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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像解像度フォーマットが異なる複数種類の圧縮画像データを復号する画像復号手段と、
　前記画像復号手段で復号された復号画像データが第１の画像解像度フォーマットでない
場合には、その復号画像データを前記第１の画像解像度フォーマットに変換して出力し、
その復号画像データが前記第１の画像解像度フォーマットである場合には、その復号画像
データをそのまま出力する第１の画像解像度フォーマット変換手段と、
　前記第１の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データに同期して重畳
する第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤを生成するＯＳＤ生成手段と、
　前記ＯＳＤ生成手段で生成された前記第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤ、及び前
記第１の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データを重畳するＯＳＤ合
成手段と、
　前記ＯＳＤ合成手段で合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データを前
記第１の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第２の
画像解像度フォーマットの画像データに変換する第２の画像解像度フォーマット変換手段
と、
　前記ＯＳＤ合成手段で合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データを前
記第２の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第３の
画像解像度フォーマットの画像データに変換する第３の画像解像度フォーマット変換手段
と、
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　表示機器が接続される複数の出力端子と、
　前記ＯＳＤ合成手段、前記第２の画像解像度フォーマット変換手段及び前記第３の画像
解像度フォーマット変換手段に接続され、前記第１の画像解像度フォーマットの画像デー
タ、前記第２の画像解像度フォーマットの画像データ及び前記第３の画像解像度フォーマ
ットの画像データを入力し、選択して出力出来る出力切替手段と、
　前記出力端子に接続される表示機器が表示出来る画像解像度フォーマットに対応する画
像データを、対応するそれぞれの前記出力端子に出力するように前記出力切替手段に指示
する処理手段とを備えた、ＯＳＤ合成画像復号装置。
【請求項２】
前記出力端子とその出力端子に接続される前記表示機器が表示出来る画像解像度フォーマ
ットとの関係を入力し設定するための画像解像度フォーマット設定手段をさらに備え、
　前記処理手段は、前記画像解像度フォーマット設定手段から前記関係を入力し、その関
係に従って指示する、請求項１記載のＯＳＤ合成画像復号装置。
【請求項３】
前記出力切替手段と前記複数の出力端子のうちの少なくとも一つの出力端子との間に設け
られ、その出力端子に接続されている前記表示機器の画像解像度フォーマットを示す情報
を取得し、前記処理手段に出力する画像解像度フォーマット取得手段をさらに備えた、請
求項１記載のＯＳＤ合成画像復号装置。
【請求項４】
前記処理手段は、復号された前記復号画像データの中のストリーム情報に基づいて、出力
してもよい画像解像度フォーマットの種類を判断し、前記出力切替手段を制御する、請求
項１記載のＯＳＤ合成画像復号装置。
【請求項５】
前記圧縮画像データは、ＤＶＤから読み出された圧縮画像データであり、
　前記ストリーム情報には、ディジタルコピーコントロールディスクリプタが含まれてお
り、
　前記処理手段は、前記ディジタルコピーコントロールディスクリプタがコピー不可を示
している画像解像度フォーマットについては、アナログ出力する際には、前記第１の画像
解像度フォーマットでの出力を禁止する、請求項４記載のＯＳＤ合成画像復号装置。
【請求項６】
画像解像度フォーマットが異なっている前記表示機器が、複数台同時に接続された場合、
前記処理手段は、それぞれの前記出力端子に接続されるそれぞれの前記表示機器が表示出
来る画像解像度フォーマットに対応する画像データを、対応するそれぞれの前記出力端子
に出力するように前記出力切替手段に指示する、請求項１記載のＯＳＤ合成画像復号装置
。
【請求項７】
前記第１の画像解像度フォーマット変換手段は、復号された前記復号画像データのピクセ
ルのクロック周波数及び水平同期信号の周波数及び垂直同期信号の周波数の少なくとも一
つ以上を利用して前記復号画像データの画像解像度フォーマットを判断し、その判断した
画像解像度フォーマットに基づいて前記第１の画像解像度フォーマットへの拡大率を決定
する、請求項１記載のＯＳＤ合成画像復号装置。
【請求項８】
前記処理手段は、復号された前記復号画像データの中のストリーム情報から前記復号画像
データの画像解像度フォーマットを判断し、その判断した画像解像度フォーマットに基づ
いて前記第１の画像解像度フォーマットへの拡大率を決定し、前記第１の画像解像度フォ
ーマット変換手段に前記拡大率を通知し、
　前記第１の画像解像度フォーマット変換手段は、通知された前記拡大率を用いて復号さ
れた前記復号画像データを前記第１の画像解像度フォーマットに変換する、請求項１記載
のＯＳＤ合成画像復号装置。
【請求項９】
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前記第１の画像解像度フォーマットは、１０８０ｉ画像解像度フォーマットであり、
　前記第２の画像解像度フォーマットは、４８０ｐ画像解像度フォーマットであり、
　前記第３の画像解像度フォーマットは、４８０ｉ画像解像度フォーマットである、請求
項１記載のＯＳＤ合成画像復号装置。
【請求項１０】
画像解像度フォーマットが異なる複数種類の圧縮画像データを復号する画像復号ステップ
と、
　前記画像復号ステップで復号された復号画像データが第１の画像解像度フォーマットで
ない場合には、その復号画像データを前記第１の画像解像度フォーマットに変換して出力
し、その復号画像データが前記第１の画像解像度フォーマットである場合には、その復号
画像データをそのまま出力する第１の画像解像度フォーマット変換ステップと、
　前記第１の画像解像度フォーマット変換ステップからの画像データに同期して重畳する
第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤを生成するＯＳＤ生成ステップと、
　前記ＯＳＤ生成ステップで生成された前記第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤ、及
び前記第１の画像解像度フォーマット変換ステップから出力された画像データを重畳する
ＯＳＤ合成ステップと、
　前記ＯＳＤ合成ステップで合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データ
を第１の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第２の
画像解像度フォーマットの画像データに変換する第２の画像解像度フォーマット変換ステ
ップと、
　前記ＯＳＤ合成ステップで合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データ
を前記第２の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第
３の画像解像度フォーマットの画像データに変換する第３の画像解像度フォーマット変換
ステップと、
　前記ＯＳＤ合成ステップからの前記第１の画像解像度フォーマットの画像データ及び前
記第２の画像解像度フォーマット変換ステップからの前記第２の画像解像度フォーマット
の画像データ及び前記第３の画像解像度フォーマット変換ステップからの前記第３の画像
解像度フォーマットの画像データを入力し、選択して出力出来る出力切替ステップと、
　表示機器が接続される複数の出力端子に接続される前記表示機器が表示出来る画像解像
度フォーマットに対応する画像データを、対応するそれぞれの前記出力端子に出力するよ
うに前記出力切替ステップに指示する処理ステップとを備えた、ＯＳＤ合成画像復号方法
。
【請求項１１】
請求項１記載のＯＳＤ合成画像復号装置の、画像解像度フォーマットが異なる複数種類の
圧縮画像データを復号する画像復号手段と、
　前記画像復号手段で復号された復号画像データが第１の画像解像度フォーマットでない
場合には、その復号画像データを前記第１の画像解像度フォーマットに変換して出力し、
その復号画像データが前記第１の画像解像度フォーマットである場合には、その復号画像
データをそのまま出力する第１の画像解像度フォーマット変換手段と、
　前記第１の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データに同期して重畳
する第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤを生成するＯＳＤ生成手段と、
　前記ＯＳＤ生成手段で生成された前記第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤ、及び前
記第１の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データを重畳するＯＳＤ合
成手段と、
　前記ＯＳＤ合成手段で合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データを前
記第１の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第２の
画像解像度フォーマットの画像データに変換する第２の画像解像度フォーマット変換手段
と、
　前記ＯＳＤ合成手段で合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データを前
記第２の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第３の
