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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３Ｄ（３－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）映像を表示するディスプレイ装置による、前記ディス
プレイ装置が表示する３Ｄ映像に対する再生モード切替方法において、
　シャッターグラスから前記シャッターグラスに対する状態情報を受信するステップと、
　前記状態情報に基づいて、前記再生モードを切り替えたり、前記再生モードの切替のた
めのメッセージを前記ディスプレイ装置に表示するステップと、
　を含み、
　前記再生モードは、３Ｄ映像を再生中の状態、一時停止された状態を含み、
　前記状態情報は、前記シャッターグラスの電源ＯＮ／ＯＦＦ状態、前記シャッターグラ
スのバッテリー充電状態及び前記シャッターグラスの開閉状態のうち少なくとも１つに関
する情報であることを特徴とする再生モード切替方法。
【請求項２】
　前記切替又は表示ステップは、
　前記３Ｄ映像の再生中に、前記シャッターグラスの電源ＯＦＦ状態に関する状態情報が
受信された場合、前記３Ｄ映像を自動で一時停止させることを特徴とする請求項１に記載
の再生モード切替方法。
【請求項３】
　前記切替又は表示ステップは、
　前記３Ｄ映像の一時停止中に、前記シャッターグラスの電源ＯＮ状態に関する状態情報
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が受信された場合、前記３Ｄ映像を自動で再生させることを特徴とする請求項１に記載の
再生モード切替方法。
【請求項４】
　前記切替又は表示ステップは、
　前記３Ｄ映像の再生中に、前記シャッターグラスの電源ＯＦＦ状態に関する状態情報が
受信された場合、前記シャッターグラスの電源ＯＮを要請するメッセージを表示すること
を特徴とする請求項１に記載の再生モード切替方法。
【請求項５】
　前記シャッターグラスの電源ＯＦＦ状態に関する状態情報が受信された後に、前記シャ
ッターグラスの電源ＯＮ状態に関する状態情報が受信された場合、前記メッセージに対す
る表示を終了するステップを更に含むことを特徴とする請求項４に記載の再生モード切替
方法。
【請求項６】
　前記切替又は表示ステップは、
　前記３Ｄ映像の一時停止中に、前記シャッターグラスの電源ＯＮ状態に関する状態情報
が受信された場合、前記３Ｄ映像を再生するか否かを問い合わせるメッセージを表示する
ことを特徴とする請求項１に記載の再生モード切替方法。
【請求項７】
　前記シャッターグラスは、予め設定された時間間隔で前記状態情報を伝送したり、前記
状態情報に対する伝送要請が受信された場合、前記状態情報を伝送することを特徴とする
請求項１に記載の再生モード切替方法。
【請求項８】
　３Ｄ（３－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）映像出力モード又は２Ｄ（２－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）
映像出力モードで動作されるディスプレイ装置において、
　シャッターグラスから前記シャッターグラスに対する状態情報を受信するための通信イ
ンターフェースと、
　前記状態情報に基づいて、出力モードが切り替えられたり、前記出力モードの切替のた
めのメッセージが表示されるようにする制御部と、
　を含み、
　前記状態情報は、前記シャッターグラスの電源ＯＮ／ＯＦＦ状態、前記シャッターグラ
スのバッテリー充電状態及び前記シャッターグラスの開閉状態のうち少なくとも１つに関
する情報であり、
　前記制御部は、前記２Ｄ映像出力モード中に、前記シャッターグラスの電源ＯＮ状態に
関する状態情報が受信された場合、前記３Ｄ映像出力モードに切り替えるか否かを問い合
わせるメッセージが表示されるようにすることを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記制御部は、
　前記３Ｄ映像出力モード中に、前記シャッターグラスの電源ＯＦＦ状態に関する状態情
報が受信された場合、前記３Ｄ映像出力モードが前記２Ｄ映像出力モードに自動で切り替
えられるようにすることを特徴とする請求項８に記載のディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記２Ｄ映像出力モード中に、前記シャッターグラスの電源ＯＮ状態に関する状態情報
が受信された場合、前記２Ｄ映像出力モードが前記３Ｄ映像出力モードに自動で切り替え
られるようにすることを特徴とする請求項８に記載のディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　前記３Ｄ映像出力モード中に、前記シャッターグラスの電源ＯＦＦ状態に関する状態情
報が受信された場合、前記シャッターグラスの電源ＯＮを要請するメッセージが表示され
るようにすることを特徴とする請求項８に記載のディスプレイ装置。
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【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記シャッターグラスの電源ＯＦＦ状態に関する状態情報が受信された後に、前記シャ
ッターグラスの電源ＯＮ状態に関する状態情報が受信された場合、前記メッセージに対す
る表示を終了させることを特徴とする請求項１１に記載のディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生モード切替方法、出力モード切替方法及びこれを用いたディスプレイ装
置と３Ｄ映像提供システムに関し、より詳細には、３Ｄ映像に対する再生モード切替方法
、出力モード切替モード及びこれを用いたディスプレイ装置と３Ｄ映像提供システムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　３次元立体の映像技術は、情報通信、放送、医療、教育訓練、軍事、ゲーム、アニメー
ション、仮想現実、ＣＡＤ、産業技術等、その応用分野が非常に多様であり、このような
様々な分野で共通して必要とされる次世代３次元立体のマルチメディア情報通信のコア基
盤技術といえる。
【０００３】
　一般的に、人間が知覚する立体感は、観察しようとする物体の位置による水晶体の厚さ
の変化度合い、両眼と対象物との角度の差、そして左右眼に見える対象物の位置及び形態
の相違、対象物の運動によって生じる時差、その他に各種心理及び記憶による効果等が複
合的に作用して生じる。
【０００４】
　その中でも、人の両眼が横方向に約６～７ｃｍ程離れていることで生じる両眼時差(ｂ
ｉｎｏｃｕｌａｒ　ｄｉｓｐａｒｉｔｙ)は、立体感において最も重要な要因といえる。
即ち、両眼時差によって対象物に対する角度の差が生じたままモノを見るようになり、こ
の差によってそれぞれの眼に入ってくるイメージが相互に異なる像を持つようになって、
この二つの映像が網膜を通じて脳へと伝達されると、脳はこの二つの情報を正確に融合し
て本来の３次元立体映像を感じることができるのである。
【０００５】
　立体映像のディスプレイ装置としては、特殊眼鏡を使う眼鏡式と、特殊眼鏡を使わない
非眼鏡式に分けられる。眼鏡式は、相互補色関係にある色フィルターを用いて映像を分離
選択する色フィルター方式、直交した偏光素子の組み合わせによる遮光効果を用いて左眼
と右眼の映像を分離する偏光フィルター方式及び左眼映像信号と右眼映像信号をスクリー
ンに投射する同期信号に対応して左眼と右眼とを交互に遮断することで、立体感が感じら
れるようにするシャッターグラス方式が存在する。
【０００６】
　この中のシャッターグラス方式は、両眼の時差を用いたディスプレイ方法として、ディ
スプレイ装置の映像提供と眼鏡の左右両眼のオン－オフを同期化し、それぞれ異なった角
度から観察された映像が頭脳作用による空間感を認識させるようにする方式である。
【０００７】
　一方、ユーザは円滑な立体映像の視聴のために、立体映像に対する各種の設定事項を変
更することができる。しかし、既存の立体映像に対する設定は、ユーザが直接メニュー操
作を行わなければならず、これはユーザに相当な手間を強いることとなる。
【０００８】
　これにより、ユーザの視聴意向を能動的に考慮し、ユーザの視聴意向に応じて３Ｄ映像
に対する再生モード、出力モードを切り替えるための方策への模索が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】日本特開平１１－０７５２２３号公報
【特許文献２】日本特開第２０００－００４４５３号公報
【特許文献３】韓国特開第２００９－００１８５２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記問題を解決するために案出されたものであり、本発明の目的とするとこ
