを取得する付加情報取得
手段をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の非リアルタイムベースのデジタル
実感放送送信システム。
【請求項７】
　非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信システムにおいて、
　２次元映像についてトランスポートストリーム（ＴＳ）を生成する放送用ＴＳ生成手段
と、
　前記放送用ＴＳ生成手段で生成された２次元映像トランスポートストリーム（ＴＳ）を
放送スケジュールに従って送信し、前記２次元映像の実感放送に必要な付加情報に関する
トランスポートストリーム（ＴＳ）は外部から受信して当該放送時間前に送信する送信手
段と、
　を備えることを特徴とする非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信システム。
【請求項８】
　前記送信手段は、実感映像を合成するための同期情報トランスポートストリーム（ＴＳ
）と前記２次元映像トランスポートストリーム（ＴＳ）とを多重化して送信することを特
徴とする請求項７に記載の非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信システム。
【請求項９】
　前記付加情報は、３次元放送に必要な３次元付加情報、高画質放送に必要な付加情報、
及び感性放送に必要な付加情報のうちの少なくともいずれか１つを含むことを特徴とする
請求項７に記載の非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信システム。
【請求項１０】
　前記送信手段は、本放送が提供されていない余剰時間に前記付加情報トランスポートス
トリーム（ＴＳ）を受信側に送信することを特徴とする請求項７に記載の非リアルタイム
ベースのデジタル実感放送送信システム。
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【請求項１１】
　前記送信手段は、余剰データトランスポートストリームを用いて前記付加情報トランス
ポートストリーム（ＴＳ）を受信側に送信することを特徴とする請求項７に記載の非リア
ルタイムベースのデジタル実感放送送信システム。
【請求項１２】
　非リアルタイムベースのデジタル実感放送受信システムにおいて、
　デジタル放送信号を受信して復元する復元手段と、
　２次元映像の実感放送に必要な付加情報を当該放送時間前に格納した後、前記復元手段
で放送スケジュールに従って当該２次元映像が復元されると、前記格納された付加情報及
び前記復元された２次元映像を用いて実感映像を生成する実感映像生成手段と、
　を備えることを特徴とする非リアルタイムベースのデジタル実感放送受信システム。
【請求項１３】
　前記復元手段は、
　前記デジタル放送信号を受信してトランスポートストリーム（ＴＳ）に復調する復調手
段と、
　前記トランスポートストリーム（ＴＳ）から、前記２次元映像、前記付加情報、及び実
感映像の合成に必要な同期情報を取得する逆多重化手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１２に記載の非リアルタイムベースのデジタル実感放
送受信システム。
【請求項１４】
　前記逆多重化手段は、本放送が提供されていない余剰時間に送信されたトランスポート
ストリームまたは余剰ビットトランスポートストリームから前記付加情報を取得すること
を特徴とする請求項１３に記載の非リアルタイムベースのデジタル実感放送受信システム
。
【請求項１５】
　前記実感映像生成手段は、
　前記逆多重化手段を介して当該放送時間前に取得された付加情報を格納した後、当該本
放送が受信されることにより、映像合成手段に伝達し、前記逆多重化手段から取得された
同期情報を用いて実感映像生成過程を制御する制御手段と、
　ユーザからの表示タイプの要請に応じて、前記逆多重化手段から入力された２次元映像
をバイパスするか、前記付加情報と合成して実感映像を生成する前記映像合成手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１３に記載の非リアルタイムベースのデジタル実感放
