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(57)【要約】

（修正有）

【課題】テレビ受信機などのシンク機器にセットトップ
ボックス等のソース機器からメタデータ（視差情報、他
サービスアクセス情報、放送トリガ信号などの情報）を
簡単に送信する。
【解決手段】放送局１００Ｃ、あるいは配信サーバは、
メタデータが埋め込まれた音声圧縮データストリームを
送信する。この音声圧縮データストリームを受信したソ
ース機器であるセットトップボックス２００Ｃは、受信
音声圧縮データストリームをシンク機器に送信する。シ
ンク機器であるテレビ受信機３００Ｃは、音声圧縮デー
タストリームからメタデータを取得して、対応する所定
の処理を行う。
【選択図】図２０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
音声圧縮データストリームに所定の情報を挿入する情報挿入部と、
上記所定の情報が挿入された音声圧縮データストリームを送信するストリーム送信部を
備え、
上記情報挿入部は、上記音声圧縮データストリームの所定数のオーディオフレームに上
記所定の情報が分割されて得られた各分割情報のそれぞれを挿入することが可能とされ、
上記各分割情報には、最初の分割情報であるか否かを示す情報が付加される
送信装置。
【請求項２】
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上記情報挿入部は、
上記オーディオフレームのユーザデータ領域に上記分割情報を挿入する
請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
上記情報挿入部は、
上記オーディオフレームのユーザデータ領域に、上記分割情報にヘッダ情報を付加して
挿入し、
上記最初の分割情報であるか否かを示す情報は、上記ヘッダ情報に含まれる
請求項２に記載の送信装置。
【請求項４】
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上記ヘッダ情報には、上記所定の情報のタイプを示す情報がさらに含まれる
請求項３に記載の送信装置。
【請求項５】
上記ヘッダ情報には、対応する上記分割情報の順番を示す情報がさらに含まれる
請求項３に記載の送信装置。
【請求項６】
情報挿入部が、音声圧縮データストリームに所定の情報を挿入する情報挿入ステップと
、
送信部が、上記所定の情報が挿入された音声圧縮データストリームを送信するストリー
ム送信ステップを有し、
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上記情報挿入ステップでは、上記音声圧縮データストリームの所定数のオーディオフレ
ームに上記所定の情報が分割されて得られた各分割情報のそれぞれを挿入することが可能
とされ、
上記各分割情報には、最初の分割情報であるか否かを示す情報が付加される
送信方法。
【請求項７】
所定の情報が挿入された音声圧縮データストリームを、外部機器からデジタルインタフ
ェースを介して受信するストリーム受信部を備え、
上記音声圧縮データストリームの所定数のオーディオフレームに、上記所定の情報が分
割されて得られた各分割情報のそれぞれが、最初の分割情報であるか否かを示す情報が付

40

加されて挿入されており、
上記音声圧縮データストリームにデコード処理を施して音声データを得ると共に、上記
最初の分割情報であるか否かを示す情報に基づいて上記所定数のオーディオフレームから
上記所定の情報を構成する各分割情報を得るデコード処理部と、
上記デコード処理部で得られた上記所定の情報を利用した情報処理を行う情報処理部を
さらに備える
受信装置。
【請求項８】
ストリーム受信部が、所定の情報が挿入された音声圧縮データストリームを、外部機器
からデジタルインタフェースを介して受信するストリーム受信ステップを有し、
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上記音声圧縮データストリームの所定数のオーディオフレームに、上記所定の情報が分
割されて得られた各分割情報のそれぞれが、最初の分割情報であるか否かを示す情報が付
加されて挿入されており、
デコーダ処理部が、上記音声圧縮データストリームにデコード処理を施して音声データ
を得ると共に、上記最初の分割情報であるか否かを示す情報に基づいて上記所定数のオー
ディオフレームから上記所定の情報を構成する各分割情報を得るデコード処理ステップと
、
情報処理部が、上記デコード処理ステップで得られた上記所定の情報を利用した情報処
理を行う情報処理ステップをさらに有する
受信方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本技術は、送信装置、送信方法、受信装置および受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、放送局から立体画像データを表示するための立体画像データを送信し、この立体
画像データをセットトップボックス（ＳＴＢ：Set Top Box）で受信し、そして、このセ
ットトップボックスからテレビ受信機（ＴＶ：Television）にＨＤＭＩ（High Definitio
n Multimedia Interface）規格などのデジタルインタフェースで立体画像データを送信す

20

ることが知られている。例えば、非特許文献１には、ＨＤＭＩ規格の詳細についての記載
がある。
【０００３】
例えば、特許文献１には、立体画像データのテレビ放送電波を用いた伝送方式について
提案されている。この場合、左眼用画像データおよび右眼用画像データを含む立体画像デ
ータが送信され、テレビ受信機において、両眼視差を利用した立体画像表示が行われる。
【０００４】
図４８は、両眼視差を利用した立体画像表示において、スクリーン上におけるオブジェ
クト（物体）の左右像の表示位置と、その立体像の再生位置との関係を示している。例え
ば、スクリーン上に図示のように左像Ｌａが右側に右像Ｒａが左側にずれて表示されてい
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るオブジェクトＡに関しては、左右の視線がスクリーン面より手前で交差するため、その
立体像の再生位置はスクリーン面より手前となる。
【０００５】
また、例えば、スクリーン上に図示のように左像Ｌｂおよび右像Ｒｂが同一位置に表示
されているオブジェクトＢに関しては、左右の視線がスクリーン面で交差するため、その
立体像の再生位置はスクリーン面上となる。さらに、例えば、スクリーン上に図示のよう
に左像Ｌｃが左側に右像Ｒｃが右側にずれて表示されているオブジェクトＣに関しては、
左右の視線がスクリーン面より奥で交差するため、その立体像の再生位置はスクリーン面
より奥となる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５−６１１４号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】High‑Definition Multimedia Interface Specification Version 1.4,J
une 5 2009
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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上述したように立体画像表示において、視聴者は、両眼視差を利用して、立体画像の遠
近感を認知することが普通である。画像に重畳されるＯＳＤ表示等の重畳情報に関しても
、２次元空間的のみならず、３次元の奥行き感としても、立体画像表示と連動してレンダ
リングされることが期待される。例えば、立体画像にＯＳＤ表示を重畳表示(オーバーレ
イ表示)する場合、遠近感でいうところの最も近い画像内の物体（オブジェクト）よりも
手前に表示されないと、視聴者は、遠近感の矛盾を感じる場合がある。
【０００９】
そこで、立体画像データを構成する左眼画像データおよび右眼画像データに対応した視
差情報を立体画像データと共にテレビ受信機に送信し、左眼画像および右眼画像に重畳す
る重畳情報をシフトさせて視差を付与することが考えられる。これにより、立体画像に重
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畳表示するＯＳＤ表示等の重畳情報を最も近い画像内の物体（オブジェクト）よりも手前
に表示させることが可能となる。
【００１０】
本技術の目的は、例えば、放送局等から視差情報等の情報を簡単に送信してテレビ受信
機等で利用可能とすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本技術の概念は、
音声データに直接関係しない所定情報が埋め込まれた音声圧縮データストリームを生成
する音声圧縮データストリーム生成部と、
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上記音声圧縮データストリーム生成部で生成された音声圧縮データストリーム送信する
データ送信部と
を備える送信装置にある。
【００１２】
本技術においては、音声圧縮データストリーム生成部により、音声圧縮データストリー
ムが生成される。この圧縮フォーマットは、例えば、ＡＣ３，ＡＡＣなどである。この音
声圧縮データストリームには、音声データに直接関係しない所定情報（メタデータ）が埋
め込まれている。この所定情報は、例えば、音声圧縮データストリームのユーザデータ領
域に埋め込まれている。例えば、圧縮フォーマットがＡＣ３の場合、所定情報は、付加デ
ータ領域（Ａｕｘ領域）に挿入される。また、例えば、圧縮フォーマットがＡＡＣの場合
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、所定情報は、ＤＳＥ（data stream element）として、挿入される。
【００１３】
本技術において、例えば、データストリーム生成部に所定情報を供給すると共に、この
所定情報をユーザデータ領域に埋め込むためのサイズ情報を供給し、音声圧縮データスト
リームのユーザデータ領域に所定情報の埋め込みが行われるように制御する制御部をさら
に備える、ようにされてもよい。
【００１４】
また、本技術において、例えば、画像圧縮データストリームを生成する画像圧縮データ
ストリーム生成部をさらに備え、データ送信部は、画像圧縮データストリーム生成部で生
成された画像圧縮データストリームと音声圧縮データストリームとを多重して送信し、画

40

像圧縮データストリームは、立体画像を表示するための左眼画像データおよび右眼画像デ
ータを有する立体画像データを圧縮符号化した画像圧縮データを含み、音声圧縮データス
トリームに埋め込まれた所定情報は、左眼画像データおよび右眼画像データによる画像に
重畳する重畳情報をシフトさせて視差を付与するための視差情報であってよい。
【００１５】
また、本技術において、例えば、音声圧縮データストリームに埋め込まれた所定情報は
、他のサービスにアクセスするための情報であってもよい。この場合、例えば、所定情報
は、音声圧縮データに関係した情報を得るためのネットワークアクセス情報とされる。ま
た、この場合、例えば、画像圧縮データストリームを生成する画像圧縮データストリーム
生成部をさらに備え、データ送信部は、画像圧縮データストリーム生成部で生成された画
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像圧縮データストリームと音声圧縮データストリームとを多重して送信し、音声圧縮デー
タストリームに埋め込まれた所定情報は、画像圧縮データに関係した情報を得るためのネ
ットワークアクセス情報とされる。
【００１６】
また、本技術において、例えば、画像圧縮データストリームを生成する画像圧縮データ
ストリーム生成部をさらに備え、データ送信部は、画像圧縮データストリーム生成部で生
成された画像圧縮データストリームと音声圧縮データストリームとを多重して送信し、音
声圧縮データストリームに埋め込まれた所定情報は、画像圧縮データによる画像に重畳す
る重畳情報のデータであってもよい。
【００１７】
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このように本技術においては、音声データに直接関係しない所定情報が、圧縮音声デー
タストリームに埋め込まれて送信される。そのため、例えば、放送局、配信サーバ等から
視差情報、重畳情報データ、他サービスアクセス情報等の情報を、圧縮音声データストリ
ームをコンテナとして簡単に送信でき、テレビ受信機等で利用することが可能となる。
【００１８】
本技術において、例えば、音声圧縮データストリームに埋め込まれる所定情報には、情
報のタイプを示すタイプ情報が付加されていてもよい。この場合、タイプ情報によって情
報のタイプの識別が可能となるため、複数のタイプの情報を選択的に送信することが可能
となる。
【００１９】
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また、本技術において、例えば、音声圧縮データストリームに埋め込まれる所定情報に
は情報識別子で区別された複数種類の情報を含めることが可能とされてもよい。この場合
、複数種類の情報を同時に送信するこが可能となる。
【００２０】
また、本技術において、例えば、音声圧縮データストリームに埋め込まれる所定情報を
、一連の情報を分割して得られた複数の分割情報のいずれかとすることが可能とされ、所
定情報としての分割情報には、最初の分割情報であるか否かを示す情報および順番を示す
情報が付加されてもよい。この場合、所定の情報の容量が大きい場合には複数に分割して
送信することが可能となる。
【００２１】
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また、本技術において、例えば、音声圧縮データストリームに埋め込まれる所定情報に
は、時間同期を管理するためのタイムスタンプが付加されてもよい。この場合、画像表示
、あるいは音声出力との間の同期管理が可能となる。
【００２２】
また、本技術の他の概念は、
所定情報が付加された音声圧縮データストリームを取得するデータ取得部と、
上記データ取得部で取得された音声圧縮データストリームを、伝送路を介して、上記外
部機器に送信するデータ送信部と
を備える送信装置にある。
【００２３】
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本技術において、データ取得部により、音声圧縮データストリームが取得される。この
圧縮フォーマットは、例えば、ＡＣ３，ＡＡＣなどである。この音声圧縮データストリー
ムには、所定情報、例えば音声データに直接関係しない情報が付加されている。例えば、
データ取得部は、音声圧縮データストリームを、放送信号から取得するか、あるいは、配
信サーバ（ストリーミングサーバ）からネットワークを介して取得する。また、例えば、
データ取得部は、音声圧縮データストリームを、ディスク等の記録媒体から再生して取得
する。データ送信部では、データ取得部で取得された音声圧縮データストリームが、伝送
路を介して、外部機器に送信される。
【００２４】
本技術において、例えば、データ送信部は、データ取得部で取得された音声圧縮データ
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ストリームの圧縮フォーマットが外部機器で取り扱い可能な圧縮フォーマットであるとき
、データ取得部で取得された音声圧縮データストリームを上記外部機器に送信する、よう
にされる。この場合、例えば、データ送信部は、データ取得部で取得された音声圧縮デー
タストリームの圧縮フォーマットが外部機器で取り扱い可能な圧縮フォーマットであると
き、データ取得部で取得された音声圧縮データストリームを外部機器に送信する、ように
されてもよい。
【００２５】
そして、この場合、データ送信部は、データ取得部で取得された音声圧縮データストリ
ームの圧縮フォーマットが外部機器で取り扱い可能な圧縮フォーマットであり、さらに外
部機器が音声圧縮データストリームの送信を要求しているとき、データ取得部で取得され

10

た音声圧縮データストリームを上記外部機器に送信する、ようにされてもよい。
【００２６】
さらに、この場合、データ取得部で取得された音声圧縮データストリームにデコード処
理を施して非圧縮音声データおよび所定情報を得るデコード処理部をさらに備え、データ
送信部は、少なくとも、データ取得部で取得された音声圧縮データストリームの圧縮フォ
ーマットが外部機器で取り扱い可能な圧縮フォーマットでないか、あるいは、外部機器が
音声圧縮データストリームの送信を要求していないとき、デコード処理部で得られた非圧
縮音声データおよび所定情報を、伝送路を介して、外部機器に送信する、ようにされても
よい。
【００２７】
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また、本技術において、例えば、データ送信部は、外部機器が取り扱い可能な音声圧縮
データストリームの圧縮フォーマット情報と、外部機器が音声圧縮データストリームの送
信を要求しているか否かの情報を、外部機器が備える記憶部から伝送路を介して読み出し
て取得する、ようにされてもよい。
【００２８】
また、本技術において、例えば、データ送信部は、立体画像を表示するための左眼画像
データおよび右眼画像データを有する立体画像データを、伝送路を介して外部機器にさら
に送信し、音声圧縮データストリームに埋め込まれた所定情報は、立体画像データを表示
するための左眼画像データおよび右眼画像データによる画像に重畳する重畳情報をシフト
させて視差を付与するための視差情報であってもよい。
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【００２９】
また、本技術において、例えば、音声圧縮データストリームに埋め込まれた所定情報は
、他のサービスにアクセスするための情報であってもよい。
【００３０】
また、本技術において、データ送信部は、画像データを、伝送路を介して、外部機器に
さらに送信し、音声圧縮データストリームに埋め込まれた所定情報は、画像データによる
画像に重畳する重畳情報のデータであってもよい。
【００３１】
このように本技術においては、データ取得部で取得された、所定情報が付加されている
音声圧縮データストリームが外部機器にそのまま送信される。そのため、音声圧縮データ
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ストリームにデコード処理を施す必要がなく、視差情報、重畳情報データ、他サービスア
クセス情報等の情報を、音声圧縮データストリームをコンテナとして簡単に送信でき、テ
レビ受信機等で利用することが可能となる。
【００３２】
また、本技術のさらに他の概念は、
所定情報が付加された音声圧縮データストリームを受信するデータ受信部と、
上記データ受信部で受信された音声圧縮データストリームにデコード処理を施して非圧
縮音声データおよび上記所定情報を得るデコード処理部と
を備える受信装置にある。
【００３３】
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本技術において、データ受信部により、音声圧縮データストリームが受信される。この
場合、例えば、データ受信部は、放送信号または配信サーバから所定情報が埋め込まれた
音声圧縮データストリームを受信する、ようにされる。また、この場合、例えば、データ
受信部は、外部機器から、伝送路を介して、所定情報が埋め込まれた音声圧縮データスト
リームを受信する、ようにされる。音声圧縮データストリームの圧縮フォーマットは、例
えば、ＡＣ３，ＡＡＣなどである。デコード処理部により、音声圧縮データストリームに
デコード処理が施されて非圧縮音声データおよび所定情報が得られる。
【００３４】
本技術において、例えば、データ受信部は、立体画像を表示するための左眼画像データ
および右眼画像データを有する立体画像データをさらに受信し、デコード処理部で得られ
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た所定情報は、立体画像データを表示するための左眼画像データおよび右眼画像データに
よる画像に重畳する重畳情報をシフトさせて視差を付与するための視差情報であり、デー
タ受信部で受信された立体画像データが有する左眼画像データおよび右眼画像データと、
デコード処理部で得られた視差情報を用い、左眼画像および右眼画像に重畳する同一の重
畳情報に視差を付与し、重畳情報が重畳された左眼画像のデータおよび重畳情報が重畳さ
れた右眼画像のデータを得る画像データ処理部をさらに備える、ようにされてもよい。
【００３５】
また、本技術において、例えば、デコード処理部で得られた所定情報は、他のサービス
にアクセスするための情報であり、デコード処理部で得られた他のサービスにアクセスす
るための情報を用いて、他のサービスにアクセスする通信部をさらに備える、ようにされ
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てもよい。
【００３６】
また、本技術において、例えば、データ受信部は、画像データをさらに受信し、デコー
ド処理部で得られた所定情報は、データ受信部で受信された画像データによる画像に重畳
する重畳情報のデータであり、データ受信部で受信された画像データと、デコード処理部
で得られた重畳情報のデータを用い、重畳情報が重畳された画像のデータを得る画像デー
タ処理部をさらに備える、ようにされてもよい。
【００３７】
このように本技術においては、所定情報が埋め込まれている音声圧縮データストリーム
を受信し、埋め込まれている視差情報、重畳情報データ、他サービスアクセス情報等の情
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報を利用することが可能となる。
【発明の効果】
【００３８】
本技術によれば、放送局、配信サーバ等から、視差情報、重畳情報データ、他サービス
アクセス情報等の情報を、音声圧縮データストリームをコンテナとして簡単に送信でき、
テレビ受信機等で利用することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本技術の第１の実施の形態としての立体画像表示システムの構成例を示すブロッ
ク図である。

