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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置において、
　表示すべきコンテンツを取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得されたコンテンツの種別に基づき当該コンテンツの３Ｄ表示の
適性を判別する判別手段と、
　前記判別手段により判別された適性に応じて、３Ｄ表示の深さを表す３Ｄ深度を決定す
る決定手段と、
　前記決定手段により決定された３Ｄ深度に従って、前記取得手段により取得されたコン
テンツを表示部に３Ｄ表示する表示制御手段と
　を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　前記判別手段は、前記取得手段により取得されたコンテンツを３Ｄ表示する際の適性具
合を判別し、
　前記決定手段は、当該判別手段により判別された適性具合に応じて３Ｄ表示の深さを表
す３Ｄ深度を決定することを特徴とする請求項１記載の端末装置。
【請求項３】
　前記決定手段は、前記取得手段により取得されたコンテンツについて前記判別手段が３
Ｄ表示に適していないと判別した場合に、３Ｄ深度として弱い深度を決定することを特徴
とする請求項１記載の端末装置。
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【請求項４】
　３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置において、
　放送受信して表示すべきコンテンツを取得する放送受信手段と、
　放送番組の内容を表すＥＰＧ情報を受信するＥＰＧ受信手段と、
　前記ＥＰＧ受信手段により受信されたＥＰＧ情報の内、前記放送受信手段が取得したコ
ンテンツに対応した放送番組のＥＰＧ情報からキーワードを抽出するキーワード抽出手段
と、
　前記キーワード抽出出段によって抽出されたキーワードを参照して、前記放送受信手段
により取得されたコンテンツの３Ｄ表示の適性を判別する判別手段と、
　前記判別手段により判別された３Ｄ表示の適性に基づいて前記放送受信手段が取得した
コンテンツを表示部に表示させる際の表示制御態様を決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された表示制御態様に従って前記放送受信手段が取得したコン
テンツを表示部に表示する表示制御手段と
　を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項５】
　３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置において、
　放送受信して表示すべきコンテンツを取得する放送受信手段と、
　放送番組の内容を表すＥＰＧ情報を受信するＥＰＧ受信手段と、
　前記ＥＰＧ受信手段が受信したＥＰＧ情報を参照して、前記放送受信手段により取得さ
れたコンテンツの種別を特定し、特定された種別に基づき当該コンテンツの３Ｄ表示の適
性を判別する判別手段と、
　前記判別手段により判別された３Ｄ表示の適性に基づいて前記放送受信手段が取得した
コンテンツを表示部に表示させる際の表示制御態様を決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された表示制御態様に従って前記放送受信手段が取得したコン
テンツを表示部に表示する表示制御手段と
　を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項６】
　３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置において、
　ネットワークに接続してストリーミング用コンテンツを取得するストリーミング用コン
テンツ取得手段と、
　前記ストリーミング用コンテンツ取得手段により取得されたストリーミング用コンテン
ツに付加される付加情報を参照してコンテンツの種別を特定し、特定された種別に基づき
当該ストリーミング用コンテンツの３Ｄ表示の適性を判別する判別手段と、
　前記判別手段により判別された３Ｄ表示の適性に基づいて前記ストリーミング用コンテ
ンツ取得手段が取得したストリーミング用コンテンツを表示部に表示させる際の表示制御
態様を決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された表示制御態様に従って前記ストリーミング用コンテンツ
取得手段が取得したストリーミング用コンテンツを表示部に表示する表示制御手段と
　を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項７】
　前記判別手段は、前記ストリーミング用コンテンツ取得手段により取得されたストリー
ミング用コンテンツに付加される付加情報からキーワードを抽出するキーワード抽出手段
を備え、このキーワード抽出手段によって抽出されたキーワードの内容に従って当該スト
リーミング用コンテンツの３Ｄ表示の適性を判別することを特徴とする請求項６記載の端
末装置。
【請求項８】
　３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置に搭載されるコンピュータに、
　表示すべきコンテンツを取得する取得ステップと、
　前記取得ステップにて取得されたコンテンツの種別に基づき当該コンテンツの３Ｄ表示
の適性を判別する判別ステップと、
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　前記判別ステップにて判別された適性に応じて、３Ｄ表示の深さを表す３Ｄ深度を決定
する決定ステップと、
　前記決定ステップにより決定された３Ｄ深度に従って、前記取得ステップで取得された
コンテンツを表示部に３Ｄ表示する表示制御ステップと
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項９】
　３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置に搭載されるコンピュータに、
　放送受信して表示すべきコンテンツを取得する放送受信ステップと、
　放送番組の内容を表すＥＰＧ情報を受信するＥＰＧ受信ステップと、
　前記ＥＰＧ受信ステップにて受信されたＥＰＧ情報の内、前記放送受信ステップで取得
したコンテンツに対応した放送番組のＥＰＧ情報からキーワードを抽出するキーワード抽
出ステップと、
　前記キーワード抽出ステップにて抽出されたキーワードを参照して、前記放送受信ステ
ップで取得されたコンテンツの３Ｄ表示の適性を判別する判別ステップと、
　前記判別ステップにて判別された３Ｄ表示の適性に基づいて前記放送受信ステップで取
得したコンテンツを表示部に表示させる際の表示制御態様を決定する決定ステップと、
　前記決定ステップにて決定された表示制御態様に従って前記放送受信ステップで取得し
たコンテンツを表示部に表示する表示制御ステップと
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置に搭載されるコンピュータに、
　放送受信して表示すべきコンテンツを取得する放送受信ステップと、
　放送番組の内容を表すＥＰＧ情報を受信するＥＰＧ受信ステップと、
　前記ＥＰＧ受信ステップで受信したＥＰＧ情報を参照して、前記放送受信ステップで取
得されたコンテンツの種別を特定し、特定された種別に基づき当該コンテンツの３Ｄ表示
の適性を判別する判別ステップと、
　前記判別ステップにて判別された３Ｄ表示の適性に基づいて前記放送受信ステップで取
得したコンテンツを表示部に表示させる際の表示制御態様を決定する決定ステップと、
　前記決定ステップにて決定された表示制御態様に従って前記放送受信ステップで取得し
たコンテンツを表示部に表示する表示制御ステップと
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１１】
　３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置に搭載されるコンピュータに、
　ネットワークに接続してストリーミング用コンテンツを取得するストリーミング用コン
テンツ取得ステップと、
　前記ストリーミング用コンテンツ取得ステップで取得されたストリーミング用コンテン
ツに付加される付加情報を参照してコンテンツの種別を特定し、特定された種別に基づき