送受信システム。
【請求項１６】
　前記実感映像生成手段は、外部から前記付加情報を受信して格納した後、前記実感映像
の生成に用いることを特徴とする請求項１２に記載の非リアルタイムベースのデジタル実
感放送受信システム。
【請求項１７】
　前記付加情報は、３次元放送に必要な３次元付加情報、高画質放送に必要な付加情報、
及び感性放送に必要な付加情報のうちの少なくともいずれか１つを含むことを特徴とする
請求項１２に記載の非リアルタイムベースのデジタル実感放送受信システム。
【請求項１８】
　非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信方法において、
　放送データについてトランスポートストリーム（ＴＳ）を生成するＴＳ生成ステップと
、
　２次元映像の実感放送に必要な付加情報トランスポートストリーム（ＴＳ）は当該放送
時間前に送信し、前記ＴＳ生成ステップで生成された２次元映像トランスポートストリー
ム（ＴＳ）は放送スケジュールに従って送信する送信ステップと、
　を含むことを特徴とする非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信方法。
【請求項１９】



(4) JP 2010-512096 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

　前記放送データは、デジタル放送コンテンツから取得された前記２次元映像及び該２次
元映像の実感放送に必要な付加情報であり、
　前記付加情報トランスポートストリーム（ＴＳ）は、前記ＴＳ生成ステップで生成され
た付加情報トランスポートストリーム（ＴＳ）であることを特徴とする請求項１８に記載
の非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信方法。
【請求項２０】
　前記付加情報トランスポートストリーム（ＴＳ）は、外部から受信した付加情報トラン
スポートストリーム（ＴＳ）であることを特徴とする請求項１８に記載の非リアルタイム
ベースのデジタル実感放送送信方法。
【請求項２１】
　前記送信ステップは、本放送が提供されていない余剰時間に前記付加情報トランスポー
トストリーム（ＴＳ）を受信側に送信することを特徴とする請求項１８に記載の非リアル
タイムベースのデジタル実感放送送信方法。
【請求項２２】
　前記送信ステップは、余剰データトランスポートストリームを用いて前記付加情報トラ
ンスポートストリーム（ＴＳ）を受信側に送信することを特徴とする請求項１９に記載の
非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信方法。
【請求項２３】
　非リアルタイムベースのデジタル実感放送受信方法において、
　実感放送に必要な付加情報を当該放送時間前に取得して格納するステップと、
　前記付加情報に対する本放送が受信されることにより、本放送信号から当該２次元映像
を復元するステップと、
　前記格納済みの付加情報及び前記復元された２次元映像を用いて実感映像を生成するス
テップと、
　を含むことを特徴とする非リアルタイムベースのデジタル実感放送受信方法。
【請求項２４】
　前記付加情報は、本放送が提供されていない余剰時間に放送網を介して送信されたトラ
ンスポートストリーム、または放送網を介して送信された余剰ビットトランスポートスト
リームから取得されることを特徴とする請求項２３に記載の非リアルタイムベースのデジ
タル実感放送受信方法。
【請求項２５】
　前記付加情報は、受信側の外部入力手段を介して入力された付加情報であることを特徴
とする請求項２３に記載の非リアルタイムベースのデジタル実感放送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非リアルタイムベースのデジタル実感放送送受信システム及びその方法に関
し、より詳細には、従来の２次元デジタル放送送信システムとの下位互換性を維持し、実
感放送用付加情報（３次元放送のための付加情報、高画質放送のための付加情報など）の
送信による２次元本放送の映像の画質の劣化を防止することのできる、非リアルタイムベ
ースのデジタル実感放送送受信システム及びその方法に関する。
