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(57)【要約】
【課題】入力画像に応じて表示される画像の形式を適切
に定めることができる画像表示装置を提供する。
【解決手段】プロジェクタ（画像表示装置）は、入力画
像を表示し、輝線の枠で第１のアスペクト比を有する矩
形領域を表した領域指定用画像を入力画像に重ねて表示
し（ａ）、使用者からの指示に従って領域指定用画像の
アスペクト比、位置、サイズを決定することによって矩
形領域の指定を受け付け（ｂ）、指定された矩形領域に
対応する入力画像中の部分を抽出し、抽出した部分のア
スペクト比を第２のアスペクト比にしてサイズを拡大し
た投影画像（加工画像）を投影する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像を加工した加工画像を表示する画像表示装置において、
　入力画像を表示する手段と、
　該手段が表示した入力画像上の任意の位置で、第１のアスペクト比を有する任意のサイ
ズの矩形領域の指定を受け付ける受付手段と、
　該受付手段で前記矩形領域の指定を受け付けた以降に入力される入力画像に含まれる前
記矩形領域に対応する部分を前記入力画像から抽出し、前記部分のアスペクト比を第２の
アスペクト比にし、前記部分のサイズを所定のサイズに変更することによって、加工画像
を生成する生成手段と
　を備えることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　表示した入力画像に重ねて、第１のアスペクト比を有する矩形領域を表す領域指定用画
像を表示する手段と、
　該手段が表示する前記領域指定用画像の前記入力画像上での位置及び／又はサイズを変
更する手段とを更に備え、
　前記受付手段は、
　前記領域指定用画像の位置及びサイズを決定する指示を受け付けることによって、入力
画像上で前記領域指定用画像が表す矩形領域の指定を受け付ける手段を有すること
　を特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　第１のアスペクト比を変更する手段を更に備えることを特徴とする請求項２に記載の画
像表示装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、
　第２のアスペクト比を変更する手段を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれ
か一つに記載の画像表示装置。
【請求項５】
　画像の投影によって画像を表示するプロジェクタであることを特徴とする請求項１乃至
４のいずれか一つに記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を表示するモニタ、又は画像を投影するプロジェクタ等の画像表示装置
に関し、より詳細には、種々の形式の入力画像に対して実際に表示する画像の形式を設定
する処理を行う画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　入力画像に基づいた画像を表示する画像表示装置として、テレビジョン受像機等のモニ
タの他に、入力画像に基づいた画像を外部のスクリーン又は壁等の被投射面に対して拡大
投影するプロジェクタが用いられている。このようなプロジェクタは、液晶パネル又はＤ
ＭＤ（Digital Micromirror Device）等でなる平面状の画像形成パネルで画像を形成し、
画像を形成した画像形成パネルで反射した光又は画像形成パネルを透過した光を外部の被
投射面に対して投射することにより、画像を投影する構成となっている。
【０００３】
　一般的に、画像のアスペクト比は種々の値が用いられており、テレビジョン放送等の家
庭用の画像では横：縦の比が４：３のものと１６：９のものとが多く用いられている。従
来のプロジェクタは、アスペクト比が４：３又は１６：９に構成された画像形成パネルを
備えており、いずれの画像形成パネルを備えていてもいずれのアスペクト比の画像をも投
影できるように構成されているものが多い。一方で、ＮＴＳＣ方式のテレビジョン放送で
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のアスペクト比が４：３であることから、入力画像は４：３のアスペクト比で提供される