当該ストリーミング用コンテンツの３Ｄ表示の適性を判別する判別ステップと、
　前記判別ステップにて判別された３Ｄ表示の適性に基づいて前記ストリーミング用コン
テンツ取得ステップで取得したストリーミング用コンテンツを表示部に表示させる際の表
示制御態様を決定する決定ステップと、
　前記決定ステップにより決定された表示制御態様に従って前記ストリーミング用コンテ
ンツ取得ステップで取得したストリーミング用コンテンツを表示部に表示する表示制御ス
テップと
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、三次元表示が可能な表示部に表示情報を表示させる端末装置及びプログラムに
関する。
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【背景技術】
【０００２】
従来、平面状の表示部に画像（静止画、動画）、テキスト、メニューなどの表示情報を三
次元表示（３Ｄ表示）してユーザに立体視させるようにした技術には、各種の技術があり
、例えば、二次元（２Ｄ）表示情報の中のオブジェクトに立体に見えるような視覚効果を
施して、そのオブジェクトを立体に見せる技術がある。なお、ポリゴンを利用した技術は
この技術の一例である。また、ユーザの右目と左目の視差を利用した技術もある。すなわ
ち、互いに少しずらした右目用の表示情報と左目用の表示情報を用意し、それら２つの表
示情報を同時に表示させた際に、右目用の表示情報は右目で見えて左目では見えないよう
に、左目用の表示情報は左目で見えて右目では見えないようにするために、光の経路を遮
断する電子式の視差バリア（スイッチング液晶パネル）を適切な位置に配置することによ
って表示情報を立体に見せるようにした技術である。
【０００３】
上述したいずれの３Ｄ表示技術においても、３Ｄの奥行きや飛び出しの程度を示す３Ｄ深
度というパラメータがあり、この３Ｄ深度が大きいほど、ユーザには表示情報がより深く
、あるいはより飛び出して見えることになる。反対に３Ｄ深度が小さいほど、表示情報が
浅く見える、あるいはあまり飛び出して見えないことになり、３Ｄ深度がセロでは、２Ｄ
に見える（すなわち２Ｄ表示する）ということになる。ところで、従来、　電子式の視差
バリアを用いて、平面（２Ｄ）／立体（３Ｄ）画像を適宜変換して表示する表示システム
が知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１２１５５３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、上述した先行技術にあっては、文字情報などのテキストコンテンツを３Ｄ
表示させると、本来の３Ｄ表示の効果よりも、返って眼に負担を強いることになり、また
、３Ｄ処理の負荷で無駄な電力を消費してしまう、という問題もあった。このことは、テ
キストコンテンツに限らず、静止画コンテンツ、動画コンテンツなどであっても同様であ
り、表示対象がどのようなコンテンツであるかによって３Ｄ表示の効果に大きな差がでて
しまう。
【０００６】
　本発明の課題は、３Ｄ表示が可能な表示部に表示情報（コンテンツ）を表示させる場合
に、この表示情報（コンテンツ）の内容に応じて適切な表示を実現できるようにすること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するために請求項１記載の発明は、３Ｄ表示が可能な表示部を備え
る端末装置において、表示すべきコンテンツを取得する取得手段と、前記取得手段により
取得されたコンテンツの種別に基づき当該コンテンツの３Ｄ表示の適性を判別する判別手
段と、前記判別手段により判別された適性に応じて、３Ｄ表示の深さを表す３Ｄ深度を決
定する決定手段と、前記決定手段により決定された３Ｄ深度に従って、前記取得手段によ
り取得されたコンテンツを表示部に３Ｄ表示する表示制御手段とを具備したことを特徴と
する。
【０００８】
　上記請求項１に従属する請求項２記載の発明では、前記判別手段は、前記取得手段によ
り取得されたコンテンツを３Ｄ表示する際の適性具合を判別し、前記決定手段は、当該判
別手段により判別された適性具合に応じて３Ｄ表示の深さを表す３Ｄ深度を決定すること
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を特徴とする。
【０００９】
　上記請求項１に従属する請求項３記載の発明では、前記決定手段は前記取得手段により
取得されたコンテンツについて前記判別手段が３Ｄ表示に適していないと判別した場合に
、３Ｄ深度として弱い深度を決定することを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明では、３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置において、放送
受信して表示すべきコンテンツを取得する放送受信手段と、放送番組の内容を表すＥＰＧ
情報を受信するＥＰＧ受信手段と、前記ＥＰＧ受信手段により受信されたＥＰＧ情報の内
、前記放送受信手段が取得したコンテンツに対応した放送番組のＥＰＧ情報からキーワー
ドを抽出するキーワード抽出手段と、前記キーワード抽出出段によって抽出されたキーワ
ードを参照して、前記放送受信手段により取得されたコンテンツの３Ｄ表示の適性を判別
する判別手段と、前記判別手段により判別された３Ｄ表示の適性に基づいて前記放送受信
手段が取得したコンテンツを表示部に表示させる際の表示制御態様を決定する決定手段と
、前記決定手段により決定された表示制御態様に従って前記放送受信手段が取得したコン
テンツを表示部に表示する表示制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に記載の発明では、３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置において、放送
受信して表示すべきコンテンツを取得する放送受信手段と、放送番組の内容を表すＥＰＧ
情報を受信するＥＰＧ受信手段と、前記ＥＰＧ受信手段が受信したＥＰＧ情報を参照して
、前記放送受信手段により取得されたコンテンツの種別を特定し、特定された種別に基づ
き当該コンテンツの３Ｄ表示の適性を判別する判別手段と、前記判別手段により判別され
た３Ｄ表示の適性に基づいて前記放送受信手段が取得したコンテンツを表示部に表示させ
る際の表示制御態様を決定する決定手段と、前記決定手段により決定された表示制御態様
に従って前記放送受信手段が取得したコンテンツを表示部に表示する表示制御手段とを備
えることを特徴とする。
【００１２】
　請求項６に記載の発明では、３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置において、ネッ
トワークに接続してストリーミング用コンテンツを取得するストリーミング用コンテンツ
取得手段と、前記ストリーミング用コンテンツ取得手段により取得されたストリーミング
用コンテンツに付加される付加情報を参照してコンテンツの種別を特定し、特定された種
別に基づき当該ストリーミング用コンテンツの３Ｄ表示の適性を判別する判別手段と、前
記判別手段により判別された３Ｄ表示の適性に基づいて前記ストリーミング用コンテンツ
取得手段が取得したストリーミング用コンテンツを表示部に表示させる際の表示制御態様
を決定する決定手段と、前記決定手段により決定された表示制御態様に従って前記ストリ
ーミング用コンテンツ取得手段が取得したストリーミング用コンテンツを表示部に表示す
る表示制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　上記請求項６に従属する請求項７記載の発明では、前記判別手段は、前記ストリーミン
グ用コンテンツ取得手段により取得されたストリーミング用コンテンツに付加される付加
情報からキーワードを抽出するキーワード抽出手段を備え、このキーワード抽出手段によ
って抽出されたキーワードの内容に従って当該ストリーミング用コンテンツの３Ｄ表示の
適性を判別することを特徴とする。
【００１４】
　請求項８に記載の発明では、３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置に搭載されるコ
ンピュータに、表示すべきコンテンツを取得する取得ステップと、前記取得ステップにて
取得されたコンテンツの種別に基づき当該コンテンツの３Ｄ表示の適性を判別する判別ス
