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(57)【要約】
【課題】２チャンネルや２系統に分かれた映像信号が、
間違った位相で合成された場合に、表示から簡単に判る
ようにする。
【解決手段】特定位置の第１の映像信号成分に対して第
１のマーカー信号を重畳し、特定位置とほぼ同一位置の
第２の映像信号成分に対して第２のマーカー信号を重畳
する合成処理を行う。そして、マーカー信号の重畳状態
の制御として、第１の映像信号成分と第２の映像信号成
分とを正しい位相で合成して表示させた場合に、第１の
マーカー信号と第２のマーカー信号との合成映像が正し
い状態であることを示す映像となるようにする。さらに
、第１の映像信号成分と第２の映像信号成分とを間違っ
た位相で合成して表示させた場合に、両マーカー信号の
合成映像が間違った状態であることを示す映像となるよ
うにする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定位置の第１の映像信号成分に対して第１のマーカー信号を重畳し、前記特定位置と
ほぼ同一位置の第２の映像信号成分に対して第２のマーカー信号を重畳する合成処理部と
、
　前記第１の映像信号成分と前記第２の映像信号成分とを正しい位相で合成して表示させ
た場合に、前記第１のマーカー信号と前記第２のマーカー信号との合成映像が正しい状態
であることを示す映像となり、前記第１の映像信号成分と前記第２の映像信号成分とを間
違った位相で合成して表示させた場合に、前記第１のマーカー信号と前記第２のマーカー
信号との合成映像が間違った状態であることを示す映像となるように、前記第１及び第２
のマーカー信号の重畳状態の制御を行う制御部とを備えた
　映像信号処理装置。
【請求項２】
　前記第１及び第２の映像信号成分は、立体映像を構成する左チャンネル用映像信号成分
及び右チャンネル用映像信号成分であり、
　前記第１及び第２のマーカー信号として、複数の物体を表示させるマーカー信号とし、
　前記制御部の制御による合成処理として、左右のチャンネルの映像信号を正しい位相で
合成表示させたとき、前記複数の物体が、所定の順序で手前から奥に立体表示されるよう
にし、左右のチャンネルの映像信号を間違った位相で合成表示させたとき、前記複数の物
体が立体表示される順序が前記所定の順序とは異なった乱れた順序となるようにした
　請求項１記載の映像信号処理装置。
【請求項３】
　前記複数の物体は、大小関係を有する物体であり、
　正しい位相で合成表示させたとき、大きな物体が小さな物体よりも手前に立体表示され
るようにし、間違った位相で合成表示させたとき、小さな物体が大きな物体よりも手前に
立体表示されるようにした
　請求項２記載の映像信号処理装置。
【請求項４】
　前記第１及び第２の映像信号成分はテストパターン信号であり、前記複数の物体を表示
させるマーカー信号をテストパターン信号に合成した
　請求項３記載の映像信号処理装置。
【請求項５】
　前記第１の映像信号成分は、各フレームの映像信号の奇数水平ラインで構成される映像
信号成分であり、前記第２の映像信号成分は、各フレームの映像信号の偶数水平ラインで
構成される映像信号成分であり、
　前記制御部の制御による合成処理として、前記第１及び第２の映像信号成分を正しい水
平ラインの配列で合成して表示させたとき、前記マーカー信号により表示される物体が第
１の形態で表示され、前記第１及び第２の映像信号成分を誤った水平ラインの配列で合成
して表示させたとき、前記マーカー信号により表示される物体が第２の形態で表示されよ
うにし、
　前記第１の形態の表示状態と前記第２の形態の表示状態は、垂直方向に色又は輝度が変
化する周期が、水平ラインの入れ替わりで変化することで生じさせる
　請求項１記載の映像信号処理装置。
【請求項６】
　前記第１の形態は物体が明確に表示される状態であり、前記第２の形態は物体が不明確
に表示される状態である
　請求項５記載の映像信号処理装置。
【請求項７】
　さらに、前記物体とは別の物体を、前記第１の形態で不明確に表示させ、前記第２の形
態で明確に表示させる
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　請求項６記載の映像信号処理装置。
【請求項８】
　特定位置の第１の映像信号成分に対して第１のマーカー信号を重畳し、前記特定位置と
ほぼ同一位置の第２の映像信号成分に対して第２のマーカー信号を重畳する合成処理と、
　前記第１の映像信号成分と前記第２の映像信号成分とを正しい位相で合成して表示させ
た場合に、前記第１のマーカー信号と前記第２のマーカー信号との合成映像が正しい状態
であることを示す映像となり、前記第１の映像信号成分と前記第２の映像信号成分とを間
違った位相で合成して表示させた場合に、前記第１のマーカー信号と前記第２のマーカー
信号との合成映像が間違った状態であることを示す映像となるように、前記第１及び第２
のマーカー信号の重畳状態の制御を行う制御処理とを有する
　映像信号処理方法。
【請求項９】
　前記第１及び第２の映像信号成分は、立体映像を構成する左チャンネル用映像信号成分
及び右チャンネル用映像信号成分であり、
　前記第１及び第２のマーカー信号として、複数の物体を表示させるマーカー信号とし、
　左右のチャンネルの映像信号を正しい位相で合成表示させたとき、前記複数の物体が、
