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(57)【要約】
　立体映像再生装置は、２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示
するための信号を入力する映像入力部と、前記映像入力
部から入力した信号が示す映像を２分割する分割部と、
２分割した映像間の差分または相関を抽出する差分抽出
部と、前記差分抽出部の出力から前記映像入力部に入力
された信号が２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像
を表示するための信号かを判定する判定部と、前記判定
部の判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を
表示する２Ｄモードまたは３Ｄ映像を表示する３Ｄモー
ドに切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力部と、
　前記映像入力部から入力した信号が示す映像を２分割する分割部と、
　２分割した映像間の差分または相関を抽出する差分抽出部と、
　前記差分抽出部の出力から前記映像入力部に入力された信号が２Ｄ映像を表示するため
の信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する判定部と、
　前記判定部の判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードま
たは３Ｄ映像を表示する３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部と、
を備える立体映像再生装置。
【請求項２】
　前記請求項１に記載の立体映像再生装置であって、
　映像に関連する音声を入力する音声入力部と、
　前記映像入力部から入力した映像信号と音声入力部から入力した音声信号の両方もしく
はいずれか一方映像の切り替わりを検出するシーンチェンジ検出部と、
をさらに備え、
　前記判定部は、前記シーンチェンジ検出部の出力と前記差分抽出部の出力とから前記映
像入力部に入力された信号が２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための
信号かを判定する、
立体映像再生装置。
【請求項３】
　前記請求項２に記載の立体映像再生装置であって、
　前記差分抽出部は、前記シーンチェンジ検出部で映像の切り替わりが検出されたときに
、前記差分抽出部による差分または相関の抽出を行い、
　前記判定部は、前記シーンチェンジ検出部で映像の切り替わりが検出されたときに前記
差分抽出部により抽出された差分または相関に基づいて、前記映像入力部に入力された信
号が２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する、
立体映像再生装置。
【請求項４】
　前記請求項１に記載の立体映像再生装置であって、
　映像を表示する表示部と、
　前記表示部にＯＳＤ表示するＯＳＤ表示手段と、
　前記映像入力部から入力した映像を前記表示部へ２Ｄモードで表示または３Ｄモードで
表示させる映像出力部と、
　前記映像出力部の出力モードを２Ｄモードまたは３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切
換部とをさらに備え、
　前記ＯＳＤ表示手段は、前記映像入力部から入力された信号が２Ｄ映像を表示するため
の信号であるとき、前記表示部に２Ｄ映像の入力を示すＯＳＤ表示を行い、前記映像入力
部から入力された信号が３Ｄ映像を表示するための信号であるとき、前記表示部に３Ｄ映
像の入力を示すＯＳＤ表示を行う、
立体映像再生装置。
【請求項５】
　２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力部と、
　前記映像入力部から入力した信号が２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示す
るための信号かを判定する判定部と、
　映像を表示する表示部と、
　前記表示部にＯＳＤ表示するＯＳＤ表示手段と、
　前記映像入力部から入力した信号が示す映像を前記表示部へ２Ｄ表示または３Ｄ表示す
る映像出力部と、
　前記映像出力部の出力モードを２Ｄモードまたは３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切
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換部とを備え、
　前記ＯＳＤ表示手段は、前記映像入力部から入力された信号が２Ｄ映像を表示するため
の信号のとき、前記表示部に２Ｄ映像の入力を示すＯＳＤ表示を行い、前記映像入力部か
ら入力された信号が３Ｄ映像を表示するための信号のとき、前記表示部に３Ｄ映像の入力
を示すＯＳＤ表示を行う、
立体映像再生装置。
【請求項６】
　前記請求項５に記載の立体映像再生装置であって、
　前記２Ｄ／３Ｄ切換部の出力モードが２Ｄモードであるときであってかつ前記映像入力
部から入力された信号が３Ｄ映像を表示するための信号であるとき、前記映像入力部から
入力された３Ｄ映像を表示するための信号を２Ｄ映像を表示するための信号に変換して出
力する変換手段をさらに備える、
立体映像再生装置。
【請求項７】
　２Ｄ映像と３Ｄ映像とのいずれか一方を選択的に表示可能な立体映像表示装置と、立体
映像表示装置に表示された３Ｄ映像を視聴するためのメガネとを備えた立体映像表示シス
テムであって、
　前記メガネは、
　　着脱時に開閉するスイッチと、
　　前記スイッチの開閉情報を立体映像表示装置に通知する送信部とを備え、
　前記立体映像表示装置は、
　　前記メガネの前記スイッチの開閉情報を受信し、２Ｄ映像と３Ｄ映像の表示を切り換
える２Ｄ／３Ｄ切換部を有する、
立体映像表示システム。
【請求項８】
　２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力し、
　前記映像入力部から入力した信号が示す映像を２分割し、
　２分割した映像間の差分または相関を抽出し、
　差分または相関の抽出結果から２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するた
めの信号かを判定し、
　判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードまたは３Ｄ映像
を表示する３Ｄモードに切り換える、
立体映像再生方法。
【請求項９】
　前記請求項８に記載の立体映像再生方法であって、
　さらに、入力した映像信号または入力した音声信号から映像切り替わりを検出し、
　映像の切り替わりの検出結果と、差分または相関の抽出結果とから２Ｄ映像を表示する
ための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する、
立体映像再生方法。
【請求項１０】
　前記請求項８に記載の立体映像再生方法であって、
　映像の切り替わりが検出されたときに、差分または相関の抽出を行い、
　映像の切り替わりが検出されたときに、抽出された差分または相関に基づいて、２Ｄ映
像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する、
立体映像再生方法。
【請求項１１】
　２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力し、
　入力した信号が示す映像が２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための
信号かを判定し、
　入力された信号が示す映像が２Ｄ映像を表示するための信号のとき、表示部に２Ｄ映像
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の入力を示すＯＳＤ表示を行い、入力された映像が３Ｄ映像を表示するための信号のとき
、表示部に３Ｄ映像の入力を示すＯＳＤ表示を行う、
立体映像再生方法。
【請求項１２】
　前記請求項１１に記載の立体映像再生方法であって、
　表示部への映像の出力モードが２Ｄモードであるときであってかつ入力された信号が示
す映像が３Ｄ映像を表示するための信号であるとき、入力された３Ｄ映像を表示するため
の信号を２Ｄ映像を表示するための信号に変換して出力する、
立体映像再生方法。
【請求項１３】
　２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力部と、
　前記映像入力部から入力した信号が示す映像を２分割する分割部と、
　２分割した映像間の差分または相関を抽出する差分抽出部と、
　前記差分抽出部の出力から２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための
信号かを判定する判定部と、
　前記判定部の判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードま
たは３Ｄ映像を表示する３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部と、
２Ｄ／３Ｄ切換部を備える立体映像再生用半導体装置。
【請求項１４】
　前記請求項１３に記載の立体映像再生用半導体装置であって、
　前記映像入力部から入力した映像信号または音声入力部から入力した音声信号から映像
信号の所定の切り替わりを検出するシーンチェンジ検出部を、さらに備え、
　前記判定部は、前記シーンチェンジ検出部の出力と前記差分抽出部の出力とから２Ｄ映
像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する、
立体映像再生用半導体装置。
【請求項１５】
　前記請求項１３に記載の立体映像再生用半導体装置であって、
　前記差分抽出部は、前記シーンチェンジ検出部で映像の切り替わりが検出されたときに
、前記差分抽出部による差分または相関の抽出を行い、
　前記判定部は、前記シーンチェンジ抽出部で映像の切り替わりが検出されたときに前記
差分抽出部により抽出された差分または相関に基づいて、２Ｄ映像を表示するための信号
か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する、
立体映像再生用半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体テレビ等のように左右の視差を有する２つの映像信号により立体視を可
能とする立体映像再生装置、立体映像再生システム、立体映像再生方法、および立体映像
再生用半導体装置に関する技術である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、立体映像（３次元映像（３Ｄ映像））を表示可能な３Ｄテレビの技術開発が急速
に進んでいる。背景として、映画館で上映した３Ｄ映画がヒットしたことや、ＢＳデジタ
ル放送において一部の放送局にて３Ｄ放送を試験的に実施していることがあげられる。ま
た、一部のメーカから３Ｄテレビ装置がすでに商品化されており、一般家庭における３Ｄ
映像の視聴環境が整いつつある。
【０００３】
　一般に、３Ｄ映像の視聴方法として、大きく分けて２つの方法がある。裸眼で視聴する
方法と、専用のメガネをかけて視聴する方法である。裸眼で視聴する方法を実現するもの
として、例えば、特開平９－４３５４０号公報（特許文献１）や特開平９－３１８９１１
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号公報（特許文献２）に開示されているパララックスバリア方式やレンティキュラ方式が
ある。パララックスバリア方式では視聴するための位置が限定されたり、バリアが目障り
になるという問題がある。また、レンティキュラ方式では解像度が著しく低下したり、レ
ンズが目障りになるという問題がある。
【０００４】
　また、専用のメガネをかけて視聴する方法としては、例えば、特許第３７９６４１４号
公報（特許文献３）に開示されているテレビに特殊なフィルムを貼り付けて偏向メガネを
かけて視聴する方法や、特開平６－２５４０４６号（特許文献４）や特開平７－３３６７
２９号（特許文献５）の公報に開示されている液晶シャッターメガネをかけて視聴する方
法が知られている。
【０００５】
　また、日本国においてＢＳデジタルのあるチャンネルの特定時間帯において、３Ｄ映像
の信号を伝送する３Ｄ放送が試験的に実施されている。この３Ｄ放送の方式としては、サ
イドバイサイド方式が利用されている。サイドバイサイド方式とは、もともと１９２０×
１０８０の画素数の左目用映像及び右目用映像の画素数をそれぞれ水平方向に対してその
半分の９６０×１０８０に減少させ、この減少させた左目用映像と右目用映像を、図１１
Ａに示すように、左右に配置して結合して１９２０×１０８０の１つのビデオ映像として
送出する方式である。
【０００６】
　３Ｄ放送の方式としては、この他に図１１Ｂに示すように左目用映像と右目用映像を上
下に配置したトップアンドボトム方式がある。３Ｄ放送の本放送においては、これらのサ
イドバイサイド方式かトップアンドボトム方式のどちらかが採用されるものと予想される
。これらの方式は、既存の２Ｄテレビで視聴したときも２重にボケて見えたりせず、メガ
ネなしでも放送の内容が確認でき、ユーザがテレビの故障と勘違いする恐れが比較的小さ
いというメリットがある。
【０００７】
　一方、従来の３Ｄテレビ装置の再生モードとして２Ｄ映像（２次元映像）を表示する２
Ｄモードと３Ｄ映像を表示する３Ｄモードがある。従来においては、２Ｄモードと３Ｄモ
ードの切り換えはスイッチ等により手動で行われている。３Ｄ放送に対応したテレビ装置
側では、このようなサイドバイサイド方式の３Ｄ放送を受信した場合、ユーザはまず、図
１１Ａに示すようなビデオ映像を視聴することになる。ユーザは、その場合、テレビの設
定を３Ｄモードに切り換えて、例えばメガネを必要とする場合はメガネをかけることによ
り、３Ｄ放送を３Ｄ映像で視聴することができるようになる。３Ｄ方式の放送が終了し、
２Ｄ方式の放送に切り替わった場合、例えばメガネをかけている場合はメガネをはずし、
テレビの設定を２Ｄモードに切り換えることにより、２Ｄ放送（２Ｄ映像の信号を伝送す
る放送）を２Ｄ映像で楽しむことが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平９－４３５４０号公報
【特許文献２】特開平９－３１８９１１号公報
【特許文献３】特許第３７９６４１４号公報
【特許文献４】特開平６－２５４０４６号公報
【特許文献５】特開平７－３３６７２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、このような従来の３Ｄテレビ装置では、以下のような問題がある。すな
