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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像信号と、前記画像信号が立体画像を示すかを規定する画像種別設定情報、および前
記画像信号に対するガンマ補正量を規定するガンマ補正設定情報を含む、前記画像信号に
おける所定の単位ごとの設定情報とを受信する受信部と、
　前記受信部が受信した前記設定情報に含まれる前記ガンマ補正設定情報に基づいて、前
記画像信号に対するガンマ補正を行うガンマ補正部と、
　前記受信部が受信した前記設定情報に含まれる前記画像種別設定情報に基づいて、前記
ガンマ補正部において補正された画像信号に対する立体画像を表示させるための処理を選
択的に行う立体画像処理部と、
　前記立体画像処理部から出力される画像信号に応じた画像を表示画面に表示し、前記表
示画面における部分ごとに輝度を調整可能な表示デバイスに対して、前記表示画面におけ
る前記部分ごとの輝度を制御する輝度制御信号を伝達する輝度制御部と、
　を備え、
　前記設定情報には、表示画面の部分ごとの輝度を規定する輝度設定情報がさらに含まれ
、
　前記輝度制御部は、前記受信部が受信した前記設定情報に含まれる前記輝度設定情報に
基づく前記輝度制御信号を前記表示デバイスに伝達する、画像信号処理装置。
【請求項２】
　前記ガンマ補正部は、記憶されている、処理の実行に関する処理実行情報に基づいて、
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選択的に前記ガンマ補正設定情報に基づくガンマ補正を行う、請求項１に記載の画像信号
処理装置。
【請求項３】
　前記立体画像処理部から出力される画像信号に応じた画像を表示画面に表示し、前記表
示画面における部分ごとに輝度を調整可能な表示部をさらに備え、
　前記輝度制御部は、前記表示画面における前記部分ごとの輝度を制御する輝度制御信号
を前記表示部に伝達する、請求項１、または請求項２に記載の画像信号処理装置。
【請求項４】
　送信対象の画像信号に基づいて、送信する画像信号が立体画像を示すかを規定する画像
種別設定情報と、送信する画像信号に対するガンマ補正量を規定するガンマ補正設定情報
、および／または、表示画面の部分ごとの輝度を規定する輝度設定情報とにそれぞれ設定
する設定値を、前記送信対象の画像信号における所定の単位ごとに設定する設定部と、
　前記送信対象の画像信号と、前記設定部において設定された前記送信対象の画像信号に
おける所定の単位ごとの設定値とに基づいて、送信する画像信号と、前記画像種別設定情
報と前記ガンマ補正設定情報および／または前記輝度設定情報が含まれる、前記送信する
画像信号における所定の単位ごとの設定情報とを含む、送信信号を生成する送信信号生成
部と、
　前記送信信号生成部が生成した前記送信信号を送信する送信部と、
　を備え、
　前記設定部は、
　前記送信対象の画像信号が立体画像を示すかを判定し、
　前記送信対象の画像信号が立体画像を示すと判定した場合には、表示画面に対応する領
域を分割した分割領域ごとの前記送信対象の画像信号に基づく輝度平均値に基づいて、前
記設定値を設定する、送信装置。
【請求項５】
　前記設定部は、前記分割領域ごとの輝度平均値の度数分布を導出し、導出された前記度
数分布と、１または２以上の所定の閾値とに基づいて、前記設定値を設定する、請求項４
に記載の送信装置。
【請求項６】
　画像信号と、前記画像信号が立体画像を示すかを規定する画像種別設定情報、および前
記画像信号に対するガンマ補正量を規定するガンマ補正設定情報を含む、前記画像信号に
おける所定の単位ごとの設定情報とを受信するステップと、
　前記受信するステップにおいて受信された前記設定情報に含まれる前記ガンマ補正設定
情報に基づいて、前記画像信号に対するガンマ補正を行うステップと、
　前記受信するステップにおいて受信された前記設定情報に含まれる前記画像種別設定情
報に基づいて、前記ガンマ補正を行うステップにおいて補正された画像信号に対する立体
画像を表示させるための処理を選択的に行うステップと、
　前記選択的に行うステップにおいて選択的に処理が行われた画像信号に応じた画像を表
示画面に表示し、前記表示画面における部分ごとに輝度を調整可能な表示デバイスに対し
て、前記表示画面における前記部分ごとの輝度を制御する輝度制御信号を伝達するステッ
プと、
　を有し、
　前記設定情報には、表示画面の部分ごとの輝度を規定する輝度設定情報がさらに含まれ
、
　前記輝度制御信号を伝達するステップでは、前記受信するステップにおいて受信された
前記設定情報に含まれる前記輝度設定情報に基づく前記輝度制御信号が前記表示デバイス
に伝達される、画像信号処理方法。
【請求項７】
　画像信号と、前記画像信号が立体画像を示すかを規定する画像種別設定情報、および前
記画像信号に対するガンマ補正量を規定するガンマ補正設定情報を含む、前記画像信号に
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おける所定の単位ごとの設定情報とを受信するステップ、
　前記受信するステップにおいて受信された前記設定情報に含まれる前記ガンマ補正設定
情報に基づいて、前記画像信号に対するガンマ補正を行うステップ、
　前記受信するステップにおいて受信された前記設定情報に含まれる前記画像種別設定情
報に基づいて、前記ガンマ補正を行うステップにおいて補正された画像信号に対する立体
画像を表示させるための処理を選択的に行うステップ、
　前記選択的に行うステップにおいて選択的に処理が行われた画像信号に応じた画像を表
示画面に表示し、前記表示画面における部分ごとに輝度を調整可能な表示デバイスに対し
て、前記表示画面における前記部分ごとの輝度を制御する輝度制御信号を伝達するステッ
プ、
　をコンピュータに実行させ、
　前記設定情報には、表示画面の部分ごとの輝度を規定する輝度設定情報がさらに含まれ
、
　前記輝度制御信号を伝達するステップでは、前記受信するステップにおいて受信された
前記設定情報に含まれる前記輝度設定情報に基づく前記輝度制御信号が前記表示デバイス
に伝達される、プログラム。
【請求項８】
　送信対象の画像信号に基づいて、送信する画像信号が立体画像を示すかを規定する画像
種別設定情報と、送信する画像信号に対するガンマ補正量を規定するガンマ補正設定情報
および表示画面の部分ごとの輝度を規定する輝度設定情報とにそれぞれ設定する設定値を
、前記送信対象の画像信号における所定の単位ごとに設定する設定部と、
　前記送信対象の画像信号と、前記設定部において設定された前記送信対象の画像信号に
おける所定の単位ごとの設定値とに基づいて、送信する画像信号と、前記画像種別設定情
報と前記ガンマ補正設定情報および前記輝度設定情報が含まれる、前記送信する画像信号
における所定の単位ごとの設定情報とを含む、送信信号を生成する送信信号生成部と、
　前記送信信号生成部が生成した前記送信信号を送信する送信部と、
　を備える送信装置と、
　前記送信信号を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した前記送信信号に含まれる、前記設定情報に含まれる前記ガンマ補
正設定情報に基づいて、前記受信部が受信した前記送信信号に含まれる画像信号に対する
ガンマ補正を行うガンマ補正部と、
　前記受信部が受信した前記送信信号に含まれる、前記設定情報に含まれる前記画像種別
設定情報に基づいて、前記ガンマ補正部において補正された画像信号に対する立体画像を
表示させるための処理を選択的に行う立体画像処理部と、
　前記立体画像処理部から出力される画像信号に応じた画像を表示画面に表示し、前記表
示画面における部分ごとに輝度を調整可能な表示デバイスに対して、前記表示画面におけ
る前記部分ごとの輝度を制御する輝度制御信号を伝達する輝度制御部と、
　を備え、
　前記輝度制御部は、前記受信部が受信した前記設定情報に含まれる前記輝度設定情報に
基づく前記輝度制御信号を前記表示デバイスに伝達する、画像信号処理装置と、
　を有する、画像信号処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像信号処理装置、送信装置、画像信号処理方法、プログラム、および画像
信号処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、立体画像を示す画像信号（右目用画像信号、左目用画像信号）を処理して立体画
像を表示画面に表示させることが可能な表示装置の開発が行われている。表示装置に表示
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された画像を立体画像としてユーザに認識させる構成としては、例えば、偏光メガネや液
晶シャッターメガネなどの外部装置と連携してユーザに立体画像を視認させる構成や、視
差障壁に係る機構を備える構成（当該外部装置を用いない構成）などが挙げられる。
【０００３】
　このような中、立体画像を表示画面に表示させる場合および平面画像を表示画面に表示
させる場合の双方の場合における高画質化を図る技術が開発されている。画像信号に基づ
いて立体画像であるかを判定し、判定結果に基づいて表示装置が備える光源の発光パター
ンを制御する技術としては、例えば、特許文献１が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－６５０６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　立体画像を表示画面に表示させる表示装置が、偏光メガネや液晶シャッターメガネなど
の外部装置と連携してユーザに立体画像を視認させる構成である場合、当該外部装置の種
類によっては、ユーザの目に入射する光量が低減されてしまうことがある。例えば、表示
装置が右目画像（右目用画像信号が示す画像）と左目画像（左目用画像信号が示す画像）
とを時間方向に交互に表示する方式により立体画像を表示させ、ユーザが液晶シャッター
メガネを装着して画像をみるときには、当該液晶シャッターメガネを通してユーザの目に
入射される光量が低減される場合がある。上記の場合には、ユーザが目にする画像は全体
として光量不足により暗いものとなるため、ユーザの目の疲れを引き起こす恐れがある。
【０００６】
　上記ユーザの目に入射される光量が低減されることを防止する方法としては、例えば、
表示装置が、例えば、光源制御や輝度階調の制御を行うことが挙げられる。しかしながら
、表示装置側において自由に光源制御や輝度階調の制御が行われる場合には、例えば、画
像における暗くなるべき箇所が明るくなり過ぎるなど、表示画面に表示される画像に係る
コンテンツ（例えば、映画やゲームなど）の製作側の意図が、ユーザが目にする画像に十
分に反映されなくなる恐れがある。よって、上記の場合には、画像信号が表示画面に表示
された場合においてユーザの目に入射される光量が低減されることを防止することができ
たとしても、高画質化（コンテンツ制作側の意図がより忠実に再現される観点からの高画
質化。以下、同様とする。）を十分に実現できるとは限らない。
【０００７】
　ここで、立体画像を表示画面に表示させる場合および平面画像を表示画面に表示させる
場合の双方の場合における高画質化を図る従来の技術（以下、「従来の技術」という。）
は、画像信号に基づく画像種別の判定結果に基づいて表示装置が備える光源の発光パター
ンを制御する。しかしながら、従来の技術は、単に平面画像（２Ｄ画像）を表示する場合
と立体画像（３Ｄ画像）とを表示する場合とにおいて、ユーザの目に入射される光量が同
一となるように光源の発光パターンを制御しているに過ぎない。よって、従来の技術を用
