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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも３つの異なる解像度のいずれかを有しうる映像コンテンツを入力する入力手
段と、前記映像コンテンツに係る映像を出力する出力手段とを有する映像出力装置であっ
て、
　前記映像コンテンツの解像度の変化を検出する検出手段と、
　前記映像コンテンツを、設定されたスケーリング率で拡大処理して前記出力手段に供給
するスケーリング手段と、
　前記検出手段が前記解像度の変化として解像度の低下を検出した場合、予め用意された
複数の補助映像のうち、変化前の解像度に対する変化後の解像度の低下度合いに応じた１
つを選択し、前記映像コンテンツに係る映像と共に前記出力手段に出力させる制御手段と
を有することを特徴とする映像出力装置。
【請求項２】
　前記補助映像がメッセージ映像であり、前記制御手段が、前記解像度の低下度合いが予
め定めた度合いより大きい場合、前記解像度の低下度合いが前記予め定めた度合い以下の
場合よりも詳細な内容のメッセージを含んだメッセージ映像を選択することを特徴とする
請求項１記載の映像出力装置。
【請求項３】
　前記制御手段が、前記解像度の低下度合いが予め定めた度合いよりも大きい場合には、
前記補助映像として前記スケーリング率の設定を変更するか否かをユーザに問い合わせる
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ＧＵＩ映像を選択し、前記解像度の低下度合いが予め定めた度合い以下である場合には、
前記補助映像としてメッセージ映像を選択することを特徴とする請求項１記載の映像出力
装置。
【請求項４】
　前記検出手段が、前記映像コンテンツの切り替わり時点で前記映像コンテンツの解像度
の変化を検出することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の映像出
力装置。
【請求項５】
　前記入力手段が放送波を通じて前記映像コンテンツを入力することを特徴とする請求項
１乃至請求項４のいずれか１項に記載の映像出力装置。
【請求項６】
　前記検出手段が、前記放送波に含まれる、現在放送中の映像コンテンツの情報と次に放
送される映像コンテンツの情報とを参照することにより、前記映像コンテンツが次の映像
コンテンツに切り替わるよりも前に、前記映像コンテンツの解像度の変化が起こることを
検出することを特徴とする請求項５記載の映像出力装置。
【請求項７】
　外部機器からの映像コンテンツを入力するインタフェース手段をさらに有し、
　前記検出手段が、前記放送波を通じて入力される映像コンテンツに加え、前記インタフ
ェース手段を通じて入力される映像コンテンツについても解像度の変化を検出することを
特徴とする請求項５又は請求項６記載の映像出力装置。
【請求項８】
　少なくとも３つの異なる解像度のいずれかを有しうる映像コンテンツを入力する入力手
段と、前記映像コンテンツに係る映像を出力する出力手段とを有する映像出力装置の制御
方法であって、
　前記映像コンテンツの解像度の変化を検出する検出工程と、
　前記映像コンテンツを、設定されたスケーリング率で拡大処理して前記出力手段に供給
するスケーリング工程と、
　前記検出工程で前記解像度の変化として解像度の低下が検出された場合、予め用意され
た複数の補助映像のうち、変化前の解像度に対する変化後の解像度の低下度合いに応じた
１つを選択し、前記映像コンテンツに係る映像と共に前記出力手段に出力させる制御工程
とを有することを特徴とする映像出力装置の制御方法。
【請求項９】
　前記補助映像がメッセージ映像であり、前記制御工程が、前記解像度の低下度合いが予
め定めた度合いより大きい場合、前記解像度の低下度合いが前記予め定めた度合い以下の
場合よりも詳細な内容のメッセージを含んだメッセージ映像を選択することを特徴とする
請求項８記載の映像出力装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記制御工程が、前記解像度の低下度合いが予め定めた度合いよりも大きい場合には、
前記補助映像として前記スケーリング率の設定を変更するか否かをユーザに問い合わせる
ＧＵＩ映像を選択し、前記解像度の低下度合いが予め定めた度合い以下である場合には、
前記補助映像としてメッセージ映像を選択することを特徴とする請求項８記載の映像出力
装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記検出工程が、前記映像コンテンツの切り替わり時点で前記映像コンテンツの解像度
の変化を検出することを特徴とする請求項８乃至請求項１０のいずれか１項に記載の映像
出力装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記入力手段が放送波を通じて前記映像コンテンツを入力することを特徴とする請求項
８乃至請求項１１のいずれか１項に記載の映像出力装置の制御方法。
【請求項１３】
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　前記検出工程が、前記放送波に含まれる、現在放送中の映像コンテンツの情報と次に放
送される映像コンテンツの情報とを参照することにより、前記映像コンテンツが次の映像
コンテンツに切り替わるよりも前に、前記映像コンテンツの解像度の変化が起こることを
検出することを特徴とする請求項１２記載の映像出力装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記映像出力装置が、外部機器からの映像コンテンツを入力するインタフェース手段を
さらに有し、
　前記検出工程が、前記放送波を通じて入力される映像コンテンツに加え、前記インタフ
ェース手段を通じて入力される映像コンテンツについても解像度の変化を検出することを
特徴とする請求項１２又は請求項１３記載の映像出力装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像コンテンツを例えば表示装置に表示させるための映像出力装置及びその
制御方法に関する。本発明は特に、３種類以上の解像度を有しうる映像コンテンツを、所
定の表示解像度を有する表示装置に表示させるための映像出力装置及びその制御方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ＨＤ(High-Definition)放送が徐々に増えているが、さらに高い解像度を有する
映像フォーマット（以下ではＯｖｅｒＨＤと称す）の研究が行われている。ＯｖｅｒＨＤ
は、解像度約４０００×８０００画素若しくはそれ以上で、表示画面サイズは１００イン
チ程度が想定される。ＳＤ（Standerd-Definition）コンテンツの解像度は４８０×７２
０画素、ＨＤコンテンツの解像度は１０８０×１９２０画素である。従って、ＯｖｅｒＨ
Ｄコンテンツを、解像度を低下させずに出力すると、ＳＤはもとよりＨＤに比べても遙か
に高精細で臨場感溢れる映像をユーザに提供することが出来る。
【０００３】
　将来、各家庭にてＯｖｅｒＨＤコンテンツのような高解像度の映像コンテンツを受信／
表示できるような環境が実現されたとしても、直ちにＳＤ、ＨＤといった解像度のコンテ
ンツが無くなるとは考えられない。例えば数年に渡ってはＯｖｅｒＨＤ、ＨＤ及びＳＤと
いった、多数のフォーマットが混在して放送されることが予想される。
【０００４】
　現在のテレビ放送においても、ＳＤ及びＨＤコンテンツが同一チャネル内で混在してい
る。ＳＤ及びＨＤに対応した映像表示装置で、映像フォーマットが切り替わった際、切り
替わり後の映像フォーマット名を報知する映像を一定時間表示し、映像フォーマットの切
り替わりをユーザが認識できるようにした技術がある（特許文献１）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３５４３６４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　表示装置の表示画素数よりも低解像度のコンテンツを表示する場合、コンテンツが表示
装置の少なくとも縦方向及び横方向の一方において一杯に表示されるよう、表示装置でコ