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画像解像度フォーマットの画像データに変換する第３の画像解像度フォーマット変換手段
と、
　前記ＯＳＤ合成手段、前記第２の画像解像度フォーマット変換手段及び前記第３の画像
解像度フォーマット変換手段に接続され、前記第１の画像解像度フォーマットの画像デー
タ、前記第２の画像解像度フォーマットの画像データ及び前記第３の画像解像度フォーマ
ットの画像データを入力し、選択して出力出来る出力切替手段と、
　前記出力端子に接続される表示機器が表示出来る画像解像度フォーマットに対応する画
像データを、対応するそれぞれの前記出力端子に出力するように前記出力切替手段に指示
する処理手段として、
　コンピュータを機能させるためのプログラム。
【請求項１２】
請求項１１記載のプログラムを担持した記録媒体であって、コンピュータにより処理可能
な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディジタルＴＶ放送などで送信される番組ガイドや、ＤＶＤレコーダなどの
記録再生装置の動作状態を示す情報を、復号した画像データに重ね合わせて外部の表示機
器に出力する、ＤＶＤレコーダ、ディジタルチューナ内蔵ディスク記録再生装置などの、
ＯＳＤ合成画像復号装置、ＯＳＤ画像復号方法、プログラム、及び記録媒体に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　ディジタルＴＶ放送などで送信される番組ガイドや、ＤＶＤレコーダなどの記録再生装
置の動作状態を示す情報を復号した画像データに重ね合わせて外部の表示機器に表示させ
るＯＳＤ機能を持つ装置がある。例えば、このようなＯＳＤ機能を持つ装置を用いると、
送信されてきた番組ガイドや、画像データの再生や早送りや巻き戻しなどの動作状態や操
作メニューなどを、外部の表示機器に表示される画像に重ね合わせて表示することが出来
る。
【０００３】
　このようなＯＳＤ機能を持つ従来のＯＳＤ合成画像復号装置としては、復号装置を用い
たディジタル放送受信装置が知られていた（例えば、特許文献１の段落００２６から段落
００５７まで、及び図１）。
【０００４】
　図６は、特許文献１に記載された従来のＯＳＤ合成画像復号装置を示すものである。
【０００５】
　図６において、符号化データであるビットストリームは、端子１５１からＭＰＥＧ復号
回路１０１に入力され、メモリーコントローラ１０４を介して、一旦ＲＡＭ２０１に転送
され、格納される。ＲＡＭ２０１に格納された復号画像データは、表示すべき順序でメモ
リーコントローラ１０４を介してＭＰＥＧ復号回路１０１によって読み出され、復号画像
解像度フォーマット変換回路１０２に転送される。復号画像解像度フォーマット変換回路
１０２では、復号画像の画像解像度フォーマット（４８０ｉ画像解像度フォーマット、４
８０ｐ画像解像度フォーマット、１０８０ｉ画像解像度フォーマットなど）を出力すべき
ディスプレイの画像解像度フォーマットに合うように画素サイズを水平方向・垂直方向に
ついて拡大／縮小処理を行う。例えば、出力すべきディスプレイの画像解像度フォーマッ
トが４８０ｉ画像解像度フォーマットである場合、復号画像解像度フォーマット変換回路
１０２は、復号画像データが４８０ｉ画像解像度フォーマットになるように画素サイズを
水平方向・垂直方向について拡大／縮小処理を行う。復号画像解像度フォーマット変換回
路１０２によりフォーマット変換された復号画像は、合成回路１３３に転送される。合成
回路１３３に転送する場合、転送される画素の出力レートは表示回路１３４から復号画像
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解像度フォーマット変換回路１０２に供給される。各画素は、この画素レートに同期して
転送される。
【０００６】
　復号画像に合成されるべきグラフィックデータは、マイクロコントローラ２０２で作成
される。グラフィックデータの情報元がテキストデータの場合は、メモリ２０３に格納さ
れており、同じくメモリ２０３に格納されているグラフィック生成プログラムに従って、
必要な文字フォントデータをフォントＲＯＭ２０４から読み出し、グラフィックデータを
発生させる。
【０００７】
　マイクロコントローラ２０２は２５６色の色データをＣＬＵＴ（Ｃｏｌｏｒ　Ｌｏｏｋ
　Ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）参照回路１３１内に設けられたカラールックアップテーブルに転送
する。
【０００８】
　ＣＬＵＴ参照回路１３１は、ＯＳＤグラフィックデータをメモリ２０３からメモリーコ
ントローラ１０４を介して読み出す。読み出されたデータは各画素ごとのパレット番号を
意味しており、ＣＬＵＴ参照回路１３１では各画素に対応する２４ビットの輝度、色差情
報をカラールックアップテーブルより参照する。各画素の輝度、色差情報はＯＳＤ画像解
像度フォーマット変換回路１３２へ送られる。ＯＳＤ画像解像度フォーマット変換回路１
３２では、輝度、色差信号のそれぞれについて水平画素数の縮小、垂直画素数の縮小処理
を行う。例えば、出力すべきディスプレイの画像解像度フォーマットが４８０ｉ画像解像
度フォーマットである場合、ＯＳＤ画像解像度フォーマット変換回路１３２は、輝度、色
差信号のそれぞれについて４８０ｉ画像解像度フォーマットに適するように水平画素数の
縮小、垂直画素数の縮小処理を行う。
【０００９】
　合成回路１３３では、表示回路１３４から現在の走査線の画素位置をもらい、復号画像
とＯＳＤ画像データから現在の画素位置に対応するデータをそれぞれ参照し、所定の比率
で合成して表示回路１３４に出力する。表示回路１３４は外部ディスプレイに適合した同
期信号とともに、ＯＳＤ合成された画像データを出力する。
【００１０】
　上記では、出力すべきディスプレイの画像解像度フォーマットが４８０ｉ画像解像度フ
ォーマットである場合について説明したが、これとは異なり、出力すべきディスプレイの
画像解像度フォーマットが４８０ｐ画像解像度フォーマットである場合には、復号画像解
像度フォーマット変換回路１０２及びＯＳＤ画像解像度フォーマット変換回路１３２は以
下のように動作する。
【００１１】
　すなわち、復号画像解像度フォーマット変換回路１０２は、復号画像データが４８０ｐ
画像解像度フォーマットになるように画素サイズを水平方向・垂直方向について拡大／縮
小処理を行う。
【００１２】
　また、ＯＳＤ画像解像度フォーマット変換回路１３２は、ＯＳＤグラフィックデータか
ら求められた輝度、色差信号のそれぞれについて４８０ｐ画像解像度フォーマットに適合
するように水平画素数の縮小、垂直画素数の縮小処理を行う。
【００１３】
　すなわち、従来のＯＳＤ合成画像復号装置のＯＳＤ画像解像度フォーマット変換回路１
３２は、出力すべきディスプレイの画像解像度フォーマットに適合するように、ＯＳＤグ
ラフィックデータから求められた輝度、色差信号のそれぞれについて水平画素数の縮小、
垂直画素数の縮小処理を行っていた。従って、従来のＯＳＤ合成画像復号装置に４８０ｉ
画像解像度フォーマット対応のディスプレイが接続されている場合と、４８０ｐ画像解像
度フォーマット対応のディスプレイが接続されている場合とで、ＯＳＤ画像解像度フォー
マット変換回路１３２は、異なった縮小率で、ＯＳＤグラフィックデータから求められた
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輝度、色差信号のそれぞれについて水平画素数の縮小、垂直画素数の縮小処理を行う。
【００１４】
　このように、従来のＯＳＤ合成画像復号装置は、ＯＳＤグラフィックデータから求めら
れた輝度、色差信号であるＯＳＤデータを生成する際、出力すべきディスプレイの画像解
像度フォーマットに適合するように、ＯＳＤデータの水平画素数の縮小、垂直画素数の縮
小処理を行っていた。
【特許文献１】特開２０００－３４７６３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、上記従来の構成ではＤ３端子対応テレビやコンポジット対応テレビ等の
ような異なる画像解像度フォーマットを持つ表示機器を同時に複数接続した場合には、復
号画像解像度フォーマット変換回路やＯＳＤ画像解像度フォーマット変換回路が１つしか
ないので、いずれかの表示機器にしか合成画像を出力できないという課題を有していた。
【００１６】
　また、上記従来の構成では、ＯＳＤ合成画像復号装置に異なる画像解像度フォーマット
を持つ表示機器を接続し直した場合でも、ＯＳＤ合成画像を正常に表示出来るように、Ｏ
ＳＤ画像解像度フォーマット変換回路１３２は、接続し直された表示機器の画像解像度フ
ォーマットに適合するように異なった縮小率でＯＳＤデータの水平画素数の縮小、垂直画
素数の縮小処理を行うことが出来る必要がある。
【００１７】
　すなわち、従来のＯＳＤ合成画像復号装置では、異なる画像解像度フォーマットを持つ
表示機器が接続し直された場合でも表示機器の画像解像度フォーマットに適合したＯＳＤ
合成画像を生成出来るように、異なった縮小率でＯＳＤデータの水平画素数の縮小、垂直
画素数の縮小処理を行うことが出来る高度な機能が必要があるので、装置構成が複雑にな
るという課題がある。
【００１８】
　本発明は、上記従来の技術の課題を考慮し、画像解像度フォーマットの異なる複数の表
示機器を同時に接続してもそれぞれの画像解像度フォーマットに合わせた画像データを出
力することができるＯＳＤ合成画像復号装置、ＯＳＤ画像復号方法、プログラム、及び記
録媒体を提供することを目的とするものである。
【００１９】
　また、本発明は、上記従来の課題を考慮し、ＯＳＤデータを生成して復号画像と合成す
る構成がより単純な構成で実現出来るＯＳＤ合成画像復号装置、ＯＳＤ画像復号方法、プ
ログラム、及び記録媒体を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上述した課題を解決するために、第１の本発明は、画像解像度フォーマットが異なる複
数種類の圧縮画像データを復号する画像復号手段と、
　前記画像復号手段で復号された復号画像データが第１の画像解像度フォーマットでない
場合には、その復号画像データを前記第１の画像解像度フォーマットに変換して出力し、
その復号画像データが前記第１の画像解像度フォーマットである場合には、その復号画像
データをそのまま出力する第１の画像解像度フォーマット変換手段と、