40

【図２】放送局における送信データ生成部の構成例を示すブロック図である。
【図３】１９２０×１０８０ｐのピクセルフォーマットの画像データを示す図である。
【図４】立体画像データ（３Ｄ画像データ）の伝送方式である「Top & Bottom」方式、「
Side By Side」方式、「Frame Sequential」方式を説明するための図である。
【図５】左眼画像に対する右眼画像の視差ベクトルを検出する例を説明するための図であ
る。
【図６】視差ベクトルをブロックマッチング方式で求めることを説明するための図である
。
【図７】送信データ生成部の視差情報作成部で行われるダウンサイジング処理を説明する
ための図である。
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【図８】立体画像表示システムを構成するセットトップボックスの構成例を示すブロック
図である。
【図９】セットトップボックスのＣＰＵの制御処理の手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１０】立体画像表示システムを構成するテレビ受信機の構成例を示すブロック図であ
る。
【図１１】立体画像表示システムにおける、セットトップボックスのＨＤＭＩ送信部（Ｈ
ＤＭＩソース）と、テレビ受信機のＨＤＭＩ受信部（ＨＤＭＩシンク）の構成例を示す図
である。
【図１２】テレビ受信機に含まれるＥ−ＥＤＩＤの構造（Block1以降、ＨＤＭＩ用拡張部
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分）を示す図である。
【図１３】

Audio Data Block

の各

CEA Short Audio Descriptor

の詳細を示す図で

ある。
【図１４】「Audio Code」と「Audio Format」の対応関係（一部抜粋）を示す図である。
【図１５】ＥＤＩＤ構造内のVendor Specific Data Block(ＶＳＤＢ)の構造を示す図であ
る。
【図１６】放送局における送信データ生成部の他の構成例を示すブロック図である。
【図１７】立体画像表示システムを構成するテレビ受信機の他の構成例を示すブロック図
である。
【図１８】放送局における送信データ生成部の他の構成例を示すブロック図である。
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【図１９】立体画像表示システムを構成するテレビ受信機の他の構成例を示すブロック図
である。
【図２０】本技術の第２の実施の形態としての立体画像表示システムの構成例を示すブロ
ック図である。
【図２１】放送局における送信データ生成部の構成例を示すブロック図である。
【図２２】ＡＣ３のフレーム（AC3 Synchronization Frame）の構造を示す図である。
【図２３】ＡＡＣの１０２４サンプル分の音声データが入るフレーム（Raw̲data̲block）
の構造を示す図である。
【図２４】圧縮フォーマットがＡＣ３の場合にメタデータＭＤが挿入される「ＡＵＸ（AU
XILIARY DATA）」のの構成を示す図である。

30

【図２５】圧縮フォーマットがＡＡＣの場合にメタデータＭＤが挿入される「ＤＳＥ（da
ta stream element）」の構成を示す図である。
【図２６】ＩＥＣ

６０９５８の基本的な論理データ構造を示す図である。

【図２７】メタデータ汎用シンタクスの一例を説明するための図である。
【図２８】メタデータ汎用シンタクスの一例を説明するための図である。
【図２９】メタデータ汎用シンタクスの一例を説明するための図である。
【図３０】メタデータ汎用シンタクスにおける主要なデータ規定内容を示す図である。
【図３１】一連のメタデータ（メタデータパケット）を分割して送信する場合における、
「metadata̲counter」、「metadata̲start̲flag」の変化例を示す図である。
【図３２】複数のメタデータが各々の同期対象と同期管理される例を示す図である。
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【図３３】「metadata̲linking̲Packet()」のシンタクスを示す図である。
【図３４】「metadata̲linking̲Packet()」の主要なデータ規定内容を示す図である。
【図３５】複数のメタデータユニットが各々の同期対象と同期管理される例を示す図であ
る。
【図３６】「disparity̲shift̲data̲Packet()」のシンタクスを示す図である。
【図３７】「disparity̲shift̲data̲Packet()」の主要なデータ規定内容を示す図である
。
【図３８】「horizontal̲partition」、「vertical̲partition」による画面分割数あるい
は画面分割パターンの一例を示す図である。
【図３９】放送トリガ信号のライフサイクルの一例を示す図である。
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【図４０】レジスタ(Register)コマンドとしてのトリガ情報に含まれる項目を示す図であ
る。
【図４１】エクスキュート(Execute)コマンドとしてのトリガ情報に含まれる項目を示す
図である。
【図４２】インジェクトイベント(Inject̲event)コマンドとしてのトリガ情報に含まれる
項目を示す図である。
【図４３】サスペンド(Suspend)コマンドとしてのトリガ情報に含まれる項目を示す図で
ある。
【図４４】ターミネート(Terminate)コマンドとしてのトリガ情報に含まれる項目を示す
図である。
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【図４５】各コマンドとしてのトリガ情報に対応可能なトリガ情報である「Trigger̲info
̲data()」のシンタクスを示す図である。
【図４６】セットトップボックスの他の構成例を示すブロック図である。
【図４７】立体画像表示システムの他の構成例を示すブロック図である。
【図４８】両眼視差を利用した立体画像表示において、スクリーン上におけるオブジェク
トの左右像の表示位置と、その立体像の再生位置との関係を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
以下、発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とする）について説明する。
なお、説明を以下の順序で行う。
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１．第１の実施の形態
２．第２の実施の形態
３．変形例
【００４１】
＜１．第１の実施の形態＞
［立体画像表示システムの構成例］
図１は、実施の形態としての立体画像表示システム１０の構成例を示している。この立
体画像表示システム１０は、放送局１００と、セットトップボックス（ＳＴＢ）２００と
、テレビ受信機（ＴＶ）３００を有している。
【００４２】
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セットトップボックス２００およびテレビ受信機３００は、ＨＤＭＩ(High Definition
Multimedia Interface)ケーブル４００を介して接続されている。セットトップボックス
２００には、ＨＤＭＩ端子２０２が設けられている。テレビ受信機３００には、ＨＤＭＩ
端子３０２が設けられている。ＨＤＭＩケーブル４００の一端はセットトップボックス２
００のＨＤＭＩ端子２０２に接続され、このＨＤＭＩケーブル４００の他端はテレビ受信
機３００のＨＤＭＩ端子３０２に接続されている。
【００４３】
［放送局の説明］
放送局１００は、ビットストリームデータＢＳＤを、放送波に載せて送信する。放送局
１００は、ビットストリームデータＢＳＤを生成する送信データ生成部１１０を備えてい
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る。このビットストリームデータＢＳＤには、左眼画像データおよび右眼画像データを含
む立体画像データ、音声データ、さらには視差情報（視差ベクトル）が含まれる。
【００４４】
「送信データ生成部の構成例」
図２は、放送局１００において、上述のビットストリームデータＢＳＤを生成する送信
データ生成部１１０の構成例を示している。この送信データ生成部１１０は、データ取り
出し部（アーカイブ部）１１１と、ビデオエンコーダ１１２と、オーディオエンコーダ１
１３と、視差情報作成部１１４と、マルチプレクサ１１５を有している。
【００４５】
データ取り出し部１１１には、データ記録媒体１１１ａが、例えば、着脱自在に装着さ
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れる。このデータ記録媒体１１１ａには、左眼画像データおよび右眼画像データを含む立
体画像データと共に、音声データ、視差情報が対応付けて記録されている。データ取り出
し部１１１は、データ記録媒体１１１ａから、立体画像データ、音声データ、視差情報等
を取り出して出力する。データ記録媒体１１１ａは、ディスク状記録媒体、半導体メモリ
等である。
【００４６】
データ記録媒体１１１ａに記録されている立体画像データは、所定の伝送方式の立体画
像データである。立体画像データ（３Ｄ画像データ）の伝送方式の一例を説明する。ここ
では、以下の第１〜第３の伝送方式を挙げるが、これら以外の伝送方式であってもよい。
また、ここでは、図３に示すように、左眼（Ｌ）および右眼（Ｒ）の画像データが、それ
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ぞれ、決められた解像度、例えば、１９２０×１０８０ｐのピクセルフォーマットの画像
データである場合を例にとって説明する。
【００４７】
第１の伝送方式は、トップ・アンド・ボトム（Top & Bottom）方式で、図４（ａ）に示
すように、垂直方向の前半では左眼画像データの各ラインのデータを伝送し、垂直方向の
後半では左眼画像データの各ラインのデータを伝送する方式である。この場合、左眼画像
データおよび右眼画像データのラインが１／２に間引かれることから原信号に対して垂直
解像度は半分となる。
【００４８】
第２の伝送方式は、サイド・バイ・サイド（Side By Side）方式で、図４（ｂ）に示す
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ように、水平方向の前半では左眼画像データのピクセルデータを伝送し、水平方向の後半
では右眼画像データのピクセルデータを伝送する方式である。この場合、左眼画像データ
および右眼画像データは、それぞれ、水平方向のピクセルデータが１／２に間引かれる。
原信号に対して、水平解像度は半分となる。
【００４９】
第３の伝送方式は、フレーム・シーケンシャル（Frame Sequential）方式あるいは２Ｄ
後方互換方式で、図４（ｃ）に示すように、左眼画像データと右眼画像データとをフィー
ルド毎に順次切換えて伝送する方式である。
【００５０】
また、データ記録媒体１１１ａに記録されている視差情報は、例えば、画像を構成する
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ピクセル（画素）毎の視差ベクトルである。視差ベクトルの検出例について説明する。こ
こでは、左眼画像に対する右眼画像の視差ベクトルを検出する例について説明する。図５
に示すように、左眼画像を検出画像とし、右眼画像を参照画像とする。この例では、（xi
,yi）および（xj,yj）の位置における視差ベクトルが検出される。
【００５１】
（xi,yi）の位置における視差ベクトルを検出する場合を例にとって説明する。この場
合、左眼画像に、（xi,yi）の位置の画素を左上とする、例えば８×８あるいは１６×１
６の画素ブロック（視差検出ブロック）Ｂｉが設定される。そして、右眼画像において、
画素ブロックＢｉとマッチングする画素ブロックが探索される。
【００５２】
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この場合、右眼画像に、（xi,yi）の位置を中心とする探索範囲が設定され、その探索
範囲内の各画素を順次注目画素として、上述の画素ブロックＢｉと同様の例えば８×８あ
るいは１６×１６の比較ブロックが順次設定されていく。
【００５３】
画素ブロックＢｉと順次設定される比較ブロックとの間で、対応する画素毎の差分絶対
値の総和が求められる。ここで、図６に示すように、画素ブロックＢｉの画素値をＬ(x,y
)とし、比較ブロックの画素値をＲ(x,y)とするとき、画素ブロックＢｉと、ある比較ブロ
ックとの間における差分絶対値の総和は、Σ｜Ｌ(x,y)−Ｒ(x,y)｜で表される。
【００５４】
右眼画像に設定される探索範囲にｎ個の画素が含まれているとき、最終的にｎ個の総和
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Ｓ１〜Ｓｎが求められ、その中で最小の総和Ｓminが選択される。そして、この総和Ｓmin
が得られた比較ブロックから左上の画素の位置が（xi′,yi′）が得られる。これにより
、（xi,yi）の位置における視差ベクトルは、（xi′−xi，yi′−yi）のように検出され
る。詳細説明は省略するが、（xj,yj）の位置における視差ベクトルについても、左眼画
像に、（xj,yj）の位置の画素を左上とする、例えば８×８あるいは１６×１６の画素ブ
ロックＢｊが設定されて、同様の処理過程で検出される。
【００５５】
図２に戻って、視差情報作成部１１４は、データ取り出し部１３０から出力される視差
情報、すなわちピクセル（画素）毎の視差ベクトルにダウンサイジング処理を施す。そし
て、視差情報作成部１１４は、画像（ピクチャ）領域を所定の大きさに分割して得られた
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各領域の視差ベクトルのセット、つまり視差情報セットを作成して出力する。図７は、視
差情報作成部１１４で行われるダウンサイジング処理の一例を示している。
【００５６】
最初に、視差情報作成部１３４は、図７（ａ）に示すように、ピクセル（画素）毎の視
差ベクトルを用いて、ブロック毎の視差ベクトルを求める。上述したように、ブロックは
、最下層に位置するピクセル（画素）の上位層に当たり、画像（ピクチャ）領域が水平方
向および垂直方向に所定の大きさで分割されることで構成される。そして、各ブロックの
視差ベクトルは、例えば、そのブロック内に存在する全ピクセル（画素）の視差ベクトル
から、最も値の大きな視差ベクトルが選択されることで得られる。
【００５７】
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次に、視差情報作成部１１４は、図７（ｂ）に示すように、ブロック毎の視差ベクトル
を用いて、グループ（Group Of Block）毎の視差ベクトルを求める。グループは、ブロッ
クの上位層に当たり、複数個の近接するブロックをまとめてグループ化することで得られ
る。図７（ｂ）の例では、各グループは、破線枠で括られる４個のブロックにより構成さ
れている。そして、各グループの視差ベクトルは、例えば、そのグループ内の全ブロック
の視差ベクトルから、最も値の大きな視差ベクトルが選択されることで得られる。
【００５８】
次に、視差情報作成部１１４は、図７（ｃ）に示すように、グループ毎の視差ベクトル
を用いて、パーティション（Partition）毎の視差ベクトルを求める。パーティションは
、グループの上位層に当たり、複数個の近接するグループをまとめてグループ化すること
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で得られる。図７（ｃ）の例では、各パーティションは、破線枠で括られる２個のグルー
プにより構成されている。そして、各パーティションの視差ベクトルは、例えば、そのパ
ーティション内の全グループの視差ベクトルから、最も値の大きな視差ベクトルが選択さ
れることで得られる。
【００５９】
次に、視差情報作成部１１４は、図７（ｄ）に示すように、パーティション毎の視差ベ
クトルを用いて、最上位層に位置するピクチャ全体（画像全体）の視差ベクトルを求める
。図７（ｄ）の例では、ピクチャ全体には、破線枠で括られる４個のパーティションが含
まれている。そして、ピクチャ全体の視差ベクトルは、例えば、ピクチャ全体に含まれる
全パーティションの視差ベクトルから、最も値の大きな視差ベクトルが選択されることで
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得られる。
【００６０】
このようにして、視差情報作成部１１４は、最下層に位置するピクセル（画素）毎の視
差ベクトルにダウンサイジング処理を施して、ブロック、グループ、パーティション、ピ
クチャ全体の各階層の各領域の視差ベクトルを求めることができる。なお、図７に示すダ
ウンサイジング処理の一例では、最終的に、ピクセル（画素）の階層の他、ブロック、グ
ループ、パーティション、ピクチャ全体の４階層の視差ベクトルを求めている。しかし、
階層数ならびに各階層の領域の切り方や領域の数はこれに限定されるものではない。
【００６１】
視差情報作成部１１４は、上述したダウンサイジング処理により、所定階層の各領域の
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視差ベクトルのセットを作成して、視差情報セットとして出力する。なお、視差ベクトル
を求める各領域の大きさ、つまり階層の選択は、例えば、受信側が要求する視差ベクトル
の空間密度、あるいは伝送帯域などに基づいて行われる。
【００６２】
図２に戻って、ビデオエンコーダ１１２は、データ取り出し部１１１から供給される立
体画像データに対して、ＭＰＥＧ４−ＡＶＣ、ＭＰＥＧ２、ＶＣ−１等の符号化を施し、
画像圧縮データストリーム（ビデオエレメンタリストリーム）を生成する。オーディオエ
ンコーダ１１３は、データ取り出し部１１１から供給される音声データに対して、ＡＣ３
、ＡＡＣ等の符号化を施し、音声圧縮データストリーム（オーディオエレメンタリストリ
ーム）を生成する。