テップと、前記判別ステップにて判別された適性に応じて、３Ｄ表示の深さを表す３Ｄ深
度を決定する決定ステップと、前記決定ステップにより決定された３Ｄ深度に従って、前
記取得ステップで取得されたコンテンツを表示部に３Ｄ表示する表示制御ステップとを実
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行させることを特徴とする。
【００１５】
　請求項９に記載の発明では、３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置に搭載されるコ
ンピュータに、放送受信して表示すべきコンテンツを取得する放送受信ステップと、放送
番組の内容を表すＥＰＧ情報を受信するＥＰＧ受信ステップと、前記ＥＰＧ受信ステップ
にて受信されたＥＰＧ情報の内、前記放送受信ステップで取得したコンテンツに対応した
放送番組のＥＰＧ情報からキーワードを抽出するキーワード抽出ステップと、前記キーワ
ード抽出ステップにて抽出されたキーワードを参照して、前記放送受信ステップで取得さ
れたコンテンツの３Ｄ表示の適性を判別する判別ステップと、前記判別ステップにて判別
された３Ｄ表示の適性に基づいて前記放送受信ステップで取得したコンテンツを表示部に
表示させる際の表示制御態様を決定する決定ステップと、前記決定ステップにて決定され
た表示制御態様に従って前記放送受信ステップで取得したコンテンツを表示部に表示する
表示制御ステップとを実行させることを特徴とする。
【００１６】
　請求項１０に記載の発明では、３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置に搭載される
コンピュータに、放送受信して表示すべきコンテンツを取得する放送受信ステップと、放
送番組の内容を表すＥＰＧ情報を受信するＥＰＧ受信ステップと、前記ＥＰＧ受信ステッ
プで受信したＥＰＧ情報を参照して、前記放送受信ステップで取得されたコンテンツの種
別を特定し、特定された種別に基づき当該コンテンツの３Ｄ表示の適性を判別する判別ス
テップと、前記判別ステップにて判別された３Ｄ表示の適性に基づいて前記放送受信ステ
ップで取得したコンテンツを表示部に表示させる際の表示制御態様を決定する決定ステッ
プと、前記決定ステップにて決定された表示制御態様に従って前記放送受信ステップで取
得したコンテンツを表示部に表示する表示制御ステップとを実行させることを特徴とする
。
【００１７】
　請求項１１に記載の発明では、３Ｄ表示が可能な表示部を備える端末装置に搭載される
コンピュータに、ネットワークに接続してストリーミング用コンテンツを取得するストリ
ーミング用コンテンツ取得ステップと、前記ストリーミング用コンテンツ取得ステップで
取得されたストリーミング用コンテンツに付加される付加情報を参照してコンテンツの種
別を特定し、特定された種別に基づき当該ストリーミング用コンテンツの３Ｄ表示の適性
を判別する判別ステップと、前記判別ステップにて判別された３Ｄ表示の適性に基づいて
前記ストリーミング用コンテンツ取得ステップで取得したストリーミング用コンテンツを
表示部に表示させる際の表示制御態様を決定する決定ステップと、前記決定ステップによ
り決定された表示制御態様に従って前記ストリーミング用コンテンツ取得ステップで取得
したストリーミング用コンテンツを表示部に表示する表示制御ステップとを実行させるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、３Ｄ表示が可能な表示部に表示情報（コンテンツ）を表示させる場合
に、この表示情報（コンテンツ）の内容に応じて適切な表示を実現することができ、実用
性に富んだものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】端末装置として適用した携帯電話機が利用可能な通信ネットワークシステムを示
したブロック図。
【図２】携帯電話機１の基本的な構成要素を示したブロック図。
【図３】表示制御情報記憶部Ｍ３を説明するための図。
【図４】テレビ機能のテレビアプリやインターネット接続機能のビューワアプリの起動で
実行開始される表示制御処理を示したフローチャート。
【図５】第２実施形態における表示制御情報記憶部Ｍ３を説明するための図。
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【図６】第２実施形態において、（１）は、コンテンツがテキスト、バーコード、二次元
コードなどの場合の輝度分布を例示し、（２）は、コンテンツが一般的な画像の場合の輝
度分布を例示した図。
【図７】第２実施形態において、コンテンツ記憶部Ｍ４を説明するための図。
【図８】第２実施形態において、蓄積されているコンテンツを表示させるビューワアプリ
の起動で実行開始され、表示対象コンテンツを表示させる表示制御処理を示したフローチ
ャート。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
（第１実施形態）
以下、図１～図４を参照して本発明の第１実施形態を説明する。
この実施形態は、端末装置として携帯電話機に適用した場合を例示したもので、図１は、
この携帯電話機が利用可能な通信ネットワークシステムを示したブロック図である。
携帯電話機１には、通話機能、電子メール機能、インターネット接続機能（Ｗｅｂアクセ
ス機能）、カメラ機能のほか、デジタルテレビ放送（例えば、ワンセグ地上デジタルテレ
ビ放送）を受信して視聴が可能なテレビ機能及び３Ｄ（三次元）表示機能などが備えられ
ている。３Ｄ表示機能は、左右の目の視差を利用した視差バリア方式によって、動画、静
止画、テキスト、メニューなどの表示情報（コンテンツ）を２Ｄ（二次元）表示させるの
ではなく、３Ｄの奥行きあるいは飛び出しの程度を示す３Ｄ深度で表示させる機能である
。
【００２５】
携帯電話機１は、最寄りの基地局２Ａ、交換機２Ｂから無線通信網（移動体通信網）２に
接続されると、この無線通信網２を介して他の携帯電話機１との間で通話可能な状態とな
る。また、携帯電話機１は、無線通信網２を介してインターネット３に接続されると、Ｗ
ｅｂサイトをアクセスして閲覧可能となり、また、情報配信装置４から動画、静止画、音
楽、ニュース、音楽などのマルチメディアなコンテンツをインターネット３、無線通信網
２を介してダウンロードして再生するストリーミングが可能となる。
【００２６】
また、携帯電話機１は、テレビ局５から送信アンテナ６を介して発信された地上波デジタ
ル放送（放送コンテンツ）を受信するようにしているが、インターネットラジオのように
無線通信網２、インターネット３を介して情報配信装置４からデジタル放送をダウンロー
ド受信したりすることもできる。このように携帯電話機１は、テレビ機能を介して放送コ
ンテンツを受信したり、インターネット接続機能を介してストリーミング用コンテンツを
ダウンロード受信したりすることができるようになっている。その他に、着脱自在な可搬
型メモリカードなどの記録メディア７から各種コンテンツを取得したり、Bluetooth（登
録商標）通信、赤外線通信などの近距離通信を介して他の携帯電話機などの外部機器８か
ら各種コンテンツを取得したりすることができるようになっている。
【００２７】
図２は、携帯電話機１の基本的な構成要素を示したブロック図である。
中央制御部１１は、二次電池を備えた電源部１２からの電力供給によって動作し、記憶部
１３内の各種のプログラムに応じてこの携帯電話機１の全体動作を制御する中央演算処理
装置やメモリなどを有している。この記憶部１３には、プログラム記憶部Ｍ１、各種情報
一時記憶部Ｍ２、表示制御情報記憶部Ｍ３、後述する第２実施形態で使用するコンテンツ
記憶部Ｍ４などが設けられている。なお、記憶部１３は、例えば、ＳＤカード、ＩＣカー
ドなど、着脱自在な可搬型メモリ（記録メディア）を含む構成であってもよく、図示しな
い所定の外部サーバ上にあってもよい。
【００２８】
プログラム記憶部Ｍ１には、図４に示した動作手順に応じて本実施形態を実現するための
プログラムや各種のアプリケーションなどが格納されているほか、それに必要とする情報
などが記憶されている。各種情報一時記憶部Ｍ２は、フラグ情報、タイマ情報、画面情報
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など、携帯電話機１が動作するために必要な各種の情報を一時的に記憶するワーク領域で
ある。なお、表示制御情報記憶部Ｍ３については後で詳述するものとする。
【００２９】