ことが多い。このため、アスペクト比１６：９の画像は、画像を横方向に圧縮してアスペ
クト比４：３の画像に変形したスクイーズ形式の入力画像、又は画像の上下に黒枠を付加
して全体としてアスペクト比４：３の画像に成形したレターボックス形式の入力画像で提
供されることがある。このように種々の入力画像が入力される可能性があるので、プロジ
ェクタには、入力画像に応じて投影画像の形式を切り換える機能が必要である。
【０００４】
　図６は、プロジェクタに入力される種々の入力画像とプロジェクタが投影する種々の形
式の投影画像との対応例を示す概念図である。プロジェクタに入力可能な入力画像として
は、４：３のアスペクト比で形成された４：３形式の入力画像、アスペクト比１６：９の
画像を横方向に圧縮したスクイーズ形式の入力画像、及びアスペクト比１６：９の画像の
上下に黒枠を付加したレターボックス形式の入力画像がある。これに対し、プロジェクタ
によって投影される投影画像の形式には、入力画像のアスペクト比を保持した状態で投影
する標準表示、アスペクト比４：３の入力画像を横方向に伸張してアスペクト比を１６：
９にした画像を投影するワイド表示、及びアスペクト比４：３の入力画像の一部であるア
スペクト比１６：９の画像を拡大したズーム表示がある。なお、図６には、アスペクト比
１６：９の画像形成パネルを備えたプロジェクタで画像を投影した場合の投影画像を示し
ており、アスペクト比４：３の画像を投影する際には画像の両脇に黒枠が形成される。
【０００５】
　図６に示すように、４：３形式の入力画像に対しては標準表示が適しており、スクイー
ズ形式の入力画像に対してはワイド表示が適しており、レターボックス形式の入力画像に
対してはズーム表示が適している。しかしながら、スクイーズ形式の入力画像を標準表示
で投影すると不自然に上下に引き延ばされた画像が投影され、レターボックス形式の入力
画像を標準形式で投影すると黒枠の部分が多くなって画像が小さく投影される。また４：
３形式及びレターボックス形式の入力画像をワイド表示で投影すると、不自然に左右に引
き延ばされた画像が投影される。また４：３形式及びスクイーズ形式の入力画像をズーム
表示で投影すると画像の一部がカットされた上で拡大された画像が投影される。このよう
に、入力画像に対して不適切な投影画像の形式を選択した場合には不自然な画像が投影さ
れるので、入力画像に応じて適切な投影画像の形式を選択する必要がある。
【０００６】
　特許文献１～３には、投影画像の拡大・縮小を行って投影画像の形式を変更するための
技術として、光学式ズームを用いる技術が開示されている。近年のプロジェクタでは、画
像形成パネルで形成する画像を加工することによって投影画像の拡大・縮小を行う電子式
ズームを併用するものも多い。従来のプロジェクタでは、適切な投影画像の形式を自動で
選択することは困難であるので、入力画像を各形式に加工した画像を順番に投影し、入力
画像に合った適切な投影画像の形式を使用者に選択させることが多く行われている。例え
ば、４：３形式の入力画像が入力された場合、プロジェクタは、図６に示す如く、４：３
形式の画像を標準表示、ワイド表示及びズーム表示の各形式に加工した画像を順番に投影
し、適切な画像が投影される標準表示を使用者に選択させる。またテレビジョン受像機等
のモニタも、複数種類の形式の画像を表示可能であり、表示画像の形式を使用者に選択さ
せる機能を備えるものがあり、入力画像に応じて表示画像の形式を自動で選択するものも
ある。
【特許文献１】特開平５－３２３４５１号公報
【特許文献２】特開平１１－９５３２４号公報
【特許文献３】特開２００２－７２３５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図６に示した入力画像及び投影画像の形式は一例であって、他の形式の画像も利用され
ており、プロジェクタが対応すべき入力画像及び投影画像の形式は増加し続けているのが
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現状である。従って、使用者が投影画像の形式を選択する際には、順に投影された多種類
の形式の画像の中から一の形式の画像を選択する必要があり、使用者が投影画像の形式を
選択する作業が煩雑であるという問題がある。また多種類の形式の投影画像の中からどの
形式が適切なものであるかを使用者が判断することが困難であるという問題がある。また
、入力画像に応じて表示画像の形式を自動で選択するモニタも、場合によっては不適切な