所定の順序で手前から奥に立体表示されるようにし、左右のチャンネルの映像信号を間違
った位相で合成表示させたとき、前記複数の物体が立体表示される順序が前記所定の順序
とは異なった乱れた順序となるようにした
　請求項８記載の映像信号処理方法。
【請求項１０】
　前記第１の映像信号成分は、各フレームの映像信号の奇数水平ラインで構成される映像
信号成分であり、前記第２の映像信号成分は、各フレームの映像信号の偶数水平ラインで
構成される映像信号成分であり、
　前記第１及び第２の映像信号成分を正しい水平ラインの配列で合成して表示させたとき
、前記マーカー信号により表示される物体が第１の形態で表示され、前記第１及び第２の
映像信号成分を誤った水平ラインの配列で合成して表示させたとき、前記マーカー信号に
より表示される物体が第２の形態で表示されようにし、
　前記第１の形態の表示状態と前記第２の形態の表示状態は、垂直方向に色又は輝度が変
化する周期が、水平ラインの入れ替わりで変化することで生じさせる
　請求項８記載の映像信号処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像信号処理装置及び映像信号処理方法に関し、特に左右２チャンネルの信
号で構成される立体表示用の映像信号や、デュアルリンク構成の映像信号を処理する場合
に好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディスプレイで立体表示を行うための立体表示用の映像信号は、左眼用の映像である左
チャンネルの映像信号と、右眼用の映像である右チャンネルの映像信号とで構成される。
この左チャンネルの映像信号による表示と、右チャンネルの映像信号による表示を同一表
示面に行い、ユーザの左右の眼には、それぞれの表示が選択的に見えるように処理するこ
とで、ユーザには立体的に映像を認識させるものである。
【０００３】
　この立体表示用の映像信号を得る場合には、通常、左右にある程度の間隔を離した２台
のビデオカメラを使用して撮影が行われる。立体撮影用に一体化された構成のビデオカメ
ラも開発されているが、その場合でも２台のビデオカメラに相当する撮像部を備えて、左
チャンネルの映像信号と右チャンネルの映像信号とを個別に得る構成としてある。
【０００４】
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　また、立体表示とは全く別の技術として、近年、１フレームの映像を構成する画素数を
非常に多くした映像信号の規格が提案されている。例えば、いわゆる４ｋ映像と称される
１フレームが水平４０９６画素×垂直２１６０画素という超高解像度の映像信号が提案さ
れ、映画館での上映用などとして実用化されつつある。
　この超高解像度の映像信号は、映像信号のデータ量が非常に大きいため、そのままでは
映像信号を伝送させる場合の伝送レートが非常に高くなってしまうために、少なくとも２
系統の映像信号に分けて伝送させることが行われている。即ち、例えば、デュアルリンク
ＨＤ－ＳＤＩ規格では、２本のケーブルで映像信号の送出元の機器と受信先の機器とを接
続する。そして、各フレームの映像信号を、１水平ラインごとに一方の系統と他方の系統
とに分けて、２つの系統の映像信号に分割し、その分割された一方の系統の映像信号を一
方のケーブルで伝送させ、他方の系統の映像信号を他方のケーブルで伝送させる。そして
、受信した側では、受信した２系統の映像信号を合成して、元の４ｋ映像などの超高解像
度の映像信号を得るようにしている。
【０００５】
　このように２つの系統に分けることで、１系統あたりの伝送レートを約半分に下げるこ
とができ、超高解像度の映像信号の伝送を、良好に行うことができる。
【０００６】
　特許文献１には、１つの映像信号を２系統の映像信号に分割して伝送させる場合に、そ
れぞれの系統の映像信号に、系統を区別する識別符号を付加する点についての記載がある
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－３６９２１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、立体表示用の２チャンネルの映像信号の場合と、伝送レートを下げるために
２系統の映像信号とした場合のいずれであっても、それぞれのチャンネル（系統）の映像
は、見かけ上、他のチャンネル（系統）の映像と非常に類似した信号である。従って、例
えば立体表示用の２チャンネルの映像信号を、左右を逆にした状態で間違えて表示させる
ことがあっても、立体表示状態は乱れるが、表示される映像の内容からは、一見しただけ
で左右のチャンネルが逆であることに気がつくのは困難である。
　デュアルリンクの映像信号の場合にも、各系統の映像信号を逆にして入力させた場合で
も、隣接した水平ラインが上下に反転して表示されるだけであり、各画素を拡大でもして
見ない限りは、２系統の映像信号の順序が逆であることに気がつくのは困難である。
【０００９】
　このように、映像信号を２チャンネルや２系統に分けて伝送する構成とした場合、途中
のケーブルの接続ミスなどで、各チャンネルや系統の位相が反転する可能性が多々あるが
、表示映像からそのことを簡単に気がつくのは従来困難であった。特に、撮影を行う現場
や編集作業を行う場所で映像を確認するモニタ装置は、画面サイズが比較的小さなモニタ
が使用される場合があり、左右の位相の反転や、隣接水平ラインの入れ替わりをそのよう
