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(57)【要約】
【課題】実施形態は、輝度の高い映像が連続する場合に
、パネルの画素の機能に悪影響を及ぼすことのない電子
機器及び表示方法を提供する。
【解決手段】実施形態の電子機器は、判定部と、表示制
御処理部と、を具備する。判定部は、出力端に出力すべ
き画像信号が、所定の輝度を超える輝度を有し、所定の
期間を超えて継続する特定成分を含むことを判定する。
表示制御処理部は、画像信号が含む横方向表示画素数お
よび縦方向表示画素数を画素数の比率を維持して減らし
たのち画像信号が規定する表示の大きさと同じかより大
きい表示の大きさを提供する第２の画像信号とする、画
像信号の横方向出力および縦方向出力の少なくとも一方
の出力タイミングを変更する、のうちの少なくとも１つ
を実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力端に出力すべき画像信号が、所定の輝度を超える輝度を有し、所定の期間を超えて
継続する特定成分を含むことを判定する判定部と、
　前記判定部が前記特定成分を含むと判定した画像信号について、
　　画像信号が含む横方向表示画素数および縦方向表示画素数を画素数の比率を維持して
減らしたのち前記画像信号が規定する表示の大きさと同じかより大きい表示の大きさを提
供する第２の画像信号とする、
　　画像信号の横方向出力タイミングおよび縦方向出力タイミングの少なくとも一方の出
力タイミングを変更する、
のうちの少なくとも１つを実行する表示制御処理部と、
を具備する電子機器。
【請求項２】
　前記表示制御処理部は、前記第２の画素信号の画像信号の横方向出力タイミングおよび
縦方向出力タイミングの少なくとも一方の出力タイミングを変更する請求項１記載の電子
機器。
【請求項３】
　前記表示制御処理部は、前記特定成分を含むと前記判定部が判定した画像信号について
、前記画像信号が含む横方向画素数と縦方向画素数とを、所定の期間毎に一定の割合で減
らして前記第２の画像信号とする請求項１または２記載の電子機器。
【請求項４】
　前記表示制御処理部は、前記特定成分を含むと前記判定部が判定した画像信号について
、所定の期間毎に一定の割合で前記横方向出力タイミングまたは前記縦方向出力タイミン
グを変更する請求項１または２記載の電子機器。
【請求項５】
　前記表示制御処理部は、前記特定成分を含むと前記判定部が判定した画像信号について
、前記画像信号が含む横方向画素数と縦方向画素数とを、所定の期間毎に一定の割合で減
らして前記第２の画像信号とするとともに、前記第２の画像信号を所定の期間毎に一定の
割合で前記横方向出力タイミングまたは前記縦方向出力タイミングを変更する請求項１、
２、３、４の何れかに記載の電子機器。
【請求項６】
　前記表示制御処理部は、前記特定成分を含むと前記判定部が判定した画像信号が存続し
ていないことを前記判定部が判定した場合に、前記第２の画像信号を生成するための前記
画像信号への処理を、所定の期間毎に一定の割合で低減する請求項１、２、３、４、５の
何れかに記載の電子機器。
【請求項７】
　前記表示制御処理部の前記第２の画像信号に対応する画像を表示する表示器をさらに具
備する請求項１、２、３、４、５、６の何れかに記載の電子機器。
【請求項８】
　出力端に出力すべき画像信号が出力端と接続する表示装置の画素が機能しなくなる恐れ
のある要因を含むことを判定する判定部と、
　前記要因を含むと前記判定部が判定した画像信号について、
　　画像信号のうちの外周部に対応する成分を取り除いたのち前記画像信号が規定する表
示の大きさと同じかより大きい表示の大きさを提供するオーバースキャンモードを設定す
る、
　　前記画像信号の横方向出力タイミングおよび縦方向出力タイミングの少なくとも一方
の出力タイミングを変更する、
のうちの少なくとも１つを実行する表示制御処理部と、
を具備する電子機器。
【請求項９】
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　出力端に出力すべき画像信号が、所定の輝度を超える輝度を有し、所定の期間を超えて
継続する特定成分を含むことを検出し、
　特定成分を含むことを検出した画像信号について、
　　画像信号が含む横方向表示画素数および縦方向表示画素数を画素数の比率を維持して
減らしたのち画像信号が規定する表示の大きさと同じかより大きい表示の大きさを提供す
る第２の画像信号を生成する、
　　画像信号の横方向出力タイミングおよび縦方向出力タイミングの少なくとも一方の出
力タイミングを変更する、
のうちの少なくとも１つを実行する
表示方法。
【請求項１０】
　出力端に出力すべき画像信号が出力端と接続する表示装置の画素が機能しなくなる恐れ
のある要因を含むことを判定する判定部と、
　前記判定部が前記要因を含むと判定した画像信号について、前記要因を検出した箇所の
画像信号に対する表示位置の移動量が大きくなるなるように、画像信号のうちの外周部に
対応する成分を取り除いて画像信号が規定する表示よりも大きい表示の大きさを提供する
オーバースキャンまたは、画像信号の横方向出力タイミングおよび縦方向出力タイミング
の少なくとも一方の出力タイミングを変更する画素ずらしのうちの少なくとも一方を前記
画像信号に適用する表示制御処理部と、
を具備する電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電子機器及び表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置が映像を表示する表示モードとして、ジャストスキャンモードとオーバースキ
ャンモードとが知られている。ジャストスキャンモードは、映像信号が含む全ての画素で
構成する映像を、表示装置の表示画面内に収まるように表示する。オーバースキャンモー
ドは、映像信号が含む全ての画素で構成する映像のうちの外周部を取り除くことにより、
ジャストスキャンモードに比較して大きめに表示する。
【０００３】
　ところで、表示装置が、例えばＯＬＥＤ（有機ＥＬ）、等の自発光方式のパネルにより
構成されている場合、輝度の高い映像を同じ位置に表示する映像信号が連続して入力され
ると、その部分の画素が機能しなくなる焼き付き（画面焼け）が生じ易い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２６４３６６号公報