ンテンツの映像に対してスケーリング処理（拡大処理）を施す。例えば、現在の放送環境
においては、ＨＤコンテンツを表示可能な表示装置に、ＳＤコンテンツを縦方向及び／又
は横方向に拡大して表示する場合がこれに相当する。これにより、表示装置のもつ画素数
を最大限に有効利用することができ、また、ユーザにとっては大きな表示でコンテンツを
楽しむ事が出来るといったメリットがある。
【０００７】
　しかしながら、表示装置の画素数に合わせた単純な拡大処理を行なった場合、ぼやけた
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映像になってしまうという課題がある。ここで、単純な拡大処理とは、隣接画素と同じ画
素値を用いて補間画素を生成する拡大処理や、隣接画素の画素値を用いた線形補間により
補間画素値を求めて補間画素を生成する拡大処理等を意味する。
【０００８】
　特に、ＳＤコンテンツのような低解像度の映像をＯｖｅｒＨＤコンテンツの表示が可能
な超高精細表示装置の解像度に合わせて拡大表示すると、非常にぼやけた画像になってし
まう。これは、ＨＤ表示可能な表示装置にＳＤコンテンツを拡大表示した場合とは比較に
ならないほど顕著である。とりわけＯｖｅｒＨＤコンテンツを視聴した直後にＳＤコンテ
ンツを視聴するようなケースでは、表示装置に不具合が起こった、或いは自分の目が悪く
なったと勘違いするくらいの違和感が生じる。
【０００９】
　特許文献１に記載されるように、映像フォーマットの切り替わりをユーザに報知する映
像を表示することで、表示品質が大幅に変わったことの原因が映像フォーマットの切り替
わりにあることをユーザに認識させることは可能であろう。しかし、特許文献１の技術を
適用しても、単にフォーマットが切り替わった事実のみが知らされるだけである。例えば
ＯｖｅｒＨＤからＳＤへ切り替わった場合など、解像度の変化の度合いが大きい場合、ユ
ーザは表示方法を調整したいと考えるであろう。しかし、表示中のコンテンツのフォーマ
ット名称のみを表示するだけでは、ユーザはどのような調整を行なえばよいのかについて
の情報を得ることができない。この問題は特に、将来、映像フォーマットが増加した場合
に顕著となることが予想される。
【００１０】
　一方で、低解像度のコンテンツを、拡大せず、そのままの解像度で表示する方法も考え
られる。この場合、画像がぼけることは防止できる。しかし、表示サイズが小さくなると
いう問題が生じる。例えば解像度４０００×８０００画素のＯｖｅｒＨＤコンテンツを表
示が可能な超高精細表示装置にＳＤコンテンツをそのままの解像度で表示させる場合、表
示サイズ（全画面に対する表示面積の比）は約１／１００となる。そのため、表示サイズ
の小ささに違和感を覚えることが懸念される。また、約９９／１００、つまり表示装置の
殆どの領域は表示に用いられないことになり、表示装置の能力が活かされない。
【００１１】
　本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みてなされたものである。本発明の目的は
、映像コンテンツの解像度が変化した場合に、ユーザが適切な対応を取ることを容易にす
ることのできる映像表示装置及びその制御方法を提供することにある。
【００１２】
　また、本発明の別の目的は、映像コンテンツの解像度の変化による違和感を軽減するこ
とのできる映像表示装置及びその制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述の目的は、少なくとも３つの異なる解像度のいずれかを有しうる映像コンテンツを
入力する入力手段と、映像コンテンツに係る映像を出力する出力手段とを有する映像出力
装置であって、映像コンテンツの解像度の変化を検出する検出手段と、映像コンテンツを
、設定されたスケーリング率で拡大処理して出力手段に供給するスケーリング手段と、検
出手段が解像度の変化として解像度の低下を検出した場合、予め用意された複数の補助映
像のうち、変化前の解像度に対する変化後の解像度の低下度合いに応じた１つを選択し、
映像コンテンツに係る映像と共に出力手段に出力させる制御手段とを有することを特徴と
する映像出力装置によって達成される。
【００１５】
　また、上述の目的は、少なくとも３つの異なる解像度のいずれかを有しうる映像コンテ
ンツを入力する入力手段と、映像コンテンツに係る映像を出力する出力手段とを有する映
像出力装置の制御方法であって、映像コンテンツの解像度の変化を検出する検出工程と、
映像コンテンツを、設定されたスケーリング率で拡大処理して出力手段に供給するスケー
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リング工程と、検出工程で解像度の変化として解像度の低下が検出された場合、予め用意
された複数の補助映像のうち、変化前の解像度に対する変化後の解像度の低下度合いに応
じた１つを選択し、映像コンテンツに係る映像と共に出力手段に出力させる制御工程とを
有することを特徴とする映像出力装置の制御方法によっても達成される。
【発明の効果】
【００１７】
　このような構成により、本発明によれば、映像コンテンツの解像度が変化した場合に、
ユーザが適切な対応を取ることを容易にすることが可能である。
　また、本発明によれば、映像コンテンツの解像度の変化による違和感を軽減することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の説明を目的とし、発明の解釈を限定する意図のな
い実施形態について説明する。
＜＜第１の実施形態＞＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る映像出力装置の典型例としてのデジタル放送受
信装置１００の機能的な構成例を示すブロック図である。
【００１９】
　図１において、アンテナ若しくはケーブル１５０より入力された信号はチューナ部１０
１に入力される。チューナ部１０１は、入力された信号から、指定されたチャンネルの信
号を抽出し、復調、誤り訂正等の処理を施して、トランスポートストリーム（ＴＳ）形式
のデジタルデータを生成する。ＴＳ形式のデジタルデータには、映像データ及び音声デー
タ、電子番組ガイドデータ（ＥＰＧ）データ、及びデータ放送データ等が時分割多重化さ
れている。
【００２０】
　デマルチプレクサ１０２は、チューナ部１０１より入力されたデジタルデータの中から
、映像データ及び音声データを取り出してデコーダ１０３に出力する。また、デマルチプ
レクサ１０２は、電子番組ガイドデータ及びデータ放送データをデータストリーム処理部
１０４にそれぞれ出力する。映像データはＭＰＥＧ２ビデオ形式のビットストリームであ
る。
【００２１】
　デコーダ１０３は、映像データ及び音声データを復号化し、映像データはスケーリング
処理部１０５へ、音声データは音声出力部１０７へそれぞれ出力する。
　また、データストリーム処理部１０４は、データ放送データ／ＥＰＧデータを、バスを
介してメモリ１１３に書き込む。メモリ１１３は、例えば少なくとも一部が不揮発性かつ
書き込み可能な記憶デバイスである。
【００２２】
　スケーリング処理部１０５は、後述するフォーマット検出部１１２の検出結果に応じ、
映像データを適切なサイズにスケーリングし、画面構成部１０６に出力する。ここでは、
表示部の画面をできるだけ利用するようなスケーリング処理がデフォルト設定されている
ものとする。従って、表示解像度よりも低い解像度の映像は、少なくとも縦又は横の一方
について、表示解像度に合わせて拡大される。
【００２３】
　画面構成部１０６は、制御部１１１の制御に基づき、必要に応じてメモリ１１３からデ
ータ放送データやＥＰＧデータを読み出し、スケーリング処理部１０５からの映像データ
と合成する。映像データは映像出力部１０８へ書き込まれ、表示部１１０で表示される。
画面構成部１０６による合成処理によって、ＥＰＧやデータ放送の内容が表示部１１０で
表示されるようになる。
　一方、音声データは、デコーダ１０３で復号化された後、音声出力部１０７を介し、外
部に接続されるスピーカ１０９へと出力される。
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【００２４】
　外部に接続される表示部１１０は、本実施形態においてはＯｖｅｒＨＤコンテンツが表