な小さなモニタで識別するのは困難である。
　もし、２系統の映像信号の入れ替わりに気がつかずに映像プログラムを完成させてしま
うと、編集のやり直し等を行う必要が生じてしまい、好ましくない。
【００１０】
　この課題を解決するためには、例えば特許文献１に記載されているように、それぞれの
系統の映像信号に識別符号を付加させておき、その識別符号を受信側の機器で判別するこ
とが考えられる。ところが、識別符号を使った処理は、受信側の機器で識別符号を判別す
る必要があり、識別符号を検出する機能のない機器の場合には対処できない。
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【００１１】
　本発明の目的は、２チャンネルや２系統に分かれた映像信号が、間違った位相で合成さ
れた場合に、表示から簡単に判るようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、特定位置の第１の映像信号成分に対して第１のマーカー信号を重畳し、特定
位置とほぼ同一位置の第２の映像信号成分に対して第２のマーカー信号を重畳する合成処
理を行う。
　そして、マーカー信号の重畳状態の制御として、第１の映像信号成分と第２の映像信号
成分とを正しい位相で合成して表示させた場合に、第１のマーカー信号と第２のマーカー
信号との合成映像が正しい状態であることを示す映像となるようにする。さらに、第１の
映像信号成分と第２の映像信号成分とを間違った位相で合成して表示させた場合に、両マ
ーカー信号の合成映像が間違った状態であることを示す映像となるようにする。
【００１３】
　本発明によると、２つの映像信号成分に対して重畳するマーカー信号そのものの表示状
態で、２つの映像信号成分を正しい位相で合成したのか、或いは間違った位相で合成した
のかが、その映像信号による表示映像を見るだけで判るようになる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、２つの映像信号成分に対して重畳するマーカー信号そのものの表示状
態で、２つの映像信号成分を正しい位相で合成したのか、或いは間違った位相で合成した
のかが、その映像信号による表示映像を見るだけで判るようになる。従って、映像信号を
識別する回路などを設けることなく、簡単且つ確実に正しい位相で合成したのか否か判断
できるようになる効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施の形態による接続構成例を示す説明図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態による装置構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態による仮想的な撮影状態（ａ）と左チャンネルの映像
（ｂ）と右チャンネルの映像（ｃ）とを示す説明図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態による正しい表示状態（ａ）及び入れ替わった表示状
態（ｂ）を示す説明図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態による接続構成例を示す説明図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態による装置構成例を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態による映像信号構成を示す説明図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態によるマーカー信号が重畳された映像の表示例を示す
説明図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態によるマーカー信号のライン構成を示す説明図である
。
【図１０】本発明の第２の実施の形態によるマーカー信号が重畳された映像の正しい表示
状態（ａ）及び入れ替わった表示状態（ｂ）を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下の順序で本発明の実施の形態の例について、図面を参照して説明する。
１．第１の実施の形態
１．１　接続構成（図１）
１．２　装置構成（図２）
１．３　映像信号への合成状態とその表示状態（図３，図４）
２．第２の実施の形態
２．１　接続構成（図５）
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２．２　装置構成（図６）
２．３　映像信号への合成状態とその表示状態（図７～図１０）
【００１７】
［１．第１の実施の形態］
　以下、図１～図４を参照して、本発明の第１の実施の形態の例を説明する。
　第１の実施の形態では、立体表示用の映像信号に適用した例である。即ち、立体表示用
の映像信号は、第１の映像信号成分である左チャンネルの映像信号と、第２の映像信号成
分である右チャンネルの映像信号とで構成され、その各チャンネルの映像信号に処理を施
すものである。
【００１８】
［１．１　接続構成］
　まず、図１を参照して、本実施の形態の接続構成例について説明する。
　この例では、左眼用の映像である左チャンネルの映像信号と、右眼用の映像である右チ
ャンネルの映像信号とで、立体表示を行うための立体表示用の映像信号が構成され、それ