いたとしても、上記ユーザの目に入射される光量が低減されることを防止する方法と同様
に、高画質化を十分に実現できるとは限らない。
【０００８】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、画像
信号が表示画面に表示された場合においてユーザの目に入射される光量が低減されること
を防止しつつ、高画質化を図ることが可能な、新規かつ改良された画像信号処理装置、送
信装置、画像信号処理方法、プログラム、および画像信号処理システムを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点によれば、画像信号と、上記画像信号
が立体画像を示すかを規定する画像種別設定情報、および上記画像信号に対するガンマ補
正量を規定するガンマ補正設定情報を含む、上記画像信号における所定の単位ごとの設定
情報とを受信する受信部と、上記受信部が受信した上記設定情報に含まれる上記ガンマ補
正設定情報に基づいて、上記画像信号に対するガンマ補正を行うガンマ補正部と、上記受
信部が受信した上記設定情報に含まれる上記画像種別設定情報に基づいて、上記ガンマ補
正部において補正された画像信号に対する立体画像を表示させるための処理を選択的に行
う立体画像処理部とを備える画像信号処理装置が提供される。
【００１０】
　かかる構成により、受信した画像信号を処理すると共に、受信した設定情報に基づいて
、輝度階調の制御を選択的に行うことができる。よって、かかる構成により、画像信号が
表示画面に表示された場合においてユーザの目に入射される光量が低減されることを防止
しつつ、高画質化を図ることができる。
【００１１】
　また、上記ガンマ補正部は、記憶されている、処理の実行に関する処理実行情報に基づ
いて、選択的に上記ガンマ補正設定情報に基づくガンマ補正を行ってもよい。
【００１２】
　また、立体画像処理部から出力される画像信号に応じた画像を表示画面に表示し、上記
表示画面における部分ごとに輝度を調整可能な表示部と、上記表示部における上記部分ご
との輝度を制御する輝度制御信号を上記表示部に伝達する輝度制御部とをさらに備え、上
記設定情報には、表示画面の部分ごとの輝度を規定する輝度設定情報がさらに含まれ、上
記輝度制御部は、上記受信部が受信した上記設定情報に含まれる上記輝度設定情報に基づ
く上記輝度制御信号を上記表示部に伝達してもよい。
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明の第２の観点によれば、送信対象の画像信号に基づ
いて、送信する画像信号が立体画像を示すかを規定する画像種別設定情報と、送信する画
像信号に対するガンマ補正量を規定するガンマ補正設定情報、および／または、表示画面
の部分ごとの輝度を規定する輝度設定情報とにそれぞれ設定する設定値を、上記送信対象
の画像信号における所定の単位ごとに設定する設定部と、上記送信対象の画像信号と、上
記設定部において設定された上記送信対象の画像信号における所定の単位ごとの設定値と
に基づいて、送信する画像信号と、上記画像種別設定情報と上記ガンマ補正設定情報およ
び／または上記輝度設定情報が含まれる、上記送信する画像信号における所定の単位ごと
の設定情報とを含む、送信信号を生成する送信信号生成部と、上記送信信号生成部が生成
した上記送信信号を送信する送信部とを備える送信装置が提供される。
【００１４】
　かかる構成により、送信対象の画像信号に基づいて、画像信号の所定の単位ごとの設定
情報を生成し、画像信号と設定情報とを送信することができる。よって、かかる構成によ
り、画像信号が表示画面に表示された場合においてユーザの目に入射される光量が低減さ
れることを防止させつつ、高画質化を実現させることができる。
【００１５】
　また、上記設定部は、上記送信対象の画像信号が立体画像を示すかを判定し、上記送信
対象の画像信号が立体画像を示すと判定した場合には、表示画面に対応する領域を分割し
た分割領域ごとの上記送信対象の画像信号に基づく輝度平均値に基づいて、上記設定値を
設定してもよい。
【００１６】
　また、上記設定部は、上記分割領域ごとの輝度平均値の度数分布を導出し、導出された
上記度数分布と、１または２以上の所定の閾値とに基づいて、上記設定値を設定してもよ
い。
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明の第３の観点によれば、画像信号と、上記画像信号
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が立体画像を示すかを規定する画像種別設定情報、および上記画像信号に対するガンマ補
正量を規定するガンマ補正設定情報を含む、上記画像信号における所定の単位ごとの設定
情報とを受信するステップと、上記受信するステップにおいて受信された上記設定情報に
含まれる上記ガンマ補正設定情報に基づいて、上記画像信号に対するガンマ補正を行うス
テップと、上記受信するステップにおいて受信された上記設定情報に含まれる上記画像種
別設定情報に基づいて、上記ガンマ補正を行うステップにおいて補正された画像信号に対
する立体画像を表示させるための処理を選択的に行うステップとを有する画像信号処理方
法が提供される。
【００１８】
　かかる方法を用いることにより、画像信号が表示画面に表示された場合においてユーザ
の目に入射される光量が低減されることを防止しつつ、高画質化を図ることができる。
【００１９】
　上記目的を達成するために、本発明の第４の観点によれば、画像信号と、上記画像信号
が立体画像を示すかを規定する画像種別設定情報、および上記画像信号に対するガンマ補
正量を規定するガンマ補正設定情報を含む、上記画像信号における所定の単位ごとの設定
情報とを受信するステップ、上記受信するステップにおいて受信された上記設定情報に含
まれる上記ガンマ補正設定情報に基づいて、上記画像信号に対するガンマ補正を行うステ
ップ、上記受信するステップにおいて受信された上記設定情報に含まれる上記画像種別設
定情報に基づいて、上記ガンマ補正を行うステップにおいて補正された画像信号に対する
立体画像を表示させるための処理を選択的に行うステップをコンピュータに実行させるた
めのプログラムが提供される。
【００２０】
　かかるプログラムを用いることにより、画像信号が表示画面に表示された場合において
ユーザの目に入射される光量が低減されることを防止しつつ、高画質化を図ることができ
る。
【００２１】
　上記目的を達成するために、本発明の第５の観点によれば、送信対象の画像信号に基づ
いて、送信する画像信号が立体画像を示すかを規定する画像種別設定情報と、送信する画
像信号に対するガンマ補正量を規定するガンマ補正設定情報とにそれぞれ設定する設定値
を、上記送信対象の画像信号における所定の単位ごとに設定する設定部と、上記送信対象
の画像信号と、上記設定部において設定された上記送信対象の画像信号における所定の単
位ごとの設定値とに基づいて、送信する画像信号と、上記画像種別設定情報および上記ガ
ンマ補正設定情報が含まれる、上記送信する画像信号における所定の単位ごとの設定情報
とを含む、送信信号を生成する送信信号生成部と、上記送信信号生成部が生成した上記送
信信号を送信する送信部とを備える送信装置と、上記送信信号を受信する受信部と、上記
受信部が受信した上記送信信号に含まれる、上記設定情報に含まれる上記ガンマ補正設定
情報に基づいて、上記受信部が受信した上記送信信号に含まれる画像信号に対するガンマ
補正を行うガンマ補正部と、上記受信部が受信した上記送信信号に含まれる、上記設定情
報に含まれる上記画像種別設定情報に基づいて、上記ガンマ補正部において補正された画
像信号に対する立体画像を表示させるための処理を選択的に行う立体画像処理部と、
　を備える画像信号処理装置とを有する画像信号処理システムが提供される。
【００２２】
　かかる構成により、画像信号が表示画面に表示された場合においてユーザの目に入射さ
れる光量が低減されることを防止しつつ、高画質化を図ることが可能な画像信号処理シス
テムが実現される。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、画像信号が表示画面に表示された場合においてユーザの目に入射され
る光量が低減されることを防止しつつ、高画質化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２４】
【図１】本発明の実施形態に係る高画質化アプローチの概要を説明するための説明図であ
る。
【図２】本発明の実施形態に係る高画質化アプローチの概要を説明するための説明図であ
る。
【図３】本発明の実施形態に係る高画質化アプローチの概要を説明するための説明図であ
る。
【図４】本発明の実施形態に係る高画質化アプローチの概要を説明するための説明図であ
る。
【図５】本発明の実施形態に係る送信装置が生成するガンマ補正設定情報の一例を示す説
明図である。
【図６】本発明の実施形態に係る送信装置が生成する輝度設定情報の一例を示す説明図で
ある。
【図７】本発明の実施形態に係る画像信号処理システムの概要を説明するための説明図で
ある。
【図８】本発明の実施形態に係る送信装置の構成の一例を示す説明図である。
【図９】本発明の実施形態に係る送信装置の設定部における設定処理の一例を示す流れ図
である。
【図１０】本発明の実施形態に係る送信装置が生成する画像種別設定情報の一例を示す説
明図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る画像信号処理装置の構成の第１の例を示す説明図であ
る。
【図１２】本発明の実施形態に係る画像信号処理装置が備える受信部の構成の一例を示す
説明図である。
【図１３】本発明の実施形態に係る画像信号処理装置の構成の第２の例を示す説明図であ
る。
【図１４】本発明の実施形態に係る受信装置の構成の一例を示す説明図である。
【図１５】本発明の実施形態に係る受信装置が送信する送信信号の一例を示す説明図であ
る。
【図１６】本発明の実施形態に係る受信装置が送信する送信信号の一例を示す説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２６】
　また、以下では、下記に示す順序で説明を行う。
　　１．本発明の実施形態に係るアプローチ
　　２．本発明の実施形態に係る画像信号処理システム
　　３．本発明の実施形態に係るプログラム
【００２７】
（本発明の実施形態に係るアプローチ）
　本発明の実施形態に係る画像信号処理システム（以下、「画像信号処理システム１００
０」とよぶ場合がある。）を構成する各装置の構成について説明する前に、本発明の実施
形態に係る高画質化アプローチについて説明する。
【００２８】
　上述したように、上記ユーザの目に入射される光量が低減されることを防止する方法や
、従来の技術を用いる場合には、表示画面に表示されてユーザが目にする画像が、コンテ
ンツの製作側の意図を十分に反映したものでなくなる恐れがある。
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【００２９】
　そこで、画像信号処理システム１０００では、画像信号を送信する本発明の実施形態に
係る送信装置（以下、「送信装置１００」とよぶ場合がある。）が、送信対象の画像信号
に基づいて画像信号における所定の単位ごとの設定情報を生成し、画像信号と共に設定情
報を送信する。以下では、送信装置１００が送信する、画像信号と、当該画像信号におけ
る所定の単位ごとの設定情報とを含む信号を、総称して「送信信号」とよぶ場合がある。
【００３０】
　そして、画像信号処理システム１０００では、画像信号と設定情報とを受信した本発明