【特許文献２】特開２００５－４３７２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　焼き付きの発生を軽減する（焼き付きの発生を抑止する）ために、画素ずらし（画像移
動／Pixel shift）と呼ばれる処理が行われている。画素ずらしは、パネルに表示する映
像の全体の表示位置を周期的に変更するものである。
【０００６】
　画素ずらしによりパネルに表示する画像の全体の表示位置を単に変更すると、パネルに
表示する画像の一部が欠落して非画像領域が現れる。パネルに表示する画像が非画像領域
を伴うことは、ユーザに違和感を与えることに他ならない。
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【０００７】
　この発明の目的は、輝度の高い画像が連続する場合に、パネルの画素の機能に悪影響を
及ぼすことのない電子機器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】
【０００８】
　実施形態の電子機器は、判定部と、表示制御処理部と、を具備する。前記判定部は、出
力端に出力すべき画像信号が、所定の輝度を超える輝度を有し、所定の期間を超えて継続
する特定成分を含むことを判定する。前記表示制御処理部は、前記判定部が前記特定成分
を含むと判定した画像信号について、画像信号が含む横方向表示画素数および縦方向表示
画素数を画素数の比率を維持して減らしたのち前記画像信号が規定する表示の大きさと同
じかより大きい表示の大きさを提供する第２の画像信号とする、画像信号の横方向出力タ
イミングおよび縦方向出力タイミングの少なくとも一方の出力タイミングを変更する、の
うちの少なくとも１つを実行する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態の電子機器（テレビジョン放送受信装置）の要部の一例を示す概略図。
【図２】実施形態の電子機器が表示する画像をオーバースキャン化表示する前のジャスト
スキャンの状態の表示画像の一例を示す概略図。
【図３】実施形態の電子機器が表示する画像をオーバースキャン表示により拡大して表示
する際の元の画像を切り出す位置と表示画像との関係の一例を示す概略図。
【図４】実施形態の電子機器が表示する画像をオーバースキャン表示により拡大して表示
する際の元の画像を切り出す位置と表示画像との関係の一例を示す概略図。
【図５】実施形態の電子機器が表示する画像の表示方法の一例をソフトウェア的に示す概
略図。
【図６】実施形態の電子機器が表示する画像の表示方法の一例をソフトウェア的に示す概
略図。
【図７】実施形態の電子機器が表示する画像の表示方法の一例をソフトウェア的に示す概
略図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、実施の一形態について説明する。
【００１１】
　図１は、実施形態に係わる電子機器、例えばテレビジョン放送受信装置（テレビジョン
装置と称する場合もある）の要部を説明する概略ブロック図である。
【００１２】
　図１が示すテレビジョン装置１は、空間波を用いる信号伝送（放送と称する場合もある
）やネットワークを経由した配信により供給される番組（コンテンツと称する場合もある
）のうちの視聴者（ユーザ）が選択した番組を受信して再生する。なお、番組の取得は、
例えばコンテンツサーバ（番組提供元と称する場合もある）へのアクセス（参照と選択的
な取得（ダウンロードと称する場合もある））等であってもよい。また、以下に説明する
個々の要素や構成は、マイクロコンピュータ（処理装置、ＣＰＵ（Central Processing U
nit））によりソフトウェアで実現するものであってもよいし、ハードウェアで実現する
ものであってもよい。なお、番組は、ストリームあるいは情報と称する場合もあり、映像
及び映像に付属する音声あるいは音楽、等からなる。また、映像は、動画と静止画あるい
はテキスト（コード化された符号列で示される文字や記号等で表される情報）ならびにそ
の任意の組み合わせを含む。
【００１３】
　テレビジョン装置１は、第１受信処理部１１、第２受信処理部１２、信号処理部（ＤＳ
Ｐ（Digital Signal Processor））１３、制御部１４、出力映像処理部１５、出力音響処
理部１６、等を含む。第１受信処理部１１および第２受信処理部１２には、それぞれ、入
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力端子１１１および入力端子１１２が接続する。出力映像処理部１５および出力音響処理
部１６には、それぞれ、ディスプレイ（表示器）１２１および音響再生部（スピーカ）１
２２が接続する。なお、ディスプレイ１２１は、例えばＯＬＥＤ（有機ＥＬ（Oganic Ele
ctro Luminescence））パネル等の自発光方式の表示パネルを用いたものであることが好
ましい。
【００１４】
　第１受信処理部１１は、チューナ１１ａ、ＰＳＫ（Phase Shift Keying）復調器１１ｂ
およびＴＳ（Transport Stream／トランスポートストリーム）復号器１１ｃを含む。
【００１５】
　チューナ１１ａは、制御部１４による制御に基づいて、入力端子１１１と接続する衛星
放送向けアンテナ１２３が同調するＢＳ（Broadcasting Satellite）あるいはＣＳ（Comm
unication Satellite）からの放送波すなわちＢＳ／ＣＳデジタルテレビジョン放送信号
を受信する。
【００１６】
　ＰＳＫ復調器１１ｂは、制御部１４による制御に基づいて、チューナ１１ａが選局した
放送信号を復調し、所望の番組を含んだＴＳを抽出して、ＴＳ復号器１１ｃに出力する。
【００１７】
　ＴＳ復号器１１ｃは、制御部１４による制御に基づいて、多重化されているＴＳを復号
し、所望の番組のデジタルの映像信号および音声信号をデパケットする。ＴＳ復号器１１
ｃはまた、デパケットして得たＰＥＳ（Packetized Elementary Stream）を信号処理部１
３内の図示しないＳＴＤ（System Target Decoder）バッファへ出力する。ＴＳ復号器１
１ｃはさらに、放送信号が含むセクション情報を信号処理部１３内の図示しないセクショ
ン処理部へ出力する。
【００１８】
　第２受信処理部１２は、チューナ１２ａ、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing）復調器１２ｂおよびＴＳ復号器１２ｃを含む。
【００１９】
　チューナ１２ａは、制御部１４による制御に基づいて、入力端子１１２と接続する地上