ぞれの映像信号がそれぞれ別のカメラ装置１０Ｌ，１０Ｒで撮像して得られる。
　左チャンネル用カメラ装置１０Ｌで得られた左チャンネルの映像信号と、右チャンネル
用カメラ装置１０Ｒで得られた右チャンネルの映像信号とは、それぞれアダプタ装置２０
を介してカメラコントロール装置３０に供給する。カメラコントロール装置３０は、ＣＣ
Ｕ：Camera Control Unitと称されるコントロール装置であり、コントロールパネル４０
などで操作が行われる。アダプタ装置２０にはモニタ装置２９が接続してあり、カメラコ
ントロール装置３０にはモニタ装置５０が接続してある。カメラコントロール装置３０に
は、図示しない記録装置や伝送装置を接続して、カメラ装置１０Ｌ，１０Ｒで撮像された
映像信号を記録したり、或いは、映像信号の配信を行う。
【００１９】
　カメラ装置１０Ｌ，１０Ｒとアダプタ装置２０との接続、アダプタ装置２０とカメラコ
ントロール装置３０との接続は、例えば左チャンネルの映像信号の伝送用ケーブルと右チ
ャンネルの映像信号の伝送用ケーブルとで個別に接続する。或いは、立体表示用映像信号
として、１系統の映像信号として、１本の伝送ケーブルで接続して伝送する構成でもよい
。
　本実施の形態においては、この図１に示した接続構成において、左チャンネルの映像信
号と右チャンネルの映像信号に、それぞれ特定のマーカー信号を重畳する合成処理を行う
。このマーカー信号の合成処理は、図１に示したいずれの機器で行ってもよい。即ち、例
えばカメラ装置１０Ｌ，１０Ｒ内で、それぞれのチャンネルの映像信号に重畳する構成と
する。或いは、アダプタ装置２０内で、それぞれのチャンネルの映像信号に重畳する構成
とする。或いはまた、カメラコントロール装置３０内で、それぞれのチャンネルの映像信
号に重畳する構成とする。
　なお、モニタ装置２９，５０で立体視を行う場合、そのための処理が必要になるが、デ
ィスプレイ側で立体視するための構成については公知の構成が適用可能であり、ここでは
説明しない。
【００２０】
［１．２　装置構成］
　図２は、本実施の形態の処理に関わる各装置の構成を示した図である。
　図２（ａ）は、カメラ装置１０Ｌ，１０Ｒ内でマーカー信号を映像信号に合成する場合
の構成を示し、図２（ｂ）は、アダプタ装置２０内でマーカー信号を映像信号に合成する
場合の構成を示す。さらに、図２（ｃ）は、変形例として別のアダプタ装置２０′内でマ
ーカー信号を映像信号に合成する場合の構成を示す。
【００２１】
　図２（ａ）は、カメラ装置１０Ｌ，１０Ｒの構成を示す。両カメラ装置１０Ｌ，１０Ｒ
は、基本的に同一の構成であり、図２（ａ）では１台のカメラ装置だけを示す。
　図２（ａ）に示すように、カメラ装置１０Ｌ，１０Ｒは、レンズ１１を介してイメージ
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ャ１２に入射した像光を撮像して電気的な撮像信号を得、その撮像信号を信号処理部１３
に供給する構成としてある。イメージャ１２としては、例えばＣＣＤ（Charge Coupled D
evice）型イメージャ，ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）型イメー
ジャなど各種方式の固体撮像素子が適用可能である。
【００２２】
　信号処理部１３では、イメージャ１２からの撮像信号に対して必要な処理を行い、所定
のフォーマットの映像信号に変換する。その変換された映像信号を合成処理部１４に供給
し、マーカー信号の合成処理を行う。
　合成処理部１４は、信号発生器１５とマーカー発生器１６とを備える。信号発生器１５
はテストパターン信号などの予め決められた映像信号を生成させる。マーカー発生器１６
は、映像中に目印となる物体が表示されるマーカー信号を発生させて、カメラ装置の制御
部（図示せず）から指示された位置の映像に合成する。合成する映像は、撮像して得た映
像信号による映像に合成する場合と、信号発生器１５が生成させるテストパターン信号の
映像に合成する場合のいずれでもよい。
【００２３】
　また、制御部からの指示により、左チャンネル用の位置にマーカー信号を合成する場合
と、右チャンネル用の位置にマーカー信号を合成する場合との選択ができる構成としてあ
る。左チャンネル用の映像信号を得るカメラ装置１０Ｌの場合には、合成処理部１４内で
、左チャンネル用の位置にマーカー信号を合成するように設定する。右チャンネル用の映
像信号を得るカメラ装置１０Ｒの場合には、合成処理部１４内で、右チャンネル用の位置
にマーカー信号を合成するように設定する。
　なお、マーカー信号の合成処理は、カメラ装置内の制御部からの指示があるときにだけ
行う。このマーカー信号の合成処理を行う指示は、例えば図１に示したコントロールパネ
ル４０などの他の機器からのコマンドで行うようにしてもよい。
【００２４】
　合成処理部１４が出力する映像信号は、インターフェース部１７から外部に出力させる
。例えばＳＤＩ信号として出力させる。
【００２５】
　次に、図２（ｂ）を参照して、アダプタ装置２０内でマーカー信号の合成処理を行う場
合の構成について説明する。
　アダプタ装置２０は、２台のカメラ装置１０Ｌ，１０Ｒから伝送された映像信号を、そ
れぞれ別のインターフェース部２１ａ，２１ｂで受信して、信号処理部２２に供給する。
なお、図２（ｂ）では、左チャンネル用映像信号の伝送路を系統Ａ、右チャンネル用映像
信号の伝送路を系統Ｂとして示してある。
