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(57)【要約】
【課題】画面上の所定の領域の画質調整を禁止する制御
において、領域の特定に関する時間を短縮することで、
表示の切換えの際、切換え前の画像が残像として表示さ
れてしまう等の問題を好適に解消することができる表示
装置及び表示方法を提供することである。
【解決手段】表示装置１において、ＣＰＵ１１０がレジ
スタ記憶更新プログラム１３０ａを実行することにより
、ＲＯＭ１３０の領域指定データ１３０ｃに記憶された
ＯＳＤ画像の始点及び終点の座標がレジスタ１１５の座
標記憶部１１５ａに記憶されているか否かが判断され、
記憶されていないと判断される場合にのみ、当該座標が
座標記憶部１１５ａに記憶されるように構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データに対して画質調整を行う画質調整手段と、
　画質調整された画像データに基づく画像を表示画面上に表示する表示手段と、
　前記表示画面上で、前記画質調整手段による画質調整を禁止する領域を指定する指定手
段と、
　前記指定手段により指定された領域の前記画質調整手段による画質調整を禁止する制御
を行う禁止制御手段と、を備えた表示装置において、
　前記領域の領域指定情報を記憶する不揮発性の第１記憶部と、
　前記第１記憶部から取得した領域指定情報を記憶する第２記憶部と、
　前記指定手段により指定された領域に対応する領域指定情報を、前記第１記憶部から取
得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された領域指定情報が前記第２記憶部に記憶されているか否か
を判断する判断手段と、
　前記判断手段により、前記取得手段によって取得された領域指定情報が前記第２記憶部
に記憶されていないと判断された場合に、当該領域指定情報を前記第２記憶部に記憶させ
る第１記憶制御手段と、
　を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　初期化に際し、領域指定情報を予め設定された利用頻度の高いものから順に所定数、前
記第１記憶部から取得して、前記第２記憶部に記憶させる第２記憶制御手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　画像データに対して画質調整を行う画質調整手段と、
　画質調整された画像データに基づく画像を表示画面上に表示する表示手段と、
　前記表示画面上で、前記画質調整手段による画質調整を禁止する矩形領域を指定する指
定手段と、
　前記指定手段により指定された矩形領域にＯＳＤ画像を重畳する重畳手段と、
　前記指定手段により指定された矩形領域の前記画質調整手段による画質調整を禁止する
制御を行う禁止制御手段と、を備えた表示装置において、
　前記矩形領域の領域指定情報を記憶する不揮発性の第１記憶部と、
　前記第１記憶部から取得した領域指定情報を記憶する第２記憶部と、
　前記指定手段により指定された矩形領域に対応する領域指定情報を、前記第１記憶部か
ら取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された領域指定情報が前記第２記憶部に記憶されているか否か
を判断する判断手段と、
　前記判断手段により、前記取得手段によって取得された領域指定情報が前記第２記憶部
に記憶されていないと判断された場合に、当該領域指定情報を前記第２記憶部に記憶させ
る第１記憶制御手段と、
　初期化に際し、領域指定情報を予め設定された利用頻度の高いものから順に所定数、前
記第１記憶部から取得して、前記第２記憶部に記憶させる第２記憶制御手段と、
　を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項３記載の表示装置における表示方法において、
　前記第２記憶制御手段が、初期化に際し、領域指定情報を予め設定された利用頻度の高
いものから順に所定数、前記第１記憶部から取得して、前記第２記憶部に記憶させるステ
ップと、
　前記指定手段が、前記表示画面上で、前記画質調整手段による画質調整を禁止する矩形
領域を指定するステップと、
　前記取得手段が、前記指定手段により指定された矩形領域に対応する領域指定情報を、
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前記第１記憶部から取得するステップと、
　前記判断手段が、前記取得手段により取得された領域指定情報が第２記憶部に記憶され
ているか否かを判断するステップと、
　前記第１記憶制御手段が、前記判断手段により、前記取得手段によって取得された領域
指定情報が前記第２記憶部に記憶されていないと判断された場合に、当該指定情報を前記
第２記憶部に記憶させるステップと、
　前記禁止制御手段が、前記指定手段により指定された矩形領域に対応する領域指定情報
を前記第２記憶部から取得し、当該矩形領域における前記画質調整手段による画質調整を
禁止する制御を行うステップと
　前記重畳手段が、画質調整された画像データに基づく画像の前記矩形領域にＯＳＤ画像
を重畳するステップと、
　前記表示手段が、画質調整された画像データに基づく画像の前記矩形領域にＯＳＤ画像
が重畳された画像を表示画面上に表示するステップと、