【０００２】
　本発明は、情報通信部及び情報通信研究振興院のＩＴ新成長動力核心技術開発事業の一
環として行われてきた研究から導き出されたものである［課題管理番号：２００６－Ｓ－
０１６－０１、課題名：地上波ＤＴＶ分散中継技術開発］。
【背景技術】
【０００３】
　３次元動画像のコンテンツをサービスする従来技術としては、デジタル放送送信システ
ムをベースとする、韓国公開特許第１９９９－００６０１２７号公報（１９９９年７月２
６日公開）に掲載された「デジタル放送における立体映像送受信方法及び装置」がある。



(5) JP 2010-512096 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

【０００４】
　従来技術において、送信側は、多重化されたデジタル信号を、ビデオ情報、オーディオ
情報、または付加情報であるのかを区別するためのＰＩＤ（Packet Identifier)情報のほ
か、左映像信号と右映像信号とを区別するためのＰＩＤを付加して送信する。すると、受
信側では、映像情報に付加された左右の映像に関する情報を分離した後、その分離された
左右の映像を交互に表示させることにより、かつて２次元映像のみを表示していたテレビ
を介してよりリアルな３次元映像を提供する。
【０００５】
　このような従来技術では、左右の映像について各々のＰＩＤ値を定義することにより、
２つのビデオストリームが存在するようになり、これにより、従来の２次元システムでは
、左映像ストリームと右映像ストリームとの区別がつかなくなっていたため、従来のシス
テムとの互換性がないという問題があった。
【０００６】
　また、３次元動画像を生成可能な情報には、２視点の映像、１視点の映像と視差マップ
（disparity map)、または１視点の映像と深度マップ（depth map)などがあるが、このよ
うな従来技術では、２視点の映像についてしか言及していなかった。
【０００７】
　このように、従来技術では、従来の２次元デジタル放送送信システムとの下位互換性が
なく、３次元付加情報などの送信による２次元本放送の映像の画質の劣化を引き起こすと
いう問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであって、その目的は、
従来の２次元デジタル放送送信システムとの下位互換性を維持し、実感放送用付加情報（
３次元放送のための付加情報、高画質放送のための付加情報など）の送信による２次元本
放送の映像の画質の劣化を防止することのできる、非リアルタイムベースのデジタル実感
放送送受信システム及びその方法を提供することにある。
【０００９】
　本発明の目的は、以上で述べている目的に限らず、ここで述べていない本発明の他の目
的及び長所は、下記の説明により理解することができ、本発明の実施形態によりさらに明
確になるはずである。また、本発明の目的及び長所は、特許請求の範囲に示す手段及びそ
の組み合わせにより実現可能であることが容易に分かるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施態様は、非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信システムにおい
て、２次元映像及び該２次元映像の実感放送に必要な付加情報についてトランスポートス
トリーム（ＴＳ：Transport Stream）を生成する放送用ＴＳ生成手段と、前記放送用ＴＳ
生成手段で生成されたトランスポートストリーム（ＴＳ）のうち、付加情報トランスポー
トストリーム（ＴＳ）は当該放送時間前に送信し、２次元映像トランスポートストリーム
（ＴＳ）は放送スケジュールに従って送信する送信手段と、を備える。
【００１１】
　また、本発明の他の態様は、非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信システムに
おいて、２次元映像についてトランスポートストリーム（ＴＳ）を生成する放送用ＴＳ生
成手段と、前記放送用ＴＳ生成手段で生成された２次元映像トランスポートストリーム（
ＴＳ）を放送スケジュールに従って送信し、前記２次元映像の実感放送に必要な付加情報