　信号処理部２２では、それぞれのチャンネルの映像信号に対して必要な処理を施した後
、合成処理部２３に供給する。合成処理部２３では、左チャンネル用の映像信号に左用の
マーカー信号を合成し、右チャンネル用の映像信号に右用のマーカー信号を合成する。こ
のときには、図示しないアダプタ装置２０内の制御部からの指令で、系統Ａの映像信号と
系統Ｂの映像信号のいずれを左チャンネルの映像信号及び右チャンネルの映像信号とする
かを設定する。映像信号に左チャンネル又は右チャンネルであることを示す何らかの識別
符号が付加されている場合には、その識別符号で判別したチャンネル用の合成処理を行う
。
【００２６】
　合成処理部２３が出力する映像信号は、インターフェース部２６ａ，２６ｂ又はインタ
ーフェース部２７から後段の装置に出力させる。インターフェース部２６ａ，２６ｂは、
左チャンネル及び右チャンネルの映像信号を、デュアルリンクＳＤＩ信号の一方の系統及
び他方の系統の信号として出力させる処理を行う。インターフェース部２７は、立体表示
用の映像信号の規格である３Ｄ－ＳＤＩ信号として出力させる。
　また、図２（ｂ）には示していないが、図１に示したモニタ装置２９に合成処理部２３
が出力する映像信号を供給して、表示させる。
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【００２７】
　図２（ｃ）は、別のアダプタ装置２０′の構成例を示したものである。
　このアダプタ装置２０′は、立体表示用の映像信号である３Ｄ－ＳＤＩ信号を受信する
場合の構成である。従って、カメラ装置などの前段の装置側で３Ｄ－ＳＤＩ信号を生成さ
せる必要があり、図１の接続構成とは異なるカメラ装置などが用意される場合の例である
。
　図２（ｃ）に示したアダプタ装置２０′は、インターフェース部２８で３Ｄ－ＳＤＩ信
号を受信処理し、左チャンネル用の映像信号（Ａ系統）と右チャンネル用の映像信号（Ｂ
系統）とに分離し、分離されたそれぞれの映像信号を信号処理部２２に供給する。そして
、信号処理部２２でそれぞれのチャンネルの映像信号に対して必要な処理を施した後、合
成処理部２３に供給する。合成処理部２３では、左チャンネル用の映像信号に左用のマー
カー信号を合成し、右チャンネル用の映像信号に右用のマーカー信号を合成する。合成処
理部２３以降の構成は、図２（ｂ）に示したアダプタ装置２０と同じである。
【００２８】
　なお、図２では、カメラ装置とアダプタ装置の構成を示したが、例えば図１に示したカ
メラコントロール装置３０などの他の映像信号処理装置内で、合成処理部１４又は２３と
その制御部に相当する処理部を設けて、マーカー信号の合成処理を行うようにしてもよい
。
【００２９】
［１．３　映像信号への合成状態とその表示状態］
　次に、映像信号へのマーカー信号の合成状態について、図３及び図４を参照して説明す
る。
　図３は、２台のカメラ装置１０Ｌ，１０Ｒによる仮想的な撮影状態（図３（ａ））と、
左チャンネルの映像（図３（ｂ））及び右チャンネルの映像（図３（ｃ））を示したもの
である。この図３の例では、テストパターンであるカラーバー信号の映像ＣＢに、マーカ
ー信号による３つの物体Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３を重畳した状態を示してある。
　図３（ａ）に示すように、２台のカメラ装置１０Ｌ，１０Ｒで撮影したときに、ほぼ中
央に３つの物体Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３が位置するように、それぞれのチャンネルの映像信号に
マーカー信号を重畳する合成処理を行う。
【００３０】
　本例の場合には、マーカー信号による３つの物体Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３は、それぞれ大きさ
が異なる自動車としてあり、物体Ｍ１＞Ｍ２＞Ｍ３の大小関係を有する大きさとしてある
。そして、図３（ｂ）、（ｃ）に示すように、物体Ｍ１を中央の下段に表示させる位置と
し、物体Ｍ２を中央の中段に表示させる位置とし、物体Ｍ３を中央の上段に表示させる位
置とする。
【００３１】
　そして、図３（ｂ）に示す左チャンネルの映像と、図３（ｃ）に示す右チャンネルの映
像とをモニタ装置に同時又は時分割で表示させて、それぞれのチャンネルの映像を左眼と
右眼で見えるようにしたとする。このとき、それぞれの物体Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３は、ユーザ
が見ている位置から異なる距離にあるように、各チャンネルの映像信号に合成させる際の
位置を設定してある。この位置の設定は、例えば合成処理を行う装置内の制御部の制御で
実行される。
【００３２】
　物体Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３が見える位置としては、ここでは最も大きさが大きい物体Ｍ１を
、カラーバー信号が表示される面（即ちモニタの画面）よりも手前の位置に表示されるよ
うにする。そして、次に大きさが大きい物体Ｍ２を、カラーバー信号が表示される面とほ
ぼ同じ位置に表示されるようにする。さらに、最も小さき物体Ｍ３を、カラーバー信号が
表示される面よりも奥の位置に表示されるようにする。
【００３３】
