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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　深度画像ベースレンダリング（ＤＩＢＲ）ベース３次元（３Ｄ）ビデオデータの視覚的
品質を定量化するために目標メトリック（３６、６０）を得るための方法であって、
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを用いて、与えられたビューと深度情報に基づき
再構成された再構成ビューに少なくとも基づいて、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（１
３８、１５６）を使用して歪み制限画像ビューを生成することになる理想深度マップ（６
２、７０）を推定することと、
　前記理想深度マップ（６２、７０）と前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（３４、１
４０、１５８）の生成において使用される深度マップ（２８、５８）との定量比較に基づ
いて、１つ以上の歪みメトリック（６４、７２）を導出することと、
　導出された前記１つ以上の歪みメトリック（６４、１４２、１６０）に基づいて前記Ｄ
ＩＢＲベース３Ｄビデオデータの視覚的品質を定量化するために前記目標メトリック（３
６、６０）を計算することと、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記歪みメトリックの各々が、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを閲覧するときに
予想される３Ｄ閲覧視覚的不快感の測定値を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記理想深度マップを推定することが、以下の式に従って前記理想深度マップを推定す
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ることを含み、
【数１】

　上式で、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータと前記深度情報から生成された
再構成ビューを表し、Ｉｏが元の画像を表し、Ｚが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タの前記深度マップを表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから異なるビュ
ーを生成するために使用される仮想３Ｄ撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲ
ベース３Ｄビデオデータから異なるビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ撮像
装置のベースラインを表す、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記理想深度マップを推定することが、以下の式に従って前記理想深度マップを推定す
ることを含み、
【数２】

　上式で、ＩＲが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータと前
記深度情報から生成された再構成ビューを表し、ＺＬが、元の左眼ビューからの前記ＤＩ
ＢＲベース３Ｄビデオデータの深度マップを表し、ＺＲが、元の右眼ビューからの前記Ｄ
ＩＢＲベース３Ｄビデオデータの深度マップを表し、ｋが第１の定数を表し、ｈが第２の
定数を表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビューを生成するた
めに使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース
３Ｄビデオデータから追加のビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装
置のベースラインを表す、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記理想深度マップを推定することが、以下の式に従って前記理想深度マップを推定す
ることを含み、
【数３】

　上式で、ＩＲが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータと前
記深度情報から生成される再構成ビューを表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデ
ータから追加のビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離
を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから前記追加のビューを生成するた
めに使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表し、
　関数ｆ（ＩＲ，Ｉｇ）が、前記基準ビューＩＲ中の画素の各ブロックと、前記基準ビュ
ーの前記ブロックに水平シフトを適用した後の生成された前記ビューＩｇ中の画素の各対
応するブロックとの間の強度の差を表し、
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　前記水平シフトの量が、その特定のブロックにおける平均視差であり、
　前記平均視差が前記基準ビューの深度マップの関数である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ以上の歪みメトリックを導出することが、空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪みメト
リックと時間的誤差外れ値（ＴＯ）歪みメトリックとのうちの１つ以上を導出することを
備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つ以上の歪みメトリックを導出することが、
　　理想深度マップと前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差
の標準偏差として空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪みメトリックを導出することと、
　　前記理想深度マップと、前記３Ｄビデオの２つの連続するフレームのための前記ＤＩ
ＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差の標準偏差として時間的誤差外
れ値（ＴＯ）歪みメトリックを導出することと、
　を備え、
　前記方法が、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータと次のＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ
とを生成するために使用される深度マップ間の差の標準偏差として時間的不整合（ＴＩ）
歪みメトリックを導出することを更に備え、
　前記目標メトリックを計算することが、
　　前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックの各々を０～１の範囲に正規化することと、
　　以下の式に従って前記目標メトリックを計算することと
【数４】

　を備え、
　上式で、３ＶＱＭが前記目標メトリックを表し、ＳＯ、ＴＯ及びＳＩが、前記正規化さ
れたＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックを表し、ａ、ｂ、及びｃが、トレーニングシーケ
ンスによって決定される定数を表し、ｋがスケーリングファクタを表す、請求項１に記載
の方法。
【請求項８】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記方法が、
　　１つ以上のパラメータに従って３Ｄビデオデータから前記深度マップを推定すること
であって、前記３Ｄビデオデータが左ビューと右ビューとを含み、与えられた前記ビュー
が前記左ビューと前記右ビューとのうちの１つから選択される、推定することと、
　　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記３Ｄビデオデー
タのための前記深度マップを推定するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正
することと、
　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記方法が、
　　符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに
従って前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップと与えられた前記ビューと
を符号化することと、
　　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記深度マップと与
えられた前記ビューとのうちの１つ以上を符号化するために使用される前記１つ以上のパ
ラメータを修正することと、
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　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記方法が、
　前記深度マップと与えられた前記ビューとを生成するために、１つ以上のパラメータに
従って前記深度マップの符号化バージョンと与えられた前記ビューの符号化バージョンと
を復号することと、
　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記深度マップの前記
符号化バージョンと与えられた前記ビューの前記符号化バージョンとを復号するために使
用される前記１つ以上のパラメータを修正することとを更に備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記方法が、
　前記３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに従って前記深度マッ
プと与えられた前記ビューとから３Ｄビデオデータの左ビュー又は右ビューのいずれかを
再構成することであって、与えられた前記ビューが前記３Ｄビデオデータの前記左ビュー
又は前記右ビューのいずれかとして選択される、再構成することと、
　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記左ビュー又は前記
右ビューのいずれかを再構成するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正する
ことと、
　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　深度画像ベースレンダリング（ＤＩＢＲ）ベース３次元（３Ｄ）ビデオデータの視覚的
品質を定量化するために目標メトリック（３６、６０）を得る機器であって、前記機器（
１２、１４）が、
　前記３Ｄ目標メトリック（３６、６０）を計算する３Ｄ分析ユニット（２４、４８）を
備え、前記３Ｄ分析ユニット（２４、４８）が、
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを用いて、与えられたビューと深度情報に基づき
再構成された再構成ビューに少なくとも基づいて、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（３
４）を使用して歪み制限画像ビューを生成することになる理想深度マップ（６２、７０）
を推定する理想深度推定ユニット（８２）と、
　前記理想深度マップ（６２、７０）と前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（３４）の
前記生成において使用される深度マップ（２８、５８）との定量比較に基づいて、１つ以
上の歪みメトリック（６４、７２）を導出する歪みメトリック計算ユニット（８４）と、
　導出された前記１つ以上の歪みメトリック（６４、７２）に基づいてＤＩＢＲベースビ
デオデータ（３４）の視覚的品質を定量化するために前記目標メトリック（３６、６０）
を計算する目標メトリック計算ユニット（８６）とを含む、機器（１２、１４）。
【請求項１３】
　前記歪みメトリックの各々が、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを閲覧するときに
予想される３Ｄ閲覧視覚的不快感の測定値を示す、請求項１２に記載の機器。
【請求項１４】
　前記理想深度マップ推定ユニットが、以下の式に従って前記理想深度マップを推定し、
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【数５】

　上式で、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから生成されたビューを表し、
Ｉｏが元の画像を表し、Ｚが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップを
表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから異なるビューを生成するために使
用される仮想３Ｄ撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タから異なるビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ撮像装置のベースラインを
表す、請求項１２に記載の機器。
【請求項１５】
　前記理想深度マップ推定ユニットが、以下の式に従って前記理想深度マップを推定し、
【数６】

　上式で、ＩＲが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されたビューを表し、ＺＬが、元の左眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオ
データの深度マップを表し、ＺＲが、元の右眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデ
オデータの深度マップを表し、ｋが第１の定数を表し、ｈが第２の定数を表し、Ｆが、前
記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
追加のビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表
す、請求項１２に記載の機器。
【請求項１６】
　前記理想深度マップ推定ユニットが、以下の式に従って前記理想深度マップを推定し、
【数７】

　上式で、ＩＲが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されるビューを表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビュー
を生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記Ｄ
ＩＢＲベース３Ｄビデオデータから前記追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表し、
　関数ｆ（ＩＲ，Ｉｇ）が、前記基準ビューＩＲ中の画素の各ブロックと、前記基準ビュ
ーの前記ブロックに水平シフトを適用した後の生成された前記ビューＩｇ中の画素の各対
応するブロックとの間の強度の差を表し、
　前記水平シフトの量が、その特定のブロックにおける平均視差であり、
　前記平均視差が前記基準ビューの深度マップの関数である、請求項１２に記載の機器。
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【請求項１７】
　前記歪みメトリック計算ユニットが、理想深度マップと前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオ
データの前記深度マップとの間の差の標準偏差として空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪みメト
リックを導出し、前記理想深度マップと、前記３Ｄビデオの２つの連続するフレームのた
めの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差の標準偏差として
時間的誤差外れ値（ＴＯ）歪みメトリックを導出し、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータと
次のＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータとを生成するために使用される深度マップ間の差の
標準偏差として時間的不整合（ＴＩ）歪みメトリックを導出し、
　前記目標メトリック計算ユニットが、前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックの各々を
０～１の範囲に正規化し、以下の式に従って前記目標メトリックを計算し、
【数８】

　上式で、３ＶＱＭが前記目標メトリックを表し、ＳＯ、ＴＯ及びＳＩが、正規化された
前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックを表し、ａ、ｂ、及びｃが、トレーニングシーケ
ンスによって決定される定数を表し、ｋがスケーリングファクタを表す、請求項１２に記
載の機器。
【請求項１８】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　１つ以上のパラメータに従って３Ｄビデオデータから前記深度マップを推定することと
、
　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記３Ｄビデオデータ
のための前記深度マップを推定するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正す
ることと、
　を行い、前記３Ｄビデオデータが左ビューと右ビューとを含み、与えられた前記ビュー
が前記左ビューと前記右ビューとのうちの１つから選択される、深度推定ユニットを更に
含む、請求項１２に記載の機器。
【請求項１９】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに従
って前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップと与えられた前記ビューとを
符号化することと、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記
深度マップと与えられた前記ビューとのうちの１つ以上を符号化するために使用される前
記１つ以上のパラメータを修正することと、
　を行う３Ｄビデオエンコーダを更に含む、請求項１２に記載の機器。
【請求項２０】
　前記３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記深度マップと与えられた前記ビューとを生成するために、１つ以上のパラメータに
従って前記深度マップの符号化バージョンと与えられた前記ビューの符号化バージョンと
を復号することと、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記
深度マップの前記符号化バージョンと与えられた前記ビューの前記符号化バージョンとを
復号するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正することと、を行う３Ｄビデ
オデコーダを更に備える、請求項１２に記載の機器。
【請求項２１】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに従って前記深度マッ
プと与えられた前記ビューとから３Ｄビデオデータの左ビュー又は右ビューのいずれかを



(7) JP 5583850 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

再構成することと、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記
左ビュー又は前記右ビューのいずれかを再構成するために使用される前記１つ以上のパラ
メータを修正することとを行い、与えられた前記ビューが前記３Ｄビデオデータの前記左
ビュー又は前記右ビューのいずれかとして選択される、ビュー再構成ユニットを更に備え
る、請求項１２に記載の機器。
【請求項２２】
　深度画像ベースレンダリング（ＤＩＢＲ）ベース３次元（３Ｄ）ビデオデータの視覚的
品質を定量化するために目標メトリック（３６、６０）を得る装置であって、
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを用いて、与えられたビューと深度情報に基づき
再構成された再構成ビューに少なくとも基づいて、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（３
４）を使用して歪み制限画像ビューを生成することになる理想深度マップ（６２、７０）
を推定するための手段（８２）と、
　前記理想深度マップと前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（３４）の前記生成におい
て使用される深度マップ（６２、７０）との定量比較に基づいて、１つ以上の歪みメトリ
ック（６４、７２）を導出するための手段（８４）と、
　導出された前記１つ以上の歪みメトリック（６４、７２）に基づいて前記ＤＩＢＲベー
ス３Ｄビデオデータ（３４）の視覚的品質を定量化するために前記目標メトリック（３６
、６０）を計算するための手段（８６）と、
　を備える、装置（１２、１４）。
【請求項２３】
　前記歪みメトリックの各々が、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを閲覧するときに
予想される３Ｄ閲覧視覚的不快感の測定値を示す、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　以下の式に従って前記理想深度マップを推定するための手段を更に備え、
【数９】

　上式で、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから生成されたビューを表し、
Ｉｏが元の画像を表し、Ｚが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップを
表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから異なるビューを生成するために使
用される仮想３Ｄ撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タから異なるビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ撮像装置のベースラインを
表す、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　以下の式に従って前記理想深度マップを推定するための手段を更に備え、
【数１０】

　上式で、ＩＲが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されたビューを表し、ＺＬが、元の左眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオ
データの深度マップを表し、ＺＲが、元の右眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデ
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オデータの深度マップを表し、ｋが第１の定数を表し、ｈが第２の定数を表し、Ｆが、前
記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
追加のビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表
す、請求項２２に記載の装置。
【請求項２６】
　以下の式に従って前記理想深度マップを推定するための手段を更に備え、
【数１１】

　上式で、ＩＲが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されるビューを表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビュー
を生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記Ｄ
ＩＢＲベース３Ｄビデオデータから前記追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表し、
　関数ｆ（ＩＲ，Ｉｇ）が、前記基準ビューＩＲ中の画素の各ブロックと、前記基準ビュ
ーの前記ブロックに水平シフトを適用した後の生成された前記ビューＩｇ中の画素の各対
応するブロックとの間の強度の差を表し、
　前記水平シフトの量が、その特定のブロックにおける平均視差であり、
　前記平均視差が前記基準ビューの深度マップの関数である、請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
　空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪みメトリックと時間的誤差外れ値（ＴＯ）歪みメトリック
とのうちの１つ以上を導出するための手段を更に備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項２８】
　　理想深度マップと前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差
の標準偏差として空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪みメトリックを導出するための手段と、
　　前記理想深度マップと、前記３Ｄビデオの２つの連続するフレームのための前記ＤＩ
ＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差の標準偏差として時間的誤差外
れ値（ＴＯ）歪みメトリックを導出するための手段と、
　　ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータと次のＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータとを生成す
るために使用される深度マップ間の差の標準偏差として時間的不整合（ＴＩ）歪みメトリ
ックを導出するための手段と、
　　前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックの各々を０～１の範囲に正規化するための手
段と、
　　以下の式に従って前記目標メトリックを計算するための手段と
【数１２】

