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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多次元映像を入力されて、その解像度をスケーリングアップまたはダウンするスケーラ
ーと、
　ディスプレイ装置の特性情報を受信して、前記スケーリングした映像を前記ディスプレ
イ装置の特性に合わせてそのフォーマットを変換するフォーマッターとを備える多次元映
像フォーマットの変換装置であって、
　前記フォーマッターは、
　入力された多次元映像を少なくとも一つのフォーマットの映像に変換するフォーマット
変換部と、
　前記生成されたフォーマットのうち、前記ディスプレイ装置が処理できる一つのフォー
マットを選択する選択部と、
　前記選択されたフォーマットの映像を、前記ディスプレイ装置で受信できる映像信号の
形態に変換して出力するディスプレイインターフェース部とを備えることを特徴とする多
次元映像フォーマットの変換装置。
【請求項２】
　前記スケーラーは、
　前記多次元映像の解像度を変換するにあたって、横及び縦の変換比率を互いに異ならせ
、各次元の映像のスケーリング比率を互いに異ならせることを特徴とする請求項１に記載
の多次元映像フォーマットの変換装置。
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【請求項３】
　前記スケーラーは、
　左側映像を入力されて、その解像度を変換する第１スケーラーと、
　右側映像を入力されて、その解像度を変換する第２スケーラーとを備えることを特徴と
する請求項１に記載の多次元映像フォーマットの変換装置。
【請求項４】
　前記左側映像と前記右側映像との出力ポートを、互いに切り換えて出力する映像スイッ
チを更に備えることを特徴とする請求項３に記載の多次元映像フォーマットの変換装置。
【請求項５】
　前記スケーリングした映像データを保存して、前記左側映像と前記右側映像とを互いに
同期させて出力するメモリを更に備えることを特徴とする請求項３に記載の多次元映像フ
ォーマットの変換装置。
【請求項６】
　前記映像スイッチを制御する命令をユーザーから受信し、前記フォーマッターを制御す
るようにディスプレイ装置の特性情報を受信する入出力インターフェースを提供するユー
ザーインターフェース部を更に備えることを特徴とする請求項４に記載の多次元映像フォ
ーマットの変換装置。
【請求項７】
　前記ユーザーインターフェース部は、
　前記ディスプレイ装置の特性情報を送受信するポートを更に備えることを特徴とする請
求項６に記載の多次元映像フォーマットの変換装置。
【請求項８】
　前記ユーザーインターフェース部は、
　前記ディスプレイ装置の特性情報として、解像度、入力信号の周波数範囲、映像のフォ
ーマット情報を送受信するＤＤＣ、ＤＤＣ２またはＤＤＣ２Ｂポートであることを特徴と
する請求項７に記載の多次元映像フォーマットの変換装置。
【請求項９】
　前記ディスプレイインターフェース部は、
　前記選択されたフォーマットの映像をＶＥＳＡ標準による信号にして出力することを特
徴とする請求項１に記載の多次元映像フォーマットの変換装置。
【請求項１０】
　（ａ）多次元映像を入力されて、その解像度をスケーリングアップまたはダウンするス
テップと、
　（ｂ）ディスプレイ装置の特性情報を受信して、前記スケーリングした映像を前記ディ
スプレイ装置の特性に合わせてそのフォーマットを変換するステップとを含む多次元映像
フォーマットの変換方法であって、
　前記（ｂ）ステップは、
　（ｂ１）ディスプレイ装置の特性情報を受信するステップと、
　（ｂ２）入力された多次元映像を少なくとも一つのフォーマットの映像に変換するステ
ップと、
　（ｂ３）前記生成されたフォーマットのうち、前記ディスプレイ装置が処理できる一つ
のフォーマットを選択するステップと、
　（ｂ４）前記選択されたフォーマットの映像を、前記ディスプレイ装置で受信できる映
像信号の形態に変換して出力するステップとを含むことを特徴とする多次元映像フォーマ
ットの変換方法。
【請求項１１】
　前記（ａ）ステップは、
　前記多次元映像の解像度を変換するにあたって、横及び縦の変換比率を互いに異ならせ
、各次元の映像のスケーリング比率を互いに異ならせることを特徴とする請求項１０に記
載の多次元映像フォーマットの変換方法。