示可能な解像度（画素数）を有する、大画面かつ高精細な表示装置であるとする。なお、
ＯｖｅｒＨＤコンテンツの解像度は、４０００×８０００画素であるとする。
【００２５】
　フォーマット検出部１１２は、デコーダ１０３の復号化結果から映像データのフォーマ
ット（解像度）を検出し、バスを通じて検出結果をスケーリング処理部１０５に出力する
。
【００２６】
　フォーマット検出部１１２はまた、映像データのフォーマットの切り替わりを検出する
。そして、メモリ１１３に予め格納されている数種のメッセージデータから、切り替わり
前後の解像度の変化の方向とその度合いに応じて選択したメッセージデータ（補助映像デ
ータ）を読み出して、画面構成部１０６に出力する。
【００２７】
　制御部１１１は、例えばマイクロプロセッサ及びプログラムＲＯＭを含む。そして、プ
ログラムＲＯＭに記憶された制御プログラムをマイクロプロセッサが実行することにより
、デジタル放送受信装置１００の各処理部の動作を制御する。
【００２８】
　受光部１１４はリモコン１１５からの無線信号を受信、復調し、制御コードを出力する
。リモコン１１５はユーザがデジタル放送受信装置１００に対して選局、音量調整、ＥＰ
Ｇ表示等の指示を与えるための指示入力装置である。
【００２９】
　次に、図２に示すフローチャートを用い、本実施形態のデジタル放送受信装置１００に
おける受信処理の概要について説明する。受信処理は、制御部１１１が他の各部を制御及
び使用することによって実施される。
【００３０】
　デコーダ１０３は、デマルチプレクサ１０２から入力されるＭＰＥＧ２ビデオビットス
トリームに対し、復号化処理を実施する（Ｓ２０１）。フォーマット検出部１１２は、デ
コーダ１０３の復号化結果から、映像フォーマット情報を取得する。具体的には、ＭＰＥ
Ｇ２ビデオビットストリームのシーケンスレイヤに含まれるシーケンスヘッダ（ＳＨ）に
記述される解像度情報を取得し、メモリ１１３へ保存する（Ｓ２０２）。本実施形態にお
いて、フォーマット検出部１１２は、ビットストリーム中の全シーケンスヘッダから映像
フォーマット情報を取得する。
【００３１】
　続いてフォーマット検出部１１２は、取得した映像フォーマット情報と、メモリ１１３
に保存されている、直前の映像フォーマット情報とを比較し、その内容に変化があるか否
かを判断する（Ｓ２０３）。ここで、変化がない場合、フォーマット検出部１１２は取得
した映像フォーマット情報をスケーリング処理部１０５へ通知する処理のみを行なう。
　そして、Ｓ２０８において、スケーリング処理部１０５は、フォーマット検出部１１２
からの映像フォーマット情報と、表示部１１０の画素数とから、スケーリング処理の要否
を判断する。
【００３２】
　本実施形態においてスケーリング処理部１０５は、映像データを表示部１１０の全画素
を用いて表示することを前提に、スケーリング処理の要否を判断するものとする。そして
、スケーリング処理部１０５は、スケーリング処理が必要と判断される場合には映像デー
タにスケーリング処理（拡大処理）を実施し（Ｓ２０９）、不要と判断される場合は映像
データをそのまま画面構成部１０６に出力する。
【００３３】
　画面構成部１０６は、Ｓ２１０において、映像データに合成すべきデータ（ＥＰＧデー
タ、文字放送データ又はメッセージデータなど）の有無を確認する。ここでは、説明及び



(7) JP 4859219 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

理解を容易にするため、フォーマットの切り替わりが無い場合には合成すべき補助映像（
メッセージ映像）がないものとする。従って、画面構成部１０６は、入力された映像デー
タを映像出力部１０８へ出力する。映像出力部１０８は、入力された映像データを表示部
１１０へ出力する（Ｓ２１２）。
【００３４】
　一方、Ｓ２０３において映像フォーマットに変化があると判断されると、フォーマット
検出部１１２は、最新のフォーマット情報と直前のフォーマット情報とを比較し、解像度
が低下したのか否かを判断する（Ｓ２０４）。もし、切り替わり後の解像度が上がる、す
なわち画素数が増加する場合（Ｓ２０４，Ｎ）には、以後、映像フォーマットに変化が無
かった場合と同様の処理を行なう。
【００３５】
　Ｓ２０４にて、解像度が低下する映像フォーマットへ切り替わったと判断された場合、
その低下の度合いに応じて異なる処理を行なう。本実施形態では、解像度の低下の度合い
が予め定めた度合い未満の場合と、以上の場合とで、異なる処理を行なう。ここで、閾値
となる変化の度合いは、解像度の低下がユーザに違和感を与える程度か否かに応じて定め
ることができ、取り扱う映像フォーマットとその数に応じて予め設定しておくことができ
る。
【００３６】
　本実施形態のデジタル放送受信装置１００は、解像度の高い順にＯｖｅｒＨＤ、ＨＤ、
ＳＤの３種類の映像フォーマットを取り扱う。そして、ＯｖｅｒＨＤからＨＤ、ＨＤから
ＳＤといった、解像度が１段階低下する場合には、解像度の低下の度合いは予め定めた度
合い未満であると判断する。一方、ＯｖｅｒＨＤからＳＤに、すなわち解像度が２段階低
下する場合には、解像度の低下の度合いは予め定めた度合い以上と判断する。
【００３７】
　また、これ以外の判断基準として、画素数の低下割合を用いても良い。この場合、画素
数の低下割合が閾値以上であるか否かに応じて異なる処理を行なう。なお、判断における
、未満／以上の組み合わせは、以下／より大きいの組み合わせとしても良い。
【００３８】
　Ｓ２０４において、解像度の低下度合いが予め定めた度合い未満と判断される場合、フ
ォーマット検出部１１２はメモリ１１３よりメッセージ１のデータを取得し、画面構成部
１０６へ出力する（Ｓ２０５）。ＯｖｅｒＨＤ→ＨＤ又はＨＤ→ＳＤの切り替わりの場合
がこれに相当する。一方、解像度低下の度合いが予め定めた度合い以上と判断される場合
、具体的にはＯｖｅｒＨＤからＳＤへの切り替わりの場合、フォーマット検出部１１２は
メモリ１１３よりメッセージ２のデータを取得し、画面構成部１０６へ出力する（Ｓ２０
６）。
【００３９】
　ここで、メッセージ１及び２とは異なる内容を有し、補助映像データと合成してユーザ
に提示するためのメッセージ情報である。その内容については後述する。
　その後、フォーマット検出部１１２は、メモリ１１３に格納してあるフォーマット情報
を、切り替わり後の映像フォーマットを表す情報に更新する（Ｓ２０７）。
【００４０】
　次いで、上述したようにスケーリング処理部１０５にて映像データにスケーリング処理
を施す（Ｓ２０８、Ｓ２０９）。そして、Ｓ２１０においては、合成すべきメッセージ映
像が存在するため、Ｓ２１１で画面構成部１０６はメッセージ１若しくは２の映像を補助
映像として映像データに重畳合成して映像出力部１０８へ出力する。従って、表示部１１
０には、メッセージ１又は２の映像が合成された映像が出力される（Ｓ２１２）。なお、
メッセージ映像の合成処理は、例えば、予め定められた時間が経過するか、もしくはリモ
コン１１５の所定の操作があるまで継続して行なわれる。
【００４１】
　図３にＭＰＥＧ２ビデオのビットストリームのデータ構造を示す。
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　ビットストリームは、図に示すような階層構造を有する。階層は上からシーケンス層、
ＧＯＰ層、ピクチャ層、スライス層、マクロブロック層、ブロック層と呼ばれる。各階層
についての詳細は割愛するが、シーケンス層に含まれるシーケンスヘッダ（ＳＨ）には、
対応するＧＯＰの情報（例えば、解像度情報（画素数）、アスペクト比、画像レート等）
が記述されている。
【００４２】
　図４に、シーケンスヘッダに含まれるデータとその内容の一部を示す。
　本実施形態において、フォーマット検出部１１２は、シーケンスヘッダのＨＳＶ(Horiz
ontal Size Value：画像の水平画素数の下位12bit）、ＨＳＥ（Hozizontal Size Extensi
on：ＨＳＶに加える上位2bit）、ＶＳＶ（Virtical Size Value：画像の垂直画素数の下
位12bit）、ＶＳＥ（ＶＳＶに加える上位2bit）の情報を取得し、これらの情報から映像
データの解像度を特定する。
【００４３】
　図５に、メッセージ１、２の映像が合成された状態の表示例を示す。
　上述のように、映像フォーマットの切り替わりによる解像度の低下の度合いが比較的小