ろは、自動で３Ｄ映像に対する再生モード及び出力モードが切り替えられる再生モード切
替方法、出力モード切替方法及びこれを用いたディスプレイ装置と３Ｄ映像提供システム
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る３Ｄ（３－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）
映像に対する再生モード切替方法は、シャッターグラスから前記シャッターグラスに対す
る状態情報を受信するステップと、及び前記状態情報に基づいて、前記再生モードを切り
替えたり、前記再生モードの切替のためのメッセージを表示するステップと、を含む。
【００１２】
　ここで、前記状態情報は、前記シャッターグラスの電源ＯＮ／ＯＦＦ状態、前記シャッ
ターグラスのバッテリー充電状態及び前記シャッターグラスの開閉状態のうち少なくとも
１つに関する情報であってよい。
【００１３】
　そして、前記切替又は表示ステップは、前記３Ｄ映像の再生中に、前記シャッターグラ
スの電源ＯＦＦ状態に関する状態情報が受信された場合、前記３Ｄ映像を自動で一時停止
させてよい。
【００１４】
　なお、前記切替又は表示ステップは、前記３Ｄ映像の一時停止中に、前記シャッターグ
ラスの電源ＯＮ状態に関する状態情報が受信された場合、前記３Ｄ映像を自動で再生させ
てよい。
【００１５】
　そして、前記切替又は表示ステップは、前記３Ｄ映像の再生中に、前記シャッターグラ
スの電源ＯＦＦ状態に関する状態情報が受信された場合、前記シャッターグラスの電源Ｏ
Ｎを要請するメッセージを表示してよい。
【００１６】
　なお、本発明の一実施形態に係る再生モード切替方法は、前記シャッターグラスの電源
ＯＦＦ状態に関する状態情報が受信された後に、前記シャッターグラスの電源ＯＮ状態に
関する状態情報が受信された場合、前記メッセージに対する表示を終了するステップと、
を更に含んでよい。
【００１７】
　そして、前記切替又は表示ステップは、前記３Ｄ映像の一時停止中に、前記シャッター
グラスの電源ＯＮ状態に関する状態情報が受信された場合、前記３Ｄ映像を再生するか否
かを問い合わせるメッセージを表示してよい。
【００１８】
　なお、前記シャッターグラスは、予め設定された時間間隔で前記状態情報を伝送したり
、前記状態情報に対する伝送要請が受信された場合、前記状態情報を伝送してよい。
【００１９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る３Ｄ（３－Ｄｉｍｅｎｓｉ
ｏｎ）映像出力モードと２Ｄ（２－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）映像出力モード間の切替方法は
、シャッターグラスから前記シャッターグラスに対する状態情報を受信するステップと、
及び前記状態情報に基づいて、出力モードを切り替えたり、前記出力モードの切替のため
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のメッセージを表示するステップと、を含む。
【００２０】
　ここで、前記状態情報は、前記シャッターグラスの電源ＯＮ／ＯＦＦ状態、前記シャッ
ターグラスのバッテリー充電状態及び前記シャッターグラスの開閉状態のうち少なくとも
１つに関する情報であってよい。
【００２１】
　そして、前記切替又は表示ステップは、前記３Ｄ映像出力モード中に、前記シャッター
グラスの電源ＯＦＦ状態に関する状態情報が受信された場合、前記３Ｄ映像出力モードを
前記２Ｄ映像出力モードに自動で切り替えてよい。
【００２２】
　なお、前記切替又は表示ステップは、前記２Ｄ映像出力モード中に、前記シャッターグ
ラスの電源ＯＮ状態に関する状態情報が受信された場合、前記２Ｄ映像出力モードを前記
３Ｄ映像出力モードに自動で切り替えてよい。
【００２３】
　そして、前記切替又は表示ステップは、前記３Ｄ映像出力モード中に、前記シャッター
グラスの電源ＯＦＦ状態に関する状態情報が受信された場合、前記シャッターグラスの電
源ＯＮを要請するメッセージを表示してよい。
【００２４】
　なお、本発明の一実施形態に係る出力モード切替方法は、前記シャッターグラスの電源
ＯＦＦ状態に関する状態情報が受信された後に、前記シャッターグラスの電源ＯＮ状態に
関する状態情報が受信された場合、前記メッセージに対する表示を終了するステップと、
を更に含んでよい。
【００２５】
　そして、前記切替又は表示ステップは、前記２Ｄ映像出力モード中に、前記シャッター
グラスの電源ＯＮ状態に関する状態情報が受信された場合、前記３Ｄ映像出力モードに切
り替えるか否かを問い合わせるメッセージを表示してよい。
【００２６】
　なお、前記シャッターグラスは、予め設定された時間間隔で前記状態情報を伝送したり
、前記状態情報に対する伝送要請が受信された場合、前記状態情報を伝送してよい。
【００２７】
　そして、前記３Ｄ映像出力モードは、前記３Ｄ映像を構成する左眼映像と右眼映像が画
面全体で交互に表示されるモードであり、前記２Ｄ映像出力モードは、前記左眼映像と前
記右眼映像が前記画面で分割されて表示されるモードでもよい。
【００２８】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る３Ｄ（３－Ｄｉｍｅｎｓｉ
ｏｎ）映像を出力するためのディスプレイ装置は、シャッターグラスから前記シャッター
グラスに対する状態情報を受信するための通信インターフェースと、及び前記状態情報に
基づいて、再生モードが切り替えられたり、前記再生モードの切替のためのメッセージが
表示されるようにする制御部と、を含む。
【００２９】
　なお、前記状態情報は、前記シャッターグラスの電源ＯＮ／ＯＦＦ状態、前記シャッタ
ーグラスのバッテリー充電状態及び前記シャッターグラスの開閉状態のうち少なくとも１
つに関する情報であってよい。
【００３０】
　そして、前記制御部は、前記３Ｄ映像の再生中に、前記シャッターグラスの電源ＯＦＦ
状態に関する状態情報が受信された場合、前記３Ｄ映像が自動で一時停止されるようにし
てよい。
【００３１】
　なお、前記制御部は、前記３Ｄ映像の一時停止中に、前記シャッターグラスの電源ＯＮ
状態に関する状態情報が受信された場合、前記３Ｄ映像が自動で再生されるようにしてよ
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い。
【００３２】
　そして、前記制御部は、前記３Ｄ映像の再生中に、前記シャッターグラスの電源ＯＦＦ
状態に関する状態情報が受信された場合、前記シャッターグラスの電源ＯＮを要請するメ
ッセージが表示されるようにしてよい。
【００３３】
　なお、前記制御部は、前記シャッターグラスの電源ＯＦＦ状態に関する状態情報が受信
された後に、前記シャッターグラスの電源ＯＮ状態に関する状態情報が受信された場合、
前記メッセージに対する表示を終了させてよい。
【００３４】
　そして、前記制御部は、前記３Ｄ映像の一時停止中に、前記シャッターグラスの電源Ｏ
Ｎ状態に関する状態情報が受信された場合、前記３Ｄ映像を再生するか否かを問い合わせ
るメッセージが表示されるようにしてよい。
【００３５】
　なお、前記シャッターグラスは、予め設定された時間間隔で前記状態情報を伝送したり
、前記状態情報に対する伝送要請が受信された場合、前記状態情報を伝送してよい。
【００３６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る３Ｄ（３－Ｄｉｍｅｎｓｉ
ｏｎ）映像出力モード又は２Ｄ（２－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）映像出力モードで動作される
ディスプレイ装置は、シャッターグラスから前記シャッターグラスに対する状態情報を受
信するための通信インターフェースと、及び前記状態情報に基づいて、出力モードを切り
替えたり、前記出力モードの切替のためのメッセージが表示されるようにする制御部と、
を含む。
【００３７】
　ここで、前記状態情報は、前記シャッターグラスの電源ＯＮ／ＯＦＦ状態、前記シャッ
ターグラスのバッテリー充電状態及び前記シャッターグラスの開閉状態のうち少なくとも
１つに関する情報であってよい。
【００３８】
　そして、前記制御部は、前記３Ｄ映像出力モード中に、前記シャッターグラスの電源Ｏ
ＦＦ状態に関する状態情報が受信された場合、前記３Ｄ映像出力モードが前記２Ｄ映像出
力モードに自動で切り替えられるようにしてよい。
【００３９】
　なお、前記制御部は、前記２Ｄ映像出力モード中に、前記シャッターグラスの電源ＯＮ
状態に関する状態情報が受信された場合、前記２Ｄ映像出力モードが前記３Ｄ映像出力モ
ードに自動で切り替えられるようにしてよい。
【００４０】
　そして、前記制御部は、前記３Ｄ映像出力モード中に、前記シャッターグラスの電源Ｏ
ＦＦ状態に関する状態情報が受信された場合、前記シャッターグラスの電源ＯＮを要請す
るメッセージが表示されるようにしてよい。
