
JP 4310330 B2 2009.8.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力した映像信号の解像度を変換して表示装置に映像信号を出力する映像制御装置にお
いて、前記入力した映像信号の解像度を検出する解像度検出部と、視聴者と前記表示装置
との視聴距離を検出する視聴距離検出部と、前記表示装置で表示する映像の表示サイズを
制御する表示サイズ制御部と、前記映像信号の解像度を変換するスケーラ部とを有し、前
記表示サイズ制御部は、前記入力した映像信号の解像度が変化した場合に、前記解像度の
変化が大きい程、変化後の前記表示サイズは小さくなるように制御し、且つ、前記視聴距
離が大きい程、変化後の前記表示サイズは大きくなるように制御することを特徴とする映
像制御装置。
【請求項２】
　入力した映像信号の解像度を変換して表示装置に映像信号を出力する映像制御装置にお
いて、前記入力した映像信号の解像度を検出する解像度検出部と、前記表示装置の画面サ
イズを取得する画面サイズ取得部と、前記表示装置で表示する映像の表示サイズを制御す
る表示サイズ制御部と、前記映像信号の解像度を変換するスケーラ部とを有し、前記表示
サイズ制御部は、前記入力した映像信号の解像度が変化した場合に、前記解像度の変化が
大きい程、変化後の前記表示サイズは小さくなるように制御し、且つ、前記画面サイズが
大きい程、前記画面サイズに対する前記表示サイズの割合が小さくなるように制御するこ
とを特徴とする映像制御装置。
【請求項３】
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　入力した映像信号の解像度を変換して表示装置に映像信号を出力する映像制御装置にお
いて、前記入力した映像信号の解像度を検出する解像度検出部と、本装置の起動時から前
記入力した映像信号の解像度の変化を検出するまでの時間又は前記入力した映像信号の解
像度の変化を検出した時点から前記入力した映像信号の解像度の変化を次に検出するまで
の時間である視聴時間を計測するタイマー部と、前記表示装置で表示する映像の表示サイ
ズを制御する表示サイズ制御部と、前記映像信号の解像度を変換するスケーラ部とを有し
、前記表示サイズ制御部は、前記入力した映像信号の解像度が変化した場合に、前記解像
度の変化が大きい程、変化後の前記表示サイズは小さくなるように制御し、且つ、前記視
聴時間が長い程、変化後の前記表示サイズが小さくなるように制御することを特徴とする
映像制御装置。
【請求項４】
　入力した映像信号の解像度を変換して表示装置に映像信号を出力する映像制御方法にお
いて、前記入力した映像信号の解像度を検出するステップと、視聴者と前記表示装置との
視聴距離を取得するステップと、前記表示装置で表示する映像の表示サイズを制御するス
テップであって、前記入力した映像信号の解像度が変化した場合に、前記解像度の変化が
大きい程、変化後の前記表示サイズは小さくなるように制御し、且つ、前記視聴距離が大
きい程、変化後の前記表示サイズは大きくなるように制御するステップとを有することを
特徴とする映像制御方法。
【請求項５】
　入力した映像信号の解像度を変換して表示装置に映像信号を出力する映像制御方法にお
いて、前記入力した映像信号の解像度を検出するステップと、前記表示装置の画面サイズ
を取得するステップと、前記表示装置で表示する映像の表示サイズを制御するステップで
あって、前記入力した映像信号の解像度が変化した場合に、前記解像度の変化が大きい程
、変化後の前記表示サイズは小さくなるように制御し、且つ、前記画面サイズが大きい程
、前記画面サイズに対する前記表示サイズの割合が小さくなるように制御するステップと
を有することを特徴とする映像制御方法。
【請求項６】
　入力した映像信号の解像度を変換して表示装置に映像信号を出力する映像制御方法にお
いて、前記入力した映像信号の解像度を検出するステップと、本制御方法の開始時から前
記入力した映像信号の解像度の変化を検出するまでの時間又は前記入力した映像信号の解
像度の変化を検出した時点から前記入力した映像信号の解像度の変化を次に検出するまで
の時間である視聴時間を計測するステップと、前記表示装置で表示する映像の表示サイズ
を制御するステップであって、前記入力した映像信号の解像度が変化した場合に、前記解
像度の変化が大きい程、変化後の前記表示サイズは小さくなるように制御し、且つ、前記
視聴時間が長い程、変化後の前記表示サイズが小さくなるように制御するステップとを有