　を更に備え、
　上式で、３ＶＱＭが前記目標メトリックを表し、ＳＯ、ＴＯ及びＳＩが、正規化された
前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックを表し、ａ、ｂ、及びｃが、トレーニングシーケ
ンスによって決定される定数を表し、ｋがスケーリングファクタを表す、請求項２２に記
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載の装置。
【請求項２９】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　　１つ以上のパラメータに従って３Ｄビデオデータから前記深度マップを推定するため
の手段と、
　　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記３Ｄビデオデー
タのための前記深度マップを推定するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正
するための手段と、を更に備え、前記３Ｄビデオデータが左ビューと右ビューとを含み、
与えられた前記ビューが前記左ビューと前記右ビューとのうちの１つから選択される、請
求項２２に記載の装置。
【請求項３０】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　　符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに
従って前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップと与えられた前記ビューと
を符号化するための手段と、
　　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記深度マップと与
えられた前記ビューとのうちの１つ以上を符号化するために使用される前記１つ以上のパ
ラメータを修正するための手段と、
　を更に備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項３１】
　前記３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記深度マップと与えられた前記ビューとを生成するために、１つ以上のパラメータに
従って前記深度マップの符号化バージョンと与えられた前記ビューの符号化バージョンと
を復号するための手段と、
　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記深度マップの前記
符号化バージョンと与えられた前記ビューの前記符号化バージョンとを復号するために使
用される前記１つ以上のパラメータを修正すための手段と、
　を更に備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項３２】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに従って前記深度マッ
プと与えられた前記ビューとから３Ｄビデオデータの左ビュー又は右ビューのいずれかを
再構成するための手段と、
　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記左ビュー又は前記
右ビューのいずれかを再構成するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正する
ための手段と、を更に備え、与えられた前記ビューが前記３Ｄビデオデータの前記左ビュ
ー又は前記右ビューのいずれかとして選択される、請求項２２に記載の装置。
【請求項３３】
　実行されたとき、１つ以上のプロセッサに、
　　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを用いて、与えられたビューと深度情報に基づ
き再構成された再構成ビューに少なくとも基づいて、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（
３４）を使用して歪み制限画像ビューを生成することになる理想深度マップ（６２、７０
）を推定することと、
　　前記理想深度マップ（６２、７０）と前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（３４）
の前記生成において使用される深度マップ（２８、５８）との定量比較に基づいて、１つ
以上の歪みメトリック（６４、７２）を導出することと、
　　導出された前記１つ以上の歪みメトリック（６４、７２）に基づいて前記ＤＩＢＲベ
ース３Ｄビデオデータの視覚的品質を定量化するために前記目標メトリック（３６、６０
）を計算することと、
　を行わせる命令を備える、コンピュータ可読記憶媒体。
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【請求項３４】
　前記歪みメトリックの各々が、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを閲覧するときに
予想される３Ｄ閲覧視覚的不快感の測定値を示す、請求項３３に記載のコンピュータ可読
記憶媒体。
【請求項３５】
　前記１つ以上のプロセッサに、以下の式に従って前記理想深度マップを推定させる命令
を更に備え、
【数１３】

　上式で、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから生成されたビューを表し、
Ｉｏが元の画像を表し、Ｚが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップを
表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから異なるビューを生成するために使
用される仮想３Ｄ撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タから異なるビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ撮像装置のベースラインを
表す、請求項３３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３６】
　前記１つ以上のプロセッサに、以下の式に従って前記理想深度マップを推定させる命令
を更に備え、
【数１４】

　上式で、ＩＲが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されたビューを表し、ＺＬが、元の左眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオ
データの深度マップを表し、ＺＲが、元の右眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデ
オデータの深度マップを表し、ｋが第１の定数を表し、ｈが第２の定数を表し、Ｆが、前
記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
追加のビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表
す、請求項３３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３７】
　前記１つ以上のプロセッサに、以下の式に従って前記理想深度マップを推定させる命令
を更に備え、
【数１５】

　上式で、ＩＲが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
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生成されるビューを表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビュー
を生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記Ｄ
ＩＢＲベース３Ｄビデオデータから前記追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表し、
　関数ｆ（ＩＲ，Ｉｇ）が、前記基準ビューＩＲ中の画素の各ブロックと、前記基準ビュ
ーの前記ブロックに水平シフトを適用した後の生成された前記ビューＩｇ中の画素の各対
応するブロックとの間の強度の差を表し、
　前記水平シフトの量が、その特定のブロックにおける平均視差であり、
　前記平均視差が前記基準ビューの深度マップの関数である、請求項３３に記載のコンピ
ュータ可読記憶媒体。
【請求項３８】
　前記１つ以上のプロセッサに、空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪みメトリックと時間的誤差
外れ値（ＴＯ）歪みメトリックとのうちの１つ以上を導出させる命令を更に備える、請求
項３３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３９】
　前記１つ以上のプロセッサに、
　　理想深度マップと前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差
の標準偏差として空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪みメトリックを導出することと、
　　前記理想深度マップと、前記３Ｄビデオの２つの連続するフレームのための前記ＤＩ
ＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差の標準偏差として時間的誤差外
れ値（ＴＯ）歪みメトリックを導出することと、
　　ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータと次のＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータとを生成す
るために使用される深度マップ間の差の標準偏差として時間的不整合（ＴＩ）歪みメトリ
ックを導出することと、
　　前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックの各々を０～１の範囲に正規化することと、
　　以下の式に従って前記目標メトリックを計算することと
【数１６】