表示画像の形式を選択してしまうことがあるという問題がある。
【０００８】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、入力
画像に含まれる領域の内でどの部分を表示すべきかを使用者が目で見て指定することによ
って、表示される画像の形式を適切に定めることができる画像表示装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る画像表示装置は、入力画像を加工した加工画像を表示する画像表示装置に
おいて、入力画像を表示する手段と、該手段が表示した入力画像上の任意の位置で、第１
のアスペクト比を有する任意のサイズの矩形領域の指定を受け付ける受付手段と、該受付
手段で前記矩形領域の指定を受け付けた以降に入力される入力画像に含まれる前記矩形領
域に対応する部分を前記入力画像から抽出し、前記部分のアスペクト比を第２のアスペク
ト比にし、前記部分のサイズを所定のサイズに変更することによって、加工画像を生成す
る生成手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る画像表示装置は、表示した入力画像に重ねて、第１のアスペクト比を有す
る矩形領域を表す領域指定用画像を表示する手段と、該手段が表示する前記領域指定用画
像の前記入力画像上での位置及び／又はサイズを変更する手段とを更に備え、前記受付手
段は、前記領域指定用画像の位置及びサイズを決定する指示を受け付けることによって、
入力画像上で前記領域指定用画像が表す矩形領域の指定を受け付ける手段を有することを
特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る画像表示装置は、第１のアスペクト比を変更する手段を更に備えることを
特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る画像表示装置は、前記生成手段は、第２のアスペクト比を変更する手段を
有することを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る画像表示装置は、画像の投影によって画像を表示するプロジェクタである
ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明においては、画像表示装置（プロジェクタ）は、入力画像を表示し、入力画像上
で第１のアスペクト比を有する矩形領域の指定を受け付け、指定された矩形領域に対応す
る入力画像中の部分を抽出してサイズを変更した加工画像を第２のアスペクト比で表示す
る。入力画像がどのような形式であっても、指定された矩形領域に対応する部分が加工画
像として表示される。
【００１５】
　また本発明においては、画像表示装置は、輝線の枠又は輝点等で矩形領域を表した領域
指定用画像を入力画像に重ねて表示し、使用者からの指示に従って領域指定用画像の位置
及び／又はサイズを変更し、使用者からの指示に従って領域指定用画像の位置及びサイズ
を決定することによって矩形領域の指定を受け付ける。
【００１６】
　また本発明においては、画像表示装置は、領域指定用画像のアスペクト比である第１の
アスペクト比を使用者からの指示に従って変更することにより、種々のアスペクト比を有
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する矩形領域の指定を受け付けることができる。また画像表示装置は、表示する加工画像
のアスペクト比である第２のアスペクト比とは異なった値の第１のアスペクト比で矩形領
域の指定を受け付けることができ、入力画像の矩形領域に対応する部分のアスペクト比を
第２のアスペクト比に加工した上で加工画像として表示する。
【００１７】
　更に本発明においては、画像表示装置は、加工画像のアスペクト比である第２のアスペ
クト比を使用者からの指示に従って変更することにより、適切なアスペクト比で画像を表
示することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明にあっては、レターボックス形式のように黒枠を含む画像等、入力画像がどのよ
うな形式であったとしても、画像表示装置（プロジェクタ）は、入力画像上で矩形領域の
指定を受け付けることにより、入力画像に含まれる領域の内で表示すべき部分を拡大して