　を含むことを特徴とする表示方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及び表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶テレビジョンやプラズマテレビ等のディスプレイ装置においては、ＯＳＤ（
オンスクリーンディスプレイ）回路によって、映像信号に、画質調整画面等のＯＳＤ信号
を重畳することで、表示画面上に、映像信号に基づく画像とＯＳＤ信号に基づくＯＳＤ画
像とを重ねた、いわゆるＯＳＤ表示を可能としている。
　このような、ＯＳＤ表示において画質調整がなされた場合、映像信号のみならず、重畳
されたＯＳＤ信号にも画質調整が行われてしまい、ＯＳＤ表示全体の色や明るさも変化し
てしまい、その後の画質調整等の操作が困難になるという問題があった。
【０００３】
　そこで、入力される映像信号について画質調整に要する時間の分だけ遅らせて出力する
遅延回路を設け、ＯＳＤ信号を当該遅延回路に入力させることで、画質調整の施されない
ＯＳＤ画像と、画質調整の施された映像信号に基づく画像とを表示画面上に表示させるこ
とで、ＯＳＤ信号に基づくＯＳＤ画像の表示部分は画質調整の影響を受けないようにする
方法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　また、合成画像上のＯＳＤ画像の表示部分の表示期間に対応するオンスクリーンフラグ
を生成し、このオンスクリーンフラグを用いて画質調整のオン，オフを制御することで、
ＯＳＤ画像の表示部分については画質調整を行わないようにする方法が知られている（例
えば、特許文献２参照）。
　上記のような方法を実施するには、ＯＳＤ画像を画面上に表示する領域を特定する座標
値を取得して、レジスタ等の記憶部に記憶しておき、当該座標値に基づいてＯＳＤ画像の
表示部分に画質調整が行われないよう制御する必要があった。
【特許文献１】特開２００７－２２８１６７号公報
【特許文献２】特開２００５－２１７９７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１及び２に記載の発明において、ＯＳＤ表示の切換え（例
えば、別のＯＳＤ画像の表示やＯＳＤ画像の画面上の表示位置の変更等）がなされると、
記憶部において、切換え後の新たな領域を特定する座標値を、切換えの都度更新していく
必要があるため、当該更新に時間が掛かり、切換え後のＯＳＤ表示において、切換え前の
矩形領域にあるＯＳＤ画像が残像として表示されてしまう等の問題があった。



(4) JP 2010-117612 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

【０００５】
　本発明の課題は、画面上の所定の領域の画質調整を禁止する制御において、領域の特定
に関する時間を短縮することで、表示の切換えの際、切換え前の画像が残像として表示さ
れてしまう等の問題を好適に解消することができる表示装置及び表示方法を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、
画像データに対して画質調整を行う画質調整手段と、
　画質調整された画像データに基づく画像を表示画面上に表示する表示手段と、
　前記表示画面上で、前記画質調整手段による画質調整を禁止する領域を指定する指定手
段と、
　前記指定手段により指定された領域の前記画質調整手段による画質調整を禁止する制御
を行う禁止制御手段と、を備えた表示装置において、
　前記領域の領域指定情報を記憶する不揮発性の第１記憶部と、
　前記第１記憶部から取得した領域指定情報を記憶する第２記憶部と、
　前記指定手段により指定された領域に対応する領域指定情報を、前記第１記憶部から取
得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された領域指定情報が前記第２記憶部に記憶されているか否か
を判断する判断手段と、
　前記判断手段により、前記取得手段によって取得された領域指定情報が前記第２記憶部
に記憶されていないと判断された場合に、当該領域指定情報を前記第２記憶部に記憶させ
る第１記憶制御手段と、
　を備えることを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の表示装置において、初期化に際し、領域指定
情報を予め設定された利用頻度の高いものから順に所定数、前記第１記憶部から取得して
、前記第２記憶部に記憶させる第２記憶制御手段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、
　画像データに対して画質調整を行う画質調整手段と、
　画質調整された画像データに基づく画像を表示画面上に表示する表示手段と、
　前記表示画面上で、前記画質調整手段による画質調整を禁止する矩形領域を指定する指
定手段と、
　前記指定手段により指定された矩形領域にＯＳＤ画像を重畳する重畳手段と、
　前記指定手段により指定された矩形領域の前記画質調整手段による画質調整を禁止する
制御を行う禁止制御手段と、を備えた表示装置において、
　前記矩形領域の領域指定情報を記憶する不揮発性の第１記憶部と、
　前記第１記憶部から取得した領域指定情報を記憶する第２記憶部と、
　前記指定手段により指定された矩形領域に対応する領域指定情報を、前記第１記憶部か