　を行わせる命令を更に備え、上式で、３ＶＱＭが前記目標メトリックを表し、ＳＯ、Ｔ
Ｏ及びＳＩが、正規化された前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックを表し、ａ、ｂ、及
びｃが、トレーニングシーケンスによって決定される定数を表し、ｋがスケーリングファ
クタを表す、請求項３３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４０】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記１つ以上のプロセッサに、
　　１つ以上のパラメータに従って３Ｄビデオデータから前記深度マップを推定すること
であって、前記３Ｄビデオデータが左ビューと右ビューとを含み、与えられた前記ビュー
が前記左ビューと前記右ビューとのうちの１つから選択される、推定することと、
　　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記３Ｄビデオデー
タのための前記深度マップを推定するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正
することとを行わせる命令を更に備える、請求項３３に記載のコンピュータ可読媒記憶体
。
【請求項４１】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記１つ以上のプロセッサに、
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　　符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに
従って前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップと与えられた前記ビューと
を符号化することと、
　　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記深度マップと与
えられた前記ビューとのうちの１つ以上を符号化するために使用される前記１つ以上のパ
ラメータを修正することとを行わせる命令を更に備える、請求項３３に記載のコンピュー
タ可読記憶媒体。
【請求項４２】
　前記３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記１つ以上のプロセッサに、
　　前記深度マップと与えられた前記ビューとを生成するために、１つ以上のパラメータ
に従って前記深度マップの符号化バージョンと与えられた前記ビューの符号化バージョン
とを復号することと、
　　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記深度マップの前
記符号化バージョンと与えられた前記ビューの前記符号化バージョンとを復号するために
使用される前記１つ以上のパラメータを修正することとを行わせる命令を更に備える、請
求項３３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４３】
　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、
　前記１つ以上のプロセッサに、
　　前記３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに従って前記深度マ
ップと与えられた前記ビューとから３Ｄビデオデータの左ビュー又は右ビューのいずれか
を再構成することと、
　　前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記左ビュー又は前
記右ビューのいずれかを再構成するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正す
ることとを行わせる命令を更に備え、与えられた前記ビューが前記３Ｄビデオデータの前
記左ビュー又は前記右ビューのいずれかとして選択される、請求項３３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、ビデオレンダリングに関し、より詳細には、３次元ビデオレンダリングに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　３次元（３Ｄ）撮像装置は、概して人間の眼の配置を模倣（mimic）した構成の２つの
カメラを概して含む。２つのカメラは各々、シーンの２次元（２Ｄ）ビデオデータを取得
するが、人間のそれぞれ左眼及び右眼からのシーンの知覚を模倣する、僅かにシフトされ
たパースペクティブからシーンの２次元（２Ｄ）ビデオデータを取得する。この模倣（mi
mick）された左眼及び右眼の２Ｄビデオデータは、しばしば、それぞれ左眼２Ｄビュー（
表示）及び右眼２Ｄビュー（表示）と呼ばれる。カメラの焦点距離と、カメラの中心間の
ベースライン距離とが与えられれば、この模倣された左眼２Ｄビュー及び右眼２Ｄビュー
から、深度（depth）情報が抽出され得る。この深度情報は、３Ｄビデオデータを形成す
るために左眼２Ｄビュー及び／又は右眼２Ｄビューのうちの１つ以上を増強するために使
用され得る。
【０００３】
　一般に、他のビューは、与えられたビューと深度情報とから生成され得るので、深度情
報は、ビューのうちのただ１つに関連して与えられる。与えられたビューと深度情報とか
ら他のビューをレンダリングするこの技術は、深度画像ベースレンダリング（ＤＩＢＲ：
depth-image-based rendering）と呼ばれる。１つのビューしか必要とされないことと、
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深度情報は、消費される空間がフルカラー２Ｄビデオデータよりも大幅に少ないグレース
ケール画像として符号化され得ることとを考慮すると、ＤＩＢＲは３Ｄビデオデータのサ
イズを低減する。ＤＩＢＲにおいて得られた３Ｄビデオデータは、ビデオデータのサイズ
を更に低減するために、更に圧縮され得る。この３Ｄビデオデータの圧縮は、例えば、ワ
イヤレス表示への、この３Ｄビデオデータのワイヤレス配信を可能にし得る。
【０００４】
　３Ｄビデオエンコーダは、単一のビューと２つの撮影されたビューからの深度情報とを
含む３Ｄビデオデータを生成するための深度マップ推定モジュールを実装し得る。３Ｄビ
デオデコーダは、３Ｄ表示装置によるプレゼンテーションのための与えられたビューと深
度情報とから追加のビューをレンダリングするためにＤＩＢＲを実装し得る。３Ｄビデオ
エンコーダ及び３Ｄビデオデコーダの各々は、更に、ビューの品質を評価するために３Ｄ
ビデオデータの何らかの分析を実行し得る。一般的には、３Ｄビデオエンコーダ及びデコ
ーダは、これらのビューの各々の品質を評価し、撮影された３Ｄビデオとレンダリングさ
れた３Ｄビデオデータとの品質をそれぞれ投機的に（speculatively）反映する方法でこ
れらの２Ｄ品質メトリックを合成するために既存の２Ｄ品質メトリック（２ＤＱＭ）を利
用する。これらの２Ｄ品質メトリックのうちの幾つかは、３Ｄビデオデータのための得ら
れた品質メトリックを更に改良するために深度マップメトリックを考慮するように増強さ
れている。この構築された疑似３Ｄ品質メトリックに応答して、３Ｄビデオエンコーダは
、２つの撮影されたビューからの深度マップの生成を修正し得、３Ｄビデオデコーダは、
与えられたビューと深度情報とからのビューの生成を修正し得る。
【発明の概要】
【０００５】
　本出願は、その内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１０年７月１６日
に出願された米国仮出願第６１／３６４，９４０号の利益を主張する。
【０００６】
　一般的に、誤差及びそれらの発生源の適切な発見を可能にすることと、深度マップ推定
と深度マップ及びビューの符号化／復号との両方の微調整を行うこととの両方が可能な目
標（objective）３次元（３Ｄ）品質メトリック（３ＤＱＭ）を与えるための技術につい
て説明する。即ち、ビューの各々の品質を個別に評価し、これらの２Ｄ品質メトリック（
２ＤＱＭ：2D quality metrics）を合成して、疑似３Ｄ品質メトリックと呼ばれ得るもの
を形成するために２Ｄ品質メトリックを利用するのではなく、本技術は、ＤＩＢＲベース
３Ｄビデオデータを使用して歪み制限（distortion limited）画像ビューを与える理想深
度マップの推定から計算される被写体３ＤＱＭのほうを優先して、２ＤＱＭの投機的合成
を回避し得る。更に、本技術は、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを評価するために一般
的に使用される投機的３ＤＱＭ（speculative 3DQM）と比較して、誤差の発生源を潜在的
により良く識別するために、３Ｄビデオエンコーダ、３Ｄビデオデコーダ、及び／又はワ
イヤレスチャネル中で様々な動作を分離し得る。このようにして、本技術は、誤差及びそ
れらの発生源の適切な発見を可能にすることと、深度マップ推定と深度マップ及びビュー
の符号化／復号との両方の微調整を行うこととの両方が可能な目標３ＤＱＭを提供し得る
。
【０００７】
　一態様では、深度画像ベースレンダリング（ＤＩＢＲ）ベース３次元（３Ｄ）ビデオデ
ータの視覚的品質を定量化するために目標メトリック(objective metric)を得るための方
法は、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを使用して歪み制限画像ビューを生成することに
なる理想深度マップを推定することと、理想深度マップとＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タの生成において使用される深度マップとの定量比較に基づいて、１つ以上の歪みメトリ
ックを導出することと、導出された１つ以上の歪みメトリックに基づいてＤＩＢＲベース
３Ｄビデオデータの視覚的品質を定量化するために目標メトリックを計算することとを備
える。
【０００８】
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　別の態様では、機器は、深度画像ベースレンダリング（ＤＩＢＲ）ベース３次元（３Ｄ
）ビデオデータの視覚的品質を定量化するために目標メトリックを得る。本機器は、３Ｄ
目標メトリックを計算する３Ｄ分析ユニットを備える。３Ｄ分析ユニットは、ＤＩＢＲベ
ース３Ｄビデオデータを使用して歪み制限画像ビューを生成することになる理想深度マッ
プを推定する理想深度推定ユニットと、理想深度マップとＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タの生成において使用される深度マップとの定量比較に基づいて、１つ以上の歪みメトリ
ックを導出する歪みメトリック計算ユニットと、導出された１つ以上の歪みメトリックに
基づいてＤＩＢＲベースビデオデータの視覚的品質を定量化するために目標メトリックを
計算する目標メトリック計算ユニットとを含む。
【０００９】
　別の態様では、装置は、深度画像ベースレンダリング（ＤＩＢＲ）ベース３次元（３Ｄ
）ビデオデータの視覚的品質を定量化するために目標メトリックを得る。本装置は、ＤＩ
ＢＲベース３Ｄビデオデータを使用して歪み制限画像ビューを生成することになる理想深
度マップを推定するための手段と、理想深度マップとＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの
生成において使用される深度マップとの定量比較に基づいて、１つ以上の歪みメトリック
を導出するための手段と、導出された１つ以上の歪みメトリックに基づいてＤＩＢＲベー
ス３Ｄビデオデータの視覚的品質を定量化するために目標メトリックを計算するための手
段とを備える。
【００１０】
　別の態様では、非一時的コンピュータ可読媒体は、実行されたとき、１つ以上のプロセ
ッサに、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを使用して歪み制限画像ビューを生成すること
になる理想深度マップを推定することと、理想深度マップとＤＩＢＲベース３Ｄビデオデ
ータの生成において使用される深度マップとの定量比較に基づいて、１つ以上の歪みメト
リックを導出することと、導出された１つ以上の歪みメトリックに基づいてＤＩＢＲベー
ス３Ｄビデオデータの視覚的品質を定量化するために目標メトリックを計算することとを
行わせる命令を備える。
【００１１】
　本技術の１つ以上の態様の詳細を添付の図面及び以下の説明に記載する。本技術の他の
特徴、目的、及び利点は、その説明及び図面、並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】
【００１２】
【図１】本開示で説明する目標３次元（３Ｄ）品質メトリック（３ＤＱＭ）導出技術を実
装する例示的なシステムを示すブロック図。
【図２】本開示で説明する技術の様々な態様を実装する３Ｄ分析ユニットの例を示すブロ
ック図。
【図３】本開示で説明する３次元（３Ｄ）品質メトリック導出技術の様々な態様を実装す
る際の発信源機器の例示的な動作を示すフローチャート。
【図４】本開示で説明する技術の様々な態様を実装する際の表示装置の例示的な動作を示
すフローチャート。
【図５】３Ｄ品質メトリックを計算するために本開示で説明する技術の様々な態様を実装
する際の３Ｄ分析ユニットの例示的な動作を示すフローチャート。
【図６】本開示で説明する技術に従って生成される３ＤＱＭの主観的分析を与えるグラフ
を示す図。
【図７】シフトセンサカメラモデルを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、本開示で説明する目標３次元（３Ｄ）品質メトリック（３ＤＱＭ）導出技術を
実装する例示的なシステム１０を示すブロック図である。図１の例では、システム１０は
発信源機器１２と表示装置１４とを含み、発信源機器１２と表示装置１４とはワイヤレス
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通信チャネル１５を介して互いに通信する。発信源機器１２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：personal digital assistant）、（所謂
「スマートフォン」を含む）モバイルフォン、又はソフトウェア及び、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機器など
、汎用マルチメディア機器を含み得る。発信源機器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（例えば、
所謂「ＭＰ３」プレーヤ、又はＭＰ３／ＭＰ４一体型プレーヤ、及びadvanced audio cod
ing(AAC)、Windows（登録商標）メディアビデオ（ＷＭＶ）及びWaveformオーディオビデ
オ（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）機器、又は１つ以上
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、他の機器など、専用マル
チメディア機器を備え得る。
【００１４】
　表示装置１４は、一般的に、表示器を介したビデオ再生が可能な任意の機器を表す。表
示装置１６は、３Ｄビデオ表示装置又はハイブリッド２Ｄ／３Ｄビデオ表示装置と呼ばれ
ることがあるテレビジョン（ＴＶ）表示器、若しくは３Ｄビデオデータを表示することが
可能な他のタイプの表示装置を備え得る。表示装置１４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、及び（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、表示器をもつ他の機器を備え得る。
【００１５】
　説明のために、表示装置１４は、発信源機器１２とワイヤレス通信するワイヤレスフル
３Ｄテレビジョンを表すと仮定する。但し、本開示の技術は、ワイヤレスフル３Ｄテレビ
ジョンに限定されるべきではなく、様々な機器の異なる構成に関して幾つかの異なる方法
で実装され得る。例えば、表示装置ではなく、本技術は、セットトップボックス、又は３
Ｄ対応表示器又はテレビジョンとは別個のものであるが、３Ｄ対応表示器又はテレビジョ
ンとインターフェースする他の個別のビジュアル機器又はオーディオ／ビジュアル機器に
関して実装され得る。本開示で使用するフル３Ｄ表示器は、３Ｄビデオデータを容易に表
示し、３Ｄビデオデータの閲覧を可能にするために必要なハードウェア論理、モジュール
、ユニット、ソフトウェア又は他の構成要素の全てを統合する３Ｄ表示器を指す。本開示
で使用する３Ｄ対応表示器は、３Ｄビデオデータの受信、復号、提示及び閲覧を可能にす
るための論理、モジュール、ユニット、ソフトウェア又は他の構成要素の全てを含まない
３Ｄ表示器を指す。３Ｄ対応表示器は、概して、３Ｄビデオデータの受信、復号、プレゼ
ンテーション及び閲覧を可能にするために別個の機器、ハードウェアカード又は他の構成
要素を必要とする。
【００１６】
　発信源機器１２は、制御ユニット１６とインターフェース１８とを含む。制御ユニット
１６は、１つ以上のプロセッサ（図１に図示せず）を表し得、そのプロセッサは、ストレ
ージ機器（例えば、ディスクドライブ、又はオプティカルドライブ）、又はメモリ（例え
ば、フラッシュメモリ、ランダムアクセスメモリ又はＲＡＭ）、若しくは本開示で説明す
る技術をプログラマブルプロセッサに実行させるための（例えば、コンピュータプログラ
ム又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又は不揮発性メモ
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
ウェア又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、
ソフトウェア命令を実行する。代替的に、制御ユニット１６は、１つ以上の集積回路、１
つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、１つ以上の特定用途向け専用プロセッサ（
ＡＳＳＰ）、１つ以上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、又は本開示で説明する技術を実行するための専用ハードウェアの上記の
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例のいずれかの組合せを備え得る。
【００１７】
　インターフェース１８は、表示装置１４などの別の機器とワイヤレス通信するインター
フェースを表す。図１の例には示されていないが、発信源機器１２は、他の機器とのワイ
ヤード又はワイヤレス接続を介して通信するために追加のインターフェースを含み得る。
これらの追加のインターフェースは、例えば、Bluetooth（登録商標）インターフェース
、ワイヤレスセルラーインターフェース、高解像度マルチメディアインターフェース（Ｈ
ＤＭＩ）、マイクロＨＤＭＩ、ユニバーサルシステムバス（ＵＳＢ）インターフェース、
external Serial Advanced Technology Attachment(eSATA)インターフェース、シリアル
インターフェース、セパレートビデオ（ｓビデオ）インターフェース、コンポーネントビ
デオインターフェース、ＲＣＡインターフェース、又は別の機器と通信するための他のタ
イプのワイヤード若しくはワイヤレスインターフェースを備え得る。
【００１８】
　図１の例では、発信源機器１２の制御ユニット１６は、１つ以上のハードウェアユニッ
ト又はソフトウェアと１つ以上のハードウェアユニットとの組合せとして集合的に又は別
々に実装され得る幾つかのユニット２０～２４を含む。深度推定ユニット２０は、左ビュ
ー２６Ａと右ビュー２６Ｂとを含む３Ｄビデオデータ２６に基づいて深度情報２８を推定
するユニットを表す。３Ｄビデオデータ２６は、第１の２Ｄ撮像装置、例えば、第１のカ
メラと、第２の２Ｄ撮像装置、例えば、第２のカメラとを含む３Ｄ撮像装置を使用してキ
ャプチャされ得、第１及び第２の２Ｄ撮像装置は、人間の頭部内の人間の左眼及び右眼の
配置を模倣するように配置される。第１の２Ｄ撮像装置は、人間の左眼からのシーンのビ
ューを模倣する２Ｄビデオデータを取得し得、一方、第２の２Ｄ撮像装置は、人間の右眼
からの同じシーンのビューを模倣する２Ｄビデオデータを取得し得る。左ビュー２６Ａは
、第１の２Ｄ撮像装置によって取得される２Ｄビデオデータを表し、右ビュー２６Ｂは、
第２の２Ｄ撮像装置によって取得される２Ｄビデオデータを表す。
【００１９】
　説明しやすいように図１に示されていないが、発信源機器１２は、上記の３Ｄ撮像装置
など、３Ｄビデオデータ２６を取得するための追加のユニット、モジュール、論理、ハー
ドウェア又は他の構成要素を含み得る。代替的に、発信源機器１２は、３Ｄビデオデータ
２６を記憶するためのアーカイブ又はリポジトリとして働き得る。幾つかの事例において
、発信源機器１２は、発信源機器１２内に含まれるインターフェース１８を介して３Ｄビ
デオデータ２６をワイヤレス受信し得る。幾つかの事例において、これらの外部機器は、
３Ｄビデオデータを発信源機器１２内に記憶するためにインターフェース１８を介して発
信源機器１２とインターフェースし得る。
【００２０】
　３Ｄビデオエンコーダ２２は、圧縮された形で３Ｄビデオデータ２６と深度情報２８と
を符号化するユニットを表す。より詳細には、３Ｄビデオエンコーダ２２は、深度画像ベ
ースレンダリング（ＤＩＢＲ）を可能にする形で３Ｄビデオデータ２６のビュー２６Ａ、
２６Ｂのうちの１つと深度情報２８とを符号化するユニットを表す。ＤＩＢＲは、与えら
れたビューと深度情報とから仮想ビューをレンダリングすることを伴う。ＤＩＢＲの利益
は、２つのビューではなく左ビュー及び右ビューのうちのただ１つだけが送信されるだけ
でよいということである。更に、ＤＩＢＲは、他のビューよりもサイズがかなり小さくな
り得るグレースケール画像又は所謂深度マップとして一般に与えられる深度情報を与える
。ＤＩＢＲを実装するデコーダは、次いで、深度マップと与えられたビューとから送られ
ないビューをレンダリングするか、又はさもなければ生成し得る。３Ｄビデオエンコーダ
２２は、更に、３Ｄビデオデータ２６を更に圧縮するために、ビュー２６Ａ、２６Ｂのう
ちの与えられた１つと深度情報２８とを圧縮し得る。３Ｄビデオエンコーダは、ビュー２
６Ａ、２６Ｂのうちの１つを圧縮するためのビュー符号化ユニット３０と、深度情報２８
を圧縮するための深度符号化ユニット３２とを含む。３Ｄビデオエンコーダは、符号化さ
れたビューと深度情報とを符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ３４としてフォーマッ
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トするか、又はさもなければパッケージング又はカプセル化し得る。
【００２１】
　３Ｄ分析ユニット２４は、符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ３４の品質を客観的
に評価する３Ｄ品質メトリック３６（「３ＤＱＭ３６」）を生成するために、本開示で説
明する技術を実行するか、又はさもなければ実装するユニットを表す。３ＤＱＭを、本開
示では３Ｄビデオ品質メトリック（３ＶＱＭ）と呼ぶこともある。深度推定ユニット２０
及び３Ｄビデオエンコーダ２２とは別個のユニットとして示されているが、３Ｄ分析ユニ
ット２４は、代替的に、本開示の以下でより詳細に説明する技術を実行するか、又はさも
なければ実装するために、深度推定ユニット２０及び３Ｄビデオエンコーダ２２の一方若
しくは両方に統合され得る。
【００２２】
　図１の例に更に示すように、表示装置１４は、発信源機器１２の制御ユニット１６と実
質的に同様であり得る制御ユニット３８と、発信源機器１２のインターフェース１８と実
質的に同様であり得るインターフェース４０とを含む。表示装置１４はまた、シャッター
メガネ、偏光メガネ又は色メガネを必要とし得る立体表示器とコンテンツを３Ｄで閲覧す
るためにメガネ又は他の機器を必要としない裸眼立体表示器とを含む、表示装置１４の閲
覧者による消費のための３Ｄビデオデータを提示することが可能な任意の表示器を表す３
Ｄ表示器４２を含む。３Ｄ表示器４２は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示器、発光
ダイオード（ＬＥＤ）表示器、プラズマ表示器、及び陰極線管（ＣＲＴ）表示器を含む、
任意のタイプの表示器を備え得る。表示装置１４の制御ユニット１６は、１つ以上のハー
ドウェアユニット又はソフトウェアと１つ以上のハードウェアユニットとの組合せとして
集合的に又は別々に実装され得る幾つかのユニット４４～４８を含む。
【００２３】
　３Ｄビデオデコーダ４４は、与えられたビュー５０Ａを生成するために符号化ＤＩＢＲ
ベース３Ｄビデオデータ３４を復号するユニットを表し、その符号化ＤＩＢＲベース３Ｄ
ビデオデータ３４は、説明のために、左ビュー５０Ａと深度情報５２とであると仮定する
。３Ｄビデオデコーダ４４は、ビュー復号ユニット５４と深度復号ユニット５６とを含む
。３Ｄビデオデコーダ４４は、ソフトウェア又は命令を実行することによって本開示で説
明する幾つかの機能を実装することも実装しないこともある別個のハードウェアユニット
として個別に、若しくは単一のハードウェアユニットとしてビュー復号ユニット５４と深
度復号ユニット５６とを実装し得る。ビュー復号ユニット５４は、与えられたビュー５０
Ａを生成するためにＤＩＢＲベースビデオデータ３４の符号化された与えられたビューを
復号するユニットを表す。深度復号ユニット５６は、深度情報５８を生成するために符号
化された深度マップ又は深度情報を復号するユニットを表す。
【００２４】
　ビュー再構成ユニット４６は、与えられたビュー５０Ａと深度情報５８とに基づいて右
ビュー５０Ｂを再構成するためにＤＩＢＲを実装する。右ビュー５０Ｂは、この理由のた
めに再構成ビュー５０Ｂ（「再構成（右）ビュー５０Ｂ」）と呼ばれることがある。ビュ
ー再構成ユニット４６は、右ビュー５０Ｂを再構成するために深度推定ユニット２０によ
って実装される動作とは逆の動作を実装し得る。ビュー再構成ユニット４６は、深度画像
ベースレンダリング（ＤＩＢＲ）を実行し得、ＤＩＢＲは、１つのビューからの、即ち、
この例では与えられたビューからのコンテンツを他のビュー中の所定のロケーションにマ
ッピングするために深度マップを使用することを伴う、ビュー再構成ユニット４６が実装
する動作又はプロセスである。ビュー再構成ユニット４６は、次いで、（しばしば「穴（
hole）」と呼ばれる）生成されたビュー中の空のロケーションを埋めるために様々なプロ
セスを実装し得る。３Ｄ分析ユニット４８にとって利用可能な情報の差を考慮するために
、以下でより詳細に説明する理由のために増強されるが、３Ｄ分析ユニット４８は、３Ｄ
分析ユニット２４によって実行される技術と同様の、本開示で説明する技術を実行する。
【００２５】
　最初に、発信源機器１２は、３Ｄビデオデータ２６を受信し得る。幾つかの事例では、
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発信源機器１２は、発信源機器１２の内部に含まれるか、又はワイヤード接続若しくはワ
イヤレス接続のいずれかを介して発信源機器１２に結合された３Ｄ撮像装置から３Ｄビデ
オデータ２６を受信する。代替的に、上記のように、発信源機器１２は、インターフェー
ス１８又は上記に記載した他の追加のインターフェースのうちの１つを介して３Ｄビデオ
データ２６を受信する。発信源機器１２は、次いで、表示装置１４にインターフェース１
８とワイヤレス通信チャネル１５とを介して配信するためのこの３Ｄビデオデータ２６を
圧縮するために３Ｄビデオデータ２６を符号化する。図１の例に示されていないが、制御
ユニット１６は、３Ｄビデオデータ２６を符号化して表示装置１４に転送することを開始
するためにユーザが対話し得る１つ以上のユーザインターフェースを提示するユーザイン
ターフェースユニット又はモジュールを含み得る。
【００２６】
　３Ｄビデオデータ２６の符号化及び配信が開始されると、発信源機器１２の制御ユニッ
ト１６は、深度情報２８を決定するための深度推定ユニット２０を呼び出す。制御ユニッ
ト１６はまた、ビュー２６Ａ、２６Ｂのうちの１つと深度情報２８とを符号化するための
３Ｄビデオエンコーダ２２を呼び出す。上記のように、３Ｄビデオエンコーダ２２が左ビ
ュー２６Ａを符号化すると仮定する。この仮定が与えられれば、３Ｄビデオエンコーダ２
２は、左ビュー２６Ａを符号化するためのビュー符号化ユニット２０と、深度情報２８を
符号化するための深度符号化ユニット３２とを呼び出す。３Ｄビデオエンコーダ２２は、
符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ３４を出力し、その符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビ
デオデータ３４は、表示装置１４にインターフェース１８とワイヤレス通信チャネル１５
とを介して送信される。
【００２７】
　インターフェース４０は、この符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ３４を受信し、
このビデオデータ３４を表示装置１４内に含まれる制御ユニット３８の３Ｄビデオデコー
ダ４４に転送する。３Ｄビデオデコーダ４４は、符号化された左ビュー２６Ａを復号する
ためのビュー復号ユニット５４を呼び出す。ビュー復号ユニット５４は、与えられたビュ
ー５０Ａを生成するために符号化左ビュー２６を復号する。３Ｄビデオデコーダ４４はま
た、符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ３４の符号化された深度情報２８を復号する
ための深度復号ユニット５６を呼び出す。深度復号ユニット５６は、深度情報５８を生成
するために符号化深度情報２８を復号する。制御ユニット３８は、右ビュー５０Ｂを再構
成するためのビュー再構成ユニット４６を呼び出し、その後、ビュー再構成ユニット４６
は、ＤＩＢＲを使用して与えられたビュー５０Ａと深度情報５８とに基づいて再構成され
た右ビュー５０Ｂを形成する。左ビュー５０Ａ及び右ビュー５０Ｂは、３Ｄ表示器４２に
３Ｄビデオデータ５０として転送され、その３Ｄ表示器４２は、３Ｄ表示器４２の閲覧者
にこの３Ｄビデオデータ５０を提示する。
【００２８】
　ＤＩＢＲベース符号化及びＤＩＢＲベース復号のこのプロセス全体にわたって、３Ｄ分
析ユニット２４、４８の各々は、本開示で説明する技術に従って、それぞれ３ＤＱＭ３６
及び６０を決定する。最初に発信源機器１２の３Ｄ分析ユニット２４を参照すると、３Ｄ
分析ユニット２４は、以下でより詳細に説明する本開示の技術に従って、ＤＩＢＲベース
３Ｄビデオデータを使用して歪み制限画像ビューを生成することになる理想深度マップを
推定する。手短に言えば、３Ｄ分析ユニット２４は、少なくとも生成された又は再構成さ
れたビューに基づいて理想深度マップを推定する。即ち、図１の例に示されていないが、
３Ｄビデオエンコーダ２２はまた、表示装置１４の３Ｄビデオデコーダ４４と同様の３Ｄ
ビデオデコーダを含む。同様に、深度推定ユニット２０はまた、ＤＩＢＲを実装し、３Ｄ
ビデオエンコーダ２２内に含まれる３Ｄビデオデコーダの出力から生成されたビューを再
構成するための、ビュー再構成ユニット４６と同様のビュー再構成ユニット４６を含み得
る。制御ユニット１６は、深度推定と、選択されたビュー、即ち、この例では左ビュー２
６Ａと深度情報２８とのその後の符号化とを可能にするためのこれらの復号ユニットとビ
ュー再構成ユニットとを含む。従って、深度推定ユニット２０は、復号された深度情報５
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８’と復号された左ビュー５０Ａ’とに基づいて再構成された右ビュー５０Ｂ’を出力し
得る。３Ｄ分析ユニット２４は、次いで、少なくとも生成された又は再構成されたビュー
５０Ｂ’に基づいて理想深度マップ６２（「ＤＭ６２」）を生成する。
【００２９】
　単一の基準ビュー又は与えられたビューと深度マップとを含むＤＩＢＲベースビデオデ
ータのみではなく、３Ｄビデオデータ２６全体が与えられれば、３Ｄ分析ユニット２４は
、元のビュー、即ち、右ビュー２６Ｂと生成された又は再構成されたビュー５０Ｂ’との
関数として理想深度マップ６２を計算し得る。３Ｄ分析ユニット２４が取得された３Ｄビ
デオデータ２６へのアクセスを有するこの所謂「フル基準（full reference）」コンテキ
ストは、より正確な深度マップ６２を与え得る。この「フル基準」コンテキストに関して
説明したが、３Ｄ分析ユニット２４は、所謂「簡約基準（reduced reference）」コンテ
キストと「無基準（no reference）」コンテキストとを含む、他のコンテキストに関して
本開示で説明する技術を実装し得、その両方については以下でより詳細に説明する。
【００３０】
　一般に、発信源機器１２の３Ｄ分析ユニット２４は、フル基準コンテキスト又は簡約基
準コンテキストのいずれかで理想深度マップ６２を計算し、一方、３Ｄ分析ユニット４８
は、簡約基準コンテキスト又は無基準コンテキストのいずれかでそれの深度マップ７０を
計算する。これらの２つの３Ｄ分析ユニット２４がどのように理想深度マップ６２、７０
を計算するかの違いは、以下でより詳細に説明するように、３Ｄビデオデータの利用可能
性による。フル基準コンテキストは、３Ｄビデオデータ２６が完全に利用可能である場合
、即ち、ビュー２６Ａ、２６Ｂのうちのただ１つではなくビュー２６Ａと２６Ｂの両方が
利用可能である場合を指す。簡約基準コンテキストは、左ビュー２６Ａと右ビュー２６Ｂ
の両方のための深度マップが与えられるが、ビュー２６Ａ、２６Ｂのうちの１つだけが与
えられるという点で、３Ｄビデオデータ２６が部分的にしか利用可能でない場合を指す。
無基準コンテキストは、３Ｄビデオデータ２６が、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ、即
ち、左ビューと右ビューのうちの１つだけと深度マップ又は他の深度情報とを備えるビデ
オデータのみを含む場合を指す。
【００３１】
　３Ｄ分析ユニット２４は、次いで、理想深度マップ６２と所定の深度情報又は深度マッ
プ２８との定量比較を通して１つ以上の歪みメトリック６４（「メトリック６４」）を導
出する。３Ｄ分析ユニット２４は、例えば、理想深度マップ６２と深度マップ２８との間
の差の標準偏差としてメトリック６４のうちの１つ以上を導出し得る。代替又は追加とし
て、３Ｄ分析ユニット２４は、３Ｄビデオデータ２６の第１のフレームについての理想深
度マップ６２と深度マップ２８との間の差と、３Ｄビデオデータ２６の第２のフレームに
ついての理想深度マップ６２と深度マップ２８との間の差との変化の標準偏差としてメト
リック６４のうちの１つ以上を導出し得る。代替又は追加として、３Ｄ分析ユニット２４
は、３Ｄビデオデータ２４の第１のフレームについて計算した深度マップ２８と３Ｄビデ
オデータ２４の第２のフレームについて計算した深度マップ２８との間の差の標準偏差と
してメトリック６４のうちの１つ以上を導出し得る。
【００３２】
　３Ｄ分析ユニット２４は、次いで、導出された歪みメトリック６４に基づいて３ＤＱＭ
３６を計算する。幾つかの事例では、３Ｄ分析ユニット２４は、歪みメトリック６４の全
ての数学的組合せとして３ＤＱＭ３６を生成する。他の事例では、３Ｄ分析ユニット２４
は、歪みメトリック６４のサブセットのみの組合せとして３ＤＱＭ３６を計算する。とに
かく、３ＤＱＭ３６は、それが主観的に導出されたメトリックの組合せとして計算されて
いないという点で目標メトリック（objective metric）を表す。代わりに、３Ｄ分析ユニ
ット２４は、これらのメトリック６４が所定の深度マップ２８と目標理想深度マップ（ob
jective ideal depth map）６２の推定との比較を通して導出されるという点で客観的に
導出されたメトリック６４の組合せとして３ＤＱＭ３６を計算する。この理想深度マップ
６２は、ＤＩＢＲベースビデオデータを使用して画像ビュー中に限定された歪みを生成す
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ることになる基準深度マップ６２を表し、従って、得られた符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビ
デオデータ３４をそれに対して評価するための目標標準（objective standard）を与える
。
【００３３】
　従って、疑似３ＤＱＭを導出するために、深度マップ２８と深度マップ５８’との従来
の比較であって、深度マップ２８が、深度推定ユニット２０によって実行される深度推定
による誤差を本質的に含み得る、比較を実行するのではなく、３Ｄ分析ユニット２４はこ
れらの固有の誤差を補正する形でこの深度マップ６２を計算するので、目標理想深度マッ
プ６２は、これらの固有の誤差を回避する。更に、３Ｄ分析ユニット２４は、得られた３
Ｄビデオデータ５０を閲覧する際に知覚される視覚的不快感と見なされ得るものを考慮す
るために導出されるメトリック６４の関数として３ＤＱＭ３６を生成する。言い換えれば
、疑似３ＤＱＭを計算するために幾つかの深度メトリックを従来の２Ｄメトリックに盲目
的に組み合わせるのではなく、３Ｄ分析ユニット２４は、知覚される視覚的不快感を考慮
するように３ＤＱＭ３６を計算するために、本開示で説明する技術を実装する。
【００３４】
　３Ｄ分析ユニット２４が３ＤＱＭ３６を計算すると、３Ｄ分析ユニット２４は、深度推
定ユニット２０及び３Ｄビデオエンコーダ２２の各々に３ＤＱＭ３６を送信し得、その深
度推定ユニット２０及び３Ｄビデオエンコーダ２２の各々は、次いで、３ＤＱＭ３６によ
って識別される少なくとも何らかの視覚的不快感を補正するために、この３ＤＱＭ３６に
基づいて１つ以上のパラメータを更新し得る。代替的に、３Ｄ分析ユニット２４は、深度
推定ユニット２０及び３Ｄビデオエンコーダ２２の各々に対して１つ以上のパラメータ６
６、６８の新しいセットを生成し、深度推定ユニット２０及び３Ｄビデオエンコーダ２２
の各々にこれらの新しいパラメータ６６及び６８を転送し得る。これらの新しいパラメー
タ６６及び６８は、３ＤＱＭ３６によって識別される符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデ
ータ３４を閲覧するときに予想される知覚される視覚的不快感を補正しようとする試みに
おいて、深度推定及び符号化を調整するように深度推定ユニット２０及び３Ｄビデオエン
コーダ２２を効果的に再構成する。３Ｄ分析ユニット２４は、一般に、符号化ＤＩＢＲベ
ース３Ｄビデオデータ３４を閲覧するときに予想される知覚される視覚的不快感を補正す
るために、深度推定ユニット２０及び３Ｄビデオエンコーダ２２の動的な、即ち、リアル
タイム又はほぼリアルタイムな再構成を可能にするために深度推定ユニット２０によって
実行される深度推定と３Ｄビデオエンコーダ２２によって実行される符号化と同時にこの
プロセス全体を実行する。
【００３５】
　上記のように、３Ｄ分析ユニット４８は、同様に、３ＤＱＭ６０を計算する。３Ｄ分析
ユニット４８は、３Ｄ分析ユニット２４が異なる情報に基づいて理想深度マップ（ＤＭ）
７０を推定し得ることを除いて、３Ｄ分析ユニット２４に実質的に同様であり得る。３Ｄ
分析ユニット２４は、やはり、再構成された右ビュー５０Ｂに少なくとも部分的に基づい
て深度マップ７０を推定する。しかしながら、両方のビュー２６Ａ、２６Ｂが送られると
これらのビュー２６Ａ、２６Ｂのうちのただ１つのみと深度情報又は深度マップ２８とを
送るという節約がなくなるので、ＤＩＢＲベース方式を使用する目的を無にすることにな
るので、３Ｄ分析ユニット４８は、元の右ビュー２６Ｂへのアクセスを有しないことがあ
り、一般に有しない。従って、３Ｄ分析ユニット４８は、概して、簡約基準コンテキスト
又は無基準コンテキストのいずれかにあり、右ビュー２６Ｂへのアクセスなしに理想深度
マップ７０を決定する。
【００３６】
　３Ｄ分析ユニット２４と実質的に同様の方法で、３Ｄ分析ユニット４８は、理想深度マ
ップ７０と再構成された深度マップ５８とに基づいて歪みメトリック７２のうちの１つ以
上を導出するか、又はさもなければ計算する。この場合も、３Ｄ分析ユニット２４と同様
に、３Ｄ分析ユニット４８は、メトリック７２に基づいて３ＤＱＭ６０を計算し、この３
ＤＱＭ６０を３Ｄビデオデコーダ４４とビュー再構成ユニット４６とに与え、その結果、
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これらのユニット４４、４６は、３ＤＱＭ６０によって識別される知覚される閲覧者不快
感を考慮するためにそれらのそれぞれのパラメータを更新し得る。代替的に、３Ｄ分析ユ
ニット４８は、３ＤＱＭ６０に基づいてパラメータ７４及び７６を決定し、３Ｄビデオデ
コーダ４４を決定されたパラメータ７４で更新し、ビュー再構成ユニット４６をパラメー
タ７６で更新し得る。
【００３７】
　これらの新しいパラメータ７４及び７６は、３ＤＱＭ６０によって識別される符号化Ｄ
ＩＢＲベース３Ｄビデオデータ３４を閲覧するときに予想される知覚される視覚的不快感
を補正しようとする試みにおいて、復号及びビュー再構成を調整するように３Ｄビデオデ
コーダ４４及びビュー再構成ユニット４６を効果的に再構成する。３Ｄ分析ユニット４８
は、一般に、符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ３４を閲覧するときに予想される知
覚される視覚的不快感を補正するために、３Ｄビデオデコーダ４４及びビュー再構成ユニ
ット４６の動的な再構成、即ち、リアルタイム又はほぼリアルタイムな再構成を可能にす
るために３Ｄビデオデコーダ４４によって実行される復号とビュー再構成ユニット４６に
よって実行されるビュー再構成とに並行してこのプロセス全体を実行する。３Ｄ表示器４
２は、次いで、３Ｄ表示器４２の１人又は複数人の閲覧者へのプレゼンテーションのため
の復号された３Ｄビデオデータ５０を提示し得る。
【００３８】
　このようにして、左ビューと右ビューとの両方について計算される従来の２Ｄ品質メト
リックに依拠し、次いで、これらのメトリックを組み合わせて深度情報を無視する何らか
の疑似３ＤＱＭを形成するのではなく、本開示で説明する技術は、目標理想深度マップに
関して歪みを評価する真の３ＤＱＭを構築する。ＤＩＢＲにおいて、（例えば、間違った
推定、数値丸め及び圧縮アーティファクトによる）深度マップ中の誤差は、相対画素ロケ
ーションの誤差及び再構成されたビュー５０Ｂの画素値の大きさの誤差をもたらす。再構
成されたビュー５０Ｂ中でのこれらの誤差の視覚効果は、テクスチャエリアの周りで有意
な強度変化の形で空間的に顕著になり、平坦領域の周りでちらつきの形で時間的に顕著に
なる。ＤＩＢＲベース３Ｄビデオ中の視覚的不快感は、更に、物体色の不一致など、過大
な視差、高速変化する視差、様々な深度キュー間の幾何学的歪み及び不整合（inconsiste
ncy）を含む幾つかのファクタから生じ得る。本開示で説明する技術は、３ＤＱＭ３６及
び６０によって識別される視覚的不快感を潜在的に動的に補正するために、３ＤＱＭ３６
及び６０の形でＤＩＢＲベース３Ｄビデオの視覚的品質を客観的に定量化する。
【００３９】
　更に、本技術は、レート歪み圧縮アルゴリズムの方法と同様の方法で実装され得る。即
ち、レート歪み圧縮アルゴリズムでは、復元されたビデオ中により多くのアーティファク
トを潜在的にもたらすことのトレードオフとしてワイヤレスチャネルを介した帯域幅消費
を低減するために、例えば、残差値を量子化することによってビデオの圧縮が高められ得
る。これらの圧縮システムでは、圧縮を低減して、復元されたビデオにアーティファクト
をもたらすことを低減し得るが、これにより、より多くのワイヤレス帯域幅を消費するよ
り大きいファイルが生じ得る。３ＤＱＭ３６又は６０などの３ＤＱＭは、圧縮及び深度推
定を通してもたらされるアーティファクトを識別し、レート制約付き（rate-constrained
）圧縮アルゴリズムに関して上記で説明したトレードオフと同様のトレードオフを生じる
パラメータ調整を推進し得る。この意味で、３ＤＱＭは、より多くのアーティファクトを
もたらすという犠牲を払って圧縮を高めるためか、又は帯域幅消費が増加するという犠牲
を払って圧縮を低減するために使用され得る。
【００４０】
　この点において、３ＤＱＭは、特定のアプリケーションに適するようにＤＩＢＲベース
３Ｄビデオデータの生成及び圧縮の適合が可能であり得る。即ち、３ＤＱＭは、圧縮にお
けるレート歪みトレードオフと同様である、正確な深度マップの推定に関与する計算の複
雑さと、これらの画像にもたらされるアーティファクトとの間のトレードオフを行い得る
。そのようなトレードオフを可能にすることによって、３ＤＱＭは、セルラーフォン、ラ
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ップトップコンピュータ、所謂ネットブック、携帯情報端末（ＰＤＡ）などのモバイル機
器中など、処理リソース又はバッテリーリソースが限定されるモバイルアプリケーション
又は埋込みリアルタイムアプリケーションにおける３Ｄビデオデータ技術の実装を可能に
し得る。
【００４１】
　上記では２ビューシステムに関して説明したが、本技術は、３つ以上のビューが３Ｄ表
示器に与えられ、複数の異なるビューを表示することを可能にする、マルチビュー３Ｄシ
ステムにおいて実装され得る。例えば、幾つかの３Ｄ表示器は、３Ｄ表示器に対して閲覧
者がどこにいるのかに応じて複数のビューを表示することができる。表示器の左側の閲覧
者は、３Ｄ表示器に対して正面の閲覧者、又は３Ｄ表示器の左側の閲覧者とは異なるビュ
ーを受け取り得る。これらの３Ｄ表示器は、これらのビューの各々を同時に表示し得、こ
れらのビューの各々の符号化及び復号は、本開示で説明するＤＩＢＲプロセスを使用して
進められ得る。この点において、これらのビューの各々に３ＤＱＭを与えるために、又は
これらのビューにグループとして３ＤＱＭを与えるために本技術が採用され得、これらの
１つ以上の３ＤＱＭは、これらのビューを閲覧するときに発生することが予想される少な
くとも何らかの視覚的不快感の識別及び潜在的なその後の補正を可能にし得る。従って、
本開示では、説明を簡単にするために２ビューシステムに関して説明するが、本技術はマ
ルチビューシステムにおいて採用され得る。
【００４２】
　図２は、本開示で説明する技術の様々な態様を実装する３Ｄ分析ユニット８０の例を示
すブロック図である。３Ｄ分析ユニット８０は、図１の例に示す３Ｄ分析ユニット２４又
は４８のいずれかを表し得、３Ｄ分析ユニット８０についての以下の説明の様々な部分は
、３Ｄ分析ユニット２４及び４８の各々に適用され得る。幾つかの事例では、３Ｄ分析ユ
ニット２４及び４８の各々は互いに実質的に同様であり得、従って３Ｄ分析ユニット８０
は、概して３Ｄ分析ユニット２４及び４８の両方を表し得る。他の例では、３Ｄ分析ユニ
ット２４は、特定のコンテキスト、例えば、上記のフル基準コンテキストに適応され得、
従って、３Ｄ分析ユニット８０は、この適応された３Ｄ分析ユニット２４を部分的に表す
にすぎない。同様に、３Ｄ分析ユニット４８は、特定のコンテキスト、例えば、上記の無
基準コンテキストに適応され得、従って、３Ｄ分析ユニット８０は、この適応された３Ｄ
分析ユニット４８を部分的に表すにすぎない。
【００４３】
　図２の例に示すように、３Ｄ分析ユニット８０は、理想深度推定ユニット８２と、歪み
メトリック計算ユニット８４と、３ＤＱＭ計算ユニット８６と、パラメータ生成ユニット
８８とを含む。これらのユニット８２～８８の各々は、ハードウェア又はハードウェアと
ソフトウェアの組合せのいずれかとして別々に実装され得る。代替的に、ユニット８２～
８８のうちの１つ以上は、ハードウェア又はハードウェアとソフトウェアの組合せのいず
れかとして集合的に実装され得る。
【００４４】
　理想深度推定ユニット８２は、概して、理想深度を推定し、理想深度マップ９０を出力
するユニットを表す。理想深度推定ユニット８２は、３Ｄビデオデータの異なるレベルの
利用可能性に基づいて理想深度マップ９０を推定する幾つかのユニット９２～９６を含む
。フル基準ユニット９２は、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータのみではなく３Ｄビデオデ
ータへの完全な利用可能性があるとき理想深度マップ９０を推定する。即ち、フル基準ユ
ニット９２は、元のビュー９８と元のビュー又は再構成されたビュー１００（「再構成ビ
ュー１００」）の再構成とに基づいて理想深度マップ９０を推定する。フル基準ユニット
９２はまた、決定された深度情報１０２（「深度情報１０２」）と、焦点距離１０３及び
（３Ｄ撮像装置の２Ｄカメラの中心間の直線距離として測定される）ベースライン１０５
などの３Ｄ撮像装置パラメータとに基づいてこの理想深度マップ９０を推定する。焦点距
離１０３及びベースライン１０５について、図７に関して以下でより詳細に説明する。幾
つかの事例では、これらの３Ｄ撮像装置パラメータは、実際の３Ｄ撮像装置のパラメータ
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ではなく、３Ｄ撮像装置をモデル化するために一般に使用されるパラメータを表す一般的
なパラメータにすぎないという点で、これらのパラメータは、仮想３Ｄ撮像装置のパラメ
ータを反映し得る。数学的に、フル基準ユニット９２によって実行されるフル基準推定は
、以下の式（１）によって表され得る。
【数１】