その他アプリ処理関係部１４は、電子メール機能、インターネット接続機能、カメラ機能
、テレビ機能などのアプリケーション処理に関する情報を記憶したり、その処理に関する
制御を行ったりする。無線通信部１５は、無線部、ベースバンド部、多重分離部などを備
え、例えば、通話機能、電子メール機能、インターネット接続機能などの動作時に、最寄
りの基地局２Ａとの間でデータの送受信を行うもので、通話機能の動作時にはベースバン
ド部の受信側から信号を取り込んで受信ベースバンド信号に復調した後、音声信号処理部
１６を介して通話用スピーカＳＰから音声出力させ、また、通話用マイクＭＣからの入力
音声データを音声信号処理部１６から取り込み、送信ベースバンド信号に符号化した後、
ベースバンド部の送信側に与えてアンテナＡＴ１から発信出力させる。
【００３０】
テレビ放送受信部１７は、テレビ機能を構成するもので、通信端末装置向けのワンセグ地
上波デジタルテレビ放送のほか、電子番組表（ＥＰＧ情報）などの番組情報も含めて受信
可能となっている。このテレビ放送受信部１７は、テレビ用アンテナＡＴ２によって受信
したテレビ放送信号の中から予め選局されているチャンネルの放送信号を抽出する受信部
（アナログ回路部）と、受信した放送信号をＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）復調したり
、多重化されている放送信号から映像、音声、データ（文字データ）に分離して復号化し
たり、圧縮データの解凍などを行うデジタル回路部を有している。
【００３１】
撮像処理部１８は、静止画撮影のほかに動画撮影も可能なカメラ機能を構成するもので、
撮影レンズ、ミラーなどのレンズ・ミラーブロック、撮像素子、その駆動系のほか、測距
センサ、光量センサ、アナログ処理回路、信号処理回路、圧縮伸張回路などを備え、光学
ズームを調整制御したり、撮像する焦点を調整するオートフォーカス、あるいはユーザ操
作による手動フォーカスを調整制御したり、シャッター駆動制御、露出、ホワイトバラン
スなどを制御したりするようにしている。
【００３２】
３Ｄ表示対応の表示部１９は、高精細液晶を使用し、例えば、文字情報、待受画像、テレ
ビ映像、撮影画像などの表示情報（コンテンツ）を表示させるもので、この表示部１９の
表面には、視差バリア（図示省略）を生成するための液晶の層が設けられていて３Ｄ表示
が可能となっている。２Ｄ／３Ｄ変換処理部２０は、２Ｄコンテンツを３Ｄ深度に応じた
右目用のコンテンツと左目用のコンテンツに変換したり、３Ｄコンテンツを別の３Ｄ深度
のコンテンツに変換したり、３Ｄコンテンツを２Ｄコンテンツに変換したりするもので、
この３Ｄ変換処理部２０によって変換されたコンテンツは、表示部１９に２Ｄ表示された
り３Ｄ表示されたりする。操作部２１は、ダイヤル入力、文字入力、コマンド入力などを
入力するもので、中央制御部１１は、この操作部２１からの入力操作信号に応じた処理を
実行する。報知部２２は、図示しないサウンドスピーカ、ＬＥＤ（発光ダイオード）ラン
プ、振動モータを備え、着信時に駆動されて着信報知を行うほか、アラーム報知時などで
も駆動される。
【００３３】
図３は、表示制御情報記憶部Ｍ３を説明するための図である。
表示制御情報記憶部Ｍ３は、表示部１９に表示されるコンテンツの内容に基づいて当該コ
ンテンツの３Ｄ表示での適性を判別するための「適性条件」と、その判別結果に応じて表
示部１９にコンテンツを２Ｄ表示させるか３Ｄ表示させるかを示すほかに３Ｄ表示させる
場合にはその適性具合に応じてどの位の深さ（強さ）の３Ｄ深度で表示させるかを示す「
表示制御情報」とを対応付けて記憶するもので、「適性条件」、「表示制御情報」のほか
、「設定フラグ」を有する構成となっている。
【００３４】
この表示制御情報記憶部Ｍ３の内容は、ユーザ操作によって任意に設定可能なもので、メ
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ーカ側で予め設定されているデフォルト内容の一部をユーザ操作に応じて変更可能となっ
ている。中央制御部１１は、この表示制御情報記憶部Ｍ３を参照し、コンテンツの内容に
基づいて当該コンテンツの３Ｄ表示での適性を判別すると共に、この３Ｄ表示での適性に
応じてその表示制御を決定し、この表示制御にしたがって表示部１９に当該コンテンツを
２Ｄ表示させたり、３Ｄ表示させたりするようにしている。すなわち、「適性条件」とし
ての「コンテンツ種別」は、テレビ機能を介して受信した放送コンテンツであるか、イン
ターネット接続機能を介してダウンロードしたコンテンツ（ストリーミング用コンテンツ
）であるかの種別を示すもので、図示の例では、「コンテンツ種別」として“アニメ番組
（アニメーション番組）”、“アクション映画”、“その他の映画”、“天気予報番組”
、“株価情報番組”、“囲碁・将棋番組”、“ＣＭ（コマーシャル）”、…が記憶されて
いる。
【００３５】
中央制御部１１は、表示対象として受信したコンテンツが放送コンテンツであれば、電子
番組表（ＥＰＧ情報）を参照し、また、その他のコンテンツであれば、それに付加されて
いるコンテンツに関する情報を参照することによって、そのコンテンツの種別を判別し、
該当する種別に対応付けられている「表示制御情報」に応じて当該コンテンツの表示制御
を決定し、この表示制御にしたがって表示部１９に当該コンテンツを２Ｄ表示させたり、
３Ｄ表示させたりするようにしている。なお、上述したコンテンツに関する情報（コンテ
ンツ情報）は、例えば、ジャンル、タイトル、出演者、解説などを含む情報である。
【００３６】
「表示制御情報」は、２Ｄ表示させるか３Ｄ表示させるかを示す「２Ｄ／３Ｄ」を有して
いると共に、３Ｄ表示させる場合にはその適性具合に応じてどの位の深さ（強さ）の３Ｄ
深度で表示させるかを示す「３Ｄ深度」を有している。「３Ｄ深度」は、コンテンツの３
Ｄの奥行きあるいは飛び出しの程度を示すもので、“レベル３”、“レベル２”、“レベ
ル１”、“レベル０”が設定され、深度の強い順に、レベル３＞レベル２＞レベル１＞レ
ベル０の関係となっている。図示の例において「２Ｄ／３Ｄ」には、“アニメ番組”、“
アクション映画”、“その他の映画”に対応して３Ｄ表示を示す“３Ｄ”が記憶され、“
天気予報番組”、“株価情報番組”、“囲碁・将棋番組”、“ＣＭ”に対応して２Ｄ表示
を示す“２Ｄ”が記憶されている。
【００３７】
また、「３Ｄ深度」には、“アニメ番組”に対応して、３Ｄ深度が中程であることを示す
“レベル２”が記憶され、“アクション映画”に対応して、３Ｄ深度が最も強いことを示
す“レベル３”が記憶され、“その他の映画”に対応して３Ｄ深度が最も弱いことを示す
“レベル１”が記憶されている。“レベル０”は、３Ｄ深度が“レベル０（ゼロ）”で、
２Ｄ（平面）であることを示している。
【００３８】
また、「適性条件」として「キーワード」は、表示対象のコンテンツが所定のキーワード
に該当しているか否かを判別する際に使用されるもので、図示の例では、“スポーツ”、
“サッカー”、“卓球”、“将棋”、“格闘技”、…が記憶されている。中央制御部１１
は、受信したコンテンツが放送コンテンツであれば、電子番組表（ＥＰＧ情報）を参照し
、また、その他のコンテンツであれば、それに付加されているタイトルなどのコンテンツ
情報を参照することによって、コンテンツが所定のキーワードに該当しているか否かを判
別し、該当するキーワードに対応付けられている「表示制御情報」に応じて表示制御を決
定し、この表示制御にしたがって当該コンテンツを２Ｄ表示させたり、３Ｄ表示させたり
するようにしている。
【００３９】
「表示制御情報」は、上述した場合と同様の「２Ｄ／３Ｄ」と「３Ｄ深度」とを有し、図
示の例において「２Ｄ／３Ｄ」には、“将棋”に対応して“２Ｄ”が記憶され、また、“
スポーツ”、“サッカー”、“卓球”、“格闘技”に対応して“３Ｄ”が記憶されている
。また、「３Ｄ深度」には、“サッカー”、“格闘技”に対応して“レベル３”が記憶さ
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れ、“卓球”に対応して“レベル１”が記憶されている。なお、“スポーツ”に対応する
「３Ｄ深度」には、“＊＊＊”が記憶され、スポーツの種別に応じてレベルが異なること
を示している。一方、「設定フラグ」は、「適性条件」としての「コンテンツ種別」、「
キーワード」のいずれが現在有効な条件であるかを示すフラグで、ユーザ操作によって任
意に設定されたものである。なお、図示の例において、「設定フラグ」が“１”となって
