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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元映像を示す映像データと、当該映像データの制御情報とを含む映像信号を処理す
る三次元映像処理装置であって、
　前記制御情報から、前記映像データに含まれるピクチャに対応付けられ、当該ピクチャ
の少なくとも一部の深さ方向の表示位置を調整するために当該一部をずらす量であるオフ
セット値を抽出する抽出部と、
　前記抽出部により抽出されたオフセット値を用いて、第１ピクチャに対応するオフセッ
ト値を、当該第１ピクチャより時間的に前に位置する第２ピクチャに対応付けられたオフ
セット値と、当該第１ピクチャより時間的に後に位置する第３ピクチャに対応付けられた
オフセット値とのうち小さい方である第１オフセット値以上、かつ、大きい方である第２
オフセット値以下に補完するオフセット値補完部と、
　前記オフセット値補完部により補完されたオフセット値分、前記第１ピクチャの少なく
とも一部をずらすことにより、当該一部の深さ方向の表示位置を調整するオフセット制御
部と、
　前記映像データに含まれる各ピクチャに対応付けられた前記オフセット値が適切である
か否かを判定するエラー判定部とを備え、
　前記第１ピクチャは、前記エラー判定部により適切でないと判定されたピクチャであり
、
　前記第２ピクチャは、前記エラー判定部により適切であると判定されたピクチャのうち
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、前記第１ピクチャの直前に位置するピクチャであり、
　前記第３ピクチャは、前記エラー判定部により適切であると判定されたピクチャのうち
、前記第１ピクチャの直後に位置するピクチャであり、
　前記エラー判定部は、処理対象のピクチャのオフセット値と当該処理対象のピクチャの
直前のピクチャのオフセット値との差分、及び当該処理対象のピクチャのオフセット値と
当該処理対象のピクチャの直後のピクチャのオフセット値との差分のうち少なくとも一方
が所定の閾値以上の場合に、当該処理対象のピクチャのオフセット値が適切でないと判定
する
　三次元映像処理装置。
【請求項２】
　三次元映像を示す映像データと、当該映像データの制御情報とを含む映像信号を処理す
る三次元映像処理装置であって、
　前記制御情報から、前記映像データに含まれるピクチャに対応付けられ、当該ピクチャ
の少なくとも一部の深さ方向の表示位置を調整するために当該一部をずらす量であるオフ
セット値を抽出する抽出部と、
　前記抽出部により抽出されたオフセット値を用いて、第１ピクチャに対応するオフセッ
ト値を、当該第１ピクチャより時間的に前に位置する第２ピクチャに対応付けられたオフ
セット値と、当該第１ピクチャより時間的に後に位置する第３ピクチャに対応付けられた
オフセット値とのうち小さい方である第１オフセット値以上、かつ、大きい方である第２
オフセット値以下に補完するオフセット値補完部と、
　前記オフセット値補完部により補完されたオフセット値分、前記第１ピクチャの少なく
とも一部をずらすことにより、当該一部の深さ方向の表示位置を調整するオフセット制御
部と、
　前記映像データに含まれる各ピクチャに対応付けられた前記オフセット値が適切である
か否かを判定するエラー判定部とを備え、
　前記第１ピクチャは、前記エラー判定部により適切でないと判定されたピクチャであり
、
　前記第２ピクチャは、前記エラー判定部により適切であると判定されたピクチャのうち
、前記第１ピクチャの直前に位置するピクチャであり、
　前記第３ピクチャは、前記エラー判定部により適切であると判定されたピクチャのうち
、前記第１ピクチャの直後に位置するピクチャであり、
　前記制御情報は、各ピクチャの第１表示時刻を示す第１タイムスタンプ情報と、複数ピ
クチャ単位毎に対応付けられたオフセット情報とを含み、
　前記オフセット情報は、対応する複数ピクチャにそれぞれ対応付けられた複数の前記オ
フセット値と、当該各オフセット値が対応する第２表示時刻を示す第２タイムスタンプ情
報とを含み、
　前記オフセット制御部は、前記各ピクチャの第１表示時刻と同一の第２表示時刻に対応
する前記オフセット値分、当該ピクチャの少なくとも一部をずらすことにより、当該一部
の深さ方向の表示位置を調整し、
　前記エラー判定部は、さらに、各複数ピクチャ単位に含まれる複数のピクチャの前記第
１表示時刻と同一の第２表示時刻に対応する前記オフセット値が前記オフセット情報に含
まれない場合に、当該複数ピクチャ単位の第２タイムスタンプ情報が不適切であると判定
し、
　前記オフセット制御部は、前記エラー判定部により、第２タイムスタンプ情報が不適切
であると判定された複数ピクチャ単位に含まれるピクチャのうち、前記第１タイムスタン
プで示される表示時刻が小さい方から順に、前記第２タイムスタンプで示される表示時刻
が小さいオフセット値を順時対応付け、前記各ピクチャの少なくとも一部を、対応付けた
前記オフセット値分、ずらすことにより、当該ピクチャの深さ方向の表示位置を調整する
　三次元映像処理装置。
【請求項３】
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　三次元映像を示す映像データと、当該映像データの制御情報とを含む映像信号を処理す
る三次元映像処理装置であって、
　前記制御情報から、前記映像データに含まれるピクチャに対応付けられ、当該ピクチャ
の少なくとも一部の深さ方向の表示位置を調整するために当該一部をずらす量であるオフ
セット値を抽出する抽出部と、
　前記抽出部により抽出されたオフセット値を用いて、第１ピクチャに対応するオフセッ
ト値を、当該第１ピクチャより時間的に前に位置する第２ピクチャに対応付けられたオフ
セット値と、当該第１ピクチャより時間的に後に位置する第３ピクチャに対応付けられた
オフセット値とのうち小さい方である第１オフセット値以上、かつ、大きい方である第２
オフセット値以下に補完するオフセット値補完部と、
　前記オフセット値補完部により補完されたオフセット値分、前記第１ピクチャの少なく
とも一部をずらすことにより、当該一部の深さ方向の表示位置を調整するオフセット制御
部と、
　前記映像データに含まれる各ピクチャに対応付けられた前記オフセット値が適切である
か否かを判定するエラー判定部とを備え、
　前記第１ピクチャは、前記エラー判定部により適切でないと判定されたピクチャであり
、
　前記第２ピクチャは、前記エラー判定部により適切であると判定されたピクチャのうち
、前記第１ピクチャの直前に位置するピクチャであり、
　前記第３ピクチャは、前記エラー判定部により適切であると判定されたピクチャのうち
、前記第１ピクチャの直後に位置するピクチャであり、
　前記制御情報は、各ピクチャの表示時刻を示す第１タイムスタンプ情報と、複数ピクチ
ャ単位毎に対応付けられたオフセット情報とを含み、
　前記オフセット情報は、対応する複数ピクチャの前記オフセット値と、当該オフセット
値が対応する前記表示時刻を示す第２タイムスタンプ情報とを含み、
　前記オフセット制御部は、前記各ピクチャの第１タイムスタンプ情報で示される表示時
刻を示す第２タイムスタンプが対応付けられた前記オフセット値分、当該ピクチャの少な
くとも一部をずらすことにより、当該一部の深さ方向の表示位置を調整し、
　前記エラー判定部は、さらに、各複数ピクチャ単位に含まれる複数のピクチャの前記第
１表示時刻と同一の第２表示時刻に対応する前記オフセット値が前記オフセット情報に含
まれない場合に、当該複数ピクチャ単位の第２タイムスタンプ情報が不適切であると判定
し、
　前記オフセット値補完部は、前記エラー判定部により、第２タイムスタンプ情報が不適
切であると判定された複数ピクチャ単位のオフセット情報に含まれる前記オフセット値を
予め定められた値に補完する
　三次元映像処理装置。
【請求項４】
　三次元映像を示す映像データと、当該映像データの制御情報とを含む映像信号を処理す
る三次元映像処理装置であって、
　前記制御情報から、前記映像データに含まれるピクチャに対応付けられ、当該ピクチャ
の少なくとも一部の深さ方向の表示位置を調整するために当該一部をずらす量であるオフ
セット値を抽出する抽出部と、
　前記抽出部により抽出されたオフセット値を用いて、第１ピクチャに対応するオフセッ
ト値を、当該第１ピクチャより時間的に前に位置する第２ピクチャに対応付けられたオフ
セット値と、当該第１ピクチャより時間的に後に位置する第３ピクチャに対応付けられた
オフセット値とのうち小さい方である第１オフセット値以上、かつ、大きい方である第２
オフセット値以下に補完するオフセット値補完部と、
　前記オフセット値補完部により補完されたオフセット値分、前記第１ピクチャの少なく
とも一部をずらすことにより、当該一部の深さ方向の表示位置を調整するオフセット制御
部とを備え、
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　前記制御情報は、各ピクチャの表示時刻を示す第１タイムスタンプ情報と、複数ピクチ
ャ単位の映像データ毎に対応付けられたオフセット情報とを含み、
　前記オフセット情報は、対応する複数ピクチャの前記オフセット値と、当該オフセット
値が対応する前記表示時刻を示す第２タイムスタンプ情報とを含み、
　前記オフセット制御部は、前記各ピクチャの第１タイムスタンプ情報で示される表示時
刻を示す第２タイムスタンプが対応付けられた前記オフセット値分、当該ピクチャの少な
くとも一部をずらすことにより、当該一部の深さ方向の表示位置を調整し、
　前記三次元映像処理装置は、さらに、
　各複数ピクチャ単位に含まれる複数のピクチャの前記第１表示時刻と同一の第２表示時
刻に対応する前記オフセット値が前記オフセット情報に含まれない場合に、当該複数ピク
チャ単位の前記第２タイムスタンプ情報が不適切であると判定するエラー判定部を備え、
　前記第１ピクチャは、前記エラー判定部により第２タイムスタンプ情報が不適切である
と判定された複数ピクチャ単位に含まれる全てのピクチャであり、
　前記第２ピクチャは、前記エラー判定部により第２タイムスタンプ情報が不適切である
と判定された複数ピクチャ単位の直前に位置する複数ピクチャ単位に含まれる最後のピク
チャであり、
　前記第３ピクチャは、前記エラー判定部により第２タイムスタンプ情報が不適切である
と判定された複数ピクチャ単位の直後に位置する複数ピクチャ単位に含まれる最初のピク
チャである
　三次元映像処理装置。
【請求項５】
　三次元映像を示す映像データと、当該映像データの制御情報とを含む映像信号を処理す
る三次元映像処理装置であって、
　前記制御情報から、前記映像データに含まれるピクチャに対応付けられ、当該ピクチャ
の少なくとも一部の深さ方向の表示位置を調整するために当該一部をずらす量であるオフ
セット値を抽出する抽出部と、
　前記抽出部により抽出されたオフセット値を用いて、第１ピクチャに対応するオフセッ
ト値を、当該第１ピクチャより時間的に前に位置する第２ピクチャに対応付けられたオフ
セット値と、当該第１ピクチャより時間的に後に位置する第３ピクチャに対応付けられた