わち、例えば、放送方式が２Ｄ放送から３Ｄ放送に切り替わった場合、ユーザは、３Ｄテ
レビ装置に表示されたサイドバイサイド方式またはトップアンドボトム方式の映像を見て
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切り替わったことに気付き、手動で３Ｄ表示の設定に切り換えなければならない。つまり
、切り換えの煩わしさがある。
【００１０】
　また、放送方式が３Ｄ放送から２Ｄ放送に切り替わった場合、ユーザが３Ｄテレビ装置
の設定を２Ｄに戻すまでは、立体映像表示装置の設定は３Ｄモードのままであり、３Ｄテ
レビ装置には例えば映像が２重に重なったような映像が出画される。そのため、ユーザは
不快な思いをすることとなる。
【００１１】
　本発明は、以上のような問題に鑑みてなされたもので、放送方式が２Ｄ放送と３Ｄ放送
との間で切り替わったときにおけるユーザの視聴のための利便性の向上を図ることができ
る立体映像表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　第１の態様では、立体映像再生装置が提供される。この立体映像再生装置は、２Ｄ映像
または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力部と、前記映像入力部から入力
した信号が示す映像を２分割する分割部と、２分割した映像間の差分または相関を抽出す
る差分抽出部と、前記差分抽出部の出力から前記映像入力部に入力された信号が２Ｄ映像
を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する判定部と、前記判定
部の判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードまたは３Ｄ映
像を表示する３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部と、を備える。
【００１３】
　また、第２の態様においても、立体映像再生装置が提供される。この立体映像再生装置
は、２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力部と、前記映像入
力部から入力した信号が２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号
かを判定する判定部と、映像を表示する表示部と、前記表示部にＯＳＤ表示するＯＳＤ表
示手段と、前記映像入力部から入力した信号が示す映像を前記表示部へ２Ｄ表示または３
Ｄ表示する映像出力部と、前記映像出力部の出力モードを２Ｄモードまたは３Ｄモードに
切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部とを備え、前記ＯＳＤ表示手段は、前記映像入力部から入力
された信号が２Ｄ映像を表示するための信号のとき、前記表示部に２Ｄ映像の入力を示す
ＯＳＤ表示を行い、前記映像入力部から入力された信号が３Ｄ映像を表示するための信号
のとき、前記表示部に３Ｄ映像の入力を示すＯＳＤ表示を行う。
【００１４】
　また、第３の態様においては、立体映像表示システムが提供される。この立体映像表示
システムは、２Ｄ映像と３Ｄ映像とのいずれか一方を選択的に表示可能な立体映像表示装
置と、立体映像表示装置に表示された３Ｄ映像を視聴するためのメガネとを備える。前記
メガネは、着脱時に開閉するスイッチと、前記スイッチの開閉情報を立体映像表示装置に
通知する送信部とを備え、前記立体映像表示装置は、前記メガネの前記スイッチの開閉情
報を受信し、２Ｄ映像と３Ｄ映像の表示を切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部を有する。
【００１５】
　また、第４の態様においては、立体映像再生方法が提供される。この立体映像再生方法
は、２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力し、前記映像入力部から入力し
た信号が示す映像を２分割し、２分割した映像間の差分または相関を抽出し、差分または
相関の抽出結果から２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを
判定し、判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードまたは３
Ｄ映像を表示する３Ｄモードに切り換える。
【００１６】
　また、第５の態様においては、立体映像再生方法が提供される。この立体映像再生方法
は、２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力し、入力した信号が示す映像が
２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定し、入力された
信号が示す映像が２Ｄ映像を表示するための信号のとき、表示部に２Ｄ映像の入力を示す
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ＯＳＤ表示を行い、入力された映像が３Ｄ映像を表示するための信号のとき、表示部に３
Ｄ映像の入力を示すＯＳＤ表示を行う。
【００１７】
　また、第６の態様においては、立体映像再生用半導体装置が提供される。この立体映像
再生用半導体装置は、２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力
部と、前記映像入力部から入力した信号が示す映像を２分割する分割部と、２分割した映
像間の差分または相関を抽出する差分抽出部と、前記差分抽出部の出力から２Ｄ映像を表
示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する判定部と、前記判定部の
判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードまたは３Ｄ映像を
表示する３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部と、を備える。
【発明の効果】
【００１８】
　上記各態様によれば、放送方式が２Ｄ放送と３Ｄ放送との間で切り替わったときにおけ
るユーザの視聴のための利便性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施の形態における立体映像表示システムの概要図である。
【図２】第１の実施の形態における立体映像表示装置の構成図である。
【図３Ａ】本実施の形態における立体映像表示装置の構成図である。
【図３Ｂ】本実施の形態における専用メガネの構成図である。
【図３Ｃ】本実施の形態における専用メガネの丁番部分の拡大図である（テンプルをおり
たたんだ状態）。
【図３Ｄ】本実施の形態における専用メガネの丁番部分の拡大図である（テンプルを開い
た状態）。
【図４】本実施の形態における専用メガネのスイッチの状態による出画モードの切り換え
の対応関係を示す説明図である。
【図５Ａ】本実施の形態における立体映像表示装置の出画モードの切換動作の説明図であ
る。
【図５Ｂ】本実施の形態における立体映像表示装置の出画モードの切換動作の説明図であ
る（別のユースケース）。
【図６Ａ】本実施の形態における出画状態の説明図である（２Ｄ放送）。
【図６Ｂ】本実施の形態における出画状態の説明図である（３Ｄ放送（専用メガネなし）
）。
【図６Ｃ】本実施の形態における出画状態の説明図である（３Ｄ放送（専用メガネあり）
）。
【図７Ａ】サイドバイサイド方式の３Ｄ放送の元映像の説明図である。
【図７Ｂ】２Ｄ放送の映像の元映像の説明図である。
【図８】第２の実施の形態における立体映像表示装置の構成図である。
【図９】第３の実施の形態における立体映像表示装置の構成図である。
【図１０】その他の実施の形態の一態様における立体映像表示装置の構成図である。
【図１１Ａ】サイドバイサイド方式の３Ｄ放送の元映像のフォーマットを示す説明図であ
る。
【図１１Ｂ】トップアンドボトム方式の３Ｄ放送の元映像のフォーマットを示す説明図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
（第１の実施の形態）
１．構成
　第１の実施の形態について説明する。図１は、立体映像表示システムのブロック図であ
る。立体映像表示システム１００は、立体映像を表示する立体映像表示装置１０１と、立
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体映像表示装置１０１に表示された立体映像を視聴するための専用メガネ１０３とを備え
る。立体映像表示装置１０１には再生装置１０２が接続されている。
【００２１】
　再生装置１０２は、例えば、チューナや、ＢＤ／ＤＶＤレコーダであり、記憶媒体から
、あるいはネットワークや放送を介して、映像信号を取得し、出力する。
【００２２】
　図２は、立体映像表示装置１０１の信号処理ブロックを示す図である。立体映像表示装
置１０１は、ディスプレイ部１、映像音声入力部２、シーンチェンジ検出部３、左右分離
部４、差分抽出部５、スケーリング部６、判定部７、２Ｄ／３Ｄ切換部８、映像出力部９
、同期信号出力部１０、及び信号受信部１１を備える。なお、本実施形態では、放送信号
として、２Ｄ放送信号とサイドバイサイド方式の３Ｄ放送信号が送信される場合を想定し
ている。
【００２３】
　ディスプレイ部１は、映像を出画（表示）する。ディスプレイ部１の駆動方式としては
、たとえばプラズマ方式や液晶方式などがある。
【００２４】
　映像音声入力部２は、再生装置１０２の出力信号を受信するブロックであり、再生装置
１０２から出力される映像信号、音声信号等を入力する。映像音声入力部２と再生装置１
０２との間は、ＨＤＭＩ方式により信号が送受信される。ＨＤＭＩのバージョンは例えば
Ｖｅｒ１．４である。
【００２５】
　シーンチェンジ検出部３は、映像音声入力部２から出力される映像信号及び音声信号を
入力し、映像（シーン）の切り替わり（シーンチェンジ）点を検出する。シーンチェンジ
検出部３は、シーンチェンジを検出すると、シーンチェンジ検出信号を出力する。シーン
チェンジの検出方法として、さまざまな技術が存在するが、例えば、時間的に連続する複
数の映像フレームの各フレーム間の差分または相関をとって判定する方法や、音声信号を
解析し、無音部分を検出する方法などが知られている。
【００２６】
　左右分離部４は、映像音声入力部２から出力される映像信号を入力し、その映像信号が
示す映像を左右に２分割し、左半分の映像（左側映像）を示す映像信号と、右半分の映像
（右側映像）を示す映像信号を出力する。
【００２７】
　差分抽出部５は、左右分離部４から出力される映像信号に基づき左側映像と右側映像と
の差分を抽出し、差分を示す信号を出力する。なお、前記差分抽出部５において、差分の
代わりに相関を求めてもよい。
【００２８】
　スケーリング部６は、左右分離部４で分割（分離）した左側映像及び右側映像を、各々
左右に２倍に拡大し（１９２０×１０８０の映像に拡大し）、この拡大した左側映像及び
右側映像を示す映像信号を各々出力する。
【００２９】
　判定部７は、シーンチェンジ検出部３から出力されるシーンチェンジ点と、差分抽出部
５から出力される差分とを入力し、現在出画している映像が３Ｄ方式の映像（３次元映像
（３Ｄ映像））か２Ｄ方式の映像（２次元映像（２Ｄ映像））かを判定する。具体的には
、左右分離部４から出力される左側映像と右側映像との差分が所定値以下であれば、３Ｄ
映像が入力されていると判定し、差分が所定値より大きければ、２Ｄ方式の映像が入力さ
れていると判定する。判定部７は、判定結果に基づき、現在出画している映像が３Ｄ映像
か、２Ｄ映像かを示す判定信号を２Ｄ／３Ｄ切換部８に出力する。
【００３０】
　２Ｄ／３Ｄ切換部８は、映像音声入力部２の出力信号、スケーリング部６の出力信号、
判定部７の判定信号、及び信号受信部１１の出力信号を入力する。そして、２Ｄ／３Ｄ切
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換部８は、判定部７の判定信号及び信号受信部１１の出力信号に基づいて、所定の出画モ
ードで映像信号を映像出力部９に出力する。具体的には、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、判定部
７の判定信号が、２Ｄ方式の映像であることを示す信号であるときは、映像音声入力部２
から入力された２Ｄ映像信号を出力する。以下、このような動作モードを「２Ｄモード１
」と称す。一方、判定部７の判定信号が、３Ｄ映像であることを示す信号の場合、信号受
信部１１から受信した信号に応じて以下のように動作する。
【００３１】
　信号受信部１１は、専用メガネ１０３から送信される信号（例えば赤外線や電波）を受
信し、２Ｄ／３Ｄ切換部８へ専用メガネ１０３の動作状態を通知する。具体的には、信号
受信部１１は、専用メガネ１０３が使用されているか否かを示す信号を出力する（詳細は
後述）。
【００３２】
　２Ｄ／３Ｄ切換部８は、判定部７の判定信号が３Ｄ映像であることを示し、かつ信号受
信部１１からの受信信号が、専用メガネ１０３が使用されていることを示す信号であると
きは、スケーリング部６から出力された３Ｄ映像信号を出力する。以下、このような動作
モードを「３Ｄモード」と称す。このとき、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、スケーリング部６か
ら出力される左側映像信号及び右側映像信号に基づき、左目用映像及び右目用映像を時間
的に交互に出力する（例えば１２０Ｈｚ毎に左右を切り換えて出力する）。これに対し、
判定部７の判定信号が、３Ｄ映像であることを示す信号であり、かつ信号受信部１１から
の受信信号が、専用メガネ１０３が使用されていないことを示す信号であるときは、スケ
ーリング部６から出力された３Ｄ映像のうち左側映像の映像信号を２Ｄ映像として出力す
る。以下、このような動作モードを「２Ｄモード２」と称す。
【００３３】
　映像出力部９は、ディスプレイ部１の駆動を制御するディスプレイドライバであり、２
Ｄ／３Ｄ切換部８から出力される映像信号をディスプレイ部１に出力する。
【００３４】
　同期信号出力部１０は、２Ｄ／３Ｄ切換部８から出力される映像信号に基づいて左目用
映像及び右目用映像の切り替わりを検出し、例えば赤外線や電波に変換して同期信号をメ
ガネ１０３に送出する。
【００３５】
　シーンチェンジ検出部３、左右分離部４、差分抽出部５、スケーリング部６、判定部７
、２Ｄ／３Ｄ切換部８、及び映像出力部９は、例えばＬＳＩ等の半導体素子１０４（立体
映像再生用半導体装置）で１チップ化されている。なお、１チップ化せず、複数の素子で
構成してもよい。
【００３６】
　次に、立体映像表示装置１０１と専用メガネ１０３との間での信号を送受信するための
構成を説明する。
【００３７】
　図３Ａは、ディスプレイ部１の外観の概略正面図である。図３Ａに示すように、ディス
