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(57)【要約】
【課題】デジタル放送番組を本来の解像度よりも低く表
示するときに、選択された画像オブジェクトに追従して
従来よりも拡大して表示させる。
【解決手段】デジタル放送番組表示装置１は、縮小表示
された画面において選択された画像の画面上の位置を検
出する画面選択位置検出手段４２と、特徴量が記述され
たフレームごとのメタデータに基づいて、検出された画
面上の位置における画像オブジェクトの有無を判断する
画像オブジェクト判断手段５１と、メタデータに記述さ
れた特徴量を抽出する特徴量抽出手段５２と、検出され
た画面上の位置に画像オブジェクトがある場合に、特徴
量に基づいてフレーム画像のうち表示部６０の画素数と
同じ画素数の画像が当該画像オブジェクトを含むように
フレーム画像から切り出される切出領域の範囲を算出す
る切出領域算出手段５３と、切出領域の範囲に含まれる
ＨＤＴＶ画像を切り出す画像切出手段４４２とを備える
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル放送番組として放送または録画されたフレーム画像から一部の画像を切り出し
て表示部に表示するデジタル放送番組表示装置であって、
　前記表示部に前記デジタル放送番組のフレーム画像が表示された画面において外部から
の操作によって選択された画像の画面上の位置を検出する画面選択位置検出手段と、
　画面上の位置およびサイズを含む特徴量が記述されたフレームごとのメタデータに基づ
いて、前記検出された画面上の位置における画像オブジェクトの有無を判断する画像オブ
ジェクト判断手段と、
　前記メタデータに記述された前記特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、
　前記検出された画面上の位置に、前記画像オブジェクトがある場合に、前記抽出された
特徴量に基づいて、前記フレーム画像のうち、前記表示部の画素数と同じ画素数の画像が
前記画像オブジェクトを含むように前記フレーム画像から切り出される切出領域の範囲を
算出する切出領域算出手段と、
　前記算出された切出領域の範囲に含まれる前記デジタル放送番組の画像を切り出す画像
切出手段とを備えることを特徴とするデジタル放送番組表示装置。
【請求項２】
　前記切出領域算出手段は、
　前記画面選択位置検出手段で検出された画面上の位置に、前記画像オブジェクトがない
場合に、前記フレーム画像のうち、前記表示部の画素数と同じ画素数の領域の画像が前記
検出された画面上の位置を含むように前記切出領域の範囲を算出することを特徴とする請
求項１に記載のデジタル放送番組表示装置。
【請求項３】
　前記切り出された画像が表示された画面において外部からの操作によって選択された画
面のスクロール方向を検出するスクロール方向検出手段と、
　前記検出されたスクロール方向に、前記切出領域の範囲をシフトする切出領域シフト手
段とをさらに備え、
　前記画像切出手段は、前記シフトされた切出領域の範囲に含まれる前記デジタル放送番
組の画像を切り出すことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のデジタル放送番組
表示装置。
【請求項４】
　デジタル放送番組として放送または録画されたフレーム画像から一部の画像を切り出し
て表示部に表示するために、コンピュータを、
　前記表示部に前記デジタル放送番組のフレーム画像が表示された画面において外部から
の操作によって選択された画像の画面上の位置を検出する画面選択位置検出手段、
　画面上の位置およびサイズを含む特徴量が記述されたフレームごとのメタデータに基づ
いて、前記検出された画面上の位置における画像オブジェクトの有無を判断する画像オブ
ジェクト判断手段、
　前記メタデータに記述された前記特徴量を抽出する特徴量抽出手段、
　前記検出された画面上の位置に、前記画像オブジェクトがある場合に、前記抽出された
特徴量に基づいて、前記フレーム画像のうち、前記表示部の画素数と同じ画素数の画像が
前記画像オブジェクトを含むように前記フレーム画像から切り出される切出領域の範囲を
算出する切出領域算出手段、
　前記算出された切出領域の範囲に含まれる前記デジタル放送番組の画像を切り出す画像
切出手段、
として機能させることを特徴とするデジタル放送番組表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オンエアーまたは録画されたデジタル放送番組の画面表示から視聴者の選択
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した部分を拡大表示するデジタル放送番組表示装置およびデジタル放送番組表示プログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル放送番組を表示するデジタル放送番組表示装置が普及し始めている。こ
こで、デジタル放送番組表示装置としては、フルスペックハイビジョンテレビ、ＰＣ（pe
rsonal computer）型受信機、デジタル放送受信機能を有した携帯電話機等が存在する。
ＨＤＴＶ(ハイビジョン)のデジタル放送の映像信号形式の一つとして１０８０ｉが知られ