【００４１】
　なお、前記制御部は、前記シャッターグラスの電源ＯＦＦ状態に関する状態情報が受信
された後に、前記シャッターグラスの電源ＯＮ状態に関する状態情報が受信された場合、
前記メッセージに対する表示を終了させてよい。
【００４２】
　そして、前記制御部は、前記２Ｄ映像出力モード中に、前記シャッターグラスの電源Ｏ
Ｎ状態に関する状態情報が受信された場合、前記３Ｄ映像出力モードに切り替えるか否か
を問い合わせるメッセージが表示されるようにしてよい。
【００４３】
　なお、前記シャッターグラスは、予め設定された時間間隔で前記状態情報を伝送したり
、前記状態情報に対する伝送要請が受信された場合、前記状態情報を伝送してよい。
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【００４４】
　そして、前記３Ｄ映像出力モードは、前記３Ｄ映像を構成する左眼映像と右眼映像が画
面全体で交互に表示されるモードであり、前記２Ｄ映像出力モードは、前記左眼映像と前
記右眼映像が前記画面で分割されて表示されるモードでもよい。
【００４５】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る３Ｄ映像提供システムは、
外部から受信された同期信号に基づいて左眼グラスと右眼グラスとを交互に開閉し、前記
シャッターグラスに関する状態情報を外部に伝送するシャッターグラスと、及び前記状態
情報を受信し、前記状態情報に基づいて、再生モードを切り替えたり、前記再生モードの
切替のためのメッセージを表示するディスプレイ装置と、を含む。
【００４６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る３Ｄ映像提供システムは、
外部から受信された同期信号に基づいて、左眼グラスと右眼グラスとを交互に開閉し、前
記シャッターグラスに関する状態情報を外部に伝送するシャッターグラスと、及び３Ｄ（
３－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）映像出力モード又は２Ｄ（２－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）映像出力
モードで動作され、前記状態情報を受信し、前記状態情報に基づいて、出力モードを切り
替えたり、前記出力モードの切替のためのメッセージを表示するディスプレイ装置と、を
含む。
【発明の効果】
【００４７】
　上述のように、本発明の一実施形態によると、ディスプレイ装置とシャッターグラスが
ＩＲ伝送部及びＩＲ受信部を別途に備えることなく、通信インターフェースを介して状態
情報だけでなく、同期信号も送受信し、左眼映像の出力タイミングと左眼グラスのオープ
ンタイミングとが同期され、右眼映像の出力タイミングと右眼グラスのオープンタイミン
グとが同期され、シャッターグラスの状態情報に基づいて再生モード又は出力モードが切
り替えられるようにできるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の一実施形態に係る３Ｄ映像提供システムを示した図である。
【図２Ａ】３Ｄ映像のフォーマットを説明するための図である。
【図２Ｂ】３Ｄ映像のフォーマットを説明するための図である。
【図２Ｃ】３Ｄ映像のフォーマットを説明するための図である。
【図２Ｄ】３Ｄ映像のフォーマットを説明するための図である。
【図２Ｅ】３Ｄ映像のフォーマットを説明するための図である。
【図２Ｆ】３Ｄ映像のフォーマットを説明するための図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るＴＶのブロック図を示した図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るシャッターグラスのブロック図を示した図である。
【図５Ａ】３Ｄ映像のフォーマットによる処理方法を説明するための図である。
【図５Ｂ】３Ｄ映像のフォーマットによる処理方法を説明するための図である。
【図５Ｃ】３Ｄ映像のフォーマットによる処理方法を説明するための図である。
【図６】シャッターグラスがオンになった場合の画面転換過程を説明するための図である
。
【図７】再生モード切替方法を説明するためのフローチャートである。
【図８】本発明の別の実施形態に係るＴＶの構成を説明するための図である。
【図９】本発明の別の実施形態に係るシャッターグラスの構成を説明するための図である
。
【図１０】シャッターグラスがオンになった場合の画面転換過程を説明するための図であ
る。
【図１１】シャッターグラスがオフになった場合の画面転換過程を説明するための図であ
る。
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【図１２】出力モード切替方法を説明するためのフローチャートである。
【図１３】本発明の別の実施形態に係るＴＶの構成を説明するための図である。
【図１４】本発明の別の実施形態に係るシャッターグラスの構成を説明するための図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明をより詳細に説明する。特に、図１乃至図４を
参照しながら、本発明の一実施形態に係る３Ｄ（３－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）映像提供シス
テムの動作原理と構成を説明し、図５Ａ乃至図５Ｃを参照しながら、３Ｄ映像に対する処
理過程について説明する。なお、図６乃至図９を参照しながら、再生モード切替方法につ
いて説明し、図１０乃至図１４を参照しながら、出力モード切替方法について説明する。
【００５０】
　＜３Ｄ映像提供システムの動作原理及び構成＞
　図１は、本発明の一実施形態に係る３Ｄ映像提供システムを示した図である。図１に示
されているように、３Ｄ映像提供システムは３Ｄ映像を生成するためのカメラ１００、３
Ｄ映像を画面に表示するためのＴＶ２００及び３Ｄ映像を視聴するためのシャッターグラ
ス３００で構成される。
【００５１】
　カメラ１００は、３Ｄ映像を生成するための撮影装置の一種として、ユーザの左眼に提
供することを目的として撮影された左眼映像と、ユーザの右眼に提供することを目的とし
て撮影された右眼映像とを生成する。即ち、３Ｄ映像は左眼映像と右眼映像とで構成され
、このような左眼映像と右眼映像とがユーザの左眼と右眼にそれぞれ交互に提供され、両
眼時差による立体感が生じるようになる。
【００５２】
　これのために、カメラ１００は左眼映像を生成するための左眼カメラと、右眼映像を生
成するための右眼カメラとで構成され、左眼カメラと右眼カメラとの間隔は、人間の両目
間の離隔間隔から考慮されるようになる。
【００５３】
　カメラ１００は、撮影された左眼映像と右眼映像とをＴＶ２００に伝達する。特に、カ
メラ１００がＴＶ２００に伝達する左眼映像と右眼映像は、１つのフレームに左眼映像及
び右眼映像のうち一方の映像のみで構成されたフォーマットで伝達されたり、１つのフレ
ームに左眼映像と右眼映像とが両方含まれるように構成されたフォーマットで伝達される
ことができる。
【００５４】
　以下では、ＴＶ２００に伝達される３Ｄ映像のフォーマットについて具体的に説明する
ために、図２Ａ乃至図２Ｆを参照する。
【００５５】
　図２Ａ乃至図２Ｆは、３Ｄ映像のフォーマットを説明するための図である。図２Ａ乃至
図２Ｆでは説明の便宜上、左眼映像部分を白色で表示し、右眼映像部分を黒色で表示する
。
【００５６】
　まず、図２Ａは一般的なフレームシーケンス方式による３Ｄ映像のフォーマットを示し
た図である。フレームシーケンス方式による場合、３Ｄ映像のフォーマットは１つのフレ
ームに１つの左眼映像又は１つの右眼映像が挿入されたフォーマットになる。
【００５７】
　このようなフォーマットによる場合、１９２０*１０８０の解像度を持つ３Ｄ映像は、
「左眼カメラによって撮影された左眼映像Ｌ１が含まれたフレーム→右眼カメラによって
撮影された右眼映像Ｒ１が含まれたフレーム→左眼カメラによって撮影された左眼映像Ｌ
２が含まれたフレーム→右眼カメラによって撮影された右眼映像Ｒ２が含まれたフレーム
→…」で構成されるようになる。
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【００５８】
　図２Ｂは、ボトム－アップ（ｂｏｔｔｏｍ－ｕｐ）方式による３Ｄ映像のフォーマット
を示した図である。ボトム－アップ方式は上下分割方式とも呼ばれ、これによる場合、３
Ｄ映像のフォーマットは１つのフレームに左眼映像と右眼映像とが両方含まれたフォーマ
ットになる。特に、ボトム－アップ方式による３Ｄ映像のフォーマットは、左眼映像と右
眼映像とが上下に区分され、左眼映像が上側に設けられて右眼映像が下側に設けられたフ
ォーマットになる。
【００５９】
　これのために、カメラ１００で撮影された左眼映像と右眼映像は上下方向に縮小スケー