プレイ部１の正面部分には、信号送受信部２２が設けられている。信号送受信部２２は、
図２で説明した同期信号出力部１０と信号受信部１１の２つを統合したものである。
【００３８】
　図３Ｂは専用メガネ１０３の構成を示す。専用メガネ１０３は、前枠２７と、左右一対
のテンプル２３と、テンプル２３を前枠２７に対して折り畳み可能に支持する丁番２５と
で構成される。前枠２７には、ディスプレイ部１の信号送受信部２２との間で信号を送受
信可能な信号送受信部２４が設けられている。
【００３９】
　図３Ｃ、図３Ｄは、専用メガネ１０３の丁番２５部分（専用メガネ１０３の前枠２７と
テンプル２３との接合部分）を拡大した図である。丁番２５部分には、テンプル２３が折
りたたまれたことを検出するスイッチ２６が設けられている。スイッチ２６は、図３Ｃの
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ように専用メガネのテンプル２３が折りたたまれた状態では、開き（オフし）、図３Ｄの
ように専用メガネ１０３のテンプル２３が前枠２７に対してほぼ直角になっている状態で
は、閉じる（オンする）。通常、ユーザがこの専用メガネ１０３を使用する場合（つまり
専用メガネ１０３をかける場合）、図３Ｄのようにテンプル２３が直角な状態となり、使
用しない場合は、図３Ｃのようにテンプル２３が折りたたまれた状態となる。したがって
、専用メガネ１０３を使用するときは、スイッチ２６が閉じた状態（オン）になり、使用
しないときはスイッチ２６が開いた状態（オフ）になる。
【００４０】
　専用メガネ１０３は、例えば液晶シャッター方式のものであり、図１で説明した同期信
号出力部１０からの同期信号を信号送受信部２４で受信すると、専用メガネ１０３の左目
用と右目用の液晶シャッターが各々同期信号に同期して、交互に閉じたり開いたりする。
本実施の形態における専用メガネ１０３は例えば、スイッチ２６が閉じた状態のときのみ
液晶シャッターの開閉が行われる。
【００４１】
２．動作
　次に、立体映像表示システム１００の全体の動作を説明する。図５Ａは、ユーザの状態
が５段階（フェーズ１からフェーズ５）に遷移する場合の、ユーザの状態、スイッチ２６
の状態、放送方式、出画モード（出力モード）の関係を示している。
【００４２】
　最初、放送において、図７Ｂに示すような２Ｄ映像の放送を送出しているものとする。
また、このとき映像音声入力部２から２Ｄ映像が入力されており、２Ｄ／３Ｄ切換部８は
２Ｄモードになっており、映像出力部９は２Ｄモード１にてディスプレイ部１へ出画して
いるものとする。このときユーザは、専用メガネ１０３をかけていない状態（スイッチ２
６が開いた状態）で、視聴しているものとする。このときユーザが視聴している映像は図
６Ａに示すように２Ｄの映像となる（フェーズ１）。
【００４３】
　つぎに、放送内容が図７Ａに示すようなサイドバイサイド方式の３Ｄ映像に切り替わっ
たとする。すると、映像音声入力部２には、この図７Ａに示すサイドバイサイドの３Ｄ映
像が入力される。シーンチェンジ検出部３は、通常の２Ｄ映像からサイドバイサイドの映
像に切り替わったので、この切り替わりポイントにおいてシーンチェンジを検出する。ま
た、通常の２Ｄ映像からサイドバイサイドの３Ｄ映像に切り替わることによって左側映像
と右側映像との差分量が急激に小さくなる。なぜならば、通常、２Ｄ映像ではその左側映
像と右側映像とには相関性があまりなく、それらの差分は大きい。一方で、サイドバイサ
イド方式のような３Ｄ映像では、左側映像と右側映像は、異なる視点から見た画像となる
ので、基本的に極めて相関性が高くなるからである。すなわち、サイドバイサイド方式の
ような３Ｄ映像の左右の映像は、類似した映像となるので、差分抽出部５から出力される
差分量は小さくなる。判定部７は、差分抽出部５の差分量が小さいことと、シーンチェン
ジ検出部３によりシーンチェンジポイントが検出されたこととに基づいて、３Ｄ放送を入
力中であると判定する。２Ｄ／３Ｄ切換部８は、この判定結果を受けて、左右分離部４で
分離した映像のうち例えば左側映像（左目用映像）のみを映像出力部９へ出力する（２Ｄ
モード２で出画する）。これにより、ユーザは３Ｄ放送でありながらサイドバイサイド方
式のままの映像ではなく、図６Ｂのような２Ｄ映像を視聴できる（フェーズ２）。
【００４４】
　また、この状態において２Ｄ／３Ｄ切換部８は、左側映像と「３Ｄ放送」である旨の文
字を重畳した映像信号を映像出力部９に対して出力する。映像出力部９は、左側映像と「
３Ｄ放送」である旨の文字を重畳した映像を、ディスプレイ部１に表示させる。これによ
り、ユーザは、いま視聴している放送が２Ｄ放送ではなく３Ｄ放送であることを判断する
ことができる。もし、ユーザが専用メガネ１０３をかけてまで３Ｄモードでの視聴をした
くない場合は、そのまま専用メガネ１０３なしで２Ｄモードでの視聴を楽しむことが可能
になる。反対に専用メガネ１０３をかけて３Ｄモードでの視聴を楽しみたければ、ユーザ



(11) JP WO2010/064448 A1 2010.6.10

10

20

30

40

50

は専用メガネ１０３をかけることができる。
【００４５】
　ユーザが専用メガネ１０３をかけるとこのとき専用メガネ１０３のテンプル２３が開い
てスイッチ２６が閉じるので、専用メガネ１０３の信号送受信部２４はスイッチ２６が閉
じていることを示す信号を、立体映像表示装置１０１の信号受信部１１へ送信する。信号
受信部１１はスイッチ２６が閉じていることを示す信号を受信し、２Ｄ／３Ｄ切換部８へ
通知する。２Ｄ／３Ｄ切換部８は、スイッチ２６が閉じていることを示す信号に基づき、
専用メガネ１０３が使用中であることを検出できる。そして、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、専
用メガネ１０３が使用中であることを検出すると、映像信号を３Ｄモードで出画する。こ
れにより、専用メガネ１０３をかけたユーザは、図６Ｃに示すような３Ｄ映像を楽しむこ
とができる（フェーズ３）。
【００４６】
　ここで放送が再び２Ｄ放送に切り替わった場合は、映像音声入力部２から再び図７Ｂの
ような２Ｄ映像が出力される。このとき、シーンチェンジ検出部３においてシーンチェン
ジ点が検出される。また、差分抽出部５で検出される差分が大きくなる。そのため、判定
部７は、２Ｄ放送を入力中であると判定する。これにより２Ｄ／３Ｄ切換部８は、２Ｄモ
ード１に切り換えて２Ｄ映像の信号を映像出力部９に出力する。これにより、ディスプレ
イ部１には、図６Ａのような２Ｄ映像が再び表示される（フェーズ４）。
【００４７】
　これと同時に２Ｄ／３Ｄ切換部８は、映像出力部９を介して、ディスプレイ部１に、映
像に重畳させて「２Ｄ放送」である旨の表示を行わせる。したがって、ユーザは現在視聴
中の放送が３Ｄから２Ｄに切り替わったことを認識することができ、専用メガネ１０３を
はずして２Ｄ放送を視聴することができる（フェーズ５）。
【００４８】
　つぎに、別のユースケースについて説明する。図５Ｂは、図５Ａと比較してフェーズ４
が異なる例を示した図である。図５Ｂのフェーズ１からフェーズ３までは図５Ａの場合と
同様であるので説明を省略する。図５Ｂのフェーズ３において、３Ｄ放送を入力中でかつ
、３Ｄモードで出画中であって、ユーザが専用メガネ１０３をかけて視聴中である状態で
ある場合に、放送自体は３Ｄ放送のままである。
【００４９】
　この状態においてユーザが専用メガネ１０３をはずして、テンプル２３を折りたたむと
、専用メガネ１０３の信号送受信部２４からスイッチ２６が開いた状態であることを示す
信号が送信される（または無信号になり）。ディスプレイ１の信号受信部１１が、スイッ
チ２６が開いた状態であることを示す信号を受信すると、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、この信
号に基づいてユーザが専用メガネ１０３をかけていないと判定し、３Ｄ放送入力中である
が、例えば左側映像のみを映像出力部９へ出力する。すなわち、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、
２Ｄモード２で出画する（フェーズ４）。これにより、ユーザは専用メガネ１０３をはず
した場合において、特別な操作を行うことなく、３Ｄ放送を２Ｄモードで視聴することが
できる。フェーズ５については図５Ａと同様なので説明を省略する。なお、スイッチ２６
の開閉状態と判定部７の判定結果に対する２Ｄ／３Ｄ切換部８の出画モードとの関係は、
図４に示す通りである。
【００５０】
３．まとめ
　以上説明したように、第１の実施の形態によれば、放送方式が２Ｄ放送と３Ｄ放送との
間で切り替わったときにおけるユーザの視聴のための利便性の向上を図ることができる。
【００５１】
　すなわち、第１に、２Ｄ放送から３Ｄ放送に切り替わった場合、シーンチェンジ検出部
３の出力及び差分抽出部５の出力に基づいて、判定部７により、３Ｄ放送に切り替わった
ことを自動的に判定することができる。そして、判定部７の判定結果に基づいて、２Ｄ／
３Ｄ切換部８は、映像出力の出画モードを３Ｄモードに切り換える。そのため、従来のよ
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うに３Ｄ放送がサイドバイサイド方式のままで出画されることがなくなり、２Ｄ映像とし
て出画できるという効果が得られる。
【００５２】
　第２に、第１の効果で説明したように２Ｄ放送から３Ｄ放送に切り替わった場合におい
て、自動的に２Ｄ映像を出画したときには、ユーザは３Ｄ放送を受信しているという自覚
がない。そのため、ユーザは、専用メガネ１０３をかけることなく、あるいは出画モード
を切り換えることなく、３Ｄ放送を２Ｄ映像のまま気づかずに視聴をつづけてしまう恐れ
がある。しかし、本実施の形態では、２Ｄ映像を出画するとともに、「３Ｄ放送」である
旨の画面表示を行うため、ユーザに３Ｄ放送受信中であることを認知させることができる
。したがって、ユーザは、３Ｄ放送受信中であることを認知し、専用メガネ１０３をかけ
て３Ｄモードで視聴できるという効果が得られる。
【００５３】
　第３に、第２の効果で説明したように３Ｄ放送に切り替わったことを画面表示により通
知し、ユーザが専用メガネ１０３をかけた場合、専用メガネ１０３のスイッチ２６の状態
に基づいて、自動的に３Ｄモードの表示に切り換えることができる。そのため、ユーザが
、表示モードを能動的に切り換える必要がない、という効果が得られる。
【００５４】
　第４に、３Ｄ放送から２Ｄ放送に切り替わった場合、シーンチェンジ検出部３の出力と
差分抽出部５の出力とに基づいて、判定部７により２Ｄ放送に切り替わったことを自動的
に検出することができる。また、ディスプレイ部１への表示を２Ｄモードに切り換えるこ
とができる。そのため、２Ｄ放送の映像が３Ｄモードのまま出画されることがなくなる。
したがって、ユーザが２Ｄ放送の映像を３Ｄモードのまま視聴してしまい不快感を持つの
を回避できるという効果が得られる。
【００５５】
　第５に、ユーザが専用メガネ１０３をかけて３Ｄ放送を視聴中に専用メガネをはずした
場合に、専用メガネ１０３のスイッチ２６の状態に基づいて、自動的に３Ｄモードから２
Ｄモードの表示に切り換えることができる。そのため、ユーザが専用メガネ１０３をはず
した場合に、３Ｄモードの映像を専用メガネ１０３なしで視聴してしまい不快感を持つの
を回避できるという効果が得られる。
【００５６】
　第６に、ユーザが専用メガネ１０３をかけるまでは、２Ｄ放送であるか３Ｄ放送である
かにかかわらず２Ｄモードで出画することができる。従来においては、例えば３Ｄ放送に
切り換わった場合に自動的に３Ｄモードに切り換えてしまう。このとき、ユーザが専用メ
ガネ１０３をかけていない場合、２Ｄ放送の映像を３Ｄモードのまま視聴してしまい不快
感を持つ恐れがあった。しかし、本実施の形態では前記の問題を回避できるという効果が
得られる。
【００５７】
　第７に、第４の効果で説明したように３Ｄ放送から２Ｄ放送に切り替わった場合に自動
的に２Ｄモードに切り換えるときに、「２Ｄ放送」である旨の表示をおこなうことができ
る。そのため、ユーザは専用メガネ１０３をはずしても問題なく視聴できることを認識で
きる。したがって、ユーザが気づかずにそのまま無用に専用メガネをかけつづけてしまう
という問題を回避できるという効果が得られる。
【００５８】
４．本実施形態と従来技術との差異
　以上説明した本実施の形態と従来技術との差異を具体的に説明する。まず、入力映像が
２Ｄ映像か３Ｄ映像かを判別する手段について差異を説明する。従来技術としては、例え
ば特開平７－３３６７２９号公報に開示された技術がある。この技術は、相関を利用して
判定するものであるが、これは、本実施の形態では差分抽出部５に相当するものである。
従来技術では、このように差分（または相関）のみを利用して２Ｄ映像か３Ｄ映像かを判
定しているが、このような場合、映像の内容によっては、誤った検出を行ってしまう可能
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性がある。なぜならば、例えばサイドバイサイド方式の場合、２Ｄ映像において左部分と
右部分との差分はあまり相関がないので小さくなるが、３Ｄ映像の元映像（図７Ａのよう
な映像）においても左半分（左目用映像）と右半分（右目用映像）は完全に同じ映像とい
うわけではないので、映像によっては、差分が大きくなってしまうこともありうるからで
ある。しかし、本実施の形態においては、差分抽出部５だけでなくシーンチェンジ検出部
３を設け、シーンチェンジ点における差分抽出部５の差分結果をつかって判定するので、
差分抽出部５のみを利用して判定する方法にくらべ、より高い検出精度を確保することが
可能となる。つまり、２Ｄ放送から３Ｄ放送または３Ｄ放送から２Ｄ放送に切り替わる場
合、例えば２Ｄ方式の映像からサイドバイサイド方式の映像またはサイドバイサイド方式
の映像から２Ｄ方式の映像に変化するが、このような変化点は、必ずシーンの切り替わり
点を示す。したがって、シーンチェンジ検出部３を設けて差分抽出部５と併用することで
、誤検出を防ぐことができる。
【００５９】
　次に、「２Ｄ放送」、「３Ｄ放送」の表示について差異を説明する。従来技術としては
、例えば、特許第３２７３０７４号公報や特開平７－２７４２１６号公報に開示のものが
ある。これらの公報に記載の方法は、いずれも立体映像表示装置の現在の表示モードが２
Ｄモードなのかあるいは３Ｄモードなのかを表示するものである。その結果、放送が３Ｄ
放送であっても、立体表示装置の表示モードが２Ｄモードである場合、ユーザは３Ｄモー
ドで楽しむことが可能な番組を、３Ｄ番組であるとは気づかずに、２Ｄモード表示のまま
視聴してしまったり、逆に放送が２Ｄ放送であっても立体表示装置の表示モードが３Ｄモ
ードである場合、専用メガネ１０３なしの２Ｄモードで楽しむことが可能な番組を、その