表示することが可能となる。
【００１９】
　また本発明にあっては、使用者は、入力画像中で全体又は一部等のどの部分を表示すべ
きかを目で見て判断し、表示すべき領域を指定することにより、入力画像に適した表示画
像の形式を決定することができる。従って、多種類の形式の表示画像中から一の形式の表
示画像を選択する煩雑な作業を行うことなく、入力画像に合った適切な表示画像の形式を
確実に定めることが可能となる。
【００２０】
　また本発明にあっては、画像表示装置は、第１のアスペクト比を使用者からの指示に従
って変更することにより、入力画像内の表示すべき領域が種々のアスペクト比を有してい
る場合でも、その領域を拡大した加工画像を表示することができる。従って、使用者は、
種々の形式の入力画像について、入力画像に適した表示画像の形式を確実に決定すること
ができる。また入力画像がスクイーズ形式等のアスペクト比が本来の値から変更された画
像であっても、画像表示装置は、表示すべき領域のアスペクト比を適切に加工した加工画
像を表示することができる。従って、使用者は、多種類の形式の表示画像の中から一の形
式の表示画像を選択する作業を行うことなく、入力画像に合わせてアスペクト比を変更し
た適切な表示画像の形式を確実に定めることが可能となる。
【００２１】
　更に本発明にあっては、本発明の画像表示装置は、第２のアスペクト比を使用者からの
指示に従って変更することにより、入力画像に適切なアスペクト比で画像を表示すること
ができる等、本発明は優れた効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。
（実施の形態１）
　実施の形態１においては、本発明の画像表示装置がプロジェクタである形態について説
明する。図１は、本発明の画像表示装置であるプロジェクタの内部の機能構成を示すブロ
ック図である。プロジェクタ１は、演算を行うプロセッサ、演算に伴う各種の情報、及び
制御プログラムを記憶するＲＯＭ等からなる制御処理部１１を備えている。制御処理部１
１は、プロジェクタ１全体の動作を制御する処理を行う。制御処理部１１には、使用者が
操作するリモートコントローラ（リモコン）１０から赤外線又は電波を用いて発信される
信号を受信するリモコン受信部１６及び各種のスイッチからなって使用者の操作により各
種の処理指示を受け付ける操作部１７が接続されている。制御処理部１１は、リモコン受
信部１６又は操作部１７で各種の処理指示を受け付け、受け付けた処理指示に従った処理
を実行する構成となっている。リモコン受信部１６及び操作部１７は、本発明における受
付手段に相当する。
【００２３】
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　またプロジェクタ１は、放電ランプ又はＬＥＤ等からなる光源２１と、液晶パネル又は
ＤＭＤ等でなる平面状の画像形成パネル２２とを備えている。画像形成パネル２２は、液
晶又は微小ミラー等を用いてなる複数の画素を有し、画素数で規定される所定の解像度で
画像を形成する構成となっている。プロジェクタ１は、図示しない光学系を用いて光源２
１からの光を画像形成パネル２２に対して照射する構成となっており、更に、画像を形成
した画像形成パネル２２に照射されて画像形成パネル２２で反射された光を外部へ投射す
る投射レンズ２３を備えている。図１中の白矢印は光を示す。投射レンズ２３から投射さ
れた光は、プロジェクタ１外のスクリーン又は壁等の被投射面に対して投射され、スクリ
ーン表面に投影画像が投影される。なお、プロジェクタ１は、画像を形成した画像形成パ
ネル２２を透過した光を投射レンズ２３で投射することにより投影画像を投影する構成で
あってもよい。
【００２４】
　またプロジェクタ１は、光ディスク装置、テレビジョンチューナ又はＰＣ等の外部の装
置から入力画像を入力される入力部１３を備えている。入力部１３には、入力された入力
画像に対して、一部分の抽出、アスペクト比の変更、解像度の変換、変形、サイズの変更
等の加工を行う画像加工処理部１４が接続されている。画像加工処理部１４には、画像加
工処理部１４が入力画像を加工した画像を生成する画像生成部１５が接続されている。画
像生成部１５は画像形成パネル２２に接続されており、画像形成パネル２２は画像生成部
１５が生成した画像を形成する構成となっている。画像加工処理部１４及び画像生成部１
５は、本発明における生成手段に相当する。なお、画像加工処理部１４及び画像生成部１