【００４５】
上式で、変数ＺIDEALは理想深度マップ９０を指し、変数Ｆは焦点距離１０３を指す。上
式（１）の変数Ｂはベースライン１０５を指し、変数ｋは定数値を指し、変数Ｉoは元の
ビュー又は画像９８を指し、変数Ｉgは生成された又は再構成されたビュー又は画像１０
０を指し、変数Ｚは深度情報１０２の深度マップを指す。本開示におけるビュー又は画像
への言及は、各ビュー又は画像を形成する実際の画素値を指す。計算された理想深度マッ
プは、グレースケール値の２次元アレイとして計算される。
【００４６】
　簡約基準ユニット９４は、同じく理想深度マップ９０を推定するが、３Ｄビデオデータ
の簡約化された又は部分的な利用可能性があるときには異なる簡約基準コンテキストで理
想深度マップ９０を推定する。即ち、簡約基準ユニット９４は、与えられたビュー１０４
と再構成されたビュー１００とに基づいて理想深度マップ９０を推定する。簡約基準ユニ
ット９４はまた、決定された深度情報１０２と、３Ｄ撮像装置パラメータと、焦点距離１
０３と、ベースライン１０５とに基づいてこの理想深度マップ９０を推定する。深度情報
１０２に関して、簡約基準ユニット９４は、概して、左ビューのための深度マップと右ビ
ューのための深度マップの両方を必要とする。深度推定ユニット２０などの深度推定ユニ
ットは、概して、左ビュー及び右ビューの各々に対応するこれらの深度マップの両方を与
えることが可能であり、図１の例に示す深度情報２８は、これらの深度マップの両方を含
み得る。深度符号化ユニット３２は、これらの深度マップの両方を符号化し、符号化ＤＩ
ＢＲベース３Ｄビデオデータ３４としてこれらを送信し得る。数学的に、簡約基準ユニッ
ト９４によって実行される簡約基準推定は、以下の式（２）によって表され得る。