ら取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された領域指定情報が前記第２記憶部に記憶されているか否か
を判断する判断手段と、
　前記判断手段により、前記取得手段によって取得された領域指定情報が前記第２記憶部
に記憶されていないと判断された場合に、当該領域指定情報を前記第２記憶部に記憶させ
る第１記憶制御手段と、
　初期化に際し、領域指定情報を予め設定された利用頻度の高いものから順に所定数、前
記第１記憶部から取得して、前記第２記憶部に記憶させる第２記憶制御手段と、
　を備えることを特徴とする。
【０００９】
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　請求項４に記載の発明は、請求項３記載の表示装置における表示方法において、
　前記第２記憶制御手段が、初期化に際し、領域指定情報を予め設定された利用頻度の高
いものから順に所定数、前記第１記憶部から取得して、前記第２記憶部に記憶させるステ
ップと、
　前記指定手段が、前記表示画面上で、前記画質調整手段による画質調整を禁止する矩形
領域を指定するステップと、
　前記取得手段が、前記指定手段により指定された矩形領域に対応する領域指定情報を、
前記第１記憶部から取得するステップと、
　前記判断手段が、前記取得手段により取得された領域指定情報が第２記憶部に記憶され
ているか否かを判断するステップと、
　前記第１記憶制御手段が、前記判断手段により、前記取得手段によって取得された領域
指定情報が前記第２記憶部に記憶されていないと判断された場合に、当該指定情報を前記
第２記憶部に記憶させるステップと、
　前記禁止制御手段が、前記指定手段により指定された矩形領域に対応する領域指定情報
を前記第２記憶部から取得し、当該矩形領域における前記画質調整手段による画質調整を
禁止する制御を行うステップと
　前記重畳手段が、画質調整された画像データに基づく画像の前記矩形領域にＯＳＤ画像
を重畳するステップと、
　前記表示手段が、画質調整された画像データに基づく画像の前記矩形領域にＯＳＤ画像
が重畳された画像を表示画面上に表示するステップと、
　を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、取得手段により指定手段で指定された領域に対応する領域指定情報を
、第１記憶部から取得し、判断手段により当該取得された領域指定情報が第２記憶部に記
憶されていないと判断された場合に、第１記憶制御手段により領域指定情報が第２記憶部
に記憶されるすように構成されている。
　つまり、本発明によると、第２記憶部に領域指定情報が記憶されていない場合にのみ、
第二記憶部へ当該領域指定情報が記憶されるように構成されているので、画質調整手段に
よる画質調整を禁止する領域を指定するために要する処理が軽減され、禁止制御手段にお
いて画質調整を禁止する制御に要する時間が短縮可能となる。
　よって、本発明は、画面上の所定の領域の画質調整を禁止する制御において、領域の特
定に関する時間を短縮することで、表示の切換えの際、切換え前の画像が残像として表示
されてしまう等の問題を好適に解消することができるといえる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、発明の範囲は
図示例に限定されない。
　図１は、本実施形態の液晶表示装置の要部構成を示すブロック図である。
【００１２】
　本実施形態の表示装置１は、図１に示すように、信号入力部１０、映像処理部３０、同
期信号制御回路５０、画質調整部８０（画質調整手段、禁止制御手段）、液晶表示部９０
（表示手段）、制御部１００、操作部２００（指定手段）、等を備えて構成され、信号入
力部１０から入力されるテレビジョン放送信号等の映像信号を受信して液晶表示部９０に
当該信号に基づく映像を出力する液晶テレビジョンである。
　なお、表示装置１は、液晶テレビジョンには限られず、プラズマディスプレイパネル（
ＰＤＰ）を使用する映像表示装置や、ＰＤＰから映像を出力するプラズマテレビジョン等
であっても勿論よい。
【００１３】
　信号入力部１０は、例えば、テレビジョン放送信号を受信するアンテナ及びチューナや
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、外部装置からの映像信号を受信する各種映像端子等を備えて構成され、入力される映像
信号を受信して、映像処理部３０に出力する。
【００１４】
　映像処理部３０は、Ａ／Ｄ変換部３０ａと、デコ－ダ３０ｂと、ＩＰ変換部３０ｃと、
スケ－ラ３０ｄと、ＯＳＤ処理部３０ｅ（重畳手段）と、を備え、信号入力部１０より入
力された映像信号に対して所定の映像処理を施して画質調整部８０に出力している。
【００１５】
Ａ／Ｄ変換部３０ａは入力された映像信号をデジタル信号に変換する。
　デコ－ダ３０ｂは、入力されたデジタル信号から映像信号と音声信号との分離を行い、
分離された音声信号を図示しない音声信号処理部に出力してスピーカに出力させる。さら
に、デコ－ダ３０ｂは、当該映像信号から、Ｒ、Ｇ、Ｂの３原色信号を復調する。
【００１６】
　ＩＰ変換部３０ｃは、連続するインタ－レ－ス形式の映像信号をプログレッシブ形式の
映像信号に変換する。
　スケ－ラ３０ｄは、入力されたデジタルの映像信号を、液晶表示部９０が有する画面の
