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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ、撮影し又は受信した第１の映像を表す信号を出力すると共に、外部から所定
信号が入力された場合に所定期間だけ、前記第１の映像を表す信号に代えて映像固定され
た第２の映像を表す信号を出力する複数の映像出力部と、
　前記複数の映像出力部のうち何れか一の映像出力部が出力する信号に基づく映像を表示
するディスプレイと、
　前記複数の映像出力部へ前記所定信号を出力すると共に、前記所定信号の出力後、前記
複数の映像出力部がそれぞれ出力する映像を表す信号のうちでの、前記ディスプレイへ向
けて出力する映像を表す信号の切り替えを、該切替前に映像を表す信号が前記ディスプレ
イへ向けて出力される前記映像出力部と該切替後に映像を表す信号が前記ディスプレイへ
向けて出力される前記映像出力部との双方が前記第２の映像を表す信号を出力している間
に行う制御装置と、
　を備えることを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記複数の映像出力部へ同時に前記所定信号を出力すると共に、前記
所定信号の出力後、前記所定期間の経過前に、前記複数の映像出力部がそれぞれ出力する
映像を表す信号のうちで、前記ディスプレイへ向けて出力する映像を表す信号を切り替え
ることを特徴とする請求項１記載の映像表示装置。
【請求項３】
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　前記複数の映像出力部はそれぞれ、前記制御装置から出力される前記所定信号が入力さ
れた場合に、前記第２の映像として同じ画像を表す信号を出力することを特徴とする請求
項１又は２記載の映像表示装置。
【請求項４】
　前記制御装置と各映像出力部とは、映像を表す信号が流れる第１の信号線を介して互い
に接続されていると共に、前記所定信号が流れる第２の信号線を介して互いに接続されて
いることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項記載の映像表示装置。
【請求項５】
　それぞれ、撮影し又は受信した第１の映像を表す信号を出力すると共に、外部から所定
信号が入力された場合に所定期間だけ、前記第１の映像を表す信号に代えて映像固定され
た第２の映像を表す信号を出力する複数の映像出力部と、
　前記複数の映像出力部へ前記所定信号を出力すると共に、前記所定信号の出力後、前記
所定期間の経過前に、前記複数の映像出力部がそれぞれ出力する映像を表す信号のうちで
、映像を表示するディスプレイへ向けて出力する映像を表す信号を切り替える制御装置と
、
　を備えることを特徴とする映像切替装置。
【請求項６】
　制御装置が、それぞれ撮影し又は受信した第１の映像を表す信号を出力する複数の映像
出力部へ所定信号を出力する第１のステップと、
　前記複数の映像出力部がそれぞれ、前記制御装置から出力される前記所定信号が入力さ
れた場合に所定期間だけ、前記第１の映像を表す信号に代えて映像固定された第２の映像
を表す信号を出力する第２のステップと、
　前記制御装置が、前記所定信号の出力後、前記複数の映像出力部がそれぞれ出力する映
像を表す信号のうちでの、ディスプレイへ向けて出力する映像を表す信号の切り替えを、
該切替前に映像を表す信号が前記ディスプレイへ向けて出力される前記映像出力部と該切
替後に映像を表す信号が前記ディスプレイへ向けて出力される前記映像出力部との双方が
前記第２の映像を表す信号を出力している間に行う第３のステップと、
　前記ディスプレイが、前記複数の映像出力部のうち何れか一の映像出力部が出力する信
号に基づく映像を表示する第４のステップと、
　を備えることを特徴とする映像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像表示装置、映像切替装置、及び映像表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の映像を選択的にディスプレイに表示する映像表示装置及び映像表示方法が知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。この表示装置は、映像信号を出力するカメラなどの