に関するトランスポートストリーム（ＴＳ）は外部から受信して当該放送時間前に送信す
る送信手段と、を備える。
【００１２】
　さらに、本発明の他の態様は、非リアルタイムベースのデジタル実感放送受信システム
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において、デジタル放送信号を受信して復元する復元手段と、２次元映像の実感放送に必
要な付加情報を当該放送時間前に格納した後、前記復元手段で放送スケジュールに従って
当該２次元映像が復元されると、前記格納された付加情報及び前記復元された２次元映像
を用いて実感映像を生成する実感映像生成手段と、を備える。
【００１３】
　さらにまた、本発明の他の態様は、非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信方法
において、放送データについてトランスポートストリーム（ＴＳ）を生成するＴＳ生成ス
テップと、２次元映像の実感放送に必要な付加情報トランスポートストリーム（ＴＳ）は
当該放送時間前に送信し、前記ＴＳ生成ステップで生成された２次元映像トランスポート
ストリーム（ＴＳ）は放送スケジュールに従って送信する送信ステップと、を含む。
【００１４】
　一方、本発明は、非リアルタイムベースのデジタル実感放送受信方法において、実感放
送に必要な付加情報を当該放送時間前に取得して格納するステップと、前記付加情報に対
する本放送が受信されることにより、本放送信号から当該２次元映像を復元するステップ
と、前記格納済みの付加情報及び前記復元された２次元映像を用いて実感映像を生成する
ステップと、を含む。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、現在、デジタル放送で用いられているＤＴＶ／ＤＭＢ　ＭＰＥＧ－２
システムをベースとするものであって、送信側では、実感放送用付加情報（例えば、３次
元放送に必要な付加情報などが該当し、これは、ロバストストリーム（robust stream）
に送信される）を余剰時間または余剰ストリームを介して予め送信し、受信側では、これ
をローカルストレージ（local storage)に格納した後、実感映像の復元時に読み出して、
本放送信号である２次元映像との同期化処理を行うことで実感映像を復元するものである
。
【００１６】
　そのため、本発明は、従来の２次元デジタル放送送信システムとの完全な下位互換性を
維持し、２次元映像の画質の低下の問題を解決できるという効果がある。
【００１７】
　すなわち、本発明は、従来のデジタル放送受信機を有するユーザが、実感映像ベースの
放送コンテンツ（特に、３次元映像ベースの放送コンテンツ）が受信されても、画質の劣
化なく２次元映像の放送を楽しめるようにする。また、実感放送受信機（特に、３次元デ
ジタル放送受信機）を有するユーザが、従来の方式よりも高画質の２次元または３次元映
像の放送を楽しめるようにする効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る非リアルタイムベースのデジタル３次元放送送信シス
テムの構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る非リアルタイムベースのデジタル３次元放送受信シス
テムの構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、非リアルタイム（non-realtime）ＰＶＲ（Personal Video Recorder）手法
を用いて、ユーザが立体感や高画質の映像を楽しめるようにする、実感映像（例えば、３
次元（３Ｄ）映像、高画質の映像など）を送信可能なデジタル実感放送システムに関し、
ＤＭＢ放送、デジタルテレビなどの多様なデジタル放送をその対象とする。
【００２０】
　本発明に係る非リアルタイムベースのデジタル実感放送送信システム、特に、デジタル
３次元放送送信システム（図１参照）は、現在、デジタル放送で用いられているＭＰＥＧ
－２システムをベースとし、３次元映像を生成可能な付加情報をオリジナル２次元（２Ｄ
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）ビデオトランスポートストリーム（ＴＳ：Transport Stream)とは別途に、余剰時間（