画素数に合致するようにスケーリング処理を行い、液晶表示部９０に表示する１画面分の
画像データを生成する。そして、このように生成された画像データを液晶表示部９０に出
力することにより、後述の液晶表示部９０の表示画面９０ａに画像データに基づく画像を
表示させる。
【００１７】
　ＯＳＤ処理部３０ｅは、スケーラ３０ｄより出力された映像信号を入力し、当該映像信
号にオンスクリーンディスプレイ（ＯＳＤ）画像に基づくＯＳＤ信号を重畳することによ
り、映像に所定の静止画像を重ねて表示したり、所定の静止画像を差し替えて表示する等
、液晶表示部９０の表示画面９０ａに、いわゆるＯＳＤ表示を行うための処理を実施する
ことができる。
　また、ＯＳＤ処理部３０ｅは、文字情報等のデ－タを制御部１００から入力され、同文
字情報等のデ－タに基づいて静止画像を生成することが可能となっている。
　なお、ＯＳＤ画像には、例えば、コントラスト等の画質調整用の調整画面に関する画像
や、ヴォリューム等の音声調整用の調整画面に関する画像があり、これらが表示画面９０
ａの一部の矩形領域に表示される。
【００１８】
　同期信号制御回路５０は、信号入力部１０に入力された映像信号に含まれる同期信号を
入力し、図示しない発振回路のクロック信号にタイミングを合わせて映像処理部３０と画
質調整部８０とに出力して、信号の同期を行わせる。
【００１９】
　画質調整部８０は、画質調整回路８０ａと、遅延回路８０ｂと、スイッチ８０ｃと、を
含んで構成され、画質調整回路８０ａと遅延回路８０ｂは並列に接続されており、スイッ
チ８０ｃにより何れかの回路を通過した映像信号が液晶表示部９０に出力されるように構
成されている。
　画質調整回路８０ａは、映像信号処理部３０より入力された映像信号に、コントラスト
調整、ＴＩＮＴ調整、ブライト調整、肌色補正等の色彩調整、白黒伸長調整、遅延調整、
水平シャープネス調整、ガンマ補正、ノイズ除去、等の処理を行い、調整処理後の映像信
号を低電圧差動信号インタフェース（ＬＶＤＳ）などを介して液晶表示部９０に画像デー
タとして出力する。
　遅延回路８０ｂは、映像信号処理部３０より入力された映像信号に対して、画質調整回
路８０ａにて行われる画質調整は行わずに、映像信号が入力されてから所定時間経過後に
入力された映像信号を液晶表示部９０に出力する。
　スイッチ８０ｃは、後述の制御部１００の制御により、映像信号処理部３０より入力さ
れた映像信号を画質調整回路８０ａに入力させるか遅延回路８０ｂに入力させるかを切り
替えて接続している。
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【００２０】
　液晶表示部９０は、図示しない、液晶駆動回路、液晶パネル、バックライトを備え、表
示画面９０ａを形成している。
　つまり、表示画面９０ａは、液晶パネルの各ＲＧＢに対応するパネルを駆動する電圧を
液晶駆動回路により生成し、図示しないインバータから電圧を供給してバックライトを点
灯させ、液晶パネルを背面から照射し、画像データに基づく画像を液晶パネル上に表示し
たものである。
【００２１】
　操作部２００は、例えば、表示画面９０ａ上に画像調整画面や音声調整画面等のＯＳＤ
表示がなされた場合に、画質調整や音量調整を行うための各種ボタンやスイッチ等を備え
て構成される。
　また、ユーザは、操作部２００により、表示画面９０ａ上にＯＳＤ表示を開始／終了さ
せたり、別のＯＳＤ表示に切替えたり、複数のＯＳＤ表示をさせる（ＯＳＤ画像を複数個
同時に表示させる）ことも可能であるし、表示画面９０ａ上のＯＳＤ画像の表示位置を変
更することも可能であるため、操作部２００は画質調整を禁止する領域を指定する指定手
段の一部として機能する。
【００２２】
　制御部１００は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）１１０、ＣＰＵ１１０のワークエリアとして用いられるＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２０、ＣＰＵ１１０によって実行される各種プログラムを記憶
するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３０（第１記憶部）等を備えて構成
される。
【００２３】
　ＣＰＵ１１０は、レジスタ１１５（第２記憶部）を含んで構成され、表示装置１００の
各部から入力される入力信号に応じて、ＲＯＭ１３０に記憶された各種プログラムを実行
するとともに、実行にかかるプログラムに基づいて各部に出力信号を出力することにより
、表示装置１００の動作全般を統括制御する。
【００２４】
　レジスタ１１５は、ＣＰＵ１１０内部に存在する高速に情報の読み込み／書き込みが可
能な記憶領域であり、計算結果を一時的に保持したり、ＲＡＭ１２０やＲＯＭ１３０など
に記憶されたものを読み込み／書き込みする際のアドレスを保持したり、プロセッサや周
辺機器の動作状態を保持・変更したりすることができる。
【００２５】
　ここで、図３～図４に示されるように、レジスタ１１５の内部には、座標記憶部１１５
ａと、フラグ設定部１１５ｂが含まれている。
【００２６】
　座標記憶部１１５ａは、領域番号Ａ～Ｈの８つに区分けされた記憶領域からなり、領域
番号Ａ～Ｈのそれぞれには、表示画面９０ａ上に表示される矩形領域からなるＯＳＤ画像
の表示位置を特定する始点及び終点のｘ、ｙ座標を記憶できるように構成されている。