【数２】

【００４７】
上式で、変数ＺIDEALは理想深度マップ９０を指し、変数Ｆは焦点距離１０３を指す。上
式（２）の変数Ｂはベースライン１０５を指し、変数ｋは定数値を指し、変数ｈは、図７
に関して以下でより詳細に説明するシフトセンサカメラモデルによる、センサの中心に対
する投影の中心の水平方向へのシフトを指し、変数ＩRは、基準又は与えられたビュー又
は画像１０４（「与えられたビュー１０４」）を指し、変数Ｉgは、生成された又は再構
成されたビュー又は画像１００を指し、変数ＺLは深度情報１０２の左深度マップを指し
、ＺRは深度情報１０２の右深度マップを指す。
【００４８】
　無基準ユニット９６は、理想深度マップ９０を推定するが、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオ
データしかないときには、「無基準」コンテキストと呼ばれる更に別のコンテキストで理
想深度マップ９０を推定する、更に別のユニットを表す。即ち、無基準ユニット９６は、
与えられたビュー１０４と再構成されたビュー１００とに基づいて理想深度マップ９０を
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推定する。簡約基準ユニット９４はまた、深度情報１０２と、３Ｄ撮像装置パラメータと
、焦点距離１０３と、ベースライン１０５とに基づいてこの理想深度マップ９０を推定す
る。数学的に、簡約基準ユニット９４によって実行される無基準推定は、以下の式（３）
によって表され得る。
【数３】

【００４９】
上式で、変数ＺIDEALは理想深度マップ９０を指し、変数Ｆは焦点距離１０３を指す。上
式（３）の変数Ｂはベースライン１０５を指し、変数ＩRは、基準又は与えられたビュー
又は画像１０４（「与えられたビュー１０４」）を指し、変数Ｉgは、生成された又は再
構成されたビュー又は画像１００を指し、変数Ｚは深度情報１０２の深度マップを指す。
式（３）の関数ｆは、ＩRとＩgとの対応するブロック間の平均視差（ｄ）を計算し、ＩR

中の対応するブロックに値ｄだけシフトを適用する関数を指す。関数ｆは、次いで、シフ
トされたＩRと生成されたビューＩgとの間の強度差を出力する。
【００５０】
　歪みメトリック計算ユニット８４は、理想深度マップ推定９０に基づいて歪みメトリッ
クを計算するユニットを表す。より詳細には、歪みメトリック計算ユニット８４は、深度
情報１０２と理想深度マップ推定９０との深度マップ間の差の定量的尺度として歪みメト
リックを計算し得る。深度情報１０２と理想深度マップ推定９０との間の差が常に視覚的
不快感を識別するとは限らないが、深度における不整合誤差（inconsistent error）は視
覚的不快感を生じる。このために、整合誤差（consistent error）は視覚的不快感を生じ
ないことがあるので、幾つかの歪みメトリックは、誤差ではなく不整合を測定する。
【００５１】
　例えば、空間領域において、特定の深度平面にわたる整合（又は均一）誤差は、その平
面全体を一方向にシフトさせ、そのような誤差の知覚効果は、知覚される深度のわずかな
増加又は減少を生じることになり、そのわずかな増加又は減少は、概して、多くの視覚的
不快感をもたらさない。しかしながら、深度における不整合誤差は、物体色の不一致によ
る深度キューの不整合の形で視覚的不快感を発生させる色画素／ブロックの変位をもたら
す。
【００５２】
　従って、歪みメトリック計算ユニット８４は、単に誤差を識別するのではなく、不整合
を評価する歪みメトリックを計算する。理想深度推定９０と、以下で説明する歪みメトリ
ック１１２～１１６などの１つ以上の歪みメトリックとを比較する際に、歪みメトリック
計算ユニット８４は、深度マップ推定及び圧縮によって生じた誤差、並びに、例えば、穴
埋めアルゴリズム及びビデオ圧縮プロセスのために合成又は生成された有色ビデオ自体の
処理によって生じた誤差を取込む。理想深度マップ推定９０は、所定の深度と有色ビデオ
自体との関数として生成されるので、生成された有色ビデオの処理によって生じた誤差が
識別される。
【００５３】
　歪みメトリック計算ユニット８４は、空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪みメトリックユニッ
ト１０６（「ＳＯ歪みメトリックユニット１０６」）と、時間的誤差外れ値（ＴＯ）歪み
メトリックユニット１０８（「ＴＯ歪みメトリックユニット１０８」）と、時間的不整合
（ＴＩ）歪みメトリックユニット１１０（「ＴＩ歪みメトリックユニット１１０」）とを
含む。ＳＯ歪みメトリックユニット１０６は、理想深度マップ推定９０に基づいてＳＯ歪
みメトリック１１２を計算するユニットを表す。特に、ＳＯ歪みメトリックユニット１０
６は、深度情報１０２の所定の深度マップと理想深度マップ推定９０との間の差の標準偏
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差としてＳＯ歪みメトリック１１２を計算し、そのＳＯ歪みメトリック１１２は、以下の
式（４）によって数学的に表され得る。
【数４】

【００５４】
上式で、変数ＳＯは、ＳＯ歪みメトリック１１２を指し、ｓｔｄ（ΔＺ）は、深度情報１
０２の深度マップと理想深度マップ推定９０との間の差の標準偏差を指す。ＳＯ歪みメト
リックユニット１０６は、３Ｄビデオデータの所定の画像又はフレームの空間的不整合を
効果的に定量化する。
【００５５】
　ＳＯ歪みメトリック１１２は、概して、前処理によって生じた雑音と、３Ｄビデオデー
タを生成するために使用されるラッピングプロセスにおける誤り（inaccuracy）の両方を
キャプチャする。ラッピングは、概して、２Ｄ画像で多角形などの３Ｄボリュームをラッ
ピングすることを指す。ラッピングは、固有の近似並びにカメラのモデル化近似を伴い得
る。深度の処理なしに合成又は再構成された画像の視差は、カメラから理想的に収集され
た画像の視差とまったく同じではない。従って、異なる深度平面でのシフトは完全には一
致しないことになる。深度マップと理想深度マップ推定との間の差の中のこれらの誤差と
処理による誤差とを分離するために、この差の標準偏差を使用して外れ値を計算する。こ
れらの外れ値は、深度マップ処理＋不適当な平面シフトによるエッジによって生じた雑音
である。このようにして、ＳＯは、深度マップ処理と不適当な平面シフトとによって生じ
た外れ値を識別する。
【００５６】
　ＴＯ歪みメトリックユニット１０８は、理想深度マップ推定９０に基づいてＴＯ歪みメ
トリック１１４を計算するユニットを表す。特に、ＴＯ歪みメトリックユニット１０８は
、３Ｄビデオデータの後続のフレームのための深度情報１０２の所定の深度マップと、同
じ後続のフレームのための理想深度マップ推定９との間の差から減算された、３Ｄビデオ
データの所定のフレームのための深度情報１０２の所定の深度マップと、同じフレームの
ための理想深度マップ推定９０との間の差の標準偏差としてＴＯ歪みメトリック１１４を
計算し、そのＴＯ歪みメトリック１１４は、以下の式（５）によって数学的に表され得る
。
【数５】

【００５７】
上式（５）の変数ＴＯは、ＴＯ歪みメトリック１１４を指し、ｓｔｄ（ΔＺt+1－ΔＺt）
は、３Ｄビデオデータの後続のフレーム（ｔ＋１）のための深度情報１０２の所定の深度
マップと、同じ後続のフレームのための理想深度マップ推定９との間の差から減算された
、３Ｄビデオデータの所定のフレーム（ｔ）のための深度情報１０２の所定の深度マップ
と、同じフレームのための理想深度マップ推定９０との間の差の標準偏差を指す。
【００５８】
　ＴＯ歪みメトリックユニット１０６は、時間的不整合を効果的に定量化し、その時間的
不整合は、著しい強度変化の形でテクスチャ付きのエリアの周りと、ちらつきの形で平坦
な領域の周りとで空間的に顕著になり得る。ＴＯの背後にある理由は、雑音によってもた
らされる誤差は時間的に不整合であるが、同じラッピングプロセスが両方のフレームを生
成するので、エッジは、時間的に整合したものになるということである。この点において
、ＴＯ歪みメトリック１１４は、ＳＯ中でエッジをフィルタ処理して除去し、雑音寄与の
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みを維持する。
【００５９】
　高速変化する視差又は不整合は、視覚的不快感の別の発生源であり、主に、深度推定及
び穴埋めアルゴリズム又は圧縮中の誤差によって生じる。これらの不整合は、ＴＩ歪みメ
トリック１１６によって識別され得、ＴＩ歪みメトリックユニット１１０は、このＴＩ歪
みメトリック１１６を計算するユニットを表す。ＴＩ歪みメトリックユニット１１０は、
以下の式（６）に従ってＴＩ歪みメトリック１１６を計算し得る。
【数６】

【００６０】
上式で、変数ＴＩは、ＴＩ歪みメトリック１１６を指し、ｓｔｄ（Ｚt+1－Ｚt）は、３Ｄ
ビデオデータの所定のフレーム（ｔ）のための深度情報１０２と３Ｄビデオデータの後続
のフレーム（ｔ＋１）のための深度情報１０２との間の差の標準偏差を指す。幾つかの例
示的な歪みメトリック１１２～１１６について上記で説明したが、本開示で説明する技術
は、これらの例示的な歪みメトリック１１２～１１６に限定されるべきではなく、３Ｄビ
デオデータの予想される視覚的不快感を評価するための他のタイプの歪みメトリックを含
み得る。
【００６１】
　３ＤＱＭ計算ユニット８６は、歪みメトリック１１２～１１６などの歪みメトリックの
うちの１つ以上に基づいて３ＤＱＭ１１８を計算するユニットを表す。３ＤＱＭ計算ユニ
ット８６は、３ＤＱＭ１１８を形成するために歪みメトリック１１２～１１６を組み合わ
せるより前に歪みメトリック１１２～１１６を正規化し得るか、又はさもなければ調整し
得る。３ＤＱＭ計算ユニット８６は、以下の例示的な式（７）に従って３ＤＱＭ１１８を
計算し得る。
【数７】