例えば、カラーバー時間など）または余剰ストリーム（ヌルパケット（Null packet）な
ど）を用いて予め受信側に送信する。
【００２１】
　すると、本発明に係る非リアルタイムベースのデジタル実感放送受信システム、特に、
デジタル３次元放送受信システム（図２参照）は、予め送信された３次元付加情報をロー
カルストレージ部に格納した後、本放送が始まると（原信号の２Ｄテレビ信号が放送時間
に受信されると）、２次元映像（本放送の２次元映像）に同期化してローカルストレージ
部にある３次元付加情報を読み出して、３次元映像の復元に用いる。すなわち、本発明に
係る受信システムは、原信号の２Ｄテレビ信号が放送時間に受信されると、予め格納され
た３次元付加情報をローカルストレージ部から読み出して、２次元映像に同期化して３次
元映像を復元する。
【００２２】
　このような本発明に係る３次元付加情報の送信及び受信処理技術は、高画質放送などの
多様な実感放送に必要な付加情報にも同様に適用される。
【００２３】
　このような本発明は、従来の２次元デジタル放送送信システムとの下位互換性を維持す
ることができ、また、従来のリアルタイム処理方式とは異なり、付加情報を送信するため
に本放送時間にデータ送信の割当を行う必要がないため、２次元映像の劣化が生じないよ
うにし、かつ、実感放送（３次元デジタル放送、高画質放送など）を提供することができ
る。
【００２４】
　上述した目的、特徴及び長所は、添付した図面に関する以下の詳細な説明によりさらに
明確になるはずであり、それにより、本発明の属する技術分野における通常の知識を有す
る者が本発明の技術的思想を容易に実施することができる。
【００２５】
　本発明は、３次元放送、高画質放送などの次世代デジタル実感放送に必要な付加情報（
実感放送用付加情報）を当該２次元映像より先に受信側に送信する。それにより、受信側
では、実感放送用付加情報を予め受信（または、別の入力手段を介して入力され得る）し
て格納した後、当該本放送の提供に伴って２次元映像を復元した後、格納済みの付加情報
を用いて実感映像（３次元映像、高画質の映像など）を生成するものである。ここで、「
実感放送」とは、３次元放送、高画質放送、感性放送などを含む次世代デジタル放送を意
味し、「実感放送用付加情報」とは、前記次世代デジタル放送に必要な付加情報を意味す
る。以下では、実感放送のうち、３次元放送を一実施形態として説明する。
【００２６】
　図１は、本発明の一実施形態に係る非リアルタイムベースのデジタル３次元放送送信シ
ステムの構成図であり、デジタル実感放送送信システムの一種であるデジタル３次元放送
送信システムの構成及びその動作を示す。
【００２７】
　以下、本発明に係るデジタル３次元放送送信システムで行われる３次元放送送信方法も
併せて説明する。
【００２８】
　本発明に係るデジタル３次元放送送信システムは、図１に示すように、３次元ＡＶ取得
部１００と、放送用ＴＳ生成部１１０と、送信部１２０とを備えてなる。
【００２９】
　３次元ＡＶ取得部１００は、３次元コンテンツから、２次元放送用左（右）オーディオ
／映像（２次元ＡＶ情報）と、３次元放送に必要な付加情報（すなわち、３次元放送用付
加情報を意味し、以下、単に「３次元付加情報」とする）とを取得する。これとは異なり
、実施形態によっては、インターネット、ＵＳＢメモリなどといった多様なオン／オフラ
イン入力手段を介して付加情報を受信して非リアルタイムＤＴＶサービスに活用すること
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もできる。
【００３０】
　ここで、３次元付加情報は、３次元映像を生成するための情報（ＤＴＶ／ＤＭＢの３Ｄ
テレビサービスで３次元映像を生成可能な付加情報）であるが、これには、２次元放送用
映像（以下、単に「２次元映像」とする）とは異なる視点の映像（すなわち、２次元映像
が左映像であれば、右映像は異なる視点の映像になり、２次元映像が右映像であれば、左
映像は異なる視点の映像になる）、視差マップ、及び深度マップなどが該当する。
【００３１】