映像出力部と映像を表示するディスプレイとの間に設けられる切替回路を備えている。こ
の切替回路は、複数の映像出力部がそれぞれ出力する映像のうちからディスプレイに表示
する映像を選択してその映像信号を出力する。このため、ディスプレイには、複数の映像
出力部がそれぞれ出力する複数の映像のうち何れか一の映像のみが選択的に表示される。
【０００３】
　また、上記した表示装置においては、ディスプレイに表示する映像が、複数の映像のう
ちで切り替わる前後で、切替回路が出力する映像信号に黒ミュート信号が重ね合わされる
ことにより、ディスプレイのバックライトがオフされ、ディスプレイに黒画面が表示され
てディスプレイの映像が固定される。そして、そのディスプレイの映像が固定されている
間に、切替回路が出力する映像信号が複数の映像のうちで切り替わる。従って、ディスプ
レイに表示する映像が、複数の映像のうちで何れか一の映像へ切り替わる際に、ディスプ
レイの映像が固定されるため、その映像切替に起因して乱れた映像がディスプレイに映る
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のを抑制することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－９９２５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記した特許文献１記載の表示装置及び表示方法では、黒画面の表示に
よりディスプレイの映像固定が開始された後、その固定映像の表示を解除してディスプレ
イに表示される映像を複数の映像出力部からの入力映像のうち何れか一の映像へ切り替え
るためには、その切替後に映像が用いられる映像出力部の同期信号が入力されることが必
要である。この点、切替後の映像出力部の同期信号が検出されないと、ディスプレイに表
示される映像を固定映像から映像出力部による映像へ切り替えることができず、ディスプ
レイに固定映像が長期間に亘って表示され続けることとなる。
【０００６】
　本発明は、ディスプレイに表示される映像が複数の映像出力部がそれぞれ出力する映像
のうちで切り替わる際に映像固定された映像の表示によりディスプレイに乱れた映像が映
るのを抑制しつつ、その切替後の映像出力部の同期信号が入力されなくてもその映像固定
された映像の表示を解除することが可能な映像表示装置、映像切替装置、及び映像表示方
法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、それぞれ、撮影し又は受信した第１の映像を表す信号を出力すると
共に、外部から所定信号が入力された場合に所定期間だけ、前記第１の映像を表す信号に
代えて映像固定された第２の映像を表す信号を出力する複数の映像出力部と、前記複数の
映像出力部のうち何れか一の映像出力部が出力する信号に基づく映像を表示するディスプ
レイと、前記複数の映像出力部へ前記所定信号を出力すると共に、前記所定信号の出力後
、前記複数の映像出力部がそれぞれ出力する映像を表す信号のうちでの、前記ディスプレ
イへ向けて出力する映像を表す信号の切り替えを、該切替前に映像を表す信号が前記ディ
スプレイへ向けて出力される前記映像出力部と該切替後に映像を表す信号が前記ディスプ
レイへ向けて出力される前記映像出力部との双方が前記第２の映像を表す信号を出力して
いる間に行う制御装置と、を備える映像表示装置である。
【０００８】
　本発明の一態様は、それぞれ、撮影し又は受信した第１の映像を表す信号を出力すると
共に、外部から所定信号が入力された場合に所定期間だけ、前記第１の映像を表す信号に
代えて予め映像固定された第２の映像を表す信号を出力する複数の映像出力部と、前記複
数の映像出力部へ前記所定信号を出力すると共に、前記所定信号の出力後、前記所定期間
の経過前に、前記複数の映像出力部がそれぞれ出力する映像を表す信号のうちで、映像を
表示するディスプレイへ向けて出力する映像を表す信号を切り替える制御装置と、を備え
る映像切替装置である。
【０００９】
　また、本発明の一態様は、制御装置が、それぞれ撮影し又は受信した第１の映像を表す