デジタル放送受信用のアンテナ１２４が同調する地表波の放送波であって、いわゆる地上
デジタルテレビジョン放送信号を受信する。
【００２０】
　ＯＦＤＭ復調器１２ｂは、制御部１４による制御に基づいて、チューナ１２ａが選局し
たチャンネルの放送信号を復調し、所望の番組を含んだＴＳを抽出して、ＴＳ復号器１２
ｃに出力する。
【００２１】
　ＴＳ復号器１２ｃは、制御部１４による制御に基づいて、多重化されているＴＳを復号
し、所望の番組のデジタルの映像信号および音声信号をデパケットする。ＴＳ復号器１２
ｃはまた、デパケットして得たＰＥＳを信号処理部１３内の図示しないＳＴＤバッファへ
出力する。また、ＴＳ復号器１２ｃは、放送信号が含むセクション情報を信号処理部１３
内の図示しないセクション処理部へ出力する。
【００２２】
　信号処理部１３が含む図示しないセクション処理部は、ＴＳ復号器１１ｃまたは１２ｃ
からのセクション情報の中から、任意の番組を受信（取得）するためのさまざまなデータ
を、起動処理時もしくは所定のタイミングで、制御部１４へ出力する。データの１つは、
ＣＡＳ（Conditional Access System／限定受信）によるスクランブルを解除するデスク
ランブルのための鍵情報（および、カード媒体が保持する所定の情報（受信許諾））を含
む。データの別の１つは、電子番組ガイド（ＥＰＧ（Electronic Program Guide））情報
や番組ジャンル等に関する番組属性情報、字幕情報等を含むサービス情報ＳＩ（Service 
Information）、等を含む。ＳＩは、ＴＳが含む符号化された画像データや音声データの
それぞれであるＥＳ（Elementary Stream）がどのプログラムに属しているかを記した情
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報であるＰＳＩ（Program Specific Information））を含む。なお、上述の記載は、セク
ション処理部と制御部１４との間のＣＡＳデスクランブル用の鍵情報等のデータやＥＰＧ
情報、番組属性情報、字幕情報等を含むＳＩやＰＳＩの受け渡しに関するものであり、制
御部１４がセクション処理部から、さまざまなデータを所定のタイミングで読み取る、と
表現される場合もある。
【００２３】
　信号処理部１３は、受信中（現在放送中）の番組の視聴時には、ＴＳ復号器１１ｃまた
はＴＳ復号器１２ｃが出力する映像信号および音声信号に対して選択的に所定のデジタル
信号処理を施し、出力映像処理部１５のグラフィック処理部１５ａおよび出力音声処理部
１６の音声処理部１６ａに出力する。
【００２４】
　信号処理部１３は、受信中の番組を録画する場合は、ＴＳ復号器１１ｃまたはＴＳ復号
器１２ｃが出力する映像信号および音声信号に対して選択的に所定のデジタル信号処理を
施した記録信号を、制御部１４の制御に基づいて、制御部１４の入出力部１１４を通じて
接続する記憶部（例えばＨＤＤ（Hard Disk Drive））１２７に記億する。信号処理部１
３は、録画済の番組を再生する場合は、制御部１４の制御に基づいて、制御部１４を介し
て記憶部１２７から読み出した録画済番組のデータに所定のデジタル信号処理を施し、グ
ラフィック処理部１５ａおよび音声処理部１６ａに出力する。
【００２５】
　信号処理部１３はまた、入力端子１１３ａ、１１３ｂまたは１１３ｃを通じてさまざま
な外部装置からの外部入力信号を受けつける。外部装置としては、例えばＳＴＢ（Set To
p Box（外部チューナと称する場合もある））、映像記録再生装置（レコーダと称する場
合もある）、映像再生装置（プレーヤと称する場合もある）もしくはビデオカメラ装置等
、任意である。特に、ビデオカメラ装置は、カメラ装置としての形態に支配されるもので
はなく、画像撮影が可能な携帯可能な端末装置、例えばタブレットＰＣ（Personal Compu
ter）装置やスマートフォン、等であってもよい。信号処理部１３はまた、入力端子１１
３ａ、１１３ｂまたは１１３ｃから入力するデジタル（またはアナログ）の映像信号及び
音声信号をデコードし、ユーザの要求に基づいて高画質化・高音質化処理する。なお、入
力端子１１３ａ、１１３ｂまたは１１３ｃから入力する入力信号がアナログ信号である場
合は、図示しないＡ－Ｄ（Analog to Digital）変換回路を介してＡ－Ｄ変換する。
【００２６】
　制御部１４は、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）もしくはＣＰＵ（Central Processin
g Unit）等の処理回路要素（process circuitry）を含み、テレビジョン装置１の各部の
動作を制御する。制御部１４はまた、ＲＯＭ（Read Only Memory）１４ａ、ＲＡＭ（Rand
am Accesses Memory）１４ｂ、不揮発性メモリ（ＮＶＭ）１４ｃ、判定部（焼き付き要因
検出部）１４ｄおよび表示制御（焼き付き防止）処理部１４ｅ、等を含む。
【００２７】
　制御部１４は、例えば電源投入時（リモコン１２５によるユーザ操作入力時）、ＲＯＭ
１４ａが保持する起動処理用プログラムをＲＡＭ１４ｂ上で動作させ、所定のイニシャル
動作（起動処理）を実行する。また、制御部１４は、ＲＯＭ２２が保持する制御プログラ
ムに従い動作するＣＰＵ２１の制御に基づいてＲＡＭ２３をワークメモリとして所定の処
理を実行する。ＮＶＭ２４は、各種の設定情報や制御情報等を保持する。
【００２８】
　制御部１４はまた、起動処理時もしくは所定のタイミングで、ＣＡＳデスクランブル用
の鍵情報等の各種データやＥＰＧ情報、番組属性情報、字幕情報等を含むＳＩやＰＳＩを
信号処理部１３から取得する。制御部１４はまた、信号処理部１３から取得した情報のう
ちのＥＰＧや字幕について、それらを表示するため画像生成処理を行い、生成したＥＰＧ
や字幕に対応する画像情報を、出力映像処理部１５のグラフィック処理部１５ａへ出力す
る。
【００２９】
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　制御部１４はさらに、信号処理部１３が含む図示しないＡＶデコーダがグラフィック処
理部１５ａに出力する映像信号（Video）やVideo（映像信号）と独立した画像データや文
字成分である（Data）が特定成分（要因画素と称する場合もある）を含む映像信号あるい
は画像データであるか否かを判定する。詳細には、制御部１４は、判定部１４ｄが信号処
理部１３のＡＶデコーダがグラフィック処理部１５ａに出力する映像信号や画像データが