10

【００６３】
オーディオエンコーダ１１３は、音声圧縮データストリームに、上述の視差情報作成部
１１４で作成された視差情報セットを付加する。ここで、視差情報セットは、音声圧縮デ
ータストリームに、ユーザデータとして挿入される。例えば、圧縮フォーマットがＡＣ３
の場合、視差情報セットは、付加データ領域（Ａｕｘ領域）に挿入される。また、例えば
、圧縮フォーマットがＡＡＣの場合、所定情報は、DSE data stream element(ユーザデー
タ)として挿入される。これにより、視差情報セットは、音声圧縮データストリームをコ
ンテナとして送信されることになる。この視差情報セットは、後述するように、テレビ受
信機３００において、左眼画像データおよび右眼画像データによる画像に重畳する重畳情
報（ＯＳＤ表示など）をシフトさせて視差を付与するために使用される。

20

【００６４】
マルチプレクサ１１５は、ビデオエンコーダ１１２から出力される画像圧縮データスト
リームおよびオーディオエンコーダ１１３から出力される音声圧縮データストリームを多
重化する。そして、マルチプレクサ１１５は、多重化データストリームとしてのビットス
トリームデータ（トランスポートストリーム）ＢＳＤを生成して出力する。
【００６５】
図２に示す送信データ生成部１１０の動作を簡単に説明する。データ取り出し部１１１
から出力される立体画像データは、ビデオエンコーダ１１２に供給される。このビデオエ
ンコーダ１１２では、その立体画像データに対してＭＰＥＧ４−ＡＶＣ、ＭＰＥＧ２、Ｖ
Ｃ−１等の符号化が施され、符号化ビデオデータを含む画像圧縮データストリーム（ビデ
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オエレメンタリストリーム）が生成される。この画像圧縮データストリームは、マルチプ
レクサ１１５に供給される。
【００６６】
また、データ取り出し部１１１から出力されるピクセル（画素）毎の視差ベクトルは、
視差情報作成部１１４に供給されて、ダウンサイジング処理が施される。この視差情報作
成部１１４では、画像（ピクチャ）領域が所定の大きさに分割されて得られた各領域の視
差ベクトルのセット、つまり視差情報セットが作成される。この視差情報セットは、オー
ディオエンコーダ１１３に供給される。
【００６７】
また、データ取り出し部１１１から出力される音声データはオーディオエンコーダ１１
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３に供給される。このオーディオエンコーダ１１１では、データ取り出し部１１１から供
給される音声データに対して、ＡＣ３、ＡＡＣ等の符号化が施され、音声圧縮データスト
リーム（オーディオエレメンタリストリーム）が生成される。
【００６８】
また、このオーディオエンコーダ１１３では、音声圧縮データストリームに、上述の視
差情報作成部１１４で作成された視差情報セットが付加される。この場合、視差情報セッ
トは、音声圧縮データストリームに、ユーザデータとして挿入される。このように視差情
報セットが付加された音声圧縮データストリームは、マルチプレクサ１１５に供給される
。
【００６９】
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マルチプレクサ１１５には、上述したように、ビデオエンコーダ１１２から画像圧縮デ
ータストリームが供給されると共に、オーディオエンコーダ１１３から視差情報セットが
付加された音声圧縮データストリームが供給される。そして、このマルチプレクサ１１５
では、各エンコーダから供給される圧縮データストリーム（エレメンタリストリーム）が
パケット化されて多重され、伝送データとしてのビットストリームデータ（トランスポー
トストリーム）ＢＳＤが得られる。
【００７０】
［セットトップボックスの説明］
図１に戻って、セットトップボックス２００は、放送局１００から放送波に載せて送信
されてくるビットストリームデータ（トランスポートストリーム）ＢＳＤを受信する。こ
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のビットストリームデータＢＳＤには、左眼画像データおよび右眼画像データを含む立体
画像データ、音声データおよび視差情報セットなどが含まれている。このセットトップボ
ックス２００は、ビットストリーム処理部２０１を有している。
【００７１】
このビットストリーム処理部２０１は、ビットストリームデータＢＳＤから、非圧縮の
立体画像データを得る。また、このビットストリーム処理部２０１は、ビットストリーム
データＢＳＤから、音声圧縮データストリーム、または、非圧縮音声データおよび視差情
報セットを得る。
【００７２】
図８は、セットトップボックス２００の構成例を示している。このセットトップボック
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ス２００は、ビットストリーム処理部２０１と、ＨＤＭＩ端子２０２と、アンテナ端子２
０３と、デジタルチューナ２０４と、オーディオフレーミング部２０８と、ＨＤＭＩ送信
部２０９を有している。ビットストリーム処理部２０１には、デマルチプレクサ２０５、
ビデオデコーダ２０６およびオーディオデコーダ２０７が含まれている。また、セットト
ップボックス２００は、ＣＰＵ２１１と、フラッシュＲＯＭ２１２と、ＤＲＡＭ２１３と
、内部バス２１４と、リモコン受信部２１５と、リモコン送信機２１６を有している。
【００７３】
ＣＰＵ２１１は、セットトップボックス２００の各部の動作を制御する。フラッシュＲ
ＯＭ２１２は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＤＲＡＭ２１３は、
ＣＰＵ２１１のワークエリアを構成する。ＣＰＵ２１１は、フラッシュＲＯＭ２１２から
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読み出したソフトウェアやデータをＤＲＡＭ２１３上に展開してソフトウェアを起動させ
、セットトップボックス２００の各部を制御する。
【００７４】
リモコン受信部２１５は、リモコン送信機２１６から送信されたリモーコントロール信
号（リモコンコード）を受信し、ＣＰＵ２１１に供給する。ＣＰＵ２１１は、このリモコ
ンコードに基づいて、セットトップボックス２００の各部を制御する。ＣＰＵ２１１、フ
ラッシュＲＯＭ２１２およびＤＲＡＭ２１３は内部バス２１４に接続されている。
【００７５】
アンテナ端子２０３は、受信アンテナ（図示せず）で受信されたテレビ放送信号を入力
する端子である。デジタルチューナ２０４は、アンテナ端子２０３に入力されたテレビ放
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送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応した所定のビットストリームデータ（ト
ランスポートストリーム）ＢＳＤを出力する。
【００７６】
ビットストリーム処理部２０１は、上述したように、ビットストリームデータＢＳＤか
ら立体画像データを取得し、さらに、音声圧縮データストリーム、または、非圧縮音声デ
ータおよび視差情報セットを取得する。デマルチプレクサ２０５は、ビットストリームデ
ータＢＳＤからビデオおよびオーディオのエレメンタリストリームのパケットを抽出し、
各デコーダに送る。
【００７７】
ビデオデコーダ２０６は、上述の送信データ生成部１１０のビデオエンコーダ１１２と
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は逆の処理を行う。すなわち、デマルチプレクサ２０５で抽出されたビデオのパケットか
らビデオエレメンタリストリーム（画像圧縮データストリーム）を再構成し、復号化処理
を行って、左眼画像データおよび右眼画像データを含む非圧縮の立体画像データを得る。
この立体画像データの伝送方式は、例えば、上述の第１の伝送方式（「Top & Bottom」方
式）、第２の伝送方式は（「Side By Side」方式）、第３の伝送方式（「Frame Sequenti
al」方式）などである（図４参照）。
【００７８】
オーディオデコーダ２０７は、上述の送信データ生成部１１０のオーディオエンコーダ
１１３とは逆の処理を行う。オーディオデコーダ２０７は、デマルチプレクサ２０５で抽
出されたオーディオのパケットからオーディオエレメンタリストリーム（音声圧縮データ
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ストリーム）を再構成し、デコード処理を行って、非圧縮音声データ（ＰＣＭデータ）お
よび視差情報セットを得る。ただし、オーディオデコーダ２０７は、以下の場合には、圧
縮音声データストリームを、デコード処理をすることなく、そのまま出力する。すなわち
、その圧縮フォーマットがテレビ受信機３００で取り扱い可能で、しかも、テレビ受信機
３００が圧縮音声データストリームの送信を要求している場合である。
【００７９】
上述のオーディオデコーダ２０７の処理は、ＣＰＵ２１１の制御のもとに行われる。Ｃ
ＰＵ２１１は、後述するように、テレビ受信機３００からＥ−ＥＤＩＤ（Enhanced Exten
ded Display Identification Data）を取得する。ＣＰＵ２１１は、このＥ−ＥＤＩＤに
含まれる、テレビ受信機３００で取り扱い可能な音声圧縮データストリームの圧縮フォー
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マット情報、および音声圧縮データストリームの送信を要求しているか否かを示す情報（
圧縮強制フラグ情報）に基づいて、制御を行う。
【００８０】
図９のフローチャートは、ＣＰＵ２１１の制御処理の手順の一例を示している。ＣＰＵ
２１１は、ステップＳＴ１で処理を開始し、その後、ステップＳＴ２の処理に移る。この
ステップＳＴ２において、ＣＰＵ２１１は、圧縮強制フラグ情報に基づいて、テレビ受信
機３００が音声圧縮データストリームの送信を要求しているか否かを判断する。送信を要
求しているとき、ＣＰＵ２１１は、ステップＳＴ３の処理に移る。
【００８１】
このステップＳＴ３において、ＣＰＵ２１１は、圧縮フォーマットが、テレビ受信機３
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００で取り扱い可能か否かを判断する。取り扱い可能な圧縮フォーマットであるとき、Ｃ
ＰＵ２１１は、ステップＳＴ４において、音声圧縮データストリームを、デコード処理せ
ずに、そのまま出力するように、オーディオデコーダ２０７を制御する。ＣＰＵ２１１は
、ステップＳＴ４の処理の後、ステップＳＴ５において、制御処理を終了する。
【００８２】
ステップＳＴ２でテレビ受信機３００が音声圧縮データストリームの送信を要求してい
ないとき、ＣＰＵ２１１は、ステップＳＴ６の処理に移る。また、ステップＳＴ３で受信
音声圧縮データストリームの圧縮フォーマットがテレビ受信機３００で取り扱い可能な圧
縮フォーマットでないとき、ＣＰＵ２１１は、ステップＳＴ６の処理に移る。このステッ
プＳＴ６において、ＣＰＵ２１１は、音声圧縮データストリームをデコードし、非圧縮音
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声データと視差情報セットを出力するように、オーディオデコーダ２０７を制御する。Ｃ
ＰＵ２１１は、ステップＳＴ６の処理の後、ステップＳＴ５において、制御処理を終了す
る。
【００８３】
オーディオフレーミング部２０８は、オーディオデコーダ２０７の出力に対して、ＩＥ
Ｃ６０９５８のフレーミングを行う。オーディオデコーダ２０７から音声圧縮データスト
リームが出力されるとき、オーディオフレーミング部２０８は、音声圧縮データストリー
ムに対してＩＥＣ６０９５８のフレーミングを行う。また、オーディオデコーダ２０７か
ら非圧縮音声データおよび視差情報セットが出力されるとき、オーディオフレーミング部
２０８は非圧縮音声データに対してＩＥＣ６０９５８のフレーミングを行うと共に、視差
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情報セットを付加データ領域（Ａｕｘ領域）に入れる。
【００８４】
ＨＤＭＩ送信部２０９は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、立体画像データおよび音声
データを、ＨＤＭＩ端子２０２から送出する。このＨＤＭＩ送信部２０９は、立体画像デ
ータの取り扱いが可能な状態にある。ＨＤＭＩ送信部２０９は、ＨＤＭＩのＴＭＤＳチャ
ネルで送信するため、画像および音声のデータをパッキングして、ＨＤＭＩ端子２０２に
出力する。このＨＤＭＩ送信部２０９の詳細は後述する。
【００８５】
セットトップボックス２００の動作を簡単に説明する。アンテナ端子２０３に入力され
たテレビ放送信号はデジタルチューナ２０４に供給される。このデジタルチューナ２０４
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では、テレビ放送信号が処理されて、ユーザの選択チャネルに対応した所定のビットスト
リームデータ（トランスポートストリーム）ＢＳＤが出力される。
【００８６】
デジタルチューナ２０４から出力されるビットストリームデータＢＳＤは、ビットスト
リーム処理部２０１を構成するデマルチプレクサ２０５に供給される。このデマルチプレ
クサ２０５では、ビットストリームデータＢＳＤからビデオおよびオーディオのエレメン
タリストリームのパケットが抽出され、各デコーダに送られる。
【００８７】
ビデオデコーダ２０６では、デマルチプレクサ２０５で抽出されたビデオのパケットか
らビデオのエレメンタリストリーム（画像圧縮データストリーム）が再構成される。そし

20

て、このビデオデコーダ２０６では、画像圧縮データストリームに対してデコード処理が
行われて、左眼画像データおよび右眼画像データを含む立体画像データが得られる。この
立体画像データは、ＨＤＭＩ送信部２０９に供給される。
【００８８】
また、オーディオデコーダ２０７では、デマルチプレクサ２０５で抽出されたオーディ
オのパケットからオーディオのエレメンタリストリーム（音声圧縮データストリーム）が
再構成される。そして、圧縮フォーマットがテレビ受信機３００で取り扱い可能で、しか
も、テレビ受信機３００が圧縮音声データストリームの送信を要求しているとき、オーデ
ィオデコーダ２０７からは、音声圧縮データストリームがそのまま出力される。
【００８９】
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また、少なくとも、圧縮フォーマットがテレビ受信機３００で取り扱い可能でないとき
、あるいはテレビ受信機３００が圧縮音声データストリームの送信を要求していないとき
、オーディオデコーダ２０７ではデコード処理が行われる。この場合、オーディオデコー
ダ２０７では、再構成された圧縮音声データストリームに対してデコード処理が行われ、
非圧縮音声データ（ＰＣＭデータ）および視差情報セットが得られる。
【００９０】
オーディオデコーダ２０７の出力は、オーディオフレーミング部２０８に供給される。
このオーディオフレーミング部２０８では、オーディオデコーダ２０７の出力に対して、
ＩＥＣ６０９５８のフレーミングが行われる。オーディオデコーダ２０７から音声圧縮デ
ータストリームが出力されるとき、オーディオフレーミング部２０８では、音声圧縮デー
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タストリームに対してＩＥＣ６０９５８のフレーミングが行われる。また、オーディオデ
コーダ２０７から非圧縮音声データおよび視差情報セットが出力されるとき、オーディオ
フレーミング部２０８では、非圧縮音声データに対してＩＥＣ６０９５８のフレーミング
が行われ、視差情報セットは付加データ領域（Ａｕｘ領域）に挿入される。
【００９１】
オーディオフレーミング部２０８の出力は、ＨＤＭＩ送信部２０９に供給される。この
ＨＤＭＩ送信部２０９では、立体画像データおよび音声データがパッキングされ、ＨＤＭ
Ｉ端子２０２からＨＤＭＩケーブル４００に送出される。
【００９２】
［テレビ受信機の説明］
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図１に戻って、テレビ受信機３００は、セットトップボックス２００からＨＤＭＩケー
ブル４００を介して送られてくる立体画像データ、音声データなどを受信する。このテレ
ビ受信機３００は、３Ｄ信号処理部３０１を有している。この３Ｄ信号処理部３０１は、
立体画像データに対して、伝送方式に対応した処理（デコード処理）を行って、左眼画像
データおよび右眼画像データを取得する。
【００９３】
図１０は、テレビ受信機３００の構成例を示している。このテレビ受信機３００は、３
Ｄ信号処理部３０１と、ＨＤＭＩ端子３０２と、ＨＤＭＩ受信部３０３と、オーディオデ
コーダ３０４を有している。また、このテレビ受信機３００は、アンテナ端子３０５と、
デジタルチューナ３０６と、ビットストリーム処理部３０７と、映像・グラフィック処理