　具体的には、例えば、図２に示すように、表示画面９０ａ上にＯＳＤ画像Ｌが表示され
るものとする。このＯＳＤ画像Ｌの始点（つまり、表示画面９０ａ左上端を原点として、
原点からの距離が最も近い点）を示す座標（Ｌｘ１、Ｌｙ１）、及び終点（つまり、原点
からの距離が最も遠い点）を示す座標（Ｌｘ２、Ｌｙ２）を、ＣＰＵ１１０は、座標記憶
部１１５ａの領域番号Ａ～Ｈの何れかの部分（例えば、図３（２）では領域番号Ａ）に記
憶する。
　ここで、座標記憶部１１５ａは、図３（１）に示すように、初期状態（表示装置１が起
動後、ＯＳＤ画像が未表示の状態）では領域番号Ａ～Ｈの全てが空欄（空き領域）となっ
ている。
　なお、各ｘ、ｙの値はそれぞれ２バイトとし、領域番号Ａ～Ｈはそれぞれ８バイトの容
量（つまり、始点：２バイト×２、終点：２バイト×２、の和の容量）を有している。
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【００２７】
　フラグ設定部１１５ｂは、座標記憶部１１５ａの領域番号Ａ～Ｈに記憶された座標に基
づいてＯＳＤ画像を表示画面９０ａに表示する際に用いるＯＮ／ＯＦＦ（当該ＯＳＤ画像
の表示状態／非表示状態）切替用のフラグであり、領域番号Ａ～Ｈのそれぞれに対応する
１ｂｉｔのフラグがｂｉｔ０～ｂｉｔ７に割り振られている。
　具体的には、例えば、ユーザによる操作部２００の操作により、図２に示すＯＳＤ画像
Ｌが表示画面９０ａに表示される場合、図３（２）に示すように、ＣＰＵ１１０は、ＯＳ
Ｄ画像Ｌの始点及び終点の座標が記憶された座標記憶部１１５ａの領域番号Ａに対応する
ｂｉｔ０をＯＮにし、ＯＳＤ画像Ｌの表示が終了される場合、図４（４）に示すように、
領域番号Ａに対応するｂｉｔ０をＯＦＦにすることで、当該ＯＳＤ画像の表示状態／非表
示状態を把握することが出来る。
【００２８】
　なお、ユーザによる操作部２００の操作によって、表示画面９０ａにＯＳＤ表示を開始
／終了、ＯＳＤ表示の切換え（当該ＯＳＤ画像の表示画面９０ａ上における表示位置の変
更、別のＯＳＤ画像の表示、等）がなされる度に、後述のＲＯＭ１３０に記憶された領域
指定データ１３０ｃを構成するＯＳＤ画像の始点及び終点の座標、フラグの設定変更に関
する要求（信号）がＣＰＵ１１０に送信されるようになっている。
【００２９】
　ＲＡＭ１２０は、例えば、ＣＰＵ１１０により実行される処理プログラム等を展開する
ためのプログラム記憶領域や、入力データや処理プログラムが実行される際に生じる処理
結果等を記憶するデータ記憶領域などを備える。
【００３０】
　ＲＯＭ１３０は、不揮発性のメモリであり、例えば、プログラム記憶エリア内にレジス
タ更新プログラム１３０ａ（取得手段、判断手段、第１記憶制御手段、指定手段）や画像
調整制御プログラム１３０ｂ（禁止制御手段）、領域指定情報としての領域指定データ１
３０ｃ、等を備えている。
【００３１】
　領域指定データ１３０ｃは、矩形領域からなるＯＳＤ画像の始点及び終点の座標を、複
数記憶したものである。つまり、ユーザが操作部２００により、ＯＳＤ表示を開始／終了
させたり、別のＯＳＤ表示に切替えたり、複数のＯＳＤ表示を行ったりする度に、当該Ｏ
ＳＤ表示に係るＯＳＤ画像の座標がＣＰＵ１１０によって取得され、ＯＳＤ処理部３０ｅ
等によってＯＳＤ信号を重畳することにより、表示画面９０ａ上でのＯＳＤ表示が実現さ
れている。
【００３２】
　レジスタ記憶更新プログラム１３０ａは、ＣＰＵ１１０に、表示画面９０ａにＯＳＤ表
示の開始／終了がなされた、又はＯＳＤ表示の切換えがなされた場合に、レジスタ１１５
の座標記憶部１１５ａ及びフラグ設定部１１５ｂを記憶更新する機能を実現させるプログ
ラムである。
　具体的には、ユーザによる操作部２００の操作によって、表示画面９０ａにＯＳＤ表示
の開始／終了がなされ、又はＯＳＤ表示の切換えがなされ、ＲＯＭ１３０に記憶された領
域指定データ１３０ｃより当該ＯＳＤ表示に係るＯＳＤ画像の始点及び終点の座標、フラ
グの設定変更に関する要求をＣＰＵ１１０が取得すると、ＣＰＵ１１０はレジスタ記憶更
新プログラム１３０ａを実行し、当該受信したＯＳＤ画像の始点及び終点の座標が座標記
憶部１１５ａの領域番号Ａ～Ｈに存在するか否かを判断し、存在する場合は当該領域番号
に対応するフラグ設定部１１５ｂのｂｉｔ０～ｂｉｔ７のＯＮ／ＯＦＦを更新し、存在し
ない場合は当該始点及び終点の座標を空欄となっている領域番号に記憶し、当該領域番号
に対応するフラグ設定部１１５ｂのｂｉｔ０～ｂｉｔ７のＯＮ／ＯＦＦを更新する。
　よって、ＣＰＵ１１０はかかるレジスタ記憶更新プログラム１３０ａを実行することに
より取得手段、判断手段、第１記憶制御手段として機能する。
　また、後述の画質調整制御プログラム１３０ｂが実行されると、当該座標及びフラグに
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基づいてＯＳＤ画像の表示された領域について画質調整が反映されないように制御される
ので、ＣＰＵ１１０はかかるレジスタ記憶更新プログラム１３０ａを実行することにより
、画質調整を禁止する領域を指定する指定手段として機能する。
【００３３】
　より具体的には、図２～図４を用いて以下のような処理がなされる。
【００３４】
　まず、図３（１）に示されるように、初期状態では、座標記憶部１１５ａの領域番号Ａ