【００６２】
上式（７）で、変数３ＤＱＭは３ＤＱＭ１１８を指し、変数ＳＯはＳＯ歪みメトリック１
１２を指し、変数ＴＯはＴＯ歪みメトリック１１４を指し、変数ＴＩはＴＩ歪みメトリッ
ク１１６を指し、変数Ｋは、ＭＯＳ（平均オピニオンスコア：Mean Opinion Score）範囲
上にマッピングするために［１～５］の範囲内で最終３ＤＱＭメトリックをスケーリング
するための定数を指し、変数a、ｂ及びｃは、トレーニングシーケンスによって決定され
た定数値を表す。実際には、３ＤＱＭ計算ユニット８６は、３ＤＱＭ１１８が決定された
３Ｄビデオデータを閲覧するときに閲覧者が受けることが予想される少なくとも何らかの
視覚的不快感を識別するためにこの３ＤＱＭ１１８を生成する。
【００６３】
　パラメータ生成ユニット８８は、３ＤＱＭ１１８に基づいてパラメータ１２０を生成す
るユニットを表す。パラメータ生成ユニット８８は、３ＤＱＭ１１８によって識別される
少なくとも何らかの視覚的不快感を補正するためにパラメータ１２０を生成する。パラメ
ータ生成ユニット８８は、３Ｄ分析ユニット８０が動作するコンテキストに応じて、深度
推定ユニット２０などの深度推定ユニットと、３Ｄビデオエンコーダ２２などの３Ｄビデ
オデコーダと、３Ｄビデオデコーダ４４などの３Ｄビデオエンコーダと、ビュー再構成ユ
ニット４６などのビュー再構成ユニットとのうちのいずれかを更新するパラメータ１２０
を決定し得る。
【００６４】
　例えば、３Ｄ分析ユニット８０は、発信源機器１２など、３Ｄビデオデータを発信する
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発信源機器内で動作し得る。３Ｄ分析ユニット８０が、例示のために３Ｄ分析ユニット２
４を表すと仮定すると、３Ｄ分析ユニット８０は、左ビュー２６Ａと右ビュー２６Ｂの両
方を含むフル３Ｄビデオデータ２６を受信する。３Ｄ分析ユニット８０はまた、標準で事
前構成されるか、又は焦点距離１０３とベースライン１０５とを受信する。更に、３Ｄ分
析ユニット８０は、深度推定ユニット２０からの再構成された右ビュー５０Ｂ’の形で再
構成された右ビュー１００を受信する。３Ｄ分析ユニット８０は、更に、深度情報２８の
形で深度情報１０２を受信し、深度情報１０２は、左ビュー２６Ａに対応する左深度マッ
プと右ビュー２６Ｂに対応する右深度マップとを備え得る。
【００６５】
　この受信された情報に基づいて、３Ｄ分析ユニット８０の理想深度推定ユニット８２は
、３Ｄ分析ユニット８０が、左ビュー２６Ａと右ビュー２６Ｂの両方と、左深度マップと
右深度マップの両方を備える深度情報２８とを受信したことを考慮してフル基準ユニット
９２を呼び出す。呼び出されると、フル基準ユニット９２は、次いで、上記に記載した式
（１）に従って、図１の発信源機器１２のコンテキストでは理想深度マップ６２を表す、
理想深度マップ推定９０を計算する。フル基準ユニット９２は、歪みメトリック計算ユニ
ット８４に理想深度マップ６２を出力する。
【００６６】
　理想深度マップ６２を受信すると、歪みメトリック計算ユニット８４は、対応する式（
３）～（６）に従って歪みメトリック１１２～１１６の各々を計算するためのＳＯ歪みメ
トリックユニット１０６と、ＴＯ歪みメトリックユニット１０８と、ＴＩ歪みメトリック
ユニット１１０との各々を呼び出す。図１の発信源機器１２のコンテキストでは、歪みメ
トリック１１２～１１６はメトリック６４を表す。ユニット１０６～１１０は、３ＤＱＭ
計算ユニット８６に歪みメトリック６４を出力する。３ＤＱＭ計算ユニット８６は、図１
の発信源機器１２のコンテキストでは３ＤＱＭ３６を表す、３ＤＱＭ１１８を計算する。
３ＤＱＭ計算ユニット８６は、次いで、パラメータ生成ユニット８８に３ＤＱＭ３６を出
力し、パラメータ生成ユニット８８は、図１の発信源機器１２のコンテキストでは、パラ
メータ６６、６８を含むパラメータ１２０を出力する。
【００６７】
　フル基準コンテキストに関して説明したが、３Ｄ分析ユニット８０はまた、３Ｄビデオ
データ又はコンテンツを取得しないか、又はさもなければ発信しない、３Ｄビデオデータ
を記憶するにすぎない発信源機器内に実装され得る。この記憶された３Ｄビデオデータは
、左ビューと右ビューとに対応する深度マップと、ビュー２６Ａ、２６Ｂのうちのただ１
つのみとを含み得る。この所謂「ハーフ基準」コンテキストでは、理想深度マップ９０を
計算するためのフル基準ユニット９２を呼び出すのではなく、理想深度推定ユニット８４
は、理想深度マップ９０を計算するための簡約又はハーフ基準ユニット９４を呼び出し、
理想深度マップ９０は、この場合も図１の発信源機器１２のコンテキストでは、理想深度
マップ６２を表す。しかしながら、全ての他の点において、３Ｄ分析ユニット８０は、フ
ル基準インスタンスに関して上記で説明した３Ｄ分析ユニットと同様に動作する。
【００６８】
　別の例として、３Ｄ分析ユニット８０は、表示装置１４など、３Ｄビデオデータを発信
する表示装置内で動作し得る。３Ｄ分析ユニット８０が、例示のために３Ｄ分析ユニット
４８を表すと仮定すると、３Ｄ分析ユニット８０は、与えられた左ビュー５０Ａと再構成
された右ビュー５０Ｂとを含むＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ５０を受信する。３Ｄ分
析ユニット８０はまた、焦点距離１０３とベースライン１０５とを受信する。３Ｄ分析ユ
ニット８０は、更に、深度情報５８の形で深度情報１０２を受信し、深度情報１０２は、
与えられた左ビュー５０Ａに対応する左深度マップを備え得る。
【００６９】
　この受信された情報に基づいて、３Ｄ分析ユニット８０の理想深度推定ユニット８２は
、３Ｄ分析ユニット８０が、ただ１つの与えられたビュー５０と深度情報５８の形の対応
する左深度マップとを受信したことを考慮して無基準ユニット９６を呼び出す。呼び出さ
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れると、無基準ユニット９６は、上記に記載した式（３）に従って、図１の表示装置１４
のコンテキストでは理想深度マップ７０を表す、理想深度マップ推定９０を計算する。フ
ル基準ユニット９２は、歪みメトリック計算ユニット８４に理想深度マップ６２を出力す
る。
【００７０】
　理想深度マップ６２を受信すると、歪みメトリック計算ユニット８４は、対応する式（
４）～（６）に従って歪みメトリック１１２～１１６の各々を計算するためのＳＯ歪みメ
トリックユニット１０６と、ＴＯ歪みメトリックユニット１０８と、ＴＩ歪みメトリック
ユニット１１０との各々を呼び出す。図１の表示装置１４のコンテキストでは、歪みメト
リック１１２～１１６はメトリック７２を表す。ユニット１０６～１１０は、３ＤＱＭ計
算ユニット８６に歪みメトリック７２を出力する。３ＤＱＭ計算ユニット８６は、図１の
表示装置１４のコンテキストでは３ＤＱＭ６０を表す、３ＤＱＭ１１８を計算する。３Ｄ
ＱＭ計算ユニット８６は、次いで、パラメータ生成ユニット８８に３ＤＱＭ６０を出力し
、パラメータ生成ユニット８８は、図１の表示装置１４のコンテキストでは、パラメータ
７４、７６を含むパラメータ１２０を出力する。
【００７１】
　フル基準コンテキストに関して説明したが、３Ｄ分析ユニット８０はまた、深度情報１
０２の形で右深度マップと左深度マップの両方を含むＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを
受信する表示装置内に実装され得る。この所謂「ハーフ基準」コンテキストでは、理想深
度マップ９０を計算するための無基準ユニット９６を呼び出すのではなく、理想深度推定
ユニット８４は、理想深度マップ９０を計算するための簡約又はハーフ基準ユニット９４
を呼び出し、理想深度マップ９０は、この場合も図１の表示装置１２のコンテキストでは
、理想深度マップ７０を表す。しかしながら、全ての他の点において、３Ｄ分析ユニット
８０は、フル基準インスタンス及び無基準インスタンスに関して上記で説明した３Ｄ分析
ユニットと同様に動作し得る。
【００７２】
　図３は、本開示で説明する３次元（３Ｄ）品質メトリック導出技術の様々な態様を実装
する際の、図１の例に示す発信源機器１２などの発信源機器の例示的な動作を示すフロー
チャートである。図１の発生源１２に関して説明したが、本技術は、符号化ＤＩＢＲベー
ス３Ｄビデオデータを生成するために３Ｄビデオデータを符号化することが可能な任意の
機器によって実装され得る。
【００７３】
　最初に、発信源機器１２の制御ユニット１６は、深度推定ユニット２０を呼び出して、
上記で説明した方法で深度情報２８を計算する（１３０）。３Ｄビデオエンコーダ２２は
、ビュー符号化ユニット３０を呼び出して、ビュー２６Ａ、２６Ｂのうちの１つを符号化
し（１３２）、説明のために、ビュー符号化ユニット３０は左ビュー２６Ａを符号化する
と仮定する。３Ｄビデオエンコーダ２２はまた、深度符号化ユニット３２を呼び出して、
深度情報２８を符号化する（１３４）。３Ｄビデオエンコーダ２２は、符号化ＤＩＢＲベ
ース３Ｄビデオデータ３４を出力する。
【００７４】
　３Ｄビデオエンコーダ２２はまた、ビュー符号化ユニット３０を呼び出して、符号化さ
れた左ビューを復号して、復号された左ビュー５０Ａ’を出力する。ビデオ符号化は、残
差データを決定するために符号化ビューを復号するので、この復号は、ビデオ符号化のル
ーチン態様であり、その残差データは、復号された左ビュー５０Ａ’と後続の左ビューと
の間の差である。同様に、深度符号化ユニット３２は、符号化された深度情報を復号して
、復号された深度情報５８’を生成する。深度符号化ユニット３２は、深度推定ユニット
２０に復号された深度情報５８’を出力する。
【００７５】
　復号された左ビュー５０Ａ’と復号された深度情報５８’とに基づいて、深度推定ユニ
ット２０は、ビュー２６Ａ、２６Ｂのうちの他方を再構成し、その他方は、図１の例では
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、再構成された右ビュー５０Ｂ’として示されている（１３６）。３Ｄ分析ユニット２４
は、上記で説明したように、少なくとも再構成された右ビュー５０Ｂ’に基づいて、理想
深度マップ６２を計算する（１３８）。３Ｄ分析ユニット２４は、次いで、上記で説明し
た方法で、理想深度マップ６２に基づいて歪みメトリック６４を導出する（１４０）。ま
た、上記で説明したように、３Ｄ分析ユニット２４は、歪みメトリック６４に基づいて３
ＤＱＭ３６を計算する（１４２）。更に、３Ｄ分析ユニット２４は、３ＤＱＭ３６に基づ
いてパラメータ６６、６８を生成する（１４４）。３Ｄ分析ユニット２４は、３Ｄビデオ
データ２６を閲覧するときに予想される識別された視覚的不快感のうちの少なくとも一部
を補正するためにパラメータ６６、６８を生成する。これらのパラメータ６６、６８を使
用して、３Ｄ分析ユニット２４は、深度推定ユニット２０と深度符号化ユニット３２とを
構成する（１４６）。
【００７６】
　図４は、本開示で説明する技術の様々な態様を実装する際の、図１の例に示す表示装置
１４などの表示装置の例示的な動作を示すフローチャートである。図１の表示装置１４に
関して説明したが、本技術は、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを生成するために符号化
ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを復号することが可能な任意の機器によって実装され得
る。
【００７７】
　最初に、表示装置１４の制御ユニット３８は、３Ｄビデオデコーダ４４を呼び出して、
符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ３４を復号する。符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデ
オデータ３４は、符号化された与えられたビューと符号化された深度情報とを含む。３Ｄ
ビデオデコーダ４４は、ビュー復号ユニット５４を呼び出して、与えられたビューを復号
し、与えられたビュー５０Ａを生成する（１５０）。３Ｄビデオデコーダ４４は同じく、
深度復号ユニット５６を呼び出して、符号化された深度情報を復号し、復号された深度情
報５８を生成する（１５２）。制御ユニット３８は、次いで、ビュー再構成ユニット４６
を呼び出し、ビュー再構成ユニット４６は、復号された深度情報５８と復号された与えら
れたビュー５０Ａとから再構成されたビュー５０Ｂを再構成する（１５４）。
【００７８】
　制御ユニット３８は、更に、ビュー５０Ｂの再構成の後に３Ｄ分析ユニット４８を呼び
出す。３Ｄ分析ユニット４８は、上記で説明した方法で、少なくとも再構成されたビュー
５０Ｂに基づいて理想深度マップ７０を計算する（１５６）。３Ｄ分析ユニット４８は、
次いで、上記で説明したように、理想深度マップ７０に基づいて歪みメトリック７２を導
出する（１５８）。また、上記で説明したように、３Ｄ分析ユニット４８は、歪みメトリ
ック７２に基づいて３ＤＱＭ６０を計算する（１６０）。３Ｄ分析ユニット４８は、更に
、３ＤＱＭ６０に基づいてパラメータ７４、７６を生成する（１６２）。３Ｄ分析ユニッ
ト２４は、３Ｄビデオデータ５０を閲覧するときに予想される識別された視覚的不快感の
うちの少なくとも一部を補正するためにパラメータ７４、７６を生成する。これらの生成
されたパラメータ７４、７６を使用して、３Ｄ分析モジュール４８は、３Ｄビデオデコー
ダ４４とビュー再構成ユニット４６とを構成する（１６４）。
【００７９】
　図５は、３Ｄ品質メトリックを計算するために本開示で説明する技術の様々な態様を実
装する際の、図２の例に示す３Ｄ分析ユニット８０などの３Ｄ分析ユニットの例示的な動
作を示すフローチャートである。最初に、３Ｄ分析ユニット８０は、再構成されたビュー
１００と、深度情報１０２と、元のビュー９８と与えられたビュー１０４とのうちの１つ
以上との形で情報を受信する（１７０）。３Ｄ分析ユニット８０は、この情報を受信した
ことに応答して理想深度推定ユニット８２を呼び出す。理想深度推定ユニット８２は、次
いで、受信された情報に基づいてコンテキストを決定する（１７２）。
【００８０】
　例えば、理想深度推定ユニット８２が、元のビュー９８と、再構成されたビュー１００
と、これらのビューの両方のための深度マップを含む深度情報１０２とを受信すると仮定
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すると、理想深度推定ユニット８２は、３Ｄ分析ユニット８０が動作するコンテキストが
フル基準コンテキストであると決定する。従って、受信された情報はフル基準情報として
特徴づけられ得る。このフル基準コンテキストを決定すると（「はい１７４」）、理想深
度推定ユニット８２は、フル基準ユニット９２を呼び出す。フル基準ユニット９２は、上
記に記載した式（１）を実装して、決定されたフル基準情報に基づいて理想深度マップ９
０を計算する（１７６）。
【００８１】
　別の例として、理想深度推定ユニット８２が、再構成されたビュー１００と、与えられ
たビュー１０４と、左ビューと右ビューの両方のための深度マップとのみを受信すると仮
定すると、理想深度推定ユニット８２は、３Ｄ分析ユニット８０が動作するコンテキスト
が簡約基準コンテキストであると決定する。従って、受信された情報は簡約基準情報とし
て特徴づけられ得る。理想深度推定ユニット８２は、次いで、３Ｄ分析ユニット８０が、
フル基準コンテキストではなく（「いいえ」１７４）簡約基準コンテキストで動作する（
「はい」１７８）と決定する。この決定に応答して、理想深度推定ユニット８２は、簡約
基準ユニット９４を呼び出す。簡約基準ユニット９４は、上記に記載した式（２）を実装
して、簡約基準情報に基づいて理想深度マップ推定９０を計算する（１８０）。
【００８２】
　更に別の例として、理想深度推定ユニット８２が、再構成されたビュー１００と、与え
られたビュー１０４と、左ビューと右ビューとのうちの１つのための深度マップとのみを
受信すると仮定すると、理想深度推定ユニット８２は、３Ｄ分析ユニット８０が動作する
コンテキストが無基準コンテキストであると決定する。従って、受信された情報は無基準
情報として特徴づけられ得る。理想深度推定ユニット８２は、次いで、３Ｄ分析ユニット
８０が、フル基準コンテキストでも（「いいえ」１７４）、簡約基準コンテキストでも（
「いいえ」１７８）動作しないと決定する。その結果、理想深度推定ユニット８２は無基
準ユニット９６を呼び出す。無基準ユニット９６は、上記に記載した式（３）を実装して
、無基準情報に基づいて理想深度マップ推定９０を計算する（１８２）。
【００８３】
　とにかく、理想深度推定ユニット８２は、歪みメトリック計算ユニット８４に理想深度
マップ推定９０を出力する。理想深度推定ユニット８２からこれを受信することに応答し
て、歪みメトリック計算ユニット８４は、メートルユニット１０６～１１０を呼び出す。
メトリックユニット１０６～１１０は、次いで、上記に記載した対応する式（４）～（６
）に従って、理想深度マップ推定９０に基づいてメトリック１１２～１１６を計算する（
１８４）。深度メトリック計算ユニット８４は、３ＤＱＭ計算ユニット８６にこれらのメ
トリック１１２～１１６を出力する。これらのメトリック１１２～１１６を受信すること
に応答して、３ＤＱＭ計算ユニット８６は、上記に記載した式（７）に従って、歪みメト
リック１１２～１１６に基づいて３ＤＱＭ１１８を計算する（１８６）。３Ｄ計算ユニッ
ト８６は、パラメータ生成ユニット８８に３ＤＱＭ１１８を出力する。３ＤＱＭ１１８を
受信することに応答して、パラメータ生成ユニット８８は、３ＤＱＭ１１８に基づいてパ
ラメータ１２０を生成する（１８８）。
【００８４】
　図６は、本開示で説明する技術に従って生成される３ＤＱＭの主観的分析を与えるグラ
フ１９０を示す図である。グラフ１９０は、図１の３ＤＱＭ３６、６０及び図２の３ＤＱ
Ｍ１１８などの３ＤＱＭにとって可能な値を定義するｙ軸１９２を含む。グラフ１９０は
また、平均オピニオンスコアを定義するｘ軸１９４を含み、スコア１は非常に悪い評価を
表し、スコア２は悪い評価を表し、スコア３は普通という評価を表し、４のスコアは良い
という評価を表し、５のスコアは非常に良いという評価を表す。
【００８５】
　グラフ１９０はまた、グラフ１９０中で実線として示されている第１の線１９６を含む
。この線１９６は、平均オピニオンスコアが生成された、閲覧者によって評価された３Ｄ
ビデオデータと同じ３Ｄビデオデータのための３ＤＱＭの理想値を識別する。特に、線１
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９６は、３ＤＱＭスコア０が平均オピニオンスコア０に対応し、３ＤＱＭスコア１が平均
オピニオンスコア１に対応し、以下同様に、このように線形的に続くことを示す。グラフ
１９０は、更に、理想線１９６から離れた（正及び負の）標準偏差１シグマを識別する破
線１９８Ａ、１９８Ｂのセットを与える。更に、グラフ１９０は、理想線１９６からの外
れ値境界を定義する線２００Ａ、２００Ｂの第２のセットを含む。
【００８６】
　グラフ１９０はまた、フル基準コンテキストと無基準コンテキストの両方で計算された
３ＤＱＭのための幾つかのデータポイントを採用する。フル基準３ＤＱＭと無基準３ＤＱ
Ｍの両方は、一般的に、理想線１９６の（線１９８Ａ、１９８Ｂによって識別される）１
標準偏差内にある。詳細には、結果の２乗平均（ＲＭＳ）誤差は約０．６１５８に等しく
なり、平均オピニオンスコアの標準偏差は約０．７８８５である。２乗平均誤差が平均オ
ピニオンスコアの標準偏差よりも小さいことを考慮すると、概して、３ＤＱＭが極めて正
確であると結論付けられ得る。フル基準３ＤＱＭと無基準３ＤＱＭとのための相関係数は
約０．８９４２に等しく、結果がコヒーレントであることを示し、一方、外れ値比は０で
あり、全ての３ＤＱＭ値が整合していることを示す。この点について、３ＤＱＭは、主観
的閲覧者結果を近似し得、従って、３Ｄビデオデータの閲覧経験を改善するか又は少なく
とも可能にするために、３Ｄビデオデータの自動補正を可能にし得る。
【００８７】
　上記で説明した３ＤＱＭなど、３ＤＴＶのための目標品質メトリック(objective quali
ty metrics)は、ＤＩＢＲアルゴリズム、深度マップ圧縮、深度マップ推定、穴埋め技術
、及び表示向上の品質の進歩のために非常に重要なものであり得る。３ＤＱＭ特有のもの
である理想深度マップ推定はまた、上記で説明した方法で深度マップ推定における不良画
素補正のための改良ステップとして使用され得るので、重要となり得る。特に、深度推定
の不正確さが特定の画像の視覚的品質にどのくらい影響を及ぼすのかを定量化することは
、正確な深度マップの推定に関与する計算の複雑さと、これらの画像にもたらされるアー
ティファクトとの間のトレードオフを可能にし得、そのトレードオフは、圧縮の際のレー
ト歪みトレードオフと同様である。このトレードオフ態様は、特に、処理リソース又はバ
ッテリーリソースが限定される埋込みリアルタイムアプリケーションにおいて適用可能で
あり得る。３ＤＱＭ技術の実装形態は、誤差ベースのメトリックと比較して、深度マップ
圧縮の際のビットの割振りのためのより効率的なレート歪み基準を可能にする深度マップ
アーティファクトによる知覚歪みの実際の計算をも可能にし得る。
【００８８】
　この場合も、２ビューシステムに関して上記で説明したが、本技術は、３つ以上のビュ
ーが３Ｄ表示器に与えられ、複数の異なるビューを表示することを可能にするマルチビュ
ー３Ｄシステムにおいて実装され得る。この点において、これらのビューの各々に３ＤＱ
Ｍを与えるために、又はこれらのビューにグループとして３ＤＱＭを与えるために本技術
が採用され得、これらの１つ以上の３ＤＱＭは、これらのビューを閲覧するときに発生す
ることが予想される少なくとも何らかの視覚的不快感の識別及び潜在的なその後の補正を
可能にし得る。従って、本開示では、説明を簡単にするために２ビューシステムに関して
説明するが、本技術はマルチビューシステムにおいて採用され得る。
【００８９】
　図７は、シフトセンサカメラモデルを示す図２２０である。シフトセンサカメラモデル
は、３Ｄ撮像装置を効果的にモデル化し得、このために、仮想３Ｄ撮像装置を表し得る。
図２２０では、ポイント２２２Ａ、２２２Ｂは、それぞれ、左眼２Ｄ撮像装置及び右眼２
Ｄ撮像装置の中心点を表す。これらのポイント２２２Ａ、２２２Ｂ間の水平距離は、上記
のように、ベースラインと呼ばれ、文字「Ｂ」によって示される。中心の各々から焦点へ
の距離は、同じく焦点距離と呼ばれ、文字「Ｆ」として図２２０に示す。図２２０の文字
「ｈ」は、センサの中心に対する投影の中心の水平方向へのシフトを指す。これらの様々
な文字「Ｂ」、「Ｆ」及び「ｈ」は、少なくとも何らかの予想される視覚的不快感を補正
するために、異なる３ＤＱＭ値に応答して改変され得るシフトセンサカメラモデルの変数
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を指す。これらの変数はまた、式（２）及び（３）など、上記の様々な式中で使用された
変数に対応する。
【００９０】
　本明細書に説明される技術は、ハードウェア、ファームウェア、又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、ユニット又は構成要素として説明した特徴は、集積論理機器において一緒
に、又は個別であるが相互運用可能な論理機器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、集積回路チップ又はチップセットなどの集積回路機器として実装され
得る。ソフトウェアで実装された場合、これらの技術は、実行されると、上記で説明した
方法の１つ以上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。
【００９１】
　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（ＲＡ
Ｍ）、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（Ｒ
ＯＭ）、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、磁気又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。本技術は、追加又は代替として、命令又は
データ構造の形態でコードを搬送又は通信し、コンピュータによってアクセス、読取り、
及び／又は実行され得るコンピュータ可読通信媒体によって、少なくとも部分的に実現さ
れ得る。
【００９２】
　コード又は命令は、１つ以上の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）、又は他の等価な集積又はディスクリート
論理回路など、１つ以上のプロセッサによって実行され得る。従って、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、又は本明細書で説明する技術の実装に好適
な他の構造のいずれかを指す。更に、幾つかの態様では、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又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術の１つ以上を実装する回路を含む様々な集積回路機器のいずれ
かを企図する。そのような回路は、単一の集積回路チップ、又は所謂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機器は様々な適
用例において使用され得、適用例の幾つかは携帯電話ハンドセットなどのワイヤレス通信
機器での使用を含み得る。
【００９３】
　本開示の様々な例について説明した。これら及び他の例は以下の特許請求の範囲に入る
。
　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］　深度画像ベースレンダリング（ＤＩＢＲ）ベース３次元（３Ｄ）ビデオデータ
の視覚的品質を定量化するために目標メトリック（３６、６０）を得るための方法であっ
て、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（１３８、１５６）を使用して歪み制限画像ビュー
を生成することになる理想深度マップ（６２、７０）を推定することと、前記理想深度マ
ップ（６２、７０）と前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（３４、１４０、１５８）の
生成において使用される深度マップ（２８、５８）との定量比較に基づいて、１つ以上の
歪みメトリック（６４、７２）を導出することと、導出された前記１つ以上の歪みメトリ
ック（６４、１４２、１６０）に基づいて前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの視覚的
品質を定量化するために前記目標メトリック（３６、６０）を計算することと、を備える
、方法。
　［２］　前記歪みメトリックの各々が、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを閲覧す
るときに予想される３Ｄ閲覧視覚的不快感の測定値を示す、［１］に記載の方法。
　［３］　前記理想深度マップを推定することが、以下の式に従って前記理想深度マップ
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を推定することを含み、
【数８】