10

回路３０８と、ＯＳＤ表示データ生成部３０９と、パネル駆動回路３１０と、表示パネル
３１１を有している。
【００９４】
また、テレビ受信機３００は、音声信号処理回路３１２と、音声増幅回路３１３と、ス
ピーカ３１４を有している。また、このテレビ受信機３００は、ＣＰＵ３２１と、フラッ
シュＲＯＭ３２２と、ＤＲＡＭ３２３と、内部バス３２４と、リモコン受信部３２５と、
リモコン送信機３２６と、ネットワーク端子３２７と、イーサネットインタフェース３２
８を有している。なお、「イーサネット」は登録商標である。
【００９５】
ＣＰＵ３２１は、テレビ受信機３００の各部の動作を制御する。フラッシュＲＯＭ３２
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２は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。ＤＲＡＭ３２３は、ＣＰＵ３
２１のワークエリアを構成する。ＣＰＵ３２１は、フラッシュＲＯＭ３２２から読み出し
たソフトウェアやデータをＤＲＡＭ３２３上に展開してソフトウェアを起動させ、テレビ
受信機３００の各部を制御する。
【００９６】
リモコン受信部３２５は、リモコン送信機３２６から送信されたリモートコントロール
信号（リモコンコード）を受信し、ＣＰＵ３２１に供給する。ＣＰＵ３２１は、このリモ
コンコードに基づいて、テレビ受信機３００の各部を制御する。ＣＰＵ３２１、フラッシ
ュＲＯＭ３２２およびＤＲＡＭ３２３は、内部バス３２４に接続されている。
【００９７】
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イーサネットインタフェース３２８は、ネットワーク端子３２７を介して、インターネ
ット等の図示しないネットワークに接続される。イーサネットインタフェース２１８は、
ユーザ操作に応じて、ネットワークを通じて種々の情報、例えばウィジェット（Widget）
でグラフィクス表示する天気予報、株価等の情報も取得できる。このイーサネットインタ
フェース３２８は、内部バス３２４に接続されている。このイーサネットインタフェース
３２８は、ネットワーク通信部を構成している。
【００９８】
アンテナ端子３０５は、受信アンテナ（図示せず）で受信されたテレビ放送信号を入力
する端子である。デジタルチューナ３０６は、アンテナ端子３０５に入力されたテレビ放
送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応した所定のビットストリームデータ（ト

40

ランスポートストリーム）ＢＳＤを出力する。
【００９９】
ビットストリーム処理部３０７は、図８に示すセットトップボックス２００のビットス
トリーム処理部２０１と同様の構成とされている。このビットストリーム処理部３０７は
、ビットストリームデータＢＳＤから非圧縮立体画像データを取得し、さらに、非圧縮音
声データおよび視差情報セットを取得する。
【０１００】
ＨＤＭＩ受信部３０３は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、ＨＤＭＩケーブル４００を
介してＨＤＭＩ端子３０２に供給される立体画像データおよび音声データを受信する。こ
のＨＤＭＩ受信部３０３は、立体画像データの取り扱いが可能な状態にある。このＨＤＭ
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Ｉ受信部３０３の詳細は後述する。
【０１０１】
ここで、音声データは、上述のセットトップボックス２００の部分で説明したように、
以下のいずれかである。すなわち、音声データは、視差情報セットがユーザデータとして
付加された音声圧縮データストリーム、あるいは視差情報セットが付加データ領域（Ａｕ
ｘ領域）に挿入された非圧縮音声データ（ＰＣＭデータ）である。
【０１０２】
オーディオデコーダ３０４は、ＨＤＭＩ受信部３０３で視差情報セットがユーザデータ
として付加された音声圧縮データストリームが受信されるとき、デコード処理を行って、
非圧縮音声データ（ＰＣＭデータ）および視差情報セットを出力する。また、このオーデ
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ィオデコーダ３０４は、ＨＤＭＩ受信部３０３で視差情報セットが付加データ領域（Ａｕ
ｘ領域）に挿入された非圧縮音声データ（ＰＣＭデータ）が受信されるとき、非圧縮音声
データ（ＰＣＭデータ）および視差情報セットをそのまま出力する。
【０１０３】
３Ｄ信号処理部３０１は、ＨＤＭＩ受信部３０３で受信された、あるいはビットストリ
ーム処理部３０７で得られた立体画像データに対して、デコード処理を行って、左眼画像
データおよび右眼画像データを生成する。この場合、３Ｄ信号処理部３０１は、ビットス
トリーム処理部３０７で得られた立体画像データに対しては、その伝送方式（図４参照）
に対応したデコード処理を行う。また、３Ｄ信号処理部３０１は、ＨＤＭＩ受信部３０３
で受信された立体画像データに対しては、ＴＭＤＳ伝送データ構造に対応したデコード処
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理を行う。
【０１０４】
映像・グラフィック処理回路３０８は、３Ｄ信号処理部３０１で生成された左眼画像デ
ータおよび右眼画像データに基づいて、立体画像を表示するための画像データを生成する
。また、映像・グラフィック処理回路３０８は、画像データに対して、必要に応じて、画
質調整処理を行う。また、映像・グラフィック処理回路３０８は、画像データに対して、
必要に応じて、重畳情報のデータを合成する。
【０１０５】
重畳情報のデータは、例えば、ＯＳＤ表示データ生成部３０９で生成されるメニュー、
番組表などのＯＳＤ表示データである。また、重畳情報データは、例えば、ウィジェット
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（Widget）のグラフィクス表示データである。映像・グラフィック処理回路３０８は、左
眼画像および右眼画像に重畳する同一の重畳情報に、重畳位置に応じた視差を付与する。
映像・グラフィック処理回路３０８は、この視差付与処理を、オーディオデコーダ３０４
から出力される視差情報セット、あるいはいはビットストリーム処理部３０７から出力さ
れる視差情報セットに基づいて行う。そして、映像・グラフィック処理回路３０８は、重
畳情報が重畳された左眼画像のデータおよび重畳情報が重畳された右眼画像データを得る
。
【０１０６】
パネル駆動回路３１０は、映像・グラフィック処理回路３０８から出力される画像デー
タに基づいて、表示パネル３１１を駆動する。表示パネル３１１は、例えば、ＬＣＤ(Liq
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uid Crystal Display)、ＰＤＰ(Plasma Display Panel)等で構成されている。表示パネル
３１１に、立体画像を表示するための表示を行う。例えば、表示パネル３１１は、左眼画
像データによる左眼画像および右眼画像データによる右眼画像が交互に時分割的に表示す
る。
【０１０７】
音声信号処理回路３１２は、オーディオデコーダ３０４から出力された、あるいはビッ
トストリーム処理部３０７で得られた音声データに対してＤ／Ａ変換等の必要な処理を行
う。音声増幅回路３１３は、音声信号処理回路３１２から出力される音声信号を増幅して
スピーカ３１４に供給する。
【０１０８】
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図１０に示すテレビ受信機３００の動作を簡単に説明する。ＨＤＭＩ受信部３０３では
、ＨＤＭＩ端子３０２に接続されているセットトップボックス２００から送信されてくる
、立体画像データ、音声データが受信される。ＨＤＭＩ受信部３０３で受信された立体画
像データは、３Ｄ信号処理部３０１に供給される。
【０１０９】
また、ＨＤＭＩ受信部３０３で受信された音声データはオーディオデコーダ３０４に供
給される。この音声データは、視差情報セットがユーザデータとして付加された音声圧縮
データストリーム、あるいは視差情報セットが付加データ領域（Ａｕｘ領域）に挿入され
た非圧縮音声データ（ＰＣＭデータ）である。
【０１１０】

10

オーディオデコーダ３０４では、ＨＤＭＩ受信部３０３の受信音声データが音声圧縮デ
ータストリームであるとき、音声圧縮データストリームのデコード処理が行われ、非圧縮
音声データ（ＰＣＭデータ）および視差情報セットが取得される。また、オーディオデコ
ーダ３０４では、ＨＤＭＩ受信部３０３の受信音声データが非圧縮音声データであるとき
、デコード処理が行わることなく、非圧縮音声データおよび視差情報セットがそのまま出
力される。
【０１１１】
オーディオデコーダ３０４で得られる非圧縮音声データは、音声信号処理回路３１２に
供給される。また、このオーディオデコーダ３０４で得られる視差情報セットは、映像・
グラフィック処理回路３０８に供給される。
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【０１１２】
アンテナ端子３０５に入力されたテレビ放送信号はデジタルチューナ３０６に供給され
る。このデジタルチューナ３０６では、テレビ放送信号が処理されて、ユーザの選択チャ
ネルに対応した所定のビットストリームデータ（トランスポートストリーム）ＢＳＤが出
力される。
【０１１３】
デジタルチューナ３０６から出力されるビットストリームデータＢＳＤは、ビットスト
リーム処理部３０７に供給される。このビットストリーム処理部３０７では、ビットスト
リームデータＢＳＤから非圧縮の立体画像データが取得され、さらに、非圧縮音声データ
および視差情報セットが取得される。
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【０１１４】
ビットストリーム処理部３０７で取得される立体画像データは、３Ｄ信号処理部３０１
に供給される。また、このビットストリーム処理部３０７で取得される非圧縮音声データ
は、音声信号処理回路３１２に供給される。さらに、このビットストリーム処理部３０７
で取得される視差情報セットは、映像・グラフィック処理回路３０８に供給される。
【０１１５】
３Ｄ信号処理部３０１では、ＨＤＭＩ受信部３０３で受信された、あるいはビットスト
リーム処理部３０７で得られた立体画像データに対して、デコード処理が行われ、左眼画
像データおよび右眼画像データが生成される。また、映像・グラフィック処理回路３０８
では、３Ｄ信号処理部３０１で生成された画像データに対して、必要に応じて、画質調整
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処理が行われる。また、この映像・グラフィック処理回路３０８では、その画像データに
対して、必要に応じて、重畳情報のデータが合成される。
【０１１６】
この場合、左眼画像および右眼画像に重畳する同一の重畳情報（ＯＳＤ表示、ウィジェ
ットのグラフィクス表示など）に、視差情報セットに基づいて、重畳位置に応じた視差が
付与される。この場合、左眼画像に重畳する重畳情報のみ、あるいは右眼画像に重畳する
重畳情報のみ、あるいは両方が、視差ベクトルの値に応じてシフトされる。この映像・グ
ラフィック処理回路３０８からは、重畳情報が重畳された左眼画像のデータおよび重畳情
報が重畳された右眼画像データが得られる。
【０１１７】
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この映像・グラフィック処理回路３０８で得られる左眼画像データおよび右眼画像デー
タは、パネル駆動回路３１０に供給される。そのため、表示パネル３１１により立体画像
が表示される。例えば、表示パネル３１１に、左眼画像データによる左眼画像および右眼
画像データによる右眼画像が交互に時分割的に表示される。視聴者は、表示パネル３１１
の表示に同期して左眼シャッタおよび右眼シャッタが交互に開くシャッタメガネを装着す
ることで、左眼では左眼画像のみを見ることができ、右眼では右眼画像のみを見ることが
でき、立体画像を知覚できる。
【０１１８】
また、音声信号処理回路３１２では、オーディオデコーダ３０４で得られた、あるいは
ビットストリーム処理部３０７で得られた音声データに対してＤ／Ａ変換等の必要な処理

10

が施される。この音声データは、音声増幅回路３１３で増幅された後に、スピーカ３１４
に供給される。そのため、スピーカ３１４から、表示パネル３１１の表示画像に対応した
音声が出力される。
【０１１９】
［ＨＤＭＩ送信部、ＨＤＭＩ受信部の構成例］
図１１は、図１の立体画像表示システム１０における、セットトップボックス２００の
ＨＤＭＩ送信部（ＨＤＭＩソース）２０９と、テレビ受信機３００のＨＤＭＩ受信部（Ｈ
ＤＭＩシンク）３０３の構成例を示している。
【０１２０】
ＨＤＭＩ送信部２０９は、有効画像区間（以下、適宜、アクティブビデオ区間ともいう
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）において、非圧縮の１画面分の画像の画素データに対応する差動信号を、複数のチャネ
ルで、ＨＤＭＩ受信部３０３に一方向に送信する。ここで、有効画像区間は、ある垂直同
期信号から次の垂直同期信号までの区間から、水平帰線区間及び垂直帰線区間を除いた区
間である。また、ＨＤＭＩ送信部２０９は、水平帰線区間または垂直帰線区間において、
少なくとも画像に付随する音声データや制御データ、その他の補助データ等に対応する差
動信号を、複数のチャネルで、ＨＤＭＩ受信部３０３に一方向に送信する。
【０１２１】
ＨＤＭＩ送信部２０９とＨＤＭＩ受信部３０３とからなるＨＤＭＩシステムの伝送チャ
ネルには、以下の伝送チャネルがある。すなわち、ＨＤＭＩ送信部２０９からＨＤＭＩ受
信部３０３に対して、画素データおよび音声データを、ピクセルクロックに同期して、一
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方向にシリアル伝送するための伝送チャネルとしての、３つのＴＭＤＳチャネル＃０乃至
＃２がある。また、ピクセルクロックを伝送する伝送チャネルとしての、ＴＭＤＳクロッ
クチャネルがある。
【０１２２】
ＨＤＭＩ送信部２０９は、ＨＤＭＩトランスミッタ８１を有する。トランスミッタ８１
は、例えば、非圧縮の画像の画素データを対応する差動信号に変換し、複数のチャネルで
ある３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩケーブル４００を介して接続
されているＨＤＭＩ受信部３０３に、一方向にシリアル伝送する。
【０１２３】
また、トランスミッタ８１は、非圧縮の画像に付随する音声データ、さらには、必要な

40

制御データその他の補助データ等を、対応する差動信号に変換し、３つのＴＭＤＳチャネ
ル＃０，＃１，＃２でＨＤＭＩ受信部３０３に、一方向にシリアル伝送する。
【０１２４】
さらに、トランスミッタ８１は、３つのＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で送信する
画素データに同期したピクセルクロックを、ＴＭＤＳクロックチャネルで、ＨＤＭＩケー
ブル４００を介して接続されているＨＤＭＩ受信部３０３に送信する。ここで、１つのＴ
ＭＤＳチャネル＃ｉ（ｉ＝０，１，２）では、ピクセルクロックの１クロックの間に、１
０ビットの画素データが送信される。
【０１２５】
ＨＤＭＩ受信部３０３は、アクティブビデオ区間において、複数のチャネルで、ＨＤＭ
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Ｉ送信部２０９から一方向に送信されてくる、画素データに対応する差動信号を受信する
。また、このＨＤＭＩ受信部３０３は、水平帰線区間または垂直帰線区間において、複数
のチャネルで、ＨＤＭＩ送信部２０９から一方向に送信されてくる、音声データや制御デ
ータに対応する差動信号を受信する。
【０１２６】
すなわち、ＨＤＭＩ受信部３０３は、ＨＤＭＩレシーバ８２を有する。このＨＤＭＩレ
シーバ８２は、ＴＭＤＳチャネル＃０，＃１，＃２で、ＨＤＭＩ送信部２０９から一方向
に送信されてくる、画素データに対応する差動信号と、音声データや制御データに対応す
る差動信号を受信する。この場合、ＨＤＭＩ送信部２０９からＴＭＤＳクロックチャネル
10

で送信されてくるピクセルクロックに同期して受信する。
【０１２７】
ＨＤＭＩシステムの伝送チャネルには、上述のＴＭＤＳチャネル＃０乃至＃２およびＴ
ＭＤＳクロックチャネルの他に、ＤＤＣ（Display Data Channel）８３やＣＥＣライン８
４と呼ばれる伝送チャネルがある。ＤＤＣ８３は、ＨＤＭＩケーブル４００に含まれる図
示しない２本の信号線からなる。ＤＤＣ８３は、ＨＤＭＩ送信部２０９が、ＨＤＭＩ受信
部３０３から、Ｅ−ＥＤＩＤ（Enhanced Extended Display Identification Data）を読
み出すために使用される。
【０１２８】
ＨＤＭＩ受信部３０３は、ＨＤＭＩレシーバ８１の他に、自身の性能（Configuration/
capability）に関する性能情報であるＥ−ＥＤＩＤを記憶している、ＥＤＩＤ