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【請求項１２】
　前記（ａ）ステップは、
　左側映像を入力されてその解像度を変換し、右側映像を入力されてその解像度を変換す
るステップであることを特徴とする請求項１０に記載の多次元映像フォーマットの変換方
法。
【請求項１３】
　前記（ａ）ステップは、
　前記左側映像と前記右側映像との出力ポートを互いに切り換えて出力するステップを更
に含むことを特徴とする請求項１０に記載の多次元映像フォーマットの変換方法。
【請求項１４】
　前記ディスプレイ装置の特性情報で解像度、入力信号の周波数範囲、映像のフォーマッ
ト情報を受信して、この情報はＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、
ＤＤＣ２またはＤＤＣ２Ｂポートを通じて受信することを特徴とする請求項１０に記載の
多次元映像フォーマットの変換方法。
【請求項１５】
　前記（ｂ４）ステップは、
　前記選択されたフォーマットの映像を、ＶＥＳＡ標準による信号にして出力することを
特徴とする請求項１０に記載の多次元映像フォーマットの変換方法。
【請求項１６】
　請求項１０に記載された方法を、コンピュータで実行させるためのプログラムを記録し
たコンピュータで読み取り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多次元映像のフォーマット変換に係り、より詳細には、多次元映像を多様な
ディスプレイ装置に合わせて出力できるように、そのフォーマットを変換する装置及びそ
の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル放送は、ビデオ、オーディオ及びその他のデータなどのアナログ信号をデジタ
ル信号に変換して、圧縮して伝送した後、これを受信して再び本来のビデオ、オーディオ
及びその他のデータ信号に変換して再生する放送であり、従来のアナログ放送に比べて高
画質のサービスを提供する。このようなデジタル放送技術を利用して、３次元映像を受信
してディスプレイすることについての研究が進められている。３次元立体映像を送受信し
てディスプレイするためには、多様な視野での映像を作って伝送せねばならないが、現在
のネットワーク環境の制限により、ステレオ映像の伝送及びディスプレイに関する研究が
優先的に行われている。
【０００３】
　一方、ディスプレイ装置は、その特性により、自身が処理できる映像フォーマットが決
まっている。そして、ディスプレイ装置の種類は非常に多様であるため、多次元映像をデ
ィスプレイするためには、ディスプレイ装置の入力フォーマットに合わせて多次元映像の
フォーマットを変換することが必要である。
【特許文献１】日本特開平１０－２６９３７７号公報
【特許文献２】韓国特許公開２０００－００７５９８２号
【特許文献３】韓国特許公開２００４－００００１５４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が達成しようとする技術的課題は、多次元映像をディスプレイ装置が処理できる
フォーマットに合わせて変換する装置及びその方法を提供するところにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記技術的課題は、本発明により、多次元映像を入力されて、その解像度をスケーリン
グアップまたはダウンするスケーラーと、ディスプレイ装置の特性情報を受信して、前記
スケーリングした映像を、前記ディスプレイ装置の特性に合わせてそのフォーマットを変
換するフォーマッターとを備えることを特徴とする多次元映像フォーマットの変換装置に
より達成される。
【０００６】
　前記スケーラーは、前記多次元映像の解像度を変換するにあたって、横及び縦の変換比
率を互いに異ならせ、各次元の映像のスケーリング比率を互いに異ならせることが好まし
い。
【０００７】
　また、前記フォーマッターを制御するように、ディスプレイ装置の特性情報を受信する
入出力インターフェースを提供するユーザーインターフェース部を更に備えることが好ま
しく、前記ユーザーインターフェース部は、前記ディスプレイ装置の特性情報として、解
像度、入力信号の周波数範囲、映像のフォーマット情報を送受信するＤＤＣ（ディスプレ
イデータチャンネル）、ＤＤＣ２またはＤＤＣ２Ｂポートであることが更に好ましい。