リングされてそれぞれ１９２０*５４０の解像度に変換され、その後縮小された左眼映像
と右眼映像とが、１９２０*１０８０の解像度を持つように上下に統合されて１つのフレ
ームを構成してＴＶ２００に伝達されるようになる。
【００６０】
　このようなフォーマットによる場合、１９２０*１０８０の解像度を持つ３Ｄ映像は、
「左眼カメラによって撮影された左眼映像Ｌ１（上）と右眼カメラによって撮影された右
眼映像Ｒ１（下）とが含まれたフレーム→左眼カメラによって撮影された左眼映像Ｌ２（
上）と右眼カメラによって撮影された右眼映像Ｒ２（下）とが含まれたフレーム→…」で
構成されるようになる。
【００６１】
　図２Ｃは、サイドバイサイド（ｓｉｄｅ　ｂｙ　ｓｉｄｅ）方式による３Ｄ映像のフォ
ーマットを示した図である。サイドバイサイド方式による場合、３Ｄ映像のフォーマット
は１つのフレームに左眼映像と右眼映像とが両方含まれたフォーマットになる。特に、サ
イドバイサイド方式による３Ｄ映像のフォーマットは、左眼映像と右眼映像とが左右に区
分され、左眼映像が左側に設けられて右眼映像が右側に設けられたフォーマットになる。
【００６２】
　これのために、カメラ１００で撮影された左眼映像と右眼映像は左右方向に縮小スケー
リングされてそれぞれ９６０*１０８０の解像度に変換され、その後縮小された左眼映像
と右眼映像とが、１９２０*１０８０の解像度を持つように左右に統合されて１つのフレ
ームを構成してＴＶ２００に伝達されるようになる。
【００６３】
　このようなフォーマットによる場合、１９２０*１０８０の解像度を持つ３Ｄ映像は、
「左眼カメラによって撮影された左眼映像Ｌ１（左）と右眼カメラによって撮影された右
眼映像Ｒ１（右）とを含むフレーム→左眼カメラによって撮影された左眼映像Ｌ２（左）
と右眼カメラによって撮影された右眼映像Ｒ２（右）とを含むフレーム→…」で構成され
るようになる。
【００６４】
　図２Ｄは、水平インターリーブ方式による３Ｄ映像のフォーマットを示した図である。
水平インターリーブ方式による場合、３Ｄ映像のフォーマットは１つのフレームに左眼映
像と右眼映像とが両方含まれたフォーマットになる。特に、水平インターリーブ方式によ
る３Ｄ映像のフォーマットは、左眼映像と右眼映像とが行単位で交互に配置されたフォー
マットになる。
【００６５】
　これのために、カメラ１００で撮影された左眼映像と右眼映像は、（１）上下方向に縮
小スケーリングされてそれぞれ１９２０*５４０の解像度に変換された後、変換された左
眼映像と変換された右眼映像とが行単位でそれぞれ奇数行又は偶数行に交互に配置される
ことで１つのフレームを構成することもでき、（２）左眼映像中の奇数行の映像のみが抽
出されて右眼映像中の偶数行の映像のみが抽出され、奇数行の映像と偶数行の映像が統合
されて１つのフレームを構成することもできる。
【００６６】
　例えば、前記（１）によるフォーマットによる場合、３Ｄ映像は、「左眼カメラによっ
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て撮影された左眼映像（Ｌ１）中の第１行、右眼カメラによって撮影された右眼映像（Ｒ
１）中の第１行、左眼カメラによって撮影された左眼映像（Ｌ１）中の第２行、右眼カメ
ラによって撮影された右眼映像（Ｒ１）中の第２行…」が１つのフレームを構成するよう
になる。
【００６７】
　なお、その次のフレームでは、「左眼カメラによって撮影された左眼映像（Ｌ２）中の
第１行、右眼カメラによって撮影された右眼映像（Ｒ２）中の第１行、左眼カメラによっ
て撮影された左眼映像（Ｌ２）中の第２行、右眼カメラによって撮影された右眼映像（Ｒ
２）中の第２行…」で構成されるようになる。
【００６８】
　図２Ｅは、垂直インターリーブ方式による３Ｄ映像のフォーマットを示した図である。
垂直インターリーブ方式による場合、３Ｄ映像のフォーマットは１つのフレームに左眼映
像と右眼映像とが両方含まれたフォーマットになる。特に、垂直インターリーブ方式によ
る３Ｄ映像のフォーマットは、左眼映像と右眼映像とが列単位で交互に配置されたフォー
マットになる。
【００６９】
　これのために、カメラ１００で撮影された左眼映像と右眼映像は、（１）左右方向に縮
小スケーリングされてそれぞれ９６０*１０８０の解像度に変換された後、変換された左
眼映像と変換された右眼映像とが列単位でそれぞれ奇数列又は偶数列に交互に配置される
ことで１つのフレームを構成することもでき、（２）左眼映像中の奇数列の映像のみが抽
出されて右眼映像中の偶数列の映像のみが抽出され、奇数列の映像と偶数列の映像とが統
合されて１つのフレームを構成することもできる。
【００７０】
　例えば、前記（１）によるフォーマットによる場合、３Ｄ映像は、「左眼カメラによっ
て撮影された左眼映像（Ｌ１）中の第１列、右眼カメラによって撮影された右眼映像（Ｒ
１）中の第１列、左眼カメラによって撮影された左眼映像（Ｌ１）中の第２列、右眼カメ
ラによって撮影された右眼映像（Ｒ１）中の第２列…」が１つのフレームを構成するよう
になる。
【００７１】
　なお、その次のフレームでは、「左眼カメラによって撮影された左眼映像（Ｌ２）中の
第１列、右眼カメラによって撮影された右眼映像（Ｒ２）中の第１列、左眼カメラによっ
て撮影された左眼映像（Ｌ２）中の第２列、右眼カメラによって撮影された右眼映像（Ｒ
２）中の第２列…」で構成されるようになる。
【００７２】
　図２Ｆは、チェッカーボード方式による３Ｄ映像のフォーマットを示した図である。チ
ェッカーボード方式による場合、３Ｄ映像のフォーマットは１つのフレームに左眼映像と
右眼映像とが両方含まれたフォーマットになる。特に、チェッカーボード方式による３Ｄ
映像のフォーマットは、左眼映像と右眼映像とがピクセル単位又はピクセル群単位で交互
に配置されたフォーマットになる。
【００７３】
　これのために、カメラ１００で撮影された左眼映像と右眼映像は、ピクセル単位又はピ
クセル群単位で抽出されて各フレームを構成する複数のピクセル又はピクセル群に交互に
配置されるようになる。
【００７４】
　例えば、チェッカーボード方式による３Ｄ映像のフォーマットによる場合、３Ｄ映像は
、「左眼カメラによって撮影された左眼映像（Ｌ１）中の第１行第１列、右眼カメラによ
って撮影された右眼映像（Ｒ１）中の第１行第２列、左眼カメラによって撮影された左眼
映像（Ｌ１）中の第１行第３列、右眼カメラによって撮影された右眼映像（Ｒ１）中の第
１行第４列…」が１つのフレームを構成するようになる。
【００７５】
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　なお、その次のフレームでは、「左眼カメラによって撮影された左眼映像（Ｌ２）中の
第１行第１列、右眼カメラによって撮影された右眼映像（Ｒ２）中の第１行第２列、左眼
カメラによって撮影された左眼映像（Ｌ２）中の第１行第３列、右眼カメラによって撮影
された右眼映像（Ｒ２）中の第１行第４列…」で構成されるようになる。
【００７６】
　再び図１について説明すると、このように、カメラ１００は上述のフォーマットのうち
１つのフォーマットを予め決定し、決定されたフォーマットに従って３Ｄ映像を ＴＶ２
００に伝達するようになる。
【００７７】
　ＴＶ２００は、ディスプレイ装置の一種として、カメラ１００などの撮影装置から受信
された３Ｄ映像又はカメラ１００によって撮影されて放送局で編集／加工された後、放送
局で送出された３Ｄ映像を受信し、受信された３Ｄ映像を処理した後にそれを画面に表示
する。特に、ＴＶ２００は３Ｄ映像のフォーマットを参照し、左眼映像と右眼映像を加工
し、加工された左眼映像と右眼映像とが時分割されて交互にディスプレイされるようにす
る。
【００７８】
　更に、ＴＶ２００は左眼映像と右眼映像とが時分割されてディスプレイされるタイミン
グと同期された同期信号を生成してシャッターグラス３００に伝達する。
【００７９】
　このようなＴＶ２００の具体的な構成についての説明のために、図３を参照する。図３
は、本発明の一実施形態に係るＴＶ２００のブロック図を示した図である。
【００８０】
　図３に示されたように、本実施形態に係るＴＶ２００は、映像受信部２１０、映像処理
部２２０、映像出力部２３０、制御部２４０、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ）生成部２５０、保存部２６０、ユーザ命令受信部２７０、ＩＲ伝送部２
８０及び通信インターフェース２９０を備える。
【００８１】
　映像受信部２１０は、放送局又は衛星から有線又は無線で受信される放送を受信して復
調する。なお、映像受信部２１０には、カメラ１００などの外部機器に接続されて外部機
器から３Ｄ映像が入力される。外部機器は無線で接続されたりＳ－Ｖｉｄｅｏ、コンポー
ネント、コンポジット、Ｄ－Ｓｕｂ、ＤＶＩ、ＨＤＭＩなどのインターフェースを介して
有線で接続されることができる。
【００８２】
　上述したように、３Ｄ映像は少なくとも１つのフレームで構成された映像として、１つ