いる「コンテンツ種別」が現在有効な「適性条件」であることを示している。
【００４０】
次に、この実施形態における携帯電話機１の動作概念を図４に示すフローチャートを参照
して説明する。ここで、このフローチャートに記述されている各機能は、読み取り可能な
プログラムコードの形態で格納されており、このプログラムコードにしたがった動作が逐
次実行される。また、ネットワークなど伝送媒体を介して伝送されてきた上述のプログラ
ムコードに従った動作を逐次実行することもできる。すなわち、記録媒体のほかに、伝送
媒体を介して外部供給されたプログラム／データを利用して本実施形態特有の動作を実行
することもできる。なお、図４は、携帯電話機１の全体動作のうち、本実施形態の特徴部
分の動作概要を示したフローチャートであり、この図４のフローから抜けた際には、全体
動作のメインフロー（図示省略）に戻る。
【００４１】
図４は、テレビ機能のテレビアプリやインターネット接続機能のビューワアプリの起動で
実行開始される表示制御処理を示したフローチャートである。
先ず、中央制御部１１は、テレビ機能が起動された場合には（ステップＡ１でＹＥＳ）、
表示対象のコンテンツとして、テレビ放送受信部１７の動作に応じて放送コンテンツの受
信を開始し（ステップＡ２）、また、インターネット接続機能が起動された場合には（ス
テップＡ１でＮＯ）、表示対象のコンテンツとして、無線通信部１５の動作に応じてスト
リーミング用コンテンツの受信を開始する（ステップＡ３）。
【００４２】
いま、放送コンテンツを受信した場合には（ステップＡ２）、表示制御情報記憶部Ｍ３を
参照し、「設定フラグ」が“１”の「適性条件」は、「コンテンツ種別」であるかを判別
し（ステップＡ４）、「コンテンツ種別」であれば（ステップＡ４でＹＥＳ）、電子番組
表（ＥＰＧ情報）を参照して（ステップＡ５）、この放送コンテンツの種別を特定する（
ステップＡ６）。この場合、現在の時刻情報及び受信チャンネルに基づいてＥＰＧ情報を
検索し、現在放送中の番組の種別を特定するが、受信チャンネルが民放で現在時刻が番組
間のＣＭ（コマーシャル）時間に相当していれば、放送コンテンツの種別として“ＣＭ”
を特定する。なお、ＥＰＧ情報は、テレビ放送受信部１７の起動時に受信取得したり、定
期的に受信取得したりしてもよく、また、インターネット接続機能や外部メディアなどを
介して取得するようにしてもよい。
【００４３】
そして、特定したコンテンツ種別に基づいて表示制御情報記憶部Ｍ３を検索し、該当する
「コンテンツ種別」に対応付けられている「表示制御情報」を読み出し（ステップＡ７）
、その「２Ｄ／３Ｄ」は、“３Ｄ”であるか、つまり、３Ｄ表示に適したコンテンツであ
るかを調べる（ステップＡ８）。いま、放送コンテンツの種別が“ＣＭ”や“天気予報”
などであれば、「２Ｄ／３Ｄ」として“２Ｄ”が記憶されているので（ステップＡ８でＮ
Ｏ）、３Ｄ表示に適さないコンテンツであると判断して、この放送コンテンツを２Ｄ表示
させる処理に移るが、その際、表示部１９の表面に視差バリアが生成されていれば、この
視差バリアを消去した後（ステップＡ９）、放送コンテンツを表示部１９に２Ｄ表示させ
る（ステップＡ１０）。そして、テレビアプリの終了が指示されるまで（ステップＡ１１
でＹＥＳ）、テレビ放送受信部１７から受信取得した放送コンテンツを受信して２Ｄ表示
させる（ステップＡ１０、Ａ１１）。
【００４４】
また、放送コンテンツの種別が“アニメ番組”や“アクション映画”などであれば、「２
Ｄ／３Ｄ」として“３Ｄ”が記憶されているので（ステップＡ８でＹＥＳ）、３Ｄ表示に
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適したコンテンツであると判断して、視差バリアを表示部１７の表層に生成させた後（ス
テップＡ１２）、その「コンテンツ種別」に対応する「３Ｄ深度」を読み出す（ステップ
Ａ１３）。いま、放送コンテンツの種別が“アニメ番組”であれば、“レベル３”の「３
Ｄ深度」が読み出され、“その他の映画”であれば、“レベル１”の「３Ｄ深度」が読み
出される。
【００４５】
そして、この放送コンテンツを表示部１９に３Ｄ表示させる処理に移るが、その際、２Ｄ
／３Ｄ変換処理部２０では、２Ｄの放送コンテンツを３Ｄ深度に応じた右目用のコンテン
ツと左目用のコンテンツに変換する処理が行われるので、この変換後の放送コンテンツを
取得し（ステップＡ１４）、読み出した「３Ｄ深度」で表示部１９に３Ｄ表示させる（ス
テップＡ１５）。以下、テレビアプリの終了が指示されるまで（ステップＡ１６でＹＥＳ
）、テレビ放送受信部１７から受信取得した放送コンテンツを受信して３Ｄ表示させる（
ステップＡ１３～Ａ１６）。
【００４６】
一方、「設定フラグ」が“１”の「適性条件」が「キーワード」であれば（ステップＡ４
でＮＯ）、現在の時刻情報及び受信チャンネルに基づいてＥＰＧ情報を検索し（ステップ
Ａ１７）、現在放送中の番組情報の中からジャンル、タイトル、出演者などのキーワード
を抽出する（ステップＡ１８）。そして、この抽出キーワードに基づいて表示制御情報記
憶部Ｍ３を検索して、該当する「キーワード」に対応付けられている「表示制御情報」を
読み出す（ステップＡ１９）。そして、上述したステップＡ８に移り、その「２Ｄ／３Ｄ
」は、“３Ｄ”であるか、つまり、３Ｄ表示に適したコンテンツであるかを調べる。いま
、表示対象の放送コンテンツに該当するキーワードが“将棋”であれば、「２Ｄ／３Ｄ」
として“２Ｄ”が記憶されているので（ステップＡ８でＹＥＳ）、以下、同様に、３Ｄ表
示に適さないコンテンツであると判断して、放送コンテンツを２Ｄ表示させる（ステップ
Ａ９～Ａ１１）。
【００４７】
また、放送コンテンツに該当するキーワードが“サッカー”、“卓球”であれば、「２Ｄ
／３Ｄ」として“３Ｄ”が記憶されているので（ステップＡ８でＹＥＳ）、以下、同様に
、３Ｄ表示に適したコンテンツであると判断して、「３Ｄ深度」を読み出して放送コンテ
ンツを３Ｄ表示させるが、その際、視差バリアを表示部１７の表層に生成させた後、読み
出した「３Ｄ深度」で放送コンテンツを３Ｄ表示させる（ステップＡ１２～Ａ１６）。
【００４８】
他方、インターネット接続機能が起動され（ステップＡ１でＮＯ）、表示対象のコンテン
ツとして、無線通信部１５からストリーミング用コンテンツを受信した場合にも（ステッ
プＡ３）、上述したステップＡ４以降の処理に移る。なお、上述したステップＡ５、Ａ１
７において、表示対象のコンテンツとして、放送コンテンツを受信した場合には、電子番
組表（ＥＰＧ情報）を参照してコンテンツ種別を特定したり、キーワードを抽出したりす
るようにしたが、無線通信部１５からストリーミング用コンテンツを受信した場合には、
それに付加されているコンテンツ情報（ジャンル、タイトル、出演者、解説などを含む情
報）を参照して、そのコンテンツの種別を判別したり、キーワードを抽出したりする。そ
して、表示制御情報記憶部Ｍ３を参照し、「設定フラグ」が“１”の「適性条件」は、「
コンテンツ種別」であるかを判別し（ステップＡ４）、以下、上述した場合と同様に、「
コンテンツ種別」に応じた処理（ステップＡ５～Ａ１６）、あるいは「キーワード」に応
じた処理に移る（ステップＡ１７～Ａ１９、Ａ８～Ａ１６）。
【００４９】
以上のように、第１実施形態において中央制御部１１は、３Ｄ表示が可能な表示部１９に
コンテンツを表示させる場合に、このコンテンツの内容に基づいて当該コンテンツの３Ｄ
表示での適性を判別し、この３Ｄ表示での適性に応じて決定された表示制御にしたがって
当該コンテンツを表示部１９に表示させるようにしたので、コンテンツの内容に応じて２
Ｄ表示の見易い表示から臨場感のある３Ｄ表示まで適切な表示を実現することができ、電



(12) JP 4576570 B1 2010.11.10

10

20

30

40

50

力消費の点でも有利になるなど、実用性に富んだものとなる。
【００５０】
コンテンツの３Ｄ表示での適性に基づいて当該コンテンツを２Ｄ表示させるか３Ｄ表示さ
せるかを制御するようにしたので、コンテンツの内容に応じて２Ｄ表示と３Ｄ表示とを適
切に切り替えることができる。
【００５１】
３Ｄ表示での適性に応じて３Ｄの奥行きや飛び出しの程度を示す３Ｄ深度を決定して３Ｄ
表示させるようにしたので、コンテンツの内容に応じて３Ｄ深度を制御することができる
。
【００５２】
３Ｄ表示での適性具合に応じて３Ｄ深度を決定するようにしたので、より３Ｄ表示に適し
ているコンテンツをより強い３Ｄ深度で表示させることができる。
【００５３】