～Ｈは全て空欄（空き領域）となっている。
【００３５】
　次いで、ユーザによる操作部２００の操作により、表示画面９０ａ上に、図２に示され
る矩形のＯＳＤ画像Ｌが表示され、ＣＰＵ１１０が、ＯＳＤ画像Ｌの始点の座標（Ｌｘ１
，Ｌｙ１）及び終点の座標（Ｌｘ２，Ｌｙ２）と当該画像を表示状態にする要求を受信し
たものとする。
　この場合、図３（１）に示されるように、座標記憶部１１５ａの領域番号Ａ～Ｈの何れ
にも座標（Ｌｘ１，Ｌｙ１）、（Ｌｘ２，Ｌｙ２）は記憶されていないので、ＣＰＵ１１
０は、図３（２）に示されるように、領域番号Ａに座標（Ｌｘ１，Ｌｙ１）、（Ｌｘ２，
Ｌｙ２）を記憶するとともに、領域番号Ａに対応するｂｉｔ０をＯＮに更新する。
【００３６】
　次いで、ユーザによる操作部２００の操作により、表示画面９０ａ上に、図２に示され
るＯＳＤ画像Ｌに加えてＯＳＤ画像Ｍも同時に表示され、ＣＰＵ１１０が、ＯＳＤ画像Ｌ
の始点及び終点の座標と当該画像を表示状態にする要求、及び、ＯＳＤ画像Ｍの始点の座
標（Ｍｘ１，Ｍｙ１）及び終点の座標（Ｍｘ２，Ｍｙ２）と当該画像を表示状態にする要
求を受信したものとする。
　この場合、図３（２）に示されるように、座標記憶部１１５ａの領域番号Ａに座標（Ｌ
ｘ１，Ｌｙ１）、（Ｌｘ２，Ｌｙ２）が記憶済みであり、領域番号Ａに対応するｂｉｔ０
はＯＮになっているので、ＯＳＤ画像Ｌに対する記憶更新処理はなされない。一方で、領
域番号Ａ～Ｈの何れにも座標（Ｍｘ１，Ｍｙ１）、（Ｍｘ２，Ｍｙ２）は記憶されていな
いので、ＣＰＵ１１０は、図３（３）に示されるように、領域番号Ｂに座標（Ｍｘ１，Ｍ
ｙ１）、（Ｍｘ２，Ｍｙ２）を記憶するとともに、領域番号Ｂに対応するｂｉｔ１をＯＮ
に更新する。
【００３７】
　次いで、ユーザによる操作部２００の操作により、表示画面９０ａ上に、図２に示され
るＯＳＤ画像Ｌが非表示とされ、ＯＳＤ画像Ｍのみ表示され、ＣＰＵ１１０が、ＯＳＤ画
像Ｌの始点及び終点の座標と当該画像を非表示状態にする要求、及び、ＯＳＤ画像Ｍの始
点の座標（Ｍｘ１，Ｍｙ１）及び終点の座標（Ｍｘ２，Ｍｙ２）と当該画像を表示状態に
する要求を受信したものとする。
　この場合、図３（３）に示されるように、座標記憶部１１５ａの領域番号Ａに座標（Ｌ
ｘ１，Ｌｙ１）、（Ｌｘ２，Ｌｙ２）が記憶済みであり、領域番号Ａに対応するｂｉｔ０
はＯＮになっているので、図４（４）に示されるように、ｂｉｔ０をＯＦＦに更新する処
理がなされる。一方で、領域番号Ｂに座標（Ｍｘ１，Ｍｙ１）、（Ｍｘ２，Ｍｙ２）が記
憶済みであり、領域番号Ｂに対応するｂｉｔ１はＯＮになっているので、ＯＳＤ画像Ｍに
対する記憶更新処理はなされない。
【００３８】
　次いで、ユーザによる操作部２００の操作により、表示画面９０ａ上に、図２に示され
るＯＳＤ画像Ｍが非表示とされ、ＣＰＵ１１０が、ＯＳＤ画像Ｍの始点の座標（Ｍｘ１，
Ｍｙ１）及び終点の座標（Ｍｘ２，Ｍｙ２）と当該画像を非表示状態にする要求を受信し
たものとする。
　この場合、図４（４）に示されるように、座標記憶部１１５ａの領域番号Ｂに座標（Ｍ
ｘ１，Ｍｙ１）、（Ｍｘ２，Ｍｙ２）が記憶済みであり、領域番号Ｂに対応するｂｉｔ１
はＯＮになっているので、図４（５）に示されるように、ｂｉｔ１をＯＦＦに更新する処
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理がなされる。
【００３９】
　画質調整制御プログラム１３０ｂは、ＣＰＵ１１０に、表示画面９０ａにＯＳＤ表示の
開始がなされた、又はＯＳＤ表示の切換えがなされた場合に、表示画面９０ａ上のＯＳＤ
画像が表示された領域について、画質調整を反映させない機能を実現させるプログラムで
ある。
　具体的には、表示画面９０ａにＯＳＤ表示の開始がなされた、又はＯＳＤ表示の切換え
がなされた場合に、ＣＰＵ１１０は画質調整制御プログラム１３０ａを実行し、フラグ設
定部１１５ｂを参照して、フラグがＯＮに設定されている領域番号を特定し、座標記憶部
１１５ａより上記特定された領域番号の始点及び終点の座標に基づいて、表示画面９０ａ
上にＯＳＤ画像が表示された領域（つまり、画質調整を禁止する領域）を把握する。そし
て、ＣＰＵ１１０は、画質調整部８０に入力される映像信号がＯＳＤ画像が表示された領
域のときはスイッチ８０ｃを遅延回路８０ｂに接続させる制御を行い、画質調整部８０に
入力される映像信号がＯＳＤ画像が表示されていない領域のときはスイッチ８０ｃを画質
調整回路８０ａに接続させる制御を行うことにより、ＯＳＤ画像が表示された領域につい
て画質調整を禁止するように制御している。
　ＣＰＵ１２１は、かかる画質調整制御プログラム１３０ａを実行することにより、禁止
制御手段として機能する。
【００４０】
「画質調整処理」
　次に、図５のフローチャートを参照しながら、本実施形態の表示装置１において行われ
る画質調整処理の流れについて説明する。
　まず、ユーザが操作部２００を操作することによって、表示画面９０ａにＯＳＤ表示が
なされたものとする（ステップＳ１）。
　次いで、ＣＰＵ１１０は、レジスタ記憶更新プログラム１３０ａを実行することにより
、座標記憶部１１５ａ及びフラグ設定部１１５ｂの記憶更新を行う（ステップＳ２）。
　次いで、ＣＰＵ１１０は、画質調整制御プログラム１３０ｂを実行することにより、Ｏ
ＳＤ画像が表示された領域について画質調整を反映させないための制御を行う（ステップ
Ｓ３）。