信号を出力する複数の映像出力部へ所定信号を出力する第１のステップと、前記複数の映
像出力部がそれぞれ、前記制御装置から出力される前記所定信号が入力された場合に所定
期間だけ、前記第１の映像を表す信号に代えて映像固定された第２の映像を表す信号を出
力する第２のステップと、前記制御装置が、前記所定信号の出力後、前記複数の映像出力
部がそれぞれ出力する映像を表す信号のうちでの、ディスプレイへ向けて出力する映像を
表す信号の切り替えを、該切替前に映像を表す信号が前記ディスプレイへ向けて出力され
る前記映像出力部と該切替後に映像を表す信号が前記ディスプレイへ向けて出力される前
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記映像出力部との双方が前記第２の映像を表す信号を出力している間に行う第３のステッ
プと、前記ディスプレイが、前記複数の映像出力部のうち何れか一の映像出力部が出力す
る信号に基づく映像を表示する第４のステップと、を備える映像表示方法である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の上記態様によれば、ディスプレイに表示される映像が複数の映像出力部がそれ
ぞれ出力する映像のうちで切り替わる際に映像固定された映像の表示によりディスプレイ
に乱れた映像が映るのを抑制しつつ、その切替後の映像出力部の同期信号が入力されなく
てもその映像固定された映像の表示を解除することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施例である映像表示装置の構成図である。
【図２】図１に示す映像表示装置において実行される制御ルーチンの一例のフローチャー
トである。
【図３】図１に示す映像表示装置において実現されるタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を用いて、本発明に係る映像表示装置、映像切替装置、及び映像表示方法の
具体的な実施の形態について説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の一実施例である映像表示装置１０の構成図を示す。本実施例の映像表
示装置１０は、例えば、車両に搭載されており、車両乗員に向けてカメラ映像を表示する
装置である。尚、映像表示装置１０は、車両以外のものに搭載されるものであってもよい
。但し、本実施例では、映像表示装置１０は、車両に搭載されるものとする。
【００１４】
　図１に示す如く、映像表示装置１０は、複数（本実施例では２つ）のカメラ１２，１４
を備えている。カメラ１２とカメラ１４とは、撮影する領域が互いに異なるように配置さ
れている。例えば、カメラ１２，１４はそれぞれ、車体バックドアに配置され、車体フロ
ントバンパやフロントグリルに配置され、或いは、ドアミラーステイに配置される。カメ
ラ１２，１４はそれぞれ、車両前方や車両前側方を撮影するカメラや、フロントタイヤ付
近やリアタイヤ付近の運転者の死角を撮影するカメラなどのデジタルカメラである。カメ
ラ１２，１４はそれぞれ、撮影した映像（以下、撮影映像と称す。）を表す信号（以下、
撮影映像信号と称す。）を出力することが可能な映像出力部である。
【００１５】
　映像表示装置１０は、また、ディスプレイ１６を備えている。ディスプレイ１６は、カ
メラ１２，１４の撮影した映像を選択的に１つだけ表示するものである。ディスプレイ１
６は、車両乗員（特に運転者）が視認可能な位置（例えば、センターパネルなど）に配置
されている。尚、ディスプレイ１６は、ナビゲーション表示用のディスプレイと兼用され
るものであってもよく、また、マルチインフォメーションディスプレイであってもよい。
【００１６】
　映像表示装置１０は、また、制御装置１８を備えている。制御装置１８は、２つの映像
入力端子２０，２２と、１つの映像出力端子２４と、を有している。カメラ１２と映像入
力端子２０とは、第１の信号線２６を介して互いに接続されている。カメラ１２が出力し
た映像を表す映像信号は、第１の信号線２６を介して制御装置１８に入力される。また、
カメラ１４と映像入力端子２２とは、第２の信号線２８を介して互いに接続されている。
カメラ１４が出力した映像を表す映像信号は、第２の信号線２８を介して制御装置１８に