　上式で、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから生成されたビューを表し、
Ｉｏが元の画像を表し、Ｚが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップを
表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから異なるビューを生成するために使
用される仮想３Ｄ撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タから異なるビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ撮像装置のベースラインを
表す、［１］に記載の方法。
　［４］　前記理想深度マップを推定することが、以下の式に従って前記理想深度マップ
を推定することを含み、
【数９】

　上式で、ＩRが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されたビューを表し、ＺLが、元の左眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオ
データの深度マップを表し、ＺRが、元の右眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデ
オデータの深度マップを表し、ｋが第１の定数を表し、ｈが第２の定数を表し、Ｆが、前
記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
追加のビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表
す、［１］に記載の方法。
　［５］　前記理想深度マップを推定することが、以下の式に従って前記理想深度マップ
を推定することを含み、
【数１０】

　上式で、ＩRが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されるビューを表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビュー
を生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記Ｄ
ＩＢＲベース３Ｄビデオデータから前記追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表し、関数ｆ（ＩR，Ｉg）が、前記基準ビューＩR

中の画素の各ブロックと、前記基準ビューの前記ブロックに水平シフトを適用した後の生
成された前記ビューＩｇ中の画素の各対応するブロックとの間の強度の差を表し、前記水
平シフトの量が、その特定のブロックにおける平均視差であり、前記平均視差が前記基準
ビューの深度マップの関数である、［１］に記載の方法。
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　［６］　前記１つ以上の歪みメトリックを導出することが、空間的誤差外れ値（ＳＯ）
歪みメトリックと時間的誤差外れ値（ＴＯ）歪みメトリックとのうちの１つ以上を導出す
ることを備える、［１］に記載の方法。
　［７］　前記１つ以上の歪みメトリックを導出することが、理想深度マップと前記ＤＩ
ＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差の標準偏差として空間的誤差外
れ値（ＳＯ）歪みメトリックを導出することと、前記理想深度マップと、前記３Ｄビデオ
の２つの連続するフレームのための前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マッ
プとの間の差の標準偏差として時間的誤差外れ値（ＴＯ）歪みメトリックを導出すること
と、を備え、前記方法が、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータと次のＤＩＢＲベース３Ｄビ
デオデータとを生成するために使用される深度マップ間の差の標準偏差として時間的不整
合（ＴＩ）歪みメトリックを導出することを更に備え、前記目標メトリックを計算するこ
とが、前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックの各々を０～１の範囲に正規化することと
、以下の式に従って前記目標メトリックを計算することと
【数１１】

　を備え、上式で、３ＶＱＭが前記目標メトリックを表し、ＳＯ、ＴＯ及びＳＩが、前記
正規化されたＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックを表し、ａ、ｂ、及びｃが、トレーニン
グシーケンスによって決定される定数を表し、ｋがスケーリングファクタを表す、［１］
に記載の方法。
　［８］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前記
方法が、１つ以上のパラメータに従って３Ｄビデオデータから前記深度マップを推定する
ことであって、前記３Ｄビデオデータが左ビューと右ビューとを含み、与えられた前記ビ
ューが前記左ビューと前記右ビューとのうちの１つから選択される、推定することと、前
記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記３Ｄビデオデータのた
めの前記深度マップを推定するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正するこ
とと、を更に備える、［１］に記載の方法。
　［９］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前記
方法が、符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメー
タに従って前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップと与えられた前記ビュ
ーとを符号化することと、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために
、前記深度マップと与えられた前記ビューとのうちの１つ以上を符号化するために使用さ
れる前記１つ以上のパラメータを修正することと、を更に備える、［１］に記載の方法。
　［１０］　前記３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前記方法が、前記
深度マップと与えられた前記ビューとを生成するために、１つ以上のパラメータに従って
前記深度マップの符号化バージョンと与えられた前記ビューの符号化バージョンとを復号
することと、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記深度マ
ップの前記符号化バージョンと与えられた前記ビューの前記符号化バージョンとを復号す
るために使用される前記１つ以上のパラメータを修正することとを更に備える、［１］に
記載の方法。
　［１１］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前
記方法が、前記３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに従って前記
深度マップと与えられた前記ビューとから３Ｄビデオデータの左ビュー又は右ビューのい
ずれかを再構成することであって、与えられた前記ビューが前記３Ｄビデオデータの前記
左ビュー又は前記右ビューのいずれかとして選択される、再構成することと、前記目標メ
トリックによって識別される欠陥を補正するために、前記左ビュー又は前記右ビューのい



(35) JP 5583850 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

ずれかを再構成するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正することと、を更
に備える、［１］に記載の方法。
　［１２］　深度画像ベースレンダリング（ＤＩＢＲ）ベース３次元（３Ｄ）ビデオデー
タの視覚的品質を定量化するために目標メトリック（３６、６０）を得る機器であって、
前記機器（１２、１４）が、前記３Ｄ目標メトリック（３６、６０）を計算する３Ｄ分析
ユニット（２４、４８）を備え、前記３Ｄ分析ユニット（２４、４８）が、ＤＩＢＲベー
ス３Ｄビデオデータ（３４）を使用して歪み制限画像ビューを生成することになる理想深
度マップ（６２、７０）を推定する理想深度推定ユニット（８２）と、前記理想深度マッ
プ（６２、７０）と前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（３４）の前記生成において使
用される深度マップ（２８、５８）との定量比較に基づいて、１つ以上の歪みメトリック
（６４、７２）を導出する歪みメトリック計算ユニット（８４）と、導出された前記１つ
以上の歪みメトリック（６４、７２）に基づいてＤＩＢＲベースビデオデータ（３４）の
視覚的品質を定量化するために前記目標メトリック（３６、６０）を計算する目標メトリ
ック計算ユニット（８６）とを含む、機器（１２、１４）。
　［１３］　前記歪みメトリックの各々が、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを閲覧
するときに予想される３Ｄ閲覧視覚的不快感の測定値を示す、［１２］に記載の機器。
　［１４］　前記理想深度マップ推定ユニットが、以下の式に従って前記理想深度マップ
を推定し、
【数１２】