ような番組であるとは気づかずに、専用メガネ１０３をかけたまま視聴してしまうことが
発生する可能性がある。
【００６０】
　一方、本実施の形態においては、立体映像表示装置１０１が現在表示しているモードを
表示するのではなく、現在放送されている（または再生されている）映像の方式が２Ｄ方
式なのか３Ｄ方式なのかを表示するものである。つまり、本実施の形態においては、放送
が２Ｄ放送から３Ｄ放送または３Ｄ放送から２Ｄ放送に切り替わった場合、立体表示装置
１０１の表示モードに関わらず、２Ｄ放送か３Ｄ放送かを表示する。したがって、前記従
来技術のような不都合は発生しない。もちろん、現在入力している放送が２Ｄ放送か３Ｄ
放送かの表示に加えて、現在の表示モードが２Ｄモードか３Ｄモードかを併せて表示して
もよい。
【００６１】
　なお、従来技術として、番組一覧または録画一覧でその番組が２Ｄ放送かまたは３Ｄ放
送かを一覧上にあらかじめ表示する方法が特開２００３－３３３６２４号公報に開示され
ている。しかし、このように一覧で表示する方法の場合、番組の途中で２Ｄ放送と３Ｄ放
送が切り替わるような場合については、一覧上に表示することが困難である。しかし、本
実施の形態においては、放送の切り替わりが発生したポイントで２Ｄ放送か３Ｄ放送かが
表示することができる。したがって、ユーザは２Ｄモードで視聴をするか３Ｄモードで視
聴をするかを判断し、どちらか好みの方法で視聴することができるという優位性がある。
【００６２】
　次に、専用メガネの着脱による表示モードの切り替えについて、本実施の形態と従来技
術との差異を説明する。従来の専用メガネとして、例えば実開昭６３－１３０７２６号公
報に、専用メガネを装着すると専用メガネのシャッター動作が開始し、または専用メガネ
をはずすとシャッター動作が停止するという概念が開示されている。
【００６３】
　しかしながら、本実施の形態においては、専用メガネ１０３を装着した場合、シャッタ
ーの開始の制御だけでなく、立体映像表示装置１０１の表示モードを２Ｄモードから３Ｄ
モードに自動的に切り換える。また専用メガネ１０３をはずした場合、シャッターの停止
の制御だけでなく、表示モードを３Ｄモードから２Ｄモードに自動的に切り換える。した
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がって、ユーザは専用メガネ１０３を装着しているときのみ３Ｄモードの表示で３Ｄ映像
を楽しむことができ、表示の切り換えも自動化することができるという優位性がある。
【００６４】
（第２の実施の形態）
　次に、第２の実施の形態について説明する。本実施形態は、放送信号として、２Ｄ放送
信号とトップアンドボトム方式の３Ｄ放送信号が送信される場合を想定している。
【００６５】
　図８は、第２の実施の形態の立体映像表示装置１０１の信号処理ブロックを示す図であ
る。第２の実施の形態においては、第１の実施の形態の左右分離部４に代えて、上下分離
部３４が設けられている。
【００６６】
　上下分離部３４は、映像音声入力部２から出力される映像信号を入力し、その映像信号
が示す映像を上下に２分割し、上半分の映像（上側映像）を示す映像信号と、下半分の映
像（下側映像）を示す映像信号を出力する。
【００６７】
　差分抽出部５は、上下分離部３４から出力される映像信号に基づき上側映像と下側映像
との差分を抽出し、この差分を示す信号を出力する。なお、前記差分抽出部５において、
差分の代わりに相関を求めてもよい。
【００６８】
　スケーリング部６は、上下分離部３４で分割（分離）した上側映像及び下側映像を各々
上下に２倍に拡大し（１９２０×１０８０の映像に拡大し）、この拡大した上側映像及び
下側映像を示す映像信号を各々出力する。
【００６９】
　判定部７は、シーンチェンジ検出部３から出力されるシーンチェンジ点と、差分抽出部
５から出力される差分とを入力し、現在出画している映像が３Ｄ映像か２Ｄ方式の映像か
を判定する。具体的には、上下分離部３４から出力される上側映像と下側映像との差分が
所定値以下であれば、３Ｄ映像が入力されていると判定し、差分が所定値より大きければ
、２Ｄ方式の映像が入力されていると判定する。判定部７は、判定結果に基づき、現在出
力している映像が３Ｄ映像か、２Ｄ方式の映像かを示す判定信号を２Ｄ／３Ｄ切換部８に
出力する。
【００７０】
　それ以外の構成は、第１の実施の形態と同様である。また、動作についても、上述した
内容以外は、第１の実施の形態同様の動作が行われる。
【００７１】
　第２の実施の形態においては、３Ｄ放送の方式がトップアンドボトム方式の場合におい
て、第１の実施の形態と同様の効果が得られる。
【００７２】
（第３の実施の形態）
　次に、第３の実施の形態について説明する。本実施形態は、放送として、２Ｄ放送信号
、サイドバイサイド方式及びトップアンドボトム方式の両方の３Ｄ放送信号が送信される
場合を想定している。
【００７３】
　図９は、第３の実施の形態の立体映像表示装置１０１の信号処理ブロックを示す図であ
る。
【００７４】
　第３の実施の形態においては、第１の実施の形態で説明した左右分離部４と、第２の実
施の形態で説明した上下分離部３４との両方が設けられている。
【００７５】
　左右分離部４は、映像音声入力部２から出力される映像信号を入力し、その映像信号が
示す映像を左右に２分割し、左半分の映像（左側映像）を示す映像信号と、右半分の映像



(15) JP WO2010/064448 A1 2010.6.10

10

20

30

40

50

（右側映像）を示す映像信号を出力する。
【００７６】
　上下分離部３４は、映像音声入力部２から出力される映像信号を入力し、その映像信号
が示す映像を上下に２分割し、上半分の上側映像（上側映像）と、下半分の映像（下側映
像）を出力する。
【００７７】
　差分抽出部５は、左右分離部４から出力される映像信号に基づき左側映像と右側映像と
の差分を抽出し、この差分を示す信号を出力する。また、差分抽出部５は、上下分離部３
４から出力される映像信号に基づき上側映像と下側映像との差分を抽出し、この差分を示
す信号を出力する。なお、差分抽出部４において、差分の代わりに相関を求めてもよい。
【００７８】
　判定部７は、シーンチェンジ検出部３から出力されるシーンチェンジ点と差分抽出部５
から出力される左側映像と右側映像との差分、及び上側映像と下側映像との差分を入力し
、現在出画している映像がサイドバイサイド方式の３Ｄ映像か、トップアンドボトム方式
の３Ｄ映像か、２Ｄ方式の映像かを判定する。具体的には、左右分離部４から出力される
左側映像と右側映像との差分が所定値以下であれば、サイドバイサイド方式の３Ｄ映像が
入力されていると判定し、上下分離部３４から出力される上側映像と下側映像との差分が
所定値以下であれば、トップアンドボトム方式の３Ｄ映像が入力されていると判定し、い
ずれの差分も所定値より大きければ、２Ｄ方式の映像が入力されていると判定する。判定
部７は、判定結果に基づき、現在出画している映像がサイドバイサイド方式の３Ｄ映像か
、トップアンドボトム方式の３Ｄ映像か、２Ｄ方式の映像かを示す判定信号をスケーリン
グ部６及び２Ｄ／３Ｄ切換部８に出力する。
【００７９】
　スケーリング部６は、左右分離部４で左右に分離した左側映像及び右側映像を示す映像
信号、並びに上下分離部３４で分離した上側映像及び下側映像を示す映像信号を入力する
。また、スケーリング部６は、判定部７の判定信号を入力する。そして、スケーリング部
６は、判定部７からの判定信号がサイドバイサイド方式の３Ｄ映像であることを示す信号
であるときは、左右分離部４から出力された左側映像及び右側映像をそれぞれ左右に２倍
に拡大し（１９２０×１０８０の映像に拡大し）、この拡大した左側映像及び右側映像を
各々出力する。一方、判定部７の判定信号がトップアンドボトム方式の３Ｄ映像であるこ
とを示す信号であるときは、スケーリング部６は、上下分離部４から出力された上側映像
及び下側映像をそれぞれ上下に２倍に拡大し（１９２０×１０８０の映像に拡大し）、こ
の拡大した上側映像及び下側映像を各々出力する。
【００８０】
　２Ｄ／３Ｄ切換部８は、映像音声入力部２の出力信号、スケーリング部６の出力信号、
判定部７の判定信号、及び信号受信部１１の出力信号を入力する。そして、２Ｄ／３Ｄ切
換部８は、判定部７の判定信号及び信号受信部１１の出力信号に基づいて、所定の出画モ
ードで映像信号を映像出力部９に出力する。具体的には、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、判定部
７の判定信号が、２Ｄ方式の映像であることを示す信号であるときは、映像音声入力部２
から入力された２Ｄ映像信号を出力する。一方、判定部７の判定信号が、サイドバイサイ
ド方式またはトップアンドボトム方式の３Ｄ映像であることを示す信号であり、かつ受信
部１１からの受信信号が、専用メガネ１０３が使用されていることを示す信号であるとき
は、スケーリング部６から出力された３Ｄ映像信号を出力する。このとき、２Ｄ／３Ｄ切
換部８は、スケーリング部６から出力される左側映像（上側映像）及び右側映像（下側映
像）信号に基づき、左目用映像と右目用映像を時間的に交互に出力する（例えば１２０Ｈ
ｚ毎に左右を切り換えて出力する）。これに対し、判定部７の判定信号が、サイドバイサ
イド方式またはトップアンドボトム方式の３Ｄ映像であることを示す信号であり、かつ信
号受信部１１からの受信信号が、専用メガネ１０３が使用されていないことを示す信号で
あるときは、スケーリング部６から出力された３Ｄ映像のうち左側映像（上側映像）の映
像信号を２Ｄ映像として出力する。
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【００８１】
　それ以外の構成は、第１の実施の形態と同様である。また、動作についても、上述した
内容以外は、第１の実施の形態同様の動作が行われる。
【００８２】
　第３の実施の形態によれば、第１の実施の形態で説明した効果に加え、さらに、３Ｄ放
送の方式としてサイドバイサイド方式とトップアンドボトム方式との両方が採用され、そ
の両者が共存する場合にも対応することができるという効果が得られる。
【００８３】
（第４の実施の形態）
　次に、第４の実施の形態について説明する。
【００８４】
　図１０は、第４の実施の形態の立体映像表示装置１０１の信号処理ブロックを示す図で
ある。
【００８５】
　第４の実施の形態においては、第１の実施の形態のシーンチェンジ検出部３が設けられ
ていない。
【００８６】
　判定部７は、差分抽出部５から出力される差分を入力し、現在出画している映像が３Ｄ
映像か２Ｄ方式の映像かを判定する。また、判定部７は、入力されている映像の種別を判
定すると、現在出画している映像がサイドバイサイド方式の３Ｄ映像か、２Ｄ方式の映像
かの種別を示す判定信号を２Ｄ／３Ｄ切換部８に出力する。
【００８７】
　それ以外の構成は、第１の実施の形態と同様である。また、動作についても、上述した
内容以外は、第１の実施の形態同様の動作が行われる。
【００８８】
　第４の実施の形態によれば、立体映像表示装置１０１の構成を簡素化しつつ、放送方式
が２Ｄ放送と３Ｄ放送との間で切り替わったときにおけるユーザの視聴のための利便性の
向上を図ることができる。
【００８９】
　なお、第４の実施の形態の思想は、３Ｄ放送の方式がトップダウン形式の場合、または
３Ｄ放送の方式としてサイドバイサイド方式とトップダウン形式との両方が採用された場
合にも適用可能である。
【００９０】
（その他の実施の形態）
【００９１】
　前記各実施の形態においては、差分抽出部５及びシーンチェンジ検出部３は同時期に作
動しているが、以下のように構成してもよい。すなわち、差分抽出部５は、シーンチェン
ジ検出部３でシーンチェンジが検出されたときにのみ、差分または相関の抽出を行い、判
定部７は、シーンチェンジ検出部３でシーンチェンジが検出されたときにのみ、差分抽出
部５により抽出された差分または相関に基づいて、２Ｄ映像か３Ｄ映像かを判定する。こ
の構成によれば、差分抽出部５と、シーンチェンジ検出部３とが同時期に作動しない。し
たがって、立体映像表示装置としての消費電力を抑制することができる。すなわち、消費
電力を抑制しつつ、放送方式が２Ｄ放送と３Ｄ放送との間で切り替わったときにおけるユ
ーザの視聴のための利便性の向上を図ることができる。
【００９２】
　前記各実施の形態においては、専用メガネ１０３のスイッチ２６は丁番２５部分に設け
たが、専用メガネ１０３の鼻あて部分に設けても良い。例えば実開昭６３－１３０７２６
号公報の第２図に示す電源スイッチ４のような場所でも構わない。要するに、専用メガネ
を使用したときにスイッチ２６がオンし、使用しないときにスイッチ２６がオフになるよ
うな機構であれば、スイッチ２６はメガネのどのような位置に設けても良い。
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【００９３】
　前記各実施の形態においては、シーンチェンジ検出部３において、フレーム間の差分や
相関を利用すると説明したが、これ以外の方法であってもよい。例えば、ＭＰＥＧトラン
スポートストリームのＰＩＤが切り替わるポイントを利用したり、音声検出において無音
部を検出するといったような方法などでもよい。つまり２Ｄ放送と３Ｄ放送の切り替わり
目は一般的に映像音声コンテンツの切り替わり目に相当し、ＰＩＤが切変わったり、音声
が一瞬無音になったりする。したがって、そのような情報を利用してシーンチェンジを検
出することができる。
【００９４】
　また、前記各実施の形態においては、立体映像表示装置１０１に判定部７等を設けて２
Ｄ映像か３Ｄ映像か等を判定するようにしたが、以下のように構成してもよい。すなわち
、再生装置１０２に同様の機能を有する判定部等を設けて再生装置１０２側で判定し、そ
の判定結果を、ＨＤＭＩ通信により立体映像表示装置１０１に送信する。立体映像表示装
置１０１では、映像音声入力部２を介して、２Ｄ／３Ｄ切換部８が再生装置１０２の判定
結果を受信する。そして、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、その判定結果に基づいて、２Ｄ映像か
３Ｄ映像かの出画モードの切換を行う。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　本実施の形態は、２Ｄと３Ｄの映像ソースが混在し、各々の映像ソースに応じて２Ｄ表
示または３Ｄ表示を行う場合に利用できる。
【符号の説明】
【００９６】
　１　　ディスプレイ部
　２　　映像音声入力部
　３　　シーンチェンジ検出部
　４　　左右分離部
　５　　差分抽出部
　６　　スケーリング部
　７　　判定部
　８　　２Ｄ／３Ｄ切換部
　９　　映像出力部
　１０　　同期信号出力部
　１１　　信号受信部
　２１　　ディスプレイ部
　２２　　信号送受信部
　２３　　テンプル
　２４　　信号送受信部
　２５　　丁番
　２６　　スイッチ
　２７　　前枠
　３４　　上下分離部