特定成分を含むことを検出し、特定成分を含むと判定した結果を保持する。
【００３０】
　要因画素（特定成分）とは、ディスプレイ１２１に入力する画像信号の輝度成分の強度
が一定の強度より大きく、かつ連続する表示期間が一定の期間よりも長い輝度成分を意味
する。なお、連続する表示期間は、多くの場合、表示対象画像が複数フレームに亘ること
により、フレーム数により計数（管理）することができる。
【００３１】
　要因画素は、例えば時刻表示や気象情報等におけるマーク類や温度表示、もしくは緊急
情報や文字スーパー、等である場合が多い。要因画素は、例えばコンテンツ供給元（放送
局（チャンネル））を示すロゴマークやアイコン、番組名（番組ロゴ）、等である場合も
ある。要因画素としては、ＨＤＭＩ処理部１３５、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ１３３あるいは通信　
Ｉ／Ｆ１３１もしくは入力端子１１３ａ、１１３ｂまたは１１３ｃを経由してテレビジョ
ン装置１に入力するさまざまなコンテンツの選択のためのアイコンや装置名表示も、該当
する。
【００３２】
　判定部（焼き付き要因検出部）１４ｄが要因画素（特定の画像）を検出した場合、表示
制御（焼き付き防止）処理部１４ｅにおいて、要因画素を検出した（要因画素を含む）Vi
deo（ビデオと称する場合もある）やData（データと称する場合もある）に、焼き付き軽
減処理を施す。焼き付き軽減処理については、図２、図３、図４（ａ）－（ｄ）、図５、
図６および図７を用いて後段に詳述する。
【００３３】
　制御部１４はまた、番組録画および番組予約録画を制御する。制御部１４は、番組録画
予約受付時には、ディスプレイ（表示部）１２１にＥＰＧ情報を表示するための表示信号
をグラフィック処理部１５ａに出力する。制御部１４はまた、リモートコントローラ１４
１あるいは操作部１２５からの操作入力（ユーザ指示）に基づく予約内容を、所定の記憶
手段（例えばＮＶＭ１４ｃ）に設定（格納）する。
【００３４】
　制御部１４は、設定された時刻が近づくと、設定された時刻に予約されている番組を録
画するよう第１受信処理部１１（チューナ１１ａ、ＰＳＫ復調器１１ｂ、ＴＳ復号器１１
ｃ）または第２受信処理部１２（チューナ１２ａ、ＯＦＤＭ復調器１２ｂ、ＴＳ復号器１
２ｃ）および信号処理部１３を制御する。
【００３５】
　制御部１４はまた、通信Ｉ／Ｆ（Inter Face）１３１を介してＬＡＮ端子１３２と接続
し、ＬＡＮ端子１３２と接続する任意のＬＡＮ対応の機器との間で、情報の受け渡しを行
う。通信Ｉ／Ｆ１３１は、例えばＷｉＦｉ（Wireless Fidelity）規格等に準拠する近距
離無線通信機器との間の無線通信を実現する。近距離無線通信規格としては、例えばブル
ートゥース（登録商標）規格やＮＦＣ（Near Field Communication）等も利用可能である
。通信Ｉ／Ｆ１３１はまた、例えばタブレット端末（スマートフォンや携帯可能なＰＣ（
パーソナルコンピュータ））との間で、直接通信を行うことができる。
【００３６】
　制御部１４はさらに、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）規格に準拠するＵＳＢ　Ｉ／Ｆ
１３３を介してＵＳＢ端子１３４と接続し、ＵＳＢ端子１３４と接続するＵＳＢ規格の下
で動作する各種ＵＳＢ機器（例えばＵＳＢ接続のＨＤＤやメモリカード）との間で、情報
の受け渡しを行う。
【００３７】
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　また、制御部１４は、High-definition Digital Media Interface（ハイディフィニシ
ョンデジタルメディアインタフェース（以下ＨＤＭＩ（登録商標）と略称する））規格に
準拠するＨＤＭＩ処理部１３５を介してＨＤＭＩ端子１３６と接続する。これにより制御
部１４は、ＨＤＭＩ端子１３６と接続する任意のＨＤＭＩ対応機器との間の情報（映像信
号、オーディオ信号及び制御信号）の受け渡しが可能である。例えば、スピーカ１２２と
独立に（あるいはスピーカ１２２と併用または切り換え可能に）、ＨＤＭＩ処理部１３５
経由で音響信号（Audio）を受け取ることができる音響再生装置がＨＤＭＩ端子１３６と
接続された場合、音響再生装置が提供する音場や再生条件で音響および音声が再生できる
。
【００３８】
　制御部１４はまた、カードＩ／Ｆ１３７を介してメモリカード１５１が装着可能なカー
ドホルダ１３８と接続し、カードホルダ１３８を介して、メモリカード１５１との間で、
情報の受け渡しを行う。
【００３９】
　制御部１４はさらに、ＭＰＵ（ＣＰＵ）のファームウェア、あるいはネットワークを通
じて取得可能なアプリケーション（プログラム）として、ＤＨＣＰ（Dynamic Host Confi
guration Protocol）サーバ機能を有することができる。ＤＨＣＰサーバ機能を有する場
合は、ＬＡＮ（Local Area network）対応の外部機器、例えばデジタルリビングネットワ
ークアライアンス（Digital Living Network Alliance（ＤＬＮＡ（登録商標））規格に
準拠する他の機器（別のテレビジョン装置、等）との間で、情報（番組／コンテンツ）の
受け渡しが可能である。
【００４０】
　グラフィック処理部１５ａは、信号処理部１３の図示しないＡＶデコーダが出力するVi
deo（ビデオ）とData（データ）と制御部１４が生成するＥＰＧや字幕に対応する映像信
号（ＥＰＧ，字幕）とを合成して映像処理部１５ｂへ出力する。グラフィック処理部１５
ａはまた、字幕放送における字幕や放送中の番組中の音声や会話を字幕化して表示するい
わゆる生字幕を表示する場合、制御部１４の制御に基づき、映像信号に字幕情報（字幕映
像）を重畳する処理を行う。
【００４１】
　映像処理部１５ｂは、グラフィック処理部１５ａからのVideoとDataとＥＰＧや字幕情
報（字幕映像）に対応する映像信号とを重畳した表示映像信号をディスプレイ１２１もし
くは出力端子１１５を介して接続する外部機器が表示可能なフォーマットの実表示信号に
変換し、ディスプレイ１２１もしくは出力端子１１５に出力する。映像処理部１５ｂはま
た、ユーザ操作（制御入力）に対応する、例えば音量レベルの変更のための音量バー映像
や、例えばメニュー選択のためのメニュー画面表示等のＯＳＤ（On Screen Display）処
理部１７が生成するＯＳＤ信号をグラフィック処理部１５ａからの表示映像信号にさらに