入力される。更に、映像出力端子２４とディスプレイ１６とは、第３の信号線３０を介し
て互いに接続されている。
【００１７】
　制御装置１８は、切替デバイス３２と、コントローラ３４と、を有している。切替デバ
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イス３２は、２つの映像入力端子２０，２２のうちから何れか一の映像入力端子２０，２
２を選択して、その選択した映像入力端子２０，２２を映像出力端子２４に接続させるも
のである。すなわち、切替デバイス３２は、２つのカメラ１２，１４がそれぞれ出力する
映像を表す映像信号のうちからディスプレイ１６に表示させる映像を表す映像信号を一つ
選択して、その選択した映像信号をディスプレイ１６へ向けて出力するものである。
【００１８】
　コントローラ３４は、外部からの信号（例えば、運転者のスイッチ操作による信号など
）や自車両の走行状態（例えば、旋回走行の有無など）などに基づいて切替デバイス３２
のスイッチングを制御する機能を有している。２つのカメラ１２，１４がそれぞれ出力し
た撮影映像信号のうち制御装置１８において選択された一の撮影映像信号は、第３の信号
線３０を介してディスプレイ１６に入力される。ディスプレイ１６は、制御装置１８側か
ら第３の信号線３０を介して入力される撮影映像信号に基づく映像を表示する。
【００１９】
　カメラ１２と制御装置１８とは、第１の信号線２６とは別に設けられた通信線３６を介
して互いに接続されている。また、カメラ１４と制御装置１８とは、第２の信号線２８と
は別に設けられた通信線３６を介して互いに接続されている。すなわち、カメラ１２とカ
メラ１４と制御装置１８とは、通信線３６を介して接続されている。通信線３６は、例え
ばＣＡＮ（Controller Area Network）などのＬＡＮ（Local Area Network）である。
【００２０】
　カメラ１２，１４はそれぞれ、通信線３６に対応した通信プロトコルで信号の送受信を
行う機能を有する電子制御ユニットを内蔵している。カメラ１２，１４の電子制御ユニッ
トはそれぞれ、また、第１の信号線２６へ出力する映像信号を、撮影した撮影映像を表す
撮影映像信号に代えて後述する所定の映像信号とする機能を有している。また、制御装置
１８のコントローラ３４は、通信線３６に対応した通信プロトコルで信号の送受信を行う
機能を有している。カメラ１２と制御装置１８とは、通信線３６を介して相互に信号の送
受信を行うことが可能である。また、カメラ１４と制御装置１８とは、通信線３６を介し
て相互に信号の送受信を行うことが可能である。
【００２１】
　以下、図２及び図３を参照して、本実施例の映像表示装置１０の動作について説明する
。図２は、本実施例の映像表示装置１０において実行される制御ルーチンの一例のフロー
チャートを示す。また、図３は、本実施例の映像表示装置１０において実現されるタイミ
ングチャートを示す。
【００２２】
　本実施例の映像表示装置１０において、制御装置１８のコントローラ３４は、切替デバ
イス３２のスイッチングを制御するうえで、外部からの信号や自車両の走行状態などに基
づいて、ディスプレイ１６に表示する映像を、２つのカメラ１２，１４がそれぞれ撮影す
る撮影映像の間で切り替えることが要求されているか否かを判別する（ステップ１００）
。具体的には、ディスプレイ１６に表示する映像を、カメラ１２が撮影した撮影映像から
カメラ１４が撮影する撮影映像へ切り替えること、或いは逆に、カメラ１４が撮影した撮
影映像からカメラ１２が撮影する撮影映像へ切り替えることが要求されているか否かを判
別する。
【００２３】
　コントローラ３４は、上記ステップ１００においてディスプレイ１６に表示する映像の
切り替えが要求されていないと判別した場合は、以後何ら処理を進めることなく今回のル
ーチンを終了する。一方、コントローラ３４は、上記ステップ１００においてディスプレ
イ１６に表示する映像の切り替えが要求されていると判別した場合は、まず、ディスプレ
イ１６に表示する映像の切り替えが行われることを示す情報（以下、切替情報と称す。）
を生成し、その切替情報を通信線３６に対して送出する（ステップ１０２）。制御装置１
８のコントローラ３４から通信線３６に対して送出された切替情報は、２つのカメラ１２