１００　　立体映像表示システム
１０１　　立体映像表示装置
１０２　　再生装置
１０３　　専用メガネ
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【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月4日(2011.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体テレビ等のように左右の視差を有する２つの映像信号により立体視を可
能とする立体映像再生装置、立体映像再生システム、立体映像再生方法、および立体映像
再生用半導体装置に関する技術である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、立体映像（３次元映像（３Ｄ映像））を表示可能な３Ｄテレビの技術開発が急速
に進んでいる。背景として、映画館で上映した３Ｄ映画がヒットしたことや、ＢＳデジタ
ル放送において一部の放送局にて３Ｄ放送を試験的に実施していることがあげられる。ま
た、一部のメーカから３Ｄテレビ装置がすでに商品化されており、一般家庭における３Ｄ
映像の視聴環境が整いつつある。
【０００３】
　一般に、３Ｄ映像の視聴方法として、大きく分けて２つの方法がある。裸眼で視聴する
方法と、専用のメガネをかけて視聴する方法である。裸眼で視聴する方法を実現するもの
として、例えば、特開平９－４３５４０号公報（特許文献１）や特開平９－３１８９１１
号公報（特許文献２）に開示されているパララックスバリア方式やレンティキュラ方式が
ある。パララックスバリア方式では視聴するための位置が限定されたり、バリアが目障り
になるという問題がある。また、レンティキュラ方式では解像度が著しく低下したり、レ
ンズが目障りになるという問題がある。
【０００４】
　また、専用のメガネをかけて視聴する方法としては、例えば、特許第３７９６４１４号
公報（特許文献３）に開示されているテレビに特殊なフィルムを貼り付けて偏向メガネを
かけて視聴する方法や、特開平６－２５４０４６号（特許文献４）や特開平７－３３６７
２９号（特許文献５）の公報に開示されている液晶シャッターメガネをかけて視聴する方
法が知られている。
【０００５】
　また、日本国においてＢＳデジタルのあるチャンネルの特定時間帯において、３Ｄ映像
の信号を伝送する３Ｄ放送が試験的に実施されている。この３Ｄ放送の方式としては、サ
イドバイサイド方式が利用されている。サイドバイサイド方式とは、もともと１９２０×
１０８０の画素数の左目用映像及び右目用映像の画素数をそれぞれ水平方向に対してその
半分の９６０×１０８０に減少させ、この減少させた左目用映像と右目用映像を、図１１
Ａに示すように、左右に配置して結合して１９２０×１０８０の１つのビデオ映像として
送出する方式である。
【０００６】
　３Ｄ放送の方式としては、この他に図１１Ｂに示すように左目用映像と右目用映像を上
下に配置したトップアンドボトム方式がある。３Ｄ放送の本放送においては、これらのサ
イドバイサイド方式かトップアンドボトム方式のどちらかが採用されるものと予想される
。これらの方式は、既存の２Ｄテレビで視聴したときも２重にボケて見えたりせず、メガ
ネなしでも放送の内容が確認でき、ユーザがテレビの故障と勘違いする恐れが比較的小さ
いというメリットがある。
【０００７】
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　一方、従来の３Ｄテレビ装置の再生モードとして２Ｄ映像（２次元映像）を表示する２
Ｄモードと３Ｄ映像を表示する３Ｄモードがある。従来においては、２Ｄモードと３Ｄモ
ードの切り換えはスイッチ等により手動で行われている。３Ｄ放送に対応したテレビ装置
側では、このようなサイドバイサイド方式の３Ｄ放送を受信した場合、ユーザはまず、図
１１Ａに示すようなビデオ映像を視聴することになる。ユーザは、その場合、テレビの設
定を３Ｄモードに切り換えて、例えばメガネを必要とする場合はメガネをかけることによ
り、３Ｄ放送を３Ｄ映像で視聴することができるようになる。３Ｄ方式の放送が終了し、
２Ｄ方式の放送に切り替わった場合、例えばメガネをかけている場合はメガネをはずし、
テレビの設定を２Ｄモードに切り換えることにより、２Ｄ放送（２Ｄ映像の信号を伝送す
る放送）を２Ｄ映像で楽しむことが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平９－４３５４０号公報
【特許文献２】特開平９－３１８９１１号公報
【特許文献３】特許第３７９６４１４号公報
【特許文献４】特開平６－２５４０４６号公報
【特許文献５】特開平７－３３６７２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、このような従来の３Ｄテレビ装置では、以下のような問題がある。すな
わち、例えば、放送方式が２Ｄ放送から３Ｄ放送に切り替わった場合、ユーザは、３Ｄテ
レビ装置に表示されたサイドバイサイド方式またはトップアンドボトム方式の映像を見て
切り替わったことに気付き、手動で３Ｄ表示の設定に切り換えなければならない。つまり
、切り換えの煩わしさがある。
【００１０】
　また、放送方式が３Ｄ放送から２Ｄ放送に切り替わった場合、ユーザが３Ｄテレビ装置
の設定を２Ｄに戻すまでは、立体映像表示装置の設定は３Ｄモードのままであり、３Ｄテ
レビ装置には例えば映像が２重に重なったような映像が出画される。そのため、ユーザは
不快な思いをすることとなる。
【００１１】
　本発明は、以上のような問題に鑑みてなされたもので、放送方式が２Ｄ放送と３Ｄ放送
との間で切り替わったときにおけるユーザの視聴のための利便性の向上を図ることができ
る立体映像表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　第１の態様では、立体映像再生装置が提供される。この立体映像再生装置は、２Ｄ映像
または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力部と、前記映像入力部から入力
した信号が示す映像を２分割する分割部と、２分割した映像間の差分または相関を抽出す
る差分抽出部と、前記差分抽出部の出力から前記映像入力部に入力された信号が２Ｄ映像
を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する判定部と、前記判定
部の判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードまたは３Ｄ映
像を表示する３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部と、を備える。
【００１３】
　また、第２の態様においても、立体映像再生装置が提供される。この立体映像再生装置
は、２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力部と、前記映像入
力部から入力した信号が２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号
かを判定する判定部と、映像を表示する表示部と、前記表示部にＯＳＤ表示するＯＳＤ表
示手段と、前記映像入力部から入力した信号が示す映像を前記表示部へ２Ｄ表示または３
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Ｄ表示する映像出力部と、前記映像出力部の出力モードを２Ｄモードまたは３Ｄモードに
切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部とを備え、前記ＯＳＤ表示手段は、前記映像入力部から入力
された信号が２Ｄ映像を表示するための信号のとき、前記表示部に２Ｄ映像の入力を示す
ＯＳＤ表示を行い、前記映像入力部から入力された信号が３Ｄ映像を表示するための信号
のとき、前記表示部に３Ｄ映像の入力を示すＯＳＤ表示を行う。
【００１４】
　また、第３の態様においては、立体映像表示システムが提供される。この立体映像表示
システムは、２Ｄ映像と３Ｄ映像とのいずれか一方を選択的に表示可能な立体映像表示装
置と、立体映像表示装置に表示された３Ｄ映像を視聴するためのメガネとを備える。前記
メガネは、着脱時に開閉するスイッチと、前記スイッチの開閉情報を立体映像表示装置に
通知する送信部とを備え、前記立体映像表示装置は、前記メガネの前記スイッチの開閉情
報を受信し、２Ｄ映像と３Ｄ映像の表示を切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部を有する。
【００１５】
　また、第４の態様においては、立体映像再生方法が提供される。この立体映像再生方法
は、２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力し、前記映像入力部から入力し
た信号が示す映像を２分割し、２分割した映像間の差分または相関を抽出し、差分または
相関の抽出結果から２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを
判定し、判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードまたは３
Ｄ映像を表示する３Ｄモードに切り換える。
【００１６】
　また、第５の態様においては、立体映像再生方法が提供される。この立体映像再生方法
は、２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力し、入力した信号が示す映像が
２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定し、入力された
信号が示す映像が２Ｄ映像を表示するための信号のとき、表示部に２Ｄ映像の入力を示す
ＯＳＤ表示を行い、入力された映像が３Ｄ映像を表示するための信号のとき、表示部に３
Ｄ映像の入力を示すＯＳＤ表示を行う。
【００１７】
　また、第６の態様においては、立体映像再生用半導体装置が提供される。この立体映像
再生用半導体装置は、２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力
部と、前記映像入力部から入力した信号が示す映像を２分割する分割部と、２分割した映
像間の差分または相関を抽出する差分抽出部と、前記差分抽出部の出力から２Ｄ映像を表
示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する判定部と、前記判定部の
判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードまたは３Ｄ映像を
表示する３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部と、を備える。
【発明の効果】
【００１８】
　上記各態様によれば、放送方式が２Ｄ放送と３Ｄ放送との間で切り替わったときにおけ
るユーザの視聴のための利便性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施の形態における立体映像表示システムの概要図である。
【図２】第１の実施の形態における立体映像表示装置の構成図である。
【図３Ａ】本実施の形態における立体映像表示装置の構成図である。
【図３Ｂ】本実施の形態における専用メガネの構成図である。
【図３Ｃ】本実施の形態における専用メガネの丁番部分の拡大図である（テンプルをおり
たたんだ状態）。
【図３Ｄ】本実施の形態における専用メガネの丁番部分の拡大図である（テンプルを開い
た状態）。
【図４】本実施の形態における専用メガネのスイッチの状態による出画モードの切り換え
の対応関係を示す説明図である。
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【図５Ａ】本実施の形態における立体映像表示装置の出画モードの切換動作の説明図であ
る。
【図５Ｂ】本実施の形態における立体映像表示装置の出画モードの切換動作の説明図であ
る（別のユースケース）。
【図６Ａ】本実施の形態における出画状態の説明図である（２Ｄ放送）。
【図６Ｂ】本実施の形態における出画状態の説明図である（３Ｄ放送（専用メガネなし）
）。
【図６Ｃ】本実施の形態における出画状態の説明図である（３Ｄ放送（専用メガネあり）
）。
【図７Ａ】サイドバイサイド方式の３Ｄ放送の元映像の説明図である。
【図７Ｂ】２Ｄ放送の映像の元映像の説明図である。
【図８】第２の実施の形態における立体映像表示装置の構成図である。
【図９】第３の実施の形態における立体映像表示装置の構成図である。
【図１０】その他の実施の形態の一態様における立体映像表示装置の構成図である。
【図１１Ａ】サイドバイサイド方式の３Ｄ放送の元映像のフォーマットを示す説明図であ
る。
【図１１Ｂ】トップアンドボトム方式の３Ｄ放送の元映像のフォーマットを示す説明図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
（第１の実施の形態）
１．構成
　第１の実施の形態について説明する。図１は、立体映像表示システムのブロック図であ
る。立体映像表示システム１００は、立体映像を表示する立体映像表示装置１０１と、立
体映像表示装置１０１に表示された立体映像を視聴するための専用メガネ１０３とを備え
る。立体映像表示装置１０１には再生装置１０２が接続されている。
【００２１】
　再生装置１０２は、例えば、チューナや、ＢＤ／ＤＶＤレコーダであり、記憶媒体から
、あるいはネットワークや放送を介して、映像信号を取得し、出力する。
【００２２】
　図２は、立体映像表示装置１０１の信号処理ブロックを示す図である。立体映像表示装
置１０１は、ディスプレイ部１、映像音声入力部２、シーンチェンジ検出部３、左右分離
部４、差分抽出部５、スケーリング部６、判定部７、２Ｄ／３Ｄ切換部８、映像出力部９
、同期信号出力部１０、及び信号受信部１１を備える。なお、本実施形態では、放送信号
として、２Ｄ放送信号とサイドバイサイド方式の３Ｄ放送信号が送信される場合を想定し
ている。
【００２３】
　ディスプレイ部１は、映像を出画（表示）する。ディスプレイ部１の駆動方式としては
、たとえばプラズマ方式や液晶方式などがある。
【００２４】
　映像音声入力部２は、再生装置１０２の出力信号を受信するブロックであり、再生装置
１０２から出力される映像信号、音声信号等を入力する。映像音声入力部２と再生装置１
０２との間は、ＨＤＭＩ方式により信号が送受信される。ＨＤＭＩのバージョンは例えば
Ｖｅｒ１．４である。
【００２５】
　シーンチェンジ検出部３は、映像音声入力部２から出力される映像信号及び音声信号を
入力し、映像（シーン）の切り替わり（シーンチェンジ）点を検出する。シーンチェンジ
検出部３は、シーンチェンジを検出すると、シーンチェンジ検出信号を出力する。シーン