　次に、放送用ＴＳ生成部１１０は、３次元ＡＶ取得部１００から入力されたＡＶ情報（
オーディオデータ及び２次元映像）及び３次元付加情報について個別にトランスポートス
トリーム（ＴＳ）を生成するものであり、より詳細には、エンコード部１１１と、パケッ
ト化部１１２と、ＴＳ生成部１１３とを備えてなる。
【００３２】
　まず、エンコード部１１１は、３次元ＡＶ取得部１００から入力されたＡＶ情報（オー
ディオデータ及び２次元映像）及び３次元付加情報を個別にエンコードして、各々に関す
るエレメンタリストリーム（ＥＳ：Elementary Stream）を生成する。
【００３３】
　ここで、エンコード部１１１は、ＭＰＥＧ－２エンコーダを用いることができ、または
符号化対象となる情報に基づいて現在盛んに使われている符号化方式において圧縮効率の
良い任意のエンコーダ（例えば、付加情報についてＭＰＥＧ－４　ＡＶＣなど）を用いる
こともできる。
【００３４】
　一方、本発明は、非リアルタイムデジタル放送基盤の超高画質テレビ（ＵＤＴＶ：Ultr
a High Definition TV)にも適用可能であり、この場合、ＳＶＣ（Scalable Video CODEC)
の下位階層のＡ／Ｖが「ＡＶ情報」に相当し、ＵＤＴＶ放送に必要な付加情報（ＳＶＣの
強化階層付加情報であり、ＳＶＣの下位階層情報に連動してより良い画質の映像を合成可
能な付加情報など）が「３次元付加情報」に相当する。
【００３５】
　次に、パケット化部１１２は、エンコード部１１１からエンコードされて出力される２
次元ＡＶエレメンタリストリーム（ＥＳ）（すなわち、オーディオエレメンタリストリー
ム（ＥＳ）及び２次元映像エレメンタリストリーム（ＥＳ））と３次元付加情報エレメン
タリストリーム（ＥＳ）とをパケット化することにより、ＰＥＳ（Packetized Elementar
y Stream)を生成する。
【００３６】
　ＴＳ生成部１１３は、パケット化部１１２から出力されるＰＥＳについてトランスポー
トストリーム（ＴＳ）を生成する。すなわち、ＴＳ生成部１１３では、２次元ＡＶトラン
スポートストリーム（ＴＳ）（すなわち、オーディオトランスポートストリーム（ＴＳ）
及び２次元映像トランスポートストリーム（ＴＳ））、３次元付加情報に関するトランス
ポートストリーム（ＴＳ）が出力される。
【００３７】
　すると、送信部１２０は、ＴＳ生成部１１３で生成されたトランスポートストリーム（
ＴＳ）のうち、３次元付加情報トランスポートストリーム（ＴＳ）は当該放送時間前に予
め送信し、２次元ＡＶトランスポートストリーム（ＴＳ）は放送スケジュールに従って送
信するものであり、より詳細には、多重化部１２１と、変調部１２２とを備えてなる。
【００３８】
　まず、多重化部１２１は、２次元ＡＶトランスポートストリーム（ＴＳ）、３次元付加
情報に関するトランスポートストリーム（ＴＳ）、及び３次元映像合成用同期情報に関す
るトランスポートストリーム（ＴＳ）を多重化して変調部１２２を介して受信側に送信す
る。このとき、３次元付加情報に関するトランスポートストリーム（ＴＳ）は、余剰時間
（テレビ放送が提供されていない時間、すなわち、カラーバー時間など）に送信するか、
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または余剰データトランスポートストリーム（ＴＳ）（ヌルパケットに関するトランスポ
ートストリームなど）を介して受信機側に予め送信（例えば、当該放送時間前に送信）し
、これとは異なり、２次元ＡＶトランスポートストリーム（ＴＳ）は、本放送の日程（放
送スケジュール）に合わせて送信する。ここで、多重化されて送信される３次元付加情報
と３次元映像合成用同期情報とは、受信側で３次元映像を復元するのに用いられる情報で
ある。
【００３９】
　一方、図１では、３次元付加情報がエンコード部１１１に入力されてからＴＳ生成部１
１３に到達するまでの過程（実施形態）を示しているが、実施形態によっては、３次元付
加情報をエンコード部１１１に入力させることなく、「データ放送」を介して受信して多
重化部１２１に入力させることもできる。すなわち、多重化部１２１は、「データ放送」
を介して３次元放送に必要な付加情報（３次元付加情報）トランスポートストリーム（Ｔ