ている。１０８０ｉは、有効走査線１０８０本(総走査線１１２５本)、フレーム周波数２
９．９７Ｈｚの飛び越し走査（インターレーススキャン）方式の映像であり、画素数は１
９２０×１０８０、アスペクト比は１６：９となっている。
【０００３】
　しかしながら、デジタル放送番組表示装置が、フルスペックハイビジョンテレビではな
い各種テレビ、ＰＣ型受信機、デジタル放送受信機能を有した携帯電話機等の画面サイズ
が小さい場合または解像度が低い場合には、ＨＤＴＶのデジタル放送番組が画面サイズに
合わせて縮小して表示されるので、人物などの画像オブジェクトが小さく表示されてしま
う。そのため、例えば、野球中継等の放送番組では、全表示領域のうち、視聴者の注目す
る一部の画像オブジェクトを中心にした部分領域のみを拡大して視聴することが要望され
ている。つまり、放送番組という単一の映像ソースを、視聴者の嗜好に合わせて、視聴者
が選択した部分領域以外の映像をカットしてでも、部分領域の映像を縮小せずに、すなわ
ち、従来よりも拡大表示して視聴したいという要求がある。
【０００４】
　従来、アスペクト比が４：３または１６：９のデジタル放送番組表示装置において、４
：３の地上デジタル放送の映像を表示するときに、放送番組が画面の表示可能範囲の中央
付近のみに小さく表示されてしまうことを改善して、放送番組を表示可能範囲全体に拡大
して表示するものが知られている。
【０００５】
　また、デジタル放送番組表示装置とは異なる分野としては、従来、映像配信装置とネッ
トワークを介して配信映像を表示する端末との間で双方向通信を行うシステムにおいて、
端末に表示される映像を、端末の操作者の操作によって拡大して表示する技術が知られて
いる（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に記載された技術では、端末に映像を配信
する映像配信装置が、カメラを用いて取得したカメラ映像をフレームごとに予め記憶して
おき、端末からの指示によってフレーム画像内の一部のある領域を切り出して端末に配信
する。この端末で操作者が移動ボタンを操作すると、操作に対応した指示が映像配信装置
に送信され、映像配信装置は、フレーム画像内の切り出し領域を移動させて端末に配信す
る。これによって、端末の操作者は、表示映像中で移動する画像オブジェクトを追跡する
こともできる。
【特許文献１】特開平９－２６１５２２号公報（段落００６６～００７２、図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の映像配信装置は、端末の操作者ごとにフレーム画像
内の一部を切り出して配信するものなので、デジタル放送番組を配信するために適用する
ことはできない。したがって、デジタル放送番組において、視聴者が注目する一部の画像
オブジェクトを中心にした部分領域のみを、表示可能範囲全体に拡大して表示するものは
ない。また、特許文献１に記載の端末は、表示映像中で注目する画像オブジェクトが移動
したときに、操作者が手動で追跡しなければならない。
【０００７】
　本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、デジタル放送番組を番組
本来の解像度よりも低く表示するときに、外部からの操作によって選択された画像オブジ
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ェクトに自動追従して従来よりも拡大して表示することができるデジタル放送番組表示装
置およびデジタル放送番組表示プログラム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】
【０００８】
　本発明は、前記目的を達成するために創案されたものであり、まず、請求項１に記載の
デジタル放送番組表示装置は、デジタル放送番組として放送または録画されたフレーム画
像から一部の画像を切り出して表示部に表示するデジタル放送番組表示装置であって、画
面選択位置検出手段と、画像オブジェクト判断手段と、特徴量抽出手段と、切出領域算出
手段と、画像切出手段とを備えることとした。
【０００９】
　かかる構成によれば、デジタル放送番組表示装置は、画面選択位置検出手段によって、
前記表示部に前記デジタル放送番組のフレーム画像が表示された画面において外部からの
操作によって選択された画像の画面上の位置を検出する。そして、デジタル放送番組表示
装置は、画像オブジェクト判断手段によって、画面上の位置およびサイズを含む特徴量が
記述されたフレームごとのメタデータに基づいて、前記検出された画面上の位置における
画像オブジェクトの有無を判断し、前記画像オブジェクトがある場合に、特徴量抽出手段
によって、前記メタデータに記述された前記特徴量を抽出する。そして、デジタル放送番
組表示装置は、切出領域算出手段によって、前記検出された画面上の位置に、前記画像オ
ブジェクトがある場合に、前記抽出された特徴量に基づいて、前記フレーム画像のうち、
前記表示部の画素数と同じ画素数の画像が前記画像オブジェクトを含むように前記フレー
ム画像から切り出される切出領域の範囲を算出する。そして、デジタル放送番組表示装置
は、画像切出手段によって、前記算出された切出領域の範囲に含まれる前記デジタル放送