ＲＯＭ(R
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ead Only Memory)８５を有している。ＨＤＭＩ送信部２０６は、例えば、ＣＰＵ２１１（
図８参照）からの要求に応じて、ＨＤＭＩケーブル４００を介して接続されているＨＤＭ
Ｉ受信部３０３から、Ｅ−ＥＤＩＤを、ＤＤＣ８３を介して読み出す。
【０１２９】
ＨＤＭＩ送信部２０９は、読み出したＥ−ＥＤＩＤをＣＰＵ２１１に送る。ＣＰＵ２１
１は、このＥ−ＥＤＩＤを、フラッシュＲＯＭ２１２あるいはＤＲＡＭ２１３に格納する
。Ｅ−ＥＤＩＤには、上述したように、テレビ受信機３００の取り扱い可能な音声圧縮デ
ータストリームの圧縮フォーマット情報、およびテレビ受信機３００が音声圧縮データス
トリームの送信を要求しているか否かを示す情報（圧縮強制フラグ情報）が含まれている
30

。
【０１３０】
ＣＥＣライン８４は、ＨＤＭＩケーブル４００に含まれる図示しない１本の信号線から
なり、ＨＤＭＩ送信部２０９とＨＤＭＩ受信部３０３との間で、制御用のデータの双方向
通信を行うために用いられる。このＣＥＣライン８４は、制御データラインを構成してい
る。
【０１３１】
また、ＨＤＭＩケーブル４００には、ＨＰＤ(Hot Plug Detect)と呼ばれるピンに接続
されるライン（ＨＰＤライン）８６が含まれている。ソース機器は、当該ライン８６を利
用して、シンク機器の接続を検出することができる。なお、このＨＰＤライン８６は双方
向通信路を構成するＨＥＡＣ−ラインとしても使用される。また、ＨＤＭＩケーブル４０
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０には、ソース機器からシンク機器に電源を供給するために用いられる電源ライン８７が
含まれている。さらに、ＨＤＭＩケーブル４００には、ユーティリティライン８８が含ま
れている。このユーティリティライン８８は双方向通信路を構成するＨＥＡＣ＋ラインと
しても使用される。
【０１３２】
［Ｅ−ＥＤＩＤ構造］
上述したように、ＨＤＭＩ送信部２０９は、例えば、ＣＰＵ２１１（図８参照）からの
要求に応じて、ＨＤＭＩケーブル４００を介して接続されているＨＤＭＩ受信部３０３か
ら、Ｅ−ＥＤＩＤを、ＤＤＣ８３を介して読み出す。そして、ＣＰＵ２１１は、このＥ−
ＥＤＩＤから、テレビ受信機３００で取り扱い可能な音声圧縮データストリームの圧縮フ
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ォーマット情報、および音声圧縮データストリームの送信を要求しているか否かを示す情
報（圧縮強制フラグ情報）を取得する。
【０１３３】
図１２は、ＥＤＩＤ構造（Block1以降、ＨＤＭＩ用拡張部分）を示している。このＥＤ
ＩＤ構造は、詳細説明は省略するが、ＥＩＡ／ＣＥＡ−８６１Ｂ規格で規定されている。
【０１３４】
Audio Data Block

の各

CEA Short Audio Descriptor

に、テレビ受信機（シンク

機器）３００で再生可能なAudio Format、最大チャネル数、サンプリング周波数、量子化
ビット数が定義される。ＣＰＵ２１１は、この各

CEA Short Audio Descriptor

から、

テレビ受信機３００で取り扱い可能な音声圧縮データストリームの圧縮フォーマット情報

10

を取得する。
【０１３５】
CEA Short Audio Descriptor

は、Audio Formatの違いから、３種類に分類されてい

る。図１３（ａ）は、「Audio Code=1: Linear‑PCM」に対応した
riptor

CEA Short Audio Desc

の詳細である。図１３（ｂ）は、「Audio Code=2‑8」に対応した

dio Descriptor
io Descriptor

の詳細である。なお、「Audio Code=9‑15」に対応した

CEA Short Au
CEA Short Aud

の詳細については、図示を省略している。

【０１３６】
図１４は、「Audio Code」と「Audio Format」の対応関係（一部抜粋）を示している。
例えば、「Audio Code=2」は、「Audio Format」がＡＣ−３であることを示す。この「Au
dio Code=2」の

CEA Short Audio Descriptor

20

の存在により、ＣＰＵ２１１は、テレビ

受信機３００でＡＣ−３の音声圧縮データストリームの取り扱いが可能であることを認識
する。また、例えば、「Audio Code=6」は、「Audio Format」がＡＡＣであることを示す
。この「Audio Code=6」の

CEA Short Audio Descriptor

の存在により、ＣＰＵ２１１

は、テレビ受信機３００でＡＡＣの音声圧縮データストリームの取り扱いが可能であるこ
とを認識する。
【０１３７】
また、図１５は、ＨＤＭＩ Vendor Specific Data Block(ＶＳＤＢ)の構造例を示して
いる。第０ブロックには、
Specific

Vendor‑Specific tag code(=3)

で表されるデータ

Vender

ength(=N)

のデータ領域を示すヘッダが配置される。また、この第０ブロックには、
で表されるデータ

Vender Specific

、第１ブロック乃至第３ブロックには、
3)LSB first

L

30

の長さを示す情報が配置される。また

24bit IEEE Registration Identifier(0x000C0

で表されるＨＤＭＩ（Ｒ）用として登録された番号

0x000C03

を示す情

報が配置される。
【０１３８】
このＨＤＭＩ Vendor Specific Data Block(ＶＳＤＢ)の所定のリザーブビット、この
例では、例えば、第６ブロックの第１ビットに、

FC̲flg

で表される１ビットの圧縮強

制フラグが新たに定義されて配置される。この圧縮強制フラグは、セットトップボックス
２００に音声圧縮データストリームの送信を要求するための情報（圧縮強制フラグ情報）
である。音声圧縮データストリームの送信を要求しない場合、
一方、音声圧縮データストリームの送信を要求する場合、

FC̲flg＝０

FC̲flg＝１

とされる。

40

とされる。

【０１３９】
なお、図１５に示すＨＤＭＩ Vendor Specific Data Block(ＶＳＤＢ)の構造例におい
ては、１ビットのフラグ

FC̲flg

が第６ブロックの第１ビットに配置されている。しか

し、必ずしもこの位置に配置される必要はない。このフラグ

FC̲flg

は、その他のリザ

ーブ状態にあるビット位置、例えば第６ブロックの第２ビット、第８ブロックの第４ビッ
ト、第１３ブロックの第０ビット〜第２ビットなどに配置されてもよい。
【０１４０】
上述したように、図１に示す立体画像表示システム１０において、放送局１００からは
画像圧縮データストリームおよび音声圧縮データストリームの多重化データストリームが
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送信される。そして、視差情報セットが、音声圧縮データストリームに付加されて送信さ
れる。そのため、視差情報セットを、音声圧縮データストリームをコンテナとして簡単に
送信でき、テレビ受信機３００で利用することが可能となる。
【０１４１】
また、図１に示す立体画像表示システム１０において、セットトップボックス２００で
は、所定の条件を満たすことで、放送局１００からの音声圧縮データストリームがそのま
まテレビ受信機３００に送信される。ここで、所定の条件とは、音声圧縮データストリー
ムの圧縮フォーマットがテレビ受信機３００で取り扱い可能な圧縮フォーマットであり、
かつテレビ受信機３００が音声圧縮データストリームの送信を要求していることである。
【０１４２】

10

そのため、セットトップボックス２００では、音声圧縮データストリームにデコード処
理を施す必要がなく、視差情報セットを、音声圧縮データストリームをコンテナとしてテ
レビ受信機３００に簡単に送信して、テレビ受信機３００で利用することが可能となる。
この場合、オーディオフレーミング部２０８では、非圧縮音声データに対してＩＥＣ６０
９５８のフレーミングを行って、視差情報セットを付加データ領域（Ａｕｘ領域）に入れ
る処理等も不要となる。つまり、オーディオフレーミング部２０８では、音声圧縮データ
ストリームに対してＩＥＣ６０９５８のフレーミングを行うだけで済む。これにより、セ
ットトップボックス２００における処理負荷を軽減できる。
【０１４３】
また、図１に示す立体画像表示システム１０において、セットトップボックス２００で

20

は、所定の条件を満たすか否かの情報が、テレビ受信機３００が備えるＥＤＩＤ ＲＯＭ
８５から読み出すことで得られる。この情報は、テレビ受信機３００で取り扱い可能な音
声圧縮データストリームの圧縮フォーマット情報、および音声圧縮データストリームの送
信を要求しているか否かを示す情報（圧縮強制フラグ情報）である。そのため、ユーザの
情報入力の手間を省略でき、ユーザの使い勝手の向上を図ることができる。
【０１４４】
また、図１に示す立体画像表示システム１０において、セットトップボックス２００で
は、上述の所定の条件を満たしていないとき、音声圧縮データストリームに対して、デコ
ード処理が行われ、非圧縮音声データ（ＰＣＭデータ）および視差情報セットが取得され
る。そして、セットトップボックス２００からテレビ受信機３００には、非圧縮音声デー

30

タがＩＥＣ６０９５８のフレーミング処理を経て送信され、その際、視差情報セットは付
加データ領域（Ａｕｘ領域）に挿入されて送信される。そのため、セットトップボックス
２００からテレビ受信機３００に視差情報セットを送信でき、テレビ受信機３００で利用
することが可能となる。
【０１４５】
また、図１に示す立体画像表示システム１０において、テレビ受信機３００では、視差
情報セットが付加されている音声圧縮データストリームを受信し、デコード処理を施して
、非圧縮音声データおよび視差情報セットを得ることができる。そのため、この視差情報
セットを用いて、左眼画像および右眼画像に重畳する重畳情報（重畳情報（ＯＳＤ表示、
ウィジェットのグラフィクス表示など）に重畳位置に応じた視差を付与できる。したがっ

40

て、重畳情報の表示において、画像内の各物体との間の遠近感の整合性を最適な状態に維
持できる。
【０１４６】
［送信データ生成部の他の構成例］
なお、上述実施の形態においては、放送局１００は、音声圧縮データストリームに、立
体画像データを構成する左眼画像データおよび右眼画像データに対応した視差情報セット
を付加して送信する構成となっている。しかし、音声圧縮データストリームに付加して送
信する所定情報としては、この視差情報セットに限定されるものではない。
【０１４７】
例えば、音声圧縮データストリームに付加して送信する所定情報として、グラフィクス

50

(23)

JP 2016‑29816 A 2016.3.3

情報、テキスト情報、字幕情報などの重畳情報のデータが考えられる。図１６は、その場
合における放送局１００の送信データ生成部１１０Ａの構成例を示している。この例は、
音声圧縮データストリームに字幕データを付加して送信する例である。この図１６におい
て、図２と対応する部分には、同一符号を付し、適宜、その詳細説明を省略する。
【０１４８】
この送信データ生成部１１０Ａは、データ取り出し部（アーカイブ部）１１１と、ビデ
オエンコーダ１１２と、オーディオエンコーダ１１３と、マルチプレクサ１１５と、字幕
発生部１１６を有している。すなわち、この送信データ生成部１１０Ａは、図２に示す送
信データ生成部１１０における視差情報作成部１１４が字幕発生部１１６に置き換えられ
たものである。

10

【０１４９】
字幕発生部１１６では、字幕データ（クローズド・キャプションデータ、サブタイトル
データ、ＡＲＩＢ方式の字幕文データなど）が発生される。オーディオエンコーダ１１３
は、音声圧縮データストリームに、上述の字幕発生部１１６で発生された字幕データを付
加する。ここで、字幕データは、音声圧縮データストリームに、ユーザデータとして挿入
される。これにより、字幕データは、音声圧縮データストリームをコンテナとして送信さ
れることになる。この図１６に示す送信データ生成部１１０Ａのその他は、図２に示す送
信データ生成部１１０と同様に構成され、同様に動作する。
【０１５０】
［テレビ受信機の他の構成例］

20

図１７は、上述したように音声圧縮データストリームに字幕データが付加されて送信さ
れる場合におけるテレビ受信機３００Ａの構成例を示している。この図１７において、図
１０と対応する部分には、同一符号を付し、適宜、その詳細説明を省略する。このテレビ
受信機３００Ａにおいては、字幕データに基づいて字幕表示データを生成する字幕表示デ
ータ生成部３１５が設けられる。
【０１５１】
オーディオデコーダ３０４では、ＨＤＭＩ受信部３０３の受信音声データが音声圧縮デ
ータストリームであるとき、音声圧縮データストリームのデコード処理が行われ、非圧縮
音声データ（ＰＣＭデータ）および字幕データが取得される。また、オーディオデコーダ
３０４では、ＨＤＭＩ受信部３０３の受信音声データが非圧縮音声データであるとき、デ
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コード処理が行わることなく、非圧縮音声データおよび字幕データがそのまま出力される
。
【０１５２】
字幕表示データ発生部３１５では、オーディオデコーダ３０４で得られる字幕データに
基づいて、字幕表示データ（ビットマップデータ）が発生される。この場合、例えば、テ
レビ受信機３００Ａに予め設定された固定の視差情報に基づいて視差が付与された左眼字
幕および右眼字幕のデータが生成される。映像・グラフィック処理回路３０８では、左眼
画像データ、右眼画像データに、それぞれ字幕表示データ生成部３１５で生成された左眼
字幕、左眼字幕のデータが合成される。
【０１５３】
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これにより、テレビ受信機３００Ａにおいては、音声データをコンテナとして送られて
きた字幕データによる字幕表示が、立体画像に重畳されて表示される。この図１７に示す
テレビ受信機３００Ａのその他は、図１０に示す送信データ生成部３００と同様に構成さ
れ、同様に動作する。
【０１５４】
［送信データ生成部のさらに他の構成例］
また、例えば、音声圧縮データストリームに付加して送信する所定情報として、ＵＲＬ
（Uniform Resource Locator）等のネットワークアクセス情報が考えられる。図１８は、
その場合における放送局１００の送信データ生成部１１０Ｂの構成例を示している。この
図１８において、図２と対応する部分には、同一符号を付し、適宜、その詳細説明を省略
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する。
【０１５５】
この送信データ生成部１１０Ｂでは、オーディオエンコーダ１１３に、ＵＲＬ等のネッ
トワークアクセス情報（ＮＷアクセス情報）が供給される。オーディオエンコーダ１１３
では、音声圧縮データストリームに、このネットワークアクセス情報が付加される。ここ
で、ネットワークアクセス情報は、例えば、インターネットから、送信立体画像データに
対応した視差情報、送信画像データに対応した字幕情報、送信画像データに対応した副音
声データ等の情報、あるいはその他の情報を取得するためのアクセス情報である。
【０１５６】
このように音声圧縮データストリームにネットワークアクセス情報が付加されることで

10

、ネットワークアクセス情報は音声圧縮データストリームをコンテナとして送信されるこ
とになる。ここで、ネットワークアクセス情報は、音声圧縮データストリームに、ユーザ
データとして挿入される。この図１８に示す送信データ生成部１１０Ｂのその他は、図２
に示す送信データ生成部１１０と同様に構成され、同様に動作する。
【０１５７】
［テレビ受信機のさらに他の構成例］
図１９は、上述したように音声圧縮データストリームにネットワークアクセス情報（Ｎ
Ｗアクセス情報）が付加されて送信される場合におけるテレビ受信機３００Ｂの構成例を
示している。この図１９において、図１０と対応する部分には、同一符号を付し、適宜、
その詳細説明を省略する。

20

【０１５８】
オーディオデコーダ３０４では、ＨＤＭＩ受信部３０３の受信音声データが音声圧縮デ
ータストリームであるとき、音声圧縮データストリームのデコード処理が行われ、非圧縮
音声データ（ＰＣＭデータ）およびネットワークアクセス情報が取得される。また、オー
ディオデコーダ３０４では、ＨＤＭＩ受信部３０３の受信音声データが非圧縮音声データ
であるとき、デコード処理が行わることなく、非圧縮音声データおよびネットワークアク
セス情報がそのまま出力される。
【０１５９】
オーディオデコーダ３０４で得られるネットワークアクセス情報はＣＰＵ３２１に供給
される。ＣＰＵ３２１は、このネットワークアクセス情報に基づいて、イーサネットイン

30

タフェース３２８を制御し、インターネットから、視差情報、字幕情報、副音声データ等
の情報を取得させる。例えば、イーサネットインタフェース３２８で取得された視差情報
は、映像・グラフィック処理回路３０８に供給され、左眼画像、右眼画像に重畳されるＯ
ＳＤ表示などの重畳情報に視差を付与するために使用される。
【０１６０】
また、例えば、イーサネットインタフェース３２８で取得された字幕情報は、映像・グ
ラフィック処理回路３０８に供給され、左眼画像、右眼画像に重畳される。また、例えば
、イーサネットインタフェース３２８で取得された副音声データは、音声信号処理回路３
１２に供給され、選択的に、スピーカ３１４から副音声が出力される。この図１９に示す
テレビ受信機３００Ｂのその他は、図１０に示す送信データ生成部３００と同様に構成さ