チェンジの検出方法として、さまざまな技術が存在するが、例えば、時間的に連続する複
数の映像フレームの各フレーム間の差分または相関をとって判定する方法や、音声信号を
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解析し、無音部分を検出する方法などが知られている。
【００２６】
　左右分離部４は、映像音声入力部２から出力される映像信号を入力し、その映像信号が
示す映像を左右に２分割し、左半分の映像（左側映像）を示す映像信号と、右半分の映像
（右側映像）を示す映像信号を出力する。
【００２７】
　差分抽出部５は、左右分離部４から出力される映像信号に基づき左側映像と右側映像と
の差分を抽出し、差分を示す信号を出力する。なお、前記差分抽出部５において、差分の
代わりに相関を求めてもよい。
【００２８】
　スケーリング部６は、左右分離部４で分割（分離）した左側映像及び右側映像を、各々
左右に２倍に拡大し（１９２０×１０８０の映像に拡大し）、この拡大した左側映像及び
右側映像を示す映像信号を各々出力する。
【００２９】
　判定部７は、シーンチェンジ検出部３から出力されるシーンチェンジ点と、差分抽出部
５から出力される差分とを入力し、現在出画している映像が３Ｄ方式の映像（３次元映像
（３Ｄ映像））か２Ｄ方式の映像（２次元映像（２Ｄ映像））かを判定する。具体的には
、左右分離部４から出力される左側映像と右側映像との差分が所定値以下であれば、３Ｄ
映像が入力されていると判定し、差分が所定値より大きければ、２Ｄ方式の映像が入力さ
れていると判定する。判定部７は、判定結果に基づき、現在出画している映像が３Ｄ映像
か、２Ｄ映像かを示す判定信号を２Ｄ／３Ｄ切換部８に出力する。
【００３０】
　２Ｄ／３Ｄ切換部８は、映像音声入力部２の出力信号、スケーリング部６の出力信号、
判定部７の判定信号、及び信号受信部１１の出力信号を入力する。そして、２Ｄ／３Ｄ切
換部８は、判定部７の判定信号及び信号受信部１１の出力信号に基づいて、所定の出画モ
ードで映像信号を映像出力部９に出力する。具体的には、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、判定部
７の判定信号が、２Ｄ方式の映像であることを示す信号であるときは、映像音声入力部２
から入力された２Ｄ映像信号を出力する。以下、このような動作モードを「２Ｄモード１
」と称す。一方、判定部７の判定信号が、３Ｄ映像であることを示す信号の場合、信号受
信部１１から受信した信号に応じて以下のように動作する。
【００３１】
　信号受信部１１は、専用メガネ１０３から送信される信号（例えば赤外線や電波）を受
信し、２Ｄ／３Ｄ切換部８へ専用メガネ１０３の動作状態を通知する。具体的には、信号
受信部１１は、専用メガネ１０３が使用されているか否かを示す信号を出力する（詳細は
後述）。
【００３２】
　２Ｄ／３Ｄ切換部８は、判定部７の判定信号が３Ｄ映像であることを示し、かつ信号受
信部１１からの受信信号が、専用メガネ１０３が使用されていることを示す信号であると
きは、スケーリング部６から出力された３Ｄ映像信号を出力する。以下、このような動作
モードを「３Ｄモード」と称す。このとき、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、スケーリング部６か
ら出力される左側映像信号及び右側映像信号に基づき、左目用映像及び右目用映像を時間
的に交互に出力する（例えば１２０Ｈｚ毎に左右を切り換えて出力する）。これに対し、
判定部７の判定信号が、３Ｄ映像であることを示す信号であり、かつ信号受信部１１から
の受信信号が、専用メガネ１０３が使用されていないことを示す信号であるときは、スケ
ーリング部６から出力された３Ｄ映像のうち左側映像の映像信号を２Ｄ映像として出力す
る。以下、このような動作モードを「２Ｄモード２」と称す。
【００３３】
　映像出力部９は、ディスプレイ部１の駆動を制御するディスプレイドライバであり、２
Ｄ／３Ｄ切換部８から出力される映像信号をディスプレイ部１に出力する。
【００３４】
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　同期信号出力部１０は、２Ｄ／３Ｄ切換部８から出力される映像信号に基づいて左目用
映像及び右目用映像の切り替わりを検出し、例えば赤外線や電波に変換して同期信号をメ
ガネ１０３に送出する。
【００３５】
　シーンチェンジ検出部３、左右分離部４、差分抽出部５、スケーリング部６、判定部７
、２Ｄ／３Ｄ切換部８、及び映像出力部９は、例えばＬＳＩ等の半導体素子１０４（立体
映像再生用半導体装置）で１チップ化されている。なお、１チップ化せず、複数の素子で
構成してもよい。
【００３６】
　次に、立体映像表示装置１０１と専用メガネ１０３との間での信号を送受信するための
構成を説明する。
【００３７】
　図３Ａは、ディスプレイ部１の外観の概略正面図である。図３Ａに示すように、ディス
プレイ部１の正面部分には、信号送受信部２２が設けられている。信号送受信部２２は、
図２で説明した同期信号出力部１０と信号受信部１１の２つを統合したものである。
【００３８】
　図３Ｂは専用メガネ１０３の構成を示す。専用メガネ１０３は、前枠２７と、左右一対
のテンプル２３と、テンプル２３を前枠２７に対して折り畳み可能に支持する丁番２５と
で構成される。前枠２７には、ディスプレイ部１の信号送受信部２２との間で信号を送受
信可能な信号送受信部２４が設けられている。
【００３９】
　図３Ｃ、図３Ｄは、専用メガネ１０３の丁番２５部分（専用メガネ１０３の前枠２７と
テンプル２３との接合部分）を拡大した図である。丁番２５部分には、テンプル２３が折
りたたまれたことを検出するスイッチ２６が設けられている。スイッチ２６は、図３Ｃの
ように専用メガネのテンプル２３が折りたたまれた状態では、開き（オフし）、図３Ｄの
ように専用メガネ１０３のテンプル２３が前枠２７に対してほぼ直角になっている状態で
は、閉じる（オンする）。通常、ユーザがこの専用メガネ１０３を使用する場合（つまり
専用メガネ１０３をかける場合）、図３Ｄのようにテンプル２３が直角な状態となり、使
用しない場合は、図３Ｃのようにテンプル２３が折りたたまれた状態となる。したがって
、専用メガネ１０３を使用するときは、スイッチ２６が閉じた状態（オン）になり、使用
しないときはスイッチ２６が開いた状態（オフ）になる。
【００４０】
　専用メガネ１０３は、例えば液晶シャッター方式のものであり、図１で説明した同期信
号出力部１０からの同期信号を信号送受信部２４で受信すると、専用メガネ１０３の左目
用と右目用の液晶シャッターが各々同期信号に同期して、交互に閉じたり開いたりする。
本実施の形態における専用メガネ１０３は例えば、スイッチ２６が閉じた状態のときのみ
液晶シャッターの開閉が行われる。
【００４１】
２．動作
　次に、立体映像表示システム１００の全体の動作を説明する。図５Ａは、ユーザの状態
が５段階（フェーズ１からフェーズ５）に遷移する場合の、ユーザの状態、スイッチ２６
の状態、放送方式、出画モード（出力モード）の関係を示している。
【００４２】
　最初、放送において、図７Ｂに示すような２Ｄ映像の放送を送出しているものとする。
また、このとき映像音声入力部２から２Ｄ映像が入力されており、２Ｄ／３Ｄ切換部８は
２Ｄモードになっており、映像出力部９は２Ｄモード１にてディスプレイ部１へ出画して
いるものとする。このときユーザは、専用メガネ１０３をかけていない状態（スイッチ２
６が開いた状態）で、視聴しているものとする。このときユーザが視聴している映像は図
６Ａに示すように２Ｄの映像となる（フェーズ１）。
【００４３】
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　つぎに、放送内容が図７Ａに示すようなサイドバイサイド方式の３Ｄ映像に切り替わっ
たとする。すると、映像音声入力部２には、この図７Ａに示すサイドバイサイドの３Ｄ映
像が入力される。シーンチェンジ検出部３は、通常の２Ｄ映像からサイドバイサイドの映
像に切り替わったので、この切り替わりポイントにおいてシーンチェンジを検出する。ま
た、通常の２Ｄ映像からサイドバイサイドの３Ｄ映像に切り替わることによって左側映像
と右側映像との差分量が急激に小さくなる。なぜならば、通常、２Ｄ映像ではその左側映
像と右側映像とには相関性があまりなく、それらの差分は大きい。一方で、サイドバイサ
イド方式のような３Ｄ映像では、左側映像と右側映像は、異なる視点から見た画像となる
ので、基本的に極めて相関性が高くなるからである。すなわち、サイドバイサイド方式の
ような３Ｄ映像の左右の映像は、類似した映像となるので、差分抽出部５から出力される
差分量は小さくなる。判定部７は、差分抽出部５の差分量が小さいことと、シーンチェン
ジ検出部３によりシーンチェンジポイントが検出されたこととに基づいて、３Ｄ放送を入
力中であると判定する。２Ｄ／３Ｄ切換部８は、この判定結果を受けて、左右分離部４で
分離した映像のうち例えば左側映像（左目用映像）のみを映像出力部９へ出力する（２Ｄ
モード２で出画する）。これにより、ユーザは３Ｄ放送でありながらサイドバイサイド方
式のままの映像ではなく、図６Ｂのような２Ｄ映像を視聴できる（フェーズ２）。
【００４４】
　また、この状態において２Ｄ／３Ｄ切換部８は、左側映像と「３Ｄ放送」である旨の文
字を重畳した映像信号を映像出力部９に対して出力する。映像出力部９は、左側映像と「
３Ｄ放送」である旨の文字を重畳した映像を、ディスプレイ部１に表示させる。これによ
り、ユーザは、いま視聴している放送が２Ｄ放送ではなく３Ｄ放送であることを判断する
ことができる。もし、ユーザが専用メガネ１０３をかけてまで３Ｄモードでの視聴をした
くない場合は、そのまま専用メガネ１０３なしで２Ｄモードでの視聴を楽しむことが可能
になる。反対に専用メガネ１０３をかけて３Ｄモードでの視聴を楽しみたければ、ユーザ
は専用メガネ１０３をかけることができる。
【００４５】
　ユーザが専用メガネ１０３をかけるとこのとき専用メガネ１０３のテンプル２３が開い
てスイッチ２６が閉じるので、専用メガネ１０３の信号送受信部２４はスイッチ２６が閉
じていることを示す信号を、立体映像表示装置１０１の信号受信部１１へ送信する。信号
受信部１１はスイッチ２６が閉じていることを示す信号を受信し、２Ｄ／３Ｄ切換部８へ
通知する。２Ｄ／３Ｄ切換部８は、スイッチ２６が閉じていることを示す信号に基づき、
専用メガネ１０３が使用中であることを検出できる。そして、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、専
用メガネ１０３が使用中であることを検出すると、映像信号を３Ｄモードで出画する。こ
れにより、専用メガネ１０３をかけたユーザは、図６Ｃに示すような３Ｄ映像を楽しむこ
とができる（フェーズ３）。
【００４６】
　ここで放送が再び２Ｄ放送に切り替わった場合は、映像音声入力部２から再び図７Ｂの
ような２Ｄ映像が出力される。このとき、シーンチェンジ検出部３においてシーンチェン
ジ点が検出される。また、差分抽出部５で検出される差分が大きくなる。そのため、判定
部７は、２Ｄ放送を入力中であると判定する。これにより２Ｄ／３Ｄ切換部８は、２Ｄモ
ード１に切り換えて２Ｄ映像の信号を映像出力部９に出力する。これにより、ディスプレ
イ部１には、図６Ａのような２Ｄ映像が再び表示される（フェーズ４）。
【００４７】
　これと同時に２Ｄ／３Ｄ切換部８は、映像出力部９を介して、ディスプレイ部１に、映
像に重畳させて「２Ｄ放送」である旨の表示を行わせる。したがって、ユーザは現在視聴
中の放送が３Ｄから２Ｄに切り替わったことを認識することができ、専用メガネ１０３を
はずして２Ｄ放送を視聴することができる（フェーズ５）。
【００４８】
　つぎに、別のユースケースについて説明する。図５Ｂは、図５Ａと比較してフェーズ４
が異なる例を示した図である。図５Ｂのフェーズ１からフェーズ３までは図５Ａの場合と
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同様であるので説明を省略する。図５Ｂのフェーズ３において、３Ｄ放送を入力中でかつ
、３Ｄモードで出画中であって、ユーザが専用メガネ１０３をかけて視聴中である状態で
ある場合に、放送自体は３Ｄ放送のままである。
【００４９】
　この状態においてユーザが専用メガネ１０３をはずして、テンプル２３を折りたたむと
、専用メガネ１０３の信号送受信部２４からスイッチ２６が開いた状態であることを示す
信号が送信される（または無信号になり）。ディスプレイ１の信号受信部１１が、スイッ
チ２６が開いた状態であることを示す信号を受信すると、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、この信
号に基づいてユーザが専用メガネ１０３をかけていないと判定し、３Ｄ放送入力中である
が、例えば左側映像のみを映像出力部９へ出力する。すなわち、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、
２Ｄモード２で出画する（フェーズ４）。これにより、ユーザは専用メガネ１０３をはず
した場合において、特別な操作を行うことなく、３Ｄ放送を２Ｄモードで視聴することが
できる。フェーズ５については図５Ａと同様なので説明を省略する。なお、スイッチ２６
の開閉状態と判定部７の判定結果に対する２Ｄ／３Ｄ切換部８の出画モードとの関係は、
図４に示す通りである。
【００５０】
３．まとめ
　以上説明したように、第１の実施の形態によれば、放送方式が２Ｄ放送と３Ｄ放送との
間で切り替わったときにおけるユーザの視聴のための利便性の向上を図ることができる。
【００５１】
　すなわち、第１に、２Ｄ放送から３Ｄ放送に切り替わった場合、シーンチェンジ検出部
３の出力及び差分抽出部５の出力に基づいて、判定部７により、３Ｄ放送に切り替わった
ことを自動的に判定することができる。そして、判定部７の判定結果に基づいて、２Ｄ／
３Ｄ切換部８は、映像出力の出画モードを３Ｄモードに切り換える。そのため、従来のよ
うに３Ｄ放送がサイドバイサイド方式のままで出画されることがなくなり、２Ｄ映像とし
て出画できるという効果が得られる。
【００５２】
　第２に、第１の効果で説明したように２Ｄ放送から３Ｄ放送に切り替わった場合におい
て、自動的に２Ｄ映像を出画したときには、ユーザは３Ｄ放送を受信しているという自覚
がない。そのため、ユーザは、専用メガネ１０３をかけることなく、あるいは出画モード
を切り換えることなく、３Ｄ放送を２Ｄ映像のまま気づかずに視聴をつづけてしまう恐れ
がある。しかし、本実施の形態では、２Ｄ映像を出画するとともに、「３Ｄ放送」である
旨の画面表示を行うため、ユーザに３Ｄ放送受信中であることを認知させることができる
。したがって、ユーザは、３Ｄ放送受信中であることを認知し、専用メガネ１０３をかけ
て３Ｄモードで視聴できるという効果が得られる。
【００５３】