番組の画像を切り出す。
【００１０】
　また、請求項２に記載のデジタル放送番組表示装置は、請求項１に記載のデジタル放送
番組表示装置において、前記切出領域算出手段が、前記画面選択位置検出手段で検出され
た画面上の位置に、前記画像オブジェクトがない場合に、前記フレーム画像のうち、前記
表示部の画素数と同じ画素数の領域の画像が前記検出された画面上の位置を含むように前
記切出領域の範囲を算出することとした。
【００１１】
　かかる構成によれば、デジタル放送番組表示装置は、画面選択位置検出手段で検出され
た画面上の位置に、画像オブジェクトがなくても、表示部の画素数に適合した一部の画像
が、外部からの操作によって選択された画面上の位置を含むように算出されるので、その
一部の画像が従来よりも拡大して表示される。
【００１２】
　また、請求項３に記載のデジタル放送番組表示装置は、請求項１または請求項２に記載
のデジタル放送番組表示装置において、スクロール方向検出手段と、切出領域シフト手段
とをさらに備えることとした。
【００１３】
　かかる構成によれば、デジタル放送番組表示装置は、スクロール方向検出手段によって
、前記切り出された画像が表示された画面において外部からの操作によって選択された画
面のスクロール方向を検出する。そして、デジタル放送番組表示装置は、切出領域シフト
手段によって、前記検出されたスクロール方向に、前記切出領域の範囲をシフトする。そ
のため、デジタル放送番組表示装置は、前記画像切出手段によって、前記シフトされた切
出領域の範囲に含まれる前記デジタル放送番組の画像を切り出すことができる。
【００１４】
　また、請求項４に記載のデジタル放送番組表示プログラムは、デジタル放送番組として
放送または録画されたフレーム画像から一部の画像を切り出して表示部に表示するために
、コンピュータを、画面選択位置検出手段、画像オブジェクト判断手段、特徴量抽出手段
、切出領域算出手段および画像切出手段として機能させることとした。
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【００１５】
　かかる構成によれば、デジタル放送番組表示プログラムは、画面選択位置検出手段によ
って、前記表示部に前記デジタル放送番組のフレーム画像が表示された画面において外部
からの操作によって選択された画像の画面上の位置を検出する。そして、デジタル放送番
組表示プログラムは、画像オブジェクト判断手段によって、画面上の位置およびサイズを
含む特徴量が記述されたフレームごとのメタデータに基づいて、前記検出された画面上の
位置における画像オブジェクトの有無を判断し、前記画像オブジェクトがある場合に、特
徴量抽出手段によって、前記メタデータに記述された前記特徴量を抽出する。そして、デ
ジタル放送番組表示プログラムは、切出領域算出手段によって、前記検出された画面上の
位置に、前記画像オブジェクトがある場合に、前記抽出された特徴量に基づいて、前記フ
レーム画像のうち、前記表示部の画素数と同じ画素数の画像が前記画像オブジェクトを含
むように前記フレーム画像から切り出される切出領域の範囲を算出する。そして、デジタ
ル放送番組表示プログラムは、画像切出手段によって、前記算出された切出領域の範囲に
含まれる前記デジタル放送番組の画像を切り出す。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１または請求項４に記載の発明によれば、デジタル放送番組を番組本来の解像度
よりも低く表示するときに、デジタル放送番組の表示画面から選択された位置に、画像オ
ブジェクトがある場合に、フレーム画像のうち、表示部の画素数と同じ画素数の領域の画
像がその画像オブジェクトを含むようにフレーム画像から切り出されるので、切り出した
画像が従来よりも拡大して表示される。さらに、画像オブジェクトが画面上で移動する場
合に、メタデータに基づいて、移動する画像オブジェクトに自動的に追従して表示するこ
とができる。
【００１７】
　請求項２に記載の発明によれば、画像オブジェクトがなくても、フレーム画像のうち、
表示部の画素数と同じ画素数の領域の画像が従来よりも拡大して表示される。
【００１８】
　請求項３に記載の発明によれば、フレーム画像のうち、表示部の画素数と同じ画素数の
領域の画像が、外部からの操作によって選択されたスクロール方向に移動するので、切り
出した画像を、操作者が視聴し易い位置に移動させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明のデジタル放送番組表示装置を実施するための最良の形態
（以下「実施形態」という）について詳細に説明する。
【００２０】
［デジタル放送番組表示装置の概要］
　図１は、本発明の実施形態に係るデジタル放送番組表示装置の概要を示す説明図であっ
て、（ａ）はフルスペックハイビジョンテレビの表示画像、（ｂ）は従来のデジタル放送
番組表示装置の表示画像、（ｃ）は本実施形態のデジタル放送番組表示装置の表示画像を
それぞれ示している。ここで、図１（ａ）に示す表示画像は、デジタル放送番組「スポー
ツニュース」において野球の試合の一場面として野球場のグラウンド全体を表示したもの
であり、１０８０ｉに対応した１９２０×１０８０画素で表示されている。
【００２１】