さい場合（ＯｖｅｒＨＤからＨＤ、ＨＤからＳＤなど）には、メッセージ１が選択され、
映像データと合成表示される。解像度の低下の度合いが比較低い場合、ユーザが感じる違
和感も小さいものと考えられる。そのため、メッセージ１は、映像フォーマットが変わっ
たこと、さらに変更前と変更後の映像フォーマット名を示す内容としている（図５（ａ）
）。
【００４４】
　一方で、映像フォーマットの切り替わりによる解像度の低下の度合いが大きい場合（Ｏ
ｖｅｒＨＤからＳＤ）には、メッセージ２が選択され、映像データと合成表示される。解
像度の低下の度合いが大きい場合、スケーリング処理によるぼけが顕著となり、ユーザが
感じる違和感も大きいと考えられる。そして、ユーザは表示品質を改善するために何らか
の調整を行なおうとするであろう。そのため、メッセージ２では、メッセージ１において
示されるフォーマット名称の表示に加え、表示品質の改善のためにユーザが行ないうる操
作のガイダンスを示す記述を含む内容とする（図５（ｂ））。
【００４５】
　上述したように、本実施形態においては、映像フォーマットの切り替わり時の解像度低
下の変化度合いに応じ、内容の異なるメッセージ映像を補助映像としてユーザに提示する
ことができる。特に、解像度が、ユーザの感じる違和感が大きいと考えられるような度合
いで低下した場合には、そうでない場合よりも詳細な内容のメッセージを提示する。具体
的には表示品質低下理由の説明や、表示品質を改善するために行ないうる操作のガイダン
スを含めたメッセージを映像データに合成して出力する。
【００４６】
　そのため、ユーザは表示品質の大幅な変化が映像フォーマットの切り替わりによるもの
であることを認識できるだけでなく、表示品質を改善するためにどのような操作を行なえ
ばよいのかを把握することができるため、利便性が高い。
【００４７】
　また、映像フォーマットの切り替わりによって解像度が低下する場合でも、その度合い
が比較的小さい場合には、切り替わり前後のフォーマット名称のみのような、少量の情報
を表示する。そのため、メッセージ映像の表示面積が小さくてすみ、コンテンツの視聴を
妨げることを抑制できる。
【００４８】
　このように、本実施形態では、表示すべきメッセージの詳細さを、切り替わり後の映像
フォーマットの種類と一義的に対応付けるのではなく、前後の解像度の変化の度合いと対
応付けている。そのため、切り替わり後の映像フォーマットが同一でも、切り替わり前の
映像フォーマットに応じてメッセージの内容が変化する。絶対的な解像度とメッセージの
詳細さとを対応付ける場合よりも、ユーザの感じる違和感の実態に合ったメッセージを表
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示することが可能となる。
【００４９】
　なお、本実施形態においては、ＭＰＥＧ２ビデオのビットストリーム中のシーケンスヘ
ッダを参照して映像フォーマットの切り替わりを検出した。しかし、検出方法はこれに限
らず、例えば、ＥＰＧデータと同様に放送波中に含まれる、番組特定情報（Program Spec
ific Information:ＰＳＩ）の一つである番組対応テーブル（Program Map Table:ＰＭＴ
）の「ビデオデコードコントロール記述子(video decode control descriptor)」中の”v
ideo_encode_format”を参照してもよい。video_encode_formatには、1080p, 720p等、映
像フォーマットに関する情報が記述されている。
【００５０】
　ビデオデコードコントロール記述子は、受信機がシームレスな切り替えを行えるよう、
ＨＤ／ＳＤの切り替え時に送出側の動作シーケンスを受信機に伝える目的で社団法人電波
産業会（ＡＲＩＢ）が規定している。
【００５１】
　また、本実施形態では、３つの異なる解像度を有する映像フォーマットとしてＳＤ、Ｈ
Ｄ、ＯｖｅｒＨＤの３種、また、補助映像として表示するメッセージの内容として２種を
それぞれ例示した。しかし、より多くの種類の映像フォーマットやメッセージ内容を用い
ることが可能である。
【００５２】
　また、本実施形態においては、特に明記しなかったが、映像フォーマットの切り替わり
は時間経過に伴う同一チャンネル内での切り替わりであっても、ユーザが能動的にチャン
ネルを変更したことによる切り替わりであってもよい。
【００５３】
＜＜第２の実施形態＞＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態に係る映像出力装置は、
図１を用いて説明したデジタル放送受信装置１００と同一構成でよい。また、映像フォー
マットの切り替わりを検出する方法及び、メッセージ映像の表示タイミングが第１の実施
形態と異なる。従って、以下では、第１の実施形態との動作上の相違点についてのみ説明
する。第１の実施形態と同一の構成、同一の動作には第１の実施形態で説明したものと同
一の符号を付与してこれを表すものとする。
【００５４】
　本実施形態においては、映像フォーマット切り替わりを、ＥＰＧデータと同様に放送波
中に含まれる、ＰＳＩの一つであるイベント情報テーブル(Event Information Table:Ｅ
ＩＴ)中のコンポーネント記述子(component descriptor)を利用して検出する。ＥＩＴに
は複数の種類があるが、現在のチャンネルにおける現番組と次番組についてのＥＩＴ（Ｅ
ＩＴ[present/following]。以下ＥＩＴ[p/f]とする）を利用する。そして、このＥＩＴ[p
/f]に含まれるコンポーネント記述子の”stream_content”,”component_type”を参照す
ることで、次の番組が始まる前に、映像フォーマットの切り替わりが起こるかどうかを検
出することができる。
【００５５】
　なお、stream_contentは、ストリームの種別（映像、音声、データ）を表す４ｂｉｔの
識別子である。また、component_typeは、各ストリームの種別に対応した情報を規定した
８ｂｉｔの識別子である（例：映像,１０８０ｉ,アスペクト比１６：９,音声デュアルモ
ノラルなど）。
【００５６】
　従って、このまま同じチャンネルを視聴し続けた場合に、フォーマットの切り替わりが
生じる場合、その旨を事前にユーザへ通知する事が出来る。
【００５７】
　以下、図６及び図７に示すフローチャートを用い、本実施形態におけるデジタル放送受
信装置１００の動作について説明する。
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　図６は、現在番組視聴中に行なうメッセージ選択動作を説明するフローチャートである
。
　番組視聴中には、ＥＩＴ[p/f]から次番組で映像フォーマット切り替えが生じるか否か
を検出し、それによりユーザに提示するメッセージデータを選択する。各処理部に対する
一連の処理実行の指示は、全て制御部１１１が統括的に行う。
【００５８】
　データストリーム処理部１０４は、デマルチプレクサ１０２から所定周期で入力される
電子番組ガイドデータ、データ放送データから、ＥＩＴ[p/f]を取得する（Ｓ６０１）。
フォーマット検出部１１２は、取得したＥＩＴ[p/f]から、現在番組と次番組についてのs
tream_contentとcomponent_typeの値を、映像フォーマットに関する情報として取得する
（Ｓ６０２）。続いてフォーマット検出部１１２は、現在番組と、同じチャンネルの次番
組との映像フォーマット情報とを比較し、その値に変化があるか否かを判断する（Ｓ６０
３）。
【００５９】
　ここで変化がない場合、第１の実施形態同様、デコーダ１０３でデコードされた映像デ
ータは、スケーリング処理部１０５、画面構成部１０６及び映像出力部１０８を経て表示
部１１０に表示される。なお、画面構成部１０６ではメッセージ映像の合成を行なわない
。
【００６０】
　一方、Ｓ６０３において映像フォーマットに変化があると判断された場合、フォーマッ
ト検出部１１２は、次番組の解像度が、現在番組の解像度にから低下するか否かを判断す
る（Ｓ６０４）。この判断は、例えばstream_contentとcomponent_typeの値と、解像度と
を対応付けたテーブルをメモリ１１３に予め記憶しておき、このテーブルを参照して取得