の実施形態に係る画像信号処理装置（以下、「画像信号処理装置２００」とよぶ場合があ
る。）が、受信した画像信号を処理すると共に、受信した設定情報に基づいて、輝度階調
の制御および／または表示デバイスの光源制御を選択的に行う。
【００３１】
　なお、本発明の実施形態に係る画像信号処理システム１０００では、送信装置１００が
、画像信号が示す画像に対応する音声に係る音声信号を画像信号と併せて送信し、画像信
号処理装置２００が、当該音声信号を処理することもできる。以下では、送信装置１００
における音声信号の送信に係る処理と、画像信号処理装置２００における当該音声信号の
処理に係る処理については、説明を省略する。
【００３２】
　ここで、本発明の実施形態に係る画像信号としては、例えば、ビットストリーム信号な
どのデジタル信号が挙げられるが、上記に限られず、アナログ信号であってもよい。以下
では、本発明の実施形態に係る画像信号がデジタル信号である場合を例に挙げて説明する
。また、本発明の実施形態に係る画像信号が示す画像は、動画像（平面画像／立体画像）
であってもよいし、静止画像（平面画像／立体画像）であってもよい。
【００３３】
　また、本発明の実施形態に係る画像信号における所定の単位とは、例えば、画像信号に
おける時間的に完結した単位である。本発明の実施形態に係る画像信号における所定の単
位としては、例えば、フレームごと、インターレース方式における１画像単位、プログレ
ッシブ方式における１画像単位などが挙げられるが、上記に限られない。例えば、本発明
の実施形態に係る画像信号における所定の単位は、複数のフレームごとであってもよい。
【００３４】
　また、本発明の実施形態に係る設定情報には、画像種別設定情報と、ガンマ補正設定情
報および／または輝度設定情報とが含まれる。ここで、送信装置１００は、例えば、本発
明の実施形態に係る画像種別設定情報と、ガンマ補正設定情報と、輝度設定情報とを、１
つの設定情報（データ）として送信することができるが、上記に限られない。例えば、送
信装置１００は、画像種別設定情報とガンマ補正設定情報と輝度設定情報とを、それぞれ
個別の設定情報として送信することもできる。本発明の実施形態では、上記のように送信
装置１００が、各種情報を、１つの設定情報として送信する場合、およびそれぞれ個別の
設定情報として送信する場合の双方を、“設定情報には、画像種別設定情報と、ガンマ補
正設定情報および／または輝度設定情報とが含まれる”ものとして表す。
【００３５】
　本発明の実施形態に係る画像種別設定情報とは、画像信号が立体画像を示すか否かを規
定する情報である。画像種別設定情報は、画像信号処理装置２００が立体画像を表示させ
るための処理を選択的に行うために用いられる。本発明の実施形態に係る画像種別設定情
報の一例については、後述する。
【００３６】
　また、本発明の実施形態に係るガンマ補正設定情報とは、画像信号に対するガンマ補正
量を規定する情報である。ガンマ補正設定情報は、画像信号処理装置２００が、輝度階調
の制御を行うために用いる。本発明の実施形態に係るガンマ補正設定情報の一例について
は、後述する。
【００３７】
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　また、本発明の実施形態に係る輝度設定情報とは、表示画面の部分ごとの輝度を規定す
る情報である。輝度設定情報は、画像信号処理装置２００が、表示デバイスの光源制御を
行うために用いる。本発明の実施形態に係る輝度設定情報の一例については、後述する。
【００３８】
　ここで、上記表示画面の部分としては、例えば、画像信号が示す画像が複数の領域に分
割された分割領域が挙げられる。上記分割領域としては、例えば、表示画面を構成する表
示デバイスが有する画素ごとに分割された領域が挙げられるが、上記に限られず、複数の
画素を有する領域であってもよい。また、上記表示画面の部分は、画像信号処理装置２０
０が、後述する輝度制御信号により発光が制御される表示デバイスの制御単位に対応する
部分とすることができる。
【００３９】
　より具体的には、画像信号処理システム１０００では、画像信号処理装置が、受信した
設定情報に基づいて、画像信号が示す画像を表示画面に表示させる場合に当該画像の低輝
度部分の輝度がより高くなるように、輝度階調の制御、および／または、表示デバイスの
光源制御を選択的に行う。
【００４０】
　図１～図４それぞれは、本発明の実施形態に係る高画質化アプローチの概要を説明する
ための説明図である。
【００４１】
〔ａ〕画像信号処理装置２００が、設定情報に基づく輝度階調の制御および表示デバイス
の光源制御を行わない場合
　図１は、画像信号処理装置２００におけるガンマ補正の一例を示しており、画像信号処
理装置２００が、設定情報に基づく輝度階調の制御および表示デバイスの光源制御を行わ
ない場合における画像信号の一例を示している。図１のＡは、送信装置１００におけるガ
ンマ特性の一例を示しており、図１のＢは、画像信号処理装置２００におけるガンマ補正
関数の一例を示している。そして、図１のＣは、画像信号処理装置２００におけるガンマ
補正後の画像信号の一例を示している。また、図２は、画像信号処理装置２００において
図１に示すガンマ補正が行われた画像信号が示す画像が表示画面に表示された場合の一例
を示している。
【００４２】
　図１のＡ～Ｃに示すように、画像信号処理装置２００が設定情報に基づく輝度階調の制
御および表示デバイスの光源制御を行わない場合には、画像信号処理装置２００が処理し
た画像信号は、ガンマ補正によって送信装置１００が送信した画像信号が示す画像に忠実
な画像（図２）となる。
【００４３】
　ここで、画像信号処理装置２００におけるガンマ補正は、例えば下記の数式１により行
われる。数式１に示す“ｘ”は、処理対象の画像信号を示しており、数式１に示す“ｙ”
は、ガンマ補正後の画像信号を示している。また、数式１の“γ”は、ガンマ補正値を示
している。ここで、数式１は、輝度が２５５段階で表される場合におけるガンマ補正の例
を示しているが、上記に限られない。
【００４４】
【数１】

・・・（数式１）
【００４５】
　画像信号処理装置２００は、ガンマ補正値を送信装置１００におけるガンマ特性と対応
する値（例えば、画像信号がテレビジョン放送の放送波で送信されたものである場合には
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、γ＝２．２が設定される。）に設定することにより、図１のＣに示す画像信号を得るこ
とができる。
【００４６】
〔ｂ〕画像信号処理装置２００が、設定情報に基づく輝度階調の制御および表示デバイス
の光源制御を行う場合
　図３は、画像信号処理装置２００が、受信した設定情報に基づいて、輝度階調の制御、
および／または、表示デバイスの光源制御を行った場合における画像信号の一例を示して
いる。また、図４は、画像信号処理装置２００において図３に示す画像信号が示す画像が
表示画面に表示された場合の一例を示している。
【００４７】
　図３に示すように、画像信号処理装置２００は、設定情報に基づいて、低輝度部分の輝
度がより高くなるように、輝度階調の制御、および／または、表示デバイスの光源制御を
行う。画像信号処理装置２００が、低輝度部分の輝度がより高くなるように、輝度階調の
制御、および／または、表示デバイスの光源制御を行うことによって、表示画面に表示さ
れる画像は、例えば図４に示すように、図２に示す画像よりも輝度が高い画像となる。
【００４８】
〔画像信号処理装置２００における輝度階調の制御方法の一例〕
　画像信号処理装置２００は、例えば、受信した設定情報に含まれるガンマ補正設定情報
に基づいて、ガンマ補正に用いるガンマ補正値γの値を設定することによって、輝度階調
を制御する。
【００４９】
　図５は、本発明の実施形態に係る送信装置１００が生成するガンマ補正設定情報の一例
を示す説明図である。ここで、図５は、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９０－１０に規定されてい
るＶＵＩ（Video　usability　information）に則ったガンマ補正設定情報の一例を示し
ている。
【００５０】
　送信装置１００は、光電伝達関数を規定することが可能な、図５に示す“ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ＿ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ”にガンマ補正値を設定する。ここで、送信装置
１００は、例えば、“ｔｒａｎｓｆｅｒ＿ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ＝２．２”や
“ｔｒａｎｓｆｅｒ＿ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ＝２．８”などのガンマ補正値を
直接的に設定するが、上記に限られない。例えば、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９０－１０のＶ
ＵＩでは、“ｔｒａｎｓｆｅｒ＿ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ＝２”とすることによ
って、内容を応用的に定義ができる。よって、送信装置１００は、上記のように“ｔｒａ
ｎｓｆｅｒ＿ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ＝２”とすることによって、例えば２．４
など任意のガンマ補正値を設定することができる。
【００５１】
　なお、本発明の実施形態に係るガンマ補正設定情報が、図５に示す例に限られないこと
は、言うまでもない。
【００５２】
　画像信号処理装置２００は、受信した設定情報に含まれるガンマ補正設定情報に設定さ
れたガンマ補正値を用いてガンマ補正を行うことによって、設定情報に基づく輝度階調の
制御を行うことができる。
【００５３】
　なお、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００における輝度階調の制御方法は
、上記に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００は、ガン
マ補正により図１のＣに示す画像信号を得た後に、設定情報に含まれるゲインの調整量を
規定するゲイン調整情報に基づいて、画像信号のゲインを画素ごとに選択的に調整するこ
ともできる。
【００５４】
〔画像信号処理装置２００における表示デバイスの光源制御方法の一例〕
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　画像信号処理装置２００は、例えば、受信した設定情報に含まれる輝度設定情報に基づ
いて、画像を表示画面に表示可能な表示デバイスにおける表示画面の部分ごとの輝度を制
御する輝度制御信号を、当該部分ごとに生成する。そして、画像信号処理装置２００は、
生成した輝度制御信号を、画像を表示画面に表示可能な表示デバイスに伝達する。
【００５５】
　表示デバイスに輝度制御信号が伝達されることによって、当該表示デバイスにおける発
光が輝度制御信号に応じて制御される。よって、画像信号処理装置２００は、設定情報に
含まれる輝度設定情報に基づく輝度制御信号を表示デバイスに伝達することによって、表
示デバイスの光源における発光を制御することができる。
【００５６】
　ここで、画像信号処理装置２００が生成する輝度制御信号が伝達される表示デバイスは
、例えば、画像信号処理装置２００が備えることができるが、上記に限られない。例えば