重畳して実表示信号とする。その場合、ＯＳＤ処理部１７が生成するＯＳＤ信号がある場
合、実表示信号は、ＯＳＤ信号が一体化された信号に置き換えられる。
【００４２】
　音声処理部１６は、信号処理部１３からのデジタルの音声信号をスピーカ１２２で再生
可能なフォーマットのアナログ音声信号に変換し、スピーカ１２２もしくは出力端子１１
６を介して接続される外部機器、例えば音響再生装置（例えば、多チャンネルスピーカシ
ステム）に出力する。なお、音響再生装置が上述したＨＤＭＩ端子１３６経由で音響信号
（Audio）を受け取ることができる場合には、音響再生装置がＨＤＭＩ端子１３６と接続
されてもよい。
【００４３】
　次に、焼き付き軽減処理について、詳細に説明する。
【００４４】
　制御部１４の判定部（焼き付き要因検出部）１４ｄは、ディスプレイ１２１に表示する
表示画像に対応する実表示信号の元となるVideo（ビデオ）とData（データ）と制御部１
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４が生成するＥＰＧや字幕に対応する映像信号（ＥＰＧ，字幕）である画像信号の輝度成
分の強度から、要因画素（特定の画像）を検出し、焼き付き要因、と判定する。画像信号
の輝度成分の強度は、画素が表示する画像に対応する画像信号の輝度成分と関連性が高い
駆動電流値の電流値（大きさ）に置き換えることも可能である。
【００４５】
　ディスプレイ１２１が自発光方式のディスプレイである場合、要因画素に対応する画像
信号に基づいて一定の期間よりも長い期間画像を表示させると、その画像を表示した画素
における以降の表示において、例えば輪郭や表示色が固定化される等、画素として機能し
なくなることが知られている。このことは、画面焼け（焼き付き）と称される。
【００４６】
　このため、上述した画像信号の輝度成分の強度が要因画素を含む、と判定できる場合、
表示制御（焼き付き防止）処理ブロック１４ｅは、映像処理部１５ｂがディスプレイ１２
１または出力端子１１５に出力する実表示信号の元となるグラフィック処理部１５ａから
の表示映像信号あるい信号処理部１３が出力する映像信号の何れかあるいは両者に、焼き
付き軽減処理を施すことが好ましい。
【００４７】
　判定部１４ｄは、対象となる１フレーム分の画像の任意の位置の画素あるいはその画素
の周囲や近傍に位置する任意の画素からなる画素群の個々の画素に対応する画像信号の輝
度成分の大きさ（強度）が一定以上である画像信号を含む画像を検出する。判定部１４ｄ
は、その画像信号の輝度成分の強度（大きさ）が一定以上である画像信号が一定の期間よ
りも長い（フレーム数が所定フレーム数以上継続する）画像信号を、要因画素（焼き付き
要因）、と判定する。要因画素と判定する画素に対応する画像信号は、実質的にディスプ
レイ１２１上での表示位置が実質的に固定される画像信号である場合が多い。すなわち、
要因画素と判定する画素に対応する画像信号は、１フレーム毎の表示画像内での動きがほ
とんどない高輝度静止画像である場合が多い。なお、要因画素は、例えば絵柄解析技術、
ノイズエリア解析技術、マスターリファイン技術、等により、個々の画素に対応する画像
信号単位で、抽出できる。なお、要因画素を判定する場合、連続する表示期間が一定期間
を超えることを検出するための期間の長さ（合計する表示期間の長さ）は、例えば表示色
が異なるものの輝度信号の強度（もしくは画像信号の輝度成分と関連性が高い駆動電流値
の電流値（大きさ））が一定以上である全ての画像を含むことが好ましい。
【００４８】
　表示制御（焼き付き防止）処理部１４ｅは、判定部１４ｄの判定結果が、焼き付き要因
ありの場合（要因画素であると判定された場合）、グラフィック処理部１５ａからの表示
映像信号または信号処理部１３が出力する映像信号の何れか、あるいは両者に、焼き付き
軽減処理を施す。
【００４９】
　焼き付き軽減処理は、具体的には、映像処理部１５ｂがディスプレイ１２１または出力
端１１６に出力する表示信号にディスプレイ１２１上での表示位置を変更する成分を付加
した実表示信号（第２の画像信号と称する場合もある）を生成する処理である。
【００５０】
　実表示信号のディスプレイ１２１上での表示位置は、本来表示すべき位置の画素（また
は画素群）とは異なる所定画素だけ離れた別の画素（または画素群）を用いて要因画素を
含むと判定された画像を表示するよう、表示信号の画素（または画素群）の位置情報を変
更することにより実現できる。実表示信号は、例えば画像の拡大（オーバースキャン化）
または画素ずらし（画像移動）の少なくとも１つもしくはその両者の組み合わせにより実
現できる。なお、オーバースキャン化は、実表示信号がディスプレイ１２１に固有の全て
の画素に実質的に１：１で対応し、実表示信号をそのままの位置関係（およびまたは拡大
率）で表示するジャストスキャンモードに比較して、横方向の画素成分（画素数）および
縦方向の画素成分（画素数）のそれぞれを、その比率（歩行方向の画素成分と縦方向の画
素成分との縦横比）を維持して、要求のある拡大率の逆数倍の個数に減らし、その個数の
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画素成分をディスプレイ１２１の全ての画素で表示するよう拡大した実表示信号を得るこ
とである。すなわち、焼き付き防止処理は、判定部１４ｄが特定成分を含むと判定した画
像信号について、画像信号が含む横方向表示画素数および縦方向表示画素数を、画素数の
比率を維持して減らし、画像信号が規定する表示の大きさと同じかより大きい表示の大き
さを提供する第２の画像信号（実表示信号）を生成し、生成した第２の画像信号の横方向
出力タイミングおよび縦方向出力タイミングの少なくとも一方の出力タイミングを変更す
ることである。なお、横方向出力タイミングおよび縦方向出力タイミングの少なくとも一
方の出力タイミングの変更は、第２の画像信号を生成する前に実行されてもよい。また、
例えば出力タイミングを１画素分変更し、第２の画像信号の画素数を１ステップ分だけ減
らし、出力タイミングを１画素分変更し、第２の画像信号の画素数を１ステップ分だけ減
らす、というように、第２の画像信号の生成と出力タイミングの変更とを交互に実行して
もよい。なお、オーバースキャン化に対して逆との処理となるよう、ジャストスキャンモ
ードに比較して、横方向の画素成分および縦方向の画素成分のそれぞれを、要求のある縮
小率で縮小することも焼き付き軽減処理としては可能であるが、その場合、ディスプレイ