　前記第１の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データに同期して重畳
する第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤを生成するＯＳＤ生成手段と、
　前記ＯＳＤ生成手段で生成された前記第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤ、及び前
記第１の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データを重畳するＯＳＤ合
成手段と、
　前記ＯＳＤ合成手段で合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データを前
記第１の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第２の
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画像解像度フォーマットの画像データに変換する第２の画像解像度フォーマット変換手段
と、
　前記ＯＳＤ合成手段で合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データを前
記第２の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第３の
画像解像度フォーマットの画像データに変換する第３の画像解像度フォーマット変換手段
と、
　表示機器が接続される複数の出力端子と、
　前記ＯＳＤ合成手段、前記第２の画像解像度フォーマット変換手段及び前記第３の画像
解像度フォーマット変換手段に接続され、前記第１の画像解像度フォーマットの画像デー
タ、前記第２の画像解像度フォーマットの画像データ及び前記第３の画像解像度フォーマ
ットの画像データを入力し、選択して出力出来る出力切替手段と、
　前記出力端子に接続される表示機器が表示出来る画像解像度フォーマットに対応する画
像データを、対応するそれぞれの前記出力端子に出力するように前記出力切替手段に指示
する処理手段とを備えた、ＯＳＤ合成画像復号装置である。
【００２１】
　また、第２の本発明は、前記出力端子とその出力端子に接続される前記表示機器が表示
出来る画像解像度フォーマットとの関係を入力し設定するための画像解像度フォーマット
設定手段をさらに備え、
　前記処理手段は、前記画像解像度フォーマット設定手段から前記関係を入力し、その関
係に従って指示する、第１の本発明のＯＳＤ合成画像復号装置である。
【００２２】
　また、第３の本発明は、前記出力切替手段と前記複数の出力端子のうちの少なくとも一
つの出力端子との間に設けられ、その出力端子に接続されている前記表示機器の画像解像
度フォーマットを示す情報を取得し、前記処理手段に出力する画像解像度フォーマット取
得手段をさらに備えた、第１の本発明のＯＳＤ合成画像復号装置である。
【００２３】
　また、第４の本発明は、前記処理手段は、復号された前記復号画像データの中のストリ
ーム情報に基づいて、出力してもよい画像解像度フォーマットの種類を判断し、前記出力
切替手段を制御する、第１の本発明のＯＳＤ合成画像復号装置である。　
【００２４】
　また、第５の本発明は、前記圧縮画像データは、ＤＶＤから読み出された圧縮画像デー
タであり、
　前記ストリーム情報には、ディジタルコピーコントロールディスクリプタが含まれてお
り、
　前記処理手段は、前記ディジタルコピーコントロールディスクリプタがコピー不可を示
している画像解像度フォーマットについては、アナログ出力する際には、前記第１の画像
解像度フォーマットでの出力を禁止する、第４の本発明のＯＳＤ合成画像復号装置である
。
【００２５】
　また、第６の本発明は、画像解像度フォーマットが異なっている前記表示機器が、複数
台同時に接続された場合、前記処理手段は、それぞれの前記出力端子に接続されるそれぞ
れの前記表示機器が表示出来る画像解像度フォーマットに対応する画像データを、対応す
るそれぞれの前記出力端子に出力するように前記出力切替手段に指示する、第１の本発明
の記載のＯＳＤ合成画像復号装置である。
【００２６】
　また、第７の本発明は、前記第１の画像解像度フォーマット変換手段は、復号された前
記復号画像データのピクセルのクロック周波数及び水平同期信号の周波数及び垂直同期信
号の周波数の少なくとも一つ以上を利用して前記復号画像データの画像解像度フォーマッ
トを判断し、その判断した画像解像度フォーマットに基づいて前記第１の画像解像度フォ
ーマットへの拡大率を決定する、第１の本発明のＯＳＤ合成画像復号装置である。
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【００２７】
　また、第８の本発明は、前記処理手段は、復号された前記復号画像データの中のストリ
ーム情報から前記復号画像データの画像解像度フォーマットを判断し、その判断した画像
解像度フォーマットに基づいて前記第１の画像解像度フォーマットへの拡大率を決定し、
前記第１の画像解像度フォーマット変換手段に前記拡大率を通知し、
　前記第１の画像解像度フォーマット変換手段は、通知された前記拡大率を用いて復号さ
れた前記復号画像データを前記第１の画像解像度フォーマットに変換する、第１の本発明
のＯＳＤ合成画像復号装置である。
【００２８】
　また、第９の本発明は、前記第１の画像解像度フォーマットは、１０８０ｉ画像解像度
フォーマットであり、
　前記第２の画像解像度フォーマットは、４８０ｐ画像解像度フォーマットであり、
　前記第３の画像解像度フォーマットは、４８０ｉ画像解像度フォーマットである、第１
の本発明のＯＳＤ合成画像復号装置である。
【００２９】
　また、第１０の本発明は、画像解像度フォーマットが異なる複数種類の圧縮画像データ
を復号する画像復号ステップと、
　前記画像復号ステップで復号された復号画像データが第１の画像解像度フォーマットで
ない場合には、その復号画像データを前記第１の画像解像度フォーマットに変換して出力
し、その復号画像データが前記第１の画像解像度フォーマットである場合には、その復号
画像データをそのまま出力する第１の画像解像度フォーマット変換ステップと、
　前記第１の画像解像度フォーマット変換ステップからの画像データに同期して重畳する
第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤを生成するＯＳＤ生成ステップと、
　前記ＯＳＤ生成ステップで生成された前記第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤ、及
び前記第１の画像解像度フォーマット変換ステップから出力された画像データを重畳する
ＯＳＤ合成ステップと、
　前記ＯＳＤ合成ステップで合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データ
を第１の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第２の
画像解像度フォーマットの画像データに変換する第２の画像解像度フォーマット変換ステ
ップと、
　前記ＯＳＤ合成ステップで合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データ
を前記第２の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第
３の画像解像度フォーマットの画像データに変換する第３の画像解像度フォーマット変換
ステップと、
　前記ＯＳＤ合成ステップからの前記第１の画像解像度フォーマットの画像データ及び前
記第２の画像解像度フォーマット変換ステップからの前記第２の画像解像度フォーマット
の画像データ及び前記第３の画像解像度フォーマット変換ステップからの前記第３の画像
解像度フォーマットの画像データを入力し、選択して出力出来る出力切替ステップと、
　表示機器が接続される複数の出力端子に接続される前記表示機器が表示出来る画像解像
度フォーマットに対応する画像データを、対応するそれぞれの前記出力端子に出力するよ
うに前記出力切替ステップに指示する処理ステップとを備えた、ＯＳＤ合成画像復号方法
である。
【００３０】
　また、第１１の本発明は、第１の本発明のＯＳＤ合成画像復号装置の、画像解像度フォ
ーマットが異なる複数種類の圧縮画像データを復号する画像復号手段と、
　前記画像復号手段で復号された復号画像データが第１の画像解像度フォーマットでない
場合には、その復号画像データを前記第１の画像解像度フォーマットに変換して出力し、
その復号画像データが前記第１の画像解像度フォーマットである場合には、その復号画像
データをそのまま出力する第１の画像解像度フォーマット変換手段と、
　前記第１の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データに同期して重畳
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する第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤを生成するＯＳＤ生成手段と、
　前記ＯＳＤ生成手段で生成された前記第１の画像解像度フォーマット用ＯＳＤ、及び前
記第１の画像解像度フォーマット変換手段から出力された画像データを重畳するＯＳＤ合
成手段と、
　前記ＯＳＤ合成手段で合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データを前
記第１の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第２の
画像解像度フォーマットの画像データに変換する第２の画像解像度フォーマット変換手段
と、
　前記ＯＳＤ合成手段で合成された前記第１の画像解像度フォーマットの画像データを前
記第２の画像解像度フォーマットより解像度が低い画像解像度フォーマットである第３の
画像解像度フォーマットの画像データに変換する第３の画像解像度フォーマット変換手段
と、
　前記ＯＳＤ合成手段、前記第２の画像解像度フォーマット変換手段及び前記第３の画像
解像度フォーマット変換手段に接続され、前記第１の画像解像度フォーマットの画像デー
タ、前記第２の画像解像度フォーマットの画像データ及び前記第３の画像解像度フォーマ
ットの画像データを入力し、選択して出力出来る出力切替手段と、
　前記出力端子に接続される表示機器が表示出来る画像解像度フォーマットに対応する画