　次いで、ＣＰＵ１１０は、ＯＳＤ表示の切換えがなされたか否か（つまり、ＯＳＤ画像
の始点及び終点の座標やフラグの設定変更に関する要求が制御部１００に送信されたか否
か）を判断し（ステップＳ４）、ＯＳＤ表示の切換えがなされたと判断する場合（ステッ
プＳ４；Ｙｅｓ）は、ステップＳ２以降の処理を繰り返し実施する。
　一方で、ＣＰＵ１１０は、ＯＳＤ表示の切換えがなされていないと判断する場合（ステ
ップＳ４；Ｎｏ）、本処理を終了する。
【００４１】
　以上のように、表示装置１によれば、レジスタ記憶更新プログラム１３０ａを実行する
ことにより、ＲＯＭ１３０の領域指定データ１３０ｃに記憶されたＯＳＤ画像の始点及び
終点の座標がレジスタ１１５の座標記憶部１１５ａに記憶されているか否かが判断され、
記憶されていないと判断される場合にのみ、当該座標が座標記憶部１１５ａに記憶される
ように構成されているので、ＣＰＵ１１０のレジスタ１１５への記憶更新処理の負担は好
適に軽減される。　
　また、上記のようにＯＳＤ画像の始点及び終点の座標が座標記憶部１１５ａに一度記憶
されれば、その後、当該画像の表示を消去或いは同じ位置で再表示させる場合に、座標記
憶部１１５ａから当該画像の始点及び終点の座標を消去したり再度記憶したりする必要は
なく、フラグ設定部１１５ｂの１ｂｉｔのフラグのＯＮ／ＯＦＦを更新するだけで良いた
め、ＣＰＵ１１０の処理負担は一層軽減される。　
　よって、本発明は、画面上の所定の領域の画質調整を禁止する制御において、領域の特
定に関する時間を短縮することで、表示の切換えの際、切換え前の画像が残像として表示
されてしまう等の問題を好適に解消することができるといえる。
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【００４２】
「変形例１」
　表示装置１において、レジスタ１１５の座標記憶部１１５ａは、上述の図３（１）で示
されるような、初期状態で領域番号Ａ～Ｈの全てを空欄（空き領域）にしたものには限ら
れず、例えば、図６（１）に示されるように、経験的に使用頻度が高いことが把握されて
いるＯＳＤ画像の始点及び終点の座標値を、予め領域番号Ａ～Ｈに記憶しておいても良い
。
　この場合、制御部１１０の初期化に際し、ＣＰＵ１１０がレジスタ記憶更新プログラム
１３０ａを実行することにより、ＲＯＭ１３０の領域指定データ１３０ｃから上記使用頻
度が高いことが把握されている座標値を取得し、その座標値を当該使用頻度の高い順に所
定数（例えば、領域番号Ａ～Ｈに対応する８つ）、座標記憶部１１５ａに記憶する。
　そのため、ＣＰＵ１１０はかかるレジスタ記憶更新プログラム１３０ａを実行すること
により第２記憶制御手段として機能する。
【００４３】
　上記の場合に、ＣＰＵ１１０がレジスタ記憶更新プログラム１３０ａを実行することに
より行われる処理の流れを、図２、図６、図７を用いて説明する。
【００４４】
　まず、図６（１）に示されるように、制御部１００の初期化の際に、ＲＯＭ１３０の領
域指定データ１３０ｃより使用頻度が高い始点及び終点の座標値が取得され、当該使用頻
度の高い順に、領域番号Ａ～Ｈに記憶されている。
【００４５】
　次いで、ユーザによる操作部２００の操作により、表示画面９０ａ上に、図２に示され
るＯＳＤ画像Ｌが表示され、ＣＰＵ１１０が、ＯＳＤ画像Ｌの始点の座標（Ｌｘ１，Ｌｙ
１）及び終点の座標（Ｌｘ２，Ｌｙ２）と当該画像を表示状態にする要求を受信したもの
とする。
　この場合、図６（１）に示されるように、座標記憶部１１５ａの領域番号Ｈに座標（Ｌ
ｘ１，Ｌｙ１）、（Ｌｘ２，Ｌｙ２）が記憶済みであり、領域番号Ｈに対応するｂｉｔ７
がＯＦＦになっているので、図６（２）に示されるように、ｂｉｔ７をＯＮに更新する処
理がなされる。
【００４６】
　次いで、ユーザによる操作部２００の操作により、表示画面９０ａ上に、図２に示され
るＯＳＤ画像Ｌに加えてＯＳＤ画像Ｍも同時に表示され、ＣＰＵ１１０が、ＯＳＤ画像Ｌ
の始点及び終点の座標と当該画像を表示状態にする要求、及び、ＯＳＤ画像Ｍの始点の座
標（Ｍｘ１，Ｍｙ１）及び終点の座標（Ｍｘ２，Ｍｙ２）と当該画像を表示状態にする要
求を受信したものとする。
　この場合、図６（２）に示されるように、座標記憶部１１５ａの領域番号Ｈに座標（Ｌ
ｘ１，Ｌｙ１）、（Ｌｘ２，Ｌｙ２）が記憶済みであり、領域番号Ｈに対応するｂｉｔ７
はＯＮになっているので、ＯＳＤ画像Ｌに対する記憶更新処理はなされない。一方で、座
標記憶部１１５ａの領域番号Ｄに座標（Ｍｘ１，Ｍｙ１）、（Ｍｘ２，Ｍｙ２）が記憶済
みであり、領域番号Ｄに対応するｂｉｔ３がＯＦＦになっているので、図６（３）に示さ
れるように、ｂｉｔ３をＯＮに更新する処理がなされる。
【００４７】
　次いで、ユーザによる操作部２００の操作により、表示画面９０ａ上に、図２に示され
るＯＳＤ画像Ｌ、Ｍに加えてＯＳＤ画像Ｎも同時に表示され、ＣＰＵ１１０が、ＯＳＤ画
像Ｌ、Ｍの始点及び終点の座標と当該画像を表示状態にする要求、及び、ＯＳＤ画像Ｎの
始点の座標（Ｎｘ１，Ｎｙ１）及び終点の座標（Ｎｘ２，Ｎｙ２）と当該画像を表示状態
にする要求を受信したものとする。
　この場合、図６（３）に示されるように、座標記憶部１１５ａの領域番号Ｈに座標（Ｌ
ｘ１，Ｌｙ１）、（Ｌｘ２，Ｌｙ２）が記憶済みであり、領域番号Ｈに対応するｂｉｔ７
はＯＮになっており、領域番号Ｄに座標（Ｍｘ１，Ｍｙ１）、（Ｍｘ２，Ｍｙ２）が記憶