の映像フレームに左眼映像と右眼映像とが含まれたり、各フレームが左眼映像又は右眼映
像で構成された映像を意味する。即ち、３Ｄ映像は、上述の図２による複数のフォーマッ
トのうち１つによって生成された映像である。
【００８３】
　従って、映像受信部２１０に受信される３Ｄ映像は多様なフォーマットによることがで
き、特に、一般的なフレームシーケンス方式、ボトム－アップ方式、サイドバイサイド方
式、水平インターリーブ方式、垂直インターリーブ方式及びチェッカーボード方式のうち
１つによるフォーマットでなされうる。
【００８４】
　映像受信部２１０は、受信された３Ｄ映像を映像処理部２２０に伝達する。
　映像処理部２２０は、映像受信部２１０に受信された３Ｄ映像に対してビデオデコーデ
ィング、フォーマット分析、ビデオスケーリングなどの信号処理及びＧＵＩ付加などの作
業を行う。
【００８５】
　特に、映像処理部２２０は、映像受信部２１０に入力された３Ｄ映像のフォーマットを
用いて、１つの画面の大きさ（１９２０*１０８０）に該当する左眼映像と右眼映像とを
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それぞれ生成する。
【００８６】
　即ち、３Ｄ映像のフォーマットが、ボトム－アップ方式、サイドバイサイド方式、水平
インターリーブ方式、垂直インターリーブ方式又はチェッカーボード方式によるフォーマ
ットである場合、映像処理部２２０は各映像フレームで左眼映像部分と右眼映像部分とを
それぞれ抽出し、抽出された左眼映像と右眼映像とを拡大スケーリング又は補間すること
で、ユーザに提供するための左眼映像と右眼映像とをそれぞれ生成するようになる。
【００８７】
　なお、３Ｄ映像のフォーマットが一般的なフレームシーケンス方式である場合、映像処
理部２２０は各フレームから左眼映像又は右眼映像を抽出してユーザに提供するための準
備をする。
【００８８】
　一方、入力された３Ｄ映像のフォーマットに対する情報は、３Ｄ映像信号に含まれてい
ても良く、含まれていなくても良い。
【００８９】
　例えば、入力された３Ｄ映像のフォーマットに対する情報が、３Ｄ映像信号に含まれて
いる場合、映像処理部２２０は３Ｄ映像を分析してフォーマットに対する情報を抽出し、
抽出された情報によって受信された３Ｄ映像を処理するようになる。一方、入力された３
Ｄ映像のフォーマットに対する情報が３Ｄ映像信号に含まれていない場合、映像処理部２
２０はユーザによって入力されたフォーマットに従って受信された３Ｄ映像を処理したり
、予め設定されたフォーマットに従って受信された３Ｄ映像を処理するようになる。
【００９０】
　更に、映像処理部２２０は後述のＧＵＩ生成部２５０から受信されたＧＵＩが左眼映像
、右眼映像、又は両方共に付加されるようにする。
【００９１】
　映像処理部２２０は、抽出された左眼映像と右眼映像とを時分割して交互に映像出力部
２３０に伝達する。即ち、映像処理部２２０は「左眼映像（Ｌ１）→右眼映像（Ｒ１）→
左眼映像（Ｌ２）→右眼映像（Ｒ２）→…」の時間的順番で左眼映像と右眼映像を映像出
力部２３０に伝達する。
【００９２】
　映像出力部２３０は、映像処理部２２０から出力される左眼映像と右眼映像とを交互に
出力してユーザに提供する。
【００９３】
　ＧＵＩ生成部２５０は、ディスプレイに表示されるＧＵＩを生成する。ＧＵＩ生成部２
５０で生成されたＧＵＩは映像処理部２２０に印加され、ディスプレイに表示される左眼
映像、右眼映像、又は両方共に付加されるようになる。
【００９４】
　保存部２６０は、ＴＶ２００を動作させるために必要な各種プログラムなどが保存され
る保存媒体として、メモリー、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）などで実現可
能である。
【００９５】
　ユーザ命令受信部２７０は、リモコンなどの入力手段から受信されるユーザ命令を制御
部２４０に伝達する。
【００９６】
　ＩＲ伝送部２８０は、交互に出力される左眼映像及び右眼映像と同期された同期信号を
生成し、生成された同期信号を赤外線の形でシャッターグラス３００に伝送する。これは
、ＴＶ２００とシャッターグラス３００間の同期を通じて、シャッターグラス３００が交
互に開閉され、シャッターグラス３００の左眼のオープンタイミングで映像出力部２３０
で左眼映像が表示され、シャッターグラス３００の右眼のオープンタイミングで映像出力
部２３０で右眼映像が表示されるようにするためである。
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【００９７】
　通信インターフェース２９０は、シャッターグラス３００と通信してシャッターグラス
３００に対する状態情報を受信することを目的として使われる。状態情報とは、シャッタ
ーグラス３００をユーザが着用中の状態か否かに関する情報、シャッターグラス３００の
充電状態に関する情報などでもよい。
【００９８】
　特に、ユーザがシャッターグラス３００を着用中の状態であるか否かに関する情報は、
シャッターグラス３００に設けられたスイッチなどがＯＮになって、シャッターグラス３
００を構成する各構成要素に電源が供給されているか否かについての情報になる。
【００９９】
　このように、通信インターフェース２９０はシャッターグラス３００に対する状態情報
を受信して受信された状態情報を制御部２４０に伝達する。
【０１００】
　制御部２４０は、ユーザ命令受信部２７０から伝達されたユーザ命令に従ってＴＶ２０
０の全般の動作を制御する。
【０１０１】
　特に、制御部２４０は映像受信部２１０及び映像処理部２２０を制御し、３Ｄ映像が受
信され、受信された３Ｄ映像が左眼映像と右眼映像とに分離され、分離された左眼映像と
右眼映像とのそれぞれが、１つの画面でディスプレイされることのできる大きさでスケー
リング又は補間されるようにする。
【０１０２】
　なお、制御部２４０はＧＵＩ生成部２５０を制御して、ユーザ命令受信部２７０から伝
達されたユーザ命令に対応するＧＵＩが生成されるようにし、ＩＲ伝送部２８０を制御し
て、左眼映像及び右眼映像の出力タイミングと同期された同期信号が生成及び伝送される
ようにする。
【０１０３】
　更に、制御部２４０は、通信インターフェース２９０を介して受信されたシャッターグ
ラス３００の状態情報に基づいて、状態情報に対応する３Ｄ映像が画面に表示されて状態
情報に対応するＧＵＩが生成されるように、映像処理部２２０及びＧＵＩ生成部２５０を
制御する。これに対する具体的な説明については後述する。
【０１０４】
　一方、シャッターグラス３００はＴＶ２００から受信された同期信号に従って左眼グラ
スと右眼グラスとを交互に開閉し、ユーザが左眼と右眼を通して左眼映像及び右眼映像を
それぞれ視聴できるようにする。以下では、図４を参照しながら、シャッターグラス３０
０の具体的な構成について説明する。
【０１０５】
　図４は、本発明の一実施形態に係るシャッターグラス３００のブロック図を示した図で
ある。図４に示されたように、シャッターグラス３００は、ＩＲ受信部３１０、制御部３
２０、グラス駆動部３３０、グラス部３４０、電源供給部３７０及び通信インターフェー
ス３８０を備える。
【０１０６】
　ＩＲ受信部３１０は、有線又は無線で接続されたＴＶ２００のＩＲ伝送部２８０から３
Ｄ映像に対する同期信号を受信する。特に、ＩＲ伝送部２８０は直進性を持つ赤外線を用
いて同期信号を放射し、ＩＲ受信部３１０は放射された赤外線から同期信号を受信する。
【０１０７】
　例えば、ＩＲ伝送部２８０からＩＲ受信部３１０に伝達される同期信号は、予め設定さ
れた時間間隔でハイレベル（ｈｉｇｈ　ｌｅｖｅｌ）とローレベル（ｌｏｗ　ｌｅｖｅｌ
）とが交互になった信号でも良く、ハイレベルである時間では左眼映像が伝送され、ロー
レベルである時間では右眼映像が伝送されるように実現することができる。
【０１０８】
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　ＩＲ受信部３１０は、ＩＲ伝送部２８０から受信された同期信号を制御部３２０に伝達
する。
【０１０９】
　制御部３２０はシャッターグラス３００の全般に対する動作を制御する。特に、制御部
３２０は、ＩＲ受信部３１０で受信された同期信号に基づいて制御信号を生成し、生成さ
れた制御信号をグラス駆動部３３０に伝達してグラス駆動部３３０を制御する。特に、制
御部３２０は同期信号に基づいて、グラス部３４０を駆動させるための駆動信号がグラス
駆動部３３０で生成されるようにグラス駆動部３３０を制御する。
【０１１０】
　グラス駆動部３３０は、制御部３２０から受信された制御信号に基づいて駆動信号を生
成する。特に、後述のグラス部３４０は、左眼グラス３５０及び右眼グラス３６０で構成
されているため、グラス駆動部３３０は左眼グラス３５０を駆動させるための左眼駆動信
号と、右眼グラス３６０を駆動させるための右眼駆動信号とをそれぞれ生成し、生成され
た左眼駆動信号を左眼グラス３５０に伝達して右眼駆動信号を右眼グラス３６０に伝達す
る。