　図４は、このようなカラーバー信号に３つの物体Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３を合成させた映像を
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表示させたときの見え方を示したものである。
　図４（ａ）は、左右のチャンネルが正しい位相で表示された場合の例である。即ち、こ
のときには、図４（ａ）に示したように、最も大きさが大きい物体Ｍ１が手前に表示され
、物体Ｍ２，Ｍ３と小さくなるに従って徐々に遠くに見えるように表示される。従って、
物体の大きさと遠近感とが一致した違和感のない表示となる。
【００３４】
　これに対して、左チャンネルの信号と右チャンネルの信号が入れ替わった間違った位相
での表示状態が、図４（ｂ）に示したものである。この場合には、図４（ｂ）に示したよ
うに、最も大きさが大きい物体Ｍ１が最も遠くに表示され、物体Ｍ２，Ｍ３と小さくなる
に従って徐々に手前に見えるように表示される。従って、物体の大きさと遠近感とが一致
しない、違和感のある表示となる。
　この図４（ｂ）に示す表示状態は、例えば図１に示した接続構成のいずれかで、ケーブ
ルの接続状態を間違える等して、誤った接続状態の場合に生じる。従って、モニタを見た
操作者が、この図４（ｂ）に示される違和感のある表示を認識した場合に、接続状態が間
違いであることが判り、配線のチェックなどの対処を行えるようになる。
【００３５】
　図３の例ではカラーバー信号に重畳した例としたが、カメラ装置が実際に撮影した左右
のチャンネルの映像信号に、マーカー信号を重畳するようにしてもよい。また、マーカー
信号で表示される物体Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３についても一例を示したものであり、その他の形
状の物体などが表示されるようにしてもよい。
　また、より明確に適正な表示形態が判るように、例えば物体Ｍ１に文字で「手前」、物
体Ｍ３に文字で「一番後ろ」などと示すようなマーカー信号としてもよい。
【００３６】
［２．第２の実施の形態］
　次に、図５～図１０を参照して、本発明の第２の実施の形態の例を説明する。この図５
～図１０において、第１の実施の形態で説明した図１～図４に対応する部分には同一符号
を付す。
　第２の実施の形態では、映像信号を２系統の映像信号に分けて伝送させる場合に適用し
た例である。即ち、伝送用の映像信号は、第１の映像信号成分であるリンクチャンネルＡ
の映像信号と、第２の映像信号成分であるリンクチャンネルＢの映像信号とで構成され、
その各チャンネルの映像信号に処理を施すものである。そして、配線のミスなどにより、
リンクチャンネルＡとリンクチャンネルＢとが入れ替わった場合に、そのことが映像の表
示から明確に判るようにしたものである。
【００３７】
［２．１　接続構成］
　まず、図５を参照して、本実施の形態の接続構成例について説明する。
　この例では、超高解像度の映像信号を撮像して得るカメラ装置１０を用意し、そのカメ
ラ装置１０から、リンクチャンネルＡの映像信号と、リンクチャンネルＢの映像信号とに
分割して、映像信号を出力する。リンクチャンネルＡの映像信号とリンクチャンネルＢの
映像信号の具体的構成については後述するが、１水平ライン毎に分離した信号である。
　カメラ装置１０のそれぞれのチャンネルの出力映像信号は、それぞれ別のケーブルを介
して、後段の映像信号処理装置（ここではカメラコントロール装置３０）に供給する構成
としてある。カメラコントロール装置３０には、モニタ装置５０が接続してあり、このモ
ニタ装置５０で、カメラ装置１０が撮影した映像を表示させる。また、カメラコントロー
ル装置３０には、図示しない記録装置や伝送装置を接続して、カメラ装置１０で撮像され
た映像信号を記録したり、或いは、映像信号の配信を行う。また、カメラコントロール装
置３０には、コントロールパネル４０が接続してある。
　なお、モニタ装置５０は、カメラ装置１０で撮像して得た映像信号の水平ライン数を、
そのままの水平ライン数で表示できる表示解像度のものを使用する。
【００３８】
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　本実施の形態においては、この図５に示した接続構成において、リンクチャンネルＡの
映像信号と、リンクチャンネルＢの映像信号とに、それぞれ特定のマーカー信号を重畳す
る合成処理を行う。このマーカー信号の合成処理は、図５に示したカメラ装置１０で行う
。或いは、カメラコントロール装置３０などの他の機器で行ってもよい。このマーカー信
号は、配線ミスなどでリンクチャンネルＡとリンクチャンネルＢとが入れ替わったか否か
が表示から判るようにするために重畳するものである。
【００３９】
［１．２　装置構成］
　図６は、本実施の形態の処理に関わる各装置の構成を示した図である。
　図６に示すように、カメラ装置１０は、レンズ１１を介してイメージャ１２に入射した
像光を撮像して電気的な撮像信号を得、その撮像信号を信号処理部１３に供給する構成と
してある。
【００４０】
　信号処理部１３では、イメージャ１２からの撮像信号に対して必要な処理を行い、所定
のフォーマットの映像信号に変換する。その変換された映像信号を合成処理部１４′に供
給し、マーカー信号の合成処理を行う。
　合成処理部１４′は、信号発生器１５′とマーカー発生器１６′とを備える。信号発生
器１５′はテストパターン信号などの予め決められた映像信号を生成させる。マーカー発