コンテンツの種別に基づいて当該コンテンツの３Ｄ表示での適性を判別するようにしたの
で、コンテンツの種別に応じて臨場感のある３Ｄ表示を実現することができ、例えば、所
定のジャンルの番組（自然をテーマにした番組など）を３Ｄ表示させることができる。例
えば、コンテンツの種別がアニメーションの場合に、アニメーションを３Ｄ表示するよう
にしたので、アニメーションを臨場感のある効果的な表示で実現することができる。
【００５４】
コンテンツが所定のキーワードに該当しているか否かに基づいて当該コンテンツの３Ｄ表
示での適性を判別するようにしたので、キーワードに応じて臨場感のある３Ｄ表示を実現
することができ、例えば、所定のジャンルの放送番組などを３Ｄ表示させることができる
。
【００５５】
３Ｄ表示に適しているか否かを判別するための適性条件をユーザ操作によって任意に設定
可能としたので、ユーザの好みに応じて臨場感のある３Ｄ表示を実現することができ、例
えば、ユーザの所望するジャンルの放送番組などを３Ｄ表示させることができる。
【００５６】
放送コンテンツを受信してリアルタイム出力する場合に、電子番組表を参照して、放送コ
ンテンツの３Ｄ表示での適性を判別するようにしたので、コンテンツをリアルタイム出力
する場合でもその判別を容易に行うことができる。
【００５７】
ストリーミング用コンテンツをネットワーク経由で受信してリアルタイム再生する場合に
、それに関するコンテンツ情報を参照して、３Ｄ表示に適しているか否かを判別するよう
にしたので、コンテンツをリアルタイム出力する場合でもその判別を容易に行うことがで
きる。
【００５８】
なお、上述した第１実施形態においては、３Ｄ表示に適していないコンテンツを２Ｄ表示
させるようにしたが、２Ｄ表示に代わって、弱い３Ｄ深度（例えば、レベル１）で３Ｄ表
示させるようにしてもよい。
【００５９】
上述した第１実施形態において、表示制御情報記憶部Ｍ３の内容は、メーカ側で予め設定
されているデフォルト内容の一部をユーザ操作に応じて変更可能としたが、表示制御情報
記憶部Ｍ３の設定をユーザ操作でのみ行うようにしてもよい。この場合、表示制御情報記
憶部Ｍ３の設定有無を調べ、設定無しの場合に、放送コンテンツがＣＭであれば、２Ｄ表
示を行わせ、アニメーションであれば３Ｄ表示を行わせるようにしてもよい。
【００６０】
上述した第１実施形態においては、コンテンツの種別に基づいて当該コンテンツの３Ｄ表
示での適性を判別したり、コンテンツが所定のキーワードに該当しているか否かに基づい
て当該コンテンツの３Ｄ表示での適性を判別したりするようにしたが、種別とキーワード
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との組み合わせに基づいて当該コンテンツの３Ｄ表示での適性を判別するようにしてもよ
い。このように種別とキーワードとの組み合わせに基づいて判別するようにすれば、より
決め細かな判別が可能となる。
【００６１】
上述した第１実施形態においては、コンテンツとしてテレビ放送コンテンツ、ネットワー
クを介してダウンロードしたストリーミング用コンテンツを例示したが、これに限らず、
放送コンテンツやダウンロードコンテンツを記録（録画、録音）したコンテンツやメモリ
カードなどの外部メディアから外部供給されたコンテンツ、カメラ機能によって撮影保存
されているコンテンツなどのように蓄積されているコンテンツであってもよい。
【００６２】
上述した第１実施形態においては、放送コンテンツを受信してリアルタイム出力する場合
に、電子番組表を参照して、放送コンテンツの３Ｄ表示での適性を判別するようにしたが
、２Ｄ用の放送コンテンツに限らず、３Ｄ用の放送コンテンツを受信可能な環境において
は、３Ｄ放送であることを識別するフラグを参照して、放送コンテンツの３Ｄ表示での適
性を判別するようにしてもよい。
【００６３】
（実施形態２）
以下、本発明の第２実施形態について図５～図８を参照して説明する。
なお、上述した第１実施形態においては、放送コンテンツなどを受信して出力する場合に
、そのコンテンツ種別に基づいて当該コンテンツの３Ｄ表示での適性を判別したり、予め
ユーザ設定されているがキーワードに該当しているかに基づいて当該コンテンツの３Ｄ表
示での適性を判別したりするようにしたが、第２実施形態においては、テレビ放送を受信
して記録したコンテンツ、カメラ撮影して保存したコンテンツなどのように予め記憶（蓄
積）されているコンテンツを表示部１９に表示させる場合に、このコンテンツの内容を解
析して、その解析結果に基づいて当該コンテンツの３Ｄ表示での適性を判別するようにし
たものである。
【００６４】
また、上述した第１実施形態においては、放送コンテンツなどを受信して出力する場合に
、２Ｄから３Ｄ変換を行って出力するようにしたが、この第２実施形態においては、同じ
内容のコンテンツについて、様々な３Ｄ深度の複数のコンテンツを用意しておき、それら
複数のコンテンツの中から所定の３Ｄ深度のコンテンツを選択して３Ｄ表示するようにし
ている。なお、第２実施形態においても、所定の３Ｄ深度のコンテンツが用意されていな
ければ、第２実施形態と同様に、２Ｄのコンテンツを所定の３Ｄ深度のコンテンツに変換
して３Ｄ表示するようにしている。
【００６５】
また、第２実施形態における携帯電話１機には、テレビ機能、インターネット接続機能、
カメラ機能などのほか、コンテンツ記録機能が備えられている。このコンテンツ記録機能
は、テレビ機能を介して受信した放送コンテンツ、インターネット接続機能を介してダウ
ンロードした各種のコンテンツ、カメラ機能を介して取得した撮影コンテンツなどを録画
したり、録音したりする録画・録音機能である。ここで、両実施形態において基本的ある
いは名称的に同一のものは、同一符号を付して示し、その説明を省略すると共に、以下、
第２実施形態の特徴部分を中心に説明するものとする。
【００６６】
図５は、第２実施形態における表示制御情報記憶部Ｍ３を説明するための図である。
表示制御情報記憶部Ｍ３は、上述した第１実施形態と同様に、「適性条件」、「表示制御
情報」のほか、「設定フラグ」を有し、その内容は、ユーザ操作によって任意に設定可能
なもので、メーカ側で予め設定されているデフォルト内容の一部をユーザ操作に応じて変
更可能となっている。そして、この第２実施形態において、「適性条件」は、コンテンツ
の内容を解析した解析結果に基づいて当該コンテンツが３Ｄ表示に適しているかを判別す
るための条件で、この「適性条件」として「解析内容」、「解析結果」を有している。



(14) JP 4576570 B1 2010.11.10

10

20

30

40

50

【００６７】
「解析内容」は、コンテンツの内容を解析した内容として、“輝度”、“色”、“動き”
を有している。“輝度”は、画像輝度のばらつき具合を示し、“色”は、色のばらつき具
合を示し、“動き”は、動きの変化具合を示している。「設定フラグ」は、上述した“輝
度”、“色”の「解析内容」のうち現在有効な内容はどれかを示すフラグで、ユーザ操作
によって任意に設定されたものである。なお、図示の例において、「設定フラグ」が“１
”となっている“輝度”が現在有効な「解析内容」であることを示している。
【００６８】
「解析結果」は、輝度のばらつき具合、動きの変化具合、色のばらつき具合を示すもので
、中央制御部１１は、表示対象コンテンツの全体を解析する全体解析、一定のタイミング
毎に間引きながら解析する間引き解析、その一部を解析する部分解析のいずれかを行い、
輝度のばらつき具合はどの位か、動きの変化具合はどの位か、色のばらつき具合はどの位
かのいずれかを解析し、この解析結果に基づいて表示制御情報記憶部Ｍ３を参照し、当該
コンテンツの３Ｄ表示での適性を判別し、３Ｄ表示に適している場合には、このコンテン
ツを表示部１９に３Ｄ表示させるようにしている。図示の例では、“輝度”に対応して“
ばらつき度－弱”、“ばらつき度－中”、“ばらつき度－強”が記憶され、“色”に対応
して“ばらつき度－弱”、“ばらつき度－中”、“ばらつき度－強”が記憶され、“動き
”に対応して“動き度－０（静止画）”、“動き度－弱（動画）”、“動き度－強（動画
）”が記憶されている。
【００６９】
「表示制御情報」は、「２Ｄ／３Ｄ」、「３Ｄ深度」を有し、中央制御部１１は、“輝度
”の「解析内容」に対応付けられている「表示制御情報」に応じて放送コンテンツを２Ｄ
表示させたり、３Ｄ表示させたりする。図６（１）は、コンテンツがテキスト、バーコー
ド、二次元コードなどの場合の輝度分布を例示し、図６（２）は、コンテンツが一般的な