　第３に、第２の効果で説明したように３Ｄ放送に切り替わったことを画面表示により通
知し、ユーザが専用メガネ１０３をかけた場合、専用メガネ１０３のスイッチ２６の状態
に基づいて、自動的に３Ｄモードの表示に切り換えることができる。そのため、ユーザが
、表示モードを能動的に切り換える必要がない、という効果が得られる。
【００５４】
　第４に、３Ｄ放送から２Ｄ放送に切り替わった場合、シーンチェンジ検出部３の出力と
差分抽出部５の出力とに基づいて、判定部７により２Ｄ放送に切り替わったことを自動的
に検出することができる。また、ディスプレイ部１への表示を２Ｄモードに切り換えるこ
とができる。そのため、２Ｄ放送の映像が３Ｄモードのまま出画されることがなくなる。
したがって、ユーザが２Ｄ放送の映像を３Ｄモードのまま視聴してしまい不快感を持つの
を回避できるという効果が得られる。
【００５５】
　第５に、ユーザが専用メガネ１０３をかけて３Ｄ放送を視聴中に専用メガネをはずした
場合に、専用メガネ１０３のスイッチ２６の状態に基づいて、自動的に３Ｄモードから２
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Ｄモードの表示に切り換えることができる。そのため、ユーザが専用メガネ１０３をはず
した場合に、３Ｄモードの映像を専用メガネ１０３なしで視聴してしまい不快感を持つの
を回避できるという効果が得られる。
【００５６】
　第６に、ユーザが専用メガネ１０３をかけるまでは、２Ｄ放送であるか３Ｄ放送である
かにかかわらず２Ｄモードで出画することができる。従来においては、例えば３Ｄ放送に
切り換わった場合に自動的に３Ｄモードに切り換えてしまう。このとき、ユーザが専用メ
ガネ１０３をかけていない場合、２Ｄ放送の映像を３Ｄモードのまま視聴してしまい不快
感を持つ恐れがあった。しかし、本実施の形態では前記の問題を回避できるという効果が
得られる。
【００５７】
　第７に、第４の効果で説明したように３Ｄ放送から２Ｄ放送に切り替わった場合に自動
的に２Ｄモードに切り換えるときに、「２Ｄ放送」である旨の表示をおこなうことができ
る。そのため、ユーザは専用メガネ１０３をはずしても問題なく視聴できることを認識で
きる。したがって、ユーザが気づかずにそのまま無用に専用メガネをかけつづけてしまう
という問題を回避できるという効果が得られる。
【００５８】
４．本実施形態と従来技術との差異
　以上説明した本実施の形態と従来技術との差異を具体的に説明する。まず、入力映像が
２Ｄ映像か３Ｄ映像かを判別する手段について差異を説明する。従来技術としては、例え
ば特開平７－３３６７２９号公報に開示された技術がある。この技術は、相関を利用して
判定するものであるが、これは、本実施の形態では差分抽出部５に相当するものである。
従来技術では、このように差分（または相関）のみを利用して２Ｄ映像か３Ｄ映像かを判
定しているが、このような場合、映像の内容によっては、誤った検出を行ってしまう可能
性がある。なぜならば、例えばサイドバイサイド方式の場合、２Ｄ映像において左部分と
右部分との差分はあまり相関がないので小さくなるが、３Ｄ映像の元映像（図７Ａのよう
な映像）においても左半分（左目用映像）と右半分（右目用映像）は完全に同じ映像とい
うわけではないので、映像によっては、差分が大きくなってしまうこともありうるからで
ある。しかし、本実施の形態においては、差分抽出部５だけでなくシーンチェンジ検出部
３を設け、シーンチェンジ点における差分抽出部５の差分結果をつかって判定するので、
差分抽出部５のみを利用して判定する方法にくらべ、より高い検出精度を確保することが
可能となる。つまり、２Ｄ放送から３Ｄ放送または３Ｄ放送から２Ｄ放送に切り替わる場
合、例えば２Ｄ方式の映像からサイドバイサイド方式の映像またはサイドバイサイド方式
の映像から２Ｄ方式の映像に変化するが、このような変化点は、必ずシーンの切り替わり
点を示す。したがって、シーンチェンジ検出部３を設けて差分抽出部５と併用することで
、誤検出を防ぐことができる。
【００５９】
　次に、「２Ｄ放送」、「３Ｄ放送」の表示について差異を説明する。従来技術としては
、例えば、特許第３２７３０７４号公報や特開平７－２７４２１６号公報に開示のものが
ある。これらの公報に記載の方法は、いずれも立体映像表示装置の現在の表示モードが２
Ｄモードなのかあるいは３Ｄモードなのかを表示するものである。その結果、放送が３Ｄ
放送であっても、立体表示装置の表示モードが２Ｄモードである場合、ユーザは３Ｄモー
ドで楽しむことが可能な番組を、３Ｄ番組であるとは気づかずに、２Ｄモード表示のまま
視聴してしまったり、逆に放送が２Ｄ放送であっても立体表示装置の表示モードが３Ｄモ
ードである場合、専用メガネ１０３なしの２Ｄモードで楽しむことが可能な番組を、その
ような番組であるとは気づかずに、専用メガネ１０３をかけたまま視聴してしまうことが
発生する可能性がある。
【００６０】
　一方、本実施の形態においては、立体映像表示装置１０１が現在表示しているモードを
表示するのではなく、現在放送されている（または再生されている）映像の方式が２Ｄ方
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式なのか３Ｄ方式なのかを表示するものである。つまり、本実施の形態においては、放送
が２Ｄ放送から３Ｄ放送または３Ｄ放送から２Ｄ放送に切り替わった場合、立体表示装置
１０１の表示モードに関わらず、２Ｄ放送か３Ｄ放送かを表示する。したがって、前記従
来技術のような不都合は発生しない。もちろん、現在入力している放送が２Ｄ放送か３Ｄ
放送かの表示に加えて、現在の表示モードが２Ｄモードか３Ｄモードかを併せて表示して
もよい。
【００６１】
　なお、従来技術として、番組一覧または録画一覧でその番組が２Ｄ放送かまたは３Ｄ放
送かを一覧上にあらかじめ表示する方法が特開２００３－３３３６２４号公報に開示され
ている。しかし、このように一覧で表示する方法の場合、番組の途中で２Ｄ放送と３Ｄ放
送が切り替わるような場合については、一覧上に表示することが困難である。しかし、本
実施の形態においては、放送の切り替わりが発生したポイントで２Ｄ放送か３Ｄ放送かが
表示することができる。したがって、ユーザは２Ｄモードで視聴をするか３Ｄモードで視
聴をするかを判断し、どちらか好みの方法で視聴することができるという優位性がある。
【００６２】
　次に、専用メガネの着脱による表示モードの切り替えについて、本実施の形態と従来技
術との差異を説明する。従来の専用メガネとして、例えば実開昭６３－１３０７２６号公
報に、専用メガネを装着すると専用メガネのシャッター動作が開始し、または専用メガネ
をはずすとシャッター動作が停止するという概念が開示されている。
【００６３】
　しかしながら、本実施の形態においては、専用メガネ１０３を装着した場合、シャッタ
ーの開始の制御だけでなく、立体映像表示装置１０１の表示モードを２Ｄモードから３Ｄ
モードに自動的に切り換える。また専用メガネ１０３をはずした場合、シャッターの停止
の制御だけでなく、表示モードを３Ｄモードから２Ｄモードに自動的に切り換える。した
がって、ユーザは専用メガネ１０３を装着しているときのみ３Ｄモードの表示で３Ｄ映像
を楽しむことができ、表示の切り換えも自動化することができるという優位性がある。
【００６４】
（第２の実施の形態）
　次に、第２の実施の形態について説明する。本実施形態は、放送信号として、２Ｄ放送
信号とトップアンドボトム方式の３Ｄ放送信号が送信される場合を想定している。
【００６５】
　図８は、第２の実施の形態の立体映像表示装置１０１の信号処理ブロックを示す図であ
る。第２の実施の形態においては、第１の実施の形態の左右分離部４に代えて、上下分離
部３４が設けられている。
【００６６】
　上下分離部３４は、映像音声入力部２から出力される映像信号を入力し、その映像信号
が示す映像を上下に２分割し、上半分の映像（上側映像）を示す映像信号と、下半分の映
像（下側映像）を示す映像信号を出力する。
【００６７】
　差分抽出部５は、上下分離部３４から出力される映像信号に基づき上側映像と下側映像
との差分を抽出し、この差分を示す信号を出力する。なお、前記差分抽出部５において、
差分の代わりに相関を求めてもよい。
【００６８】
　スケーリング部６は、上下分離部３４で分割（分離）した上側映像及び下側映像を各々
上下に２倍に拡大し（１９２０×１０８０の映像に拡大し）、この拡大した上側映像及び
下側映像を示す映像信号を各々出力する。
【００６９】
　判定部７は、シーンチェンジ検出部３から出力されるシーンチェンジ点と、差分抽出部
５から出力される差分とを入力し、現在出画している映像が３Ｄ映像か２Ｄ方式の映像か
を判定する。具体的には、上下分離部３４から出力される上側映像と下側映像との差分が
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所定値以下であれば、３Ｄ映像が入力されていると判定し、差分が所定値より大きければ
、２Ｄ方式の映像が入力されていると判定する。判定部７は、判定結果に基づき、現在出
力している映像が３Ｄ映像か、２Ｄ方式の映像かを示す判定信号を２Ｄ／３Ｄ切換部８に
出力する。
【００７０】
　それ以外の構成は、第１の実施の形態と同様である。また、動作についても、上述した
内容以外は、第１の実施の形態同様の動作が行われる。
【００７１】
　第２の実施の形態においては、３Ｄ放送の方式がトップアンドボトム方式の場合におい
て、第１の実施の形態と同様の効果が得られる。
【００７２】
（第３の実施の形態）
　次に、第３の実施の形態について説明する。本実施形態は、放送として、２Ｄ放送信号
、サイドバイサイド方式及びトップアンドボトム方式の両方の３Ｄ放送信号が送信される
場合を想定している。
【００７３】
　図９は、第３の実施の形態の立体映像表示装置１０１の信号処理ブロックを示す図であ
る。
【００７４】
　第３の実施の形態においては、第１の実施の形態で説明した左右分離部４と、第２の実
施の形態で説明した上下分離部３４との両方が設けられている。
【００７５】
　左右分離部４は、映像音声入力部２から出力される映像信号を入力し、その映像信号が
示す映像を左右に２分割し、左半分の映像（左側映像）を示す映像信号と、右半分の映像
（右側映像）を示す映像信号を出力する。
【００７６】
　上下分離部３４は、映像音声入力部２から出力される映像信号を入力し、その映像信号
が示す映像を上下に２分割し、上半分の上側映像（上側映像）と、下半分の映像（下側映
像）を出力する。
【００７７】
　差分抽出部５は、左右分離部４から出力される映像信号に基づき左側映像と右側映像と
の差分を抽出し、この差分を示す信号を出力する。また、差分抽出部５は、上下分離部３
４から出力される映像信号に基づき上側映像と下側映像との差分を抽出し、この差分を示
す信号を出力する。なお、差分抽出部４において、差分の代わりに相関を求めてもよい。
【００７８】
　判定部７は、シーンチェンジ検出部３から出力されるシーンチェンジ点と差分抽出部５
から出力される左側映像と右側映像との差分、及び上側映像と下側映像との差分を入力し
、現在出画している映像がサイドバイサイド方式の３Ｄ映像か、トップアンドボトム方式
の３Ｄ映像か、２Ｄ方式の映像かを判定する。具体的には、左右分離部４から出力される
左側映像と右側映像との差分が所定値以下であれば、サイドバイサイド方式の３Ｄ映像が
入力されていると判定し、上下分離部３４から出力される上側映像と下側映像との差分が
所定値以下であれば、トップアンドボトム方式の３Ｄ映像が入力されていると判定し、い
ずれの差分も所定値より大きければ、２Ｄ方式の映像が入力されていると判定する。判定
部７は、判定結果に基づき、現在出画している映像がサイドバイサイド方式の３Ｄ映像か
、トップアンドボトム方式の３Ｄ映像か、２Ｄ方式の映像かを示す判定信号をスケーリン
グ部６及び２Ｄ／３Ｄ切換部８に出力する。
【００７９】
　スケーリング部６は、左右分離部４で左右に分離した左側映像及び右側映像を示す映像
信号、並びに上下分離部３４で分離した上側映像及び下側映像を示す映像信号を入力する
。また、スケーリング部６は、判定部７の判定信号を入力する。そして、スケーリング部
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６は、判定部７からの判定信号がサイドバイサイド方式の３Ｄ映像であることを示す信号
であるときは、左右分離部４から出力された左側映像及び右側映像をそれぞれ左右に２倍
に拡大し（１９２０×１０８０の映像に拡大し）、この拡大した左側映像及び右側映像を
各々出力する。一方、判定部７の判定信号がトップアンドボトム方式の３Ｄ映像であるこ
とを示す信号であるときは、スケーリング部６は、上下分離部４から出力された上側映像
及び下側映像をそれぞれ上下に２倍に拡大し（１９２０×１０８０の映像に拡大し）、こ
の拡大した上側映像及び下側映像を各々出力する。
【００８０】
　２Ｄ／３Ｄ切換部８は、映像音声入力部２の出力信号、スケーリング部６の出力信号、
判定部７の判定信号、及び信号受信部１１の出力信号を入力する。そして、２Ｄ／３Ｄ切
換部８は、判定部７の判定信号及び信号受信部１１の出力信号に基づいて、所定の出画モ
ードで映像信号を映像出力部９に出力する。具体的には、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、判定部
７の判定信号が、２Ｄ方式の映像であることを示す信号であるときは、映像音声入力部２
から入力された２Ｄ映像信号を出力する。一方、判定部７の判定信号が、サイドバイサイ
ド方式またはトップアンドボトム方式の３Ｄ映像であることを示す信号であり、かつ受信
部１１からの受信信号が、専用メガネ１０３が使用されていることを示す信号であるとき
は、スケーリング部６から出力された３Ｄ映像信号を出力する。このとき、２Ｄ／３Ｄ切
換部８は、スケーリング部６から出力される左側映像（上側映像）及び右側映像（下側映
像）信号に基づき、左目用映像と右目用映像を時間的に交互に出力する（例えば１２０Ｈ
ｚ毎に左右を切り換えて出力する）。これに対し、判定部７の判定信号が、サイドバイサ
イド方式またはトップアンドボトム方式の３Ｄ映像であることを示す信号であり、かつ信
号受信部１１からの受信信号が、専用メガネ１０３が使用されていないことを示す信号で
あるときは、スケーリング部６から出力された３Ｄ映像のうち左側映像（上側映像）の映
像信号を２Ｄ映像として出力する。
【００８１】
　それ以外の構成は、第１の実施の形態と同様である。また、動作についても、上述した
内容以外は、第１の実施の形態同様の動作が行われる。
【００８２】
　第３の実施の形態によれば、第１の実施の形態で説明した効果に加え、さらに、３Ｄ放
送の方式としてサイドバイサイド方式とトップアンドボトム方式との両方が採用され、そ
の両者が共存する場合にも対応することができるという効果が得られる。
【００８３】
（第４の実施の形態）