，１４の電子制御ユニットそれぞれに入力される。
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【００２４】
　各カメラ１２，１４の電子制御ユニットはそれぞれ、制御装置１８のコントローラ３４
が出力した切替情報が通信線３６を介して入力された場合、制御装置１８においてディス
プレイ１６に表示する映像の切り替えが行われることを検知する。そして、その切替情報
に従って、自カメラ１２，１４が出力する映像信号を、撮影した撮影映像を表す撮影映像
信号から、表示領域全体が黒塗りされて映像固定された映像（以下、黒映像と称す。）を
表す信号（以下、黒映像信号と称す。）へ切り替える（ステップ１０４）。すなわち、こ
の場合、各カメラ１２，１４はそれぞれ、撮影した映像を表す撮影映像信号に代えて黒映
像信号を第１の信号線２６又は第２の信号線２８に対して出力する。尚、上記の黒映像及
び黒映像信号は、カメラ１２，１４側で予め用意されるものであればよい。
【００２５】
　コントローラ３４から出力された切替情報がカメラ１２，１４に受信されるタイミング
は略同じである。また、カメラ１２，１４はそれぞれ、コントローラ３４からの切替情報
を受信した後、予め定められた期間Ｔだけ黒映像信号を出力する。カメラ１２が黒映像信
号を出力する期間Ｔと、カメラ１４が黒映像信号を出力する期間Ｔと、は同じ時間である
。このため、カメラ１２が黒映像信号を出力するタイミングと、カメラ１４が黒映像信号
を出力するタイミングと、は略同じである。また、カメラ１２が出力する黒映像信号に基
づく黒映像とカメラ１４が出力する黒映像信号に基づく黒映像とは、共に表示領域全体が
黒塗りされて映像固定された略同じ映像である。
【００２６】
　制御装置１８のコントローラ３４は、カメラ１２，１４が黒映像信号を出力し続ける期
間Ｔの情報を有しており、予めその期間Ｔを把握している。コントローラ３４は、上記ス
テップ１０２で生成した切替情報を通信線３６に対して送出した後、その期間Ｔが経過す
る前に、切替デバイス３２に対して、映像出力端子２４に接続させる映像入力端子２０，
２２の選択を切り替えること、すなわち、ディスプレイ１６に表示させる映像をカメラ１
２の出力するものとカメラ１４の出力するものとで切り替えることを指令する（ステップ
１０６）。
【００２７】
　かかる切替デバイス３２に対する指令がなされると、カメラ１２，１４側からディスプ
レイ１６へ出力される映像信号がそれらのカメラ１２，１４間で切り替わることで、ディ
スプレイ１６に表示される映像がカメラ１２の出力するものとカメラ１４の出力するもの
とで切り替わる。
【００２８】
　このように、映像表示装置１０においては、ディスプレイ１６に表示する映像の切り替
えが要求された場合に、まず、制御装置１８に、通信線３６を介して２つのカメラ１２，
１４へ向けてその映像の切り替えが行われることを示す切替情報を送出させる。また、そ
れら２つのカメラ１２，１４それぞれに、その切替情報に従って、出力する映像信号を撮
影映像信号から黒映像信号へ切り替えさせ、その後、その黒映像信号の出力を所定期間Ｔ
だけ継続させる。そして、制御装置１８に、２つのカメラ１２，１４がそれぞれ黒映像信
号を出力し始めた後すなわちコントローラ３４が上記の切替情報を２つのカメラ１２，１
４へ向けて送出した後、上記の所定期間Ｔが経過する前に、切替デバイス３２のスイッチ
ング動作によりディスプレイ１６に表示させる映像をカメラ１２の出力するものとカメラ
１４の出力するものとで切り替えさせる。
【００２９】
　すなわち、例えば図３に示す如く、ディスプレイ１６に表示する映像Ｘをカメラ１２の
出力する撮影映像信号ａ１に基づく撮影映像Ａ１からカメラ１４の出力する撮影映像信号
ｂ１に基づく撮影映像Ｂ１へ切り替えようとする場合、２つのカメラ１２，１４が共に、
制御装置１８からの切替情報に従って直ちに、出力する映像信号ａ，ｂを撮影映像信号ａ
１，ｂ１から黒映像信号ａ０，ｂ０へ切り替え（時刻ｔ１）、その後、その黒映像信号ａ
０，ｂ０の出力を所定期間Ｔだけ継続する。そして、制御装置１８のコントローラ３４が
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、カメラ１２，１４への切替情報の送出後、上記の所定期間Ｔの経過前に、切替デバイス