、画像信号処理装置２００は、外部装置としての表示デバイスに生成した輝度制御信号を
送信することもできる。画像信号処理装置２００が表示デバイス（後述する表示部に対応
）を備える場合には、画像信号処理装置２００は、表示装置の機能を有することとなる。
【００５７】
　また、本発明の実施形態に係る表示デバイスとしては、例えば、画素ごと、または複数
の画素に対応する領域ごとに発光を行うことが可能な光源を有する液晶ディスプレイ（Li
quid　Crystal　Display；ＬＣＤ）が挙げられるが、上記に限られない。例えば、本発明
の実施形態に係る表示デバイスは、有機ＥＬディスプレイ（organic　ElectroLuminescen
ce　display。または、ＯＬＥＤディスプレイ（Organic　Light　Emitting　Diode　disp
lay）ともよばれる。）などの別途の光源を有さない自発光型の表示デバイスであっても
よい。以下では、画像信号処理装置２００が、表示デバイスが備える光源における発光を
制御する輝度制御信号を生成する場合を例に挙げて説明する。
【００５８】
　図６は、本発明の実施形態に係る送信装置１００が生成する輝度設定情報の一例を示す
説明図である。ここで、図６は、ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１０に規定されているＵｓ
ｅｒ＿ｄａｔａ＿ｕｎｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ　ＳＥＩ（Supplemental　Enhancement　Inf
ormation）に則った輝度設定情報の一例を示している。
【００５９】
　ここで、図６に示す“ＭａｃｒｏＢｌｏｃｋ＿ＩＤ”は、画像信号が示す画像内のマク
ロブロック（分割領域の一例）を識別する情報である。図６に示す“ＭａｃｒｏＢｌｏｃ
ｋ＿ＩＤ”には、例えば、左上から右下まで走査順にかつ昇順に付した数値が設定される
。よって、輝度設定情報を受信した画像信号処理装置２００は、上記数値によって水平垂
直位置を一意に判別することができる。
【００６０】
　また、送信装置１００は、図６に示す“ＭａｃｒｏＢｌｏｃｋ＿ＩＤ”ごとに対応する
マクロブロック（分割領域の一例）の平均輝度レベルの情報を、図６に示す“Ａｖｅｒａ
ｇｅｄ＿Ｌｕｍａ＿ｌｅｖｅｌ”に設定する。よって、輝度設定情報を受信した画像信号
処理装置２００は、各マクロブロック（分割領域の一例）に対して設定する輝度レベルを
一意に特定することができるので、表示画面の部分ごとに、輝度設定情報に応じた輝度制
御信号を生成することができる。
【００６１】
　なお、本発明の実施形態に係る輝度設定情報が、図６に示す例に限られないことは、言
うまでもない。
【００６２】
　画像信号処理装置２００は、受信した設定情報に含まれる輝度設定情報に設定された分
割領域ごとの輝度レベルの情報を用いて表示画面の部分ごと（分割領域ごと）の輝度制御
信号を生成し、表示デバイスに伝達することにより、表示デバイスの光源における発光を
設定情報に基づいて制御することができる。なお、本発明の実施形態に係る画像信号処理
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装置２００における表示デバイスの光源制御方法が、上記に限られないことは、言うまで
もない。
【００６３】
　画像信号処理システム１０００では、画像信号処理装置２００において、例えば上記の
ように輝度階調の制御、および／または、表示デバイスの光源制御が行われる。よって、
画像信号処理システム１０００では、画像信号処理装置２００が処理した画像が表示デバ
イスの表示画面に表示された場合において、ユーザの目に入射される光量が低減されるこ
とを防止することができる。
【００６４】
　また、画像信号処理システム１０００では、上記のように、送信装置１００により送信
された設定情報に基づいて、画像信号処理装置２００が、輝度階調の制御および／または
表示デバイスの光源制御を行う。つまり、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２０
０では、上記ユーザの目に入射される光量が低減されることを防止する方法などを用いる
場合のように、受信した画像信号に基づいて輝度階調の制御、および／または、表示デバ
イスの光源制御が自由に行われない。
【００６５】
　よって、画像信号処理システム１０００では、表示画面に表示されてユーザが目にする
画像が、コンテンツの製作側の意図を十分に反映したものでなくなる可能性をより低減す
ることができるので、より高画質化を図ることができる。
【００６６】
　なお、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００が、受信した設定情報に基づく
輝度階調の制御および／または表示デバイスの光源制御に加え、例えば、画像信号処理装
置２００が備える操作デバイスを用いたユーザ操作による上記制御がさらに可能であるこ
とは、言うまでもない。上記の構成の場合、本発明の実施形態に係る画像信号処理システ
ムは、表示画面に表示されてユーザが目にする画像を、コンテンツの製作側の意図を反映
させたものとしつつ、画像をみるユーザの意図を反映させることができる。
【００６７】
　以上のように、画像信号処理システム１０００では、送信装置１００が、画像信号と所
定の単位ごとの設定情報とを送信する。そして、画像信号処理装置２００が、受信した画
像信号を処理すると共に、受信した設定情報に基づいて輝度階調の制御および／または表
示デバイスの光源制御を選択的に行う。したがって、画像信号処理システム１０００では
、画像信号が表示画面に表示された場合においてユーザの目に入射される光量が低減され
ることを防止しつつ、高画質化を図ることができる。
【００６８】
　なお、上記では、画像信号処理システム１０００を構成する画像信号処理装置２００が
、受信した送信信号を処理する場合について説明したが、上記に限られない。例えば、本
発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００は、受信した送信信号に対応するコンテン
ツデータ（画像信号に対応するデータと設定情報とを含むデータ）を、記憶媒体（例えば
後述する記憶部など）に記憶することもできる。上記の場合、画像信号処理装置２００は
、記憶するコンテンツデータに含まれる設定情報に基づいて、上記と同様に輝度階調の制
御および／または表示デバイスの光源制御を選択的に行うことができる。
【００６９】
（本発明の実施形態に係る画像信号処理システム）
　次に、上述した本発明の実施形態に係る高画質化アプローチを実現することが可能な、
画像信号処理システム１０００の構成例について説明する。図７は、本発明の実施形態に
係る画像信号処理システム１０００の概要を説明するための説明図である。
【００７０】
　図７を参照すると、画像信号処理システム１０００は、送信装置１００と、画像信号処
理装置２００Ａ、２００Ｂ、…（以下、総称して「画像信号処理装置２００」とよぶ場合
がある。）と、受信装置３００とを有する。
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【００７１】
　ここで、図７では、画像信号処理装置２００Ａ、２００Ｂとして、送信装置１００がテ
レビ塔などから送信させた送信信号がのせられた放送波５００を（直接的／間接的に）受
信し、受信した送信信号に含まれる画像信号に基づく画像（動画像／静止画像）を表示可
能なテレビ受像機を示しているが、上記に限られない。
【００７２】
　また、図７では、送信装置１００がテレビ塔などから送信させた放送波５００を（直接
的／間接的に）受信することが可能な受信装置３００として、セットトップボックスを示
しているが、上記に限られない。
【００７３】
　ここで、放送波５００に係る送信信号の直接的な受信とは、例えば、画像信号処理装置
２００や受信装置３００がなどの各装置が、放送波５００を受信することを指す。また、
画像信号処理装置２００における放送波５００に係る送信信号の間接的な受信とは、例え
ば、放送波５００を受信した外部アンテナから伝達される送信信号を画像信号処理装置２
００が受信すること、または、送信信号を受信装置３００を介して受信することをいう。
また、受信装置３００における放送波５００に係る送信信号の間接的な受信とは、例えば
、放送波５００を受信した外部アンテナから伝達される送信信号を受信装置３００が受信
することをいう。
【００７４】
　送信装置１００と、画像信号処理装置２００Ａ、受信装置３００それぞれとは、ネット
ワーク６００を介して（あるいは、直接的に）接続される。また、画像信号処理装置２０
０Ｂと、受信装置３００とは、接続インタフェース６５０により接続される。ここで、本
発明の実施形態に係る接続とは、例えば、通信可能な状態にある（または、通信可能な状
態にさせる）ことをいう。
【００７５】
　ネットワーク６００としては、例えば、ＬＡＮ（Local　Area　Network）やＷＡＮ（Wi
de　Area　Network）などの有線ネットワーク、基地局を介した無線ＷＡＮ（ＷＷＡＮ；W
ireless　Wide　Area　Network）や無線ＭＡＮ（ＷＭＡＮ；Wireless　Metropolitan　Ar
ea　Network）などの無線ネットワーク、あるいは、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission　Contr
ol　Protocol/Internet　Protocol）などの通信プロトコルを用いたインターネットなど
が挙げられるが、上記に限られない。
【００７６】
　また、接続インタフェース６５０としては、例えば、ＨＤＭＩ（High-Definition　Mul
timedia　Interface）が挙げられるが、上記に限られない。例えば、接続インタフェース
６５０は、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）や、Ｄ端子を用いたインタフェースおよび
光デジタル音声端子を用いたインターフェースであってもよい。
【００７７】
　なお、図７では、送信装置１００が、放送波５００を介した画像信号の送信と、ネット
ワーク６００を介した画像信号の送信との双方を行う例を示しているが、上記に限られな
い。本発明の実施形態に係る送信装置１００は、放送波５００を介した画像信号の送信、
および／または、ネットワーク６００を介した画像信号の送信を行うことができる。
【００７８】
　図７に示すように、画像信号処理装置２００は、送信装置１００から送信された送信信
号を受信装置３００を介して受信することができ、また、送信信号を受信装置３００を介
さずに受信することができる。
【００７９】
　以下、画像信号処理システム１０００を構成する各装置の構成例について説明する。ま
た、以下では、画像信号処理装置２００の構成例として、送信信号を受信装置３００を介
さずに受信する構成（画像信号処理装置２００Ａ）と、送信信号を受信装置３００を介し
て受信する構成（画像信号処理装置２００Ｂ）との構成例をそれぞれ示す。
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【００８０】
［送信装置１００］
　図８は、本発明の実施形態に係る送信装置１００の構成の一例を示す説明図である。図
８を参照すると、送信装置１００は、フレームフォーマット処理部１０２と、設定部１０
４と、送信信号生成部１０６と、送信部１０８とを備える。
【００８１】
　また、送信装置１００は、例えば、制御部（図示せず）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory
；図示せず）や、ＲＡＭ（Random　Access　Memory；図示せず）、記憶部（図示せず）、
送信装置１００のユーザが操作可能な操作部（図示せず）、各種画面を表示画面に表示す
る表示部（図示せず）などを備えていてもよい。送信装置１００は、例えば、データの伝
送路としてのバス（bus）により上記各構成要素間を接続する。
【００８２】
　ここで、制御部（図示せず）は、例えば、ＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）や、各
種処理回路などで構成され送信装置１００全体を制御する。また、制御部（図示せず）は
、例えば、フレームフォーマット処理部１０２、設定部１０４、送信信号生成部１０６の
役目を果たすこともできる。
【００８３】
　ＲＯＭ（図示せず）は、制御部（図示せず）が使用するプログラムや演算パラメータな
どの制御用データを記憶する。ＲＡＭ（図示せず）は、制御部（図示せず）により実行さ
れるプログラムなどを一次記憶する。また、記憶部（図示せず）としては、例えば、ハー
ドディスク（Hard　Disk）などの磁気記録媒体や、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Erasab
le　and　Programmable　Read　Only　Memory）、フラッシュメモリ（flash　memory）、
ＭＲＡＭ（Magnetoresistive　Random　Access　Memory）、ＦｅＲＡＭ（Ferroelectric
　Random　Access　Memory）、ＰＲＡＭ(Phase　change　Random　Access　Memory)など
の不揮発性メモリ（nonvolatile　memory）が挙げられるが、上記に限られない。
【００８４】
　操作部（図示せず）としては、例えば、ボタン、方向キー、ジョグダイヤルなどの回転
型セレクター、あるいは、これらの組み合わせなどが挙げられるが、上記に限られない。
また、表示部（図示せず）としては、例えば、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ
が挙げられるが、上記に限られない。また、送信装置１００は、送信装置１００の外部装
置としての操作入力デバイス（例えば、キーボードやマウスなど）や、表示デバイス（例
えば、外部ディスプレイなど）と接続することもできる。
【００８５】
　フレームフォーマット処理部１０２は、送信対象の画像信号を、送信信号に対応する所
定のフレームフォーマットに変換する。
【００８６】
　ここで、フレームフォーマット処理部１０２が処理する送信対象の画像信号は、例えば
、カメラなどの撮像装置から伝達される撮像により得られた画像信号が挙げられるが、上
記に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る送信装置１００が処理する送信対象の
画像信号は、ネットワーク６００などを介して外部装置から受信された画像信号であって
もよいし、記憶部（図示せず）に記憶されたコンテンツデータに基づく画像信号であって
もよい。
【００８７】
　また、図８では、フレームフォーマット処理部１０２に、２の画像信号が入力されるこ
とを示しているが、上記に限られない。例えば、フレームフォーマット処理部１０２に入
力される画像信号が平面画像を示す場合には、図８に示すいずれか一方の画像信号が入力
される。つまり、フレームフォーマット処理部１０２は、立体画像に対応する画像信号（
２の画像信号が入力される場合）と、平面画像に対応する画像信号（１の画像信号が入力
される場合）との双方を処理する。また、フレームフォーマット処理部１０２から出力さ
れる画像信号は、入力された画像信号の数と対応することとなる。
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【００８８】
　設定部１０４は、フレームフォーマット処理部１０２から出力される画像信号（送信対
象の画像信号）に基づいて、画像種別設定情報と、ガンマ補正設定情報および／または輝
度設定情報とにそれぞれ設定する設定値を設定する。そして、設定部１０４は、各設定値
が設定された、画像種別設定情報と、ガンマ補正設定情報および／または輝度設定情報と
を、送信信号生成部１０６へ伝達する。
【００８９】
　なお、本発明の実施形態に係る送信装置１００は、設定部１０４が各設定値を送信信号
生成部１０６へ伝達し、送信信号生成部１０６が画像種別設定情報と、ガンマ補正設定情
報および／または輝度設定情報とを生成することもできる。以下では、設定部１０４が、
画像種別設定情報と、ガンマ補正設定情報および／または輝度設定情報とを生成して、送
信信号生成部１０６へ伝達する場合を例に挙げて説明する。
【００９０】
　ここで、設定部１０４は、画像種別設定情報に設定する設定値の他、例えば、ガンマ補
正設定情報に設定する設定値と、輝度設定情報に設定する設定値との双方、または、どち
らか一方を設定するが、上記に限られない。例えば、設定部１０４は、操作部（図示せず
）から伝達されるユーザ操作に応じた操作信号や、または、画像信号に含まれる処理を行
わない旨が規定された情報に基づいて、ガンマ補正設定情報および輝度設定情報に設定す
る設定値の設定に係る処理を行わないこともできる。
【００９１】
　また、設定部１０４は、例えば、ガンマ補正設定情報と輝度設定情報とに設定する設定
値のうち、予め規定された情報に対応する設定値を設定するが、上記に限られない。例え
ば、設定部１０４は、操作部（図示せず）から伝達されるユーザ操作に応じた操作信号に
基づいて、設定値を設定する情報を選択的に切り替えることもできる。
【００９２】
　以下では、設定部１０４が、画像種別設定情報と、ガンマ補正設定情報と、輝度設定情
報とにそれぞれ設定する設定値を設定する場合を例に挙げて説明する。
【００９３】
〔設定部１０４における設定処理の一例〕
　図９は、本発明の実施形態に係る送信装置１００の設定部１０４における設定処理の一
例を示す流れ図である。以下では、図９に示す設定処理を送信装置１００が行うものとし
て説明する。
【００９４】
　送信装置１００は、送信対象の画像信号が立体画像を示すが否かを判定する（Ｓ１００
）。ここで、送信装置１００は、例えば、複数の画像信号を処理する場合に、送信対象の
画像信号が立体画像を示すと判定するが、上記に限られない。
【００９５】
　ステップＳ１００において送信対象の画像信号が立体画像を示すと判定された場合には
、送信装置１００は、画像種別設定情報の設定値を立体画像に設定する（Ｓ１０２）。ま
た、ステップＳ１００において送信対象の画像信号が立体画像を示すと判定されない場合
には、送信装置１００は、画像種別設定情報の設定値を平面画像に設定する（Ｓ１０４）
。
【００９６】
　図１０は、本発明の実施形態に係る送信装置１００が生成する画像種別設定情報の一例
を示す説明図である。
【００９７】
　送信装置１００は、ステップＳ１００において送信対象の画像信号が立体画像を示すと
判定された場合には、ステップＳ１０２において、立体画像であるか否かを示すフラグで
ある図１０に示す“３Ｄ＿ｆｌａｇ”を、立体画像を示す状態に設定する。また、送信装
置１００は、ステップＳ１００において送信対象の画像信号が立体画像を示すと判定され



(16) JP 5343785 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

ない場合には、ステップＳ１０４において、図１０に示す“３Ｄ＿ｆｌａｇ”を平面画像
を示す状態（立体画像を示さない状態）に設定する。ここで、送信装置１００は、例えば
、立体画像を示す場合に“１”、平面画像を示す場合に“０”を図１０に示す“３Ｄ＿ｆ
ｌａｇ”に設定するが、上記に限られない。
【００９８】
　また、送信装置１００は、ステップＳ１００において送信対象の画像信号が立体画像を
示すと判定された場合には、例えば、送信対象の画像信号や、送信信号生成部１０６にお
いて行われる処理の内容などに基づいて、画像種別設定情報に設定する当該画像信号に係
る様々な情報の設定値を設定する。
【００９９】
　ここで、送信装置１００が設定する情報としては、例えば、フレームであるかフィール
ドであるかを示すフラグ（図１０の“Ｆｒａｍｅ＿ｆｌａｇ”）や、立体画像のフォーマ
ットを示すフラグ（図１０の“３Ｄ＿ｖｉｄｅｏ＿ｆｏｒｍａｔ”）、現在の画像信号が
右目用画像信号であるか左目用画像信号であるかを示すフラグ（図１０の“Ｃｕｒｒｅｎ
ｔ＿ｐｉｃｔｕｒｅ＿ｉｓ＿Ｌ”）などが挙げられるが、上記に限られない。例えば、送
信装置１００は、図１０に示す“３Ｄ＿ｐａｉｒ＿Ｐｉｃｔｕｒｅ”や、“Ｌｅｆｔｈａ
ｎｄ＿ｓｉｄｅ＿ｉｓ＿Ｌ”、および“Ｔｏｐ＿ｉｓ＿Ｌ”の各フラグの他、画像種別設
定情報を受信した画像信号処理装置２００における立体画像の処理に係る様々な情報を設
定することができる。
【０１００】
　また、図１０に示すような画像種別設定情報が含まれる設定情報を受信した画像信号処
理装置２００は、画像種別設定情報に設定された“３Ｄ＿ｆｌａｇ”に基づいて、処理す
る画像信号が立体画像を示すか否かを一意に判定することができる。よって、画像信号処
理装置２００は、処理する画像信号が立体画像を示すと判定した場合には、画像種別設定
情報に設定された各種情報に基づいて、画像信号に対する立体画像を表示させるための処
理を選択的に行うことができる。
【０１０１】
　なお、本発明の実施形態に係る画像種別設定情報が、図１０に示す例に限られないこと
は、言うまでもない。
【０１０２】
　再度図９を参照して、送信装置１００の設定部１０４における設定処理の一例について
説明する。ステップＳ１０２、またはステップＳ１０４において、画像種別設定情報に対
する設定値が設定されると、送信装置１００は、画像信号に基づいて、分割領域ごとの輝
度平均値を導出する（Ｓ１０６）。
【０１０３】
　ステップＳ１０６において分割領域ごとの輝度平均値が導出されると、表示画面全体に
おける分割領域の輝度平均値の統計をとる（Ｓ１０８）。ここで、ステップＳ１０８にお
ける統計処理としては、例えば、分割領域の輝度平均値の度数分布を導出することが挙げ
られるが、上記に限られない。
【０１０４】
　ステップＳ１０８において表示画面全体における分割領域の輝度平均値の統計がとられ
ると、送信装置１００は、「輝度平均値が所定の値以下の分割領域の数＜第１の閾値」で
あるか否かを判定する（Ｓ１１０）。ここで、輝度平均値に係る所定の値、第１の閾値、
および後述する第２の閾値の値（第１の閾値＞第２の閾値）は、それぞれ予め規定された
値とすることができるが、上記に限られない。例えば、上記各値は、操作部（図示せず）
から伝達されるユーザ操作に応じた操作信号に基づいて適宜設定されてもよい。
【０１０５】
　ステップＳ１１０において「輝度平均値が所定の値以下の分割領域の数＜第１の閾値」
であると判定された場合には、送信装置１００は、画像信号が示す画像が全体として十分
に明るいとみなし、ガンマ補正設定情報および輝度設定情報に第１設定値を設定する（Ｓ
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１１２）。
【０１０６】
　ここで、本発明の実施形態に係る第１設定値としては、例えば、画像信号処理装置２０
０に設定情報に基づく輝度階調の制御および表示デバイスの光源制御を行わせないための
設定値が挙げられる。より具体的には、送信装置１００は、例えば、ガンマ補正設定情報
に設定するガンマ補正値として２．２を設定する。また、送信装置１００は、例えば、輝