【０１１１】
　グラス部３４０は上述のように、左眼グラス３５０及び右眼グラス３６０で構成され、
グラス駆動部３３０から受信された駆動信号に従ってそれぞれのクラスを開閉する。
【０１１２】
　電源供給部３７０は、シャッターグラス３００に設けられたスイッチ（図示せず）など
を介してシャッターグラス３００がＯＮになると、シャッターグラス３００を構成する各
構成要素に電源が供給されるようにする。
【０１１３】
　通信インターフェース３８０は、ＴＶ２００と通信するための接続ルートとして、ＴＶ
２００にシャッターグラス３００に対する状態情報を伝送することを目的として使われる
。特に、通信インターフェース３８０はシャッターグラス３００がＯＮになったか、又は
ＯＦＦになったかに対する状態情報をＴＶ２００に伝送する。
【０１１４】
　このような状態情報は、ＴＶ２００とシャッターグラス３００との間に予め設定された
時間間隔で伝送されたり、ＴＶ２００から状態情報の伝送に対する要請がある場合に伝送
されることができる。
【０１１５】
　＜３Ｄ映像に対する処理過程＞
　以下では、３Ｄ映像に対する処理過程について図５Ａ乃至図５Ｃを参照しながら説明す
る。図５Ａ乃至図５Ｃは、３Ｄ映像のフォーマットに応じた処理方法を説明するための図
である。
【０１１６】
　まず、図５Ａは、一般的なフレームシーケンス方式によって３Ｄ映像が受信された場合
、それを画面に表示する方法を示している。
【０１１７】
　図５Ａに示されたように、フレームシーケンス方式による３Ｄ映像のフォーマットは、
１つのフレームに１つの左眼映像又は１つの右眼映像が挿入されたフォーマットである。
従って、３Ｄ映像は、「左眼カメラによって撮影された左眼映像Ｌ１が含まれたフレーム
→右眼カメラによって撮影された右眼映像Ｒ１が含まれたフレーム→左眼カメラによって
撮影された左眼映像Ｌ２が含まれたフレーム→右眼カメラによって撮影された右眼映像Ｒ
２が含まれたフレーム→…」の順に入力され、入力された順番で画面に表示されるように
なる。
【０１１８】
　図５Ｂはサイドバイサイド方式によって３Ｄ映像が受信された場合、それを画面に表示
する方法を示している。
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【０１１９】
　図５Ｂに示されたように、サイドバイサイド方式による３Ｄ映像のフォーマットは、１
つのフレームに左眼映像と右眼映像とが両方含まれたフォーマットになる。特に、サイド
バイサイド方式による３Ｄ映像のフォーマットは、左眼映像と右眼映像とが左右に区分さ
れ、左眼映像が左側に設けられて右眼映像が右側に設けられたフォーマットになる。
【０１２０】
　このようなフォーマットによる場合、ＴＶ２００は受信された３Ｄ映像の各フレームを
、左右に二等分して左眼映像部分と右眼映像部分とに分離し、分離された左眼映像部分と
右眼映像部分とを左右に２倍拡大スケーリングして画面に表示する左眼映像と右眼映像を
生成し、生成された左眼映像と右眼映像とを交互に画面にディスプレイするようになる。
【０１２１】
　従って、３Ｄ映像は、「第１フレームに含まれた映像中の左側部分（Ｌ１）を２倍拡大
した左眼映像→第１フレームに含まれた映像中の右側部分（Ｒ１）を２倍拡大した右眼映
像→第２フレームに含まれた映像中の左側部分（Ｌ２）を２倍拡大した左眼映像→第２フ
レームに含まれた映像中の右側部分（Ｒ２）を２倍拡大した右眼映像…」の順に画面に表
示されるようになる。
【０１２２】
　一方、以上ではサイドバイサイド方式による３Ｄ映像のフォーマットを処理する過程に
ついて例を挙げて説明したが、ボトム－アップ方式による３Ｄ映像のフォーマットに対す
る処理過程も、そこから類推可能であることは言うまでもない。即ち、ボトム－アップ方
式による３Ｄ映像のフォーマットによる場合、ＴＶ２００は受信された３Ｄ映像の各フレ
ームを上下に二等分して左眼映像部分と右眼映像部分とにそれぞれ分離し、分離された左
眼映像部分と右眼映像部分とを上下に２倍に拡大スケーリングして画面に表示する左眼映
像と右眼映像を生成し、生成された左眼映像と右眼映像とを交互に画面にディスプレイす
るようになる。
【０１２３】
　図５Ｃは、水平インターリーブ方式で３Ｄ映像が受信された場合、それを画面に表示す
る方法を示している。
【０１２４】
　図５Ｃに示されたように、水平インターリーブ方式による３Ｄ映像のフォーマットは、
１つのフレームに左眼映像と右眼映像とが両方含まれたフォーマットになる。特に、水平
インターリーブ方式による３Ｄ映像のフォーマットは、左眼映像と右眼映像とが行単位で
交互に配置されたフォーマットになる。
【０１２５】
　このようなフォーマットによる場合、ＴＶ２００は受信された３Ｄ映像の各フレームを
奇数行別及び偶数行別に区分し、左眼映像部分と右眼映像部分とに分離し、分離された左
眼映像部分と右眼映像部分とを上下に２倍拡大スケーリングして左眼映像と右眼映像を生
成し、生成された左眼映像と右眼映像とを交互に画面にディスプレイするようになる。
【０１２６】
　従って、３Ｄ映像は、「第１フレームに含まれた映像中の奇数行部分（Ｌ１－１、Ｌ１
－２）をそれぞれ２倍拡大した左眼映像→第１フレームに含まれた映像中の偶数行部分（
Ｒ１－１、Ｒ１－２）をそれぞれ２倍拡大した右眼映像→第２フレームに含まれた映像中
の奇数行部分（Ｌ２－１、Ｌ２－２）をそれぞれ２倍拡大した左眼映像→第２フレームに
含まれた映像中の偶数行部分（Ｒ２－１、Ｒ２－２）をそれぞれ２倍拡大した右眼映像→
…」の順に画面に表示されるようになる。
【０１２７】
　無論、水平インターリーブ方式による３Ｄ映像のフォーマットに対しては、上述の拡大
スケーリング方式を使わずに、１つのフレームに含まれた映像中の奇数行部分を用いて偶
数行部分を補間して左眼映像を生成し、偶数行部分を用いて奇数行部分を補間して右眼映
像を生成する方式を使うこともできる。
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【０１２８】
　それだけでなく、拡大スケーリング方式や補間方式を使わずに、奇数行のみに対して映
像を出力して左眼映像を生成し、偶数行のみに対して映像を出力して右眼映像を生成する
方式でも実現可能である。
【０１２９】
　一方、以上では、水平インターリーブ方式による３Ｄ映像のフォーマットを処理する過
程について例を挙げて説明したが、垂直インターリーブ方式やチェッカーボード方式によ
る３Ｄ映像のフォーマットに対する処理過程も、そこから類推可能であることは言うまで
もない。
【０１３０】
　即ち、垂直インターリーブ方式による３Ｄ映像のフォーマットに対しては、行別スケー
リングや補間でない、列別スケーリングや補間を適用して左眼映像と右眼映像を生成して
交互に出力することで、３Ｄ映像をユーザに提供することができる。
【０１３１】
　なお、チェッカーボード方式による３Ｄ映像のフォーマットに対しては、ピクセル別ス
ケーリングや補間又はピクセル群別スケーリングや補間を用いることができる。
【０１３２】
　＜再生モード切替方法＞
　以下では、上述のように処理された３Ｄ映像に関する画面転換過程、特に、シャッター
グラス３００の状態情報に基づいて再生モードを切り替える過程について説明する。
【０１３３】
　ここで、再生モードとは、再生に関したモードとして、３Ｄ映像を再生中の状態、一時
停止された状態、録画中の状態などを含む概念である。
【０１３４】
　図６は、シャッターグラス３００がオンになった場合の画面転換過程を説明するための
図である。図６の左側画面を参考にすると、「ＰＬＡＹ」アイテム６２０が示しているよ
うに、ＴＶ２００は現在３Ｄ映像を再生中にある。
【０１３５】
　３Ｄ映像に対する再生状態では、ＴＶ２００の画面に３Ｄオブジェクト６１０が表示さ
れるようになる。図６では、時分割されて交互にディスプレイされる３Ｄ映像に対するグ
ラフィック的な表現のために、円形の左眼映像と円形の右眼映像とが重なった形となった
３Ｄオブジェクト６１０を示した。
【０１３６】
　一方、３Ｄ映像に対する再生中に、ＴＶ２００はシャッターグラス３００と通信してシ
ャッターグラス３００に対する状態情報を収集する。状態情報とは、シャッターグラスの
電源ＯＮ／ＯＦＦ状態、シャッターグラスのバッテリー充電状態及びシャッターグラスの
開閉状態などに対する情報である。
【０１３７】
　特に、ＴＶ２００はシャッターグラス３００の電源ＯＮ／ＯＦＦ状態に関する状態情報
を収集して、シャッターグラス３００の電源がＯＮ状態であると判断されると、３Ｄ映像
に対する再生状態をそのまま維持し、シャッターグラス３００の電源がＯＦＦ状態である
と判断されると、３Ｄ映像に対する再生を一時停止したり、シャッターグラス３００の着
用を誘導するメッセージ又は視聴終了を誘導するメッセージをディスプレイするようにな
る。
【０１３８】
　図６の右側上段の画面を参照すると、「‖Ｐａｕｓｅ」アイテム６３０が示しているよ
うに、シャッターグラス３００の電源がＯＦＦになると、３Ｄ映像に対する再生は一時停