することを特徴とする映像制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，映像コンテンツの映像表示を制御する表示制御装置及び表示制御方法に関し
、詳しくは映像コンテンツを視聴している環境に応じて，映像の表示サイズをスケーリン
グする表示制御装置及び表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来，デジタル放送の映像規格には，高解像度のＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｉｆｉｎｉｔｉｏ
ｎ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）方式と，低解像度のＳＤ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｉｆｉｎｉ
ｔｉｏｎ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）方式とがあった。現在，スーパーハイビジョン等の研
究が行われており，将来的にはＨＤを凌ぐ高画質で高臨場感が得られるような映像規格（
以下ＯｖｅｒＨＤ）に移行すると思われる。それに伴い表示装置も、さらに高精彩化及び
大画面化していくものと思われる。一方，依然としてＨＤ，ＳＤコンテンツもＯｖｅｒＨ
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Ｄコンテンツと共存して視聴されていくと予想される。
【０００３】
　低解像度コンテンツをＯｖｅｒＨＤ表示可能な高精彩ディスプレイに拡大表示すると，
非常にぼやけた画像となり画質が大きく劣化する。ＯｖｅｒＨＤコンテンツを視聴してい
た後にＳＤコンテンツに切り替わった場合においては，視聴者は特に著しい画質劣化を感
じる。このような解像度ギャップにより視聴者が感じる不快感や不安感は、視聴環境に依
存する。例えば、
・近距離で視聴していたとき
・大画面で視聴していたとき
・長時間視聴していたとき
に高解像度コンテンツから低解像度コンテンツに切り替わると，解像度ギャップによる不
快感はより一層大きくなる。下記特許文献１には、視距離に応じて表示サイズを変化させ
た映像表示装置が記載されている。
【特許文献１】特開２００３－０５８１０１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，特許文献１に記載の映像表示装置では、検出された映像信号の解像度に
対して表示サイズが一意的に決定されている。そのため、解像度低下の程度に応じて適応
的に表示サイズを制御することができない。従って，解像度ギャップによって発生する視
聴者の不快感を十分には解消できていない。また，低解像度の映像が常に小さく表示され
てしまうため，大画面ディスプレイの恩恵を十分に享受できないという課題もある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の映像制御装置は、入力した映像信号の解像度を変換して表示装置に映像信号を
出力する映像制御装置において、前記入力した映像信号の解像度を検出する解像度検出部
と、視聴者と前記表示装置との視聴距離を検出する視聴距離検出部及び／又は前記表示装
置の画面サイズを取得する画面サイズ取得部及び又は視聴時間を計測するタイマー部と、
前記表示装置で表示する映像の表示サイズを制御する表示サイズ制御部と、前記映像信号
の解像度を変換するスケーラ部とを有し、前記表示サイズ制御部は、前記入力した映像信
号の解像度が変化した場合に、前記解像度の変化量と、前記視聴距離及び／又は前記画面
サイズ及び／又は前記視聴時間とに基いて、前記解像度が変化した後の映像信号により表
示される映像の表示サイズを制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、映像コンテンツを視聴している状況に応じて，適応的に最適な表示サ
イズにスケーリングすることによって，映像の解像度が低下した際に視聴者が感じる不快
感を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　（実施例１）
　以下，本発明の実施の形態について，図面を用いて説明する。
【０００８】
　図１は、本発明に係る、解像度の変化量と視聴距離に応じて表示サイズを決定する表示
制御装置１００のブロック図である。チューナ部１０１は、放送波を受信して後段のブロ
ックに映像信号を出力する。外部入力部１０２は録画機やセットトップボックス等から入