【０００８】
　前記フォーマッターは、入力された多次元映像を少なくとも一つのフォーマットの映像
に変換するフォーマット変換部と、前記生成されたフォーマットのうち、前記ディスプレ
イ装置が処理できる一つのフォーマットを選択する選択部と、前記選択されたフォーマッ
トの映像を前記ディスプレイ装置で受信できる映像信号の形態に変換して出力するディス
プレイインターフェース部と、を備えることが好ましい。
【０００９】
　一方、本発明の他の分野によれば、前記技術的課題は、（ａ）多次元映像を入力されて
、その解像度をスケーリングアップまたはダウンするステップと、（ｂ）ディスプレイ装
置の特性情報を受信して、前記スケーリングした映像を前記ディスプレイ装置の特性に合
わせてそのフォーマットを変換するステップとを含むことを特徴とする多次元映像フォー
マットの変換方法によっても達成される。
【００１０】
　前記（ａ）ステップは、前記多次元映像の解像度を変換するにあたって、横及び縦の変
換比率を互いに異ならせ、各次元の映像のスケーリング比率を互いに異ならせることが好
ましい。
【００１１】
　前記（ｂ）ステップは、（ｂ１）ディスプレイ装置の特性情報を受信するステップと、
（ｂ２）入力された多次元映像を少なくとも一つのフォーマットの映像に変換するステッ
プと、（ｂ３）前記生成されたフォーマットのうち、前記ディスプレイ装置が処理できる
一つのフォーマットを選択するステップと、（ｂ４）前記選択されたフォーマットの映像
を、前記ディスプレイ装置で受信できる映像信号の形態に変換して出力するステップとを
含むことが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、３次元映像またはステレオ映像のフォーマットを、ディスプレイ装置
の特性に合わせて変換することによって、３次元映像またはステレオ映像をディスプレイ
装置を介しても容易にディスプレイできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下添付された図面を参照して、本発明の好ましい実施例について詳細に説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の映像フォーマット変換装置とディスプレイ装置との連結を示す図であ
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る。
【００１５】
　本発明の映像フォーマット変換装置１１０は、多視点映像から構成された多次元映像を
入力されて処理できるが、本実施例では、一例としてステレオ映像が入力された場合に、
それを処理する場合について説明する。
【００１６】
　映像フォーマット変換装置１１０は、多次元映像またはステレオ映像を入力される。ス
テレオ映像は、左側映像Ｌ１，Ｌ２，・・・，Ｌｎと右側映像Ｒ１，Ｒ２，・・・，Ｒｎ
から構成される。Ｌ１，Ｌ２，・・・，Ｌｎ及びＲ１，Ｒ２，・・・，Ｒｎは、映像を構
成しているフレームである。映像フォーマット変換装置１１０は、入力されたステレオ映
像を、ディスプレイ装置１２０が処理できるフォーマットに合わせてそのフォーマットを
変換する。より詳細には、ディスプレイ装置１２０に合う解像度で映像をスケーリングア
ップまたはダウンした後、そのフレームフォーマットを変換して、ディスプレイ装置に合
うフレームフォーマットで出力する。一般的に、ディスプレイ装置１２０は、ＶＥＳＡ（
Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）規
格による信号を入力されて処理するため、映像フォーマット変換装置１１０は、ＶＥＳＡ
規格に合わせてビデオ信号を作ってディスプレイ装置１２０に伝達する。
【００１７】
　また、映像フォーマット変換装置１１０がディスプレイ装置１２０の特性を把握してデ
ィスプレイ装置１２０に合う映像フォーマットを作らせるために、ディスプレイ装置１２
０に関する特性情報を外部ポートを介して受信する。ディスプレイ装置の特性情報と外部
ポートとについては後述する。
【００１８】
　図２は、本発明の好ましい実施例に係る映像フォーマット変換装置のブロック図である
。
【００１９】
　映像フォーマット変換装置は、スケーラー２１０、メモリ２２０、ユーザーインターフ
ェース部２３０、映像スイッチ２４０及びフォーマッター２５０を備える。スケーラー２