度設定情報に設定する平均輝度レベルの情報を、ステップＳ１０６において導出した輝度
平均値に対応する値に設定する。なお、送信装置１００が、第１設定値として設定する値
、および設定する値の種類は上記に限られない。例えば、送信装置１００は、図５に示す
ガンマ補正設定情報を構成する各種情報や、図６に示す輝度設定情報を構成する各種情報
に設定する設定値を設定することができる。
【０１０７】
　また、ステップＳ１１０において「輝度平均値が所定の値以下の分割領域の数＜第１の
閾値」であると判定されない場合には、送信装置１００は、「輝度平均値が所定の値以下
の分割領域の数≧第２の閾値」であるか否かを判定する（Ｓ１１４）。
【０１０８】
　ステップＳ１１４において「輝度平均値が所定の値以下の分割領域の数≧第２の閾値」
であると判定された場合には、送信装置１００は、画像信号が示す画像の一部に暗い部分
があるとみなし、ガンマ補正設定情報および輝度設定情報に第２設定値を設定する（Ｓ１
１６）。
【０１０９】
　ここで、本発明の実施形態に係る第２設定値としては、例えば、画像信号処理装置２０
０に設定情報に基づく輝度階調の制御を行わせず、表示デバイスの光源制御を行わせるた
めの設定値が挙げられる。より具体的には、送信装置１００は、例えば、ガンマ補正設定
情報に設定するガンマ補正値として２．２を設定する。また、送信装置１００は、例えば
、輝度設定情報に設定する平均輝度レベルの情報を、ステップＳ１０６において導出した
輝度平均値に対応する値よりも高い値に設定する。なお、送信装置１００が、第２設定値
として設定する値、および設定する値の種類は上記に限られない。例えば、送信装置１０
０は、画像信号処理装置２００に設定情報に基づく輝度階調の制御を行わせ、表示デバイ
スの光源制御を行わせないための設定値を第２設定値として設定することもできる。
【０１１０】
　また、ステップＳ１１４において「輝度平均値が所定の値以下の分割領域の数≧第２の
閾値」であると判定されない場合には、送信装置１００は、画像信号が示す画像のより広
い部分に暗い部分があるとみなし、ガンマ補正設定情報および輝度設定情報に第３設定値
を設定する（Ｓ１１８）。
【０１１１】
　ここで、本発明の実施形態に係る第３設定値としては、例えば、画像信号処理装置２０
０に設定情報に基づく輝度階調の制御、および表示デバイスの光源制御を行わせるための
設定値が挙げられる。より具体的には、送信装置１００は、例えば、ガンマ補正設定情報
に設定するガンマ補正値として２．２より大きな値を設定する。また、送信装置１００は
、例えば、輝度設定情報に設定する平均輝度レベルの情報を、ステップＳ１０６において
導出した輝度平均値に対応する値よりも高い値に設定する。なお、送信装置１００が、第
３設定値として設定する値、および設定する値の種類は上記に限られない。
【０１１２】
　送信装置１００は、例えば図９に示す処理を行うことによって、画像種別設定情報と、
ガンマ補正設定情報と、輝度設定情報とにそれぞれ設定する設定値を設定することができ
る。なお、本発明の実施形態に係る送信装置１００の設定部１０４における設定処理は、
図９に示す例に限られない。例えば図９では、送信装置１００が、２つの所定の閾値を用
いて設定処理を行う構成を示したが、上記に限られず、本発明の実施形態に係る送信装置
１００は、１または２以上の所定の閾値を用い、“閾値の数＋１パターン”の設定値を設
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定することにより、設定処理を行うこともできる。
【０１１３】
　再度図８を参照して、送信装置１００の構成の一例について説明する。送信信号生成部
１０６は、フレームフォーマット部１０２から伝達される画像信号と、設定部１０４から
伝達される画像種別設定情報、ガンマ補正設定情報、および輝度設定情報とに基づいて、
送信信号を生成する。そして、送信信号生成部１０６は、生成した送信信号を送信部１０
８へ伝達する。
【０１１４】
　ここで、送信信号生成部１０６は、画像信号を所定の規則に基づいて符号化するエンコ
ーダ１１０と、エンコーダ１１０により符号化された画像信号と設定情報とに基づき送信
信号を出力するマルチプレクサ１１２で構成されるが、上記に限られない。
【０１１５】
　送信部１０８は、送信信号生成部１０６から伝達される送信信号を送信させる。
【０１１６】
　ここで、図８では、送信部１０８が、放送波５００を介して送信信号を送信させるため
の第１送信部１１４と、ネットワーク６００を介して送信信号を送信させるための第２送
信部１１６とを備える構成を示しているが、上記に限られない。例えば、本発明の実施形
態に係る送信装置は、第１送信部１１４、または第２送信部１１６のいずれか一方を備え
る構成であってもよい。
【０１１７】
　また、第１送信部１１４は、例えば、モジュレータ１１８とＲＦ（Radio　Frequency）
トランスミッタ１２０とで構成されるが、上記に限られない。また、第２送信部１１６は
、例えば、プロトコル処理部１２２と、ネットワーク６００に接続するためのインタフェ
ース１２４とで構成されるが、上記に限られない。
 
【０１１８】
　送信装置１００は、例えば図８に示す構成によって、送信対象の画像信号に基づいて、
画像信号の所定の単位ごとの設定情報を生成し、画像信号と設定情報とを送信することが
できる。なお、本発明の実施形態に係る送信装置の構成が、図８に示す構成に限られない
ことは、言うまでもない。
【０１１９】
［画像信号処理装置２００］
　次に、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００の構成について説明する。
【０１２０】
〔１〕第１の構成例（画像信号処理装置２００Ａに対応する構成例）
　図１１は、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００の構成の第１の例を示す説
明図である。ここで、図１１は、画像信号処理装置２００の第１の例に係る構成として、
送信装置１００から送信された送信信号を受信装置３００を介さずに受信する画像信号処
理装置２００Ａの構成の一例を示している。
【０１２１】
　また、図１１では、画像信号処理装置２００Ａが、受信した設定情報に基づく輝度階調
の制御機能と、当該設定情報に基づく表示デバイスの光源制御機能との双方の機能を有す
る構成を示しているが、上記に限られない。上述したように、本発明の実施形態に係る画
像信号処理装置は、受信した設定情報に基づく輝度階調の制御機能、または、当該設定情
報に基づく表示デバイスの光源制御機能のいずれか一方を有する構成であってもよい。
【０１２２】
　画像信号処理装置２００Ａは、記憶部２０２と、受信部２０４と、第１画像信号処理部
２０６と、ガンマ補正部２０８と、輝度調整部２１０と、第２画像信号処理部２１２（立
体画像処理部）と、表示部２１４とを備える。
【０１２３】
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　また、画像信号処理装置２００Ａは、例えば、制御部（図示せず）、ＲＯＭ（図示せず
）や、ＲＡＭ（図示せず）、画像信号処理装置２００Ａのユーザが操作可能な操作部（図
示せず）、液晶シャッターメガネなどの立体画像をユーザに見せるための外部装置と通信
を行う外部通信部（図示せず）などを備えていてもよい。画像信号処理装置２００Ａは、
例えば、データの伝送路としてのバスにより上記各構成要素間を接続する。
【０１２４】
　ここで、制御部（図示せず）は、例えば、ＭＰＵや、各種処理回路などで構成され画像
信号処理装置２００Ａ全体を制御する。また、制御部（図示せず）は、例えば、第１画像
信号処理部２０６、ガンマ補正部２０８、輝度調整部２１０、第２画像信号処理部２１２
の役目を果たすこともできる。
【０１２５】
　ＲＯＭ（図示せず）は、制御部（図示せず）が使用するプログラムや演算パラメータな
どの制御用データを記憶する。ＲＡＭ（図示せず）は、制御部（図示せず）により実行さ
れるプログラムなどを一次記憶する。また、操作部（図示せず）としては、例えば、ボタ
ン、方向キー、ジョグダイヤルなどの回転型セレクター、あるいは、これらの組み合わせ
などが挙げられるが、上記に限られない。また、外部通信部（図示せず）としては、例え
ば、ＩＥＥＥ８０２．１５．１ポートおよび送受信回路（無線通信）、ＩＥＥＥ８０２．
１１ｂポートおよび送受信回路（無線通信）などが挙げられるが、上記に限られない。
【０１２６】
　記憶部２０２は、画像信号処理装置２００Ａが備える記憶手段である。ここで、記憶部
２０２としては、例えば、ハードディスクなどの磁気記録媒体や、フラッシュメモリなど
の不揮発性メモリなどが挙げられるが、上記に限られない。
【０１２７】
　記憶部２０２は、例えば、受信した送信信号に対応するコンテンツデータや、受信した
送信信号に依存しないコンテンツデータ、処理実行情報、各種アプリケーションなど様々
なデータを記憶する。ここで、図１１では、受信した送信信号に対応するコンテンツデー
タ２４０と、処理実行情報２４２とが記憶部２０２に記憶されている例を示しているが、
上記に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００は、例えば
、上記ＲＯＭなど、記憶部２０２とは別体の記憶媒体に処理実行情報を記憶することもで
きる。
【０１２８】
　ここで、本発明の実施形態に係る処理実行情報とは、例えば、本発明の実施形態に係る
設定情報に基づく輝度階調の制御や、設定情報に基づく表示デバイスの光源制御、立体画
像を表示させるための処理を、選択的に実行させるための情報である。各制御等の実行を
制限する旨が処理実行情報に規定される場合には、本発明の実施形態に係る画像信号処理
装置２００は、各制御等の実行を行わない。上記のように、本発明の実施形態に係る画像
信号処理装置２００に処理実行情報が記憶されることによって、画像信号処理装置２００
は、例えば、受信した送信信号に含まれる設定情報によらず、画像信号処理装置２００が
有する機能を選択的に有効化することができる。また、上記のように画像信号処理装置２
００に処理実行情報が記憶されることによって、例えば、受信した設定情報に対応する制
御機能を有していない場合においても、画像信号処理装置２００は、設定情報によらずに
自装置が有する機能に応じた処理を行うことができる。
【０１２９】
　受信部２０４は、送信信号を受信し、送信信号に含まれる画像信号と設定情報とを、対
応する構成要素に伝達する。より具体的には、受信部２０４は、画像信号を第１画像信号
処理部２０６へ伝達し、画像種別設定情報を第２画像信号処理部２１２へ伝達する。また
、受信部２０４は、ガンマ補正設定情報をガンマ補正部２０８へ伝達し、輝度設定情報を
輝度制御部２１０へ伝達する。
【０１３０】
〔受信部２０４の構成例〕
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　図１２は、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００が備える受信部２０４の構
成の一例を示す説明図である。ここで、図１２は、画像信号処理装置２００が、放送波５
００を介した送信信号を受信する機能と、ネットワーク６００を介した送信信号を受信す
る機能と、記憶部２０２に記憶されたコンテンツデータを処理する機能とを有する構成の
一例を示している。
【０１３１】
　受信部２０４は、チューナ２２０と、デモジュレータ２２２と、インタフェース２２４
と、プロトコル処理部２２６と、スイッチング部２２８と、デマルチプレクサ２３０と、
デコーダ２３２とを備える。
【０１３２】