オフセット値とのうち小さい方である第１オフセット値以上、かつ、大きい方である第２
オフセット値以下に補完するオフセット値補完部と、
　前記オフセット値補完部により補完されたオフセット値分、前記第１ピクチャの少なく
とも一部をずらすことにより、当該一部の深さ方向の表示位置を調整するオフセット制御
部とを備え、
　前記制御情報は、複数ピクチャ単位の映像データ毎に対応付けられたオフセット情報を
含み、
　前記オフセット情報は、対応する複数ピクチャの前記オフセット値と、当該オフセット
情報に含まれる前記オフセット値の数を示す数情報とを含み、
　前記三次元映像処理装置は、さらに、
　前記数情報で示される前記オフセット値の数が、対応する複数ピクチャ単位に含まれる
ピクチャの数より少ない場合に、当該数情報が不適切であると判定するエラー判定部を備
え、
　前記第１ピクチャは、前記エラー判定部により数情報が不適切であると判定された複数
ピクチャ単位に含まれるピクチャのうち、当該数情報で示される数番目より後に位置する
全てのピクチャであり、
　前記第２ピクチャは、前記エラー判定部により数情報が不適切であると判定された複数
ピクチャ単位に含まれるピクチャのうち、当該数情報で示される数番目のピクチャであり
、
　前記第３ピクチャは、前記エラー判定部により数情報が不適切であると判定された複数
ピクチャ単位の直後に位置する複数ピクチャ単位に含まれる最初のピクチャである
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　三次元映像処理装置。
【請求項６】
　三次元映像を示す映像データと、当該映像データの制御情報とを含む映像信号を処理す
る三次元映像処理装置であって、
　前記制御情報から、前記映像データに含まれるピクチャに対応付けられ、当該ピクチャ
の少なくとも一部の深さ方向の表示位置を調整するために当該一部をずらす量であるオフ
セット値を抽出する抽出部と、
　前記抽出部により抽出されたオフセット値を用いて、第１ピクチャに対応するオフセッ
ト値を、当該第１ピクチャより時間的に前に位置する第２ピクチャに対応付けられたオフ
セット値と、当該第１ピクチャより時間的に後に位置する第３ピクチャに対応付けられた
オフセット値とのうち小さい方である第１オフセット値以上、かつ、大きい方である第２
オフセット値以下に補完するオフセット値補完部と、
　前記オフセット値補完部により補完されたオフセット値分、前記第１ピクチャの少なく
とも一部をずらすことにより、当該一部の深さ方向の表示位置を調整するオフセット制御
部とを備え、
　前記映像データは、第１三次元映像を示す第１映像データと、第２三次元映像を第２映
像データとを含み、
　前記オフセット制御部は、前記オフセット値補完部により補完されたオフセット値分、
前記第１ピクチャに含まれる前記第２三次元映像の画像をずらすことにより、当該第２三
次元映像の画像の深さ方向の表示位置を調整し、調整した調整第２映像データを生成し、
　前記三次元映像処理装置は、さらに、
　前記第１映像データと、前記調整第２映像データとを合成する合成部を備える
　三次元映像処理装置。
【請求項７】
　前記第２三次元映像は、字幕又はメニュー表示画面である
　請求項６記載の三次元映像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、三次元映像処理装置及び三次元映像処理方法に関し、特に、三次元映像を示
す映像データと、当該映像データの制御情報とを含む映像信号を処理する三次元映像処理
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　視聴者が立体的に感じる二次元映像である三次元映像を表示する三次元映像表示装置が
知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この三次元映像表示装置は、互いに視差を有する右眼用の画像と左眼用の画像とを表示
することにより、視聴者が立体的に感じる画像を表示する。例えば、三次元映像表示装置
は、右眼用の画像と左眼用の画像とを１フレームごとに交互に表示する。また、視聴者は
、１フレームごとに右眼と左眼とのどちらが見えるかが切り替わる眼鏡を用いる。これに
より、視聴者は、右眼用の画像は右眼でのみ、左眼用の画像は左眼でのみ見ることができ
るので、三次元映像表示装置が表示する画像を三次元として認識できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２６７６５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、このような三次元映像を処理する三次元映像処理装置には、ユーザにと
って、より良好な三次元映像を生成できることが望まれている。
【０００６】
　そこで、本発明は、ユーザにとって、より良好な三次元映像を提供できる三次元映像処
理装置及び三次元映像処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る三次元映像処理装置は、三次元映像を示す映
像データと、当該映像データの制御情報とを含む映像信号を処理する三次元映像処理装置
であって、前記制御情報から、前記映像データに含まれるピクチャに対応付けられ、当該
ピクチャの少なくとも一部の深さ方向の表示位置を調整するために当該一部をずらす量で
あるオフセット値を抽出する抽出部と、前記抽出部により抽出されたオフセット値を用い
て、第１ピクチャに対応するオフセット値を、当該第１ピクチャより時間的に前に位置す
る第２ピクチャに対応付けられたオフセット値と、当該第１ピクチャより時間的に後に位
置する第３ピクチャに対応付けられたオフセット値とのうち小さい方である第１オフセッ
ト値以上、かつ、大きい方である第２オフセット値以下に補完するオフセット値補完部と
、前記オフセット値補完部により補完されたオフセット値分、前記第１ピクチャの少なく
とも一部をずらすことにより、当該一部の深さ方向の表示位置を調整するオフセット制御
部とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　以上より、本発明は、ユーザにとって、より良好な三次元映像を提供できる三次元映像
処理装置及び三次元映像処理方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る三次元映像表示システムの構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明の実施の形態１に係る三次元映像信号の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る左眼用画像及び右眼用画像の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る三次元映像信号の別の例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る三次元映像処理装置の構成を示すブロック図である
。
【図６】本発明の実施の形態１に係る入力映像信号の構成を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係るオフセット情報の構成を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る、主映像の深さ方向の表示範囲と、字幕及びメニュ
ー画面の深さ方向の表示位置とを示す図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る変換部による処理を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係るオフセット値補完部による処理を示す図である。
【図１１】本発明の実施の形態１に係るオフセット制御部による処理を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態１に係るオフセット制御部による処理の変形例を示す図で
ある。
【図１３】本発明の実施の形態１に係る三次元映像処理装置による処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図１４】本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図１５】本発明の実施の形態２に係るオフセット値補完部による処理を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置による処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図１７】本発明の実施の形態２に係るエラー判定部による処理の流れを示すフローチャ
ートである。
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【図１８】本発明の実施の形態２に係るエラー判定部による処理の変形例の流れを示すフ
ローチャートである。
【図１９】本発明の実施の形態２に係るエラー判定部による処理の変形例の流れを示すフ
ローチャートである。
【図２０】本発明の実施の形態２に係る、正常な場合のフレームのＰＴＳとオフセット値
のＰＴＳとの関係を示す図である。
【図２１】本発明の実施の形態２に係る、ＰＴＳにエラーが発生した場合のフレームのＰ
ＴＳとオフセット値のＰＴＳとの関係を示す図である。
【図２２】本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置による、ＰＴＳのエラーに対
する処理の流れを示すフローチャートである。
【図２３】本発明の実施の形態２に係る、フレーム数にエラーが発生した場合のフレーム
とオフセット値との対応関係を示す図である。
【図２４】本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置による、フレーム数のエラー
に対する処理の流れを示すフローチャートである。
【図２５】本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置による、フレーム数のエラー
に対する処理を示す図である。
【図２６】本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置による、フレーム数のエラー
に対する処理の変形例の流れを示すフローチャートである。
【図２７】本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置による、フレーム数のエラー
に対する処理の変形例を示す図である。
【図２８】本発明の実施の形態３に係る三次元映像処理装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２９】本発明の実施の形態３に係るオフセット値補完部による処理を示す図である。
【図３０】本発明の実施の形態３に係る三次元映像処理装置による処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図３１】本発明の実施の形態３に係るオフセット値補完部による処理の変形例を示す図