１２１に表示する画像に非画像領域が生じることが明白であり、実用的ではない。なお、
画素（または画素群）の位置情報を変更する手法としては、ＲＡＭ１４ｂから実表示信号
をグラフィック処理部１５ａに出力する際の読み出しタイミングの変更や、ＲＡＭ１４ｂ
上に実表示信号を展開する際に余白データを挿入する、等、任意である。また、例えばデ
ィスプレイ１２１の横方向画素数が１９２０画素で縦方向の画素数が１０８０画素である
場合において、実表示信号の横方向画素成分が３８４０個で縦方向の画素成分が２１６０
個の画像信号をダウンコンバートしてそれぞれ１９２０個と１０８０個に変換した画像信
号を表示する場合も、ジャストスキャンモードに該当することはいうまでもない。なお、
ジャストスキャンモードは、映像信号が含む全ての画素で構成する映像を、表示装置の表
示画面内に収まるように表示する、と称される場合もある。また、オーバースキャンモー
ドは、映像信号が含む全ての画素で構成する映像のうちの外周部を取り除くことにより、
ジャストスキャンモードに比較して大きめに表示する、と称される場合もある。
【００５１】
　始めに、図２および図３により、画像を拡大（オーバースキャン化）して表示する例を
示す。なお、図２および図３のそれぞれにおいては、点線で示す範囲がディスプレイ１２
１の最大表示範囲に相当する。また、図２および図３のそれぞれにおいて、グレーダウン
した状態で示す表示を、要因画素とする。一方、図２および図３のそれぞれにおいて、黒
で示した（僅かに）拡大されている表示が焼き付き軽減処理により規定される表示位置に
表示する表示画像（焼き付き軽減処理された実表示信号をディスプレイ１２１に表示した
状態）を示す。
【００５２】
　画像の拡大は、表示する画像に対応する画像信号を、ジャストスキャンモードによる表
示（図２参照）から図３が示すように所定の倍率で拡大（オーバースキャン化）して表示
するオーバースキャンモードにより、実現する。しかしながら、オーバースキャンモード
においては、ジャストスキャンモードにおいて表示されている画像の一部が表示できなく
なる。具体的には、図３に点線で示すオーバースキャンモードによる表示は、図２に点線
で示すオーバースキャンモード開始前のジャストスキャンモードによる表示と（オーバー
スキャンモード時の）拡大率が同じ状態に比較して、ジャストスキャンモードにて表示す
る領域よりも狭い範囲を表示する。このため、オーバースキャンモードにより画像を拡大
する場合は、要因画素のように、視聴者（ユーザ）に視認されやすい画像を含む領域が表
示できなくなることを避けることが好ましい。例えば、オーバースキャン化の開始時には
、表示画面の概ね中央に位置する画像（画素）に対応する画像信号を実質的な拡大の中心
として、四方（４隅）に向けて一定の割合で画像に対応する画像信号を拡大することが好
ましい。
【００５３】
　オーバースキャンモードにおいては、判定部（焼き付き要因検出部）１４ｄが要因画素
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を含む、と判定した画像に対応する画像信号の個々の画素の実表示信号の表示位置（位置
情報）を、画素単位の所定のステップ数で拡大した位置に変更する。位置情報を変更する
ための変更量は、表示制御（焼き付き防止）処理部１４ｅが、後述する所定の規則に従っ
て用意（設定）する。位置情報の変更量は、例えば映像処理部１５ｂがディスプレイ１２
１に出力する実表示信号もしくはその元となるグラフィック処理部１５ａからの表示映像
信号あるい信号処理部１３が出力するVideo（ビデオ）およびまたはData（データ）の少
なくとも１つに、重畳する。
【００５４】
　なお、位置情報の変更量を画素単位の所定のステップ数で変更することは、画素を分割
する（画素に跨る）ことで生じることのある画像処理上の色むらや色ずれ、等が生じるこ
とを抑止できる。また、個々のステップにおいて拡大する画素数を画素の整数倍となるよ
うに設定することによっても同様の効果が得られる。これにより、表示中の画像の倍率が
変化している（画像が時間毎に拡大している）ことを、視聴者（ユーザ）が認識する可能
性を低減できる。例えば、ディスプレイ１２１の横方向画素数が、例えば１９２０画素で
縦方向画素数が、例えば１０８０画素である場合、１ステップあたり、横方向で１６画素
、縦方向で９画素、ずつ拡大することで、拡大率は概ね１％（０．８％強）単位で設定可
能となる。なお、焼き付きの発生を抑止するためには単位時間あたりの拡大率を大きくす
る（拡大率を高める）と効果的である。また、画像を拡大する際の拡大速度（各ステップ
を実行する時間間隔）は、表示画像の変化を視聴者（ユーザ）が認識できる可能性を低減
するために、例えば数十秒～数分（高い焼き付き防止効果を得るためには、１～２分）と
することが好ましい。なお、表示中の画像の倍率が変化している（画像が時間毎に拡大し
ている）ことを、視聴者（ユーザ）が認識する可能性を低減するため、例えば、ＣＭ（Co
mmercial Message）が終わって本編に戻る際や、本編中のコーナー（場面）の切り替わり
時、スポーツ映像等から気象情報等への切り替わり時、スタジオ映像等から中継映像等へ
の切り替わり時、等において、画像を拡大することが好ましい。また、１ステップあたり
の拡大率およびまたは上限とすべき拡大比は、設定画面もしくはメニュー画面表示からユ
ーザが任意に設定できることが好ましい。
【００５５】
　続いて、図４（ａ）－（ｄ）により、画素ずらしを適用する表示例を示す。なお、図４
（ａ）－（ｄ）のそれぞれにおいては、点線で示す範囲がディスプレイ１２１の最大表示
範囲に相当する。ここで、図４（ａ）－（ｄ）のそれぞれにおいてグレーダウンした状態
で示す表示を、要因画素とする。また、図４（ａ）－（ｄ）のそれぞれにおいて、黒で示
した表示が焼き付き軽減処理により規定される表示位置に表示する表示画像（焼き付き軽
減処理された実表示信号をディスプレイ１２１で表示した状態）を示すものとする。
【００５６】
　画素ずらしは、図４（ａ）－（ｄ）が示すように、ジャストスキャンモードによる表示
を、所定のタイミングで任意の方向に移動することで、容易に実現できる。但し、ディス
プレイ１２１に表示する画像を任意の方向に移動することにより、ジャストスキャンモー
ドにおいて表示されている画像の一部が表示できなくなる。このため、ディスプレイ１２
１に表示する画像を任意の方向に移動する場合は、要因画素のように、視聴者（ユーザ）
に視認されやすい画像を含む領域が表示できなくなる方向への移動を避けることが好まし