像データを、対応するそれぞれの前記出力端子に出力するように前記出力切替手段に指示
する処理手段として、
　コンピュータを機能させるためのプログラムである。
【００３１】
　また、第１２の本発明は、第１１の本発明のプログラムを担持した記録媒体であって、
コンピュータにより処理可能な記録媒体である。
【００３２】
　本構成によって、異なる画像解像度フォーマットを持つ表示機器を同時に複数接続した
場合、同時に出画することができる。
【発明の効果】
【００３３】
　　本発明は、異なる画像解像度フォーマットを持つ表示機器を同時に複数接続した場合
でも、異なる画像解像度フォーマットの画像データを同時に出画することができるＯＳＤ
合成画像復号装置、ＯＳＤ合成画像復号方法、プログラム、及び記録媒体を提供すること
が出来る。
【００３４】
　また、本発明は、ＯＳＤデータを生成する構成がより単純な構成で実現出来るＯＳＤ合
成画像復号装置、ＯＳＤ画像復号方法、プログラム、及び記録媒体を提供することが出来
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下に本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００３６】
　（実施の形態１）
　実施の形態１では、ＯＳＤ合成画像復号装置に外部接続されるモニタの画像解像度フォ
ーマットを示す情報を予め操作者からの指示に基づいて設定しておき、その画像解像度フ
ォーマットを示す情報に基づいて異なった画像解像度フォーマットのモニタが複数接続さ
れている場合であっても複数のモニタにＯＳＤデータを合成した合成画像を出力する事が
出来るＯＳＤ合成画像復号装置について説明する。
【００３７】
　図１は本発明の実施の形態１におけるＯＳＤ合成画像復号装置のブロック図である。
【００３８】
　ＯＳＤ合成画像復号装置は、高解像度用ＭＰＥＧ２復号器１１、低解像度用ＭＰＥＧ２
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復号器１２、画像入力選択器２０、マイクロコンピュータ（以下マイコンと呼ぶ）３０、
１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０、ＯＳＤ合成器５０、ＯＳＤ生成器５１、
４８０ｐ画像解像度フォーマット変換器６０、４８０ｉ画像解像度フォーマット変換器６
１、画像出力切替器７０、Ｄ３端子８２、及びコンポジット端子８３を備えている。
【００３９】
　高解像度用ＭＰＥＧ２復号器１１は、圧縮された高解像度画像データ（以下高解像度の
インターレース画像データを１０８０ｉ画像と呼ぶ）のビットストリームを復号する手段
である。
【００４０】
　低解像度用ＭＰＥＧ２復号器１２は、圧縮された低解像度画像データ（以下低解像度の
インターレース画像データを４８０ｉ画像と呼ぶ）のビットストリームを復号する手段で
ある。
【００４１】
　画像入力選択器２０は、マイコン３０から送られてくる切替信号に従って出画する復号
画像データを１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０へ出力させる手段である。
【００４２】
　マイコン３０は、出画する復号画像データを選択するために、画像入力選択器２０に切
替信号を送るとともに、画像出力切替器７０に画像解像度フォーマット切替信号を送り、
各端子へ送るＯＳＤ付き画像データを選択する手段である。
【００４３】
　画像解像度フォーマット設定手段９５は、Ｄ３端子８２やコンポジット端子８３に外部
接続されるモニタの画像解像度フォーマットを予め操作者からの指示に従って設定する手
段である。
【００４４】
　１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０は、画像入力選択器２０から送られてく
る復号画像データを１０８０ｉ画像解像度フォーマットの画像へ拡大する手段である。
【００４５】
　ＯＳＤ合成器５０は、１０８０ｉ画像解像度フォーマットのＯＳＤデータと１０８０ｉ
画像を画素毎に合成し出力する手段である。
【００４６】
　ＯＳＤ生成器５１は、１０８０ｉ画像解像度フォーマットのＯＳＤデータをＯＳＤ合成
器５０へ送る手段である。
【００４７】
　４８０ｐ画像解像度フォーマット変換器６０は、ＯＳＤ付き１０８０ｉ画像のデータを
ＯＳＤ付き４８０ｐ画像（４８０ｉ画像のプログレッシブ画像）に縮小する手段である。
【００４８】
　４８０ｉ画像解像度フォーマット変換器６１は、ＯＳＤ付き１０８０ｉ画像のデータを
ＯＳＤ付き４８０ｉ画像に縮小する手段である。
【００４９】
　画像出力切替器７０は、マイコン３０から送られてきた画像解像度フォーマット切替信
号に従って各端子へ送るＯＳＤ付き画像データを選択する手段である。
【００５０】
　Ｄ３端子８２は、４８０ｉ画像、４８０ｐ画像、１０８０ｉ画像の出力が可能な端子で
ある。
【００５１】
　コンポジット端子８３は、４８０ｉ画像のみ出力可能な端子である。
【００５２】
　また、図１の破線で囲んだ部分はシステムＬＳＩ８５として１チップのＬＳＩで構成さ
れている。すなわち、画像入力選択器２０、マイコン３０、１０８０ｉ画像解像度フォー
マット変換器４０、ＯＳＤ合成器５０、ＯＳＤ生成器５１、４８０ｐ画像解像度フォーマ
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ット変換器６０、４８０ｉ画像解像度フォーマット変換器６１、及び画像出力切替器７０
は、システムＬＳＩ８５として１チップのＬＳＩで構成されている。このように、システ
ムＬＳＩ８５として、ＯＳＤ合成画像復号装置の各構成要素を１チップ化することにより
、ＯＳＤ合成画像復号装置の組み立てコストを削減することが出来る。
【００５３】
　また、図１の高解像度用ＭＰＥＧ２復号器１１、低解像度用ＭＰＥＧ２復号器１２、及
び画像入力選択器２０は、画像復号手段９１を構成している。
【００５４】
　なお、本実施の形態の画像復号手段９１は本発明の画像復号手段の例である。本実施の
形態の１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０は本発明の第１の画像解像度フォー
マット変換手段の例である。本実施の形態のＯＳＤ生成器５１は本発明のＯＳＤ生成手段
の例である。本実施の形態のＯＳＤ合成器５０は本発明のＯＳＤ合成手段の例である。本
実施の形態の４８０ｐ画像解像度フォーマット変換器６０は本発明の第２の画像解像度フ
ォーマット変換手段の例である。本実施の形態の４８０ｉ画像解像度フォーマット変換器
６１は本発明の第３の画像解像度フォーマット変換手段の例である。本実施の形態のＤ３
端子８２及びコンポジット端子８３は本発明の複数の出力端子の例である。本実施の形態
の画像出力切替器７０は本発明の出力切替手段の例である。本実施の形態のマイコン３０
は本発明の処理手段の例である。本実施の形態の画像解像度フォーマット設定手段９５は
本発明の画像解像度フォーマット設定手段の例である。本実施の形態のモニタは本発明の
表示機器の例である。本実施の形態の１０８０ｉ画像は、本発明の第１の画像解像度フォ
ーマットの画像の例である。本実施の形態の４８０ｐ画像は、本発明の第２の画像解像度
フォーマットの画像の例である。本実施の形態の４８０ｉ画像は、本発明の第３の画像解
像度フォーマットの画像の例である。本実施の形態の１０８０ｉ画像解像度フォーマット
は、本発明の第１の画像解像度フォーマットの例である。本実施の形態の４８０ｐ画像解
像度フォーマットは、本発明の第２の画像解像度フォーマットの例である。本実施の形態
の４８０ｉ画像解像度フォーマットは、本発明の第３の画像解像度フォーマットの例であ
る。
【００５５】
　次に、このような本実施の形態の動作を説明する。
【００５６】
　図１において、高解像度用ＭＰＥＧ２復号器１１は、圧縮された高解像度画像データの
ビットストリームを復号する。復号した画像データは画像入力選択器２０へ入力される。
低解像度用ＭＰＥＧ２復号器１２は圧縮された低解像度画像データのビットストリームを
復号する。高解像度用ＭＰＥＧ２復号器１１と同様に復号した画像データは画像入力選択
器２０へ入力される。
【００５７】
　操作者（図示無し）は出画したい画像を、ユーザーインターフェース（図示なし）を使
ってマイコン３０に指示する。マイコン３０は、画像入力選択器２０に切替信号を送り、
出画したい復号画像データを１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０へ出力させる
。
【００５８】
　１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０は画像入力選択器２０から送られてくる
復号画像データを１０８０ｉ画像解像度フォーマットの画像へ拡大する。すなわち、１０
８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０は、画像入力選択器２０から送られてくる復号
画像データが１０８０ｉ画像ならば、画像解像度フォーマットの変換をせずにＯＳＤ合成
器５０へ送り、４８０ｉ画像ならば１０８０ｉ画像への拡大処理を行いＯＳＤ合成器５０
へ送る。１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０は入力する画像データのピクセル
クロックの周波数、水平同期信号の周波数、垂直同期信号の周波数から画像データの画像
解像度フォーマットを判断し拡大率を設定する。
【００５９】
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　ここで、画像データの画像解像度フォーマットの判断について、具体的に説明する。す
なわち、４８０ｉ画像では、垂直同期信号の周波数は５９．９４Ｈｚであり、水平同期信
号の周波数は１５．７３ｋＨｚであり、ピクセルクロックの周波数は２７ＭＨｚである。
また、４８０ｐ画像では、垂直同期信号の周波数は５９．９４Ｈｚであり、水平同期信号
の周波数は３１．４６ｋＨｚであり、ピクセルクロックの周波数は２７ＭＨｚである。す
なわち、４８０ｉ画像と４８０ｐ画像とは、水平同期信号の周波数が異なっている。従っ
て、１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０は、画像入力選択器２０から送られて
くる復号画像データの水平同期信号が１５．７３ｋＨｚであれば、４８０ｉ画像であると