である。
【図３２】本発明の実施の形態３に係るオフセット値補完部による処理の変形例を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明に係る三次元映像処理装置の実施の形態について、図面を参照しながら詳
細に説明する。
【００１１】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１に係る三次元映像処理装置は、入力映像信号のピクチャ間に新た
なピクチャを挿入することにより、変換映像信号を生成する。さらに、本発明の実施の形
態１に係る三次元映像処理装置は、新たに挿入したピクチャのずらし量を、前後のピクチ
ャのずらし量を用いて算出する。これにより、本発明の実施の形態１に係る三次元映像処
理装置は、深さ方向の表示位置が滑らかに変換する良好な三次元映像信号を生成できる。
【００１２】
　まず、本発明の実施の形態１に係る三次元映像処理装置を含む三次元映像表示システム
の構成を説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施の形態１に係る三次元映像表示システムの構成を示すブロック図
である。
【００１４】
　図１に示す三次元映像表示システム１０は、デジタルテレビ２０と、デジタルビデオレ
コーダ３０と、シャッタメガネ４３とを含む。また、デジタルテレビ２０とデジタルビデ
オレコーダ３０とは、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉ
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ａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ケーブル４０を介して接続されている。
【００１５】
　デジタルビデオレコーダ３０は、ＢＤ（ブルーレイディスク）等の光ディスク４１に記
録されている三次元映像信号を処理し、処理した三次元映像信号を、ＨＤＭＩケーブル４
０を経由してデジタルテレビ２０へ出力する。
【００１６】
　デジタルテレビ２０は、デジタルビデオレコーダ３０により出力される三次元映像信号
、及び放送波４２に含まれる三次元映像信号で示される三次元映像を表示する。例えば、
放送波４２は、地上デジタルテレビ放送、及び衛星デジタルテレビ放送等である。
【００１７】
　なお、デジタルビデオレコーダ３０は、光ディスク４１以外の記録媒体（例えば、ハー
ドディスクドライブ及び不揮発性メモリ等）に記録されている三次元映像信号を処理して
もよい。また、デジタルビデオレコーダ３０は、放送波４２に含まれる三次元映像信号、
又はインターネット等の通信網を経由して取得した三次元映像信号を処理してもよい。ま
た、デジタルビデオレコーダ３０は、外部の装置により、外部入力端子（図示せず）等に
入力された三次元映像信号を処理してもよい。
【００１８】
　同様に、デジタルテレビ２０は、光ディスク４１及びその他の記録媒体に記録されてい
る三次元映像信号で示される映像を表示してもよい。また、デジタルテレビ２０は、イン
ターネット等の通信網を経由して取得した三次元映像信号で示される映像を表示してもよ
い。また、デジタルテレビ２０は、デジタルビデオレコーダ３０以外の外部の装置により
、外部入力端子（図示せず）等に入力された三次元映像信号で示される映像を表示しても
よい。
【００１９】
　また、デジタルテレビ２０は、取得した三次元映像信号に所定の処理を施し、処理を施
した三次元映像信号で示される映像を表示してもよい。
【００２０】
　また、デジタルテレビ２０とデジタルビデオレコーダ３０とは、ＨＤＭＩケーブル４０
以外の規格のケーブルにより接続されていてもよいし、無線通信網により接続されていて
もよい。
【００２１】
　デジタルビデオレコーダ３０は、入力部３１と、デコーダ３２と、三次元映像処理装置
１００と、ＨＤＭＩ通信部３３とを備える。
【００２２】
　入力部３１は、光ディスク４１に記録されている符号化三次元映像信号５１を取得する
。
【００２３】
　デコーダ３２には、入力部３１により取得された符号化三次元映像信号５１を復号する
ことにより、入力映像信号１１１を生成する。
【００２４】
　三次元映像処理装置１００は、入力映像信号１１１を処理することにより、出力映像信
号１１７を生成する。
【００２５】
　ＨＤＭＩ通信部３３は、三次元映像処理装置１００により生成された出力映像信号１１
７を、ＨＤＭＩケーブル４０を経由してデジタルテレビ２０へ出力する。
【００２６】
　なお、デジタルビデオレコーダ３０は、生成した出力映像信号１１７を、当該デジタル
ビデオレコーダ３０が備える記憶部（ハードディスクドライブ及び不揮発性メモリ等）に
記憶してもよいし、当該デジタルビデオレコーダ３０に着脱可能な記録媒体（光ディスク
等）に記録してもよい。
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【００２７】
　デジタルテレビ２０は、入力部２１と、デコーダ２２と、ＨＤＭＩ通信部２３と、三次
元映像処理装置１００Ｂと、表示パネル２６と、トランスミッタ２７とを備える。
【００２８】
　入力部２１は、放送波４２に含まれる符号化三次元映像信号５５を取得する。
【００２９】
　デコーダ２２には、入力部２１により取得された符号化三次元映像信号５５を復号する
ことにより、入力映像信号５６を生成する。
【００３０】
　ＨＤＭＩ通信部２３は、ＨＤＭＩ通信部３３により出力された出力映像信号１１７を取
得し、入力映像信号５７として出力する。
【００３１】
　三次元映像処理装置１００Ｂは、入力映像信号５６又は入力映像信号５７を処理するこ
とにより、出力映像信号５８を生成する。
【００３２】
　表示パネル２６は、三次元映像処理装置１００Ｂにより生成された出力映像信号５８で
示される映像を表示する。
【００３３】
　トランスミッタ２７は、無線通信を用いて、シャッタメガネ４３を制御する。
【００３４】
　図２は、三次元映像データの一例を示す図である。図２に示すように、三次元映像デー
タは、交互に配置される左眼用画像１７０ｌと右眼用画像１７０ｒとを含む。
【００３５】
　図３は、左眼用画像１７０ｌ及び右眼用画像１７０ｒの一例を示す図である。
【００３６】
　図３に示すように、左眼用画像１７０ｌと右眼用画像１７０ｒとに含まれるオブジェク
トは、撮影位置からオブジェクトの距離に応じた視差を有する。
【００３７】
　シャッタメガネ４３は、例えば、視聴者が装着する液晶シャッタメガネであり、左眼用
液晶シャッタと右眼用液晶シャッタとを備える。トランスミッタ２７は、左眼用画像１７
０ｌと右眼用画像１７０ｒとの表示タイミングにあわせて、左眼用液晶シャッタ及び右眼
用液晶シャッタの開閉を制御する。具体的には、トランスミッタ２７は、左眼用画像１７
０ｌが表示されている期間は、シャッタメガネ４３の左眼用液晶シャッタを開き、かつ右
眼用液晶シャッタを閉じる。また、トランスミッタ２７は、右眼用画像１７０ｒが表示さ
れている期間は、シャッタメガネ４３の左眼用液晶シャッタを閉じ、かつ右眼用液晶シャ
ッタを開く。このように、視聴者の左眼には左眼用画像１７０ｌが、右眼には右眼用画像
１７０ｒが、それぞれ選択的に入射される。
【００３８】
　なお、視聴者の左眼及び右眼に、左眼用画像１７０ｌ及び右眼用画像１７０ｒを選択的
に入射させる方法は、この方法に限定されず、これ以外の方法を用いてもよい。
【００３９】
　例えば、図４に示すように、三次元映像データの各ピクチャ内に左眼用ライン１７５ｌ
と右眼用ライン１７５ｒとがストライプ状に配置されてもよい。
【００４０】
　この場合、表示パネル２６は、左眼用の画素上に形成された左眼用偏光フィルムと、右
眼用の画素上に形成された右眼用偏光フィルムとを備えることにより、左眼用ライン１７
５ｌと右眼用ライン１７５ｒとに異なる偏光（直線偏光又は円偏光等）をかける。また、
シャッタメガネ４３の代わりに、上記偏光にそれぞれ対応する左眼用及び右眼用の偏光フ
ィルタを備える偏光メガネを用いることで、視聴者の左眼及び右眼に、左眼用ライン１７
５ｌ及び右眼用ライン１７５ｒを入射させることができる。
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【００４１】
　なお、三次元映像データにおける、左眼用映像と右眼用映像との配置パターンは、横ス
トライプ状以外であってもよい。例えば、各ピクチャ内に左眼用映像と右眼用映像とが縦
ストライプに配置されてもよい。また、１ピクチャ内に左眼用映像と右眼用映像が市松状
（チェッカ状）に配置されてもよい。また、１ピクチャ内に、左眼用画像１７０ｌと右眼
用画像１７０ｒとが垂直方向又は水平方向に並んで配置されてもよい。
【００４２】
　以下、本発明の実施の形態１に係る三次元映像処理装置１００について詳細に説明する
。
【００４３】
　図５は、三次元映像処理装置１００の構成を示すブロック図である。
【００４４】
　図５に示す三次元映像処理装置１００は、入力映像信号１１１に含まれる三次元の主映
像上に、三次元の字幕又はメニュー画面を重ねて表示した三次元映像を示す出力映像信号
１１７を生成する。この三次元映像処理装置１００は、抽出部１０１と、変換部１０３と
、オフセット値補完部１０４と、オフセット制御部１０５と、合成部１０６とを備える。
【００４５】
　抽出部１０１は、入力映像信号１１１に含まれるオフセット情報１１２を抽出する。
【００４６】
　図６は、入力映像信号１１１の構成を示す図である。図６に示すように、入力映像信号
１１１は、ＧＯＰ（Ｇｒｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ）単位のデータである複数のＧ
ＯＰデータ１３０を含む。ここでＧＯＰとは、圧縮及び再生等に用いられる複数ピクチャ
単位である。
【００４７】
　各ＧＯＰデータ１３０は、ＧＯＰ毎の制御情報を含むＧＯＰヘッダ部１３１と、ＧＯＰ
に含まれる複数のピクチャのデータであるＧＯＰデータ部１３２とを含む。
【００４８】
　ＧＯＰデータ部１３２は、それぞれが１ピクチャ分のデータである複数のピクチャデー
タ１３５を含む。このピクチャデータ１３５は、ピクチャ毎の制御情報を含むピクチャヘ
ッダ部１３６と、主映像の画像データであるピクチャデータ部１３７とを含む。また、入
力映像信号１１１は、字幕又はメニュー画面等の画像データである字幕データを含む。こ
の字幕データは、映像データとは異なる識別子（ＰＩＤ）が付与されており、ＴＳ（トラ
ンスポート・ストリーム）内において映像データと区別されて格納されている。
【００４９】
　ＧＯＰヘッダ部１３１は、オフセット情報１１２を含む。このオフセット情報１１２は
、字幕又はメニュー画面のずらし量を示す。言い換えると、オフセット情報１１２は、字
幕又はメニュー画面を、三次元表示における深さ方向にずらす量を示す。
【００５０】
　図７は、オフセット情報１１２の構成を示す図である。図７に示すようにオフセット情
報１１２は、フレームレート１４１と、先頭のＰＴＳ１４２と、オフセット値の数１４３