１０は、ステレオ映像を処理するために第１スケーラー２１２及び第２スケーラー２１４
を備える。多次元映像の場合には、次元数によってスケーラーを更に多く備えてもよい。
【００２０】
　スケーラー２１０は、多次元映像を受信してディスプレイ装置の解像度に合わせてスケ
ーリングする。ディスプレイ装置は、例えば、７２０ｘ４８０フォーマット、１０２４ｘ
７６８などの特定フォーマットで出力するように決まっており、多次元映像は、その解像
度が多様であるため、入力された多次元映像の解像度をディスプレイ装置に合わせて変換
する。横方向の変換と縦方向の変換は、互いに異なってもよく、左側映像と右側映像との
スケーリングが、互いに異なる割合で行われてもよい。
【００２１】
　映像スイッチ２４０は、左側映像と右側映像とを互いに変えて、フォーマッター２５０
に入力されるようにスイッチングする。これは、入力映像のうち、どれが左側映像であり
、どれが右側映像であるか分からない場合がありえるため、左側映像と右側映像とをフォ
ーマッター２５０で互いに変えて処理するためである。メモリ２２０は、スケーリングし
た映像データを保存する。すなわち、左側映像と右側映像とが互いに同じ時間に出力され
るように、スケーリングされた映像を臨時保存する。メモリ２２０の一例としては、ＳＤ
ＲＡＭなどを挙げうる。
【００２２】
　ユーザーインターフェース部２３０は、ユーザーからの映像スイッチング命令を受けて
映像スイッチ２４０をスイッチングさせるか、またはディスプレイ装置の特性に合わせて
フォーマッター２５０を制御できるように、制御命令をユーザーから受信するインターフ
ェースを提供する。ディスプレイ装置に合わせてフォーマッター２５０を制御するために
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、シリアルポートなどを介してディスプレイ装置の特性情報を受信する。受信できるディ
スプレイ装置の特性情報は、解像度、入力信号の周波数範囲、映像のフォーマット情報な
どがある。例えば、ＤＤＣ、ＤＤＣ２、ＤＤＣ２Ｂのようなポートが、このようなディス
プレイ装置の特性情報を送受信するポートとして使用されうる。ＤＤＣとは、一種のプラ
グアンドプレイ（Ｐｌｕｇ　ａｎｄ　Ｐｌａｙ：ＰｎＰ）機能で連結されたコンピュータ
に、モニターが自身の情報を伝送する技術であり、２、２Ｂは、バージョンを意味する。
したがって、このような技術を利用する場合に、ディスプレイ装置は、自身の特性情報を
ＤＤＣポートを介して外部に出力し、ユーザーインターフェース部２３０は、これを受信
して映像スイッチ２４０、フォーマッター２５０などに知らせる。
【００２３】
　フォーマッター２５０は、このようなディスプレイ装置の特性に合わせて、スケーリン
グされた映像のフォーマットを変換する。映像フォーマットの変換については、図４Ａな
いし図４Ｆを参照して後述する。
【００２４】
　図３は、本発明の好ましい実施例に係るフォーマッターの詳細ブロック図である。
【００２５】
　フォーマッターは、フォーマット変換部３１０、選択部３２０及びディスプレイインタ
ーフェース部３３０を備える。フォーマット変換部３１０は、入力された左側映像及び右
側映像を多様なフォーマットの映像に形成する。このために、フォーマット変換部３１０
は、ラインバイラインフォーマット変換部３１１、ピクセルバイピクセルフォーマット変
換部３１２、トップダウンフォーマット変換部３１３、フィールドバイフィールドフォー
マット変換部３１４、フレームバイフレームフォーマット変換部３１５、及び左右映像分
離フォーマット変換部３１６を備える。それぞれのフォーマットは、図４Ａないし図４Ｆ
を参照して後述する。
【００２６】
　選択部３２０は、前記した多様なフォーマットのうち、ディスプレイ装置が処理できる
一つのフォーマットを選択する。ディスプレイインターフェース部３３０は、前記選択さ
れた映像フォーマットを、ディスプレイ装置で受信できる映像信号の形態に映像を出力す
る。一般的に映像は、ＶＥＳＡ標準によって形成されるため、ディスプレイインターフェ
ース部３３０は、ＶＥＳＡフォーマットの映像を出力する。
【００２７】
　図４Ａないし図４Ｆは、多様な映像フォーマットを示す図である。
【００２８】
　図４Ａは、ラインバイライン映像を示し、図４Ｂは、ピクセルバイピクセル映像を示し