した解像度を比較することで実現できる。現在番組と次番組に対応するstream_contentと
component_typeの値を入力とし、解像度の変化の方向と大きさを表す値を出力する２次元
テーブルを用意してもよい。例えば、上位４ビットがstream_content、下位４ビットがco
mponent_typeからなる８ビットの値を、現在番組と次番組に対して生成し、その１組の値
を入力とする２次元テーブルであってよい。この場合、解像度の低下と、その度合いとを
１回のテーブル参照で判断できる。
【００６１】
　もし解像度が上がるのであれば、映像フォーマットに変化が無いと判断された場合の同
様に取り扱う。
【００６２】
　Ｓ６０４にて、解像度が低下すると判断された場合は、低下の度合いに応じて処理を分
岐する。低下の度合いの判断は、第１の実施形態で説明した方法と同様に行なうことが可
能であるため、ここでは簡単に説明する。すなわち、比較的解像度低下の度合いが小さい
場合、具体的にはＯｖｅｒＨＤからＨＤや、ＨＤからＳＤへの切り替わりの場合、フォー
マット検出部１１２はメモリ１１３に格納されたメッセージデータから、メッセージ１の
データを選択する（Ｓ６０５）。他方、解像度低下の度合いが大きい場合、具体的にはＯ
ｖｅｒＨＤからＳＤへの切り替わりの場合、フォーマット検出部１１２はメモリ１１３よ
りメッセージ２のデータを選択する（Ｓ６０６）。すなわち、この段階では、画面構成部
１０６はメッセージ映像の合成は行なわない。なお、画面構成部１０６が、メッセージデ
ータを供給されても、制御部１１１からの指示がない場合には合成処理を開始しない構成
の場合には、Ｓ６０５、Ｓ６０６でメッセージデータを画面構成部１０６へ出力しておい
ても良い。
【００６３】
　以降、メッセージ映像を補助映像としてコンテンツ映像に合成し始めるタイミングにな
るまで、Ｓ６０１からの処理を繰り返す。
【００６４】
　図７は、メッセージ映像をユーザに提示する処理を説明するフローチャートである。図
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７の処理は、図６で説明した処理と独立して実行される。
　ここでは、メッセージ映像をユーザに提示するタイミングが次番組開始の１分前である
ものとする。制御部１１１は、内部に保持するタイマーにより、次番組開始の１分前とな
ったか否かを検出する（Ｓ７０１）。まだ１分以上ある場合や、既に１分を切っている場
合には、メッセージ映像の合成を行なわずに通常の映像出力処理を行なう（Ｓ７０５）。
【００６５】
　制御部１１１は、Ｓ７０１で、次番組開始１分前を検出すると、メモリ１１３に選択さ
れたメッセージデータが存在するか否かを判断する（Ｓ７０２）。メッセージデータが存
在する場合、そのメッセージデータを画面構成部１０６に供給する。そして、画面構成部
１０６は、予め定められた時間が経過するか、もしくはリモコン１１５の所定の操作があ
るまでメッセージ映像をコンテンツ映像に合成して映像出力部１０８に出力する（Ｓ７０
３）。
【００６６】
　メッセージ１及び２の内容は、第１の実施形態同様である。すなわち、解像度低下の度
合いが小さい場合は、フォーマットが変更されることを通知する程度のものとする。他方
、低下の度合いが大きい場合は、番組切り替わり時にユーザが行うであろう設定変更の手
順を示す記述を伴う内容とする。
【００６７】
　上述したように、本実施形態では、映像フォーマット切り替えに伴う解像度低下の度合
いに応じた異なるメッセージ映像を、映像フォーマットの切り替わる前にユーザに提示す
る。そのため、ユーザは所望の番組が開始される前に表示方法の変更操作を行う事が可能
となる。表示方法の変更操作としては、例えばスケーリング処理における拡大率の上限値
を設定するか、拡大後のサイズの指定等が考えられる。
【００６８】
　尚、本実施形態においては、ユーザにメッセージ映像を提示するタイミングと回数は、
１分前に一度としたが、これに限定されない。１分より前にメッセージ映像を提示しても
良いし、複数回にわたって、例えば１０秒前に再度メッセージ映像を表示するようにして
もよい。
【００６９】
＜＜第３の実施形態＞＞
　次に本発明の第３の実施形態について説明する。
　第１及び第２の実施形態は、映像フォーマットの切り替わりに伴う解像度低下について
、低下の度合いの大きさに応じた情報を有するメッセージ映像によって提供し、ユーザの
利便性を向上させるものであった。
【００７０】
　これにより、突然表示品質が変化した際にユーザが感じる驚きや、どうすれば表示品質
を改善できるのか分からないという不安を軽減できるという効果が達成される。しかしな
がら、表示品質を改善する操作を行なうかどうかの判断、個々のユーザに委ねられていた
。
【００７１】
　第３の実施形態においては、映像フォーマットの切り替わり時にスケーリング処理を自
動的に変更することで、ユーザが操作を行なわなくても、表示品質の大幅な変化を抑制可
能とする点を特徴とする。
【００７２】
　図８は、本発明の第３の実施形態に係る映像出力装置の典型例としてのデジタル放送受
信装置８００の機能的な構成例を示すブロック図である。図８において、図１と同様の構
成には同一の参照数字を付し、重複する説明は省略する。図８と図１との比較から明らか
なように、本実施形態のデジタル放送受信装置８００は、図１のデジタル放送受信装置１
００に対して表示領域制御部１１６を追加した構成を有する。
【００７３】
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　表示領域制御部１１６は、映像フォーマットの切り替わりによる解像度低下の度合いに
応じ、出力する映像の表示領域を制御する。表示領域制御部１１６は、フォーマット検出
部１１２からの解像度情報を受け取り、スケーリング率を決定する。また、表示領域制御
部１１６は、決定したスケーリング率を適用した後の解像度に応じて表示部１１０での表
示位置を決定する。そして、表示領域制御部１１６は、スケーリング処理部１０５にスケ
ーリング率を、画面構成部１０６に表示位置（座標情報）を通知する。
【００７４】
　スケーリング処理部１０５は、表示領域制御部１１６から通知されたスケーリング率に
応じたスケーリング処理を行なう。また、画面構成部１０６は、表示領域制御部１１６か
ら通知された表示位置に映像が表示されるように映像データを映像出力部１０８へ出力す
る。
【００７５】
　以下、図９に示すフローチャートを用い、本実施形態のデジタル放送受信装置８００に
おける受信処理の概要について説明する。受信処理は、制御部１１１が他の各部を制御及
び利用することによって実施される。
【００７６】
　デコーダ１０３は、デマルチプレクサ１０２から入力されるＭＰＥＧ２ビデオビットス
トリームに対し、復号化処理を実施する（Ｓ９０１）。フォーマット検出部１１２は、デ
コーダ１０３の復号化結果から、映像フォーマット情報を取得する。具体的には、ＭＰＥ
Ｇ２ビデオビットストリームのシーケンスレイヤに含まれるシーケンスヘッダ（ＳＨ）に
記述される解像度情報を取得し、メモリ１１３へ保存する（Ｓ９０２）。本実施形態にお
いて、フォーマット検出部１１２は、ビットストリーム中の全シーケンスヘッダから映像
フォーマット情報を取得する。
【００７７】
　続いてフォーマット検出部１１２は、取得した映像フォーマット情報と、メモリ１１３
に保存されている、直前の映像フォーマット情報とを比較し、その内容に変化があるか否
かを判断する（Ｓ９０３）。ここで、変化がない場合、フォーマット検出部１１２は取得
した映像フォーマット情報をスケーリング処理部１０５へ通知する処理のみを行なう。
【００７８】
　そして、Ｓ９０７において、スケーリング処理部１０５は、フォーマット検出部１１２
からの映像フォーマット情報と、表示部１１０の画素数とから、スケーリング処理の要否
を判断する。
【００７９】
　スケーリング処理部１０５は、スケーリング処理が必要と判断される場合には、現在の
スケーリング率を変更せずに、映像データにスケーリング処理（拡大処理）を実施し（Ｓ
９０８）、不要と判断される場合は映像データをそのまま画面構成部１０６に出力する。
そして、画面構成部１０６も特に設定変更を行なわずに、それまで通りの表示領域に入力
された映像データが表示されるよう、映像出力部１０８へ出力する。映像出力部１０８は
、入力された映像データを表示部１１０へ出力する（Ｓ９０９）。