と、フレーム数１４４と、複数のオフセット値１４５とを含む。なお、図７に示す値及び
ビット数は一例であり、図７に示す値及びビット数以外であってもよい。
【００５１】
　フレームレート１４１は、当該ＧＯＰ内の映像データのフレームレートを示す。
【００５２】
　先頭のＰＴＳ１４２は、当該ＧＯＰの先頭のピクチャのＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉ
ｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）の値を示す。ここでＰＴＳとは、ピクチャの表示時刻を示
すタイムスタンプである。
【００５３】
　オフセット値の数１４３は、当該オフセット情報１１２に含まれるオフセット値１４５
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の数を示す。
【００５４】
　フレーム数１４４は、当該ＧＯＰに含まれるピクチャ（フレーム又はフィールド）の数
を示す。
【００５５】
　各オフセット値１４５は、当該ＧＯＰに含まれる各ピクチャに対応する。また、各オフ
セット値１４５は、オフセット方向１４６と、オフセット値の絶対値１４７とを含む。ま
た、同じ時刻に表示可能な字幕及びメニュー画面が複数個存在する場合には、オフセット
値１４５は、字幕又はメニュー画面ごとに設けられる。つまり、このような場合には、オ
フセット値１４５は、１つのピクチャに対して複数個設けられる。なお、１つのピクチャ
に対応して設けられるオフセット値１４５の数は、同じ時刻に表示可能な字幕及びメニュ
ー画面の数より多くてもよい。
【００５６】
　オフセット方向１４６は、対応するピクチャの字幕又はメニュー画面をずらす方向（右
方向又は左方向）を示す。言い換えると、オフセット方向１４６は、対応するピクチャの
字幕又はメニュー画面を、三次元表示における深さ方向の手前方向にずらすか奥方向にず
らすかを示す。
【００５７】
　オフセット値の絶対値１４７は、当該オフセット値１４５の絶対値を示す。
【００５８】
　なお、図７に示すフレームレート１４１及びオフセット方向１４６の値は、その意味を
示すものであり、実際には、フレームレート１４１及びオフセット方向１４６の値は、当
該意味に対応付けられた１ビット以上のデータ値である。
【００５９】
　また、オフセット値１４５は、各ピクチャにおいて、主映像より手前に字幕又はメニュ
ー画面を表示するために設定されているデータである。
【００６０】
　図８は、主映像の深さ方向の表示範囲と、字幕及びメニュー画面の深さ方向の表示位置
とを示す図である。図８に示すように字幕又はメニュー画面を主映像の表示範囲より手前
にすることにより、ユーザに好適な三次元映像を表示できる。
【００６１】
　変換部１０３は、入力映像信号１１１を３：２プルダウン処理することにより、変換映
像信号１１４を生成する。
【００６２】
　図９は、３：２プルダウン処理を示す図である。３：２プルダウン処理とは、２４ｐ（
フレームレートが２４ｆｐｓのプログレッシブ方式）の映像データを、６０ｉ（フレーム
レートが６０ｆｐｓのインタレース方式）の映像データに変換する処理である。
【００６３】
　具体的には、変換部１０３は、入力映像信号１１１に含まれる２つのピクチャ（主映像
及び字幕）を５つのピクチャに変換する。言い換えると、変換部１０３は、入力映像信号
１１１に含まれる連続する２枚のピクチャの間に、１枚又は２枚の新たなピクチャを挿入
する。
【００６４】
　より具体的には、変換部１０３は、入力映像信号１１１に含まれる第１のピクチャ１２
０Ａを用いて、変換映像信号１１４に含まれる２つのピクチャ１２１Ａ及び１２２Ａを生
成する。ここで、ピクチャ１２１Ａは、ピクチャ１２０Ａに含まれるラインのうち、奇数
ラインのみがコピーされたピクチャ（トップフィールド）である。また、ピクチャ１２２
Ａは、ピクチャ１２０Ａに含まれるラインのうち、偶数ラインのみがコピーされたピクチ
ャ（ボトムフィールド）である。
【００６５】
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　また、変換部１０３は、入力映像信号１１１に含まれる第２のピクチャ１２０Ｂを用い
て、変換映像信号１１４に含まれる３つのピクチャ１２１Ｂ、１２２Ｂ及び１２３Ｂを生
成する。ここで、ピクチャ１２１Ｂ及び１２３Ｂは、ピクチャ１２０Ｂに含まれるライン
のうち、奇数ラインのみがコピーされたピクチャ（トップフィールド）である。また、ピ
クチャ１２２Ｂは、ピクチャ１２０Ｂに含まれるラインのうち、偶数ラインのみがコピー
されたピクチャ（ボトムフィールド）である。
【００６６】
　オフセット値補完部１０４は、抽出部１０１により抽出されたオフセット値１４５（入
力映像信号１１１に含まれるオフセット値）を用いて、変換映像信号１１４に含まれる各
ピクチャのオフセット値１４５を補完する。
【００６７】
　図１０は、オフセット値補完部１０４の処理を示す図である。
【００６８】
　まず、オフセット値補完部１０４は、１枚の元ピクチャから生成された２枚又は３枚の
ピクチャのうち先頭のピクチャ１２１Ａ、１２１Ｂ及び１２１Ｃ（以下「先頭ピクチャ」
と記す）のオフセット値１４５を、対応する元ピクチャ１２０Ａ、１２０Ｂ及び１２０Ｃ
のオフセット値１４５と同じ値にする。
【００６９】
　次に、オフセット値補完部１０４は、１枚の元ピクチャから生成された２枚又は３枚の
ピクチャのうち先頭ピクチャ以外のピクチャ１２２Ａ、１２２Ｂ及び１２３Ｂ（以下「補
完ピクチャ」と記す）のオフセット値１４５を、当該補完ピクチャに対して時間的に直前
に位置する先頭ピクチャ（以下「直前先頭ピクチャ」と記す）のオフセット値１４５と、
当該補完ピクチャに対して時間的に直後に位置する先頭ピクチャ（以下「直後先頭ピクチ
ャ」と記す）のオフセット値１４５とを用いて算出する。言い換えると、オフセット値補
完部１０４は、補完ピクチャのオフセット値１４５を、当該補完ピクチャの元ピクチャの
オフセット値１４５と、入力映像信号１１１の当該元ピクチャの次のピクチャのオフセッ
ト値１４５とを用いて算出する。
【００７０】
　具体的には、オフセット値補完部１０４は、直前先頭ピクチャのオフセット値１４５及
び直後先頭ピクチャのオフセット値に対して補完ピクチャのオフセット値１４５が等間隔
かつ滑らかに変化するように補完ピクチャのオフセット値１４５を算出する。
【００７１】
　より具体的には、オフセット値補完部１０４は、下記（式１）を用いて、直前先頭ピク
チャからｉ（１≦ｉ≦ｎ）番目に位置する補完ピクチャのオフセット値Ｏ（ｉ）を算出す
る。なお、ｎは、直前先頭ピクチャと直後先頭ピクチャとの間に挿入された補完ピクチャ
の数である。また、Ｍ１は、直前先頭ピクチャのオフセット値１４５及び直後先頭ピクチ
ャのオフセット値１４５のうち小さいほうのオフセット値１４５であり、Ｍ２は、直前先
頭ピクチャのオフセット値１４５及び直後先頭ピクチャのオフセット値１４５のうち大き
いほうのオフセット値１４５である。
【００７２】
　Ｏ（ｉ）＝Ｍ１＋（Ｍ２－Ｍ１）×ｉ／（ｎ＋１）・・・（式１）
【００７３】
　例えば、図１０に示す補完ピクチャ１２２Ａに対しては、直前先頭ピクチャ１２１Ａの
オフセット値１４５は「６」であり、直後先頭ピクチャ１２１Ｂのオフセット値１４５は
「１０」であり、ｎ＝１及びｉ＝１である。よって、上記（式１）より、補完ピクチャ１
２２Ａのオフセット値１４５は「８」となる。
【００７４】
　また、オフセット値補完部１０４は、変換映像信号１１４に、生成したオフセット値１
４５を加えた補完映像信号１１５をオフセット制御部１０５に出力する。
【００７５】
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　なお、補完ピクチャ、直前先頭ピクチャ及び直後先頭ピクチャは、それぞれ、本発明の
第１ピクチャ、第２ピクチャ及び第３ピクチャに相当する。
【００７６】
　オフセット制御部１０５は、オフセット値補完部１０４により生成されたオフセット値
１４５で示される値分、字幕又はメニュー画面をずらすことにより、調整映像信号１１６
を生成する。言い換えると、オフセット制御部１０５は、オフセット値補完部１０４によ
り生成されたオフセット値１４５に相当する距離分、字幕又はメニュー画面の、三次元表
示における深さ方向の位置をずらす。これにより、オフセット制御部１０５は、字幕又は
メニュー画面の、三次元表示における深さ方向の表示位置が、主映像の表示位置より手前
側になるように調整する。
【００７７】
　図１１は、オフセット制御部１０５の処理を示す図である。
【００７８】
　図１１に示すように、オフセット制御部１０５は、補完映像信号１１５に含まれる字幕
画像を水平方向にオフセット値１４５分ずらす。
【００７９】
　ここで、図１１では、字幕画像の元の深さ方向の表示位置が表示パネル２６上である場
合を示している。言い換えると、補完映像信号１１５に、左眼用及び右眼用に一つの字幕
画像のみ（又は同じ字幕画像）が含まれる例を示している。
【００８０】
　なお、補完映像信号１１５（入力映像信号１１１）には、左眼用字幕画像と、右眼用字
幕画像とが含まれていてもよい。言い換えると、字幕画像の元の表示位置が、表示パネル
２６上以外であってもよい。この場合には、図１２に示すように、オフセット制御部１０
５は、補完映像信号１１５に含まれる左眼用字幕画像及び右眼用字幕画像をそれぞれ水平
方向にオフセット値１４５分ずらす。
【００８１】
　また、オフセット値１４５に含まれるオフセット方向１４６で示される情報は、画像を
ずらす方向を示してもよいし、三次元表示における深さ方向（奥方向又は手前方向）を示
してもよい。つまり、後者の場合、オフセット制御部１０５は、処理対象の画像が左眼用
であるか右眼用であるかを判定し、判定結果に応じて、画像をずらす方向を決定すればよ
い。例えば、オフセット制御部１０５は、処理対象の画像が左眼用であるか右眼用である
かに応じて、互いに反対の方向（左方向及び右方向）に当該画像をずらす。
【００８２】
　合成部１０６は、変換映像信号１１４に含まれる主映像に、調整映像信号１１６に含ま
れる字幕を重ねて表示した出力映像信号１１７を生成する。
【００８３】
　以下、三次元映像処理装置１００による処理の流れを説明する。
【００８４】
　図１３は、三次元映像処理装置１００による処理の流れを示すフローチャートである。
三次元映像処理装置１００は、図１３に示す処理をＧＯＰ単位で行う。
【００８５】
　まず、抽出部１０１は、入力映像信号１１１に含まれる当該ＧＯＰのオフセット情報１
１２を抽出する（Ｓ１０１）。
【００８６】
　一方、変換部１０３は、入力映像信号１１１に含まれる映像データをデコードした結果
を３：２プルダウン処理することにより、変換映像信号１１４を生成する（Ｓ１０２）。
【００８７】
　次に、オフセット値補完部１０４は、抽出部１０１により抽出されたオフセット値１４
５を用いて、新たなオフセット値１４５を算出する（Ｓ１０３）。
【００８８】
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　次に、オフセット値補完部１０４は、算出したオフセット値１４５を変換映像信号１１