止される。即ち、シャッターグラス３００の電源がＯＦＦになると、ＴＶ２００はシャッ
ターグラス３００の電源がＯＦＦになったという状態情報に基づいて、ユーザがそれ以上
、３Ｄ映像を視聴する意向がないものと推定し、再生中の３Ｄ映像を一時停止させるので
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ある。
【０１３９】
　なお、図６の右側中央の画面にように、シャッターグラス３００の電源がＯＦＦになる
と、シャッターグラス３００の着用を要請したり、シャッターグラス３００の電源ＯＮを
要請するメッセージの含まれたＧＵＩ６４０が画面に表示されるようにすることもできる
。
【０１４０】
　更に、図６の右側下段の画面のように、シャッターグラス３００の電源がＯＦＦになる
と、３Ｄ映像に対する視聴終了を誘導するメッセージの含まれたＧＵＩ６５０が画面に表
示されるようにすることもできる。
【０１４１】
　どんな場合でも、ユーザがシャッターグラス３００の電源を再びＯＮ状態に変更すると
、ＴＶ２００は一時停止状態の３Ｄ映像を再び再生状態に切り替えるようになる。即ち、
シャッターグラス３００の電源がＯＮになると、ＴＶ２００はシャッターグラス３００の
電源がＯＮになったという状態情報に基づいて、ユーザが再び３Ｄ映像を視聴する意向が
あるものと推定し、一時停止された３Ｄ映像を再び再生させるのである。
【０１４２】
　このように、ユーザがシャッターグラス３００の電源をＯＮにさせたりＯＦＦにさせた
りする動作のみで、ＴＶ２００はユーザの意向を分析して意向に合ったアクションを能動
的に取ることができ、これにより、３Ｄ映像に対するユーザの視聴意向の考慮された再生
モードで映像が提供されうるようになる。
【０１４３】
　以下では、図７を参照しながら、再生モードが自動で切り替えられる動作フローについ
て説明する。図７は、再生モード切替方法を説明するためのフローチャートである。
【０１４４】
　３Ｄ映像を再生する途中（Ｓ７１０）で、ＴＶ２００は予め設定された時間間隔でシャ
ッターグラス３００の状態を確認する（Ｓ７２０）。
【０１４５】
　シャッターグラス３００がオン状態であると判断されると（Ｓ７２０－ＯＮ）、ＴＶ２
００は現在の再生モードによって３Ｄ映像を引き続き再生し（Ｓ７１０）、シャッターグ
ラス３００がオフ状態であると判断されると（Ｓ７２０－ＯＦＦ）、ＴＶ２００は３Ｄ映
像を一時停止させるようになる（Ｓ７３０）。
【０１４６】
　なお、３Ｄ映像に対する一時停止と共に、又は別にシャッターグラス３００の着用を要
請するメッセージ又は視聴終了を問い合わせるメッセージがディスプレイされるようにな
る（Ｓ７４０）。
【０１４７】
　以後、ＴＶ２００はシャッターグラス３００の状態を再び確認し（Ｓ７５０）、シャッ
ターグラス３００がオフ状態であると判断されると（Ｓ７５０－ＯＦＦ）、現在の再生モ
ードに従って、３Ｄ映像を引き続き一時停止させ、シャッターグラス３００がオン状態で
あると判断されると（Ｓ７５０－ＯＮ）、ＴＶ２００は再び３Ｄ映像を再生させるように
なる（Ｓ７６０）。
【０１４８】
　このように、ユーザがシャッターグラス３００の電源をＯＮにさせたりＯＦＦにさせた
りする動作のみで、ＴＶ２００はユーザの意向を分析して意向に合ったアクションを能動
的に取ることができ、これにより、３Ｄ映像に対するユーザの視聴意向の考慮された再生
モードで映像が提供されうるようになる。
【０１４９】
　図８は、本発明の別の実施形態に係るＴＶ２００の構成を説明するための図であり、図
９は、本発明の別の実施形態に係るシャッターグラス３００の構成を説明するための図で
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ある。
【０１５０】
　図８及び図９は、上述の図３及び図４の内容と同様であるか、そこから類推可能である
ため、以下では、図３及び図４の相違点を中心に説明する。
【０１５１】
　図３及び図４では、ＴＶ２００とシャッターグラス３００が赤外線通信方式によって同
期信号を送受信し、このために、ＩＲ伝送部２８０及びＩＲ受信部３１０をそれぞれ備え
ていると言及した。
【０１５２】
　ところが、図８及び図９で、ＴＶ２００とシャッターグラス３００は別途のＩＲ伝送部
２８０及びＩＲ受信部３１０を備えていない。
【０１５３】
　即ち、ＴＶ２００とシャッターグラス３００はＩＲ伝送部２８０及びＩＲ受信部３１０
を別途に備えておらず、通信インターフェース２９０、３８０を介して状態情報だけでな
く同期信号も送受信して、左眼映像の出力タイミングと左眼グラスのオープンタイミング
とが同期され、右眼映像の出力タイミングと右眼グラスのオープンタイミングとが同期さ
れて、シャッターグラス３００の状態情報に基づいて再生モードが切り替えられるように
できるようになる。
【０１５４】
　＜出力モード切替方法＞
　以下では、上述のように処理された３Ｄ映像に関する画面転換過程、特に、シャッター
グラス３００の状態情報に基づいて出力モードを切り替える過程について説明する。
【０１５５】
　図１０は、シャッターグラスがオンになった場合の画面転換過程を説明するための図で
ある。ＴＶ２００が２Ｄ映像出力モードである時に３Ｄ映像が受信されると、図１０の左
側画面のように受信された３Ｄ映像がそのまま出力されるようになる。
【０１５６】
　即ち、２Ｄ映像出力モードとは、３ＤモードがＯＦＦになったモードとして、入力され
た３Ｄ映像に含まれた各映像フレームをそのままディスプレイするモードのことを意味す
る。従って、この場合、３Ｄ映像がフレームシーケンス方式でない他の方式によるフォー
マットでなされたなら、左眼映像と右眼映像が同時にディスプレイされるようになる。
【０１５７】
　図１０では、左眼映像に含まれた２Ｄオブジェクト１０１０と右眼映像に含まれた２Ｄ
オブジェクト１０２０が上下に分けられて１つの画面にディスプレイされていることが分
かり、これにより、ボトム－アップ方式によるフォーマットとなった３Ｄ映像が受信され
ていることが分かる。
【０１５８】
　一方、３Ｄ映像出力モードとは、３ＤモードがＯＮになったモードとして、入力された
３Ｄ映像に含まれた各映像フレームを、適用されたフォーマットに従って左眼映像部分と
右眼映像部分とに分離し、分離された左眼映像部分と右眼映像部分に対して拡大スケーリ
ングして左眼映像と右眼映像を生成して、左眼映像と右眼映像とを時分割して交互にディ
スプレイするモードのことを意味する。
【０１５９】
　一方、２Ｄ映像出力モードである時に３Ｄ映像が受信されると、ＴＶ２００はシャッタ
ーグラス３００と通信してシャッターグラス３００に対する状態情報を収集する。状態情
報とは、シャッターグラスの電源ＯＮ／ＯＦＦ状態、シャッターグラスのバッテリー充電
状態及びシャッターグラスの開閉状態などに関する情報である。
【０１６０】
　特に、ＴＶ２００は、シャッターグラス３００電源ＯＮ／ＯＦＦ状態に関する状態情報
を収集して、シャッターグラス３００の電源がＯＦＦ状態であると判断されると、２Ｄ映
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像出力モードをそのまま維持し、シャッターグラス３００の電源がＯＮ状態であると判断
されると、２Ｄ映像出力モードを３Ｄ映像出力モードに切り替えたり、３Ｄ映像出力モー
ドに切り替えるように誘導するためのメッセージをディスプレイするようになる。
【０１６１】
　図１０の右側上段の画面を参照すると、ＴＶ２００は状態情報に基づいてシャッターグ
ラス３００の電源ＯＮ状態を確認し、３Ｄ映像出力モードに切り替えたことが分かる。上
述のように、３Ｄ映像出力モードは、適用されたフォーマットに従って３Ｄ映像を左眼映
像部分と右眼映像部分とに分離し、分離された左眼映像部分と右眼映像部分に対して拡大
スケーリングして左眼映像と右眼映像を生成し、左眼映像と右眼映像とを時分割して交互
にディスプレイするモードとなる。
【０１６２】
　これにより、ＴＶ２００の画面には２Ｄオブジェクト１０１０、１０２０の代りに３Ｄ
オブジェクト１０３０が表示されるようになる。図１０では、時分割されて交互にディス
プレイされる３Ｄ映像に対するグラフィック的な表現のために円形の左眼映像と円形の右
眼映像とが重なった形となった３Ｄオブジェクト１０３０を示した。
【０１６３】
　なお、図１０の右側中央の画面のように、３Ｄ出力モードに切り替えられると同時に、
３Ｄ出力モードに切り替えられたことを報知するためのメッセージの含まれたＧＵＩ１０
４０が画面に表示されるようにすることもできる。この場合、所定時間Ｔが経過すると、
自動でＧＵＩ１０４０が消え、３Ｄオブジェクト１０３０のみが画面に提供されるように
なる。
【０１６４】
　更に、図１０の右側下段の画面のように、３Ｄ出力モードに切り替えずに、３Ｄ出力モ
ードに切り替えるか否かを問い合わせるメッセージの含まれたＧＵＩ１０５０が画面に表
示されるように実現することもできる。この場合、ユーザがＴＶ２００に設けられた操作