40

れ、同様に動作する。
【０１６１】
なお、上述実施の形態においては、セットトップボックス２００は、以下の条件で、放
送局１００からの音声圧縮データストリームをそのままテレビ受信機３００に送信する。
この条件は、音声圧縮データストリームの圧縮フォーマットがテレビ受信機３００で取り
扱い可能な圧縮フォーマットであり、かつテレビ受信機３００が音声圧縮データストリー
ムの送信を要求している、ことである。
【０１６２】
しかし、音声圧縮データストリームの圧縮フォーマットがテレビ受信機３００で取り扱
い可能な圧縮フォーマットであるときには、受信音声圧縮データストリームを、デコード
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処理を行うことなく、そのままテレビ受信機３００に送信する構成とすることも考えられ
る。この場合には、テレビ受信機３００において、ＨＤＭＩ ＶＳＤＢに、音声圧縮デー
タストリームの送信を要求しているか否かの情報を配置する必要がなくなる。
【０１６３】
＜２．第２の実施の形態＞
［立体画像表示システムの構成例］
図２０は、実施の形態としての立体画像表示システム１０Ｃの構成例を示している。こ
の立体画像表示システム１０Ｃは、放送局１００Ｃと、セットトップボックス（ＳＴＢ）
２００Ｃと、テレビ受信機（ＴＶ）３００Ｃを有している。この図２０において、図１と
対応する部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明を省略する。

10

【０１６４】
セットトップボックス２００Ｃおよびテレビ受信機３００Ｃは、ＨＤＭＩ(High Defini
tion Multimedia Interface)ケーブル４００を介して接続されている。セットトップボッ
クス２００Ｃには、ＨＤＭＩ端子２０２が設けられている。テレビ受信機３００Ｃには、
ＨＤＭＩ端子３０２が設けられている。ＨＤＭＩケーブル４００の一端はセットトップボ
ックス２００ＣのＨＤＭＩ端子２０２に接続され、このＨＤＭＩケーブル４００の他端は
テレビ受信機３００ＣのＨＤＭＩ端子３０２に接続されている。
【０１６５】
［放送局の説明］
放送局１００Ｃは、ビットストリームデータＢＳＤを、放送波に載せて送信する。放送

20

局１００Ｃは、ビットストリームデータＢＳＤを生成する送信データ生成部１１０Ｃを備
えている。このビットストリームデータＢＳＤには、左眼画像データおよび右眼画像デー
タを含む立体画像データ、音声データ、さらにはメタデータ（視差情報、他サービスアク
セス情報、放送トリガ信号等の情報）が含まれる。
【０１６６】
「送信データ生成部の構成例」
図２１は、放送局１００Ｃにおいて、上述のビットストリームデータＢＳＤを生成する
送信データ生成部１１０Ｃの構成例を示している。この送信データ生成部１１０Ｃは、ビ
デオエンコーダ１１２と、オーディオエンコーダ１１３Ｃと、ＣＰＵ１１６ａを備えてな
る制御部１２６と、マルチプレクサ１１５を有している。ここで、ビデオエンコーダ１１

30

２は画像圧縮データストリーム生成部を構成し、オーディオエンコーダ１１３Ｃは音声圧
縮データストリーム生成部を構成している。
【０１６７】
ビデオエンコーダ１１２は、画像データＳＶに対して、ＭＰＥＧ４−ＡＶＣ、ＭＰＥＧ
２、ＶＣ−１等の符号化を施し、画像圧縮データストリーム（ビデオエレメンタリストリ
ーム）を生成する。ここで、画像データＳＶは、左眼画像データおよび右眼画像データを
含む立体画像データである。オーディオエンコーダ１１３Ｃは、音声データＳＡに対して
、ＡＣ３、ＡＡＣ等の符号化を施し、音声圧縮データストリーム（オーディオエレメンタ
リストリーム）を生成する。
【０１６８】

40

オーディオエンコーダ１１３Ｃは、オーディオ符号化ブロック部１１３ａおよびオーデ
ィオフレーミング部１１３ｂを有している。オーディオ符号化ブロック部１１３ａで符号
化ブロックが生成され、オーディオフレーミング部１１３ｂでフレーミングが行われる。
ＡＣ３、ＡＡＣ等の圧縮フォーマットにより、符号化ブロックが異なると共に、フレーミ
ングも異なる。
【０１６９】
上述のオーディオエンコーダ１１３Ｃで生成される音声圧縮データストリームに、メタ
データＭＤが埋め込まれる。このメタデータＭＤは、音声データと直接関係しない所定情
報、例えば視差情報、他サービスアクセス情報、放送トリガ信号等である。メタデータＭ
Ｄは、音声圧縮データストリームのユーザデータ領域に埋め込まれる。
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【０１７０】
制御部１２６は、オーディオエンコーダ１１３Ｃに、メタデータＭＤを供給すると共に
、このメタデータＭＤをユーザデータ領域に埋め込むためのサイズ情報を供給する。そし
て、制御部１２６は、音声圧縮データストリームのユーザデータ領域にメタデータＭＤの
埋め込みが行われるように、制御する。
【０１７１】
例えば、圧縮フォーマットがＡＣ３の場合、制御部１２６は、サイズＳ＝（frmsizcod
−AUXDATA）の情報を、オーディオエンコーダ１１３Ｃに供給する。ここで、

frmsizcod

は、ＡＣ３のオーディオフレームのサイズであり、ビットレートおよびサンプリング周
波数に応じた値が規定されている。例えば、ビットレートが１２８kbpsで、サンプリング
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周波数が３２kHzの場合には、３８４＊２Bytesである。また、例えば、ビットレートが１
２８kbpsで、サンプリング周波数が４４．１kHzの場合には、２７９＊２Bytesである。ま
た、例えば、ビットレートが１２８kbpsで、サンプリング周波数が４８kHzの場合には、
２５６＊２Bytesである。
【０１７２】
図２２は、詳細説明は省略するが、ＡＣ３のフレーム（AC3 Synchronization Frame）
の構造を示している。オーディオエンコーダ１１３Ｃは、サイズＳを目標値として符号化
し、「Audblock ５」の

mantissa data

と、「ＡＵＸ」と、「ＣＲＣ」との合計サイズ

が全体の３／８を超えないように、音声データＳＡをエンコードする。そして、「ＡＵＸ
」のエリアにメタデータＭＤを挿入し、ＣＲＣを施してストリームを完成する。
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【０１７３】
また、例えば、圧縮フォーマットがＡＡＣの場合、制御部１２６は、メタデータＭＤを
挿入すべきＤＳＥ（data stream element）のサイズDSE̲S＝cntの情報を、オーディオエ
ンコーダ１１３Ｃに供給する。図２３は、詳細説明は省略するが、ＡＡＣの１０２４サン
プル分の音声データが入るフレーム（Raw̲data̲block）の構造を示している。オーディオ
エンコーダ１１３Ｃは、音声データＳＡをエンコードすると共に、メタデータＭＤが挿入
されたＤＳＥを付加して、ストリームを完成する。
【０１７４】
なお、オーディオエンコーダ１１３Ｃは、２回に分けてエンコードすることも可能であ
る。この場合、オーディオエンコーダ１１３Ｃは、最初は通常の、つまりＤＳＥあるいは
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ＡＵＸがない場合のエンコードを行い、その後に予め予約しておいたサイズのＤＳＥある
いはＡＵＸにメタデータＭＤを挿入して、再度エンコードを行う。
【０１７５】
上述したように、メタデータＭＤは、音声圧縮データストリームのユーザデータ領域（
ＡＣ３の場合は「ＡＵＸ」、ＡＡＣの場合は「ＤＳＥ」）に埋め込まれるが、その詳細に
ついては後述する。
【０１７６】
図２１に戻って、マルチプレクサ１１５は、ビデオエンコーダ１１２から出力される画
像圧縮データストリームおよびオーディオエンコーダ１１３Ｃから出力される音声圧縮デ
ータストリームを多重化する。そして、マルチプレクサ１１５は、多重化データストリー

40

ムとしてのビットストリームデータ（トランスポートストリーム）ＢＳＤを生成して出力
する。
【０１７７】
図２１に示す送信データ生成部１１０Ｃの動作を簡単に説明する。画像データＳＶはビ
デオエンコーダ１１２に供給される。このビデオエンコーダ１１２では、その画像データ
ＳＶに対してＭＰＥＧ４−ＡＶＣ、ＭＰＥＧ２、ＶＣ−１等の符号化が施され、符号化ビ
デオデータを含む画像圧縮データストリーム（ビデオエレメンタリストリーム）が生成さ
れる。
【０１７８】
また、音声データＳＡは、オーディオエンコーダ１１３Ｃに供給される。このオーディ
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オエンコーダ１１３Ｃでは、その音声データＳＡに対して、ＡＣ３、ＡＡＣ等の符号化が
施され、音声圧縮データストリーム（オーディオエレメンタリストリーム）が生成される
。
【０１７９】
この際、制御部１２６からオーディオエンコーダ１１３Ｃに、メタデータＭＤが供給さ
れると共に、このメタデータＭＤをユーザデータ領域に埋め込むためのサイズ情報が供給
される。そして、オーディオエンコーダ１１３Ｃでは、音声圧縮データストリームのユー
ザデータ領域（ＡＣ３の場合は「ＡＵＸ」、ＡＡＣの場合は「ＤＳＥ」）に、メタデータ
ＭＤを埋め込むことが行われる。
10

【０１８０】
ビデオエンコーダ１１２で生成された画像圧縮データストリームは、マルチプレクサ１
１５に供給される。また、オーディオエンコーダ１１３Ｃで生成された、ユーザデータ領
域にメタデータＭＤが埋め込まれた音声圧縮データストリームは、マルチプレクサ１１５
に供給される。そして、このマルチプレクサ１１５では、各エンコーダから供給される圧
縮データストリーム（エレメンタリストリーム）がパケット化されて多重され、伝送デー
タとしてのビットストリームデータ（トランスポートストリーム）ＢＳＤが得られる。
【０１８１】
［メタデータＭＤの埋め込みの詳細］
音声圧縮データストリームのユーザデータ領域へのメタデータＭＤの埋め込みについて
さらに説明する。上述したように、圧縮フォーマットがＡＣ３の場合、メタデータＭＤは
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「ＡＵＸ（AUXILIARY DATA）」の領域に挿入される。
【０１８２】
図２４は、「ＡＵＸ（AUXILIARY DATA）」の構成（Syntax）を示している。「auxdatae
」が

１

のとき、「aux data」がイネーブルされ、「auxdatalの14bits（ビット単位）

で示されるサイズのデータが、「auxbits」の中に定義される。その際の「audbits」のサ
イズは「nauxbits」に記載される。本技術においては、「auzbits」の空間が、「metadat
a（）」と定義される。
【０１８３】
図２５は、「ＤＳＥ（data stream element）」の構成（Syntax）を示している。「ele
ment̲instance̲tag」は４ビットで、「data̲stream̲element」の中のデータ種別を示すが
、ＤＳＥを統一したユーザデータとして利用する場合は、この値を
「Data̲byte̲align̲flag」は、

１

０

30

としてもよい。

とされ、ＤＳＥの全体がバイトアラインされるよう

にする。「count」、あるいは、その追加バイト数を意味する「esc̲count」は、ユーザデ
ータのサイズによって適宜、値が決められる。本技術においては、「ｄata̲stream̲byte
」の空間が、「metadata ()」と定義される。
【０１８４】
なお、上述では、音声圧縮データストリームのユーザデータ領域にメタデータＭＤの埋
め込みを行う場合について説明した。これにより、後述するように、例えば、セットトッ
プボックス２００ＣがＨＤＭＩインタフェースでテレビ受信機３００Ｃに音声圧縮データ
ストリームを送信することで、当該テレビ受信機３００ではメタデータＭＤの利用が可能

40

となる。
【０１８５】
しかし、例えば、テレビ受信機３００Ｃが音声圧縮データストリームの圧縮フォーマッ
トに対応したデコード処理ができない等の理由で、セットトップボックス２００ＣがＨＤ
ＭＩインタフェースで音声圧縮データストリームを送信できないこともある。その場合、
ＨＤＭＩで採用されているＩＥＣ６０９５８のＰＣＭ構造を利用し、その中に定義されて
いるＡＵＸ領域（４ｂｉｔｓ）にメタデータを埋め込むことで、メタデータＭＤをテレビ
受信機３００Ｃ側に送信可能となる。
【０１８６】
図２６は、ＩＥＣ６０９５８の基本的な論理データ構造を示している。１ブロックは１
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９２個のフレーム（frame）で構成されている。そして、各フレームは、左右のサブフレ
ーム（Sub‑frame）からなっている。サブフレームは、３２ビットの長さを持っている。
このサブフレームには、「Audio Sample Data」の２０ビットと、「ＡＵＸ(Auxiliary)」
の４ビットが与えられている。また、このサブフレームには、その先頭を識別する「Sync
Preamble」と、さらに付加情報のために「V,U,C,P」の各フラグ（flag）のデータが付加
されている。
【０１８７】
メタデータＭＤは、上述のＩＥＣ６０９５８の基本的な論理データ構造における各サブ
フレーム内の「Aux(Auxiliary)」の４ビット領域に分散して挿入される。ここで、例えば
、後述する「metadata ()」のシンタクスの中の「metadata̲length」は、１ブロック（１

10

９２フレーム）が一括りとされる。その場合、「metadata̲length」は、最大で１９２バ
イトとなる。
【０１８８】
これにより、音声圧縮データストリームにおけるユーザデータ領域をコンテナとする場
合だけでなく、非圧縮のオーディオＰＣＭデータにおいても、ＩＥＣ６０９５８のＡＵＸ
領域を利用して、メタデータＭＤを自在にコンテナすることが可能となる。
【０１８９】
この場合、送受信機の処理は、例えば、以下のようになる。すなわち、放送などのオー
ディオストリーム配信において、圧縮オーディオで配信する場合は、そのユーザデータ領
域にメタデータＭＤを挿入する。そして、それを受信したセットトップボックス（ＳＴＢ

20

）では、オーディオデコードを行う際に、ユーザデータ領域からメタデータＭＤを抜き出
し、メタデータのヘッダ部分を変換し、ＩＥＣ６０９５８のＡＵＸ領域にＭＳＢから（最
上位ビットから順番に）挿入する。
【０１９０】
また、放送などのオーディオストリーム配信において、非圧縮のＰＣＭで配信される場
合は、２４ビットＰＣＭの下位４ビットをＡＵＸ領域の代わりとしてメタデータＭＤを挿
入するができる。そして、それを受信したセットトップボックス（ＳＴＢ）では、そのメ
タデータＭＤをそのままＩＥＣ６０９５８のＡＵＸ領域にＭＳＢから（最上位ビットから
順番に）挿入し、ＨＤＭＩ送信部に送る。
30

【０１９１】
テレビ受信機では、ＨＤＭＩ経由で受信したＡＵＸ領域を読み、メタデータＭＤの中身
の処理を行う。
【０１９２】
図２７〜図２９は、メタデータ汎用シンタクス（Syntax）を示している。また、図３０
は、メタデータ汎用シンタクスにおける主要なデータ規定内容（semantics）を示してい
る。
【０１９３】
「sync̲byte」の８ビットフィールドは、メタデータ・コンテナ（metadata container
）を示すユニークワードとされる。「metadata̲type」の８ビットフィールドは、メタデ
ータのタイプ情報を示す。このタイプ情報により、複数のタイプのメタデータを選択的に
送信することが可能となる。例えば、

00000001

40

は、送信されるメタデータが連携する

他サービスのアクセス情報であることを示す。また、例えば、

00000010

は、送信され

るメタデータが視差情報であることを示す。また、例えば、図３０には示していないが、
00000011

は、送信されるメタデータが放送トリガ信号であることを示す。

【０１９４】
「metadata̲length 」の１１ビットフィールドは、以降のバイト数を示す。「metadata
̲ID」の３ビットフィールドは、メタデータのタイプ内において種類を識別する識別子を
示す。この識別子により、同一タイプの複数種類の情報を同時に送信するこが可能となる
。
【０１９５】
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「metadata̲counter」の３ビットフィールドは、一連のメタデータを分割して送信する
場合に、何番目の分割情報であるかを示すカウント情報である。このカウント情報はオー
ディオフレーム毎にインクリメントされるカウンタのカウント値である。「metadata̲sta
rt̲flag」の１ビットフィールドは、一連のメタデータ（メタデータパケット）を分割し
て送信する場合に、最初の分割情報であるか否かを示す。例えば、
報であることを示し、