力される映像信号のインタフェースである。チューナ部１０１及び外部入力部１０２から
エンコードされた映像信号が出力され，デコーダ部１０３ではデコード処理を行う。また
，デコーダ部１０３ではデマルチプレクス処理等も行う。デマルチプレクス処理により、
多重化された信号から音声信号と映像信号とが分離される。解像度検出部１０４は入力さ
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れた映像信号の解像度を検出する。アナログ映像信号が入力された場合は，同期信号を解
析して解像度を判定する。デジタル映像信号が入力された場合は，ＭＰＥＧ２　Ｖｉｄｅ
ｏのシーケンスヘッダ部を解析することで解像度を判定する。またＰＭＴ（Ｐｒｏｇｒａ
ｍ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｔａｂｌｅ）記載の「ビデオデコードコントロール記述子」
のＶｉｄｅｏ＿ｅｎｃｏｄｅ＿ｆｏｒｍａｔを参照して判定してもよい。解像度検出部１
０４は、解像度検出後の検出結果を記憶しておき，解像度が切り替わった際に，表示サイ
ズ制御部１０５に変化前の解像度と変化後の解像度の変化量を通知する。視聴距離検出部
１０６は、表示装置１１０と視聴者との距離である視聴距離を計測し，表示サイズ制御部
１０５に計測結果を通知する。視聴距離の計測は，表示装置１１０とリモートコントロー
ラ（以下，リモコン）にＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ）を実装し，ＵＷＢの
測距機能を使用することで実現できる。或いは，表示装置１１０から赤外線，超音波など
を照射して視聴者との距離を計測してもよい。リモコンは、視聴者がチャンネル選択や表
示装置１１０の各種設定等を行うためのユーザーインタフェースである。表示サイズ制御
部１０５は，解像度の変化量と視聴距離をキーとして，テーブル部１０７を検索し，表示
すべき解像度を決定する。テーブル部１０７には，スケーラ部１０８に設定するための変
換パラメータが予め記憶されている。スケーラ部１０８は，表示サイズ制御部１０５によ
って設定された変換パラメータに応じて，入力された映像信号をスケーリングする。出力
部１０９は、スケーリングされた映像信号を、表示装置１１０のインタフェースに準じた
信号に変換して，表示装置１１０へ出力する。各々のブロックは不図示の制御部により制
御される。
【０００９】
　図２に本実施例の制御フローを示す。ステップＳ２０１で本装置１００が起動するとま
ず，ステップＳ２０２で最初に入力された映像信号の解像度を解像度検出部１０４にて検
出する。その後，解像度を検出し続け映像信号の解像度が変化した場合（ステップＳ２０
３：Ｙｅｓ）には，ステップＳ２０４にて視聴距離を検出する。次にステップＳ２０５に
て解像度の変化量および視聴距離を検索キーとして，テーブル部１０７を検索し，表示サ
イズを決定する（ステップＳ２０６）。次に決定された表示サイズに応じてスケーラ部１
０８で入力された映像信号をスケーリングし（ステップＳ２０７），表示装置１１０へ出
力を行う（ステップＳ２０８）。その後は，再びステップＳ２０３へ戻り，入力された映
像信号の解像度が変化したかを監視する。
【００１０】
　次に，解像度の変化量と視聴距離に応じて，どのように表示サイズを制御するかを具体
的に述べる。解像度の定義は、ＯｖｅｒＨＤが４０００×２０００，ＨＤが１９２０×１
０８０，ＳＤが７２０×４８３とする。解像度には、表示装置の画素密度として用いる場
合と、映像信号即ち映像コンテンツの表示解像度として用いる場合がある。
【００１１】
　図３は変化後の映像コンテンツの解像度と視聴距離の閾値を示す。変化後の映像コンテ
ンツの解像度がＳＤである場合は，表示装置と視聴者の距離が近い閾値をａ，遠い閾値を
ｂと設定する。また，変化後の映像コンテンツの解像度がＨＤである場合は，表示装置と
視聴者の距離が近い閾値をｃ，遠い閾値をｄと設定する。一般的に画面サイズが同一なら
ば、表示装置の解像度がＨＤである場合の最適視聴距離は、ＳＤよりも短いとされている
。最適視聴距離は、視聴者が表示装置に表示された映像を最も快適に視聴できる視聴距離
である。つまり細かく表示される場合の方が、近づいた時に画像が粗さが視認されにくい
ので、粗く表示される場合に比べて最適視聴距離が短くなる。従って，図ではａ＞ｃ＞０
，ｂ＞ｄ＞０と設定している。
【００１２】
　このように設定した閾値との関係において，入力映像コンテンツの解像度が変化した場