４に含まれる各ピクチャのオフセット値１４５として補完する（Ｓ１０４）。
【００８９】
　次に、オフセット制御部１０５は、オフセット値補完部１０４により生成されたオフセ
ット値１４５で示される値分、字幕又はメニュー画面をずらすことにより、調整映像信号
１１６を生成する（Ｓ１０５）。
【００９０】
　次に、合成部１０６は、変換映像信号１１４に含まれる主映像に、調整映像信号１１６
に含まれる字幕を重ねて表示した出力映像信号１１７を生成する（Ｓ１０６）。
【００９１】
　以上により、本発明の実施の形態１に係る三次元映像処理装置１００は、３：２プルダ
ウン処理により生成された各ピクチャのオフセット値１４５を、前後のピクチャのオフセ
ット値１４５を用いて算出することにより、字幕の深さ方向の表示位置を連続的かつ滑ら
かに変化させることができる。これにより、本発明の実施の形態１に係る三次元映像処理
装置１００は、ユーザにとって、より良好な三次元映像を生成できる。
【００９２】
　なお、上記説明では、本発明の実施の形態１に係る三次元映像処理装置を、デジタルビ
デオレコーダ３０が備える三次元映像処理装置１００に適用した例を述べたデジタルテレ
ビ２０が備える三次元映像処理装置１００Ｂに適用してもよい。
【００９３】
　また、上記説明では、三次元映像処理装置１００は、合成部１０６を備えているが、合
成部１０６を備えず、調整映像信号１１６を出力映像信号１１７として出力してもよい。
この場合、後段の処理装置（例えば、デジタルテレビ２０）が合成部１０６を備えればよ
い。
【００９４】
　また、上記説明では、抽出部１０１は、入力映像信号１１１に含まれるオフセット情報
１１２を抽出しているが、変換部１０３が入力映像信号１１１に含まれるオフセット情報
１１２を含む変換映像信号１１４を生成し、抽出部１０１は、変換映像信号１１４に含ま
れるオフセット情報１１２を抽出してもよい。
【００９５】
　また、上記説明では、オフセット情報１１２（オフセット値１４５）がＧＯＰ毎に含ま
れる例を述べたが、オフセット情報１１２（オフセット値１４５）は、その他の単位毎に
含まれてもよい。例えば、オフセット情報１１２（オフセット値１４５）はピクチャ毎に
含まれてもよい。
【００９６】
　また、図７に示すオフセット情報１１２の構成は一例であり、オフセット情報１１２は
、複数のオフセット値１４５と、各オフセット値１４５とフレームとの対応関係を識別で
きる情報とを含めばよい。例えば、オフセット情報１１２は、オフセット値の数１４３及
びフレーム数１４４のうち一方のみを含んでもよい。また、オフセット情報１１２は、フ
レームレート１４１及び先頭のＰＴＳ１４２の代わりに、各オフセット値１４５のＰＴＳ
を含んでもよい。
【００９７】
　また、上記説明では、変換部１０３が２４ｐの映像信号を６０ｉに変換する例を述べた
が、フレームレートを増加させる変換処理であればよい。例えば、変換部１０３は、２４
ｐの映像信号を６０ｐに変換してもよし、その他のフレームレートの信号に変換してもよ
い。また、変換部１０３により挿入されるピクチャは、元ピクチャの一部又は全てをコピ
ーしたピクチャに限らず、時間的に前後に位置するピクチャを用いて生成されたピクチャ
であってもよい。
【００９８】
　また、上記説明では、オフセット値補完部１０４が上記（式１）を用いて補完ピクチャ
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のオフセット値１４５を算出する例を述べたが、補完ピクチャのオフセット値１４５の算
出方法はこれ以外であってもよい。具体的には、オフセット値補完部１０４は、抽出部１
０１により抽出されたオフセット値１４５を用いて、補完ピクチャに対応するオフセット
値を、直前先頭ピクチャに対応付けられたオフセット値１４５と、直後先頭ピクチャに対
応付けられたオフセット値１４５とのうち小さい方である第１オフセット値以上、かつ、
大きい方である第２オフセット値以下に補完すればよい。
【００９９】
　例えば、オフセット値補完部１０４は、補完ピクチャのオフセット値１４５を直前先頭
ピクチャのオフセット値（例えば「６」）と直後先頭ピクチャのオフセット値（例えば「
１０」）との間の値（例えば「７～９」）にしてもよい。
【０１００】
　また、オフセット値補完部１０４は、補完ピクチャのオフセット値１４５を直前先頭ピ
クチャのオフセット値（例えば「６」）又は直後先頭ピクチャのオフセット値（例えば「
１０」）にしてもよい。
【０１０１】
　なお、２枚の補完ピクチャ１２２Ｂ及び１２３Ｂを挿入する場合には、直前先頭ピクチ
ャ１２１Ｂ、補完ピクチャ１２２Ｂ、補完ピクチャ１２３Ｂ及び直後先頭ピクチャ１２１
Ｃのオフセット値１４５が、単調増加又は単調減少するように、補完ピクチャ１２２Ｂ及
び補完ピクチャ１２３Ｂのオフセット値１４５を決定することが好ましい。これにより、
三次元映像処理装置１００は、字幕の深さ方向の表示位置を連続的かつ滑らかに変化させ
ることができる。
【０１０２】
　なお、上述したように、オフセット値補完部１０４が上記（式１）を用いて補完ピクチ
ャのオフセット値１４５を算出することが、より好ましい。これにより、より滑らかに字
幕の深さ方向の表示位置を変化させることができる。
【０１０３】
　また、上記説明では、オフセット値１４５が、字幕又はメニュー画面のずらし量を示す
例を示したが、オフセット値１４５は、ピクチャの少なくとも一部のずらし量を示せばよ
い。例えば、オフセット値１４５は、副映像を主映像に重ねて表示する場合の、副映像又
は主映像のずらし量を示してもよい。
【０１０４】
　さらに、オフセット値１４５は、主映像のみを表示する場合の当該主映像のずらし量を
示してもよい。
【０１０５】
　また、オフセット値１４５は、三次元映像に含まれるオブジェクト（被写体）ごとに対
応して設けられていてもよい。または、三次元映像信号に、当該三次元映像信号に含まれ
るオブジェクトごとに当該オブジェクトの深さ方向の位置を示す情報が含まれている場合
には、オフセット制御部１０５は、当該情報とオフセット値１４５とを用いて、オブジェ
クトごとにずらし量を決定してもよい。または、オフセット制御部１０５は、三次元映像
の左眼用映像及び右眼用映像から、各オブジェクトの視差（深さ方向の位置）を算出した
うえで、当該視差とオフセット値１４５とを用いて、オブジェクトごとにずらし量を決定
してもよい。
【０１０６】
　（実施の形態２）
　上記実施の形態１では、新たに作成したピクチャのオフセット値１４５を補完する例を
述べた。本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置２００は、エラーが発生したピ
クチャのオフセット値１４５を前後のピクチャのオフセット値１４５を用いて補完する。
【０１０７】
　なお、本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置２００は、上記実施の形態１と
同様に、図１に示す三次元映像表示システム１０に適用できる。
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【０１０８】
　図１４は、本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置２００の構成を示すブロッ
ク図である。なお、図５と同様の要素には同一の符号を付しており重複する説明は省略す
る。
【０１０９】
　図１４に示す三次元映像処理装置２００は、入力映像信号１１１に含まれる主映像上に
字幕又はメニュー画面を重ねて表示した三次元映像を示す出力映像信号２１７を生成する
。この三次元映像処理装置２００は、抽出部１０１と、オフセット値補完部２０４と、オ
フセット制御部１０５と、合成部１０６と、エラー判定部２０７とを備える。
【０１１０】
　抽出部１０１は、入力映像信号１１１に含まれるオフセット情報１１２を抽出する。
【０１１１】
　エラー判定部２０７は、オフセット情報１１２が適切であるか否かを判定する。具体的
には、エラー判定部２０７は、オフセット値１４５が適切な値であるか否かを判定する。
また、エラー判定部２０７は、この判定結果を示すエラー判定信号２１８を出力する。
【０１１２】
　オフセット値補完部２０４は、エラー判定信号２１８によりオフセット値１４５が適切
でないことが示される場合、抽出部１０１により抽出されたオフセット値１４５（入力映
像信号１１１に含まれるオフセット値）を用いて、入力映像信号１１１に含まれる当該ピ
クチャのオフセット値１４５を補完する。
【０１１３】
　図１５は、オフセット値補完部２０４の処理を示す図である。
【０１１４】
　例えば、図１５に示すように、フレーム４のオフセット値１４５が適切でない場合、オ
フセット値補完部２０４は、当該フレーム４のオフセット値１４５を補完する。なお、以
下では、オフセット値１４５が適切でないピクチャをエラーピクチャと記し、オフセット
値１４５が適切であるピクチャを正常ピクチャと記す。
【０１１５】
　具体的には、オフセット値補完部２０４は、エラーピクチャに対して時間的に直前に位
置する正常ピクチャ（以下「直前正常ピクチャ」と記す）のオフセット値１４５と、当該
フレーム４に対して時間的に直後に位置する正常ピクチャ（以下「直後正常ピクチャ」と
記す）のオフセット値１４５とを用いて当該エラーピクチャのオフセット値１４５を算出
する。
【０１１６】
　より具体的には、オフセット値補完部２０４は、直前正常ピクチャのオフセット値１４
５及び直後制御ピクチャのオフセット値に対してエラーピクチャのオフセット値１４５が
等間隔かつ滑らかに変化するようにエラーピクチャのオフセット値１４５を算出する。
【０１１７】
　より具体的には、オフセット値補完部２０４は、上記（式１）を用いて、直前正常ピク
チャからｉ（１≦ｉ≦ｎ）番目に位置するエラーピクチャのオフセット値Ｏ（ｉ）を算出
する。なお、ｎは、直前正常ピクチャと直後正常ピクチャとの間に挿入されたエラーピク
チャの数である。また、Ｍ１は、直前正常ピクチャのオフセット値１４５及び直後正常ピ
クチャのオフセット値１４５のうち小さいほうのオフセット値１４５であり、Ｍ２は、直
前正常ピクチャのオフセット値１４５及び直後正常ピクチャのオフセット値１４５のうち
大きいほうのオフセット値１４５である。
【０１１８】
　例えば、図１５に示す例では、直前正常ピクチャのオフセット値１４５は「２」であり
、直後正常ピクチャのオフセット値１４５は「４」であり、ｎ＝１及びｉ＝１である。よ
って、上記（式１）より、エラーピクチャ１２２Ａのオフセット値１４５は「３」となる
。
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【０１１９】
　また、オフセット値補完部２０４は、入力映像信号１１１のエラーピクチャのオフセッ
ト値１４５を補完した補完映像信号２１５をオフセット制御部１０５に出力する。
【０１２０】
　なお、エラーピクチャ、直前正常ピクチャ及び直後正常ピクチャは、それぞれ、本発明
の第１ピクチャ、第２ピクチャ及び第３ピクチャに相当する。
【０１２１】
　オフセット制御部１０５は、補完映像信号２１５に含まれるオフセット値１４５で示さ