　チューナ２２０およびデモジュレータ２２２は、放送波５００を介した送信信号を受信
する役目を果たす。また、インタフェース２２４およびプロトコル処理部２２６は、ネッ
トワーク６００を介した送信信号を受信する役目を果たす。
【０１３３】
　スイッチング部２２８は、デモジュレータ２２２から伝達される送信信号、プロトコル
処理部２２６から伝達される送信信号、または、記憶部２０２に記憶されたコンテンツデ
ータが入力され、いずれかを選択的にデマルチプレクサ２３０に伝達する。以下では、ス
イッチング部２２８が送信信号をデマルチプレクサ２３０に伝達する場合を例に挙げて説
明する。
【０１３４】
　ここで、スイッチング部２２８は、例えば、操作部（図示せず）から伝達されるユーザ
操作に応じた操作信号に基づいて出力する送信信号等を切り替えるが、上記に限られない
。
【０１３５】
　デマルチプレクサ２３０は、スイッチング部２２８から伝達される送信信号に基づいて
、画像信号と設定情報（画像種別設定情報、ガンマ補正設定情報、輝度設定情報）とを分
配し、画像信号と設定情報とをデコーダ２３２へ伝達する。ここで、デマルチプレクサ２
３０は、送信信号やコンテンツデータに設定情報が含まれない場合には、設定情報をデコ
ーダ２３２へ伝達しない。
【０１３６】
　デコーダ２３２は、デマルチプレクサ２３０から伝達される画像信号と設定情報とを復
号化して、復号化された画像信号、画像種別設定情報、ガンマ補正設定情報、輝度設定情
報をそれぞれ対応する構成要素へ伝達する。
【０１３７】
　受信部２０４は、例えば図１２に示す構成によって、送信信号に含まれる画像信号と設
定情報とを、対応する構成要素に伝達することができる。なお、本発明の実施形態に係る
画像信号処理装置２００が備える受信部の構成が、図１２に示す構成に限られないことは
、言うまでもない。
【０１３８】
　再度図１１を参照して、画像信号処理装置２００の第１の構成例について説明する。第
１画像信号処理部２０６は、受信部２０６から伝達される画像信号を処理し、処理した画
像信号をガンマ補正部２０８へ伝達する。
【０１３９】
　ここで、第１画像信号処理部２０６における処理としては、例えば、スケーリング処理
や、インターレース／プログレッシブ変換処理などが挙げられるが、上記に限られない。
【０１４０】
　ガンマ補正部２０８は、設定情報に基づく輝度階調の制御を行う役目を果たす。より具
体的には、ガンマ補正部２０８は、受信部２０４から伝達されるガンマ補正設定情報と、
第１画像信号処理部２０６から伝達される画像信号とに基づいて、画像信号に対するガン
マ補正を行う。
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【０１４１】
　また、ガンマ補正部２０８は、処理実行情報に基づいて、設定情報に基づく輝度階調の
制御を選択的に行うことができる。
【０１４２】
　輝度制御部２１０は、設定情報に基づく表示デバイスの光源制御を行う役目を果たす。
より具体的には、輝度制御部２１０は、例えば、第１画像信号処理部２０６から伝達され
る画像信号（図１１では図示せず）と、受信部２０４から伝達される輝度設定情報とに基
づいて輝度制御信号を生成し、輝度制御信号を表示部２１４へ伝達する。
【０１４３】
　また、輝度制御部２１０は、処理実行情報に基づいて、設定情報に基づく表示デバイス
の光源制御を選択的に行うことができる。
【０１４４】
　第２画像信号処理部２１２は、受信部２０４から伝達される画像種別設定情報に基づい
て、ガンマ補正部２０８から伝達される画像信号に対する立体画像を表示させるための処
理を選択的に行う。より具体的には、第２画像信号処理部２１２は、例えば、図１０に示
す画像種別設定情報の“３Ｄ＿ｆｌａｇ”に基づいて、画像信号が立体画像を示すか否か
を判定し、立体画像を示す場合に立体画像を表示させるための処理を行う。
【０１４５】
　ここで、第２画像信号処理部２１２における処理としては、例えば、図１０に示す“３
Ｄ＿ｖｉｄｅｏ＿ｆｏｒｍａｔ”に応じたデフォーマット処理や、立体レンダリング過程
における立体変換処理（右目用画像信号と左目用画像信号との表示多重化に係る処理）が
挙げられるが、上記に限られない。
【０１４６】
　また、第２画像信号処理部２１２は、立体画像を表示させるための処理を行った場合に
は、例えば、処理に係る情報を、液晶シャッターメガネなどの立体画像をユーザに見せる
ための外部装置へ外部通信部（図示せず）を介して送信させることもできる。上記によっ
て、画像信号処理装置２００Ａは、液晶シャッターメガネなどの立体画像をユーザに見せ
るための外部装置と連携して画像信号に対応する立体画像を、ユーザに見せることができ
る。なお、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００における、液晶シャッターメ
ガネなどの立体画像をユーザに見せるための外部装置との連携方法が、上記に限られない
ことは、言うまでもない。
【０１４７】
　また、第２画像信号処理部２１２は、処理実行情報に基づいて、画像種別設定情報に基
づく処理を選択的に行うことができる。
【０１４８】
　表示部２１４は、第２画像信号処理部２１２から伝達される画像信号に応じた画像を表
示画面に表示する。また、表示部２１４は、輝度制御部２１０から伝達される輝度制御信
号に応じて表示画面における部分ごとに輝度を調整する。
【０１４９】
　ここで、表示部２１４としては、例えば液晶ディスプレイなど、画素ごと、または複数
の画素に対応する領域ごとに発光を行うことが可能な光源を有するの光源を有する表示デ
バイスが挙げられるが、上記に限られない。例えば、表示部２１４は、有機ＥＬディスプ
レイなど別途の光源を有さない自発光型の表示デバイスであってもよい。表示部２１４が
別途の光源を有する構成である場合には、輝度制御信号に応じて当該光源の発光が制御さ
れることにより、また、表示部２１４が別途の光源を有さない自発光型の構成である場合
には、例えば発光素子の発光が輝度制御信号に応じて制御される。
【０１５０】
　本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００の第１の構成例に対応する画像信号処
理装置２００Ａは、例えば図１１に示す構成によって、受信した画像信号を処理すると共
に、受信した設定情報に基づいて、輝度階調の制御および表示デバイスの光源制御を選択
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的に行うことができる。なお、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００の第１の
構成例が、図１１に示す構成に限られないことは、言うまでもない。
【０１５１】
〔２〕第２の構成例（画像信号処理装置２００Ｂに対応する構成例）
　図１３は、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００の構成の第２の例を示す説
明図である。ここで、図１３は、画像信号処理装置２００の第２の例に係る構成として、
送信装置１００から送信された送信信号を受信装置３００を介して受信する画像信号処理
装置２００Ｂの構成の一例を示している。また、図１３では、受信装置３００を併せて示
している。
【０１５２】
　図１３を参照すると、画像信号処理装置２００Ｂは、受信装置３００から送信された送
信信号を受信する通信部２５０と、ガンマ補正部２０８と、輝度調整部２１０と、第２画
像信号処理部２１２（立体画像処理部）と、表示部２１４とを備える。
【０１５３】
　また、画像信号処理装置２００Ｂは、第１の構成例に係る画像信号処理装置２００Ａと
同様に、制御部（図示せず）、ＲＯＭ（図示せず）や、ＲＡＭ（図示せず）、記憶部（図
示せず）、操作部（図示せず）、外部通信部（図示せず）などを備えていてもよい。
【０１５４】
　通信部２５０は、接続インタフェース６５０を介して受信装置３００から送信される送
信信号を受信する。そして、通信部２５０は、受信した送信信号に基づいて、画像信号と
設定情報（画像種別設定情報、ガンマ補正設定情報、輝度設定情報）とを、対応する構成
要素に伝達する。
【０１５５】
　より具体的には、通信部２５０は、画像信号およびガンマ補正設定情報をガンマ補正部
２０８へ伝達し、画像種別設定情報を第２画像信号処理部２１２へ伝達する。また、通信
部２５０は、輝度設定情報を輝度制御部２１０へ伝達する。つまり、第２の構成例に係る
画像信号処理装置２００Ｂが備える通信部２５０は、第２の構成例に係る画像信号処理装
置２００Ａが備える受信部２０４と同様に、送信信号を受信し、送信信号に含まれる画像
信号と設定情報とを対応する構成要素に伝達する役目（画像信号処理装置２００における
受信部としての役目）を果たす。
【０１５６】
　ここで、接続インタフェース６５０がＨＤＭＩである場合には、受信装置３００（上述
する受信装置３００が備える通信部）が、ＨＤＭＩソース（HDMI　Source）側としての役
目を果たし、通信部２５０が、ＨＤＭＩシンク（HDMI　Sink）としての役目を果たす。
【０１５７】
＜受信装置３００の構成例＞
　ここで、接続インタフェース６５０を介して送信信号を送信する受信装置３００の構成
について説明する。図１４は、本発明の実施形態に係る受信装置３００の構成の一例を示
す説明図である。ここで、図１４では、画像信号処理装置２００Ｂを併せて示している。
【０１５８】
　受信装置３００は、受信部３０２と、画像信号処理部３０４と、通信部３０６とを備え
る。
【０１５９】
　また、受信装置３００は、例えば、ＭＰＵなどで構成され受信装置３００全体を制御す
る制御部（図示せず）や、ＲＯＭ（図示せず）、ＲＡＭ（図示せず）、受信装置３００の
状態などを表示画面に表示する表示部（図示せず）などを備えてもよい。
【０１６０】
　ここで、ＲＯＭ（図示せず）は、制御部（図示せず）が使用するプログラムや演算パラ
メータなどの制御用データを記憶する。ＲＡＭ（図示せず）は、制御部（図示せず）によ
り実行されるプログラムなどを一次記憶する。表示部（図示せず）としては、例えば液晶
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ディスプレイなどが挙げられるが、上記に限られない。
【０１６１】
　受信部３０２は、送信信号を受信し、送信信号に含まれる画像信号と設定情報とを、対
応する構成要素に伝達する。より具体的には、受信部３０２は、画像信号を画像信号処理
部３０４へ伝達し、設定情報を通信部３０６へ伝達する。
【０１６２】
　ここで、受信部３０２は、例えば図１２に示す画像信号処理装置２００Ａが備える受信
部２０４と同様の構成をとることができるが、上記に限られない。
【０１６３】
　画像信号処理部３０４は、受信部３０２から伝達される画像信号を処理し、処理した画
像信号を通信部３０６へ伝達する。
【０１６４】
　ここで、画像信号処理部３０４における処理としては、例えば、図１１に示す画像信号
処理装置２００Ａが備える第１画像信号処理部２０６と同様の処理が挙げられるが、上記
に限られない。
【０１６５】
　通信部３０６は、受信部３０２から伝達される設定情報と、画像信号処理部３０４から
伝達される画像信号とに基づいて、受信した送信信号に対応する送信信号を画像信号処理
装置２００Ｂへ送信する。
【０１６６】
　図１５、図１６は、本発明の実施形態に係る受信装置３００が送信する送信信号の一例
を示す説明図である。ここで、図１５は、受信装置３００の受信部３０２が、ＨＤＭＩの
バージョン１．４を用いて送信信号を送信する場合の一例を示している。また、図１６は
、受信装置３００の受信部３０２が、ＨＤＭＩのバージョン１．３を用いて送信信号を送