、図４Ｃは、トップダウン映像を示し、図４Ｄは、サイドバイサイド映像を示し、図４Ｅ
は、フィールドバイフィールド映像を示し、図４Ｆは、フレームバイフレーム映像を示す
。すなわち、フォーマット変換部３１０は、このようなフォーマットの映像を形成する。
【００２９】
　図５は、本発明の好ましい実施例に係る映像フォーマットの変換方法のフローチャート
である。
【００３０】
　多次元映像を入力される（Ｓ５１０）。本実施例では、ステレオ映像を入力された場合
について例を挙げて説明した。次いで、入力された多次元映像の解像度をスケーリングア
ップまたはスケーリングダウンする（Ｓ５２０）。多次元映像の解像度を変換するにあた
って、横及び縦の変換比率を互いに異ならせ、各次元の映像のスケーリング比率を互いに
異ならせ得る。このようにスケーリングをした後、場合によっては、多次元映像の出力ポ
ートを互いに変え得る。例えば、ステレオ映像を入力された場合に、左側映像を右側映像
の出力ポートに、右側映像を左側映像の出力ポートに出力できる。
【００３１】
　そして、ディスプレイ装置の特性情報を受信する（Ｓ５３０）。ディスプレイ装置の特
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性情報として、解像度、入力信号の周波数範囲、映像のフォーマット情報などがあり、こ
の情報は、ＤＤＣ、ＤＤＣ２またはＤＤＣ２Ｂポートを介して受信できる。最後に、ディ
スプレイ装置の特性に合わせてそのフォーマットを変換する（Ｓ５４０）。より詳細には
、ディスプレイ装置の特性情報を受信し、入力された多次元映像を少なくとも一つのフォ
ーマットの映像に変換した後、生成されたフォーマットのうち、ディスプレイ装置が処理
できる一つのフォーマットを選択して、ディスプレイ装置で受信できる映像信号の形態に
変換して出力する。ディスプレイ装置は、一般的にＶＥＳＡ標準による信号を入力される
ため、このフォーマットによる信号を出力する。
【００３２】
　一方、前記した多次元映像フォーマットの変換方法は、コンピュータプログラムで作成
できる。前記プログラムを構成するコード及びコードセグメントは、当該分野のコンピュ
ータプログラマーによって容易に推論されうる。また、前記プログラムは、コンピュータ
が読み取り可能な情報記録媒体に保存され、コンピュータによって読み取られて実行され
ることによって、多次元映像フォーマットの変換方法を具現する。前記情報記録媒体は、
磁気記録媒体、光記録媒体、及びキャリアウェーブ媒体を備える。
【００３３】
　これまで、本発明についてその好ましい実施例を中心に説明した。当業者は、本発明が
本発明の本質的な特性から逸脱しない範囲で変形された形態で具現されうることが理解で
きる。したがって、開示された実施例は、限定的な観点ではなく、説明的な観点で考慮さ
れねばならない。本発明の範囲は、前記した説明ではなく、特許請求の範囲に規定されて
おり、それと同等な範囲内にあるあらゆる差異点は、本発明に含まれたもので解釈されね
ばならない。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明は、映像フォーマットに関連した技術分野に好適に適用され得る。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の映像フォーマット変換装置とディスプレイ装置との連結を示す図である
。
【図２】本発明の好ましい実施例に係る映像フォーマット変換装置のブロック図である。
【図３】本発明の好ましい実施例に係るフォーマッターの詳細ブロック図である。
【図４Ａ】映像フォーマットを示す図である。
【図４Ｂ】映像フォーマットを示す図である。
【図４Ｃ】映像フォーマットを示す図である。
【図４Ｄ】映像フォーマットを示す図である。
【図４Ｅ】映像フォーマットを示す図である。
【図４Ｆ】映像フォーマットを示す図である。
【図５】本発明の好ましい実施例に係る映像フォーマットの変換方法のフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００３６】
２１０　スケーラー
２１２　第１スケーラー
２１４　第２スケーラー
２２０　メモリ
２３０　ユーザーインターフェース部
２４０　映像スイッチ
２５０　フォーマッター
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