３２のスイッチング動作により、ディスプレイ１６へ向けて出力しそのディスプレイ１６
に表示させる映像Ｘを表す映像信号ｘを、カメラ１２の出力する映像信号ａからカメラ１
４の出力する映像信号ｂへ切り替える（時刻ｔ２）。
【００３０】
　かかる構成において、ディスプレイ１６に表示される映像Ｘを表す映像信号ｘがカメラ
１２の出力する映像信号ａとカメラ１４の出力する映像信号ｂとの間で切り替わる際、そ
の映像信号ｘの切替前後でカメラ１２，１４の出力する映像信号ａ，ｂは共に、表示領域
全体が黒塗りされて映像固定された黒映像を表す黒映像信号ａ０，ｂ０である。上記の如
く、黒映像信号ａ０に基づく黒映像と黒映像信号ｂ０に基づく黒映像とは、略同じ映像Ｋ
である。
【００３１】
　この点、ディスプレイ１６に表示される映像Ｘは、ディスプレイ１６に表示される映像
を表す映像信号ｘがカメラ１２の出力する映像信号ａとカメラ１４の出力する映像信号ｂ
との間で切り替わる前後で継続して、表示領域全体が黒塗りされて映像固定された黒映像
Ｋに維持される。すなわち、ディスプレイ１６に映像Ｘとして黒映像Ｋが表示されている
時に、ディスプレイ１６に表示される映像Ｘがカメラ１２の出力する映像信号ａに基づく
映像Ａとカメラ１４の出力する映像信号ｂに基づく映像Ｂとの間で切り替わる。
【００３２】
　このため、本実施例の映像表示装置１０によれば、ディスプレイ１６に表示される映像
Ｘがカメラ１２の出力する映像信号ａに基づく映像Ａとカメラ１４の出力する映像信号ｂ
に基づく映像Ｂとの間で切り替わる際に、その切替前後でそのディスプレイ１６に黒映像
Ｋを表示し続けるので、その切替に起因してそのディスプレイ１６に乱れた映像が映るの
を抑制することができる。
【００３３】
　また、映像表示装置１０においては、ディスプレイ１６に表示される映像Ｘが黒映像Ｋ
となった後、その黒映像Ｋの表示が解除されてディスプレイ１６に表示される映像Ｘが黒
映像Ｋからカメラ１２，１４の撮影した撮影映像Ａ１，Ｂ１へ切り替わるタイミングが、
予め定められた時間である期間Ｔの経過時である。この点、ディスプレイ１６への黒映像
Ｋの表示開始後、その黒映像Ｋの表示を解除して表示映像Ｘを撮影映像Ａ１，Ｂ１へ切り
替えるうえで、その映像切替後に映像が用いられるカメラ１２，１４の同期信号が制御装
置１８のコントローラ３４に入力されることは不要である。
【００３４】
　このため、本実施例の映像表示装置１０によれば、ディスプレイ１６への黒映像Ｋの表
示開始後、映像切替後に映像が用いられるカメラ１２，１４の同期信号の有無に関係なく
、所定期間Ｔの経過によってその黒映像Ｋの表示を解除することができ、その黒映像Ｋの
表示の解除を、そのカメラ１２，１４の同期信号がコントローラ３４に入力されなくても
実現することができる。
【００３５】
　従って、本実施例の映像表示装置１０によれば、ディスプレイ１６に表示される映像Ｘ
がカメラ１２による映像Ａとカメラ１４による映像Ｂとの間で切り替わる際に、その切替
前後での黒映像Ｋの表示継続によって、その切替に起因してそのディスプレイ１６に乱れ
た映像が映るのを抑制しつつ、映像切替後に映像が用いられるカメラ１２，１４の同期信
号がコントローラ３４に入力されなくても確実に、ディスプレイ１６での黒映像Ｋの表示
を解除することができる。
【００３６】
　尚、上記の実施例においては、カメラ１２，１４が「映像出力部」として機能する。カ
メラ１２，１４が撮影して出力する撮影映像が「第１の映像」として機能する。カメラ１
２，１４が出力する予め黒塗りされて映像固定された黒映像が「第２の映像」として機能
する。切替情報が「所定信号」として機能する。第１の信号線２６及び第２の信号線２８
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が「第１の信号線」として機能する。また、通信線３６が「第２の信号線」として機能す
る。また、カメラ１２，１４及び制御装置１８が「映像切替装置」として機能する。
【００３７】
　また、上記の実施例においては、図２に示すルーチン中のステップ１０２が「第１のス
テップ」として機能する。ステップ１０４が「第２のステップ」として機能する。ステッ