合の解像度の変化量と、視聴距離Ｌに応じて決定される表示サイズのテーブル例を図４に
示す。例えばＯｖｅｒＨＤからＳＤに変化した場合，視聴距離Ｌが閾値ｂよりも遠い場合
は，画面サイズに対する表示の割合を１００％（全画面表示）とする。また，視聴距離Ｌ
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が閾値ａよりも近い場合は，画面サイズに対する表示の割合を５０％とする。更に，視聴
者が閾値ａと閾値ｂの間で視聴していた場合は，１００％と５０％の間で視聴距離に応じ
て段階的に表示サイズを決定していく。
【００１３】
　次に映像コンテンツの解像度がＨＤからＳＤに変化した場合について述べる。視聴距離
Ｌが閾値ｂよりも遠い場合は，画面サイズに対する表示の割合を１００％（全画面表示）
とする。また，視聴者の視聴距離Ｌが閾値ａよりも近い場合は，画面サイズに対する表示
の割合を６０％とする。更に，視聴者が閾値ａと閾値ｂの間で視聴していた場合は，１０
０％と６０％の間で視聴距離に応じて段階的に表示サイズを決定していく。
【００１４】
　次に映像コンテンツの解像度がＯｖｅｒＨＤからＨＤに変化した場合について述べる。
視聴者の視聴距離Ｌが閾値ｄよりも遠い場合は，画面サイズに対する表示の割合を１００
％（全画面表示）とする。また，視聴者の視聴距離Ｌが閾値ｃよりも近い場合は，画面サ
イズに対する表示の割合を６５％とする。更に，視聴者が閾値ｃと閾値ｄの間で視聴して
いた場合は，１００％と６５％の間で視聴距離に応じて段階的に表示サイズを決定してい
く。
【００１５】
　つまり、解像度の変化が大きい程、変化後の表示サイズは小さくなるように、また、視
聴距離が大きい程、変化後の表示サイズは大きくなるように表示サイズを選択する。
【００１６】
　ＯｖｅｒＨＤからＳＤに変化した場合と、ＨＤからＳＤに変化した場合を比較すると，
ＯｖｅｒＨＤからＳＤに変化した場合の方が解像度の変化量が大きい。つまり解像度の変
化量が大きい方が、視聴者の解像度ギャップに対する不快感が増すため，表示サイズは小
さくなるように設定される。
【００１７】
　（実施例２）
　図５は本発明に係る、映像コンテンツの解像度の変化量と表示装置の画面サイズに応じ
て表示サイズを決定する表示制御装置５００の内部ブロック図である。図１と同じ符番の
ブロックは同じ動作をする。デコーダ部１０３により入力された映像信号の解像度は，解
像度検出部５０１によって検出される。解像度検出部５０１は、解像度検出後に検出結果
を記憶しておき，解像度が切り替わった際に，表示サイズ制御部５０２に変化前の解像度
と変化後の解像度の変化量を通知する。画面サイズ取得部５０３には、表示装置の画面サ
イズが記憶されている。表示制御装置５００は、例えばＤＶＩ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｓ
ｕａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）やＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）規格に準拠したインターフェイスで表示装置５０４
と接続されている。表示装置５０４の画面サイズは、表示装置５０４からＤＤＣ（Ｄｉｓ
ｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介してＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）を自動取得することで取得される。
自動取得ができないインタフェースで接続されている場合は，画面サイズ取得部５０３に
予め画面サイズを記憶しておく。表示サイズ制御部５０２は，映像コンテンツの解像度の
変化量と画面サイズをキーとして，テーブル部５０５を検索し，表示すべき解像度を決定
する。テーブル部５０５には，スケーラ部１０８に設定するための変換パラメータを予め
記憶しておく。スケーラ部１０８は，表示サイズ制御部５０２によって設定された変換パ
ラメータに応じて，実際に入力された映像信号をスケーリングし，スケーリング後の映像
信号を出力部１０９に出力する。
【００１８】
　図６に本実施例の制御フローを示す。ステップＳ６０１で本装置が起動するとまず，ス
テップＳ６０２で表示装置の画面サイズを取得する。次に入力された映像信号の解像度を
解像度検出部５０１にて検出する（ステップＳ６０３）。その後，解像度を検出し続け映