画像の場合の輝度分布を例示したもので、図６（１）に示すように、輝度のばらつきが大
きい場合には、３Ｄ表示に適さないために、２Ｄ表示で表示させるが、図６（２）に示す
ように、輝度のばらつきが小さい場合には、３Ｄ表示の適性が良いために、強い３Ｄ深度
で表示させるようにしている。
【００７０】
また、コンテンツの動きが大きい場合には、３Ｄ表示の適性が良いために３Ｄ深度を強く
し、動きが小さい場合には、３Ｄ表示の適性が悪いために３Ｄ深度を弱くするようにして
いる。また、コンテンツの色のばらつきが大きい場合には、３Ｄ表示の適性が良いために
３Ｄ深度を強くし、色のばらつきが小さい場合には、３Ｄ表示の適性が悪いために３Ｄ深
度を弱くするようにしている。
【００７１】
図示の例において、“輝度”の“ばらつき度－強”、“動き”の“動き度－０（静止画）
”、“色”の“ばらつき度－弱”の場合には、３Ｄ表示に適さないので、それに対応する
「２Ｄ／３Ｄ」には、“２Ｄ”が記憶され、それに対応する「３Ｄ深度」には、“レベル
０”が記憶されている。その他は、３Ｄ表示に適するので、“３Ｄ”が記憶されている。
また、“輝度”の“ばらつき度－中”、“動き”の“動き度－弱（動画）”、“色”の“
ばらつき度－中”の場合に対応する「３Ｄ深度」には、“レベル１”が記憶され、“輝度
”の“ばらつき度－弱”、“動き”の“動き度－強（動画）”、“色”の“ばらつき度－
強”の場合に対応する「３Ｄ深度」には、“レベル３”が記憶されている。
【００７２】
図７は、コンテンツ記憶部Ｍ４を説明するための図である。
コンテンツ記憶部Ｍ４は、表示部１９に表示させるための表示情報（コンテンツ）を記憶
するもので、例えば、情報配信装置４から動画、静止画、音楽、ニュースなどの情報をイ
ンターネット３、無線通信網２を介してダウンロードしたり、テレビ放送受信部１７によ
って受信した放送番組を録画記録したりした情報をコンテンツとして記憶するようにして
いる。このコンテンツ記憶部Ｍ４は、コンテンツを識別する「情報ＩＤ」に対応して「タ
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イトル」、「種別」、「実データ」、「３Ｄ深度」などを記憶する構成で、「タイトル」
は、コンテンツの内容に関するタイトルを示し、図示の例では“二次元コード”、“運動
会２００８”、“Ｊリーグ観戦＊＊”、“サンプル動画＊＊”、“サンプル静止画＊＊”
、…である。「種別」は、動画コンテンツであるか静止画コンテンツであるかを示す種別
情報である。
【００７３】
「実データ」は、コンテンツの実データで、その「３Ｄ深度」が“レベル０（２Ｄ表示用
）”の実データのみを持つコンテンツもあれば、各３Ｄ深度の実データを持つコンテンツ
もある。つまり、同じ内容であっても３Ｄ深度毎に実データ（２Ｄ表示を含む）をそれぞ
れ持つコンテンツがあり、また、３Ｄ深度がレベル０（２Ｄ表示）の実データのみを持つ
コンテンツがある。なお、“レベル０（２Ｄ）”は、３Ｄ深度が“レベル０（ゼロ）”で
、２Ｄ（平面）であることを示している。
【００７４】
このように同じ内容のコンテンツであっても、様々な３Ｄ深度の複数のコンテンツが用意
されており、中央制御部１１は、それら複数のコンテンツの中から所定の３Ｄ深度のコン
テンツを選択し、その「実データ」をコンテンツ記憶部Ｍ４から読み出して表示部１９に
３Ｄ表示させるが、このコンテンツ記憶部Ｍ４に記憶されていない３Ｄ深度のコンテンツ
にあっては、同じ内容の２Ｄコンテンツを所定の３Ｄ深度のコンテンツに変換して３Ｄ表
示させるようにしている。
【００７５】
なお、図示の例では、「タイトル」が“二次元コード”、“運動会２００８”のコンテン
ツの場合には、その「種別」は“静止画”、「実データ」は“２Ｄ”、「３Ｄ深度」は“
レベル０”となっている。また、「タイトル」が“Ｊリーグ観戦＊＊”のコンテンツの場
合には、その「種別」は“動画”、「実データ」は“２Ｄ”、「３Ｄ深度」は“レベル０
”となっている。また、「タイトル」が“サンプル動画＊＊”のコンテンツの場合には、
その「種別」は“動画”、「実データ」は複数の「３Ｄ深度」に対応して、“レベル１”
の３Ｄデータと“レベル２”の３Ｄデータとなっている。また、「タイトル」が“サンプ
ル静止画＊＊”のコンテンツの場合には、その「種別」は“静止画”、「実データ」は複
数の「３Ｄ深度」に対応して、“レベル１”の３Ｄデータ、“レベル２”の３Ｄデータ、
“レベル３”の３Ｄデータとなっている。
【００７６】
図８は、蓄積されているコンテンツを表示させるビューワアプリの起動で実行開始され、
表示対象コンテンツを表示させる表示制御処理を示したフローチャートである。
先ず、中央制御部１１は、コンテンツ記憶部Ｍ４の「タイトル」を一覧表示させ、その中
から表示対象として所望するコンテンツがユーザ操作によって選択されると（ステップＢ
１）、コンテンツ記憶部Ｍ４を参照して、この選択コンテンツに対応する「種別」を読み
出して（ステップＢ２）、静止画であるかを調べる（ステップＢ３）。
【００７７】
いま、表示対象として選択したコンテンツが静止画であれば（ステップＢ３でＹＥＳ）、
「設定フラグ」が“１”の「適性条件」は“輝度”であるかを調べ（ステップＢ４）、“
輝度”であれば（ステップＢ４でＹＥＳ）、コンテンツ記憶部Ｍ４を参照し、表示対象と
して選択したコンテンツの「実データ」を読み出す（ステップＢ５）。この場合、選択コ
ンテンツの「実データ」として、例えば、「３Ｄ深度」が“レベル０”の「実データ」を
読み出し、この「実データ」の画像輝度を解析する（ステップＢ６）。ここで、「実デー
タ」の全体解析、間引き解析、部分解析のいずれかによって輝度のばらつき具合を求める
。そして、この解析結果に基づいて表示制御情報記憶部Ｍ３を参照し、該当する「解析結
果」に対応付けられている「表示制御情報」を読み出し（ステップＢ７）、その「２Ｄ／
３Ｄ」は、“３Ｄ”であるか、つまり、３Ｄ表示に適したコンテンツであるかを調べる（
ステップＢ８）。
【００７８】
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いま、“輝度”の「解析結果」が“ばらつき度－強”であれば、その「２Ｄ／３Ｄ」が“
２Ｄ”であるから、３Ｄ表示に適していないコンテンツであると判断する（ステップＢ８
でＮＯ）。そして、コンテンツ記憶部Ｍ４を検索し、２Ｄの「実データ」が記憶されてい
れば（ステップＢ９でＹＥＳ）、その「実データ」を読み出し（ステップＢ１０）、２Ｄ
の「実データ」が記憶されていなければ（ステップＢ８でＮＯ）、２Ｄ／３Ｄ変換処理部
２０によって３Ｄの「実データ」を２Ｄのデータに変換させる（ステップＢ１１）。なお
、３Ｄ深度の異なる複数の「実データ」の中から最も弱い（２Ｄに近い）深度の「実デー
タ」を選択して２Ｄのデータに変換するようにしてもよい。そして、２Ｄ表示させる処理
に移るが、その際、表示部１９の表面に視差バリアが生成されていれば、この視差バリア
を消去したのち（ステップＢ１２）、当該コンテンツを表示部１９に２Ｄ表示させる（ス
テップＢ１３）。以下、コンテンツ表示の終了が指示されるまで（ステップＢ１４でＹＥ
Ｓ）、選択コンテンツを２Ｄ表示させる（ステップＢ１３、Ｂ１４）。このように「解析
結果」が“ばらつき度－強”であれば、選択コンテンツが２Ｄ表示される。
【００７９】
また、例えば、“輝度”の「解析結果」が“ばらつき度－弱”あるいは“ばらつき度－中
”であれば、その「２Ｄ／３Ｄ」が“３Ｄ”であるから（ステップＢ８でＹＥＳ）、それ
に対応する「３Ｄ深度」に基づいてコンテンツ記憶部Ｍ４を検索し、当該「３Ｄ深度」に
対応する３Ｄの「実データ」の有無を調べる（ステップＢ１５）。なお、「実データ」に
は、「３Ｄ深度」が“レベル０”の実データのみを持つコンテンツもあれば、各３Ｄ深度
の実データを持つコンテンツもある。いま、「３Ｄ深度」に該当する３Ｄの「実データ」
が記憶されていれば（ステップＢ１５でＹＥＳ）、その「実データ」を読み出して（ステ
ップＢ１６）、３Ｄ表示させる処理に移るが、その際、視差バリアを表示部１９の表層に
生成させたのち（ステップＢ１８）、表示部１９に３Ｄ表示させる（ステップＢ１９）。
以下、コンテンツ表示の終了が指示されるまで（ステップＢ２０でＹＥＳ）、選択コンテ
ンツを３Ｄ表示させる（ステップＢ１９、Ｂ２０）。このように「解析結果」が“ばらつ
き度－弱”であれば、選択コンテンツが“レベル３”の深度で３Ｄ表示され、“ばらつき
度－中”であれば、選択コンテンツが“レベル１”の深度で３Ｄ表示される。