【００８０】
　一方、Ｓ９０３において映像フォーマットに変化があると判断された場合、フォーマッ
ト検出部１１２は、最新のフォーマット情報と直前のフォーマット情報とを比較し、解像
度が低下するフォーマットへ切り替わったのか否かを判断する（Ｓ９０４）。もし、切り
替わり後の解像度が上がる、すなわち画素数が増加する場合（Ｓ９０４，Ｎ）には、以後
、映像フォーマットに変化が無かった場合と同様の処理を行なう。
【００８１】
　Ｓ９０４にて、解像度が低下すると判断された場合、表示領域制御部１１６は、切り替
わり前後の映像フォーマットの解像度から、スケーリング率及び表示領域を決定し、それ
ぞれスケーリング処理部１０５、画面構成部１０６に通知する（Ｓ９０５）。スケーリン
グ率及び表示領域の決定方法の詳細は後述する。
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【００８２】
　その後、フォーマット検出部１１２は、メモリ１１３に格納してあるフォーマット情報
を、切り替わり後の映像フォーマットを表す情報に更新する（Ｓ９０６）。
　以降、表示領域制御部１１６により設定されたスケーリング率、表示領域に基づき、ス
ケーリング処理部１０５はスケーリング処理を施し（Ｓ９０８）、画面構成部１０６は表
示領域を制御し、映像出力部１０８から映像が出力される（Ｓ９０９）。
【００８３】
　次に、Ｓ９０５において表示領域制御部１１６が行なう、スケーリング率と表示領域の
決定処理の詳細を説明する。本実施形態において表示領域制御部１１６は、予め用意され
た変換テーブルに基づいて、スケーリング率及び表示領域を決定する。
【００８４】
　図１０に変換テーブルの例を示す。
　変換テーブルは、メモリ１１３に予め格納しておく。本実施形態において、変換テーブ
ルは、切り替わり前後で解像度が低下する映像フォーマットの組み合わせ４つに対し、切
り替わり後の映像に対するスケーリング率と表示領域が対応付けられた構成を有する。以
下の説明では、切り替わり前後の映像フォーマットの組み合わせをモードと呼ぶ。
【００８５】
　なお、スケーリング率とは、元の映像の拡大率であり、本実施形態では縦方向及び横方
向で共通の値を用いるものとする。従って、例えばスケーリング率３．５の場合は、元の
映像の縦横それぞれが３.５倍される。また、表示領域とは、表示部１１０の持つ表示可
能領域（４０００×８０００画素）のどの位置にどのサイズで表示するかを表す値である
。本実施形態において、表示領域は、表示部１１０の画面左上を原点（０，０）とし、右
方向をＸ軸、下方向をＹ軸とした場合の（表示領域左上頂点のＸ座標，同Ｙ座標，幅、高
さ）を画素単位で表したものである。
【００８６】
　続いて、４つのモードについて説明する。モード１及びモード２はいずれも、切り替わ
り前の映像フォーマットがＯｖｅｒＨＤ（４０００×８０００画素）、スケーリング率が
１．０の状態である。従って、表示領域は（０，０，８０００，４０００）である。そし
て、この状態から、モード１では映像フォーマットがＨＤ（１０８０×１９２０画素）に
、モード２は、映像フォーマットがＳＤ（４８０×７２０画素）に切り替わる場合にそれ
ぞれ対応する。
【００８７】
　モード３は、切り替わり前の映像フォーマットがＨＤであり、スケーリング率３．７で
拡大表示している状態（表示領域（４４８，２，７１０４，３３９６））から、ＳＤに切
り替わる場合に対応する。
【００８８】
　モード４は、切り替わり前後の映像フォーマットの組み合わせはモード３と共通だが、
切り替わり前のＨＤ映像のスケーリング率が３．５（表示領域（６４０，１１０，６７２
０，３７８０）である点が異なる。
【００８９】
　これら以外のモード、例えば解像度が向上するような映像フォーマットの組み合わせで
は、切り替わり後の映像を第１、第２の実施形態と同様、表示部１１０の表示可能領域を
できる限り利用するように表示する。なお、本実施形態では、スケーリング率を縦方向及
び横方向の両方に共通としたので、表示部１１０と異なるアスペクト比を有する映像につ
いては、映像が切れない範囲で最大限に拡大するものとする。また、切り替わり前後で解
像度の変化がない場合は、表示領域も継続して同じ領域とする。これは、コンテンツの切
り替わり前後で大きな画質の低下がないからである。
【００９０】
　本実施形態において、映像フォーマットが切り替わった後の映像に対するスケーリング
率は、以下のように決定することができる。
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　切り替わり前／後の解像度の比が、１０～１００までの変化に対しては、切り替わり後
／前のスケーリング率の比が２．０から４．０の範囲でスケーリング率を決定するのが好
ましい。この際、切り替わり後の解像度が低い程、スケーリング率の比が小さくなるよう
にする。
【００９１】
　また、切り替わり前後の解像度の比が１０未満の変化に対しては、切り替わり後／前の
スケーリング率の比が１．０～２．０の範囲に収まるようにスケーリング率を決定するの
が好ましい。
　なお、スケーリング後の画素数が表示部１１０の表示可能画素数よりも小さくなるよう
に値を定めることは言うまでもない。
【００９２】
　図１０の例では、切り替わり前後の解像度の比は、
モード１：(4000×8000)/(1080×1920)=15.4
モード２：(4000×8000)/(480×720)=92.6
モード３及び４：(1080×1920)/(480×720)=6
である。
【００９３】
　従って、モード１及びモード２では、スケーリング率が３．５及び３．０に設定され、
スケーリング率の比はそれぞれ３．５及び３．０である。
　また、モード３及びモード４では、スケーリング率が７．０及び６．０に設定され、ス
ケーリング率の比がそれぞれ１．９及び１．７である。
　また、表示領域は、切り替わり後の映像が表示部１１０の画面中央に表示されるように
決定する。
【００９４】
　このように、解像度の低下の度合いが大きくても、切り替わり後の映像の解像度が低い
場合にはスケーリング率を上げすぎないようにし、また、解像度の低下度合いがあまり大
きくない場合には、スケーリング率の変化を抑えることにより、表示品質の大幅な変化を
抑制することができる。
【００９５】
　図１１に、図１０のテーブルに従った表示制御を、画像を用いて模式的に示す。なお、
図１１では、品質の比較を行なう目的で、切り替わり前後に同じ画像を用いている。また
、切り替わり後の画像の表示面積は、特にモード２において正確でない。これは、正確な
大きさで記載すると、画像が小さくなりすぎるためである。
【００９６】
　なお、ユーザが出力された表示領域での画質に慣れてきて、より大きな表示領域や逆に
更に小さな表示領域での視聴を望む可能性を想定し、リモコン１１５の操作によりユーザ
が手動でスケーリング率を変更可能とすることもできる。また、表示位置についても同様
にユーザが変更できるようにしてもよい。
【００９７】
　尚、スケーリング率をユーザが手動で変更するのではなく、例えば表示領域制御部１１
６が、視聴時間の経過とともに徐々に表示領域を拡大し、全画面表示に近づけるような制
御を行うようにしてもよい。
【００９８】
　また、本実施形態においては、切り替わり後の解像度が向上するような場合は、全画面
表示するものとした。しかし、解像度の上がる度合いに応じて表示動作を変更することも
できる。例えばＳＤを表示領域（２９２０，１２８０，２１６０，１４４０）（スケーリ
ング率３．０）で表示している状態から、ＨＤに切り替わる場合、解像度の上がる度合い
はＯｖｅｒＨＤに切り替わる場合に比べてずっと小さい。この場合、ＨＤコンテンツを全
画面表示するようにスケーリング（スケーリング率３．７）せず、スケーリング率を維持
（３．０）するよう制御を行ってもよい。
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【００９９】
　同様に、ユーザが手動でＳＤ映像のスケーリング率を３．７以下に変更した状態から、
ＨＤ映像に切り替わる場合は、ユーザが変更したスケーリング率でＨＤ映像をスケーリン
グするようにしてもよい。
【０１００】
　以上説明したように、本実施形態によれば、解像度の低下度合いに応じ、表示品質の大
幅な低下を抑制するようなスケーリング率を自動設定するため、ユーザの手間が省けると