像信号の解像度が変化した場合（ステップＳ６０４：Ｙｅｓ）には，ステップＳ６０５に
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進む。ステップＳ６０５で解像度の変化量および画面サイズを検索キーとして，テーブル
部５０５を検索し，ステップＳ６０６で、表示サイズを決定する。次に決定された表示サ
イズに応じてスケーラ部１０８で入力された映像信号をスケーリングし（ステップＳ６０
７），表示装置５０４に出力を行う（ステップＳ６０８）。その後は，再びステップＳ６
０４へ戻り，入力された映像の解像度が変化したかを監視する。
【００１９】
　次に，解像度の変化量と画面サイズに応じて，どのように映像コンテンツの表示サイズ
を制御するかを具体的に述べる。
【００２０】
　入力映像の解像度が変化した場合，解像度の変化量と画面サイズに応じて決定される表
示サイズのテーブル例を図７に示す。
【００２１】
　例えばＯｖｅｒＨＤからＳＤに変化した場合，画面サイズが２６インチである場合は，
画面サイズに対する表示の割合を９０％とする。また，画面サイズが４０インチの場合は
６０％，１００インチの場合は３０％とする。このように画面サイズが大きいほど画面サ
イズに対する表示サイズの割合を小さく設定しておく。
【００２２】
　次にＨＤからＳＤに変化した場合，画面サイズが２６インチである場合は，画面サイズ
に対する表示の割合を１００％（全画面表示）とする。また，画面サイズが４０インチの
場合は７０％，１００インチの場合は５０％とする。
【００２３】
　次にＯｖｅｒＨＤからＨＤに変化した場合，画面サイズが２６インチである場合は，画
面サイズに対する表示の割合を１００％（全画面表示）とする。また，画面サイズが４０
インチの場合は８０％，１００インチの場合は６０％とする。
【００２４】
　つまり、解像度の変化が大きい程、変化後の表示サイズは小さくなるように、かつ、画
面サイズに対する表示サイズの割合が、画面サイズが大きい程、小さくなるように制御さ
れる。また、各画面サイズに対して表示サイズがなるべく変化しないように、画面サイズ
に対する表示サイズの割合を選択することもできる。好ましくは、画面サイズの変化に対
して表示サイズが略一定となるように、画面サイズに対する表示サイズの割合が制御され
てもよい。
【００２５】
　また，本実施例はフロントプロジェクタにも適用できる。測距センサー付のプロジェク
タはスクリーンまでの距離を計測することができ，投射している画面サイズを算出するこ
とができる。その算出結果を画面サイズ取得部５０３に入力することで，同様の制御を行
うことができる。
【００２６】
　（実施例３）
　図８は本発明に係る、映像コンテンツの解像度の変化量と、変化前の解像度での視聴時
間に応じて表示サイズを決定する表示制御装置８００の内部ブロック図である。デコーダ
部１０３により入力された映像信号の解像度を，解像度検出部８０１によって検出する。
解像度検出部８０１は、検出結果を記憶しておき，解像度が切り替わった際に，表示サイ
ズ制御部８０２に変化前の解像度と変化後の解像度の変化量を通知する。また、タイマー
部８０３へは、解像度の変化があったことを示す情報が送られる。タイマー部８０３は、
解像度変化の情報を受信すると，現在のタイマー値（変化前の解像度での視聴時間）を表
示サイズ制御部８０２へ送信し，その後タイマー値をクリアして再起動する。表示サイズ
制御部８０２は，解像度の変化量とタイマー値をキーとして，テーブル部８０４を検索し
，表示すべき解像度の結果を得る。テーブル部８０４には，スケーラ部１０８に設定する
ための変換パラメータを予め記憶しておく。スケーラ部１０８は，表示サイズ制御部８０
２によって設定された変換パラメータに応じて，実際に入力された映像信号をスケーリン
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グし，スケーリング後の映像信号を出力部１０９に出力する。
【００２７】
　図９に本実施例の制御フローを示す。ステップＳ９０１で本装置が起動するとまず，ス
テップＳ９０２で最初に入力された映像信号の解像度を解像度検出部８０１にて検出し，
タイマーを起動させる（ステップＳ９０３）。その後，解像度を検出し続け映像信号の解
像度が変化した場合（ステップＳ９０４：Ｙｅｓ）には，ステップＳ９０５にてタイマー
値から変化前の解像度での視聴時間を検出する。変化前の解像度での視聴時間を検出した
後は，ステップＳ９０６にてタイマー値クリア，ステップＳ９０７でタイマー再起動を行