れる値分、字幕又はメニュー画面をずらすことにより、調整映像信号２１６を生成する。
言い換えると、オフセット制御部１０５は、オフセット値補完部２０４により生成された
オフセット値１４５に相当する距離分、字幕又はメニュー画面の、三次元表示における深
さ方向の位置をずらす。
【０１２２】
　合成部１０６は、入力映像信号１１１に含まれる主映像に、調整映像信号２１６に含ま
れる字幕を重ねて表示した出力映像信号２１７を生成する。
【０１２３】
　以下、三次元映像処理装置２００による処理の流れを説明する。
【０１２４】
　図１６は、三次元映像処理装置２００による処理の流れを示すフローチャートである。
三次元映像処理装置２００は、図１６に示す処理をＧＯＰ単位で行う。
【０１２５】
　まず、抽出部１０１は、入力映像信号１１１に含まれるＧＯＰ単位のオフセット情報１
１２を抽出する（Ｓ２０１）。
【０１２６】
　次に、エラー判定部２０７は、オフセット値１４５が適切な値であるか否かを判定する
（Ｓ２０２）。
【０１２７】
　図１７は、エラー判定部２０７によるエラー判定処理（Ｓ２０２）の流れを示すフロー
チャートである。エラー判定部２０７は、図１７に示す処理をフレーム（ピクチャ）単位
で行う。
【０１２８】
　まず、エラー判定部２０７は、処理対象のフレームのオフセット値１４５と、当該処理
対象のフレームに対して直前のフレームのオフセット値１４５との差分を算出する（Ｓ２
１１）。
【０１２９】
　次に、エラー判定部２０７は、ステップＳ２１１で算出した差分が予め定めされた第１
閾値以上であるか否かを判定する（Ｓ２１２）。
【０１３０】
　ステップＳ２１１で算出した差分が第１閾値以上である場合（Ｓ２１２でＹｅｓ）、エ
ラー判定部２０７は、処理対象のフレームのオフセット値１４５が適切でないと判定する
（Ｓ２１６）。
【０１３１】
　一方、ステップＳ２１１で算出した差分が第１閾値未満である場合（Ｓ２１２でＮｏ）
、次に、エラー判定部２０７は、処理対象のフレームのオフセット値１４５と、当該処理
対象のフレームに対して直後のフレームのオフセット値１４５との差分を算出する（Ｓ２
１３）。
【０１３２】
　次に、エラー判定部２０７は、ステップＳ２１３で算出した差分が予め定めされた第２
閾値以上であるか否かを判定する（Ｓ２１４）。なお、この第２閾値は上記第１閾値と同
一の値であってもよいし、異なる値であってもよい。
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【０１３３】
　ステップＳ２１３で算出した差分が第２閾値以上である場合（Ｓ２１４でＹｅｓ）、エ
ラー判定部２０７は、処理対象のフレームのオフセット値１４５が適切でないと判定する
（Ｓ２１６）。
【０１３４】
　一方、ステップＳ２１３で算出した差分が第２閾値未満である場合（Ｓ２１４でＮｏ）
、エラー判定部２０７は、処理対象のフレームのオフセット値１４５が適切である判定す
る（Ｓ２１５）。
【０１３５】
　なお、ここでは、エラー判定部２０７は、処理対象のフレームと直前のフレームとのオ
フセット値１４５の差分が閾値以上であるかの判定（Ｓ２１１及びＳ２１２）と、処理対
象のフレームと直後のフレームとのオフセット値１４５の差分が閾値以上であるかの判定
（Ｓ２１３及びＳ２１４）とを共に行っているが、いずれか一方のみを行ってもよい。ま
た、この２つの処理の順序は逆でもよいし、一部を同時に行ってもよい。
【０１３６】
　再度、図１６を用いて説明を行う。
【０１３７】
　ステップＳ２０２で、オフセット値１４５が適切な値でないと判定された場合（Ｓ２０
２でＹｅｓ）、次に、オフセット値補完部２０４は、抽出部１０１により抽出されたオフ
セット値１４５を用いて、新たなオフセット値１４５を算出する（Ｓ２０３）。
【０１３８】
　次に、オフセット値補完部２０４は、算出したオフセット値１４５をエラーピクチャの
オフセット値１４５として補完する（Ｓ２０４）。
【０１３９】
　次に、オフセット制御部１０５は、オフセット値補完部２０４により生成されたオフセ
ット値１４５で示される値分、字幕又はメニュー画面をずらすことにより、調整映像信号
２１６を生成する（Ｓ２０５）。
【０１４０】
　次に、合成部１０６は、入力映像信号１１１に含まれる主映像に、調整映像信号２１６
に含まれる字幕を重ねて表示した出力映像信号２１７を生成する（Ｓ２０６）。
【０１４１】
　一方、ステップＳ２０２で、オフセット値１４５が適切な値であると判定された場合（
Ｓ２０２でＮｏ）、次に、オフセット制御部１０５は、入力映像信号１１１に含まれるオ
フセット値１４５で示される値分、字幕又はメニュー画面をずらすことにより、調整映像
信号２１６を生成する（Ｓ２０５）。
【０１４２】
　次に、合成部１０６は、入力映像信号１１１に含まれる主映像に、調整映像信号２１６
に含まれる字幕を重ねて表示した出力映像信号２１７を生成する（Ｓ２０６）。
【０１４３】
　以上により、本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置２００は、エラーピクチ
ャのオフセット値１４５を、前後のピクチャのオフセット値１４５を用いて算出すること
により、字幕の深さ方向の表示位置を連続的かつ滑らかに変化させることができる。これ
により、本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置２００は、ユーザにとって、よ
り良好な三次元映像を生成できる。
【０１４４】
　なお、エラー判定部２０７は、図１７に示す処理の代わりに、以下に示す処理を行って
もよい。
【０１４５】
　図１８は、エラー判定部２０７によるエラー判定処理の変形例のフローチャートである
。
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【０１４６】
　図１８に示すようにエラー判定部２０７は、まず、処理対象のフレームと、当該処理対
象のフレームに対して直前に位置するフレームとのオフセット値１４５の差分Ｄｎを算出
する（Ｓ２２１）。
【０１４７】
　次に、エラー判定部２０７は、ステップＳ２２１で算出した差分Ｄｎを保持する（Ｓ２
２２）。
【０１４８】
　次に、エラー判定部２０７は、今回の差分Ｄｎと、前回の差分Ｄｎ－１（２枚前のフレ
ームと直前のフレームとのオフセット値１４５の差分）との差分を算出する（Ｓ２２３）
。
【０１４９】
　次に、エラー判定部２０７は、ステップＳ２２３で算出した差分が、予め定められた第
３閾値以上であるか否かを判定する（Ｓ２２４）。
【０１５０】
　ステップＳ２２４で算出した差分が第３閾値以上である場合（Ｓ２２４でＹｅｓ）、エ
ラー判定部２０７は、処理対象のフレームのオフセット値１４５が適切でないと判定する
（Ｓ２２６）。
【０１５１】
　一方、ステップＳ２２４で算出した差分が第３閾値未満である場合（Ｓ２２４でＮｏ）
、エラー判定部２０７は、処理対象のフレームのオフセット値１４５が適切であると判定
する（Ｓ２２５）。
【０１５２】
　以上の処理により、エラー判定部２０７は、直近のオフセット値１４５の変化量に対し
て、直前のピクチャから処理対象のピクチャへのオフセット値１４５の変化量が急激に増
加する場合には、当該処理対象のピクチャのオフセット値１４５が不適切であると判定で
きる。
【０１５３】
　なお、エラー判定部２０７は、ステップＳ２２３において、ステップＳ２２２で保持さ
れた２回分以上の差分の平均値、最大値又は最小値と、今回のステップＳ２２１で算出さ
れた差分Ｄｎとの差分を算出してもよい。
【０１５４】
　また、エラー判定部２０７は、さらに、処理対象のフレームと直後のフレームとのオフ
セット値１４５の差分に対して同様の処理を行ってもよい。
【０１５５】
　さらに、エラー判定部２０７は、図１７又は図１８に示す処理の代わりに、以下に示す
処理を行ってもよい。
【０１５６】
　図１９は、エラー判定部２０７によるエラー判定処理の変形例のフローチャートである
。また、エラー判定部２０７は、図１９に示す処理をＧＯＰ単位で行う。
【０１５７】
　まず、エラー判定部２０７は、ＧＯＰ内のオフセット値１４５の平均値Ａｎを算出する
（Ｓ２３１）。
【０１５８】
　次に、エラー判定部２０７は、ステップＳ２３１で算出した平均値Ａｎを保持する（Ｓ
２３２）。
【０１５９】
　次に、エラー判定部２０７は、処理対象のＧＯＰの平均値Ａｎと、直前のＧＯＰの平均
値Ａｎ－１との差分を算出する（Ｓ２３３）。
【０１６０】
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　次に、エラー判定部２０７は、ステップＳ２３３で算出した差分が、予め定められた第
４閾値以上であるか否かを判定する（Ｓ２３４）。
【０１６１】
　ステップＳ２３４で算出した差分が第４閾値以上である場合（Ｓ２３４でＹｅｓ）、エ
ラー判定部２０７は、処理対象のＧＯＰのオフセット値１４５が適切でないと判定する（
Ｓ２３６）。
【０１６２】
　一方、ステップＳ２３４で算出した差分が第４閾値未満である場合（Ｓ２３４でＮｏ）
、エラー判定部２０７は、処理対象のＧＯＰのオフセット値１４５が適切であると判定す
る（Ｓ２３５）。
【０１６３】
　以上の処理により、エラー判定部２０７は、ＧＯＰ単位でオフセット値１４５が適切で
あるか否かを判定できる。
【０１６４】
　なお、エラー判定部２０７は、ＧＯＰに含まれるオフセット値１４５の平均値を用いる
のではなく、最大値又は最小値を用いてもよい。また、エラー判定部２０７は、直前のＧ
ＯＰの最後のフレームのオフセット値１４５と、処理対象のＧＯＰの最初のフレームのオ
フセット値１４５とを比較してもよい。
【０１６５】
　なお、エラー判定部２０７において、ＧＯＰ単位でオフセット値１４５のエラーを判定
した場合には、オフセット値補完部２０４は、直前の正常なＧＯＰの最後のフレームのオ
フセット値１４５と、直後の正常なＧＯＰの最初のフレームのオフセット値１４５とを用
いて、上記と同様に補完を行えばよい。
【０１６６】
　また、エラー判定部２０７は、上述した図１７～図１９に示すエラー判定処理及びその
変形例のうち、２以上を行ってもよい。
【０１６７】
　また、上述した実施の形態１と同様の変形例を三次元映像処理装置２００に適用しても
よい。
【０１６８】
　また、三次元映像処理装置２００は、さらに、オフセット情報１１２に含まれる先頭の
ＰＴＳ１４２が適切であるか否かを判定し、適切でない場合には、先頭のＰＴＳ１４２を
補完してもよい。
【０１６９】
　図２０は、先頭のＰＴＳ１４２が正常な場合のフレームのＰＴＳとオフセット値１４５
のＰＴＳとの関係を示す図である。図２１は、先頭のＰＴＳ１４２が不適切な場合のフレ
ームのＰＴＳとオフセット値１４５のＰＴＳとの関係を示す図である。なお、各フレーム
のＰＴＳを示す情報（本発明の第１タイムスタンプ情報に相当）は、入力映像信号１１１
に含まれている。また、先頭のＰＴＳ１４２は、本発明の第２タイムスタンプ情報に相当
する。
【０１７０】
　ここで、オフセット制御部１０５は、先頭のＰＴＳ１４２と、フレームレート１４１と
を用いて、各オフセット値１４５のＰＴＳを算出する。また、オフセット制御部１０５は