【００８０】
また、「３Ｄ深度」に対応する３Ｄの「実データ」が記憶されていなければ（ステップＢ
１５でＮＯ）、つまり、“輝度”の解析結果に応じた３Ｄ深度とは異なる別の３Ｄ深度（
例えば、深度レベル“０”）の「実データ」しか記憶されていなければ、２Ｄ／３Ｄ変換
処理部２０によって、この別の３Ｄ深度の「実データ」を、解析結果に応じた３Ｄ深度の
コンテンツに変換させる（ステップＢ１７）。そして、上述の場合と同様に、視差バリア
を表示部１９の表層に生成させた後（ステップＢ１８）、表示部１９に３Ｄ表示させる（
ステップＢ１９）。以下、コンテンツ表示の終了が指示されるまで（ステップＢ２０でＹ
ＥＳ）、選択コンテンツを３Ｄ表示させる（ステップＢ１９、Ｂ２０）。
【００８１】
一方、「設定フラグ」が“１”の「適性条件」が“色”であれば（ステップＢ４でＮＯ）
、コンテンツ記憶部Ｍ４を参照し、表示対象として選択したコンテンツの「実データ」を
読み出した後（ステップＢ２１）、この「実データ」の色ばらつきを解析する（ステップ
Ｂ２２）。この場合、「実データ」の全体解析、間引き解析、部分解析のいずれかによっ
て色のばらつき具合を求める。そして、この解析結果に基づいて表示制御情報記憶部Ｍ３
を参照し、該当する「解析結果」に対応付けられている「表示制御情報」を読み出す（ス
テップＢ２３）。そして、上述した場合と同様に、ステップＢ８に移り、その「２Ｄ／３
Ｄ」は、“３Ｄ”であるかを調べ、“２Ｄ”の場合に応じた処理（ステップＢ９～Ｂ１４
）又は“３Ｄ”に応じた処理に移る（ステップＢ１５～Ｂ２０）。これによって「解析結
果」が“ばらつき度－弱”であれば、選択コンテンツが２Ｄ表示され、“ばらつき度－中
”であれば、選択コンテンツが“レベル１”の深度で３Ｄ表示され、“ばらつき度－強”
であれば、選択コンテンツが“レベル３”の深度で３Ｄ表示される。
【００８２】
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他方、表示対象として選択したコンテンツが動画であれば（ステップＢ３でＮＯ）、コン
テンツ記憶部Ｍ４を参照し、表示対象として選択したコンテンツの「実データ」を読み出
した後（ステップＢ２４）、この「実データ」の動きを解析する（ステップＢ２５）。こ
の場合、「実データ」の全体解析、間引き解析、部分解析のいずれかによって画像の動く
具合を求める。そして、この解析結果に基づいて表示制御情報記憶部Ｍ３を参照し、該当
する「解析結果」に対応付けられている「表示制御情報」を読み出す（ステップＢ２６）
。そして、上述した場合と同様に、ステップＢ８に移り、その「２Ｄ／３Ｄ」は、“３Ｄ
”であるかを調べ、“２Ｄ”の場合に応じた処理（ステップＢ９～Ｂ１４）又は“３Ｄ”
に応じた処理に移る（ステップＢ１５～Ｂ２０）。これによって「解析結果」が“動き度
－０（静止画）”であれば、選択コンテンツが２Ｄ表示され、“動き度－弱”であれば、
選択コンテンツが“レベル１”の深度で３Ｄ表示され、“動き度－強”であれば、選択コ
ンテンツが“レベル３”の深度で３Ｄ表示される。
【００８３】
以上のように、この第２実施形態においては、コンテンツの内容を解析した解析結果に基
づいて当該コンテンツの３Ｄ表示での適性を判別するようにしたので、カメラ機能で撮影
した画像など、どのようなコンテンツであっても、その内容に基づいて当該コンテンツの
３Ｄ表示での適性を判別することができる。
【００８４】
コンテンツの輝度のばらつき具合を解析した解析結果に基づいて当該コンテンツの３Ｄ表
示での適性を判別するようにしたので、例えば、輝度ばらつきが大きい場合は、文字情報
などのテキストコンテンツであると判断して、２Ｄ表示させることができる。
【００８５】
コンテンツの色のばらつき具合を解析した解析結果に基づいて当該コンテンツの３Ｄ表示
での適性を判別するようにしたので、例えば、色のばらつきが自然を撮影した画像に近い
かどうかを解析し、この自然に近ければ、３Ｄ表示に適していると判別することができる
。この場合、自然に近ければ、３Ｄ深度を強くすることができる。
【００８６】
コンテンツの動き具合を解析した解析結果に基づいて当該コンテンツの３Ｄ表示での適性
を判別するようにしたので、例えば、動きが大きい場合には、より臨場感のある表示にふ
さわしいと判別し、３Ｄ深度をより強くすることができる。
【００８７】
３Ｄ表示に適していないコンテンツを弱い３Ｄ深度（例えば、レベル０）で３Ｄ表示させ
るようにしたから、レベル０の３Ｄ深度での３Ｄ表示を擬似的に２Ｄ表示とさせることが
できる。
【００８８】
なお、上述した第２実施形態においては、コンテンツの輝度ばらつきが大きい場合、文字
情報などのテキストコンテンツであると判断して、２Ｄ表示させるようにしたが、テキス
トコンテンツを弱い３Ｄ深度（例えば、レベル１）で表示させるようにしてもよい。
【００８９】
また、上述した第２実施形態においては、決定した３Ｄ深度の「実データ」が記憶されて
いない場合には、別の３Ｄ深度の実データを決定した３Ｄ深度の実データに変換するよう
にしたが、決定した３Ｄ深度の実データを情報配信装置４に要求して受信するようにして
もよい。
【００９０】
上述した第２実施形態においては、表示対象のコンテンツが静止画の場合に、コンテンツ
の輝度のばらつき具合を解析した解析結果に基づいて当該コンテンツの３Ｄ表示での適性
を判別したり、コンテンツの色のばらつき具合を解析した解析結果に基づいて当該コンテ
ンツの３Ｄ表示での適性を判別したりするようにしたが、輝度のばらつき具合及び色のば
らつき具合に応じて３Ｄ表示での適性を判別するようにしてもよい。また、表示対象のコ
ンテンツが動画の場合に、コンテンツの動き具合を解析した解析結果に基づいて当該コン
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つき具合及び又は色のばらつき具合に応じて３Ｄ表示での適性を判別するようにしてもよ
い。
【００９１】
上述した各実施形態において３Ｄのコンテンツは、その３Ｄ深度に応じた右目用のコンテ
ンツと左目用のコンテンツを同時に表示して、それらが正しく３Ｄに見えるように３Ｄ深
度に応じた視差バリアを表示部１９の表層に生成して３Ｄ表示を行う方法を例示したが、
例えば、コンテンツが３Ｄに見えるような視覚効果を施して３Ｄ表示を行う方法など、任
意の３Ｄ表示方法であってもよい。
【００９２】
その他、記憶部１３はメモリカードや外付けハードディスクなど、任意の外部記憶装置で
あってもよい。また、表示部１９は、外部モニタなど、任意の外部表示装置であってもよ
い。また、端末装置は携帯電話機１に限らず、パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ、デジタ
ルカメラ、音楽プレイヤーなど、任意の端末装置であってもよい。更に、折り畳みタイプ
の端末装置に限らず、ストレートタイプ、スライドタイプ、スピントップタイプなど任意
の筐体構造であってもよい。
【００９３】
また、上述した各実施形態において示した“装置”や“機”とは、機能別に複数の筐体に
分離されていてもよく、単一の筐体に限らない。また、上述したフローチャートに記述し
た各ステップは、時系列的な処理に限らず、複数のステップを並列的に処理したり、別個
独立して処理したりするようにしてもよい。
【符号の説明】
【００９４】
１　携帯電話機
２　無線通信網
３　インターネット
４　情報配信装置
１１　中央制御部
１３　記憶部
１５　無線通信部
１７　テレビ放送受信部
１８　撮像処理部
１９　表示部
２０　３Ｄ変換処理部
２１　操作部
Ｍ１　プログラム記憶部
Ｍ２　各種情報一時記憶部
Ｍ３　表示制御情報記憶部
Ｍ４　コンテンツ記憶部
【要約】
【課題】三次元表示が可能な表示部に表示情報を表示させる場合に、この表示情報の内容
に応じて適切な表示を実現できるようにする。
【解決手段】３Ｄ表示対応の表示部１９は、高精細液晶を使用し、その表面には視差バリ
ア（図示省略）を生成するための液晶層が設けられている。中央制御部１１は、３Ｄ表示
が可能な表示部１９にコンテンツを表示させる場合に、このコンテンツの内容に基づいて
当該コンテンツの３Ｄ表示での適性を判別し、３Ｄ表示に適している場合に、当該コンテ
ンツを３Ｄ表示させる。
【選択図】　図２
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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