信する場合の一例を示している。また、図１５、図１６に示すＩ１～Ｉ３は、それぞれ設
定情報を送信可能なＩｎｆｏＦｒａｍｅ（Ｖｅｎｄｏｒ　ＳｐｅｃｉｆｉｃやＡＶＩ　Ｉ
ｎｆｏＦｒａｍｅなどが含まれる。）を示している。
【０１６７】
　図１５に示すように、ＨＤＭＩのバージョン１．４を用いて送信信号を送信する場合に
は、受信部３０２は、左目用画像信号（図１５のＬに対応）と右目用画像信号（図１５の
Ｒに対応）とをそれぞれフレーム単位でＶｆｒｅｑの中に配置する。上記の場合、受信部
３０２は、ＨＤＭＩのフォーマット定義を拡張した上で、ＳｉｄｅＢｙＳｉｄｅ、Ｔｏｐ
＆Ｂｏｔｔｏｍ、およびＦｒａｍｅ　Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌにより画像信号を伝送するこ
とができる。
【０１６８】
　また、図１６に示すように、ＨＤＭＩのバージョン１．３を用いて送信信号を送信する
場合には、受信部３０２は、Ｖｆｒｅｑごとに、左目用画像信号（図１５のＬに対応）ま
たは右目用画像信号（図１５のＲに対応）と、設定情報とを送信することができる。
【０１６９】
　なお、本発明の実施形態に係る受信装置３００と、画像信号処理装置２００Ｂとの間に
おける接続インタフェース６５０を介して送受信される送信信号が、図１５、図１６に示
す送信信号に限られないことは、言うまでもない。
【０１７０】
　受信装置３００は、例えば図１４に示す構成により、受信した送信信号に対応する送信
信号を、接続インタフェース６５０を介して画像信号処理装置２００Ｂへ送信することが
できる。なお、本発明の実施形態に係る受信装置３００の構成は、図１４に示す構成に限
られない。
【０１７１】
　再度図１３を参照して、画像信号処理装置２００の第２の構成例について説明する。ガ
ンマ補正部２０８、輝度調整部２１０、第２画像信号処理部２１２（立体画像処理部）、
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および表示部２１４は、それぞれ図１１に示すガンマ補正部２０８、輝度調整部２１０、
第２画像信号処理部２１２（立体画像処理部）、および表示部２１４と同様の機能、構成
を有する。つまり、画像信号処理装置２００Ｂは、ガンマ補正部２０８において設定情報
に基づく輝度階調の制御を選択的に行い、輝度調整部２１０において設定情報に基づく表
示デバイスの光源制御を選択的に行うことができる。
【０１７２】
　図１３に示すように、画像信号処理装置２００Ｂは、受信部２０４および第１画像信号
処理部２０６を備えず、通信部２５０を備えている点が、図１１に示す第１の構成例に係
る画像信号処理装置２００Ａと異なる。しかしながら、画像信号処理装置２００Ｂは、図
１１に示す第１の構成例に係る画像信号処理装置２００Ａと同様に、設定情報に基づく輝
度階調の制御および設定情報に基づく表示デバイスの光源制御を選択的に行うことができ
る。
【０１７３】
　したがって、画像信号処理装置２００は、図１１に示す第１の構成例に係る画像信号処
理装置２００Ａと同様に、受信した画像信号を処理すると共に、受信した設定情報に基づ
いて、輝度階調の制御および表示デバイスの光源制御を選択的に行うことができる。
【０１７４】
〔３〕その他の構成例
　上記では、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００の構成例として、送信装置
１００から送信された送信信号を受信装置３００を介さずに受信する構成（第１の構成例
）と、送信信号を受信装置３００を介して受信する構成（第２の構成例）とを示した。し
かしながら、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００の構成は、上記第１の構成
例、上記第２の構成例に限られない。
【０１７５】
　例えば、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００は、図１１に示す第１の構成
例に係る構成と、図１３に示す第２の構成例に係る構成とを組み合わせた構成をとること
もできる。上記の構成であっても、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００は、
上記第１の構成例および上記第２の構成例と同様に、受信した画像信号を処理すると共に
、受信した設定情報に基づいて、輝度階調の制御および表示デバイスの光源制御を選択的
に行うことができる。
【０１７６】
　以上のように、本発明の実施形態に係る画像信号処理システム１０００は、送信装置１
００と、画像信号処理装置２００と、受信装置３００とを有する。送信装置１００は、画
像信号と所定の単位ごとの設定情報とを送信する。そして、画像信号処理装置２００が、
（受信装置３００を介して／受信装置３００を介さずに）受信した画像信号を処理すると
共に、受信した設定情報に基づいて輝度階調の制御および／または表示デバイスの光源制
御を選択的に行う。よって、画像信号処理システム１０００では、画像信号処理装置２０
０が処理した画像が表示デバイスの表示画面に表示された場合において、ユーザの目に入
射される光量が低減されることを防止することができる。
【０１７７】
　また、画像信号処理システム１０００では、送信装置１００により送信された設定情報
に基づいて、画像信号処理装置２００が、輝度階調の制御および／または表示デバイスの
光源制御を行う。つまり、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置２００では、上記ユ
ーザの目に入射される光量が低減されることを防止する方法などを用いる場合のように、
受信した画像信号に基づいて輝度階調の制御、および／または、表示デバイスの光源制御
が自由に行われない。よって、画像信号処理システム１０００では、表示画面に表示され
てユーザが目にする画像が、コンテンツの製作側の意図を十分に反映したものでなくなる
可能性をより低減することができるので、より高画質化を図ることができる。
【０１７８】
　したがって、送信装置１００と、画像信号処理装置２００とを有することによって、画
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像信号が表示画面に表示された場合においてユーザの目に入射される光量が低減されるこ
とを防止しつつ、高画質化を図ることが可能な、画像信号処理システムが実現される。
【０１７９】
　また、画像信号処理システム１０００では、送信装置１００は、送信する画像信号の画
像の種別（平面画像／立体画像）に応じた設定情報を選択的に送信し、画像信号処理装置
２００が設定情報に基づく処理を行う。よって、画像信号処理装置２００が処理した画像
信号に対応する画像をみるユーザは、表示画面に平面画像が表示される場合と、立体画像
が表示される場合とにおいて、同レベルの明るさの画像をみることができる。
【０１８０】
　また、画像信号処理システム１０００では、送信装置１００は、例えば図９に示すよう
に分割領域ごとの輝度平均値に基づいて設定情報に設定する設定値を設定し、画像信号処
理装置２００は設定情報に基づく処理を行う。よって、画像信号処理システム１０００で
は、画像信号処理装置２００における各制御が必要な場合と、当該制御が不要な場合とに
おける、表示画面に表示される画像の表示レベルの互換をとることができる。
【０１８１】
　以上、本発明の実施形態に係る画像信号処理システム１０００を構成する構成要素とし
て送信装置１００を挙げて説明したが、本発明の実施形態は、かかる形態に限られない。
本発明の実施形態は、例えば、サーバ（Server）やＰＣ（Personal　Computer）などのコ
ンピュータなど、様々な機器に適用することができる。
【０１８２】
　また、本発明の実施形態に係る画像信号処理システム１０００を構成する構成要素とし
て画像信号処理装置２００を挙げて説明したが、本発明の実施形態は、かかる形態に限ら
れない。本発明の実施形態は、例えば、ＰＣなどのコンピュータ、携帯電話やＰＨＳ（Pe
rsonal　Handyphone　System）などの携帯型通信装置、映像／音楽再生装置（または映像
／音楽記録再生装置）、携帯型ゲーム機、テレビ受像機など、様々な機器に適用すること
ができる。
【０１８３】
　また、本発明の実施形態に係る画像信号処理システム１０００を構成する構成要素とし
て受信装置３００を挙げて説明したが、本発明の実施形態は、かかる形態に限られない。
本発明の実施形態は、例えば、セットトップボックス、ＰＣなどのコンピュータ、テレビ
受像機など、様々な機器に適用することができる。
【０１８４】
（本発明の実施形態に係るプログラム）
　コンピュータを、本発明の実施形態に係る送信装置として機能させるためのプログラム
によって、送信対象の画像信号に基づいて、画像信号の所定の単位ごとの設定情報を生成
し、画像信号と設定情報とを送信することができる。よって、コンピュータを、本発明の
実施形態に係る送信装置として機能させるためのプログラムによって、画像信号が表示画
面に表示された場合においてユーザの目に入射される光量が低減されることを防止しつつ
、高画質化を図ることが可能な、画像信号処理システムを実現することができる。
【０１８５】
　また、コンピュータを、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置として機能させるた
めのプログラムによって、受信した画像信号を処理すると共に、受信した設定情報に基づ
いて、輝度階調の制御および表示デバイスの光源制御を選択的に行うことができる。よっ
て、コンピュータを、本発明の実施形態に係る画像信号処理装置として機能させるための
プログラムによって、画像信号が表示画面に表示された場合においてユーザの目に入射さ
れる光量が低減されることを防止しつつ、高画質化を図ることが可能な、画像信号処理シ
ステムを実現することができる。
【０１８６】
　また、コンピュータを、本発明の実施形態に係る受信装置として機能させるためのプロ
グラムによって、送信装置から送信された送信信号に対応する送信信号を、画像信号処理
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号処理装置として機能させるためのプログラムによって、画像信号が表示画面に表示され
た場合においてユーザの目に入射される光量が低減されることを防止しつつ、高画質化を
図ることが可能な、画像信号処理システムを実現することができる。
【０１８７】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１８８】
　例えば、上記では、コンピュータを、本発明の実施形態に係る送信装置、画像信号処理
装置、受信装置それぞれとして機能させるためのプログラム（コンピュータプログラム）
が提供されることを示したが、本発明の実施形態は、さらに、上記プログラムを記憶させ
た記憶媒体も併せて提供することができる。
【０１８９】
　上述した構成は、本発明の実施形態の一例を示すものであり、当然に、本発明の技術的
範囲に属するものである。
【符号の説明】
【０１９０】
　１００　　送信装置
　１０２　　フレームフォーマット処理部
　１０４　　設定部
　１０６　　送信信号生成部
　１０８　　送信部
　２００Ａ、２００Ｂ　　画像信号処理装置
　２０２　記憶部
　２０４　　受信部
　２０６　　第１画像信号処理部
　２０８　　ガンマ補正部
　２１０　　輝度調整部
　２１２　　第２画像信号処理部
　２１４　　表示部
　２５０、３０６　　通信部
　３００　　受信装置
　３０２　　画像信号処理部
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