い。なお、要因画素については、画素ずらしにより移動して表示する画像の表示位置と元
々の画像の表示位置とが重ならないことが好ましい。すなわち、要因画素が、例えば図２
が示すように、ディスプレイ１２１の左上に相当する位置することを検出した場合、画像
の移動により画像が表示されなくなる画像欠け部分を、図４（ａ）が示すよう、ディスプ
レイ１２１の左上の領域が表示する画像とすることで、画素ずらしによる焼き付き軽減処
理の効果を高めることができる。なお、画素ずらしは、画像の表示位置が一定の周期でが
元の位置に戻るように、例えば「無限大記号（∞）」や「８（数字）」に類似した移動軌
跡に基づいて移動することが、好ましい。また、表示画像の変化を視聴者（ユーザー）が
認識できる可能性を低減するために、１ステップあたりに移動する画素数は１画素とする
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ことが好ましい。これにより、表示中の画像が移動していることを、視聴者（ユーザ）が
認識する可能性を低減できる。
【００５７】
　但し、画素ずらしも、ディスプレイ１２１に表示する画像の一部を切り欠くことである
から、画像を拡大する際の拡大比（最も拡大した画像と元の画像との比）や画素ずらしの
最大ずらし量は、例えば１０％程度に抑えることが好ましい。なお、画素ずらしの際の画
像の移動速度は、表示中の画像の変化を視聴者（ユーザ）が認識する可能性を低減するた
めに、例えば数十秒～数分（高い焼き付き防止効果を得るためには、１～２分）で１ステ
ップとすることが好ましい。また、表示中の画像の位置が変化している（画像が時間毎に
移動している）ことを、視聴者（ユーザ）が認識する可能性を低減するため、例えばＣＭ
（Commercial Message）が終わって本編に戻る際や、本編中のコーナー（場面）の切り替
わり時、スポーツ映像等から気象情報等への切り替わり時、スタジオ映像等から中継映像
等への切り替わり時、等において、画像をずらす（画素ずらしする）ことが好ましい。も
ちろん、要因画素が検出されなくなった際に、上述のタイミングで画像の拡大や画素ずら
しを、上述した１ステップに拘わりなく、大きなステップ数でもとに戻すことも可能であ
る。なお、１ステップあたりに移動する画素数およびまたは最大の移動量（画素数）は、
設定画面もしくはメニュー画面表示からユーザが任意に設定できることが好ましい。
【００５８】
　なお、表示制御（焼き付き防止）処理部１４ｅにおける画像拡大または画素ずらしは、
ハードウェアにより実行するものであってもよいし、ソフトウェアで実行するものであっ
てもよい。また、設定画面もしくはメニュー画面表示から、例えば「ジャストスキャン」
モード、「オーバースキャン」モードおよび「焼き付き軽減（画像の拡大と画素ずらし）
」モードの何れかを、ユーザが任意に設定できることが好ましい。
【００５９】
　図５は、図３に示した画像拡大およびまたは図４（ａ）－（ｄ）に示した画素ずらしを
適用する一例を示すフローチャートである。なお、図５が示す例は、オーバースキャン化
（オーバースキャン表示）の開始時の位置を、実表示信号の中央（あるいはその近傍）の
画像に対応する信号による画像の表示位置とした場合を想定している。
【００６０】
　ジャストスキャン（モード）表示で番組（コンテンツ）を再生している状態で、焼き付
き要因（要因画素）を検出した場合（ブロック１１－ＹＥＳ（要因あり））、オーバース
キャン（モード）表示に移行する（ブロック１２）。オーバースキャンによる画像拡大が
所定の倍率に達するまでの間（ブロック１２－ＮＯ（オーバースキャン化未完了））は、
オーバースキャンを１ステップ進める（１３）。オーバースキャンによる画像拡大が所定
の倍率に達した場合（ブロック１２－ＹＥＳ（オーバースキャン化完了））は、画素ずら
しを１ステップ進める（ブロック１４）。これにより、再生（表示）中の番組が含む画像
に、例えば静止像であって高輝度の画像信号を含む焼き付き要因（画像）が存在すること
を検出した場合、焼き付き要因となる画素の表示位置を画像の拡大により変化し、さらに
画像全体のディスプレイ上での表示位置を変更することで、ディスプレイの特定の画素に
画面焼け（焼き付き）が生じることを抑止できる。
【００６１】
　一方、再生している番組（コンテンツ）から焼き付き要因（要因画素）がなくなった場
合（ブロック１１－ＮＯ（要因なし））、ジャストスキャン表示に戻す（画像の）表示位
置の変更が完了するまで（ブロック１５－ＮＯ）、画素ずらしにより表示位置が移動され
ている画像が本来の表示位置に戻るまでの間（ブロック１６－ＮＯ（画素ずらし終了が完
了した？）、１ステップずつ画素ずらしにより移動されている画像の表示位置を１ステッ
プずつ本来の表示位置に向けて移動し（ブロック１７）、画素ずらしによる画像の表示位
置の変更分が元に戻された時点で（ブロック１６－ＹＥＳ（画素ずらし終了か？））、ジ
ャストスキャン表示に戻すよう、１ステップずつ画像の表示位置を変更する（ブロック１
８）。
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【００６２】
　すなわち、表示すべき画像に対応する画像信号が焼き付き要因を含む「要因あり（ブロ
ック１１－ＹＥＳ）」の場合、オーバースキャン化が完了しているか確認する（ブロック
１２）。オーバースキャン化が「未完了（ブロック１２－ＮＯ）」であれば、まず「ジャ
ストスキャン」から「オーバースキャン（中央表示）」に徐々に遷移させる（ブロック１
３）。
【００６３】
　オーバースキャン化が「完了（ブロック１２－ＹＥＳ）」した後、画素ずらしに遷移す
る（ブロック１４）。なお、オーバースキャン化（オーバースキャンによる所定倍率まで
の画像の拡大）および画素ずらしともに複数のステップとし、１ステップ毎に十数秒～数
分の時間を掛けることで、表示中の画像の倍率や表示位置が急激に変化して画像ショック
となることを抑止できる。
【００６４】
　また、オーバースキャン化および画素ずらしの途中で焼き付き要因（要因画素）が検出
されなくなった場合（ブロック１１－ＮＯ）は、画素ずらしを終了後にジャストスキャン
化をする（ブロック１６－１８、ブロック１５）。
【００６５】
　すなわち、焼き付き要因検出の有無を確認し（ブロック１１）、「要因なし（ブロック
１１－ＮＯ）」の場合は、ジャストスキャン化が完了しているか確認する（ブロック１５
）。ジャストスキャン化が「完了（ブロック１５－ＹＥＳ）」であれば通常の表示に戻っ
ているため制御終了となる。
【００６６】