５は、これらが行うべき処理を実行可能な一つの演算回路で構成された形態であってもよ
い。
【００２５】
　また画像生成部１５には、投影画像に重ねて投影すべきＯＳＤ（オンスクリーンディス
プレイ）画像を生成するＯＳＤ画像生成部１２が接続されている。画像生成部１５は、画
像加工処理部１４が入力画像を加工した画像とＯＳＤ画像生成部１２が生成したＯＳＤ画
像とを合成した画像を生成する構成となっている。プロジェクタ１は、ＯＳＤ画像を含む
画像を画像生成部１５が生成して画像形成パネル２２が形成することによって、投影画像
に重ねてＯＳＤ画像を投影することができる。またＯＳＤ画像生成部１２、画像加工処理
部１４、及び画像生成部１５は、制御処理部１１に接続されており、制御処理部１１によ
る制御に従って動作する。以上の構成により、プロジェクタ１は、外部から入力された入
力画像を加工した投影画像を投影することができる。
【００２６】
　次に、以上の構成でなる本発明のプロジェクタ１が実行する処理を説明する。本発明の
プロジェクタ１は、入力画像に含まれる領域の内で画像として投影すべき矩形領域の指定
を受け付け、投影画像の形式を設定する処理を実行する構成となっている。図２は、プロ
ジェクタ１が投影画像の形式を設定する処理の手順を示すフローチャートである。外部か
ら入力画像が入力部１３に入力されている状態で、プロジェクタ１の制御処理部１１は、
使用者が操作部１７に所定の操作を行うか、又は使用者がリモコン１０に所定の操作を行
ってリモコン１０が送信した所定の信号をリモコン受信部１６が受信することによる、設
定指示の受付を待ち受けている（Ｓ１）。設定指示の受付がない場合は（Ｓ１：ＮＯ）、
制御処理部１１は、その時点での設定に従った形式で投影画像を投影しながら、設定指示
の受付の待ち受けを続行する。
【００２７】
　ステップＳ１で設定指示を受け付けた場合は（Ｓ１：ＹＥＳ）、制御処理部１１は、入
力画像内の領域が全て含まれる画像を画像生成部１５に生成させ、生成した画像を画像形
成パネル２２に形成させて、画像形成パネル２２で反射した光を投射レンズ２３から投射
することにより、入力画像を投影する（Ｓ２）。このとき、画像加工処理部１４は、入力
画像のアスペクト比を維持し、画像形成パネル２２が投影画像用に形成できる最大範囲内
に入力画像が収まるようなサイズに入力画像のサイズを調整する処理を行う。これにより
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、入力画像は、被投射面上にプロジェクタ１が画像を投影できる最大の投影範囲よりも小
さめのサイズで投影される。
【００２８】
　制御処理部１１は、次に、所定のアスペクト比（第１のアスペクト比）を有する矩形の
枠でなる領域指定用画像をＯＳＤ画像生成部１２に生成させ、画像生成部１５に入力画像
と領域指定用画像とを合成した画像を生成させ、生成した画像を画像形成パネル２２に形
成させて、画像形成パネル２２で反射した光を投射レンズ２３から投射することにより、
入力画像に重ねて領域指定用画像を投影する（Ｓ３）。
【００２９】
　図３は、入力画像がレターボックス形式である場合に、投影画像の形式を設定する処理
の最中に投影される画像の例を示す模式図である。図３（ａ）は、入力画像に重ねて領域
指定用画像を投影した状態を示す。図中には、プロジェクタ１が画像を投影できる投影範
囲を破線で示しており、入力画像は投影範囲よりも小さめのサイズで投影されている。ま
た一部の抽出又はアスペクト比の変更等の加工を行わずに入力画像を投影しているので、
アスペクト比１６：９の画像の上下に黒枠を付加されて４：３のアスペクト比になった原
形の状態の入力画像が投影されている。矩形の枠でなる領域指定用画像は、入力画像に重
ねて投影されることによって、入力画像に含まれる矩形領域を表す。領域指定用画像は、
入力画像よりも明るい輝線又は原色で投影されることが望ましい。図３中にはアスペクト
比が１６：９の領域指定用画像を示している。なお、領域指定用画像の形状は、矩形の枠
に限るものではなく、矩形領域の四隅を表す輝点等、矩形領域を表すことができる形状で
あればその他の形状であってもよい。
【００３０】
　制御処理部１１は、次に、使用者が操作部１７又はリモコン１０を操作することによる
、領域指定用画像のアスペクト比の変更指示の受付を待ち受ける（Ｓ４）。操作部１７又
はリモコン受信部１６でアスペクト比の変更指示を受け付けた場合は（Ｓ４：ＹＥＳ）、