生器１６′は、映像中に目印となる物体が表示されるマーカー信号を発生させて、カメラ
装置の制御部（図示せず）から指示された位置の映像に合成する。合成する映像は、撮像
して得た映像信号による映像に合成する場合と、信号発生器１５′が生成させるテストパ
ターン信号の映像に合成する場合のいずれでもよい。
【００４１】
　なお、マーカー信号の合成処理は、カメラ装置内の制御部からの指示があるときにだけ
行う。このマーカー信号の合成処理を行う指示は、例えば図５に示したコントロールパネ
ル４０などの他の機器からのコマンドで行うようにしてもよい。
【００４２】
　合成処理部１４′が出力する映像信号は、インターフェース部１８ａ，１８ｂからリン
クチャンネルＡとリンクチャンネルＢのデュアルリンク－ＳＤＩ信号として出力させる。
　また、インターフェース部１９から１系統のＳＤＩ信号として出力させることもできる
。
　なお、図６ではカメラ装置１０の構成だけを示したが、例えばカメラコントロール装置
３０内に合成処理部１４′を備えて、カメラ装置１０内と同様の合成処理を行うようにし
てもよい。
【００４３】
　ここで、図７を参照して、デュアルリンク－ＳＤＩ信号を構成するリンクチャンネルＡ
の映像信号とリンクチャンネルＢの映像信号について説明する。まず、カメラ装置１０で
撮像して得た原映像は、図７（ａ）に示すように、水平ラインが奇数ラインＯ１，Ｏ２，
Ｏ３，・・・，Ｏｎと偶数ラインＥ１，Ｅ２，Ｅ３，・・・，Ｅｎが交互に配置されてい
るとする。このとき、リンクチャンネルＡの映像信号は、図７（ｂ）に示すように、奇数
ラインＯ１，Ｏ２，Ｏ３，・・・，Ｏｎの信号だけを集めた映像信号とする。
　また、リンクチャンネルＢの映像信号は、図７（ｃ）に示すように、偶数ラインＥ１，
Ｅ２，Ｅ３，・・・，Ｅｎの信号だけを集めた映像信号とする。
【００４４】
　そして、モニタ装置５０などでこのデュアルリンク－ＳＤＩ信号の表示を行う際には、
２つのチャンネルの信号を合成して原映像を復元した表示とする。即ち、図７（ａ）に示
す水平ライン配置を復元した映像信号として、表示を行う。
【００４５】
［２．３　映像信号への合成状態とその表示状態］
　次に、映像信号へのマーカー信号の合成状態を、図８～図１０を参照して説明する。
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　図８は、マーカー信号による物体Ｍ１０と物体Ｍ２０とが映像中の所定位置に表示され
る状態を拡大して示す図である。
　図８の例では、映像の左下の隅に物体Ｍ１０と物体Ｍ２０とを並べて表示させた例とし
てある。
　ここで、物体Ｍ１０は、デュアルリンク－ＳＤＩ信号を構成するリンクチャンネルＡ，
Ｂを正しいライン配列の表示位相とした場合に、丸印ｍ１１が中央に明確に表示され、隣
接した水平ラインが入れ替わった際には不明確に表示される表示物としてある。また、物
体Ｍ２０は、デュアルリンク－ＳＤＩ信号を構成するリンクチャンネルＡ，Ｂのラインが
入れ替わった間違ったライン配列とした場合に、×印ｍ２１が明確に中央に表示され、水
平ラインの配列が正しい場合には不明確に表示される表示物としてある。
　図８の例の場合は、正しいライン配列で表示させた例であるので、物体Ｍ１０の丸印ｍ
１１が明確に表示されて、物体Ｍ２０の×印ｍ２１は、判別し難い不明確に表示された状
態となっている。
【００４６】
　このようなライン配列によって、丸印ｍ１１及び×印ｍ２１が明確又は不明確に表示さ
れるのは、２つの色のラインの組み合わせ状態を変化させて、垂直方向の色が変化する周
期（周波数）を、表示状態で変化させるようにして実現している。
　図８では白いラインと黒いラインとで、実際の表示状態を示してあるが、例えば物体Ｍ
１０の１ラインごとの状態を図９に拡大して示す。
【００４７】
　この図９の実線の箇所の水平ラインは、図８で黒色の水平ラインであり、破線の箇所の
水平ラインは、図８で白色のラインである。図９に示すように、物体Ｍ１０は、ラインＬ
１からラインＬ４６までの４６本の水平ラインで構成させてある。
　この図９から判るように、体Ｍ１０の丸印ｍ１１が配置された位置では、垂直方向で見
ると、５水平ライン連続して黒色のラインとなる箇所と、３水平ライン連続して白色のラ
インとなる箇所とが交互に現れるようにしてある。また、丸印ｍ１１の周囲の箇所では、
白色のラインと黒色のラインとが２ライン又は１ライン周期で交互に配置されるようにし
てある。
　従って、丸印ｍ１１については、５ライン連続した黒い箇所と、３ライン連続した白い
箇所が、比較的広い間隔で現れる表示形態で、その周囲では、狭い間隔で白のラインと黒
のラインが現れる表示形態となり、明確に丸印が表示される状態となっている。
【００４８】
　この図９は正しいライン配列であり、ラインＬ１からラインＬ４６までの４６本の水平
ラインの隣接する奇数ラインと偶数ラインとが入れ替わった状態となると、丸印ｍ１１の
箇所で、黒色のラインが連続する配列と白色のラインが連続する配列とが変化する。丸印
ｍ１１の周囲についても各色のライン数が変化して、丸印ｍ１１の箇所と周囲とが区別し
難い表示形態となる。なお、ここでの奇数ラインと偶数ラインとが入れ替わった状態とは
、ラインＬ１とラインＬ２が入れ替わり、以下同様に奇数ラインが、１つ下の偶数ライン
と入れ替わる状態を示す。入れ替わった場合の表示例は図１０で説明する。
【００４９】