判断し、また３１．４６ｋＨｚであれば４８０ｐ画像であると判断することが出来る。ま
た、１０８０ｉ画像は、４８０ｐ画像及び４８０ｉ画像に対して、水平同期信号及びピク
セルクロックの周波数が共に異なっている。従って、水平同期信号のみ、または水平同期
信号とピクセルクロック周波数とを共に調べることにより、４８０ｉ画像、４８０ｐ画像
、及び１０８０ｉ画像のいずれであるかを判断することが出来る。そして、４８０ｉ画像
か４８０ｐ画像か１０８０ｉ画像かが分かれば、拡大率を設定することが出来る。
【００６０】
　ＯＳＤ合成器５０は、１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０から入力した１０
８０ｉ画像のピクセルクロック信号、水平同期信号、垂直同期信号を抽出し、ＯＳＤ生成
器５１へ送る。ＯＳＤ生成器５１は入力したピクセルクロック信号、水平同期信号、垂直
同期信号に同期させて１０８０ｉ画像解像度フォーマットのＯＳＤデータをＯＳＤ合成器
５０へ送る。ＯＳＤ合成器５０は、１０８０ｉ画像解像度フォーマットのＯＳＤデータと
１０８０ｉ画像を画素毎に合成し出力する。
【００６１】
　ＯＳＤ合成器５０から出力されたＯＳＤ付き１０８０ｉ画像のデータは画像出力切替器
７０、４８０ｐ画像解像度フォーマット変換器６０及び４８０ｉ画像解像度フォーマット
変換器６１へ入力する。
【００６２】
　４８０ｐ画像解像度フォーマット変換器６０はＯＳＤ付き１０８０ｉ画像のデータをＯ
ＳＤ付き４８０ｐ画像（４８０ｉ画像のプログレッシブ画像）に縮小する装置で、画像出
力切替器７０へ出力する。４８０ｉ画像解像度フォーマット変換器６１はＯＳＤ付き１０
８０ｉ画像のデータをＯＳＤ付き４８０ｉ画像に縮小する装置で画像出力切替器７０へ出
力する。
【００６３】
　画像出力切替器７０には、４８０ｉ画像、４８０ｐ画像、１０８０ｉ画像の出力が可能
なＤ３端子８２及び、４８０ｉ画像のみ出力可能なコンポジット端子８３が接続されてい
る。
【００６４】
　マイコン３０は、画像出力切替器７０に画像解像度フォーマット切替信号を送り、各端
子へ送るＯＳＤ付き画像データを選択することができる。今、Ｄ３端子８２にＤ３端子対
応のモニタが接続されているならば、Ｄ３端子８２に、Ｄ３端子対応のモニタが対応出来
る最も高精細な画像である１０８０ｉ画像を出力するように画像解像度フォーマット切替
信号を送る。また、Ｄ３端子８２にＤ２端子対応のモニタが接続されていれば、Ｄ３端子
８２に、Ｄ２端子対応のモニタが対応出来る最も高精細な画像である４８０ｐ画像を出力
するように画像解像度フォーマット切替信号を送る。また、コンポジット端子８３に、コ
ンポジット端子対応のモニタが接続されているならば、マイコン３０は、コンポジット端
子８３に、コンポジット端子対応のモニタが唯一対応出来る画像である４８０ｉ画像を出
力するように画像解像度フォーマット切替信号を送る。
【００６５】
　なお、Ｄ３端子８２及びコンポジット端子８３にどのようなモニタが接続されているか
どうか、またそのモニタはどのような画像解像度フォーマットに対応したモニタであるか
の設定は、以下のように行うことが出来る。



(13) JP 4395778 B2 2010.1.13

10

20

30

40

50

【００６６】
　すなわち、画像解像度フォーマット設定手段９５には、操作メニューが設けられている
。図２に画像解像度フォーマット設定手段９５の操作メニュー部分を示す。図２に示すよ
うに、画像解像度フォーマット設定手段９５は、オン／オフスイッチであるボタン９５１
、９５２、９５２ａ、９５２ｂ、９５２ｃを操作パネル上に備えている。これらのボタン
は、オン状態で赤く点灯し、オフ状態で消灯する。コンポジット端子８３にモニタが接続
されている場合には、ボタン９５１をオンにし、接続されていない場合には、ボタン９５
１をオフにする。また、Ｄ３端子８２にモニタが接続されている場合には、ボタン９５２
をオンにし、接続されていない場合には、ボタン９５２をオフ状態にする。そして、Ｄ３
端子８２にモニタが接続されている場合には、さらに以下の操作を行う。すなわち、Ｄ３
端子８２に接続されているモニタが４８０ｉ画像解像度フォーマットの画像データを表示
出来る場合には、ボタン９５２ａをオンにする。また、このモニタが４８０ｐ画像解像度
フォーマットの画像データを表示出来る場合には、ボタン９５２ｂをオンにする。また、
このモニタが１０８０ｉ画像解像度フォーマットの画像データを表示出来る場合には、ボ
タン９５２ｃをオンにする。
【００６７】
　このように操作メニューを操作者が予め操作することにより、Ｄ３端子８２及びコンポ
ジット端子８３にモニタが接続されているかどうか、またＤ３端子８２にモニタが接続さ
れている場合にはモニタが表示出来る画像解像度フォーマットに関する情報を入力する。
画像解像度フォーマット設定手段９５は、設定された情報をマイコン３０に出力する。
【００６８】
　マイコン３０は、操作メニューから入力された各端子にモニタが接続されているかどう
かを示す情報と、各端子に接続されているモニタが対応する画像解像度フォーマットに関
する情報とを保持しておく。つまり、マイコン３０は、各出力端子とその出力端子に接続
されるモニタが対応出来る画像解像度フォーマットとの関係を示す情報を保持しておく。
【００６９】
　このようにマイコン３０は、予めこれらの情報を保持しているので、これらの情報に基
づいて上述したように画像出力切替信号を画像出力切替器７０に送り、出力する画像を各
端子に接続されているモニタにあわせて切り替えることが出来る。
【００７０】
　本実施の形態によれば、１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０で拡大した１０
８０ｉ画像データと４８０ｐ画像解像度フォーマット変換器６０で縮小した４８０ｐ画像
データと４８０ｉ画像解像度フォーマット変換器６１で縮小した４８０ｉ画像データの３
種類を常に画像出力切替器７０へ入力し、マイコン３０からの画像解像度フォーマット切
替信号により、各端子に振り分けることになるため、２つの端子に画像解像度フォーマッ
トの異なるモニタを同時に接続していてもそれぞれの画像解像度フォーマットに合わせた
画像データを出力することができる。
【００７１】
　また、このように、本実施の形態によれば、ＯＳＤデータとして１０８０ｉ画像用のも
ののみを用意しておくだけで、複数種類の画像解像度フォーマットでＯＳＤ付き画像デー
タを出力することが出来る。
【００７２】
　つまり、従来の技術とは異なり、出力する画像解像度フォーマットに適合するようにＯ
ＳＤデータの水平画素数、垂直画素数の縮小処理などの余分な処理を行う必要がなく、従
って従来の技術に比べてＯＳＤデータを生成して復号画像と合成する構成をより単純化し
て実現することが出来る。
【００７３】
　また、４８０ｉ画像、４８０ｐ画像、及び１０８０ｉ画像は画像解像度フォーマットや
画面のアスペクト比などがいずれも異なっているにもかかわらず、各画像解像度フォーマ
ット毎にＯＳＤデータを用意する必要もなく、ＯＳＤ表示される操作メニューのデザイン
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などを各画像解像度フォーマット毎に変更する必要もなく、複数種類の画像解像度フォー
マットで画像データを出力することが出来るという利点を得ることも出来る。
【００７４】
　なお、本実施の形態において、画像入力選択器２０に２つの復号器を、画像出力切替器
７０に２つの出力端子を接続しているが、それぞれ２つ以上備えても良い。
【００７５】
　また、本実施の形態１では、画像復号手段９１において、画像入力選択器２０に高解像
度用ＭＰＥＧ２復号器１１と低解像度用ＭＰＥＧ２復号器１２とが接続されているとして
説明したが、４８０ｉ画像及び１０８０ｉ画像を共に復号出来るような一台の復号器が画
像入力選択器２０に接続されていても構わない。
【００７６】
　要するに、画像復号手段９１において、画像入力選択器２０に接続されている復号器は
、１台以上の任意の個数でよく、画像解像度フォーマットに関する複数種類の圧縮画像デ
ータを復号する複合器でありさえすればよい。
【００７７】
　なお、本実施の形態では、Ｄ３端子８２にＤ３端子対応のモニタなどの複数種類の画像
解像度フォーマットに対応出来るモニタが接続されている場合には、マイコン３０はその
モニタが対応出来る最も高精細な画像を出力するよう画像解像度フォーマット切替信号を
送るとして説明したが、これに限らない。Ｄ３端子８２に複数種類の画像解像度フォーマ
ットに対応出来るモニタが接続される場合であっても、画像解像度フォーマット設定手段
９５で予め一種類のみの画像解像度フォーマットを設定しておき、マイコン３０がその設
定された画像解像度フォーマットの画像を出力するよう画像解像度フォーマット切替信号
を送っても構わない。なお、この場合、画像解像度フォーマット設定手段９５のボタン９
５２ａ、９５２ｂ、９５２ｃとしては、いずれかのボタンがオン状態になった場合には、
それまでオン状態であった他のボタンは自動的にオフ状態になるような機構を有している
ものとする。あるいは、Ｄ３端子８２に複数種類の画像解像度フォーマットに対応出来る
モニタが接続される場合に、マイコン３０はそのモニタが対応出来る最も低精細な画像を
出力するよう画像解像度フォーマット切替信号を送っても構わない。あるいは、Ｄ３端子
８２に複数種類の画像解像度フォーマットに対応出来るモニタが接続される場合に、マイ
コン３０はそのモニタが対応出来る任意の画像解像度フォーマットの画像を出力するよう
画像解像度フォーマット切替信号を送っても構わない。
【００７８】
　さらに、本実施の形態１では、図１の破線で囲んだ部分はシステムＬＳＩ８５として１
チップのＬＳＩで構成されているとして説明したが、これに限らない。システムＬＳＩ８
５からＯＳＤ生成器５１及びマイコン３０を除いた部分を１チップのＬＳＩで構成しても
構わない。
【００７９】
　（実施の形態２）
　ＯＳＤ合成画像復号装置に外部接続されるモニタの画像解像度フォーマットを示す情報
を予め操作者からの指示に基づいて設定しておき、その画像解像度フォーマットを示す情
報に基づいて異なった画像解像度フォーマットのモニタが複数接続されている場合であっ
ても複数のモニタにＯＳＤデータを合成した合成画像を出力する事が出来ることは実施の
形態１と同じであるが、さらに、実施の形態２は、ＤＶＤなどに格納された画像データな
どの表示出来る画像解像度フォーマットに制約がある場合の実施の形態である。
【００８０】