　図１（ｂ）および図１（ｃ）に示す表示画像は、１９２０×１０８０画素のＨＤＴＶ画
像を、例えば、ＰＣ型受信機の標準的な液晶ディスプレイに採用されている１０２４×７
６８画素（ＸＧＡ解像度）にサイズ変換して表示したものである。このうち、図１（ｂ）
に示す表示画像は、従来から知られているように、デジタル放送番組のフレーム画像（野
球場のグラウンド全体）を縮小表示したものである。また、変換前後のアスペクト比の相
違から、画面の表示可能範囲のうち表示画面の上下にそれぞれ帯状に何も表示されない領
域が存在している。
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【００２２】
　一方、図１（ｃ）に示す表示画像は、デジタル放送番組のフレーム画像から一部の画像
を切り出して表示したものである。本実施形態では、図１（ｂ）に示す表示画像が画面に
表示されているときに、操作者が画面上において、内野を中心としたグラウンドを選択す
ることで、図１（ｃ）に示す表示画像が画面に表示される。図１（ｂ）に示す表示画像に
おいて、操作者が画面上で選択した位置に、人物のような画像オブジェクトがない場合に
は、操作者が画面上で選択した位置を含むように表示部の画素数と同じ画素数の領域の画
像が切り取られる。
【００２３】
　なお、操作者が画面上で選択した位置を、表示部の画素数（例えば、１０２４×７６８
画素）の領域に対して設定する設定位置は計算によって求められる。この設定位置は、表
示部の画素数の領域の中央位置であることが好ましいが、操作者が画面上で選択した位置
が画面の縁に近い場合には、設定値の上下または左右にそれぞれ対称な領域を確保できな
いので、表示部の中央位置から上下左右に適宜シフトさせるように計算で求めた位置とす
る。
【００２４】
　次に、例えば、ピッチャーを示す画像オブジェクトのメタデータとして、位置を示す座
標（Ｘ，Ｙ）やサイズ（ＳX×ＳY画素）等の特徴量が記述されているものとする。この場
合、図１（ｂ）に示す表示画像において、操作者が画面上でピッチャーを選択したときに
、ＨＤＴＶ画像において、座標（Ｘ，Ｙ）を中心に、ピッチャーを示す画像オブジェクト
を、１０２４×７６８画素（ＸＧＡ解像度）の表示画像の範囲で切り出す。なお、ピッチ
ャーを示す画像オブジェクトの設定位置は前記したように計算で求められる。
【００２５】
　さらに、ピッチャーを示す画像オブジェクトのメタデータに記述された座標やサイズ等
の特徴量がフレームごとに変化する場合においては、フレームごとのメタデータから抽出
される特徴量に応じて、ピッチャーを示す画像オブジェクトの位置に追従して表示するこ
とができる。なお、野球の場合には、ピッチャーよりもセカンド等の選手の方が頻繁に移
動するので、セカンド等の好みの選手を示す画像オブジェクトを選択しておくことで、番
組映像の中でセカンド等の選手の動きに追従した拡大表示を行うことが可能となる。
【００２６】
［デジタル放送番組表示装置の構成例］
　図２は、本発明の実施形態に係るデジタル放送番組表示装置の構成を示す機能ブロック
図である。デジタル放送番組表示装置１は、デジタル放送番組のフレーム画像から一部の
画像を切り出して表示するものである。ここで、デジタル放送番組は、地上波、衛星波、
ケーブルテレビ網および通信回線網を通して送信されているデジタル放送の番組全般を示
す。
【００２７】
　デジタル放送番組表示装置１は、例えば、フルスペックハイビジョンテレビではない各
種テレビから構成される。なお、デジタル放送番組表示装置１は、電子番組ガイド（ＥＰ
Ｇ：Electronic Program Guide）による番組表の表示機能、ＥＰＧを利用した視聴予約や
録画予約機能を有していてもよい。
【００２８】
　デジタル放送番組表示装置１は、図２に示すように、ユーザ操作部１０と、ＭＰＥＧビ
デオデコード部２０と、バッファ３０と、グラフィックス処理部４０と、メタデータデコ
ード部５０と、表示部６０と、録画再生用映像記憶手段７０と、録画再生用メタデータ記
憶手段８０とを備えることとした。
【００２９】
　ユーザ操作部１０は、例えば、表示部６０の表面に装着されたタッチパネルと、図３に
示すようなリモコン１００とから構成される。本実施形態では、表示部６０の画素数は、
１０２４×７６８画素（ＸＧＡ解像度）とする。また、操作者（ユーザ）は、デジタル放
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送番組のフレーム画像の全表示領域のうち、拡大したい領域を選択するためにタッチパネ
ルを用いる。タッチパネルを押下することで表示モード切替信号が入力される。初期状態
（操作者がタッチパネルにタッチしない場合）では、全体画像表示モード（モードＭ＝０
）とし、操作者がタッチパネルにタッチした場合には、部分画像表示モード（モードＭ＝
１）とする。全体画像表示モードでは、図１（ｂ）に示す表示画像が画面に表示される。
部分画像表示モードでは、図１（ｃ）に示す表示画像が画面に表示される。この部分画像
表示モードにおいて、表示領域（以下、部分表示領域または切出領域という）を移動させ
たい場合、図３（ａ）に例示するような上下左右の４つの矢印キーを画面上に表示し、図
３（ｂ）に示すリモコン１００で移動方向を選択することができる。