う。ステップＳ９０８では解像度の変化量および視聴時間を検索キーとして，テーブル部
８０４を検索し，表示サイズを決定する（ステップＳ９０９）。次に決定された表示サイ
ズに応じてスケーラ部１０８で入力された映像信号をスケーリングし（ステップＳ９１０
），表示装置１１０に出力を行う（ステップＳ９１１）。その後は，再びステップＳ９０
４へ戻り，入力された映像の解像度が変化したかを監視する。
【００２８】
　次に，解像度の変化量と変化前の解像度での視聴時間に応じて，どのように表示サイズ
を制御するかを具体的に述べる。入力映像コンテンツの解像度が変化した場合の，解像度
の変化量と変化前の解像度での視聴時間に応じて決定される表示サイズのテーブル例を図
１０に示す。
【００２９】
　例えばＯｖｅｒＨＤからＳＤに変化した場合，変化前の解像度での視聴時間が１０秒以
下である場合は，画面サイズに対する表示の割合を１００％（全画面表示）とする。また
，変化前の解像度での視聴時間が１０秒以上１分以下の場合は８０％，１分以上１時間以
下では６０％，１時間以上では５０％とする。このように変化前の解像度での視聴時間が
長いほど画面サイズに対する表示の割合を小さく設定しておく。
【００３０】
　次にＨＤからＳＤに変化した場合，変化前の解像度での視聴時間が１０秒以下である場
合は，画面サイズに対する表示の割合を１００％（全画面表示）とする。また，変化前の
解像度での視聴時間が１０秒以上１分以下の場合は９０％，１分以上１時間以下では７０
％，１時間以上では６０％とする。
【００３１】
　次にＯｖｅｒＨＤからＨＤに変化した場合，変化前の解像度での視聴時間が１０秒以下
である場合は，画面サイズに対する表示の割合を１００％（全画面表示）とする。また，
変化前の解像度での視聴時間が１０秒以上１分以下の場合は９０％，１分以上１時間以下
では８０％，１時間以上では７０％とする。
【００３２】
　つまり、解像度の変化が大きい程、変化後の表示サイズは小さくなるように、また、変
化前の視聴時間が長い程、変化後の表示サイズが小さくなるように表示サイズが選択され
る。
【００３３】
　（実施例４）
　これまでの実施例では表示サイズ決定テーブルを，予め設定しておき自動で表示サイズ
を制御していた。この表示サイズ決定テーブルを視聴者が手動で設定してもよい。実施例
１の場合では、図１１に示すような調整Ｍｅｎｕを画面に表示し，近距離，中距離，遠距
離における各種パラメータを、視聴者がリモコンを使って設定する。ここでは，近距離，
及び遠距離においては距離の閾値と画面サイズに対する表示の割合を設定できるようにし
ている。また，中距離においては固定にするか変動にするかを選択できる。固定にした場
合は，中距離で視聴していた場合の画面サイズに対する表示の割合を手動にて設定できる
。変動にした場合は，近距離と遠距離で設定された閾値及び表示割合から，現在の視聴距
離に応じて段階的に表示する割合を自動で決定する。このように設定された設定値が図４
に示す表示サイズ決定テーブルに書き込まれる。実施例２，実施例３に関しても同様にパ



(8) JP 4310330 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

ラメータを手動で設定することができる。本実施例の処理を実現するためのブロック図を
図１２に示す。図１２では，調整Ｍｅｎｕ画面を作成する描画処理部１２０１と描画した
画像と入力映像を合成して出力部１０９に出力する合成部１２０２を図１に追加した構成
となる。
【００３４】
　また，過去に視聴者が表示サイズを手動で切り替えたことを学習していき，表示サイズ
決定テーブルを順次更新していってもよい。学習履歴は制御部で処理され、記憶される。
実施例１に関して適用例を述べる。初期値は図４のような表示サイズ決定テーブルである
とする。例えば視聴距離ｂ以上離れた場所でＯｖｅｒＨＤからＳＤに切り替わった時に，
視聴者がリモコンで表示サイズを９０％に縮小したとする。こういうケースにおいては図
４に示す表示サイズ決定テーブルを１００％から９０％に変更しておき，次回，同様の状
況においては９０％で表示するようにする。
【００３５】
　（実施例５）
　本実施例は、例えば実施例１から実施例３に記載した方法で、初期の表示サイズを決定
した後に，段階的に表示サイズを拡大していき，最終的には全画面表示するものである。
図１３は、変化する時間と表示サイズの割合の増加差分を一定にした場合の表示サイズの
変化を表した図である。ここでは映像コンテンツの解像度切り替わり後に，全画面に対し