０

１

は最初の分割情

は最初の分割情報ではなく、前のフレームの分割情報に続く

分割情報であることを示す。
【０１９６】
図３１は、一連のメタデータ（メタデータパケット）が３分割され、３つの分割情報が
３つのオーディオフレームのユーザデータ領域に埋め込まれて送信される場合における、
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「metadata̲counter」、「metadata̲start̲flag」の変化例を示している。最初のオーデ
ィオフレームでは、「metadata̲counter=0」、「metadata̲start̲flag=1」となる。次の
オーディオフレームでは、「metadata̲counter=1」、「metadata̲start̲flag=0」となる
。さらに、最後のオーディオフレームでは、「metadata̲counter=２」、「metadata̲star
t̲flag=0」となる。
【０１９７】
図２７に戻って、「sync̲control̲flag 」の１ビットフィールドは、メタデータが同期
管理されているか否かを示す。
管理されることを示す。
lag 」が

１

０

１

は、「PTS̲management()」内のＰＴＳによって同期

は、同期管理されていないことを示す。「sync̲control̲f

であるとき、「PTS̲management()」が存在する。図２８は、「PTS̲manage
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ment()」の構造（Syntax）を示しており、ＰＴＳ[32‑0]の３３ビットで示される時間情報
が存在する。
【０１９８】
図３２は、複数のメタデータが各々の同期対象と同期管理される例を示している。この
例では、メタデータ（ＩＤ１）はオーディオ ＰＴＳ１と同期し、メタデータ（ＩＤ２）
はビデオ ＰＴＳ１と同期し、メタデータ（ＩＤ３）はオーディオ ＰＴＳ２およびビデオ
ＰＴＳ２と同期している。
【０１９９】
図２７に戻って、「metadata̲length 」で示されるバイト数分の「data̲byte」は、メ
タデータパケット「Metadata̲packet()」の全体、あるいは、このメタデータパケット「M

30

etadata̲packet()」を複数個に分割して得られたいずれかの分割情報を構成する。
【０２００】
図２９は、メタデータパケット「metadata̲packet()」の構成（syntax）を示している
。「padket̲type」の８ビットフィールドは、メタデータ「metadata()」（図２６参照）
内の「metadata̲type」の８ビットフィールドと同様に、メタデータのタイプ情報を示す
。「metadata̲packet̲length」の１６ビットフィールドは、以降のバイト数を示す。そし
て、この「metadata̲packet̲length」で示されるバイト数分の「data̲byte」に、メタデ
ータパケット「ｍetadata̲packet()」の全体が記載される。
【０２０１】
次に、（１）他サービスアクセス情報、（２）視差情報、（３）放送トリガ信号である

40

場合の「metadata̲Packet()」のシンタクス（Syntax）を説明する。最初に、（１）メタ
データが他サービスアクセス情報（Metadata for linking service）である場合の「meta
data̲Packet()」、つまり「metadata̲linking̲Packet()」について説明する。リンクサー
ビスなどのサーバへの接続の場合、コンテンツあるいはサービスの供給元サーバとして、
「http://www/xxx/com/yyy.zzz」の個々の文字は文字データで「unit̲data」になる。ま
た、その他の制御符号は別途定義される約束に基づき、該当符号を「unit̲data」に入れ
る。
【０２０２】
図３３は、「metadata̲linking̲Packet()」のシンタクス（Syntax）を示している。ま
た、図３４は、「metadata̲linking̲Packet()」の主要なデータ規定内容（semantics）を
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示している。「packet̲type」の８ビットフィールドは、メタデータのタイプが他サービ
スアクセス情報であることを示す。「metadata̲linking̲packet̲length」の１６ビットフ
ィールドは、以降のバイト数を示す。「number̲of̲units」の８ビットフィールドは、メ
タデータエレメントの数を示す。
【０２０３】
「unit̲ID」の８ビットフィールドは、ユニット（unit）を識別する識別子を示す。「u
nit̲size」の８ビットフィールドは、メタデータエレメント（metadata̲element）のサイ
ズを示す。「extended̲size」の８ビットフィールドは、ユニットサイズ（unit̲size）の
拡張を示す。ユニットサイズ（unit̲size）が２５４を超えるときは、unit̲size＝２５５
として、拡張サイズ（exended̲size）を入力する。「unit̲data」の８ビットフィールド

10

は、メタデータエレメント（metadata̲element）を示す。
【０２０４】
図３５は、複数のメタデータユニットが各々の同期対象と同期管理される例を示してい
る。この例で、メタデータ（ＩＤ１）のユニット（Unit̲ID1）はＵＲＬによるリンクサー
バの指定を行うための情報、メタデータ（ＩＤ１）のユニット（Unit̲ID2）は、
te

または

Inactivate

Activa

を制御するコマンド群である。また、この例では、メタデータ

（ＩＤ２）のユニット（Unit̲ID1）はＵＲＬによるリンクサーバの指定を行うための情報
、メタデータ（ＩＤ２）のユニット（Unit̲ID2）は、

Activate

または

Inactivate

などの、リンクサービスに対しての制御をおこなうコマンド群である。
20

【０２０５】
メタデータ（ＩＤ１）のユニット（Unit̲ID1）は、オーディオ ＰＴＳ１と同期してい
る。また、メタデータ（ＩＤ１）のユニット（Unit̲ID2）は、ビデオ ＰＴＳ１と同期し
ている。また、メタデータ（ＩＤ２）のユニット（Unit̲ID1）は、オーディオ ＰＴＳ２
およびビデオ ＰＴＳ２と同期している。
【０２０６】
次に、（２）メタデータが視差情報（Metadata for disparity shifting data）である
場合の「metadata̲Packet()」、つまり「disparity̲shift̲data̲Packet()」について説明
する。
【０２０７】
図３６は、「disparity̲shift̲data̲Packet()」のシンタクス（Syntax）を示している

30

。また、図３７は、「disparity̲shift̲data̲Packet()」の主要なデータ規定内容（seman
tics）を示している。「packet̲type」の８ビットフィールドは、メタデータのタイプが
視差情報であることを示す。「disparity̲shift̲data̲packet̲length」の１６ビットフィ
ールドは、以降のバイト数を示す。
【０２０８】
「disparity̲set̲target̲picture̲size」の４ビットフィールドは、視差情報が適用さ
れる目標ピクチャサイズを示す。例えば、
を示し、

0001

0000

は1920(h)×1080(v)のピクチャサイズ

は、1280(h)×720(v)のピクチャサイズを示す。「horizontal̲partitio

n」の４ビットフィールドは、水平方向の分割数（１〜１６）を示す。「vertical̲partit
ion」の４ビットフィールドは、垂直方向の分割数（１〜１６）を示す。

40

【０２０９】
この場合、「horizontal̲partition」、「vertical̲partition」により、画面分割数あ
るいは画面分割パターンが決まる。例えば、「horizontal̲partition=0000」、「vertica
l̲partition=0000」の場合、図３８（ａ）に示すように、画面は分割されておらず、この
画面を代表する１つの視差情報が送信される。また、例えば、「horizontal̲partition=0
001」、「vertical̲partition=0001」の場合、図３８（ｂ）に示すように、画面は４分割
されており、各分割領域を代表する４個の視差情報が送信される。この場合、左上の領域
の視差情報が最初で、右下の領域の視差情報が最後となるように配置される（０〜３の順
）。
【０２１０】
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また、例えば、「horizontal̲partition=0010」、「vertical̲partition=0010」の場合
、図３８（ｃ）に示すように、画面は９分割されており、各分割領域を代表する９個の視
差情報が送信される。この場合、左上の領域の視差情報が最初で、右下の領域の視差情報
が最後となるように配置される（０〜８の順）。また、例えば、「horizontal̲partition
=0011」、「vertical̲partition=0011」の場合、図３８（ｄ）に示すように、画面は１６
分割されており、各分割領域を代表する１６個の視差情報が送信される。この場合、左上
の領域の視差情報が最初で、右下の領域の視差情報が最後となるように配置される（０〜
１５の順）。
【０２１１】
図３７に戻って、「disparity̲shift̲value」の８ビットフィールドは、視差情報の値

10

を示す。この視差情報の値は、上述したように、「horizontal̲partition」、「vertical
̲partition」で決まる画面分割数分だけ存在する。
【０２１２】
次に、（３）メタデータが放送トリガ信号である場合の「metadata̲Packet()」、つま
り「Trigger̲info̲data()」について説明する。この放送トリガ信号に関しては、例えば
、本出願人による出願である「特願２０１１−０４１８０１号（出願日：平成２３年２月
２８日）」に記載されている。
【０２１３】
この放送トリガ信号は、放送連動アプリケーションを制御するための信号である。この
放送トリガ信号には、レジスタ（Register）、エクスキュート（Execute）、サスペンド

20

（Suspend）、ターミネート（Terminate）およびインジェクトイベント（Inject̲event）
のコマンドが含まれる。
【０２１４】
レジスタ（Register）コマンドは、アプリケーションの登録コマンドである。このレジ
スタ（Register）コマンドにより、アプリケーションの取得先と、アプリケーションの保
持期限を指定する。端末はアプリケーションが保持可能である限りアプリケーションを取
得先から取得し、最大保持期限まで保持する。
【０２１５】
エクスキュート（Execute）コマンドは、アプリケーションの実行コマンドである。サ
スペンド（Suspend）コマンドは、アプリケーションの一時停止コマンドである。ターミ

30

ネート（Terminate）コマンドは、アプリケーションの終了コマンドである。端末は、こ
れらのコマンドにより、アプリケーションを実行し、一時停止し、終了する。
【０２１６】
端末は、アプリケーションを終了しても、最大保持期限までアプリケーションを保持可
能とされる。端末は、複数の登録されたアプリケーションが存在する場合、レジスタ（Re
gister）コマンドに含まれる保持優先度により、保持すべきアプリケーションを判断する
。
【０２１７】
インジェクトイベント（Inject̲event）コマンドは、指定された実行中のアプリケーシ
ョンに対して、特定のイベントを発火（発生）させて、アプリケーションで規定された処

40

理を行わせるコマンドである。
【０２１８】
図３９は、放送トリガ信号のライフサイクルの一例を示している。（１）端末は、オー
ディオストリームに埋め込まれたレジスタ（Register）コマンドにより、指定された取得
先からアプリケーションを取得して登録する。（２）その後、端末は、オーディオストリ
ームに埋め込まれたエクスキュート（Execute）コマンドにより、登録されているアプリ
ケーションの実行を開始する。
【０２１９】
（３）その後、端末は、オーディオストリームに埋め込まれたサスペンド（Suspend）
コマンドにより、アプリケーションの実行を一時停止する。（４）その後、端末は、オー
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ディオストリームに埋め込まれたエクスキュート（Execute）コマンドにより、アプリケ
ーションの実行を再開する。この場合、端末は、一時停止した状態からアプリケーション
の実行を再開できる。
【０２２０】
（５）その後、端末は、オーディオストリームに埋め込まれたターミネート（Terminat
e）コマンド、あるいは他のアプリケーションに係るエクスキュート（Execute）コマンド
により、アプリケーションを終了する。（６）その後、端末は、最大保持期限までアプリ
ケーションを保持する。
【０２２１】
図４０は、レジスタ(Register)コマンドとしてのトリガ情報に含まれる項目を示してい

10

る。このレジスタコマンドは、上述したように、端末に対して、データ放送用アプリケー
ションの取得と登録を指示するためのコマンドである。ここで、データ放送用アプリケー
ションの登録とは、取得したデータ放送用アプリケーションに対応付けて、その優先度(P
ersistent̲priority)と、保持期限(Expire̲date)を記憶することを意味する。取得された
データ放送用アプリケーションは、優先度と保持期限に従って管理される。
【０２２２】
「Trigger̲id」は、当該トリガ情報を識別するための情報である。同一内容のトリガ情
報が複数回送信される場合、各トリガ情報の「Trigger̲id」は同一である。「Protcol̲ve
rsion」は、当該トリガ情報のプロトコルのバージョンを示している。「Command̲code」
は、当該トリガ情報のコマンドの種類を示す。ここでは、レジスタ(Register)コマンドで
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あることを示す。
【０２２３】
「Trigger̲varidity」は、当該トリガ情報を受信した装置が、当該トリガ情報に従って
処理を実行する確率を示すサーバアクセス分散パラメータ値Ｎである。この値を設けるこ
とにより、複数の装置がサーバからデータ放送用アプリケーションを取得するに際し、そ
のアクセスが一時期に集中せず分散させることができる。
【０２２４】
例えば、数多く存在し得る装置からのサーバに対するアクセスを４回に分散させるため
には、同一のトリガ情報を４回送信するようにする。そして、１回目のトリガ情報におけ
るサーバアクセス分散パラメータＮ＝４とし、２回目のトリガ情報におけるサーバアクセ
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ス分散パラメータＮ＝３とし、３回目のトリガ情報におけるサーバアクセス分散パラメー
タＮ＝２とし、４回目のトリガ情報におけるサーバアクセス分散パラメータＮ＝１とする
。
【０２２５】
「App̲id」は、当該トリガ情報に対応して取得するデータ放送用アプリケーションの識
別情報であるとともに，その取得先のＵＲＬも示している。換言すれば、データ放送用ア
プリケーションの取得先がその識別情報にも流用されて「App̲id」とされている。
【０２２６】
「Persistent̲priority」は、対応するデータ放送用アプリケーションを取得、保持す
るときの優先度を示している。ここでは、２ビットが割り当てられているので、４段階の
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優先度を付与することができる。対応するデータ放送用アプリケーションを取得、保持す
るとき、端末は、保持するだけの記録容量が残っていない場合、対応するデータ放送用ア
プリケーションよりも優先度の低いものを消去して記録容量を確保する。対応するデータ
放送用アプリケーションよりも優先度の低いものが保持されていない場合、対応するデー
タ放送用アプリケーションは取得されない。ただし、可能であれば、取得してキャッシュ
メモリに一時的に保持するようにしてもよい。
【０２２７】
「Expire̲date」は、データ放送用アプリケーションの保持期限を示す。保持期限が経
過した場合、対応するデータ放送用アプリケーションは消去される。
【０２２８】
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図４１は、エクスキュート(Execute)コマンドとしてのトリガ情報に含まれる項目を示
している。エクスキュートコマンドは、上述したように、端末に対して、データ放送用ア
プリケーションの起動を指示するためのコマンドである。
【０２２９】
このエクスキュートコマンドとしてのトリガ情報に含まれる項目は、図４０に示された
レジスタコマンドとしてのトリガ情報に含まれる項目と同様である。ただし、「Command̲
code」には、エクスキュートコマンドであることを示す情報が記載される。
【０２３０】
図４２は、インジェクトイベント(Inject̲event)コマンドとしてのトリガ情報に含まれ
る項目を示している。インジェクトイベントコマンドは、上述したように、指定された実

10

行中のアプリケーションに対して、特定のイベントを発火（発生）させて、アプリケーシ
ョンで規定された処理を行わせるコマンドである。
【０２３１】
「Trigger̲id」，「Protcol̲version」，「Command̲code」，「Trigger̲varidity」，
「App̲id」については、図４０に示されたレジスタコマンドとしてのトリガ情報と同様で
ある。ただし、「Command̲code」には、インジェクトイベントコマンドであることを示す
情報が記載される。
【０２３２】
「Event̲id」は、「App̲id」にて指定されたデータ放送用アプリケーションにおいて発
火すべきイベントの識別情報である。「Event Embedded Data」には、イベントを発火す
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る際に参照されるデータが記載される。
【０２３３】
図４３は、サスペンド(Suspend)コマンドとしてのトリガ情報に含まれる項目を示して
いる。サスペンドコマンドは、上述したように、端末に対して、実行中のデータ放送用ア
プリケーションを一時停止させるためのコマンドである。
【０２３４】
「Trigger̲id」，「Protcol̲version」，「Command̲code」，「Trigger̲varidity」，
「App̲id」については、図４０に示されたレジスタコマンドとしてのトリガ情報と同様で
ある。ただし、「Command̲code」には、サスペンドコマンドであることを示す情報が記載
される。