【００３０】
　リモコン１００は、図３（ｂ）に示すように、各種のボタンを備えており、これらのボ
タンは、チャンネルを切り替えるためのチャンネル切替部１１０と、各種機能を選択する
ための機能選択部１２０とに大別される。
　機能選択部１２０は、番組表表示ボタン１２１と、カーソル表示ボタン１２２と、カー
ソル移動／決定ボタン１２３とを含んでいる。
　番組表表示ボタン１２１は、ＥＰＧによる番組表を画面に表示させる操作を行うための
ボタンである。
　カーソル表示ボタン１２２は、図３（ａ）に示した４つの矢印キーを画面に表示させる
操作を行うためのボタンである。
　カーソル移動／決定ボタン１２３は、図３（ａ）に示した４つの矢印キー上のいずれか
にカーソルを移動させる操作を行うための４つの矢印ボタンと、矢印キー上のいずれかに
移動したカーソルの位置を決定して画面をスクロールさせる操作を行うための決定ボタン
とから成る。なお、機能選択部１２０に、録画番組の表示操作などを行うためのボタンを
備えるようにしてもよい。
【００３１】
　図２に戻って、デジタル放送番組表示装置１の機能の説明を続ける。
　ＭＰＥＧビデオデコード部２０は、デジタル放送番組としてＭＰＥＧ符号化されている
ＭＰＥＧビデオデータ（ＭＰＥＧＶＩＤＥＯ）をデコードし、１９２０×１０８０画素の
ＨＤＴＶ画像を出力するものである。１９２０×１０８０画素のＨＤＴＶ画像は、バッフ
ァ３０に一時記憶されて、グラフィックス処理部４０に出力される。ここで、ＭＰＥＧビ
デオデータは、例えば、インターネットや専用通信線等のネットワークまたは放送波を介
して受信したものでもよいし、あるいは、受信および録画して録画再生用映像記憶手段７
０に蓄積したものでもよい。
【００３２】
　グラフィックス処理部４０は、ＨＤＴＶ画像をフレーム単位で表示部６０の画素数に適
合させて処理するものであり、モード判別手段４１と、画面選択位置検出手段４２と、ス
クロール方向検出手段４３と、切出画像制御手段４４とを備えている。
　モード判別手段４１は、表示モード切替信号により、現在の表示モードが部分画像表示
モードと全体画像表示モードのいずれであるかを判別する。
【００３３】
　画面選択位置検出手段４２は、表示部６０にデジタル放送番組のフレーム画像の全表示
領域が表示された画面（図１（ｂ）参照）において操作者によって選択された画像の画面
上の位置を検出するものである。具体的には、画面選択位置検出手段４２は、部分画像表
示モードにおいてタッチ選択された画面位置（画面選択位置）の座標情報を取得し、メタ
データデコード部５０に出力する。
【００３４】
　スクロール方向検出手段４３は、後記する切出画像制御手段４４によって切り出された
画像が表示された画面（図１（ｃ）参照）において操作者によって選択された画面のスク
ロール方向を、ユーザ操作部１０から出力される信号に基づいて検出するものである。
【００３５】
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　切出画像制御手段４４は、画像縮小手段４４１と、画像切出手段４４２とを備えている
。画像縮小手段４４１は、全体画像表示モードのときに、ＨＤＴＶ画像（１９２０×１０
８０画素）を表示部６０の画素数（１０２４×７６８画素）に縮小変換して表示部６０に
出力するものである（図１（ｂ）参照）。
　画像切出手段４４２は、部分画像表示モードのときに、メタデータデコード部５０によ
って算出された切出領域（部分表示領域）の範囲に含まれるＨＤＴＶ画像（１０２４×７
６８画素分）を切り出して表示部６０に出力するものである。
【００３６】
　メタデータデコード部５０は、ＨＤＴＶ画像に含まれる画像オブジェクトが有するフレ
ームごとのメタデータをデコードするものである。メタデータは、ネットワークまたは放
送波を介して受信したものでもよいし、あるいは、受信して録画再生用メタデータ記憶手
段８０に蓄積したものでもよい。なお、デジタル放送番組表示装置１は、ＭＰＥＧビデオ
データとメタデータとを放送のように同一ルートから取得してもよい。また、デジタル放
送番組表示装置１は、ＭＰＥＧビデオデータとメタデータとを同じタイミングで取得して
もよいし、別々のタイミングで取得してもよい。さらに、デジタル放送番組表示装置１は
、ＭＰＥＧビデオデータとメタデータとを別々の装置または別々の経路から取得してもよ
い。
【００３７】
　ここで、メタデータの具体例について図４を参照（適宜図１参照）して説明する。
　図４は、メタデータの一例を示す図であって、（ａ）はシーンごとのメタデータ、（ｂ
）はフレームごとのメタデータをそれぞれ示している。図４（ａ）に示すメタデータ（シ
ーン）４００は、画像オブジェクトに関する情報をシーン（シーン１，シーン２，…）ご
とに、例えば、ＸＭＬ（Extensible Markup Language）で記述したものであり、図１に示
した表示画像を有するデジタル放送番組「スポーツニュース」に対応している。この例で
は、「シーン１」において、データ４０１は、object ID「１」、属性「ピッチャー」、
名称「Ａ原　浩治」である画像オブジェクトがあることを示す。また、データ４０２は、
object ID「２」、属性「キャッチャー」、名称「Ｂ部　慎之介」である画像オブジェク