いう利点がある。
【０１０１】
　なお、本実施形態に対し、第２の実施形態を組み合わせて実施することももちろん可能
である。この場合、メッセージ１、２において、「このまま視聴を続けると、自動的に表
示方法を変更します。」等、自動設定が行なわれる旨を含めても良い。
【０１０２】
　また、本実施形態では、表示領域制御部１１６がスケーリング率と表示領域とを決定し
、スケーリング処理部１０５へ設定するものとして説明した。しかし、スケーリング率が
決定されれば、スケーリング処理後の画像の縦横の画素数は定まる。また、表示部１１０
の表示可能画素数も変化しない。従って、例えば、映像を常に画面中央に表示することが
分かっている場合などは、表示領域を明示的に決定並びに指定する必要はなく、画面構成
部１０６が表示位置を決定するように構成してもよい。
【０１０３】
＜＜第４の実施形態＞＞
　次に本発明の第４の実施形態について説明する。
　第４の実施形態は、第２の実施形態におけるメッセージ映像、特にガイダンスを含んだ
メッセージ２の映像に代えて、表示領域の変更を促すＧＵＩ(Graphical User Interface)
を表示させる点を特徴とする。
【０１０４】
　以下、第２の実施形態との相違点についてのみ説明する。
　本実施形態においても、映像フォーマットの切り替わり前のタイミングで、表示領域の
変更を促すＧＵＩを表示する。これにより、ユーザは視聴を望む番組の開始前に、表示領
域を希望する大きさに変更する事が出来る。
【０１０５】
　ＧＵＩの表示は、制御部１１１がメモリ１１３に予め記憶されたＧＵＩデータを取得し
、画面構成部１０６に出力設定する事で実現される。つまり、図６のＳ６０６において選
択する対象及び、図７のＳ７０３で画面構成部１０６に出力する対象がメッセージ２のデ
ータからＧＵＩデータに変更される以外、受信動作は共通である。また、本実施形態にお
いて、ＧＵＩが表示されるタイミングは、第２の実施形態でメッセージ映像が表示される
タイミングと同じ（切り替わり１分前）であるとする。
【０１０６】
　図１２に、本実施形態において表示するＧＵＩの例を示す。
　本実施形態のデジタル放送受信装置１００は、番組が切り替わる１分前に、表示部１１
０の画面１２０２に、ＧＵＩ１２０１を重畳表示する（図１２（ａ））。ここでは、Ｏｖ
ｅｒＨＤフォーマットの映像が表示されているものとする。この状態で、ＥＩＴ[p/f]に
よりＳＤへの切り替わりが検出されると、メッセージ２の映像に代わりＧＵＩ１２０１が
表示される。ＧＵＩ１２０１には、このまま視聴を続けると、次の番組の画質が大幅に低
下することを伝えるメッセージが含まれる。これによりユーザは、次の番組では画質が大
きく低下することを認識することができる。
【０１０７】
　ＧＵＩ１２０１にはまた、直ちに表示領域の設定を変更するか否かを問い合わせるメッ
セージと、ユーザがリモコン１１５を利用して選択可能なボタン１２０６が含まれている
。ここで、ボタン１２０６の指定は、受光部１１４を通じて制御部１１１が認識する。
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　「いいえ」が指定された場合、制御部１１１は、ＧＵＩ１２０１を消去し、次番組は現
在と同じ表示領域（全画面）にスケーリングされて表示される。
【０１０８】
　ＧＵＩ１２０１で、ユーザが表示領域の変更を要求した場合、すなわち「はい」ボタン
が指定された場合、制御部１１１は、各部を制御し、予め定められたデフォルトの表示領
域に、現在表示中の映像をダウンコンバートしたダウンコンバータと画像１２０３を表示
させる（図１２（ｂ））。また、制御部１１１は、メモリ１１３から、表示領域の変更を
行なうための操作方法を説明するガイダンス表示１２０４のデータを読み出し、画面構成
部１０６へ出力して、重畳表示を行なわせる。なお、デフォルトの表示領域は、切り替わ
り後の映像フォーマット毎に決めておいても良いし、あるいは第３の実施形態で説明した
変換テーブルを用いて決定しても良い。
【０１０９】
　ダウンコンバート表示することで、ユーザは、次番組において得られるであろう表示品
質を実際に確認しながら表示領域を変更することができる。
　ユーザは、ガイダンス表示１２０４に従い、リモコン１１５を用いて表示領域を所望の
位置、大きさに変更する。この時、制御部１１１が、リモコン１１５から与えられる指示
に応じ、ダウンコンバート画像１２０３のスケーリング率、表示領域をリアルタイムに変
更させることで、ユーザは画面を確認しながら所望の表示品質が得られる表示領域を決定
することができる。
【０１１０】
　リモコン１１５の決定キーが押下され、ユーザにより所望の表示領域が決定された場合
、制御部１１１は、その時点における表示領域を固定する。そして、最後に再度表示領域
を変更する場合の設定手順を記したメッセージ映像１２０５を表示する（図１２（ｃ））
。メッセージ映像１２０５は、一定時間表示した後、自動で消去する。
【０１１１】
　上述したように、本実施形態では、映像フォーマット切り替えに伴う解像度低下があり
、かつその度合いが大きい場合、事前に表示領域を変更するか問い合わせるＧＵＩを表示
する。そして、表示領域の変更が指示された場合、その場で直ちに表示領域の設定状態と
なる。そのため、ユーザは表示領域を変更するためのメニュー画面等を探すことなく、直
ちに表示領域の設定を行なうことができる。
【０１１２】
　尚、第２の実施形態を前提として本実施形態を説明したが、第１の実施形態におけるメ
ッセージ２の映像の代わりにＧＵＩ１２０１を表示するようにしてもよいことは言うまで
もない。この場合、ＭＰＥＧ２ビデオのシーケンスヘッダを利用し、解像度の低下度合い
が大きいことが番組の切り替わり後に検出された時点で、ＧＵＩ１２０１の表示が行なわ
れる。
【０１１３】
＜＜第５の実施形態＞＞
　次に本発明の第５の実施形態について説明する。
　本実施形態は、第１の実施形態において、映像フォーマット切り替えの検出対象を、外
部機器からの入力コンテンツに拡げた点を特徴とする。
　従って、以下では、第１の実施形態との相違点についてのみ説明する。
【０１１４】
　図１３は、本発明の第５の実施形態に係る映像出力装置の典型例としてのデジタル放送
受信装置１３００の機能的な構成例を示すブロック図である。第１の実施形態との構成上
の違いは、外部入力処理部１１７を有する点である。
【０１１５】
　外部入力処理部１１７を有することにより、放送コンテンツにおける映像フォーマット
の切り替わりだけでなく、
・放送コンテンツから外部入力コンテンツへの切り替わり、
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・外部入力コンテンツから放送コンテンツへの切り替わり、及び
・外部入力コンテンツから別の外部入力コンテンツへの切り替わり
における映像フォーマットの切り替わりを検出することが可能である。
【０１１６】
　外部入力処理部１１７は、本実施形態では、ＨＤＭＩ(High Definition Multimedia In
terface)端子、ＩＥＥＥ１３９４端子、Ｄ端子、ビデオ入力端子（コンポジット端子）の
４つのインタフェース端子を有する。
【０１１７】
　ＨＤＭＩは、ＰＣとディスプレイの接続インタフェースの標準規格であるＤＶＩ(Digit
al Visual Interface)に、音声伝送機能や著作権保護機能、色差伝送機能等を加えＡＶ家
電向けに仕様策定されたものである。
【０１１８】
　また、ＩＥＥＥ１３９４は、ＡＶ機器やＰＣを接続するためのインタフェースの規格で
、様々なデータをやり取りする事が出来る。主にＤＶＣ(Digital Video camera)とＰＣと
の接続などに利用される。
【０１１９】
　Ｄ端子は、ビデオ機器のアナログ映像信号を接続するために作られた日本独自の規格で
ある。基本的にはコンポーネント映像信号の入出力を１本のケーブルで接続できるように
端子をまとめたものであるが、更に走査線数・走査方式・アスペクト比などの識別信号の
伝送も可能になった。
【０１２０】
　ビデオ入力端子（コンポジット端子）は、一般的なテレビやビデオ機器で使われている
映像入出力端子である。この端子は、コンポジット・ビデオ信号に用いられ、ＮＴＳＣな
どで採用されている。
【０１２１】
　外部入力処理部１１７は、それぞれの接続端子から信号の入力があった場合その解像度