制御処理部１１は、ＯＳＤ画像生成部１２に生成させる領域指定用画像のアスペクト比を
変更させることによって、入力画像に重なった領域指定用画像のアスペクト比を変更する
（Ｓ５）。
【００３１】
　ステップＳ５が終了した後、又はステップＳ４でアスペクト比の変更指示の受付がない
場合は（Ｓ４：ＮＯ）、制御処理部１１は、使用者が操作部１７又はリモコン１０を操作
することによる、領域指定用画像の位置・サイズの変更指示の受付を待ち受ける（Ｓ６）
。使用者は、操作部１７又はリモコン１０に設けられたカーソルキー等を操作することに
よって、領域指定用画像の位置・サイズの変更指示を入力する。操作部１７又はリモコン
受信部１６で位置・サイズの変更指示を受け付けた場合は（Ｓ６：ＹＥＳ）、制御処理部
１１は、ＯＳＤ画像生成部１２に生成させる領域指定用画像の位置・サイズを変更させる
ことによって、領域指定用画像の入力画像上での位置及びサイズを変更する（Ｓ７）。
【００３２】
　ステップＳ７が終了した後、又はステップＳ６で位置・サイズの変更指示の受付がない
場合は（Ｓ６：ＮＯ）、制御処理部１１は、領域指定用画像のアスペクト比、位置及びサ
イズを決定する決定指示の受付を待ち受ける（Ｓ８）。決定指示の受付がない場合は（Ｓ
８：ＮＯ）、制御処理部１１は、処理をステップＳ４へ戻し、領域指定用画像のアスペク
ト比、位置及びサイズの変更指示を待ち受ける。
【００３３】
　図３（ｂ）は、入力画像上での位置及びサイズを変更した領域指定用画像を示す。アス
ペクト比が１６：９の領域指定用画像のサイズを拡大し、入力画像上での位置を適切に調
整することによって、レターボックス形式の入力画像中に含まれるアスペクト比が１６：
９の画像の部分を矩形領域として指定することができる。
【００３４】
　ステップＳ８で操作部１７又はリモコン受信部１６で決定指示を受け付けた場合は（Ｓ
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８：ＹＥＳ）、制御処理部１１は、領域指定用画像のアスペクト比、位置及びサイズの決
定により、入力画像に含まれる領域の内で投影画像として投影すべき矩形領域の指定を受
け付け、画像加工処理部１４により、指定された矩形領域に対応する部分を入力画像から
抽出し、画像形成パネル２２が投影画像用に形成できる最大範囲の大きさに拡大した画像
を画像生成部１５に生成させる（Ｓ９）。このとき、画像加工処理部１４は、指定された
矩形領域に対応する入力画像中の部分のアスペクト比を、画像形成パネル２２の形状に合
わせた所定のアスペクト比（第２のアスペクト比）にし、画像形成パネル２２が画像を形
成できる最大範囲にサイズを拡大する画像処理を行う。制御処理部１１は、次に、生成し
た画像を画像形成パネル２２に形成させて、画像形成パネル２２で反射した光を投射レン
ズ２３から投射することにより、入力画像中の矩形領域を拡大した投影画像を投影し（Ｓ
１０）、投影画像の形式を設定する処理を終了する。プロジェクタ１は、設定内容を記憶
し、投影画像の形式を設定する処理が終了した以降は、指定された矩形領域に対応する部
分を入力部１３に入力される入力画像から抽出して拡大した画像を画像生成部１５で生成
し、画像を投影する。このようにして投影された画像は、本発明における加工画像に相当
する。
【００３５】
　図３（ｃ）は、入力画像中の矩形領域を拡大した投影画像を示す。入力画像に含まれる
部分の内で、領域指定用画像で指定された矩形領域がプロジェクタ１の投影範囲の全体に
拡大されている。画像形成パネル２２がアスペクト比１６：９で構成されているので、プ
ロジェクタ１の投影範囲のアスペクト比は１６：９となり、最終的に投影画像は１６：９
のアスペクト比で投影される。
【００３６】
　図３に示すように、入力画像がレターボックス形式であったとしても、投影画像として
投影すべき領域を指定することにより、入力画像から黒枠の部分を除いた画像の部分を投
影画像として投影することが可能となる。即ち、使用者は、入力画像中で全体又は一部等
のどの部分を投影画像として投影すべきかを目で見て判断し、投影すべき領域を指定する
ことにより、入力画像に適した投影画像の形式を決定することができる。従って、多種類
の形式の投影画像の中から一の形式の投影画像を選択する煩雑な作業を行うことなく、入
力画像に合った適切な投影画像の形式を確実に定めることが可能となる。
【００３７】