プ１０６が「第３のステップ」として機能する。また、ディスプレイ１６が２つのカメラ
１２，１４のうち何れか一のカメラ１２，１４が出力する映像信号に基づく映像を表示す
ることが「第４のステップ」として機能する。
【００３８】
　ところで、上記の実施例においては、カメラ１２，１４が出力する黒映像信号に基づく
映像固定された映像として、表示領域全体が黒塗りされた黒映像Ｋを用いることとしてい
る。しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、カメラ１２，１４が出力する黒映
像信号に基づく映像固定された映像として、表示領域全体が白塗りされたものや所定色に
塗られたものを用いることとしてもよく、また、予め定められた模様が施されたものを用
いることとしてもよい。但し、かかる変形例でも、カメラ１２が出力する黒映像信号に基
づく映像固定された映像と、カメラ１４が出力する黒映像信号に基づく映像固定された映
像と、は略同じ映像であることが望ましい。
【００３９】
　また、上記の実施例においては、制御装置１８からカメラ１２，１４へ向けた切替情報
の送信が通信線３６を介してカメラ１２，１４間で略同時に行われると共に、カメラ１２
が切替情報に応答して黒映像信号を出力するタイミングと、カメラ１４が切替情報に応答
して黒映像信号を出力するタイミングとが略同じである。そして、制御装置１８が、通信
線３６を介してカメラ１２，１４へ向けて切替情報を送出した後、カメラ１２，１４が黒
映像信号を出力し続ける期間Ｔが経過する前に、ディスプレイ１６に表示させる映像をカ
メラ１２の出力するものとカメラ１４の出力するものとで切り替える。
【００４０】
　しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、カメラ１２が切替情報に応答して黒
映像信号を出力するタイミングと、カメラ１４が切替情報に応答して黒映像信号を出力す
るタイミングと、が少なくともオーバーラップした期間があればよく、制御装置１８から
カメラ１２，１４へ向けた切替情報の送信がカメラ１２，１４間で異なるタイミングで行
われるものとしてもよい。かかる変形例においては、制御装置１８が、通信線３６を介し
てカメラ１２，１４へ向けて切替情報を送出した後、そのオーバーラップした期間すなわ
ちカメラ１２とカメラ１４との双方が黒映像信号を出力している間に、ディスプレイ１６
に表示させる映像をカメラ１２の出力するものとカメラ１４の出力するものとで切り替え
るものとすればよい。
【００４１】
　また、上記の実施例においては、制御装置１８からカメラ１２，１４へ向けた切替情報
の送信が、ＬＡＮである通信線３６を介して行われる。しかし、本発明はこれに限定され
るものではなく、制御装置１８とカメラ１２とを接続する、第１の信号線２６とは別の専
用線と、制御装置１８とカメラ１４とを接続する、第２の信号線２８とは別の専用線と、
を別々に設け、それらの専用線それぞれに切替情報を流すこととしてもよい。
【００４２】
　また、上記の実施例においては、映像表示装置１０が２つのカメラ１２，１４を備える
ものとしている。しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、映像表示装置１０が
３つ以上のカメラを備えるものであってもよい。
【００４３】
　また、上記の実施例においては、映像を出力する映像出力部として、所定領域を撮影す
るカメラ１２，１４を用いることとしている。しかし、本発明はこれに限定されるもので
はなく、映像を出力する映像出力部として、テレビジョン放送などを受信して出力する受
信機を用いることとしてもよい。尚、かかる変形例においては、映像出力部としてカメラ
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と受信機とが混在するものとしてもよい。
【符号の説明】
【００４４】
　１０　映像表示装置
　１２，１４　カメラ
　１６　ディスプレイ
　１８　制御装置
　２６　第１の信号線
　２８　第２の信号線
　３２　切替デバイス
　３６　通信線

【図１】

【図２】

【図３】
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