　図９では物体Ｍ１０だけを示したが、図８に示した物体Ｍ２０についても同様の配列で
×印ｍ２１を表示させてある。但し、×印ｍ２１が明確に表示されるのは、隣接した水平
ラインが入れ替わった場合である。図８に示した正しい配列での表示の場合には、×印ｍ
２１が周囲とほぼ同様の白のラインと黒のラインが現れる表示形態となり、不明確な表示
形態となっている。
【００５０】
　図１０は、物体Ｍ１０と物体Ｍ２０を、正しいライン配列で表示させた場合（図１０（
ａ））と、奇数ラインと偶数ラインとが入れ替わったライン配列で表示させた場合（図１
０（ｂ））とを並べて示した図である。
　図１０（ａ）に示した正しいライン配列で表示させた場合は、既に図８で説明した表示
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形態と同じであり、物体Ｍ１０内の丸印ｍ１１が、周囲と異なった白黒配列となって明確
に表示されている。また、物体Ｍ２０内の×印ｍ２１が、周囲とほぼ同じ白黒配列となっ
て不明確に表示されている。
【００５１】
　そして、図１０（ｂ）に示した入れ替わったライン配列で表示させた場合は、物体Ｍ１
０内の丸印ｍ１１が、周囲とほぼ同じ白黒配列となって不明確に表示されている。即ち、
丸印ｍ１１内の黒のラインは、１ラインだけ独立して存在する箇所と、４ライン連続した
箇所とが存在するようになるが、１ラインだけ独立して存在する箇所は、周囲のラインか
ら連続した状態となる。また、４ライン連続した箇所についても、周囲の４ライン連続し
た箇所と１ラインの段差を持って接続された状態となる。従って、丸印ｍ１１が周囲とほ
ぼ同様の色の配列となって、目立たない不明確な表示形態となる。
【００５２】
　物体Ｍ２０については、物体Ｍ１０とは逆の表示形態となる。即ち、図１０（ａ）に示
した正しいライン配列で表示させた場合は、×印ｍ２１が周囲とほぼ同じ白黒配列となっ
て不明確に表示されている。これに対して、図１０（ｂ）に示した入れ替わったライン配
列で表示させた場合は、物体Ｍ２０内の×印ｍ２１の白黒配列が周囲と異なった状態とな
り、明確に表示される状態となる。
【００５３】
　このように、本実施の形態によると、マーカー信号を重畳することで画面上に表示され
る物体の状態から、デュアルリンク信号を構成するリンクチャンネルＡ，Ｂが正しい伝送
状態か、或いは入れ替わった間違った伝送状態かが、簡単に判るようになる。即ち、図８
に示すように映像の左隅に物体Ｍ１０，Ｍ２０を表示させたとき、その表示をモニタ装置
で見た操作者は、丸印が明確に見える状態か、或いは×印が明確に見える状態かを判断す
ることで、簡単に接続の正しさが判定できるようになる。
　特に、本実施の形態の場合には、図１０の表示例から判るように、丸印や×印を明確に
表示させる場合に、５水平ライン連続して同じ色（黒色）とする比較的幅の広いラインを
表示させて、周囲との違いを明確化している。このため、映像信号として水平ライン数が
多い高解像度映像であっても、比較的広い面積での表示状態から容易に区別できる良好な
表示形態が得られる。従って、高解像度映像を表示させる伝送レートの高い映像信号に適
用される場合が一般的な、デュアルリンク信号の伝送路の接続状態のチェックが、回路的
な処理を何ら必要とせずに表示だけから確実かつ容易に行えるようになる。
【００５４】
　なお、図８の例では、黒のラインと白のラインを組み合わせた表示形態としたが、その
他の色の組み合わせで表示させてもよい。黒のラインと白のラインを組み合わせた場合に
は、表示輝度を変化させることになるが、表示色の組み合わせによっては、色成分を変化
させることになる。
【００５５】
　また、図８に示した表示物の形状は一例であり、同様に水平ラインの入れ替わりで区別
がつく表示が行われるものであれば、その他の形状の表示を行うようにしてもよい。例え
ば正しい表示の場合に「ＯＫ」の文字が明確化し、誤った表示の場合に「ＮＧ」の文字が
明確化するなどの、文字表示を適用してもよい。
【００５６】
　また、図８の例では、正しい表示状態の場合に明確に表示される標示物と、誤った表示
状態の場合に明確に表示される標示物を並べて表示させた例としたが、いずれか一方だけ
を表示させてもよい。
【００５７】
　さらに、ここまでの説明では２系統の映像信号に分割したデュアルリンク信号の場合に
ついて説明したが、３系統以上の映像信号に分割して伝送や記録などを行う場合にも、同
様の処理を適用することが可能である。
【符号の説明】
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【００５８】
　１０，１０Ｌ，１０Ｒ…カメラ装置、１１…レンズ、１２…イメージャ、１３…信号処
理部、１４，１４′…合成処理部、１５，１５′…信号発生器、１６，１６′…マーカー
発生器、１７，１８ａ，１８ｂ，１９…インターフェース部、２０，２０′…アダプタ装
置、２１ａ，２１ｂ…インターフェース部、２２…信号処理部、２３…合成処理部、２４
…信号発生器、２５…マーカー発生器、２６ａ，２６ｂ，２７，２８…インターフェース
部、２９…モニタ装置、３０…カメラコントロール装置、４０…コントロールパネル、５
０…モニタ装置

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図３】
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