　つまり、実施の形態２では、ＤＶＤコンテンツのような著作権保護されたビットストリ
ームを扱う場合について説明する。すなわち、ＤＶＤコンテンツのような著作権保護され
たビットストリームには画像解像度フォーマットの制限がかけられるため、安易に画像を
拡大することが許可されない。しかしながら、従来はこの画像解像度フォーマットの制限
を識別し、画像データの拡大率を抑える手段がないのでＤＶＤコンテンツの画像データを
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許可された範囲内の画像解像度フォーマットで拡大し出画できないという課題があった。
【００８１】
　実施の形態２では、著作権保護されたビットストリームの画像解像度フォーマットの制
限を識別し、画像データの拡大率を許可された範囲内で拡大し出画することが出来るＯＳ
Ｄ合成画像復号装置について説明する。
【００８２】
　図３は、本発明の実施の形態２におけるＯＳＤ合成画像復号装置のブロック図である。
図３において、図１と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する。
【００８３】
　実施の形態２のＯＳＤ合成画像復号装置は、実施の形態１と異なり、マイクロコンピュ
ータ（以下マイコンと呼ぶ）３０ａ、１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０ａ、
及びストリーム情報選択器２１を備えている。
【００８４】
　マイコン３０ａは、実施の形態１のマイコン３０と同様の機能を果たすとともに、１０
８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０ａに出画する復号画像データの拡大率を通知す
る手段である。
【００８５】
　１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０ａは、画像入力選択器２０から送られて
くる復号画像データをマイコン３０ａから通知された拡大率で１０８０ｉ画像解像度フォ
ーマットの画像へ拡大する手段である。
【００８６】
　ストリーム情報選択器２１は、復号画像データに対応したストリーム情報をマイコン３
０へ出力する手段である。
【００８７】
　また、図３の破線で囲んだ部分はシステムＬＳＩ８６として１チップのＬＳＩで構成さ
れている。すなわち、画像入力選択器２０、ストリーム情報選択器２１、マイコン３０ａ
、１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０ａ、ＯＳＤ合成器５０、ＯＳＤ生成器５
１、４８０ｐ画像解像度フォーマット変換器６０、４８０ｉ画像解像度フォーマット変換
器６１、及び画像出力切替器７０は、システムＬＳＩ８６として１チップのＬＳＩで構成
されている。このように、システムＬＳＩ８６として、ＯＳＤ合成画像復号装置の各構成
要素を１チップ化することにより、ＯＳＤ合成画像復号装置の組み立てコストを削減する
ことが出来る。
【００８８】
　また、図３の高解像度用ＭＰＥＧ２復号器１１、低解像度用ＭＰＥＧ２復号器１２、画
像入力選択器２０、及びストリーム情報選択器２１は、画像復号手段９２を構成している
。
【００８９】
　なお、本実施の形態の画像復号手段９２は本発明の画像復号手段の例である。本実施の
形態の１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０ａは本発明の第１の画像解像度フォ
ーマット変換手段の例である。本実施の形態のマイコン３０ａは本発明の処理手段の例で
ある。
【００９０】
　次に、このような本実施の形態２の動作を実施の形態１との相違点を中心に説明する。
【００９１】
　図３において、高解像度用ＭＰＥＧ２復号器１１は圧縮された１０８０ｉ画像のビット
ストリームを復号しストリーム情報を抽出する。復号した画像データは画像入力選択器２
０へ、また、ストリーム情報はストリーム情報選択器２１へ入力される。低解像度用ＭＰ
ＥＧ２復号器１２は圧縮された４８０ｉ画像のビットストリームを復号しストリーム情報
を抽出する。高解像度用ＭＰＥＧ２復号器１１と同様に復号した画像データは画像入力選
択器２０へ、またストリーム情報はストリーム情報選択器２１へ入力される。ここで、高
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解像度用ＭＰＥＧ２複合器１１に入力される圧縮された１０８０ｉ画像は、ＤＶＤから読
み出された圧縮画像データであり、また、低解像度用ＭＰＥＧ２復号器１２に入力される
圧縮された４８０ｉ画像も、ＤＶＤから読み出された圧縮画像データである。
【００９２】
　マイコン３０ａは、画像入力選択器２０に切替信号を送り、出画したい復号画像データ
を１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０へ出力させる。上記切替信号はストリー
ム情報選択器２１へも送られ、復号画像データに対応したストリーム情報をマイコン３０
ａへ出力する。
【００９３】
　ここでストリーム情報には、画像データの画像解像度フォーマットを示す情報すなわち
、画像データが４８０ｉ画像、４８０ｐ画像、１０８０ｉ画像のいずれであるかを示す情
報や画像データの複製の許諾を示すディジタルコピーコントロールディスクリプタなどが
含まれている。
【００９４】
　マイコン３０ａは、復号したい画像データのストリーム情報から復号画像データのファ
ーマットを判断し、１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０ａへ拡大率を指示する
。
【００９５】
　マイコン３０ａは、入力する復号画像データのストリーム情報と各端子に接続されてい
るモニタの最大解像度を照らし合わせて、画像出力切替器７０に画像解像度フォーマット
切替信号を送り、各端子へ送るＯＳＤ付き画像データを選択する。
【００９６】
　モニタの画像解像度フォーマットは、実施の形態１で説明したのと同様に予め操作者が
操作メニューを使ってＯＳＤ合成画像復号装置に設定しておく。
【００９７】
　今、ＤＶＤビデオを再生し、外部にＤ３対応モニタが接続されている場合の動作を以下
に説明する。
【００９８】
　ＤＶＤビデオのＭＰＥＧ２のストリーム情報にはディジタルコピーコントロールディス
クリプタが存在し、通常、コピー不可のフラグが立っている。外部にコピー不可の画像デ
ータをアナログ出力する場合は、アナログ信号にマクロビジョン信号を含んで出力しなけ
ればならない。このマクロビジョン信号は４８０ｉと４８０ｐの画像解像度フォーマット
にしか対応していないので、必然的に１０８０ｉへの拡大はできなくなる。つまり、外部
モニタがＤ３対応していても４８０ｐ及び４８０ｉの画像データしか出力できない。よっ
て、マイコン３０ａは、Ｄ３端子８２に対してマクロビジョン信号に対応した最も高い解
像度を有する画像解像度フォーマットである４８０ｐ画像を出力するように画像解像度フ
ォーマット切替信号を画像出力切替器７０に送る。
【００９９】
　したがって、外部に接続されたＤ３対応モニタは４８０ｐ画像解像度フォーマットの画
像データを表示することになる。
【０１００】
　かかる構成によれば、高解像度用ＭＰＥＧ２復号器１１が抽出したストリーム情報によ
り、画像解像度フォーマット切替信号を画像出力切替器７０に送ることになるため、著作
権保護情報に対応した画像データを出力することができる。
【０１０１】
　なお、実施の形態１では、図３の破線で囲んだ部分はシステムＬＳＩ８６として１チッ
プのＬＳＩで構成されているとして説明したが、これに限らない。システムＬＳＩ８６か
らＯＳＤ生成器５１及びマイコン３０ａを除いた部分を１チップのＬＳＩで構成しても構
わない。
【０１０２】
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　さらに、本実施の形態では、ＤＶＤビデオのＭＰＥＧ２のストリーム情報にはディジタ
ルコピーコントロールディスクリプタが存在し、コピー不可のフラグが立っている場合に
、画像解像度フォーマットの制限を行うとして説明したが、これに限らない。ＭＰＥＧ２
のストリーム情報が出力出来る画像解像度フォーマットを示す画像解像度フォーマット制
限情報を含んでおり、マイコン３０ａは、この画像解像度フォーマット制限情報で許可さ
れる画像解像度フォーマットの画像データのみ出力するよう画像出力切替器７０を制御し
ても構わない。
【０１０３】
　さらに、本実施の形態では、マイコン３０ａが、Ｄ３端子８２に対してマクロビジョン
信号に対応した最も高い解像度を有する画像解像度フォーマットである４８０ｐ画像を出
力するように画像解像度フォーマット切替信号を画像出力切替器７０に送るとして説明し
たが、これに限らない。マイコン３０ａが、Ｄ３端子８２に対してマクロビジョン信号に
対応した最も低い解像度を有する画像解像度フォーマットである４８０ｉ画像を出力する
ように画像解像度フォーマット切替信号を画像出力切替器７０に送っても構わない。
【０１０４】
　（実施の形態３）
　実施の形態３では、出力端子のうち一部の出力端子については、実施の形態１のように
外部接続されたモニタの画像解像度フォーマットを操作者の指示に基づいて設定し、また
、他の出力端子については、自動的に外部接続されたモニタの画像解像度フォーマットを
検出し、指示する実施の形態である。
【０１０５】
　つまり、実施の形態３では、自動的に外部に接続されているモニタの画像解像度フォー
マットを認識する場合について説明する。すなわち、ＤＶＩなどのインターフェースを持
つ表示機器と接続する場合、表示機器の画像解像度フォーマットを認識する手段がないた
め、従来は、表示機器の画像解像度フォーマットと拡大／縮小率が一致しない場合、画像
データを出力しても表示機器に画像を表示できないという課題を有していた。
【０１０６】
　実施の形態３では、画像解像度フォーマットが認識出来るＨＤＭＩインターフェースを
持つ表示機器に対し、画像解像度フォーマットを一致させた画像データを出力することが
できるＯＳＤ合成画像復号装置について説明する。
【０１０７】
　図４は、本発明の実施の形態３におけるＯＳＤ合成画像復号装置のブロック図である。
図４において、図１及び図３と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する
。
【０１０８】
　実施の形態３のＯＳＤ合成画像復号装置は、実施の形態１とは異なり、マイコン（以下