　上式で、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから生成されたビューを表し、
Ｉｏが元の画像を表し、Ｚが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップを
表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから異なるビューを生成するために使
用される仮想３Ｄ撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タから異なるビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ撮像装置のベースラインを
表す、［１２］に記載の機器。
　［１５］　前記理想深度マップ推定ユニットが、以下の式に従って前記理想深度マップ
を推定し、
【数１３】

　上式で、ＩRが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されたビューを表し、ＺLが、元の左眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオ
データの深度マップを表し、ＺRが、元の右眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデ
オデータの深度マップを表し、ｋが第１の定数を表し、ｈが第２の定数を表し、Ｆが、前
記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
追加のビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表
す、［１２］に記載の機器。
　［１６］　前記理想深度マップ推定ユニットが、以下の式に従って前記理想深度マップ
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を推定し、
【数１４】

　上式で、ＩRが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されるビューを表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビュー
を生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記Ｄ
ＩＢＲベース３Ｄビデオデータから前記追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表し、関数ｆ（ＩR，Ｉg）が、前記基準ビューＩR

中の画素の各ブロックと、前記基準ビューの前記ブロックに水平シフトを適用した後の生
成された前記ビューＩｇ中の画素の各対応するブロックとの間の強度の差を表し、前記水
平シフトの量が、その特定のブロックにおける平均視差であり、前記平均視差が前記基準
ビューの深度マップの関数である、［１２］に記載の機器。
　［１７］　前記歪みメトリック計算ユニットが、理想深度マップと前記ＤＩＢＲベース
３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差の標準偏差として空間的誤差外れ値（ＳＯ
）歪みメトリックを導出し、前記理想深度マップと、前記３Ｄビデオの２つの連続するフ
レームのための前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差の標準
偏差として時間的誤差外れ値（ＴＯ）歪みメトリックを導出し、ＤＩＢＲベース３Ｄビデ
オデータと次のＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータとを生成するために使用される深度マッ
プ間の差の標準偏差として時間的不整合（ＴＩ）歪みメトリックを導出し、前記目標メト
リック計算ユニットが、前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックの各々を０～１の範囲に
正規化し、以下の式に従って前記目標メトリックを計算し、
【数１５】

　上式で、３ＶＱＭが前記目標メトリックを表し、ＳＯ、ＴＯ及びＳＩが、正規化された
前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックを表し、ａ、ｂ、及びｃが、トレーニングシーケ
ンスによって決定される定数を表し、ｋがスケーリングファクタを表す、［１］に記載の
機器。
　［１８］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、１
つ以上のパラメータに従って３Ｄビデオデータから前記深度マップを推定することと、前
記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記３Ｄビデオデータのた
めの前記深度マップを推定するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正するこ
とと、を行い、前記３Ｄビデオデータが左ビューと右ビューとを含み、与えられた前記ビ
ューが前記左ビューと前記右ビューとのうちの１つから選択される、深度推定ユニットを
更に含む、［１２］に記載の機器。
　［１９］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、符
号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに従って
前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップと与えられた前記ビューとを符号
化することと、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記深度
マップと与えられた前記ビューとのうちの１つ以上を符号化するために使用される前記１
つ以上のパラメータを修正することと、を行う３Ｄビデオエンコーダを更に含む、［１２
］に記載の機器。
　［２０］　前記３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前記深度マップと
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与えられた前記ビューとを生成するために、１つ以上のパラメータに従って前記深度マッ
プの符号化バージョンと与えられた前記ビューの符号化バージョンとを復号することと、
前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記深度マップの前記符
号化バージョンと与えられた前記ビューの前記符号化バージョンとを復号するために使用
される前記１つ以上のパラメータを修正することと、を行う３Ｄビデオデコーダを更に備
える、［１２］に記載の機器。
　［２１］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前
記３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに従って前記深度マップと
与えられた前記ビューとから３Ｄビデオデータの左ビュー又は右ビューのいずれかを再構
成することと、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記左ビ
ュー又は前記右ビューのいずれかを再構成するために使用される前記１つ以上のパラメー
タを修正することとを行い、与えられた前記ビューが前記３Ｄビデオデータの前記左ビュ
ー又は前記右ビューのいずれかとして選択される、ビュー再構成ユニットを更に備える、
［１２］に記載の機器。
　［２２］　深度画像ベースレンダリング（ＤＩＢＲ）ベース３次元（３Ｄ）ビデオデー
タの視覚的品質を定量化するために目標メトリック（３６、６０）を得る装置であって、
ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（３４）を使用して歪み制限画像ビューを生成すること
になる理想深度マップ（６２、７０）を推定するための手段（８２）と、前記理想深度マ
ップと前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（３４）の前記生成において使用される深度
マップ（６２、７０）との定量比較に基づいて、１つ以上の歪みメトリック（６４、７２
）を導出するための手段（８４）と、導出された前記１つ以上の歪みメトリック（６４、
７２）に基づいて前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータ（３４）の視覚的品質を定量化す
るために前記目標メトリック（３６、６０）を計算するための手段（８６）と、を備える
、装置（１２、１４）。
　［２３］　前記歪みメトリックの各々が、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを閲覧
するときに予想される３Ｄ閲覧視覚的不快感の測定値を示す、［２２］に記載の装置。
　［２４］　以下の式に従って前記理想深度マップを推定するための手段を更に備え、
【数１６】

　上式で、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから生成されたビューを表し、
Ｉｏが元の画像を表し、Ｚが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップを
表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから異なるビューを生成するために使
用される仮想３Ｄ撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タから異なるビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ撮像装置のベースラインを
表す、［２２］に記載の装置。
　［２５］　以下の式に従って前記理想深度マップを推定するための手段を更に備え、
【数１７】

　上式で、ＩRが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されたビューを表し、ＺLが、元の左眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオ
データの深度マップを表し、ＺRが、元の右眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデ
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オデータの深度マップを表し、ｋが第１の定数を表し、ｈが第２の定数を表し、Ｆが、前
記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
追加のビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表
す、［２２］に記載の装置。
　［２６］　以下の式に従って前記理想深度マップを推定するための手段を更に備え、
【数１８】

　上式で、ＩRが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されるビューを表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビュー
を生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記Ｄ
ＩＢＲベース３Ｄビデオデータから前記追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表し、関数ｆ（ＩR，Ｉg）が、前記基準ビューＩR

中の画素の各ブロックと、前記基準ビューの前記ブロックに水平シフトを適用した後の生
成された前記ビューＩｇ中の画素の各対応するブロックとの間の強度の差を表し、前記水
平シフトの量が、その特定のブロックにおける平均視差であり、前記平均視差が前記基準
ビューの深度マップの関数である、［２２］に記載の装置。
　［２７］　空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪みメトリックと時間的誤差外れ値（ＴＯ）歪み
メトリックとのうちの１つ以上を導出するための手段を更に備える、［２２］に記載の装
置。
　［２８］　理想深度マップと前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップと
の間の差の標準偏差として空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪みメトリックを導出するための手
段と、前記理想深度マップと、前記３Ｄビデオの２つの連続するフレームのための前記Ｄ
ＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差の標準偏差として時間的誤差
外れ値（ＴＯ）歪みメトリックを導出するための手段と、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タと次のＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータとを生成するために使用される深度マップ間の
差の標準偏差として時間的不整合（ＴＩ）歪みメトリックを導出するための手段と、前記
ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックの各々を０～１の範囲に正規化するための手段と、以
下の式に従って前記目標メトリックを計算するための手段と

【数１９】

　を更に備え、上式で、３ＶＱＭが前記目標メトリックを表し、ＳＯ、ＴＯ及びＳＩが、
正規化された前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックを表し、ａ、ｂ、及びｃが、トレー
ニングシーケンスによって決定される定数を表し、ｋがスケーリングファクタを表す、［
２２］に記載の装置。
　［２９］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、１
つ以上のパラメータに従って３Ｄビデオデータから前記深度マップを推定するための手段
と、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記３Ｄビデオデー
タのための前記深度マップを推定するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正
するための手段と、を更に備え、前記３Ｄビデオデータが左ビューと右ビューとを含み、
与えられた前記ビューが前記左ビューと前記右ビューとのうちの１つから選択される、［
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２２］に記載の装置。
　［３０］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、符
号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに従って
前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップと与えられた前記ビューとを符号
化するための手段と、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前
記深度マップと与えられた前記ビューとのうちの１つ以上を符号化するために使用される
前記１つ以上のパラメータを修正するための手段と、を更に備える、［２２］に記載の装
置。
　［３１］　前記３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前記深度マップと
与えられた前記ビューとを生成するために、１つ以上のパラメータに従って前記深度マッ
プの符号化バージョンと与えられた前記ビューの符号化バージョンとを復号するための手
段と、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記深度マップの
前記符号化バージョンと与えられた前記ビューの前記符号化バージョンとを復号するため
に使用される前記１つ以上のパラメータを修正すための手段と、を更に備える、［２２］
に記載の装置。
　［３２］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前
記３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメータに従って前記深度マップと
与えられた前記ビューとから３Ｄビデオデータの左ビュー又は右ビューのいずれかを再構
成するための手段と、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前
記左ビュー又は前記右ビューのいずれかを再構成するために使用される前記１つ以上のパ
ラメータを修正するための手段と、を更に備え、与えられた前記ビューが前記３Ｄビデオ
データの前記左ビュー又は前記右ビューのいずれかとして選択される、［２２］に記載の
装置。
　［３３］　実行されたとき、１つ以上のプロセッサに、ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タ（３４）を使用して歪み制限画像ビューを生成することになる理想深度マップ（６２、
７０）を推定することと、前記理想深度マップ（６２、７０）と前記ＤＩＢＲベース３Ｄ
ビデオデータ（３４）の前記生成において使用される深度マップ（２８、５８）との定量
比較に基づいて、１つ以上の歪みメトリック（６４、７２）を導出することと、導出され
た前記１つ以上の歪みメトリック（６４、７２）に基づいて前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデ
オデータの視覚的品質を定量化するために前記目標メトリック（３６、６０）を計算する
ことと、を行わせる命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
　［３４］　前記歪みメトリックの各々が、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを閲覧
するときに予想される３Ｄ閲覧視覚的不快感の測定値を示す、［３３］に記載の非一時的
コンピュータ可読媒体。
　［３５］　前記１つ以上のプロセッサに、以下の式に従って前記理想深度マップを推定
させる命令を更に備え、
【数２０】

　上式で、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから生成されたビューを表し、
Ｉｏが元の画像を表し、Ｚが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップを
表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから異なるビューを生成するために使
用される仮想３Ｄ撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデー
タから異なるビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ撮像装置のベースラインを
表す、［３３］に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［３６］　前記１つ以上のプロセッサに、以下の式に従って前記理想深度マップを推定
させる命令を更に備え、
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　上式で、ＩRが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されたビューを表し、ＺLが、元の左眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオ
データの深度マップを表し、ＺRが、元の右眼ビューからの前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデ
オデータの深度マップを表し、ｋが第１の定数を表し、ｈが第２の定数を表し、Ｆが、前
記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
追加のビューを生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表
す、［３３］に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［３７］　前記１つ以上のプロセッサに、以下の式に従って前記理想深度マップを推定
させる命令を更に備え、
【数２２】

　上式で、ＩRが基準ビューを表し、Ｉｇが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから
生成されるビューを表し、Ｆが、前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータから追加のビュー
を生成するために使用される前記仮想３Ｄ画像撮像装置の焦点距離を表し、Ｂが、前記Ｄ
ＩＢＲベース３Ｄビデオデータから前記追加のビューを生成するために使用される前記仮
想３Ｄ画像撮像装置のベースラインを表し、関数ｆ（ＩR，Ｉg）が、前記基準ビューＩR

中の画素の各ブロックと、前記基準ビューの前記ブロックに水平シフトを適用した後の生
成された前記ビューＩｇ中の画素の各対応するブロックとの間の強度の差を表し、前記水
平シフトの量が、その特定のブロックにおける平均視差であり、前記平均視差が前記基準
ビューの深度マップの関数である、［３３］に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［３８］　前記１つ以上のプロセッサに、空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪みメトリックと
時間的誤差外れ値（ＴＯ）歪みメトリックとのうちの１つ以上を導出させる命令を更に備
える、［３３］に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［３９］　前記１つ以上のプロセッサに、理想深度マップと前記ＤＩＢＲベース３Ｄビ
デオデータの前記深度マップとの間の差の標準偏差として空間的誤差外れ値（ＳＯ）歪み
メトリックを導出することと、前記理想深度マップと、前記３Ｄビデオの２つの連続する
フレームのための前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップとの間の差の標
準偏差として時間的誤差外れ値（ＴＯ）歪みメトリックを導出することと、ＤＩＢＲベー
ス３Ｄビデオデータと次のＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータとを生成するために使用され
る深度マップ間の差の標準偏差として時間的不整合（ＴＩ）歪みメトリックを導出するこ
とと、前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックの各々を０～１の範囲に正規化することと
、以下の式に従って前記目標メトリックを計算することと
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【数２３】

　を行わせる命令を更に備え、上式で、３ＶＱＭが前記目標メトリックを表し、ＳＯ、Ｔ
Ｏ及びＳＩが、正規化された前記ＳＯ、ＴＯ及びＴＩ歪みメトリックを表し、ａ、ｂ、及
びｃが、トレーニングシーケンスによって決定される定数を表し、ｋがスケーリングファ
クタを表す、［３３］に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［４０］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前
記１つ以上のプロセッサに、１つ以上のパラメータに従って３Ｄビデオデータから前記深
度マップを推定することであって、前記３Ｄビデオデータが左ビューと右ビューとを含み
、与えられた前記ビューが前記左ビューと前記右ビューとのうちの１つから選択される、
推定することと、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するために、前記３
Ｄビデオデータのための前記深度マップを推定するために使用される前記１つ以上のパラ
メータを修正することとを行わせる命令を更に備える、［３３］に記載の非一時的コンピ
ュータ可読媒体。
　［４１］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前
記１つ以上のプロセッサに、符号化ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータを生成するために、
１つ以上のパラメータに従って前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータの前記深度マップと
与えられた前記ビューとを符号化することと、前記目標メトリックによって識別される欠
陥を補正するために、前記深度マップと与えられた前記ビューとのうちの１つ以上を符号
化するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正することとを行わせる命令を更
に備える、［３３］に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［４２］　前記３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前記１つ以上のプ
ロセッサに、前記深度マップと与えられた前記ビューとを生成するために、１つ以上のパ
ラメータに従って前記深度マップの符号化バージョンと与えられた前記ビューの符号化バ
ージョンとを復号することと、前記目標メトリックによって識別される欠陥を補正するた
めに、前記深度マップの前記符号化バージョンと与えられた前記ビューの前記符号化バー
ジョンとを復号するために使用される前記１つ以上のパラメータを修正することとを行わ
せる命令を更に備える、［３３］に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［４３］　前記ＤＩＢＲベース３Ｄビデオデータが、与えられたビューを更に含み、前
記１つ以上のプロセッサに、前記３Ｄビデオデータを生成するために、１つ以上のパラメ
ータに従って前記深度マップと与えられた前記ビューとから３Ｄビデオデータの左ビュー
又は右ビューのいずれかを再構成することと、前記目標メトリックによって識別される欠
陥を補正するために、前記左ビュー又は前記右ビューのいずれかを再構成するために使用
される前記１つ以上のパラメータを修正することとを行わせる命令を更に備え、与えられ
た前記ビューが前記３Ｄビデオデータの前記左ビュー又は前記右ビューのいずれかとして
選択される、［３３］に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
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