　図４は、入力画像がスクイーズ形式である場合に、投影画像の形式を設定する処理の最
中に投影される画像の例を示す模式図である。図４（ａ）は、スクイーズ形式の入力画像
と、アスペクト比が１６：９の領域指定用画像とを投影した例を示す。スクイーズ形式の
入力画像はアスペクト比が４：３であるので、１６：９の領域指定用画像では投影すべき
部分を全て指定することができない。本発明のプロジェクタ１は、ステップＳ５の処理で
領域指定用画像のアスペクト比を１６：９から４：３へ変更することが可能である。図４
（ｂ）は、アスペクト比を４：３へ変更した領域指定用画像を示す。入力画像の全体が矩
形領域として指定されている。図４（ｃ）は、投影画像を示す。プロジェクタ１は画像形
成パネル２２のアスペクト比に合わせてアスペクト比１６：９で投影画像を投影するので
、スクイーズ形式の入力画像を横方向に伸張した適切な形式の投影画像が投影される。
【００３８】
　図４に示すように、プロジェクタ１は、領域指定用画像のアスペクト比（第１のアスペ
クト比）を変更することにより、入力画像内の投影すべき領域が種々のアスペクト比を有
している場合でも、投影すべき領域を適切に指定し、投影画像として拡大して投影するこ
とができる。従って、使用者は、種々の形式の入力画像について、入力画像に適した投影
画像の投影形式を確実に決定することができる。また、本発明のプロジェクタ１は、投影
範囲のアスペクト比とは異なったアスペクト比を有する部分の指定を受け付けることがで
き、指定された部分を投影範囲のアスペクト比に成形した上で投影するので、入力画像が
スクイーズ形式等、アスペクト比が本来の値から変更された画像であっても、投影すべき
領域のアスペクト比を適切にした画像を投影することができる。従って、多種類の形式の
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投影画像の中から一の形式の投影画像を選択する作業を行うことなく、入力画像に合わせ
てアスペクト比を変更した適切な投影画像の形式を確実に定めることが可能となる。
【００３９】
　なお、本実施の形態においては、入力画像に含まれる投影すべき部分を画像形成パネル
２２の形状に合わせた所定のアスペクト比にした上で最大の投影範囲に拡大した画像を投
影する形態を示したが、本発明の画像表示装置であるプロジェクタ１の形態はこれに限る
ものではない。例えば、プロジェクタ１は、最大の投影範囲以外のサイズで投影画像を投
影する形態であってよい。
【００４０】
　またプロジェクタ１は、投影画像のアスペクト比（第２のアスペクト比）を、画像形成
パネル２２の形状に合わせた値以外のアスペクト比へ変更することが可能な構成であって
も良い。画像形成パネル２２のアスペクト比が１６：９であって入力画像が標準形式であ
る場合は、入力画像の全体を適切に指定したとしても、不自然に横方向に引き延ばされた
投影画像が投影されることとなる。プロジェクタ１は、使用者からの指示に従って投影画
像のアスペクト比を変更する処理を行うことにより、標準形式の入力画像をアスペクト比
４：３の投影画像として投影する等、入力画像に適切なアスペクト比で投影画像を投影す
ることができる。
【００４１】
　また本実施の形態においては、第１及び第２のアスペクト比の具体的な値として、４：
３又は１６：９を用いた形態を示したが、これに限るものではなく、本発明ではアスペク
ト比の値として１４：９等のその他の値を用いることも可能である。
【００４２】
　また本実施の形態においては、本発明のプロジェクタ１は、スクリーン又は壁等の外部
の被投射面へ画像を投影するフロントプロジェクション方式の形態を示したが、これに限
るものではなく、プロジェクタ１は、図示しない透過型のスクリーンを備え、スクリーン
の背面から投射レンズ２３で光を投射することによってスクリーンに画像を投影するリア
プロジェクション方式の形態であってもよい。
【００４３】
（実施の形態２）
　実施の形態２では、本発明の画像表示装置がテレビジョン受像機等のモニタである形態
について説明する。図５は、本発明の画像表示装置であるモニタの内部の機能構成を示す
ブロック図である。モニタ３は、演算を行うプロセッサ、演算に伴う各種の情報、及び制
御プログラムを記憶するＲＯＭ等からなる制御処理部３１を備えている。制御処理部３１
は、モニタ３全体の動作を制御する処理を行う。制御処理部３１には、使用者が操作する