Ｓ）を別途に受信して予め受信側に送信することができる。
【００４０】
　変調部１２２は、多重化部１２１で多重化されたトランスポートストリームをデジタル
放送規格に従って変調して送信する機能を行う。
【００４１】
　図２は、本発明の一実施形態に係る非リアルタイムベースのデジタル３次元放送受信シ
ステムの構成図であり、デジタル実感放送受信システムの一種であるデジタル３次元放送
受信システムの構成及びその動作を示す。
【００４２】
　以下、本発明に係るデジタル３次元放送受信システムに適用されるデジタル３次元放送
受信方法も併せて説明する。
【００４３】
　本発明に係るデジタル３次元放送受信システムは、復元部２００と、３次元映像生成部
２１０と、２次元／３次元映像表示部２２０と、オーディオデコーダ２３０と、ミドルウ
ェア／アプリケーション２４０とを備えてなる。
【００４４】
　まず、復元部２００は、デジタル放送信号を受信して、２次元映像、３次元付加情報（
３次元放送用付加情報）、または３次元映像合成用同期情報を復元するものであり、より
詳細には、復調部２０１と、逆多重化部２０２とを備えてなる。
【００４５】
　復調部２０１は、アンテナを介して受信したデジタル放送信号をトランスポートストリ
ーム（ＴＳ）に復調する。
【００４６】
　逆多重化部２０２は、入力されたトランスポートストリーム（ＴＳ）から、２次元映像
トランスポートストリーム、オーディオトランスポートストリーム、３次元付加情報（３
次元放送用付加情報）トランスポートストリーム、３次元映像合成用同期情報に関するト
ランスポートストリーム（ＴＳ）を分離し、各々の分離されたトランスポートストリーム
（ＴＳ）を逆パケット化してエレメンタリストリーム（ＥＳ）形態に変換した後、再度デ
コードする。すなわち、逆多重化部２０２は、トランスポートストリーム（ＴＳ）から、
２次元映像、オーディオデータ、３次元付加情報（３次元放送用付加情報）、３次元映像
合成用同期情報を取得する。
【００４７】
　ここで、３次元付加情報は、本放送が提供されていない余剰時間に送信されるトランス
ポートストリーム、または余剰データに関するトランスポートストリームから取得される
ものであり、取得後には、ローカルストレージ部２１２に格納される。
【００４８】
　次に、３次元映像生成部２１０は、実感映像生成部の一種であって、復元部２００を介
して当該放送時間前に復元された３次元付加情報を格納した後、復元部２００で放送スケ
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ジュールに従って当該２次元映像が復元されると、予め格納された３次元付加情報と２次
元映像とを用いて３次元映像を生成するものであり、より詳細には、制御部２１１と、ロ
ーカルストレージ部２１２と、３次元映像合成部２１３とを備えてなる。
【００４９】
　制御部２１１は、逆多重化部２０２の逆多重化過程を制御するものであり、トランスポ
ートストリーム（ＴＳ）パケットを分析して「３次元付加情報」と認識すると、これをロ
ーカルストレージ部２１２に格納した後、放送受信機のミドルウェア／アプリケーション
２４０に当該情報を登録する。
【００５０】
　また、制御部２１１は、その後にユーザなどの要請に応じて３次元映像の復元の可否を
判定するが、万一、ユーザ及びその他の放送局のオプション処理に応じた要請があると、
３次元映像を復元しなければならない。このように３次元映像を復元しなければならない
場合、本放送スケジュールに従って２次元映像が受信され、それに対するイベント処理が
なされて制御部２１１に２次元映像の受信の旨が伝達されると、制御部２１１は、当該３
次元付加情報をローカルストレージ部２１２から読み出して３次元映像合成部２１３に送
信する。すなわち、制御部２１１は、本放送が受信されることにより、ローカルストレー
ジ部２１２に予め格納された３次元付加情報を読み出して３次元映像合成部２１３に送信
する。
【００５１】
　さらに、制御部２１１は、逆多重化部２０２から抽出された３次元映像合成用同期情報
を用いて３次元映像合成部２１３における３次元映像生成過程を制御する。
【００５２】
　３次元映像合成部２１３は、逆多重化部２０２から入力された２次元映像をバイパスす