　次に、第４の実施の形態について説明する。
【００８４】
　図１０は、第４の実施の形態の立体映像表示装置１０１の信号処理ブロックを示す図で
ある。
【００８５】
　第４の実施の形態においては、第１の実施の形態のシーンチェンジ検出部３が設けられ
ていない。
【００８６】
　判定部７は、差分抽出部５から出力される差分を入力し、現在出画している映像が３Ｄ
映像か２Ｄ方式の映像かを判定する。また、判定部７は、入力されている映像の種別を判
定すると、現在出画している映像がサイドバイサイド方式の３Ｄ映像か、２Ｄ方式の映像
かの種別を示す判定信号を２Ｄ／３Ｄ切換部８に出力する。
【００８７】
　それ以外の構成は、第１の実施の形態と同様である。また、動作についても、上述した
内容以外は、第１の実施の形態同様の動作が行われる。
【００８８】
　第４の実施の形態によれば、立体映像表示装置１０１の構成を簡素化しつつ、放送方式
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が２Ｄ放送と３Ｄ放送との間で切り替わったときにおけるユーザの視聴のための利便性の
向上を図ることができる。
【００８９】
　なお、第４の実施の形態の思想は、３Ｄ放送の方式がトップダウン形式の場合、または
３Ｄ放送の方式としてサイドバイサイド方式とトップダウン形式との両方が採用された場
合にも適用可能である。
【００９０】
（その他の実施の形態）
【００９１】
　前記各実施の形態においては、差分抽出部５及びシーンチェンジ検出部３は同時期に作
動しているが、以下のように構成してもよい。すなわち、差分抽出部５は、シーンチェン
ジ検出部３でシーンチェンジが検出されたときにのみ、差分または相関の抽出を行い、判
定部７は、シーンチェンジ検出部３でシーンチェンジが検出されたときにのみ、差分抽出
部５により抽出された差分または相関に基づいて、２Ｄ映像か３Ｄ映像かを判定する。こ
の構成によれば、差分抽出部５と、シーンチェンジ検出部３とが同時期に作動しない。し
たがって、立体映像表示装置としての消費電力を抑制することができる。すなわち、消費
電力を抑制しつつ、放送方式が２Ｄ放送と３Ｄ放送との間で切り替わったときにおけるユ
ーザの視聴のための利便性の向上を図ることができる。
【００９２】
　前記各実施の形態においては、専用メガネ１０３のスイッチ２６は丁番２５部分に設け
たが、専用メガネ１０３の鼻あて部分に設けても良い。例えば実開昭６３－１３０７２６
号公報の第２図に示す電源スイッチ４のような場所でも構わない。要するに、専用メガネ
を使用したときにスイッチ２６がオンし、使用しないときにスイッチ２６がオフになるよ
うな機構であれば、スイッチ２６はメガネのどのような位置に設けても良い。
【００９３】
　前記各実施の形態においては、シーンチェンジ検出部３において、フレーム間の差分や
相関を利用すると説明したが、これ以外の方法であってもよい。例えば、ＭＰＥＧトラン
スポートストリームのＰＩＤが切り替わるポイントを利用したり、音声検出において無音
部を検出するといったような方法などでもよい。つまり２Ｄ放送と３Ｄ放送の切り替わり
目は一般的に映像音声コンテンツの切り替わり目に相当し、ＰＩＤが切変わったり、音声
が一瞬無音になったりする。したがって、そのような情報を利用してシーンチェンジを検
出することができる。
【００９４】
　また、前記各実施の形態においては、立体映像表示装置１０１に判定部７等を設けて２
Ｄ映像か３Ｄ映像か等を判定するようにしたが、以下のように構成してもよい。すなわち
、再生装置１０２に同様の機能を有する判定部等を設けて再生装置１０２側で判定し、そ
の判定結果を、ＨＤＭＩ通信により立体映像表示装置１０１に送信する。立体映像表示装
置１０１では、映像音声入力部２を介して、２Ｄ／３Ｄ切換部８が再生装置１０２の判定
結果を受信する。そして、２Ｄ／３Ｄ切換部８は、その判定結果に基づいて、２Ｄ映像か
３Ｄ映像かの出画モードの切換を行う。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　本実施の形態は、２Ｄと３Ｄの映像ソースが混在し、各々の映像ソースに応じて２Ｄ表
示または３Ｄ表示を行う場合に利用できる。
【符号の説明】
【００９６】
　１　　ディスプレイ部
　２　　映像音声入力部
　３　　シーンチェンジ検出部
　４　　左右分離部
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　５　　差分抽出部
　６　　スケーリング部
　７　　判定部
　８　　２Ｄ／３Ｄ切換部
　９　　映像出力部
　１０　　同期信号出力部
　１１　　信号受信部
　２１　　ディスプレイ部
　２２　　信号送受信部
　２３　　テンプル
　２４　　信号送受信部
　２５　　丁番
　２６　　スイッチ
　２７　　前枠
　３４　　上下分離部
１００　　立体映像表示システム
１０１　　立体映像表示装置
１０２　　再生装置
１０３　　専用メガネ
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力部と、
　前記映像入力部から入力した信号が示す映像を２分割する分割部と、
　２分割した映像間の差分または相関を抽出する差分抽出部と、
　前記差分抽出部の出力から前記映像入力部に入力された信号が２Ｄ映像を表示するため
の信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する判定部と、
　前記判定部の判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードま
たは３Ｄ映像を表示する３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部と、
を備える立体映像再生装置。
【請求項２】
　前記請求項１に記載の立体映像再生装置であって、
　映像に関連する音声を入力する音声入力部と、
　前記映像入力部から入力した映像信号と音声入力部から入力した音声信号の両方もしく
はいずれか一方映像の切り替わりを検出するシーンチェンジ検出部と、
をさらに備え、
　前記判定部は、前記シーンチェンジ検出部の出力と前記差分抽出部の出力とから前記映
像入力部に入力された信号が２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための
信号かを判定する、
立体映像再生装置。
【請求項３】
　前記請求項２に記載の立体映像再生装置であって、
　前記差分抽出部は、前記シーンチェンジ検出部で映像の切り替わりが検出されたときに
、前記差分抽出部による差分または相関の抽出を行い、
　前記判定部は、前記シーンチェンジ検出部で映像の切り替わりが検出されたときに前記
差分抽出部により抽出された差分または相関に基づいて、前記映像入力部に入力された信
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号が２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する、
立体映像再生装置。
【請求項４】
　前記請求項１に記載の立体映像再生装置であって、
　映像を表示する表示部と、
　前記表示部にＯＳＤ表示するＯＳＤ表示手段と、
　前記映像入力部から入力した映像を前記表示部へ２Ｄモードで表示または３Ｄモードで
表示させる映像出力部と、
　前記映像出力部の出力モードを２Ｄモードまたは３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切
換部とをさらに備え、
　前記ＯＳＤ表示手段は、前記映像入力部から入力された信号が２Ｄ映像を表示するため
の信号であるとき、前記表示部に２Ｄ映像の入力を示すＯＳＤ表示を行い、前記映像入力
部から入力された信号が３Ｄ映像を表示するための信号であるとき、前記表示部に３Ｄ映
像の入力を示すＯＳＤ表示を行う、
立体映像再生装置。
【請求項５】
　２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力部と、
　前記映像入力部から入力した信号が２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示す
るための信号かを判定する判定部と、
　映像を表示する表示部と、
　前記表示部にＯＳＤ表示するＯＳＤ表示手段と、
　前記映像入力部から入力した信号が示す映像を前記表示部へ２Ｄ表示または３Ｄ表示す
る映像出力部と、
　前記映像出力部の出力モードを２Ｄモードまたは３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切
換部とを備え、
　前記ＯＳＤ表示手段は、前記映像入力部から入力された信号が２Ｄ映像を表示するため
の信号のとき、前記表示部に２Ｄ映像の入力を示すＯＳＤ表示を行い、前記映像入力部か
ら入力された信号が３Ｄ映像を表示するための信号のとき、前記表示部に３Ｄ映像の入力
を示すＯＳＤ表示を行う、
立体映像再生装置。
【請求項６】
　前記請求項５に記載の立体映像再生装置であって、
　前記２Ｄ／３Ｄ切換部の出力モードが２Ｄモードであるときであってかつ前記映像入力
部から入力された信号が３Ｄ映像を表示するための信号であるとき、前記映像入力部から
入力された３Ｄ映像を表示するための信号を２Ｄ映像を表示するための信号に変換して出
力する変換手段をさらに備える、
立体映像再生装置。
【請求項７】
　２Ｄ映像と３Ｄ映像とのいずれか一方を選択的に表示可能な立体映像表示装置と、立体
映像表示装置に表示された３Ｄ映像を視聴するためのメガネとを備えた立体映像表示シス
テムであって、
　前記メガネは、
　　着脱時に開閉するスイッチと、
　　前記スイッチの開閉情報を立体映像表示装置に通知する送信部とを備え、
　前記立体映像表示装置は、
　　前記メガネの前記スイッチの開閉情報を受信し、２Ｄ映像と３Ｄ映像の表示を切り換
える２Ｄ／３Ｄ切換部を有する、
立体映像表示システム。
【請求項８】
　２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力し、
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　前記映像入力部から入力した信号が示す映像を２分割し、
　２分割した映像間の差分または相関を抽出し、
　差分または相関の抽出結果から２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するた
めの信号かを判定し、
　判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードまたは３Ｄ映像
を表示する３Ｄモードに切り換える、
立体映像再生方法。
【請求項９】
　前記請求項８に記載の立体映像再生方法であって、
　さらに、入力した映像信号または入力した音声信号から映像切り替わりを検出し、
　映像の切り替わりの検出結果と、差分または相関の抽出結果とから２Ｄ映像を表示する
ための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する、
立体映像再生方法。
【請求項１０】
　前記請求項８に記載の立体映像再生方法であって、
　映像の切り替わりが検出されたときに、差分または相関の抽出を行い、
　映像の切り替わりが検出されたときに、抽出された差分または相関に基づいて、２Ｄ映
像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する、
立体映像再生方法。
【請求項１１】
　２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力し、
　入力した信号が示す映像が２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための
信号かを判定し、
　入力された信号が示す映像が２Ｄ映像を表示するための信号のとき、表示部に２Ｄ映像
の入力を示すＯＳＤ表示を行い、入力された映像が３Ｄ映像を表示するための信号のとき
、表示部に３Ｄ映像の入力を示すＯＳＤ表示を行う、
立体映像再生方法。
【請求項１２】
　前記請求項１１に記載の立体映像再生方法であって、
　表示部への映像の出力モードが２Ｄモードであるときであってかつ入力された信号が示
す映像が３Ｄ映像を表示するための信号であるとき、入力された３Ｄ映像を表示するため
の信号を２Ｄ映像を表示するための信号に変換して出力する、
立体映像再生方法。
【請求項１３】
　２Ｄ映像または３Ｄ映像を表示するための信号を入力する映像入力部と、
　前記映像入力部から入力した信号が示す映像を２分割する分割部と、
　２分割した映像間の差分または相関を抽出する差分抽出部と、
　前記差分抽出部の出力から２Ｄ映像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための
信号かを判定する判定部と、
　前記判定部の判定結果により映像出力の出力モードを２Ｄ映像を表示する２Ｄモードま
たは３Ｄ映像を表示する３Ｄモードに切り換える２Ｄ／３Ｄ切換部と、
２Ｄ／３Ｄ切換部を備える立体映像再生用半導体装置。
【請求項１４】
　前記請求項１３に記載の立体映像再生用半導体装置であって、
　前記映像入力部から入力した映像信号または音声入力部から入力した音声信号から映像
信号の所定の切り替わりを検出するシーンチェンジ検出部を、さらに備え、
　前記判定部は、前記シーンチェンジ検出部の出力と前記差分抽出部の出力とから２Ｄ映
像を表示するための信号か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する、
立体映像再生用半導体装置。
【請求項１５】
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　前記請求項１３に記載の立体映像再生用半導体装置であって、
　前記差分抽出部は、前記シーンチェンジ検出部で映像の切り替わりが検出されたときに
、前記差分抽出部による差分または相関の抽出を行い、
　前記判定部は、前記シーンチェンジ抽出部で映像の切り替わりが検出されたときに前記
差分抽出部により抽出された差分または相関に基づいて、２Ｄ映像を表示するための信号
か３Ｄ映像を表示するための信号かを判定する、
立体映像再生用半導体装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図４】 【図５Ａ】
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【図５Ｂ】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図６Ｃ】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】
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