て６０％の表示サイズで映像が表示される。その後，１５秒ごとに１０％ずつ全画面に対
する割合を増加させていき１００％まで拡大していく。
【００３６】
　また，拡大する速度を視聴距離，画面サイズ，視聴時間によって制御することも可能で
ある。実施例１の場合では、表示サイズを、視聴距離が近い場合は時間をかけて拡大し，
遠い場合は短時間で拡大する。例えば図１４に示すように、視聴距離がｅの場合は変化す
る時間を１５秒とし，視聴距離がｆの場合は５秒とする（但し、０＜ｅ＜ｆ）。視聴距離
と、表示サイズが変化する時間はテーブルとして記憶される。本実施例の処理のフローを
図１５に示す。ステップＳ２０８までは実施例１と同様である。ステップＳ１５０１で時
間計測用のタイマーを起動する。このタイマー機能は表示サイズ制御部１０５に組み込ん
でおく。次に，
　ステップＳ１５０２で映像コンテンツの解像度が変化したかを判定する。変化した場合
はステップＳ２０４に戻り，変化していない場合は，ステップＳ１５０３へ進む。ステッ
プＳ１５０３では設定時間Ｔとタイマー値を比較して，タイマー値がＴ以上であれば時間
Ｔ経過したと判断し，ステップＳ１５０４にてタイマー値をクリアする。時間Ｔ経過して
いない場合はステップＳ１５０２に戻る。タイマー値をクリアした後は，ステップＳ１５
０５において表示サイズを拡大し，表示装置１１０へ出力する（ステップＳ１５０６）。
その後，ステップＳ１５０７にて，表示画面サイズが全画面表示になっているかを判定し
，全画面表示になっていなければステップＳ１５０１へ戻りタイマーを起動する。全画面
表示になっていた場合は，ステップＳ２０３へ戻り，再び解像度が変化したかを監視する
。
【００３７】
　実施例２の場合は、画面サイズが大きい場合は時間をかけて拡大し，小さい場合は短時
間で拡大する。
【００３８】
　実施例３の場合は、変化前の解像度での視聴時間が長い場合は時間をかけて拡大し，短
い場合は短時間で拡大する。
【００３９】
　このような制御により，解像度ギャップによる不快感を低減しつつ，全画面表示に戻す
ことができる。
【００４０】
　各実施例において、説明を簡潔にするために解像度の種類をＯｖｅｒＨＤ，ＨＤ，ＳＤ
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様の動作が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施例１に係る映像制御装置を説明するためのブロック図である。
【図２】本発明の実施例１に係る映像制御装置の処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図３】本発明の実施例に係る、映像コンテンツの解像度と視聴距離との関係を説明する
ための説明図である。
【図４】本発明の実施例に係る、映像コンテンツの解像度と視聴距離との関係を説明する
ための説明図である。
【図５】本発明の実施例２に係る映像制御装置を説明するためのブロック図である。
【図６】本発明の実施例２に係る映像制御装置の処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図７】本発明の実施例に係る、映像コンテンツの解像度と画面サイズとの関係を説明す
るための説明図である。
【図８】本発明の実施例３に係る映像制御装置の処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図９】本発明の実施例３に係る映像制御装置の処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１０】本発明の実施例に係る、映像コンテンツの解像度と視聴時間との関係を説明す
るための説明図である。
【図１１】本発明の実施例４を説明するための模式図である。
【図１２】本発明の実施例４に係る映像制御装置を説明するためのブロック図である。
【図１３】本発明の実施例５を説明するための模式図である。
【図１４】本発明の実施例５を説明するための模式図である。
【図１５】本発明の実施例５に係る映像制御装置の処理を説明するためのフローチャート
である。
【符号の説明】
【００４２】
　１０１　チューナ部
　１０２　外部入力部
　１０３　デコーダ部
　１０４　解像度検出部
　１０５　表示サイズ制御部
　１０６　視聴距離検出部
　１０７　テーブル部
　１０８　スケーラ部
　１０９　出力部
　１１０　表示装置
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