トがあることを示す。また、「シーン２」において、データ４０３は、object ID「３」
、属性「セカンド」、名称「Ｃ坂　誠」である画像オブジェクトがあることを示す。
【００３８】
　図４（ｂ）に示すメタデータ（フレーム）４５０は、画像オブジェクトに関する情報を
フレームごとに記述したものであり、図４（ａ）に示したメタフレーム（シーン）に対応
している。なお、フレームは、シーンよりもよりも細かい時間単位である。この例では、
「シーン１、フレーム１」のときに、object IDが「１」である画像オブジェクトの座標
およびサイズと、object IDが「２」である画像オブジェクトの座標およびサイズが記述
されている。同様に、「シーン１、フレーム２」のときにも各画像オブジェクトの座標お
よびサイズが記述されている。ここで、「シーン１、フレーム１」から「シーン１、フレ
ーム２」に変化したときに、画像オブジェクトの座標およびサイズも変化してもよい。ま
た、「シーン２、フレーム３」のときに、object IDが「３」である画像オブジェクトの
座標およびサイズが記述されると共に、object IDが「１」および「２」である画像オブ
ジェクトの座標およびサイズが記述されていない。これは、「シーン２、フレーム３」の
ときに、フレーム画像にobject IDが「３」である画像オブジェクトしか映っていないた
めである。
【００３９】
　図２に戻って、メタデータデコード部５０の説明を続ける。
　メタデータデコード部５０は、画像オブジェクト判断手段５１と、特徴量抽出手段５２
と、切出領域算出手段５３と、切出領域シフト手段５４とを備えている。
【００４０】
　画像オブジェクト判断手段５１は、画面上の位置およびサイズを含む特徴量が記述され
たフレームごとのメタデータに基づいて、画面選択位置検出手段４２で検出された画面上
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の位置における画像オブジェクトの有無を判断するものである。なお、画像オブジェクト
とは、図１および図４で例示した人物等を示しており、図１の例では、グラウンドやスタ
ンドなど人物の背景はメタデータを有していない。この画像オブジェクト判断手段５１は
、部分画像表示モードのタッチ選択された画面位置に、画像オブジェクトがある否かを判
断し、無い場合には、切出画像制御手段４４に対して、ＨＤＴＶ画像全体をそのまま縮小
して表示部６０に出力するように指示する。また、画像オブジェクト判断手段５１は、画
像オブジェクトがある場合には、その旨を示す信号を特徴量抽出手段５２に出力する。
【００４１】
　特徴量抽出手段５２は、画像オブジェクトがある場合に、メタデータに記述された特徴
量を抽出するものである。この特徴量抽出手段５２は、メタデータから画像オブジェクト
の座標およびサイズを検索し、切出領域算出手段５３に出力する。
【００４２】
　切出領域算出手段５３は、画面選択位置検出手段４２で検出された画面上の位置に画像
オブジェクトがある場合に、特徴量抽出手段５２で抽出された特徴量に基づいて、フレー
ム画像（１９２０×１０８０画素）のうち、表示部６０の画素数と同じ画素数（１０２４
×７６８画素）の画像が、当該画像オブジェクトを含むようにフレーム画像から切り出さ
れる切出領域の範囲を算出するものである。
　また、切出領域算出手段５３は、画面選択位置検出手段４２で検出された画面上の位置
に画像オブジェクトがない場合に、フレーム画像（１９２０×１０８０画素）のうち、表
示部６０の画素数と同じ画素数（１０２４×７６８画素）の画像が、画面選択位置検出手
段４２で検出された画面上の位置を含むように切出領域（部分表示領域）の範囲を算出す
る。
　また、切出領域算出手段５３は、切出領域（部分表示領域）の範囲を指定するために、
画面上の座標に関する情報であるアドレス値を、グラフィックス処理部４０の切出画像制
御手段４４に出力する。
【００４３】
　ここで、画面上の座標系と、切出画像制御手段４４に出力するアドレス値の具体例につ
いて図５を参照して説明する。画面上の座標系として、図５に示すように、ｘ軸およびｙ
軸を設定する。原点Ｏ（０，０）、点Ａ（１９２０，０）、点Ｂ（１９２０，１０８０）
、点Ｃ（０，１０８０）で囲まれた領域が全体表示領域である。受信または録画された１
９２０×１０８０画素のＨＤＴＶ画像は全体表示領域を有している。この全体表示領域Ｏ
ＡＢＣのうち、点Ｐ、点Ｑ、点Ｒ、点Ｔで囲まれた領域が、部分表示領域（切出領域）で
ある。部分表示領域ＰＱＲＴは、１０２４×７６８画素（ＸＧＡ解像度）の領域である。
点Ｐの座標を（ｘ0，ｙ0）、線分ＰＱおよびＴＲの長さをΔｘ、線分ＰＴおよびＱＲの長
さをΔｙとする。本実施形態では、Δｘ＝１０２４、Δｙ＝７６８とする。そして、切出
領域算出手段５３は、画面選択位置検出手段４２で検出された画面上の位置、または、そ
の検出された画面上の位置にある画像オブジェクトの座標に応じて、点Ｐの座標（ｘ0，
ｙ0）を計算して、アドレス値として、（ｘ0，ｙ0）および（Δｘ，Δｙ）の値を切出画
像制御手段４４に出力する。この点Ｐの座標（ｘ0，ｙ0）によって、部分表示領域ＰＱＲ
Ｔの位置を一意に決定できる。以下では、点Ｐのことを始点と呼び、（ｘ0，ｙ0）を始点
アドレスと呼ぶ。また、フレームごとに始点が変化すると、部分表示領域ＰＱＲＴが、全