マイクロコンピュータと呼ぶ）３０ｂ、ＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０、及びＨＤＭＩ端子８１を
備えている。
【０１０９】
　マイコン３０ｂは、実施の形態１のマイコン３０と同様の機能を果たすとともに、ＨＤ
ＭＩ用ＬＳＩ８０から通知された画像解像度フォーマット情報に基づいて、ＨＤＭＩ端子
８１に１０８０ｉのＯＳＤ付き画像データを送るよう画像出力切替器７０に画像解像度フ
ォーマット切替信号を送ることが出来る手段である。
【０１１０】
　図４において、画像出力切替器７０には、Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（以下ＨＤＭＩ）を制御するＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０と
４８０ｉ画像、４８０ｐ画像、１０８０ｉ画像の出力が可能なＤ３端子８２及び、４８０
ｉ画像のみ出力可能なコンポジット端子８３が接続されている。ＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０に
はＨＤＭＩ端子８１が接続されている。
【０１１１】
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　また、図４の破線で囲んだ部分はシステムＬＳＩ８７として１チップのＬＳＩで構成さ
れている。すなわち、画像入力選択器２０、マイコン３０ｂ、１０８０ｉ画像解像度フォ
ーマット変換器４０、ＯＳＤ合成器５０、ＯＳＤ生成器５１、４８０ｐ画像解像度フォー
マット変換器６０、４８０ｉ画像解像度フォーマット変換器６１、画像出力切替器７０、
及びＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０は、システムＬＳＩ８７として１チップのＬＳＩで構成されて
いる。このように、システムＬＳＩ８７として、ＯＳＤ合成画像復号装置の各構成要素を
１チップ化することにより、ＯＳＤ合成画像復号装置の組み立てコストを削減することが
出来る。
【０１１２】
　また、図４の高解像度用ＭＰＥＧ２復号器１１、低解像度用ＭＰＥＧ２復号器１２、及
び画像入力選択器２０は、実施の形態１と同様に画像復号手段９１を構成している。
【０１１３】
　なお、本実施の形態のマイコン３０ｂは本発明の処理手段の例である。本実施の形態の
ＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０は本発明の画像解像度フォーマット取得手段の例である。
【０１１４】
　次に、このような本実施の形態３の動作を実施の形態１との相違点を中心に説明する。
【０１１５】
　ＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０はＨＤＭＩ端子８１を介して接続されるＨＤＭＩ内蔵モニタ（図
示せず）の画像解像度フォーマットをＰｌａｇ　ａｎｄ　Ｐｌａｙの通信を行い認識する
ことができる。すなわち、ＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０は、ＨＤＭＩ端子８１を介して接続され
るＨＤＭＩ内蔵モニタにどのようなモニタであるかを問い合わせるメッセージを送る。そ
うすると、ＨＤＭＩ端子８１を介して接続されるＨＤＭＩ内蔵モニタは、このメッセージ
への応答としてどのような機器であるかを示す機器情報をＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０に送る。
この機器情報にはこのモニタが対応している画像解像度フォーマットを示す情報も含まれ
ている。従って、ＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０は、ＨＤＭＩ端子８１を介して接続されるＨＤＭ
Ｉ内蔵モニタの画像解像度フォーマットを認識することが出来る。認識した画像解像度フ
ォーマット情報はマイコン３０ｂへ送られる。
【０１１６】
　今、ＨＤＭＩ端子８１に１０８０ｉの画像解像度フォーマットをもつＨＤＭＩ対応のモ
ニタが接続されている場合、ＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０はマイコン３０ｂに１０８０ｉ画像が
出力可能なことを伝える。
【０１１７】
　マイコン３０ｂは、この画像解像度フォーマット情報を受け、ＨＤＭＩ端子８１に１０
８０ｉのＯＳＤ付き画像データを送るよう画像出力切替器７０に画像解像度フォーマット
切替信号を送ることができる。
【０１１８】
　かかる構成によれば、ＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０が画像解像度フォーマット情報をマイコン
３０ｂに送ることにより、自動的に外部に接続されているモニタの画像解像度フォーマッ
トを認識することができるため、操作者が外部モニタの画像解像度フォーマットを認識し
なくてもモニタの画像解像度フォーマットに最適な画像データが出力することができる。
【０１１９】
　なお、本実施の形態３では、図４の破線で囲んだ部分はシステムＬＳＩ８７として１チ
ップのＬＳＩで構成されているとして説明したが、これに限らない。システムＬＳＩ８７
からＯＳＤ生成器５１及びマイコン３０を除いた部分を１チップのＬＳＩで構成しても構
わない。
【０１２０】
　さらに、本実施の形態３では、外部に接続されているモニタの画像解像度フォーマット
を自動的に認識できるのはＨＤＭＩ端子８１に接続されるモニタだけであり、Ｄ３端子８
２及びコンポジット端子８３に接続されているモニタの画像解像度フォーマットは自動的
に認識できないが、これに限らない。本実施の形態３のＯＳＤ合成画像復号装置の全ての
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出力端子がＨＤＭＩ端子であっても構わない。この場合には、ＯＳＤ合成画像復号装置の
全ての出力端子に接続される全てのモニタの画像解像度フォーマットを自動的に認識する
ことが出来る。
【０１２１】
　（実施の形態４）
　外部接続されたモニタの画像解像度フォーマットを一部の出力端子で自動的に取得する
ことは実施の形態３と同様であるが、実施の形態４は、実施の形態２のようにＤＶＤなど
に格納された画像データなどの表示出来る画像解像度フォーマットに制約がある場合の実
施の形態である。
【０１２２】
　つまり、実施の形態４では、自動的に外部に接続されているモニタの画像解像度フォー
マットを認識するとともに、ＤＶＤコンテンツのような著作権保護されたビットストリー
ムを扱う場合について説明する。すなわち、ＤＶＤコンテンツのような著作権保護された
ビットストリームには画像解像度フォーマットの制限がかけられるため、安易に画像を拡
大することが許可されない。しかしながら、従来はこの画像解像度フォーマットの制限を
識別し、画像データの拡大率を抑える手段がないのでＤＶＤコンテンツの画像データを許
可された範囲内の画像解像度フォーマットで拡大し出画できないという課題があった。ま
た、ＤＶＩインターフェースを持つ表示機器と接続する場合、表示機器の画像解像度フォ
ーマットを認識する手段がないため、従来は、表示機器の画像解像度フォーマットと拡大
／縮小率が一致しない場合、画像データを出力しても表示機器に画像を表示できないとい
う課題があった。
【０１２３】
　実施の形態４では、著作権保護されたビットストリームの画像解像度フォーマットの制
限を識別し、画像データの拡大率を許可された範囲内で拡大し出画することが出来るとと
もに、画像解像度フォーマットを認識することが出来るＨＤＭＩインターフェースを持つ
表示機器に対し、画像解像度フォーマットを一致させた画像データを出力することができ
るＯＳＤ合成画像復号装置について説明する。
【０１２４】
　図５は本発明の実施の形態４におけるＯＳＤ合成画像復号装置のブロック図である。図
５において、図１、図３及び図４と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略
する。
【０１２５】
　実施の形態４のＯＳＤ合成画像復号装置は、実施の形態１の構成に、実施の形態２のス
トリーム情報選択器２１と、実施の形態３のＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０及びＨＤＭＩ端子８１
を加えたものである。また、実施の形態１のマイコン３０の代わりにマイクロコンピュー
タ（以下マイコンと呼ぶ）３０ｃを備えている。
【０１２６】
　マイコン３０ｃは、抽出されたストリーム情報や画像解像度フォーマット情報に基づい
て各端子毎に最適な画像解像度フォーマットを判断し、画像出力切替器７０に指示する手
段である。
【０１２７】
　また、図５の破線で囲んだ部分はシステムＬＳＩ８８として１チップのＬＳＩで構成さ
れている。すなわち、画像入力選択器２０、ストリーム情報選択器２１、マイコン３０ｃ
、１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器４０、ＯＳＤ合成器５０、ＯＳＤ生成器５１
、４８０ｐ画像解像度フォーマット変換器６０、４８０ｉ画像解像度フォーマット変換器
６１、画像出力切替器７０、及びＨＤＭＩ用ＬＳＩ８０は、システムＬＳＩ８８として１
チップのＬＳＩで構成されている。このように、システムＬＳＩ８８として、ＯＳＤ合成
画像復号装置の各構成要素を１チップ化することにより、ＯＳＤ合成画像復号装置の組み
立てコストを削減することが出来る。
【０１２８】
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　また、図５の高解像度用ＭＰＥＧ２復号器１１、低解像度用ＭＰＥＧ２復号器１２、画
像入力選択器２０、及びストリーム情報選択器２１は、実施の形態２と同様に画像復号手
段９２を構成している。
【０１２９】
　なお、本実施の形態のマイコン３０ｃは本発明の処理手段の例である。
【０１３０】
　次に、このような本実施の形態４の動作を実施の形態１～３との相違点を中心に説明す
る。
【０１３１】
　今、ＤＶＤビデオを再生し、ＨＤＭＩ端子８１に１０８０ｉの画像解像度フォーマット
をもつＨＤＭＩ対応のモニタが接続されている場合とＤ３端子にＤ３対応モニタが接続さ
れている場合の動作を以下に説明する。
【０１３２】
　実施の形態２と同様にして、ストリーム情報選択器２１は、ストリーム情報をマイコン
３０ｃに送る。
【０１３３】