リモコン３０から赤外線又は電波を用いて発信される信号を受信するリモコン受信部３６
及び各種のスイッチからなって使用者の操作により各種の処理指示を受け付ける操作部３
７が接続されている。制御処理部３１は、リモコン受信部３６又は操作部３７で各種の処
理指示を受け付け、受け付けた処理指示に従った処理を実行する構成となっている。
【００４４】
　またモニタ３は、光ディスク装置、セットトップボックス又はＰＣ等の外部の装置から
入力画像を入力される入力部３３及びチューナ３８を備えている。入力部３３及びチュー
ナ３８には、入力された入力画像に対して加工を行う画像加工処理部３４が接続されてお
り、画像加工処理部３４には、画像加工処理部３４が入力画像を加工した画像を生成する
画像生成部３５が接続されている。画像生成部３５は、液晶ディスプレイパネル又はプラ
ズマディスプレイパネル等の画像表示デバイスである画像表示部３９に接続されている。
画像表示部３９は画像生成部３５が生成した画像を形成する構成となっている。
【００４５】
　また画像生成部３５には、表示画像に重ねて表示すべきＯＳＤ画像を生成するＯＳＤ画
像生成部３２が接続されている。画像生成部３５は、画像加工処理部３４が入力画像を加
工した画像とＯＳＤ画像生成部３２が生成したＯＳＤ画像とを合成した画像を生成する構
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示部３９が形成することによって、表示画像に重ねてＯＳＤ画像を表示することができる
。またＯＳＤ画像生成部３２、画像加工処理部３４、及び画像生成部３５は、制御処理部
３１に接続されており、制御処理部３１による制御に従って動作する。以上の構成により
、モニタ３は、入力部３３又はチューナ３８で入力された入力画像を加工した表示画像を
表示することができる。
【００４６】
　本発明の画像表示装置であるモニタ３は、実施の形態１で説明したプロジェクタ１と同
様の処理を行って、入力画像上で表示画像として表示すべき矩形領域の指定を受け付け、
表示画像の形式を設定する処理を実行することができる。即ち、図２のフローチャートで
示した処理と同様に、モニタ３は、入力画像を表示し、入力画像に重ねて領域指定用画像
を表示し、領域指定用画像のアスペクト比、位置及びサイズを決定することによって、入
力画像に含まれる矩形領域の指定を受け付け、指定された矩形領域に対応する入力画像中
の部分を抽出して画像表示部３９の表示範囲に拡大した画像を表示する処理を行う。この
ように表示した画像は、本発明における加工画像に相当する。
【００４７】
　以上の如く、テレビジョン受像機等のモニタ３でも、使用者は、入力画像中で全体又は
一部等のどの部分を表示すべきかを目で見て判断し、表示すべき領域を指定することによ
り、入力画像に適した表示画像の形式を決定することができる。従って、モニタ３は、不
適切な表示画像の形式を選択することなく、入力画像に合った適切な表示形式を確実に定
めることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の画像表示装置であるプロジェクタの内部の機能構成を示すブロック図で
ある。
【図２】プロジェクタが投影画像の形式を設定する処理の手順を示すフローチャートであ
る。
【図３】入力画像がレターボックス形式である場合に、投影画像の形式を設定する処理の
最中に投影される画像の例を示す模式図である。
【図４】入力画像がスクイーズ形式である場合に、投影画像の形式を設定する処理の最中
に投影される画像の例を示す模式図である。
【図５】本発明の画像表示装置であるモニタの内部の機能構成を示すブロック図である。
【図６】プロジェクタに入力される種々の入力画像とプロジェクタが投影する種々の形式
の投影画像との対応例を示す概念図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　プロジェクタ
　１１、３１　制御処理部
　１２、３２　ＯＳＤ画像生成部
　１３、３３　入力部
　１４、３４　画像加工処理部
　１５、３５　画像生成部
　１６、３６　リモコン受信部
　１７、３７　操作部
　２２　画像形成パネル
　３　モニタ
　３９　画像表示部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】
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