、同一のＰＴＳを有するフレームとオフセット値１４５とが互いに対応すると判断する。
言い換えると、オフセット制御部１０５は、各フレームのＰＴＳと同一のＰＴＳを有する
オフセット値１４５分、当該フレームをずらすことにより、当該フレームの深さ方向の表
示位置を調整する。
【０１７１】
　よって、図２１に示すように、先頭のＰＴＳ１４２の値が不適切な場合、ＧＯＰに含ま
れるフレームに対応するオフセット値１４５が存在しないことになってしまう。
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【０１７２】
　図２２は、この場合のエラー判定部２０７及びオフセット値補完部２０４の処理の流れ
を示すフローチャートである。
【０１７３】
　図２２に示すように、エラー判定部２０７は、処理対象のフレームのＰＴＳと同一のＰ
ＴＳのオフセット値１４５がオフセット情報１１２内に存在するか否かを判定する（Ｓ２
５１）。
【０１７４】
　ステップＳ２５１でオフセット値１４５が存在しない場合（Ｓ２５１でＹｅｓ）、先頭
のＰＴＳ１４２の値にエラーが発生しているので、オフセット値補完部２０４は、オフセ
ット値１４５のＰＴＳを無視して、対応するフレームにオフセット値１４５を割り付ける
（Ｓ２５２）。
【０１７５】
　具体的には、オフセット値補完部２０４は、ＧＯＰに含まれるフレーム順に、図７に示
すＩＤ０のオフセット値１４５からフレーム数１４４で示される数のＩＤまでのオフセッ
ト値１４５を順番に割り付ける。言い換えると、オフセット値補完部２０４は、ＧＯＰに
含まれるフレームのうち、ＰＴＳが小さい方から順に、ＰＴＳが小さいオフセット値１４
５を順時対応付ける。また、オフセット制御部１０５は、各フレームを、対応付けられた
オフセット値１４５分、ずらすことにより、当該ピクチャの深さ方向の表示位置を調整す
る。
【０１７６】
　また、ステップＳ２５２の処理として、オフセット値補完部２０４が、オフセット情報
１１２に含まれる先頭のＰＴＳ１４２を正しい値に補完したのち、オフセット制御部１０
５が補完された先頭のＰＴＳ１４２を用いてオフセット制御処理を行ってもよいし、エラ
ーが発生した場合に、オフセット制御部１０５が、上記のフレームとオフセット値１４５
との対応付けを行ったうえで、オフセット制御処理を行ってもよい。
【０１７７】
　なお、フレームレート１４１が適切でない場合にも、先頭のフレーム以外は、ＰＴＳが
一致するオフセット値１４５が存在しない状態になる。この場合にも、三次元映像処理装
置２００は、上記と同様の処理を行ってもよい。
【０１７８】
　また、エラー判定部２０７は、ステップＳ２５１でオフセット値１４５が存在しない場
合（Ｓ２５１でＹｅｓ）、当該ＧＯＰにエラーが発生したと判定してもよい。この場合、
オフセット値補完部２０４は、直前の正常なＧＯＰの最後のフレームのオフセット値１４
５と、直後の正常なＧＯＰの最初のフレームのオフセット値１４５とを用いて、上記と同
様に補完を行えばよい。つまり、オフセット値補完部２０４は、抽出部１０１により抽出
されたオフセット値１４５を用いて、エラーが発生したＧＯＰに含まれるオフセット値１
４５を、直前の正常なＧＯＰの最後のフレームのオフセット値１４５と、直後の正常なＧ
ＯＰの最初のフレームのオフセット値１４５とのうち小さい方である第１オフセット値以
上、かつ、大きい方である第２オフセット値以下に補完すればよい。
【０１７９】
　また、オフセット値補完部２０４は、先頭のＰＴＳ１４２にエラーが発生した場合には
、当該ＧＯＰ内のオフセット値１４５を、予め定められた値（例えば０）にしてもよい。
【０１８０】
　また、オフセット値補完部２０４は、先頭のＰＴＳ１４２にエラーが発生した場合には
、当該ＧＯＰ以外のＧＯＰのオフセット情報１１２を参照し、処理対象のフレームとＰＴ
Ｓが一致するオフセット値１４５を検索してもよい。
【０１８１】
　以上により、本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置２００は、オフセット情
報１１２に含まれる先頭のＰＴＳ１４２又はフレームレート１４１にエラーが発生した場
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合でも、好適な三次元映像をユーザに提供できる。
【０１８２】
　また、三次元映像処理装置２００は、さらに、オフセット情報１１２に含まれるフレー
ム数１４４が適切であるか否かを判定し、適切でない場合には、当該フレーム数１４４を
補完してもよい。
【０１８３】
　図２３は、フレーム数１４４が適切でない場合のフレームとオフセット値１４５との対
応関係を示す図である。また、図２３に示す例では、正しいフレーム数１４４の値は「１
５」である。
【０１８４】
　図２３に示すように、エラーによりフレーム数１４４の値が「１３」となった場合には
、フレーム「１４」及び「１５」に対応するオフセット値１４５が存在しない。
【０１８５】
　図２４は、この場合のエラー判定部２０７及びオフセット値補完部２０４の処理の流れ
を示すフローチャートである。
【０１８６】
　まず、エラー判定部２０７は、フレーム数１４４で示されるフレームの数が、実際にＧ
ＯＰ内に含まれるフレームの数より少ないか否かを判定することにより、フレーム数１４
４が適切であるか否かを判定する（Ｓ２６１）。
【０１８７】
　フレーム数１４４で示されるフレームの数が、実際にＧＯＰ内に含まれるフレームの数
より少ない場合（Ｓ２６１でＹｅｓ）、つまり、フレーム数１４４が不適正である場合、
オフセット値補完部２０４は、対応するオフセット値１４５が存在しないフレームのオフ
セット値１４５を補完する。具体的には、図２５に示すように、オフセット値補完部２０
４は、対応するオフセット値１４５が存在しないフレーム「１４」及び「１５」のオフセ
ット値１４５の値を、オフセット値１４５が存在する最後のフレーム「１３」のオフセッ
ト値１４５の値「２０」にする（Ｓ２６２）。
【０１８８】
　なお、オフセット値補完部２０４は、前後のフレームのオフセット値１４５を用いて、
補完するオフセット値１４５を算出してもよい。
【０１８９】
　図２６は、この場合のエラー判定部２０７及びオフセット値補完部２０４の処理の流れ
を示すフローチャートである。
【０１９０】
　まず、エラー判定部２０７は、フレーム数１４４で示されるフレームの数が、実際にＧ
ＯＰ内に含まれるフレームの数より少ないか否かを判定することにより、フレーム数１４
４が適切であるか否かを判定する（Ｓ２７１）。
【０１９１】
　フレーム数１４４で示されるフレームの数が、実際にＧＯＰ内に含まれるフレームの数
より少ない場合（Ｓ２７１でＹｅｓ）、つまり、フレーム数１４４が不適正である場合、
オフセット値補完部２０４は、対応するオフセット値１４５が存在しないフレームのオフ
セット値１４５を補完する。具体的には、図２７に示すように、オフセット値補完部２０
４は、対応するオフセット値１４５が存在しないフレーム「１４」及び「１５」のオフセ
ット値１４５の値を、オフセット値１４５が存在する最後のフレーム「１３」のオフセッ
ト値１４５の値と、次のＧＯＰの最初のフレームのオフセット値１４５とを用いて補完す
る（Ｓ２７２）。
【０１９２】
　なお、具体的な補完方法は、上述したオフセット値１４５にエラーが発生した場合と同
様である。つまり、オフセット値補完部２０４は、抽出部１０１により抽出されたオフセ
ット値１４５を用いて、エラーが発生したＧＯＰに含まれるピクチャのうち、フレーム数
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１４４で示される数番目より後に位置する全てのフレームのオフセット値１４５を、当該
ＧＯＰに含まれる当該フレーム数１４４で示される数番目のフレームのオフセット値１４
５と、直後の正常なＧＯＰの最初のフレームのオフセット値１４５とのうち小さい方であ
る第１オフセット値以上、かつ、大きい方である第２オフセット値以下に補完すればよい
。
【０１９３】
　なお、オフセット値補完部２０４は、オフセット値１４５が存在しないフレームのオフ
セット値１４５を、予め定められた値（例えば０）に補完してもよい。
【０１９４】
　また、フレーム数１４４は、本発明の数情報に相当する。
【０１９５】
　以上により、本発明の実施の形態２に係る三次元映像処理装置２００は、オフセット情
報１１２に含まれるフレーム数１４４及びオフセット値の数１４３にエラーが発生した場
合でも、好適な三次元映像をユーザに提供できる。
【０１９６】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３では、オフセット値１４５をユーザの操作に応じて変更する三次
元映像処理装置３００について説明する。
【０１９７】
　なお、本発明の実施の形態３に係る三次元映像処理装置３００は、上記実施の形態１と
同様に、図１に示す三次元映像表示システム１０に適用できる。
【０１９８】
　図２８は、本発明の実施の形態３に係る三次元映像処理装置３００の構成を示すブロッ
ク図である。
【０１９９】
　図２８に示す三次元映像処理装置３００は、入力映像信号１１１に含まれる主映像上に
字幕又はメニュー画面を重ねて表示した三次元映像を示す出力映像信号３１７を生成する
。この三次元映像処理装置３００は、抽出部１０１と、オフセット値補完部３０４と、オ
フセット制御部１０５と、合成部１０６と、ユーザ操作取得部３０８とを備える。
【０２００】
　抽出部１０１は、入力映像信号１１１に含まれるオフセット情報１１２を抽出する。
【０２０１】
　ユーザ操作取得部３０８は、ユーザ操作信号３１９を取得し、オフセット値補完部３０
４へ出力する。ユーザ操作信号３１９は、ユーザの操作に基づき、三次元映像の深さ方向
の表示位置を、現在の表示位置からずらす方向及びずらす量を示す信号である。例えば、
ユーザの操作とは、ユーザによるリモコン等の操作である。
【０２０２】
　なお、以降において、説明の簡略化のため、オフセット情報１１２に含まれるオフセッ
ト値１４５は、主映像及び字幕のずらし量（深さ方向の表示位置）を示す情報であるとす
る。
【０２０３】
　オフセット値補完部３０４は、ユーザ操作取得部３０８により出力されるユーザ操作信
号３１９に応じて、抽出部１０１により抽出されたオフセット値１４５（入力映像信号１
１１に含まれるオフセット値）を補完する。また、オフセット値補完部３０４は、本発明
のオフセット値生成部に相当する。
【０２０４】
　図２９は、オフセット値補完部３０４の処理を示す図である。
【０２０５】
　例えば、図２９に示すように、オフセット値補完部３０４は、主映像及び字幕の深さ方
向の表示範囲をずらすように、オフセット値１４５を変更することにより、補完映像信号
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３１５を生成する。
【０２０６】
　図３０は、三次元映像処理装置３００による処理の流れを示すフローチャートである。
三次元映像処理装置３００は、図３０に示す処理を、例えば、ＧＯＰ単位で行う。
【０２０７】
　まず、ユーザ操作取得部３０８は、ユーザ操作信号３１９を取得する（Ｓ３０１）。
【０２０８】