　ＤＶＤビデオのＭＰＥＧ２のストリーム情報にはディジタルコピーコントロールディス
クリプタが存在し、通常、コピー不可のフラグが立っている。外部にコピー不可の画像デ
ータをアナログ出力する場合は、アナログ信号にマクロビジョン信号を含んで出力しなけ
ればならない。よって、マイコン３０ｃは、Ｄ３端子８２に対してマクロビジョン信号に
対応した最も高精細な画像解像度フォーマットである４８０ｐ画像を出力するように画像
解像度フォーマット切替信号を画像出力切替器７０に送る。
【０１３４】
　一方、ＨＤＭＩにはＨｉｇｈ―Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｃｏｐｙ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏ
ｎ（以下ＨＤＣＰ）という１０８０ｉの画像解像度フォーマットまで対応可能な著作権保
護の仕組みが規定されているので、ＨＤＭＩ端子８１に１０８０ｉの画像解像度フォーマ
ットをもつＨＤＭＩ対応モニタが接続されている場合でも、１０８０ｉ画像が出力可能に
なる。
【０１３５】
　すなわち、ＨＤＭＩ端子８１に１０８０ｉの画像解像度フォーマットを持つＨＤＭＩ対
応モニタが接続されている場合、実施の形態３と同様にしてマイコン３０ｃは、そのモニ
タの画像解像度フォーマット情報を受け取る。そして、マイコン３０ｃは、受け取ったス
トリーム情報と受け取った画像解像度フォーマット情報とから、ＨＤＭＩ端子８１に対し
て１０８０ｉ画像を出力するように画像解像度フォーマット切替信号を画像出力切替器７
０に送る。
【０１３６】
　かかる構成によれば、これらストリーム情報や画像解像度フォーマット情報を抽出し、
マイコン３０ｃが各端子毎に最適な画像解像度フォーマットを判断し、画像出力切替器７
０に指示することになるため、操作者が外部モニタの画像解像度フォーマットや復号画像
データの著作権を認識することなく、著作権情報に対応し、かつ外部モニタの画像解像度
フォーマットに最適な画像データを出力することができる。
【０１３７】
　また、画像解像度フォーマットが制限された復号画像データをＨＤＭＩインターフェー
スを持つ表示機器に出力させる場合、表示機器の画像解像度フォーマットと画像解像度フ
ォーマット制限による拡大率を一致させ出画することができる。
【０１３８】
　このように、著作権情報により画像解像度フォーマットが制限された復号画像データを
ＨＤＭＩなどの画像解像度フォーマットを認識できるインターフェースを持つ表示機器に
出画する場合は、著作権情報に対応する、あるいは外表示機器の画像解像度フォーマット
に最適な画像データを出力することができる。
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【０１３９】
　なお、本実施の形態４では、図５の破線で囲んだ部分はシステムＬＳＩ８８として１チ
ップのＬＳＩで構成されているとして説明したが、これに限らない。システムＬＳＩ８８
からＯＳＤ生成器５１及びマイコン３０を除いた部分を１チップのＬＳＩで構成しても構
わない。　
【０１４０】
　さらに、本実施の形態では、マイコン３０ｃが、Ｄ３端子８２に対してマクロビジョン
信号に対応した最も高い解像度を有する画像解像度フォーマットである４８０ｐ画像を出
力するように画像解像度フォーマット切替信号を画像出力切替器７０に送るとして説明し
たが、これに限らない。マイコン３０ｃが、Ｄ３端子８２に対してマクロビジョン信号に
対応した最も低い解像度を有する画像解像度フォーマットである４８０ｉ画像を出力する
ように画像解像度フォーマット切替信号を画像出力切替器７０に送っても構わない。
【０１４１】
　なお、本発明の第１の画像解像度フォーマット、第２の画像解像度フォーマット及び第
３の画像解像度フォーマットは、それぞれ本実施の形態における１０８０ｉ画像解像度フ
ォーマット、４８０ｐ画像解像度フォーマット、４８０ｉ画像解像度フォーマットである
として説明したが、これに限らない。本発明の第１の画像解像度フォーマット、第２の画
像解像度フォーマット及び第３の画像解像度フォーマットが、それぞれ７２０ｐ画像解像
度フォーマット、４８０ｐ画像解像度フォーマット及び４８０ｉ画像解像度フォーマット
であっても構わない。要するに、本発明の第１の画像解像度フォーマット、第２の画像解
像度フォーマット及び第３の画像解像度フォーマットは、第３の画像解像度フォーマット
の解像度が第２の画像解像度フォーマットの解像度より低く、第２の画像解像度フォーマ
ットの解像度が第１の画像解像度フォーマットの解像度よりも低いものでありさえすれば
よい。
【０１４２】
　　尚、本発明のプログラムは、上述した本発明の装置の全部又は一部の手段の機能をコ
ンピュータにより実行させるためのプログラムであって、コンピュータと協働して動作す
るプログラムである。
【０１４３】
　又、本発明の記録媒体は、上述した本発明の装置の全部又は一部の手段の全部又は一部
の機能をコンピュータにより実行させるためのプログラムを担持した記録媒体であり、コ
ンピュータにより読み取り可能且つ、読み取られた前記プログラムが前記コンピュータと
協動して前記機能を実行する記録媒体である。
【０１４４】
　尚、本発明の上記「一部の手段」とは、それらの複数の手段の内の、一つ又は幾つかの
手段を意味する。
【０１４５】
　又、本発明の上記「手段の機能」とは、前記手段の全部又は一部の機能を意味する。
【０１４６】
　又、本発明のプログラムの一利用形態は、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体
に記録され、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。
【０１４７】
　又、本発明のプログラムの一利用形態は、伝送媒体中を伝送し、コンピュータにより読
みとられ、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。
【０１４８】
　又、記録媒体としては、ＲＯＭ等が含まれ、伝送媒体としては、インターネット等の伝
送媒体、光・電波・音波等が含まれる。
【０１４９】
　又、上述した本発明のコンピュータは、ＣＰＵ等の純然たるハードウェアに限らず、フ
ァームウェアや、ＯＳ、更に周辺機器を含むものであっても良い。
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【０１５０】
　　尚、以上説明した様に、本発明の構成は、ソフトウェア的に実現しても良いし、ハー
ドウェア的に実現しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１５１】
　本発明に係るＯＳＤ合成画像復号装置、ＯＳＤ合成画像復号方法、プログラム、記録媒
体は、異なる画像解像度フォーマットを持つ表示機器を同時に複数接続した場合でも、異
なる画像解像度フォーマットの画像データを同時に出画することができるという効果を有
し、ディジタルＴＶ放送などで送信される番組ガイドや、ＤＶＤレコーダなどの記録再生
装置の動作状態を示す情報を、復号した画像データに重ね合わせて外部の表示機器に出力
する、ＤＶＤレコーダ、ディジタルチューナ内蔵ディスク記録再生装置などの、ＯＳＤ合
成画像復号装置、ＯＳＤ画像復号方法、プログラム、及び記録媒体等に有用である。
【０１５２】
　また、本発明に係るＯＳＤ合成画像復号装置、ＯＳＤ合成画像復号方法、プログラム、
記録媒体は、ＯＳＤデータを生成する構成がより単純な構成で実現出来るという効果を有
し、ディジタルＴＶ放送などで送信される番組ガイドや、ＤＶＤレコーダなどの記録再生
装置の動作状態を示す情報を、復号した画像データに重ね合わせて外部の表示機器に出力
する、ＤＶＤレコーダ、ディジタルチューナ内蔵ディスク記録再生装置などの、ＯＳＤ合
成画像復号装置、ＯＳＤ画像復号方法、プログラム、及び記録媒体等に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１５３】
【図１】本発明の実施の形態１におけるＯＳＤ合成画像復号装置のブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態１～４における画像解像度フォーマット設定手段の操作メニ
ューを示す図である。
【図３】本発明の実施の形態２におけるＯＳＤ合成画像復号装置のブロック図である。
【図４】本発明の実施の形態３におけるＯＳＤ合成画像復号装置のブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態４におけるＯＳＤ合成画像復号装置のブロック図である。
【図６】従来のＯＳＤ合成画像復号装置のブロック図である。
【符号の説明】
【０１５４】
　１１　高解像度用ＭＰＥＧ２復号器
　１２　低解像度用ＭＰＥＧ２復号器
　２０　画像入力選択器
　２１　ストリーム情報選択器
　３０　マイクロコンピュータ
　３０ａ　マイクロコンピュータ
　３０ｂ　マイクロコンピュータ
　３０ｃ　マイクロコンピュータ
　４０　１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器
　４０ａ　１０８０ｉ画像解像度フォーマット変換器
　５０　ＯＳＤ合成器
　５１　ＯＳＤ生成器
　６０　４８０ｐ画像解像度フォーマット変換器
　６１　４８０ｉ画像解像度フォーマット変換器
　７０　画像出力切替器
　８０　ＨＤＭＩ用ＬＳＩ
　８１　ＨＤＭＩ端子
　８２　Ｄ３端子
　８３　コンポジット端子
　９１　画像復号手段
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　９２　画像復号手段
　９５　画像解像度フォーマット設定手段
　１０１　ＭＰＥＧ復号回路
　１０２　復号画像解像度フォーマット変換回路
　１０４　メモリーコントローラ
　１３１　ＣＬＵＴ参照回路
　１３２　ＯＳＤ画像解像度フォーマット変換回路
　１３３　合成回路
　１３４　表示回路
　１５１　端子
　２０１　ＲＡＭ
　２０２　マイクロコントローラ
　２０３　メモリ
　２０４　フォントＲＯＭ
　９５１　ボタン
　９５２　ボタン
　９５２ａ　ボタン
　９５２ｂ　ボタン
　９５２ｃ　ボタン

【図１】 【図２】



(24) JP 4395778 B2 2010.1.13

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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