30

【０２３５】
図４４は、ターミネート(Terminate)コマンドとしてのトリガ情報に含まれる項目を示
している。ターミネートコマンドは、上述したように、端末に対して、実行中のデータ放
送用アプリケーションを終了させるためのコマンドである。
【０２３６】
「Trigger̲id」，「Protcol̲version」，「Command̲code」，「Trigger̲varidity」，
「App̲id」については、図４０に示されたレジスタコマンドとしてのトリガ情報と同様で
ある。ただし、「Command̲code」には、ターミネートコマンドであることを示す情報が記
載される。
【０２３７】
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図４５は、上述した各コマンドとしてのトリガ情報に対応可能なトリガ情報、つまり「
Trigger̲info̲data()」のシンタクス（Syntax）を示している。なお、トリガ情報のシン
タクスは任意であって、図４５の例に限定されるものではない。Trigger̲Info̲data()を
そのまま図２９の「metadata̲packet()」内のペイロード部分の「data̲byte」に埋め込む
ことができる。また、図３３の「metadata̲linking̲packet」の中に実現することも可能
である。
【０２３８】
［セットトップボックスの説明］
図２０に戻って、セットトップボックス２００Ｃは、放送局１００Ｃから放送波に載せ
て送信されてくるビットストリームデータ（トランスポートストリーム）ＢＳＤを受信す
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る。このビットストリームデータＢＳＤには、左眼画像データおよび右眼画像データを含
む立体画像データ、音声データおよびメタデータＭＤ（例えば、視差情報、他サービスア
クセス情報、放送トリガ信号などの情報）が含まれている。セットトップボックス２００
Ｃは、ビットストリーム処理部２０１Ｃを有している。
【０２３９】
このビットストリーム処理部２０１Ｃは、ビットストリームデータＢＳＤから、非圧縮
の立体画像データを得る。また、このビットストリーム処理部２０１Ｃは、ビットストリ
ームデータＢＳＤから、音声圧縮データストリームを得る。上述したように、メタデータ
ＭＤは、この音声圧縮データストリームのユーザデータ領域に埋め込まれている。
【０２４０】
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図４６は、セットトップボックス２００Ｃの構成例を示している。この図４６において
、図８に対応する部分には同一符号を付し、その詳細説明は省略する。このセットトップ
ボックス２００Ｃは、ビットストリーム処理部２０１Ｃを除き、図８に示すセットトップ
ボックス２００と同様の構成とされている。このセットトップボックス２００Ｃは、非圧
縮立体画像データと共に、音声圧縮データストリームをそのままの状態で、ＨＤＭＩのデ
ジタルインタフェースで、テレビ受信機３００Ｃに送信する。
【０２４１】
ビットストリーム処理部２０１Ｃは、デジタルチューナ２０４で得られるビットストリ
ームデータＢＳＤから立体画像データを取得し、さらに、音声圧縮データストリームを取
得する。すなわち、ビットストリーム処理部２０１Ｃは、デマルチプレクサ２０５Ｃおよ
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びビデオデコーダ２０６を備えている。
【０２４２】
デマルチプレクサ２０５Ｃは、ビットストリームデータＢＳＤからビデオのエレメンタ
リストリームのパケットを抽出し、ビデオデコーダ２０６に送る。ビデオデコーダ２０６
は、デマルチプレクサ２０５Ｃで抽出されたビデオのパケットからビデオエレメンタリス
トリーム（画像圧縮データストリーム）を再構成し、復号化処理を行って、左眼画像デー
タおよび右眼画像データを含む非圧縮の立体画像データを得る。
【０２４３】
また、デマルチプレクサ２０５Ｃは、ビットストリームデータＢＳＤからオーディオの
エレメンタリストリームのパケットを抽出し、オーディオエレメンタリストリーム（音声
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圧縮データストリーム）を再構成する。オーディオフレーミング部２０８は、デマルチプ
レクサ２０５Ｃの出力に対してフレーミングを行う。
【０２４４】
ＨＤＭＩ送信部２０９は、ＨＤＭＩに準拠した通信により、立体画像データおよび音声
データを、ＨＤＭＩ端子２０２から送出する。このＨＤＭＩ送信部２０９は、立体画像デ
ータの取り扱いが可能な状態にある。ＨＤＭＩ送信部２０９は、ＨＤＭＩのＴＭＤＳチャ
ネルで送信するため、ビデオデコーダ２０６から出力される立体画像データおよびオーデ
ィオフレーミング部２０８から出力される音声圧縮データストリームをパッキングして、
ＨＤＭＩ端子２０２に出力する。
【０２４５】

40

セットトップボックス２００Ｃの動作を簡単に説明する。アンテナ端子２０３に入力さ
れたテレビ放送信号はデジタルチューナ２０４に供給される。このデジタルチューナ２０
４では、テレビ放送信号が処理されて、ユーザの選択チャネルに対応した所定のビットス
トリームデータ（トランスポートストリーム）ＢＳＤが出力される。
【０２４６】
デジタルチューナ２０４から出力されるビットストリームデータＢＳＤは、ビットスト
リーム処理部２０１Ｃを構成するデマルチプレクサ２０５Ｃに供給される。このデマルチ
プレクサ２０５Ｃでは、ビットストリームデータＢＳＤからビデオのエレメンタリストリ
ームのパケットが抽出され、ビデオデコーダ２０６に送られる。
【０２４７】
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ビデオデコーダ２０６では、デマルチプレクサ２０５Ｃで抽出されたビデオのパケット
からビデオのエレメンタリストリーム（画像圧縮データストリーム）が再構成される。そ
して、このビデオデコーダ２０６では、画像圧縮データストリームに対してデコード処理
が行われて、左眼画像データおよび右眼画像データを含む立体画像データが得られる。こ
の立体画像データは、ＨＤＭＩ送信部２０９に供給される。
【０２４８】
また、デマルチプレクサ２０５Ｃでは、ビットストリームデータＢＳＤからオーディオ
のエレメンタリストリームのパケットが抽出され、オーディオのエレメンタリストリーム
（音声圧縮データストリーム）が再構成される。この音声圧縮データストリームはオーデ
ィオフレーミング部２０８でフレーミングが行われた後に、ＨＤＭＩ送信部２０９に供給
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される。そして、ＨＤＭＩ送信部２０９では、立体画像データおよび音声圧縮データスト
リームがパッキングされ、ＨＤＭＩ端子２０２からＨＤＭＩケーブル４００に送出される
。
【０２４９】
［テレビ受信機の説明］
図２０に戻って、テレビ受信機３００Ｃは、セットトップボックス２００ＣからＨＤＭ
Ｉケーブル４００を介して送られてくる立体画像データ、音声圧縮データストリームなど
を受信する。このテレビ受信機３００Ｃは、３Ｄ信号処理部３０１を有している。この３
Ｄ信号処理部３０１は、立体画像データに対して、伝送方式に対応した処理（デコード処
理）を行って、左眼画像データおよび右眼画像データを取得する。これにより、テレビ受
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信機３００Ａは、ユーザが立体画像を知覚するための画像表示を行う。
【０２５０】
また、テレビ受信機３００Ｃは、音声圧縮データストリームをデコードして、音声デー
タを得ると共に、メタデータＭＤ（例えば、視差情報、他サービスアクセス情報、放送ト
リガ信号などの情報）を取得する。これにより、立体画像データに対応した音声を出力す
る。また、メタデータＭＤに基づいて、種々の処理を実行する。
【０２５１】
詳細説明は省略するが、テレビ受信機２００Ｃは、上述の図１０、図１７あるいは図１
９のような構成、さらにはこれらの処理機能を併せ持った構成とされ、上述のメタデータ
ＭＤ（例えば、視差情報、他サービスアクセス情報、放送トリガ信号などの情報）を用い
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た処理が行われる。
【０２５２】
上述したように、図２０に示す立体画像表示システム１０Ｃにおいて、放送局１００Ｃ
からは画像圧縮データストリームおよび音声圧縮データストリームの多重化データストリ
ームが送信される。そして、メタデータＭＤ（例えば、視差情報、他サービスアクセス情
報、放送トリガ信号などの情報）等が、音声圧縮データストリームに埋め込まれて送信さ
れる。そのため、メタデータＭＤを、音声圧縮データストリームをコンテナとして簡単に
送信でき、テレビ受信機３００Ｃで利用することが可能となる。
【０２５３】
＜３．変形例＞
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なお、上述実施の形態において、セットトップボックス２００，２００Ｃでは、放送局
１００，１００Ｃからの放送信号から立体画像データを受信する構成となっている。しか
し、セットトップボックス２００，２００Ｃは、配信サーバ（ストリーミングサーバ）か
らネットワークを介して立体画像データおよび音声データを受信する構成も考えられる。
【０２５４】
また、上述実施の形態において、セットトップボックス２００，２００Ｃでは、デジタ
ルチューナ２０４で受信された立体画像データ、音声データを直接テレビ受信機３００，
３００Ｃに送信する構成となっている。しかし、セットトップボックス２００，２００Ｃ
では、デジタルチューナ２０４で受信された立体画像データ、音声データを図示しないス
トレージに一旦蓄積することも考えられる。この場合、所定のタイミングで、ストレージ
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から立体画像データ、音声データを読み出して、テレビ受信機３００，３００Ｃに送信す
る構成となる。所定のタイミングとは、例えば、ユーザによる再生操作のタイミング等で
ある。
【０２５５】
また、上述実施の形態において、セットトップボックス２００，２００Ｃはテレビ受信
機３００，３００Ｃに受信立体画像データ、受信音声データを送信する構成となっている
。しかし、テレビ受信機３００，３００Ｃの代わりに、モニタ装置、あるいはプロジェク
タ等に受信立体画像データ、受信音声データを送信する構成も考えられる。また、セット
トップボックス２００，２００Ｃの代わりに、受信機能付きのレコーダ、パーソナルコン
ピュータ等である構成も考えられる。
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【０２５６】
また、上述実施の形態において、セットトップボックス２００，２００Ｃとテレビ受信
機３００，３００ＣはＨＤＭＩケーブル４００で接続されてなるものである。しかし、こ
れらの間が、ＨＤＭＩと同様のデジタルインタフェースで有線接続される場合、さらには
、無線によって接続される場合にも、この発明を同様に適用できることは勿論である。
【０２５７】
また、上述実施の形態においては、立体画像表示システム１０，１０Ｃが、放送局１０
０，１００Ｃ、セットトップボックス２００，２００Ｃおよびテレビ受信機３００，３０
０Ｃで構成されているものを示した。しかし、テレビ受信機３００，３００Ｃは、図１０
、図１７、図１９に示すように、セットトップボックス２００，２００Ｃ内のビットスト
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リーム処理部２０１，２０１Ｃと同等に機能するビットストリーム処理部３０７を備えて
いる。したがって、図４７に示すように、放送局１００，１００Ｃおよびテレビ受信機３
００，３００Ｃで構成される立体画像表示システム１０Ｄも考えられる。
【０２５８】
また、上述実施の形態においては、立体画像データを含むデータストリーム（ビットス
トリームデータ）が放送局１００，１００Ｃから放送される例を示した。しかし、この発
明は、このデータストリームがインターネット等のネットワークを利用して受信端末に配
信される構成のシステムにも同様に適用できる。
【０２５９】
なお、本技術は、以下のような構成もとることができる。
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（１）音声データに直接関係しない所定情報が埋め込まれた音声圧縮データストリーム
を生成する音声圧縮データストリーム生成部と、
上記音声圧縮データストリーム生成部で生成された音声圧縮データストリームを送信す
るデータ送信部と
を備える送信装置。
（２）上記データストリーム生成部は、上記所定情報を上記音声圧縮データストリーム
のユーザデータ領域に埋め込む
前記（１）に記載の送信装置。
（３）上記データストリーム生成部に上記所定情報を供給すると共に、該所定情報を上
記ユーザデータ領域に埋め込むためのサイズ情報を供給し、上記音声圧縮データストリー
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ムのユーザデータ領域に上記所定情報の埋め込みが行われるように制御する制御部をさら
に備える
前記（２）に記載の送信装置。
（４）画像圧縮データストリームを生成する画像圧縮データストリーム生成部をさらに
備え、
上記データ送信部は、上記画像圧縮データストリーム生成部で生成された画像圧縮デー
タストリームと上記音声圧縮データストリームとを多重して送信し、
上記画像圧縮データストリームは、立体画像を表示するための左眼画像データおよび右
眼画像データを有する立体画像データを圧縮符号化した画像圧縮データを含み、
上記音声圧縮データストリームに埋め込まれた上記所定情報は、上記左眼画像データお
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よび上記右眼画像データによる画像に重畳する重畳情報をシフトさせて視差を付与するた
めの視差情報である
前記（１）から（３）のいずれかに記載の送信装置。
（５）上記音声圧縮データストリームに埋め込まれた上記所定情報は、他のサービスに
アクセスするための情報である
前記（１）から（３）のいずれかに記載の送信装置。
（６）上記音声圧縮データストリームに埋め込まれた上記所定情報は、上記音声圧縮デ
ータに関係した情報を得るためのネットワークアクセス情報である
前記（５）に記載の送信装置。
（７）画像圧縮データストリームを生成する画像圧縮データストリーム生成部をさらに
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備え、
上記データ送信部は、上記画像圧縮データストリーム生成部で生成された画像圧縮デー
タストリームと上記音声圧縮データストリームとを多重して送信し、
上記音声圧縮データストリームに埋め込まれた上記所定情報は、上記画像圧縮データに
関係した情報を得るためのネットワークアクセス情報である
前記（５）に記載の送信装置。
（８）画像圧縮データストリームを生成する画像圧縮データストリーム生成部をさらに
備え、
上記データ送信部は、上記画像圧縮データストリーム生成部で生成された画像圧縮デー
タストリームと上記音声圧縮データストリームとを多重して送信し、
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上記音声圧縮データストリームに埋め込まれた上記所定情報は、上記画像圧縮データに
よる画像に重畳する重畳情報のデータである
前記（１）から（３）のいずれかに記載の送信装置。
（９）上記音声圧縮データストリームに埋め込まれる上記所定情報には、情報のタイプ
を示すタイプ情報が付加されている
前記（１）から（８）のいずれかに記載の送信装置。
（１０）上記音声圧縮データストリームに埋め込まれる上記所定情報には、情報識別子
で区別された複数種類の情報を含めることが可能とされている
前記（１）から（９）のいずれかに記載の送信装置。
（１１）上記音声圧縮データストリームに埋め込まれる上記所定情報を、一連の情報を
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分割して得られた複数の分割情報のいずれかとすることが可能とされ、
上記所定情報としての上記分割情報には、最初の分割情報であるか否かを示す情報およ
び順番を示す情報が付加されている
前記（１）から（１０）のいずれかに記載の送信装置。
（１２）上記音声圧縮データストリームに埋め込まれる上記所定情報には、時間同期を
管理するためのタイムスタンプが付加されている
前記（１）から（１１）のいずれかに記載の送信装置。
【符号の説明】
【０２６０】
１０，１０Ｃ，１０Ｄ・・・立体画像表示システム
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８１・・・ＨＤＭＩトランスミッタ
８２・・・ＨＤＭＩレシーバ
８３・・・ＤＤＣ
８４・・・ＣＥＣライン
８５・・・ＥＤＩＤ ＲＯＭ
１００，１００Ｃ・・・放送局
１１０，１１０Ａ，１１０Ｂ，１１０Ｃ・・・送信データ生成部
１１１・・・データ取り出し部
１１１ａ・・・データ記録媒体
１１２・・・ビデオエンコーダ
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１１３，１１３Ｃ・・・オーディオエンコーダ
１１３ａ・・・オーディオ符号化ブロック部
１１３ｂ・・・オーディオフレーミング部
１１４・・・視差情報作成部
１１５・・・マルチプレクサ
１１６・・・字幕発生部
１２６・・・制御部
２００，２００Ｃ・・・セットトップボックス（ＳＴＢ）
２０１，２０１Ｃ・・・ビットストリーム処理部
２０２・・・ＨＤＭＩ端子
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２０３・・・アンテナ端子
２０４・・・デジタルチューナ
２０５，２０５Ｃ・・・デマルチプレクサ
２０６・・・ビデオデコーダ
２０７・・・オーディオデコーダ
２０８・・・オーディオフレーミング部
２０９・・・ＨＤＭＩ端子
２１１・・・ＣＰＵ
３００，３００Ａ，３００Ｂ，３００Ｃ・・・テレビ受信機
３０１・・・３Ｄ信号処理部
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３０２・・・ＨＤＭＩ端子
３０３・・・ＨＤＭＩ受信部
３０４・・・オーディオデコーダ
３０５・・・アンテナ端子
３０６・・・デジタルチューナ
３０７・・・ビットストリーム処理部
３０８・・・映像・グラフィック処理回路
３０９・・・ＯＳＤ表示データ生成部
３１０・・・パネル駆動回路
３１１・・・表示パネル
３１２・・・音声信号処理回路
３１３・・・音声増幅回路
３１４・・・スピーカ
３２１・・・ＣＰＵ
３２７・・・ネットワーク端子
３２８・・・イーサネットインタフェース
４００・・・ＨＤＭＩケーブル
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