ボタン又はリモコンに設けられた操作ボタンを押して、ＧＵＩ１０４０が消えるようにし
て３Ｄ出力モードに切り替えることもでき、特に選択がなく所定時間Ｔが経過する場合、
自動でＧＵＩ１０４０が消えて３Ｄ出力モードに切り替えられることもできる。
【０１６５】
　このように、ユーザがシャッターグラス３００の電源をＯＮにさせる動作のみで、ＴＶ
２００はユーザの意向を分析して意向に合ったアクションを能動的に取ることができ、こ
れにより、３Ｄ映像に対するユーザの視聴意向の考慮された出力モードで映像が提供され
ることができるようになる。
【０１６６】
　一方、図１１は、シャッターグラスがオフになった場合の画面転換過程を説明するため
の図である。ＴＶ２００が３Ｄ映像出力モードである時には、図１１の左側画面のように
、ＴＶ２００は入力された３Ｄ映像に含まれた各映像フレームを、適用されたフォーマッ
トに従って左眼映像部分と右眼映像部分とに分離し、分離された左眼映像部分と右眼映像
部分に対して拡大スケーリングして左眼映像と右眼映像を生成し、左眼映像と右眼映像と
を時分割して交互にディスプレイするようになる。
【０１６７】
　これにより、画面には３Ｄオブジェクト１０３０がディスプレイされるようになる。
　一方、ＴＶ２００は予め設定された時間毎に、シャッターグラス３００と通信してシャ
ッターグラス３００に対する状態情報を収集したり、シャッターグラス３００の状態が変
更される度に、シャッターグラス３００から状態情報を受信するようになる。
【０１６８】
　従って、シャッターグラス３００の電源がＯＦＦ状態に変更されたと判断されると、Ｔ
Ｖ２００は３Ｄ映像出力モードを２Ｄ映像出力モードに切り替えたり、２Ｄ映像出力モー
ドに切り替えるように誘導するためのメッセージ又はシャッターグラス３００の電源ＯＮ
を誘導するためのメッセージをディスプレイするようになる。
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【０１６９】
　図１１の右側１番目の画面を参照すると、ＴＶ２００は状態情報に基づいてシャッター
グラス３００の電源ＯＦＦ状態を確認し、２Ｄ映像出力モードに切り替えたことが分かる
。上述のように、２Ｄ映像出力モードでは入力された３Ｄ映像に含まれた各映像フレーム
がそのままディスプレイされるようになる。
【０１７０】
　これにより、ＴＶ２００の画面には３Ｄオブジェクト１０３０の代りに２Ｄオブジェク
ト１０１０、１０２０が上下に表示されるようになり、上下に分けられた２Ｄオブジェク
ト１０１０、１０２０に基づいてボトム－アップ方式によるフォーマットの適用された３
Ｄ映像が受信されたことが分かる。
【０１７１】
　なお、図１１の右側２番目の画面のように、２Ｄオブジェクト１０１０、１０２０と共
に２Ｄ出力モードに切り替えられたことを報知するメッセージの含まれたＧＵＩ１０６０
が付加されうる。
【０１７２】
　それだけでなく、図１１の右側３番目の画面及び右側４番目の画面にように、ＴＶ２０
０は３Ｄ出力状態をそのまま維持して、２Ｄ出力モードへの切替を誘導するメッセージの
含まれたＧＵＩ１０７０又はシャッターグラスのパワーオン又は着用を誘導するメッセー
ジの含まれたＧＵＩ１０８０が３Ｄオブジェクト１０３０に付加されるようにもできるこ
とは言うまでもない。
【０１７３】
　一方、図１１の右側２番目の画面の場合、所定時間Ｔが経過すると、自動でＧＵＩ１０
６０が消え、右側１番目の画面のように２Ｄオブジェクト１０１０、１０２０のみが画面
に提供されるようにすることができ、図１１の右側３番目の画面の場合、所定時間Ｔが経
過したり、ユーザが２Ｄ出力モードへの切替を要請すると、ＧＵＩ１０７０が消え、右側
１番目の画面のように、２Ｄオブジェクト１０１０、１０２０のみが画面に提供されるよ
うにできる。
【０１７４】
　なお、図１１の右側４番目の画面の場合、ユーザが再びシャッターグラス３００を着用
したものと判断されると、即ち、シャッターグラス３００がオン状態になると、ＧＵＩ１
０８０が消えて３Ｄオブジェクト１０３０のみが画面に提供されるようにすることができ
る。
【０１７５】
　このように、ユーザがシャッターグラス３００の電源をＯＦＦにさせる動作のみで、Ｔ
Ｖ２００はユーザの意向を分析して意向に合ったアクションを能動的に取ることができ、
これにより、３Ｄ映像に対するユーザの視聴意向の考慮された出力モードで映像が提供さ
れることができるようになる。
【０１７６】
　以下では、図１２を参照しながら、出力モードが自動で切り替えられる動作フローにつ
いて説明する。図１２は、出力モード切替方法を説明するためのフローチャートである。
【０１７７】
　３Ｄ出力モードで３Ｄ映像を出力する途中（Ｓ１２１０）で、ＴＶ２００は予め設定さ
れた時間間隔でシャッターグラス３００の状態を確認する（Ｓ１２２０）。
【０１７８】
　シャッターグラス３００がオン状態であると判断されると（Ｓ１２２０－ＯＮ）、ＴＶ
２００は現在の３Ｄ出力モードで３Ｄ映像を引き続き再生し（Ｓ１２１０）、シャッター
グラス３００がオフ状態であると判断されると（Ｓ１２２０－ＯＦＦ）、ＴＶ２００は自
動切替モードに設定されているか否かを判断する（Ｓ１２３０）。即ち、上述の出力モー
ド自動切替は、ユーザによって予め設定されることができるのである。
【０１７９】
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　ユーザによって自動切替モードに設定されると（Ｓ１２３０－Ｙ）、ＴＶ２００は２Ｄ
出力モードで３Ｄ映像を出力し（Ｓ１２４０）、２Ｄ出力モードに切り替えられたことを
報知するメッセージをディスプレイするようになる（Ｓ１２５０）。無論、上述のように
、Ｓ１２４０ステップとＳ１２５０ステップのうち、１つのみが行われることもできる。
【０１８０】
　一方、ユーザによって自動切替モードに設定されていなければ（Ｓ１２３０－Ｎ）、Ｔ
Ｖ２００は出力モード切替を問い合わせるメッセージ又はシャッターグラス３００の着用
を要請するメッセージを画面にディスプレイする（Ｓ１２６０）。
【０１８１】
　このように、ユーザがシャッターグラス３００の電源をＯＮにさせたりＯＦＦにさせた
りする動作のみで、ＴＶ２００はユーザの意向を分析して意向に合ったアクションを能動
的に取ることができ、これにより、３Ｄ映像に対するユーザの視聴意向の考慮された出力
モードで映像が提供されることができるようになる。
【０１８２】
　図１３は、本発明の別の実施形態に係るＴＶ２００の構成を説明するための図であり、
図１４は本発明の別の実施形態に係るシャッターグラス３００の構成を説明するための図
である。
【０１８３】
　図１３及び図１４は、上述の図３及び図４に内容と同様か、そこから類推可能であるた
め、以下では、図３及び図４との相違点を中心に説明する。
【０１８４】
　図３及び図４では、ＴＶ２００とシャッターグラス３００が赤外線通信方式によって同
期信号を送受信し、これのために、ＩＲ伝送部２８０及びＩＲ受信部３１０をそれぞれ備
えていると言及した。
【０１８５】
　ところが、図１３及び図１４で、ＴＶ２００とシャッターグラス３００は別途のＩＲ伝
送部２８０及びＩＲ受信部３１０を備えていない。
【０１８６】
　即ち、ＴＶ２００とシャッターグラス３００は、ＩＲ伝送部２８０及びＩＲ受信部３１
０を別途に備えておらず、通信インターフェース２９０、３８０を介して状態情報だけで
なく同期信号も送受信して、左眼映像の出力タイミングと左眼グラスのオープンタイミン
グとが同期され、右眼映像の出力タイミングと右眼グラスのオープンタイミングとが同期
されて、シャッターグラス３００の状態情報に基づいて再生モードが切り替えられるよう
にできるようになる。
【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詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、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、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１８８】
１００　カメラ
２００　ＴＶ
２１０　映像受信部
２２０　映像処理部
２３０　映像出力部
２４０　制御部
２５０　ＧＵＩ生成部
２６０　保存部
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２７０　ユーザ命令受信部
２８０　ＩＲ伝送部
２９０、３８０　通信インターフェース
３００　シャッターグラス
３１０　ＩＲ受信部
３２０　制御部
３３０　グラス駆動部
３４０　グラス部
３５０　左眼グラス
３６０　右眼グラス
３７０　電源供給部

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】

【図２Ｅ】

【図２Ｆ】
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