　次に、オフセット値補完部３０４は、ユーザ操作信号３１９に応じて、抽出部１０１に
より抽出されたオフセット値１４５を補完する。
【０２０９】
　具体的には、ユーザが三次元映像の飛び出し量が大きすぎると感じ、当該飛び出し量を
減少させる操作を行った場合、ユーザ操作信号３１９により、三次元映像の深さ方向の表
示位置を、現在の表示位置から奥方向にずらすことが示される（Ｓ３０２でＹｅｓ）。こ
の場合、オフセット値補完部３０４は、抽出部１０１により抽出されたオフセット値１４
５を減少させることにより、補完映像信号３１５を生成する（Ｓ３０３）。
【０２１０】
　一方、ユーザが三次元映像の飛び出し量が小さいと感じ、当該飛び出し量を増加させる
操作を行った場合、ユーザ操作信号３１９により、三次元映像の深さ方向の表示位置を、
現在の表示位置から手前方向にずらすことが示される（Ｓ３０２でＮｏ）。この場合、オ
フセット値補完部３０４は、抽出部１０１により抽出されたオフセット値１４５を増加さ
せることにより、補完映像信号３１５を生成する（Ｓ３０４）。
【０２１１】
　次に、オフセット制御部１０５は、ステップＳ３０３又はＳ３０４でオフセット値補完
部３０４により生成されたオフセット値１４５で示される値分、主映像及び字幕をずらす
ことにより、調整映像信号３１６を生成する（Ｓ３０５）。
【０２１２】
　次に、合成部１０６は、調整映像信号３１６に含まれる主映像及び字幕を重ねて表示し
た出力映像信号２１７を生成する（Ｓ３０６）。
【０２１３】
　なお、三次元映像処理装置３００は、先に合成（Ｓ３０６）を行った後、オフセット制
御（Ｓ３０５）を行ってもよい。
【０２１４】
　以上により、本発明の実施の形態３に係る三次元映像処理装置３００は、ユーザの操作
に応じて、三次元映像の飛び出し量を変更することができる。これにより、本発明の実施
の形態３に係る三次元映像処理装置３００は、ユーザにとって、より良好な三次元映像を
生成できる。
【０２１５】
　なお、図２９に示す例では、補完前及び補完後の表示範囲の幅が略等しいが、補完前と
補完後の表示範囲の幅は異なってもよい。また、図３１に示すように、オフセット値補完
部３０４は、表示範囲の手前側のみがずれるように、オフセット値１４５を補完してもよ
い。
【０２１６】
　また、表示範囲の幅を変更（増加又は減少）する方法としては、手前に表示される映像
（字幕等）の表示位置のずらし量と、奥に表示される映像（主映像等）の表示位置のずら
し量とを異なる値にすることにより、表示範囲の幅を変更することができる。例えば、図
３２に示すように、手前に表示される字幕等の表示位置のずらし量を、奥に表示される主
映像の表示位置のずらし量より大きくすることで、主映像及び字幕を含む全体の表示範囲
の幅を小さくできる。
【０２１７】
　また、三次元映像信号に、当該三次元映像信号に含まれるオブジェクトごとに当該オブ
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ジェクトの深さ方向の位置を示す情報が含まれている場合には、三次元映像処理装置３０
０は、当該情報を用いて、オブジェクトごとにずらし量を決定することにより、表示範囲
の幅を変更することができる。
【０２１８】
　また、三次元映像処理装置３００は、三次元映像の左眼用映像及び右眼用映像から、各
オブジェクトの視差（深さ方向の位置）を算出したうえで、当該視差を用いて、オブジェ
クトごとにずらし量を決定することにより、表示範囲の幅を変更することもできる。
【０２１９】
　なお、三次元映像の表示範囲は、表示パネル２６の大きさ及びユーザの視聴位置に応じ
て変化するものであり、映像信号のみから一意に決定されるものではない。つまり、図２
９、図３１、及び図３２に示す表示範囲は、三次元映像に含まれる左眼用映像と右眼用映
像とのずれ量（視差）を模式的に示すものである。また、表示範囲の奥側の境界は、無限
遠と定義することもできる。
【０２２０】
　また、上記説明では、三次元映像処理装置３００が、入力映像信号１１１に含まれるオ
フセット値１４５を補完する例を述べたが、入力映像信号１１１にオフセット情報１１２
が含まれていなくてもよい。この場合、オフセット値補完部３０４は、新たにオフセット
情報１１２を生成すればよい。
【０２２１】
　以上、本発明の実施の形態１～３に係る三次元映像処理装置１００、２００及び３００
について説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。
【０２２２】
　例えば、上記説明では、専用メガネ（シャッタメガネ４３）を用いる場合を例に述べた
が、専用メガネを用いない方式にも本発明を適用できる。
【０２２３】
　また、上記説明では、三次元映像に、互いに視差を有する２つの映像（左眼用映像及び
右眼用映像）が含まれる例を述べたが、三次元映像に互いに視差を有する３以上の映像が
含まれてもよい。
【０２２４】
　また、上記説明では、本発明に係る三次元映像処理装置１００、２００及び３００をデ
ジタルテレビ及びデジタルビデオレコーダに適用した例を述べたが、本発明に係る三次元
映像処理装置１００、２００及び３００は、デジタルテレビ以外の三次元映像を表示する
三次元映像表示装置（例えば、携帯電話機器、パーソナルコンピュータ等）に適用できる
。また、本発明に係る三次元映像処理装置１００、２００及び３００は、デジタルビデオ
レコーダ以外の三次元映像を出力する三次元映像出力装置（例えば、ＢＤプレーヤ等）に
適用できる。
【０２２５】
　また、上記実施の形態１～３に係る三次元映像処理装置１００、２００及び３００は典
型的には集積回路であるＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよ
いし、一部又はすべてを含むように１チップ化されてもよい。
【０２２６】
　また、集積回路化はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現し
てもよい。ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、又はＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を
再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０２２７】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて各処理部の集積化を行ってもよい。
【０２２８】
　また、本発明の実施の形態１～３に係る三次元映像処理装置１００、２００及び３００



(26) JP 5415217 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

の機能の一部又は全てを、ＣＰＵ等のプロセッサがプログラムを実行することにより実現
してもよい。
【０２２９】
　さらに、本発明は上記プログラムであってもよいし、上記プログラムが記録された記録
媒体であってもよい。また、上記プログラムは、インターネット等の伝送媒体を介して流
通させることができるのは言うまでもない。
【０２３０】
　また、本発明は、三次元映像処理装置に含まれる特徴的な手段をステップとする三次元
映像処理方法として実現してもよい。また、本発明は、上述した三次元映像処理装置を備
えるデジタルテレビ等の三次元映像表示装置として実現したり、このような三次元映像表
示装置を含む三次元映像表示システムとして実現したりできる。
【０２３１】
　また、上記実施の形態１～３に係る三次元映像処理装置１００、２００及び３００、及
びその変形例の機能のうち少なくとも一部を組み合わせてもよい。
【０２３２】
　また、上記で用いた数字は、すべて本発明を具体的に説明するために例示するものであ
り、本発明は例示された数字に制限されない。
【０２３３】
　また、上記三次元映像処理装置１００、２００及び３００の構成は、本発明を具体的に
説明するために例示するためのものであり、本発明に係る三次元映像処理装置は、上記構
成の全てを必ずしも備える必要はない。言い換えると、本発明に係る三次元映像処理装置
は、本発明の効果を実現できる最小限の構成のみを備えればよい。
【０２３４】
　同様に、上記の三次元映像処理装置による三次元映像処理方法は、本発明を具体的に説
明するために例示するためのものであり、本発明に係る三次元映像処理装置による三次元
映像処理方法は、上記ステップの全てを必ずしも含む必要はない。言い換えると、本発明
に係る三次元映像処理方法は、本発明の効果を実現できる最小限のステップのみを含めば
よい。また、上記のステップが実行される順序は、本発明を具体的に説明するために例示
するためのものであり、上記以外の順序であってもよい。また、上記ステップの一部が、
他のステップと同時（並列）に実行されてもよい。
【０２３５】
　更に、本発明の主旨を逸脱しない限り、本実施の形態に対して当業者が思いつく範囲内
の変更を施した各種変形例も本発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２３６】
　本発明は、三次元映像処理装置に適用でき、特に、デジタルテレビ及びデジタルビデオ
レコーダ等に適用できる。
【符号の説明】
【０２３７】
　１０　三次元映像表示システム
　２０　デジタルテレビ
　２１、３１　入力部
　２２、３２　デコーダ
　２３、３３　ＨＤＭＩ通信部
　２６　表示パネル
　２７　トランスミッタ
　３０　デジタルビデオレコーダ
　４０　ＨＤＭＩケーブル
　４１　光ディスク
　４２　放送波
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　４３　シャッタメガネ
　５１、５５　符号化三次元映像信号
　５６、５７、１１１　入力映像信号
　５８、１１７、２１７、３１７　出力映像信号
　１００、１００Ｂ、２００、３００　三次元映像処理装置
　１０１　抽出部
　１０３　変換部
　１０４、２０４、３０４　オフセット値補完部
　１０５　オフセット制御部
　１０６　合成部
　１１２　オフセット情報
　１１４　変換映像信号
　１１５、２１５、３１５　補完映像信号
　１１６、２１６、３１６　調整映像信号
　１２０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃ、１２１Ａ、１２１Ｂ、１２１Ｃ、１２２Ａ、１２２Ｂ
、１２３Ｂ　ピクチャ
　１３０　ＧＯＰデータ
　１３１　ＧＯＰヘッダ部
　１３２　ＧＯＰデータ部
　１３５　ピクチャデータ
　１３６　ピクチャヘッダ部
　１３７　ピクチャデータ部
　１４１　フレームレート
　１４２　先頭のＰＴＳ
　１４３　オフセット値の数
　１４４　フレーム数
　１４５　オフセット値
　１４６　オフセット方向
　１４７　オフセット値の絶対値
　１７０ｌ　左眼用画像
　１７０ｒ　右眼用画像
　１７５ｌ　左眼用ライン
　１７５ｒ　右眼用ライン
　２０７　エラー判定部
　２１８　エラー判定信号
　３０８　ユーザ操作取得部
　３１９　ユーザ操作信号
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