体表示領域ＯＡＢＣの中で移動することとなる。この意味で、始点アドレスは、画像オブ
ジェクト追従アドレスにもなっている。
　この切出領域算出手段５３は、操作者が画面上で選択した位置を、部分表示領域ＰＱＲ
Ｔの中央位置に合わせるように、始点アドレスを計算する。ただし、操作者が画面上で選
択した位置が画面の縁に近い場合には、その選択位置を、部分表示領域ＰＱＲＴの中央位
置から上下左右に適宜シフトさせるように始点アドレスを計算する。
【００４４】
　切出領域シフト手段５４は、スクロール方向検出手段４３で検出されたスクロール方向
に、切出領域算出手段５３で算出された部分表示領域（切出領域）の範囲をシフトするも
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のである。具体的には、切出領域シフト手段５４は、始点アドレス（ｘ0，ｙ0）をスクロ
ール方向に基づいてシフトした値を算出し、算出した値を修正した始点アドレスとして切
出画像制御手段４４に出力する。
【００４５】
　表示部６０は、例えば、液晶パネルから構成される。なお、解像度は１０２４×７６８
画素（ＸＧＡ解像度）として説明する。
　録画再生用映像記憶手段７０は、録画した再生用映像を蓄積するものであり、一般的メ
モリやハードディスク等から構成される。
　録画再生用メタデータ記憶手段８０は、録画した再生用映像のメタデータを蓄積するも
のであり、一般的メモリやハードディスク等から構成される。なお、録画再生用映像記憶
手段７０と録画再生用メタデータ記憶手段８０とを共用するようにしてもよい。
【００４６】
［デジタル放送番組表示装置の動作］
　図２に示したデジタル放送番組表示装置１の動作について図６を参照（適宜図２参照）
して説明する。図６は、図２に示したデジタル放送番組表示装置の動作の一例を示すフロ
ーチャートである。デジタル放送番組表示装置１は、モード判別手段４１によって、モー
ドＭを「０」にセットし（ステップＳ１）、ユーザ操作部１０のタッチパネルがタッチさ
れたか否かを判別する（ステップＳ２）。タッチされた場合に（ステップＳ２：Ｙｅｓ）
、デジタル放送番組表示装置１は、モード判別手段４１によって、モードＭを「１」にセ
ットし（ステップＳ３）、画面選択位置検出手段４２によって、画面選択位置を検出し（
ステップＳ４）、画像オブジェクト判断手段５１によって、検出された画面上の位置に画
像オブジェクトがあるか否かを判断する（ステップＳ５）。画像オブジェクトがある場合
に（ステップＳ５：Ｙｅｓ）、デジタル放送番組表示装置１は、特徴量抽出手段５２によ
って、画像オブジェクトのメタデータに記述された特徴量を抽出し（ステップＳ６）、切
出領域算出手段５３によって、表示部６０の画素数と同じ画素数（１０２４×７６８画素
）の画像が画像オブジェクトを含むように部分表示領域を算出する（ステップＳ７）。ま
た、ステップＳ５において、画像オブジェクトが無い場合に（ステップＳ５：Ｎｏ）、デ
ジタル放送番組表示装置１は、ステップＳ６をスキップしてステップＳ７に進む。これに
より、タッチされた場所を含むように部分表示領域が算出される。
【００４７】
　そして、デジタル放送番組表示装置１は、スクロール方向検出手段４３によって、画面
のスクロールがあるか否かを判別する（ステップＳ８）。画面のスクロールがある場合（
ステップＳ８：Ｙｅｓ）、デジタル放送番組表示装置１は、切出領域シフト手段５４によ
って、部分表示領域をシフトする（ステップＳ９）。そして、デジタル放送番組表示装置
１は、画像切出手段４４２によって、部分表示領域に含まれるＨＤＴＶ画像を切り出し（
ステップＳ１０）、表示部６０に画像を表示する（ステップＳ１１）。一方、ステップＳ
８において、画面のスクロールがない場合（ステップＳ８：Ｎｏ）、デジタル放送番組表
示装置１は、ステップＳ９をスキップして、ステップＳ１０に進む。
【００４８】
　そして、デジタル放送番組表示装置１は、モード判別手段４１によって、終了指示があ
るか否かを判別する（ステップＳ１２）。終了指示がある場合（ステップＳ１２：Ｙｅｓ
）、デジタル放送番組表示装置１は、処理を終了する。一方、終了指示がない場合（ステ
ップＳ１２：Ｎｏ）、デジタル放送番組表示装置１は、ステップＳ２に戻る。ステップＳ
２において、ユーザ操作部１０のタッチパネルがタッチされていない場合に（ステップＳ
２：Ｎｏ）、デジタル放送番組表示装置１は、モード判別手段４１によって、モードＭが
「１」であるか否かを判別する（ステップＳ１３）。モードＭが「１」である場合（ステ
ップＳ１３：Ｙｅｓ）、デジタル放送番組表示装置１は、ステップＳ５に進む。一方、モ
ードＭが「０」である場合（ステップＳ１３：Ｎｏ）、全体画像表示モードなので、デジ
タル放送番組表示装置１は、画像縮小手段４４１によって、ＨＤＴＶ画像を表示部の画素
数に合わせて縮小変換し（ステップＳ１４）、ステップＳ１１に進む。
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【００４９】
　本実施形態によれば、デジタル放送番組表示装置１は、操作者の選択操作に基づいて、
１９２０×１０８０画素のＨＤＴＶ画像から一部分を部分画像として切り出す。したがっ
て、デジタル放送番組を番組本来の解像度よりも低く表示するときに、デジタル放送番組