情報を取得する。ビデオ入力端子に関してはＳＤ相当と判断し、それ以外の接続端子に関
しては、入力されるコンテンツのフォーマットや識別信号から解像度情報を取得する。そ
して、解像度情報をメモリ１１３へ記録する。
【０１２２】
　解像度情報は、例えば以下のようにして取得可能である。ＩＥＥＥ１３９４で接続され
たＤ－ＶＨＳやＨＤＶ規格のビデオ機器の場合、ＭＰＥＧ２方式で記録されている。その
ため、放送コンテンツ同様、ＭＰＥＧ２ビデオビットストリームのシーケンスヘッダ（Ｓ
Ｈ）より解像度情報を取得することができる。また、ＩＥＥＥ１３９４で接続された他の
機器の場合、機器に依存するが、例えばテープデバイスの場合は、IEEE1394TA AV/C Tape
 Recorder/Player Subunitで規定された”RECORDING SPEED Command“を使用して解像度
情報を取得することも可能である。
【０１２３】
　ＨＤＭＩで接続される機器の場合、映像データが圧縮されずに転送されるため、データ
を直接解析して解像度情報を得ることができる。また、ＣＥＣ(Consumer Electronics Co
ntrol)などの制御プロトコルを使用しても、解像度情報を取得する事が可能である。
【０１２４】
　例えば、放送波を受信、表示中に、リモコン１１５を通じて映像コンテンツの入力元が
変更された場合、フォーマット検出部１１２は、外部入力処理部１１７が取得した解像度
情報と、メモリ１１３に記憶された直近の解像度情報とを比較し、解像度の変化有無を確
認する。以後は、第１の実施形態と同様に、変化の有無や変化の方向（解像度の低下、向
上）及び変化の度合いに応じた処理を行なう。
【０１２５】
　これにより、放送コンテンツと外部入力コンテンツの任意のコンテンツ間における映像
フォーマットの切り替わりにおいて、切り替わり前後の解像度低下の度合いを検出するこ
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とができ、第１の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１２６】
　尚、本実施形態においては、第１の実施形態を基に外部入力処理部を追加する構成とし
たが、第３の実施形態に係るデジタル放送受信装置８００に外部入力処理部を追加する構
成としても良い。
【０１２７】
　また、外部インタフェースを４つ有する例示したが、コンテンツの映像フォーマットが
特定可能であれば、より多くのインタフェースや、異なる種類のインタフェースを備える
ことが可能である。
【０１２８】
＜＜他の実施形態＞＞
　上述の実施形態は、システム或は装置のコンピュータ（或いはＣＰＵ、ＭＰＵ等）によ
りソフトウェア的に実現することも可能である。
　従って、上述の実施形態をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給され
るコンピュータプログラム自体も本発明を実現するものである。つまり、上述の実施形態
の機能を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明の一つである。
【０１２９】
　なお、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、コンピュータで読
み取り可能であれば、どのような形態であってもよい。例えば、オブジェクトコード、イ
ンタプリタにより実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等で構成する
ことができるが、これらに限るものではない。
【０１３０】
　上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、記憶媒体又は有線／無線
通信によりコンピュータに供給される。プログラムを供給するための記憶媒体としては、
例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ等の磁気記憶媒体、ＭＯ、
ＣＤ、ＤＶＤ等の光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導体メモリなどがある。
【０１３１】
　有線／無線通信を用いたコンピュータプログラムの供給方法としては、コンピュータネ
ットワーク上のサーバを利用する方法がある。この場合、本発明を形成するコンピュータ
プログラムとなりうるデータファイル（プログラムファイル）をサーバに記憶しておく。
プログラムファイルとしては、実行形式のものであっても、ソースコードであっても良い
。
【０１３２】
　そして、このサーバにアクセスしたクライアントコンピュータに、プログラムファイル
をダウンロードすることによって供給する。この場合、プログラムファイルを複数のセグ
メントファイルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに分散して配置することも
可能である。
　つまり、上述の実施形態を実現するためのプログラムファイルをクライアントコンピュ
ータに提供するサーバ装置も本発明の一つである。
【０１３３】
　また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムを暗号化して格納した
記憶媒体を配布し、所定の条件を満たしたユーザに、暗号化を解く鍵情報を供給し、ユー
ザの有するコンピュータへのインストールを許可してもよい。鍵情報は、例えばインター
ネットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給することができる
。
【０１３４】
　また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、すでにコンピュー
タ上で稼働するＯＳの機能を利用するものであってもよい。
【０１３５】
　さらに、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、その一部をコン
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ピュータに装着される拡張ボード等のファームウェアで構成してもよいし、拡張ボード等
が備えるＣＰＵで実行するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る映像出力装置の典型例としてのデジタル放送受信
装置の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係るデジタル放送受信装置における受信処理の概要について説
明するフローチャートである。
【図３】ＭＰＥＧ２ビデオのビットストリームのデータ構造を示す図である。
【図４】ＭＰＥＧ２ビデオのビットストリームのシーケンスヘッダに含まれるデータとそ
の内容の一部を示す図である。
【図５】第１の実施形態に係るデジタル放送受信装置において表示されるメッセージ映像
の一例を示す図である。
【図６】第２の実施形態に係るデジタル放送受信装置で、現在番組視聴中に行なうメッセ
ージ選択動作を説明するフローチャートである。
【図７】第２の実施形態に係るデジタル放送受信装置における、メッセージ映像をユーザ
に提示する処理を説明するフローチャートである。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る映像出力装置の典型例としてのデジタル放送受信
装置の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図９】第３の実施形態に係るデジタル放送受信装置における受信処理の概要について説
明するフローチャートである。
【図１０】第３の実施形態に係るデジタル放送受信装置が用いる変換テーブルの一例を示
す図である。
【図１１】図１０のテーブルに従った表示制御を、画像を用いて模式的に示した図である
。
【図１２】第４の実施形態に係るデジタル放送受信装置が表示するＧＵＩの一例を示す図
である。
【図１３】本発明の第５の実施形態に係る映像出力装置の典型例としてのデジタル放送受
信装置の機能的な構成例を示すブロック図である。
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