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済みであり、領域番号Ｄに対応するｂｉｔ３がＯＮになっているので、ＯＳＤ画像Ｌ、Ｍ
に対する記憶更新処理はなされない。
【００４８】
　一方で、領域番号Ａ～Ｈの何れにも座標（Ｎｘ１，Ｎｙ１）、（Ｎｘ２，Ｎｙ２）は記
憶されていない。
　そのため、ＣＰＵ１１０は、フラグ設定部１１５ｂの中でフラグがＯＦＦに設定されて
いるｂｉｔのみを抽出し、当該抽出されたｂｉｔに対応する領域番号の中で最も使用頻度
が低い領域番号を特定し、当該領域番号の座標をＯＳＤ画像Ｎの始点及び終点の座標に更
新（上書き）する処理を行う。
　つまり、ＣＰＵ１１０は、図６（４）に示されるように、フラグ設定部１１５ｂの中か
らｂｉｔ０～ｂｉｔ２、ｂｉｔ４～ｂｉｔ６を抽出し、当該ｂｉｔに対応した領域番号（
領域番号Ａ～Ｃ、領域番号Ｅ～Ｇ）のうち、最も下位にある領域番号Ｇの座標を（Ｎｘ１
，Ｎｙ１）、（Ｎｘ２，Ｎｙ２）に更新し、領域番号Ｇに対応するｂｉｔ６をＯＮに更新
する処理を行う。
【００４９】
　次いで、ユーザによる操作部２００の操作により、表示画面９０ａ上に、図２に示され
るＯＳＤ画像Ｌ、Ｍ、Ｎが全て非表示とされ、ＣＰＵ１１０が、ＯＳＤ画像Ｌ、Ｍ、Ｎの
始点及び終点の座標と当該画像を全て非表示状態にする要求を受信したものとする。
　この場合、図７（４）に示されるように、座標記憶部１１５ａの領域番号Ｈ、Ｄ、Ｇに
ＯＳＤ画像Ｌ、Ｍ、Ｎの始点及び終点の座標が記憶済みであり、領域番号Ｈ、Ｄ、Ｇに対
応するｂｉｔ７、３、６はＯＮになっているので、図７（５）に示されるように、ｂｉｔ
７、３、６をＯＦＦに更新する処理がなされる。
【００５０】
　以上のように、本実施形態における表示装置１の「変形例１」によれば、レジスタ記憶
更新プログラム１３０ａにより、レジスタ１１５の座標記憶部１１５ａに、経験的に使用
頻度が高いことが把握されているＯＳＤ画像の始点及び終点の座標値がＲＯＭ１３０の領
域指定データ１３０ｃより取得され、当該使用頻度の高い順に、予め領域番号Ａ～Ｈに記
憶されるので、レジスタ記憶更新プログラム１３０ａを実行する際の、ＯＳＤ画像の始点
及び終点の座標を新たに座標記憶部１１５ａに記憶する回数を好適に削減することが出来
る。
　そのため、切換え前のＯＳＤ画像が残像として表示されてしまう等の問題を一層好適に
解消することができる。
【００５１】
　なお、本発明の範囲は上記実施形態に限られることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲において種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。
　例えば、表示装置１を、デジタル放送受信用のテレビジョンとして、デジタル放送信号
を受信し、当該信号に含まれるデータ放送用のデータを静止画像として、デジタル放送信
号に重畳し、表示画面に表示するものであってもよい。
　また、「変形例１」のレジスタ１１５において、領域番号Ａ～Ｈのそれぞれに記憶され
た座標が使用された回数、すなわち、領域番号Ａ～Ｈのそれぞれに対応するフラグがＯＮ
にされた回数を計数するカウンタを設け、当該回数に基づいて、領域番号Ａ～Ｈに記憶さ
れた座標を、使用頻度の高い順に入れ替えることができるように構成しても良い。これに
よって、座標の更新処理がなされる領域番号は、その都度最も使用頻度が低いものとする
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本実施形態における表示装置の要部構成を例示するブロック図である。
【図２】本実施形態における表示装置の表示画面上にＯＳＤ表示がなされた状態を示す図
である。
【図３】本実施形態におけるレジスタの構成を例示する図である。
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【図４】本実施形態におけるレジスタの構成を例示する図である。
【図５】本実施形態における画像調整処理を説明するフローチャートである。
【図６】本実施形態における別のレジスタの構成を例示する図である。
【図７】本実施形態における別のレジスタの構成を例示する図である。
【符号の説明】
【００５３】
１　　　　表示装置
１０　　　信号入力部
３０　　　映像処理部
３０ａ　　Ａ／Ｄ変換部
３０ｂ　　デコーダ
３０ｃ　　ＩＰ変換部
３０ｄ　　スケーラ
３０ｅ　　ＯＳＤ処理部（重畳手段）
５０　　　同期信号制御回路
８０　　　画質調整部（画質調整手段、禁止制御手段）
８０ａ　　画質調整回路
８０ｂ　　遅延回路
８０ｃ　　スイッチ
９０　　　液晶表示部（表示手段）
９０ａ　　表示画面
１００　　制御部
１１０　　ＣＰＵ（取得手段、判断手段、第１記憶制御手段、指定手段、禁止制御手段、
第２記憶制御手段）
１１５　　レジスタ（第２記憶部）
１１５ａ　座標記憶部
１１５ｂ　フラグ設定部
１２０　　ＲＡＭ
１３０　　ＲＯＭ（第１記憶部）
１３０ａ　レジスタ記憶更新プログラム（取得手段、判断手段、第１記憶制御手段、指定
手段、第２記憶制御手段）
１３０ｂ　画質調整制御プログラム（禁止制御手段）
１３０ｃ　領域指定データ
２００　　操作部（指定手段）
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