表示装置１は、１９２０×１０８０画素のＨＤＴＶ画像の部分画像を従来と比べて拡大し
て表示することができ、この表示部分を、１９２０×１０８０画素のＨＤＴＶ画像の移動
可能範囲の中で自由に移動することができる。また、デジタル放送番組表示装置１は、画
像オブジェクトを操作者が選択するだけで、画像オブジェクトを含むように画像を切り出
し、当該画像オブジェクトが移動してもメタデータに基づいて自動的に追従して表示させ
ることができる。
【００５０】
　以上、本実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、その
趣旨を変えない範囲で様々に実施することができる。例えば、デジタル放送番組表示装置
は、一般的なコンピュータを、グラフィックス処理部４０およびメタデータデコード部５
０として機能させるプログラム（デジタル放送番組表示プログラム）により動作させるこ
とで実現することができる。このプログラムは、通信回線を介して配布することも可能で
あるし、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に書き込んで配布することも可能である。このプログ
ラムをインストールされたコンピュータは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）が、Ｒ
ＯＭ（Read Only Memory）等に格納されたこのプログラムをＲＡＭ（Random Access Memo
ry）に展開することにより、デジタル放送番組表示装置１と同等の効果を奏することがで
きる。
【００５１】
　また、本実施形態では、デジタル放送番組表示装置１は、フルスペックハイビジョンテ
レビではない各種テレビから構成されるものとして説明したが、ＰＣ型受信機、デジタル
放送受信機能を有した携帯電話機やカーナビゲーション装置等から構成するようにしても
よい。例えば、携帯電話機等の小型装置の場合には、録画再生用映像記憶手段７０や録画
再生用メタデータ記憶手段８０を備えないように構成してもよい。また、デジタル放送番
組表示装置がＰＣ型受信機から構成される場合には、パーソナルコンピュータ用の様々な
ユーザインタフェースを使用することができる。したがって、ユーザ操作部１０は、タッ
チパネルとリモコン１００とから構成されるものに限定されるものではなく、その代わり
に、カーソル移動ボタン、マウス、ジャイロなどの動きセンサー等で構成してもよいし、
それらを適宜選択して併用してもよい。
【００５２】
　また、本実施形態では、操作者がタッチパネルをタッチすることで画像オブジェクトを
選択するものとしたが、例えば、画像オブジェクトのオブジェクト名等の一覧を画面上に
表示し、所望の画像オブジェクトをリモコン等で選択するように構成してもよい。この場
合には、操作者が画面上の一覧からリモコン等で画像オブジェクトを選択決定することで
、全体表示モードから部分画像表示モードに切り替えることとする。
　なお、本実施形態では、１９２０×１０８０画素のＨＤＴＶ画像を１０２４×７６８画
素（ＸＧＡ解像度）で表示する場合を説明したが、６４０×４８０画素（ＶＧＡ解像度）
等で表示するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態に係るデジタル放送番組表示装置の概要を示す説明図であって
、（ａ）はフルスペックハイビジョンテレビの表示画像、（ｂ）は従来のデジタル放送番
組表示装置の表示画像、（ｃ）は本実施形態のデジタル放送番組表示装置の表示画像をそ
れぞれ示している。
【図２】本発明の実施形態に係るデジタル放送番組表示装置の構成を示す機能ブロック図
である。
【図３】図２に示した表示部およびユーザ操作部の一例を模式的に示す図であって、（ａ
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【図４】メタデータの一例を示す図であって、（ａ）はシーンごとのメタデータ、（ｂ）
はフレームごとのメタデータをそれぞれ示している。
【図５】画面上の座標系と切出領域の一例を模式的に示す図である。
【図６】図２に示したデジタル放送番組表示装置の動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　　デジタル放送番組表示装置
　１０　　ユーザ操作部
　２０　　ＭＰＥＧビデオデコード部
　３０　　バッファ
　４０　　グラフィックス処理部
　４１　　モード判別手段
　４２　　画面選択位置検出手段
　４３　　スクロール方向検出手段
　４４　　切出画像制御手段
　４４１　画像縮小手段
　４４２　画像切出手段
　５０　　メタデータデコード部
　５１　　画像オブジェクト検出手段
　５１　　画像オブジェクト判断手段
　５２　　特徴量抽出手段
　５３　　切出領域算出手段
　５４　　切出領域シフト手段
　６０　　表示部
　７０　　録画再生用映像記憶手段
　８０　　録画再生用メタデータ記憶手段
　１００　リモコン
　１１０　チャンネル切替部
　１２０　機能選択部
　１２１　番組表表示ボタン
　１２２　カーソル表示ボタン
　１２３　カーソル移動／決定ボタン
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