るか、逆多重化部２０２から入力された２次元映像と３次元付加情報とを合成して３次元
映像を生成し、２次元／３次元映像表示部２２０に出力する。
【００５３】
　すなわち、３次元映像合成部２１３は、ユーザから入力された表示タイプを確認して、
ユーザの要求する表示タイプが２次元映像表示であれば、３次元付加情報は無視したまま
、オリジナル映像（２次元映像）を２次元／３次元映像表示部２２０にバイパスさせ、ユ
ーザの要求する表示タイプが３次元映像表示であれば、３次元映像合成用同期情報に基づ
いて２次元映像と３次元付加情報とを合成して３次元映像を生成し、２次元／３次元映像
表示部２２０に出力する。
【００５４】
　ここで、３次元映像生成過程は、映像信号の奇数フィールド映像と偶数フィールド映像
とからなる３次元付加情報をライン単位で混ぜてＳＤ級（７２０×４８０）大の３次元映
像を出力し、３次元付加情報に含まれている不要なデータは無視する。また、３次元映像
は、映像表示部（モニタ）の特性によって解像度が異なる。そのため、実際に表示する際
には、映像信号の拡大／縮小モジュールが追加可能である。
【００５５】
　つまり、３次元映像合成部２１３は、右（左）映像、視差マップ、及び深度マップなど
の３次元付加情報の種類に応じて、各々に適した３次元映像合成（生成）アルゴリズムを
適用して３次元映像を生成する。
【００５６】
　また、３次元映像生成過程において視覚疲労現象を低減し、かつ、リアルな立体感を増
大させるためには、オリジナル映像の２次元映像（例えば、左映像）と３次元付加情報（
例えば、右映像）とをフレーム単位で正確に同期化することが重要である。
【００５７】
　２次元／３次元映像表示部２２０は、３次元映像合成部２１３から受けた２次元映像ま
たは３次元映像を表示する機能を行い、オーディオデコーダ２３０は、逆多重化部２０２
から受信したオーディオストリームを再生する機能を行う。
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【００５８】
　これに関し、制御部２１１は、３次元映像合成部２１３から２次元／３次元映像表示部
２２０に出力される２次元映像または３次元映像と、オーディオデコーダ２３０から出力
されるオーディオとの同期化処理を行ったりもする。
【００５９】
　以上では、放送網を介して送信される放送信号から「３次元付加情報」を取得して格納
した後、３次元映像の生成に用いる場合について説明したが、実施形態によっては、放送
網ではない、インターネット、ＵＳＢメモリなどのような別の手段を介して３次元付加情
報を受信してローカルストレージ部２１２に格納した後、３次元映像の生成に用いること
もできる。
【００６０】
　また、以上では、実感放送の例として３次元放送について説明したが、本発明はこれに
限らず、高画質放送（ＨＤＴＶ、ＵＤＴＶなど）、感性放送などといった多様な形態の実
感放送に必要な付加情報を送受信する場合にも適用される。
【００６１】
　一方、このような本発明の方法は、コンピュータプログラムとして作成可能であり、コ
ンピュータ可読記録媒体に格納される。コンピュータ可読記録媒体は、コンピュータによ
り読み取られるデータを格納することができるあらゆる記録媒体を含む。コンピュータ可
読記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピー（登録商標）ディスク、ハー
ドディスク、光磁気ディスクを含む。
【００６２】
　本願には、２００６年１２月８日、２００７年１１月９日にそれぞれ韓国特許庁に出願
された韓国出願第２００６－０１２５１５２号および韓国出願第２００７－０１０１６７
２号に関する発明の対象が、参照により全ての内容が組み込まれる。
【００６３】
　以上で説明した本発明は、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にと
って本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で様々な置換、変形及び変更が可能であるた
め、上述した実施形態及び添付した図面により限定されない。
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