　ジャストスキャン化が「未完了（ブロック１５－ＮＯ）」であれば、画素ずらしの終了
が「完了」しているかを確認し（ブロック１６）、画素ずらしの終了が「未完了（ブロッ
ク１６－ＮＯ）」であれば画素ずらし終了に向けて表示中の画像の（表示）位置を更新し
（ブロック１７）、オーバースキャン（中央表示）に徐々に遷移させる。一方、画素ずら
しの終了が「完了（ブロック１６－ＹＥＳ）」であればオーバースキャン（中央表示）か
らジャストスキャンに徐々に遷移させる（ブロック１８）。
【００６７】
　なお、図５では、オーバースキャン化と画素ずらしとを、オーバースキャン化から実行
し、オーバースキャン化が終了した以降に画素ずらしを実行するよう、記載したが、両者
を交互に実行してもよいし、例えば画素ずらしをオーバースキャン化に先行して実行して
もよい。また、両者のうちの一方を、２ステップ以上連続して実行してもよいし、両者共
に、複数ステップずつ実行してよい。
【００６８】
　図６は、図３に示した画像拡大およびまたは図４（ａ）－（ｄ）に示した画素ずらしを
適用する一例を示すフローチャートである。なお、図６が示す例は、要因画素（焼き付き
要因）を検出した画像に対応する信号による表示位置からの距離が大きくなる４隅のうち
の１つの隅をオーバースキャン化（オーバースキャン表示）の開始時の位置とした場合を
想定している。
【００６９】
　ジャストスキャン（モード）表示で番組（コンテンツ）を再生している状態で、焼き付
き要因（要因画素）検出を確認し（ブロック１１）、「要因あり（ブロック１１－ＹＥＳ
）」の場合は、オーバースキャン化が完了しているか否かを、確認する（ブロック１２）
。
【００７０】
　オーバースキャン化が「未完了（ブロック１２－ＮＯ）」であれば、ジャストスキャン
表示からオーバースキャン表示に、徐々に遷移させる（ブロック１３）。
【００７１】
　オーバースキャン化が「完了（ブロック１２－ＹＥＳ）」したら、画素ずらしに遷移す
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る（ブロック１４）。
【００７２】
　オーバースキャン化／画素ずらしの途中で、焼き付き要因が検出されなくなった場合（
ブロック１１－ＮＯ）、画素ずらしが適用されている現在の表示位置から徐々にジャスト
スキャン化をする（ブロック１５）。
【００７３】
　すなわち、焼き付き要因検出の有無を確認し（ブロック１１）、「要因なし（ブロック
１１－ＮＯ）」の場合にはジャストスキャン化が完了しているか確認する（ブロック１５
）。ジャストスキャン化が「完了（ブロック１５－ＹＥＳ）」であれば通常の表示に戻っ
ているため何もしない（制御終了）。ジャストスキャン化が「未完了（ブロック１５－Ｎ
Ｏ）」であれば、現在の表示位置から徐々にジャストスキャン化をする（ブロック２２）
。
【００７４】
　すなわち、図６が示す例では、焼き付き要因が検出されなくなった場合、画素ずらしが
適用されている状態を、オーバースキャン表示の表示位置を中央に戻すことなく終了して
いる。これにより、通常の視聴状態であるジャストスキャン表示に、図５により説明した
例に比較して、速く遷移させる［元に戻す］ことができる。
【００７５】
　なお、図６が示す例においても、オーバースキャン化と画素ずらしとを、オーバースキ
ャン化から実行し、オーバースキャン化が終了した以降に画素ずらしを実行するよう、記
載したが、両者を交互に実行してもよいし、例えば画素ずらしをオーバースキャン化に先
行して実行してもよい。また、両者のうちの一方を、２ステップ以上連続して実行しても
よいし、両者共に、複数ステップずつ実行してよい。
【００７６】
　図７は、図３に示した画像拡大およびまたは図４（ａ）－（ｄ）に示した画素ずらしを
適用する手順の一例を示すフローチャートである。
【００７７】
　ジャストスキャン（モード）表示で番組（コンテンツ）を再生している状態で、焼き付
き要因（要因画素）検出を確認し（ブロック１１）、「要因あり（ブロック１１－ＹＥＳ
）」の場合は、オーバースキャン化が完了しているか否かを、確認する（ブロック１２）
。
【００７８】
　オーバースキャン化が「未完了（ブロック１２－ＮＯ）」であれば、ジャストスキャン
表示からオーバースキャン表示に、徐々に遷移させる。このとき、焼き付き要因（要因画
素）を検出した検出箇所に基づいて、ジャストスキャン表示からオーバースキャン表示に
遷移する際に、オーバースキャン化を開始する方向を変える（ブロック１３）。例えば、
焼き付き要因（要因画素）を、図２が示したような画面表示の左上に対応する画像信号か
ら検出した場合（ブロック３２－ＹＥＳ）、オーバースキャン（と画像の移動と）により
画像が表示されなくなる画像欠け部分を、図４（ａ）が示すようにディスプレイ１２１の
左上の領域が表示する画像に設定して、画素ずらしする（ブロック３３）。焼き付き要因
（要因画素）を検出した位置が、例えば右上である場合（ブロック３４－ＹＥＳ）、オー
バースキャン（と画像の移動と）により画像が表示されなくなる画像欠け部分を、図４（
ｂ）が示すようにディスプレイ１２１の右上の領域が表示する画像に設定して、画素ずら
しする（ブロック３５）。焼き付き要因（要因画素）を検出した位置が、例えば左下であ
る場合（ブロック３６－ＹＥＳ）、オーバースキャン（と画像の移動と）により画像が表
示されなくなる画像欠け部分を、図４（ｃ）が示すようにディスプレイ１２１の左下の領
域が表示する画像に設定して、画素ずらしする（ブロック３７）。従い、焼き付き要因（
要因画素）を検出した位置が、例えば右下である場合（ブロック３６－ＮＯ）、オーバー
スキャン（と画像の移動と）により画像が表示されなくなる画像欠け部分を、図４（ｄ）
が示すようにディスプレイ１２１の左下の領域が表示する画像に設定して、画素ずらしす
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る（ブロック３８）。なお、ブロック３３、３５、３７のそれぞれにおける焼き付き要因
の位置の検出は、任意の順でよく、時系列による制約を受けるものではない。また、要因
を検出する位置としては、例えば中央を含んでもよく、４隅に限定されるものでもない。
もちろん、より多くの位置で要因を検出することも可能であり、例えば中央上、中央下、
左中央、右中央、を加えて９か所としてもよい。
【００７９】
　オーバースキャン化が「完了（ブロック１２－ＹＥＳ）」したら、画素ずらしに遷移す
る（ブロック１４）。
【００８０】
　オーバースキャン化／画素ずらしの途中で、焼き付き要因が検出されなくなった場合（
ブロック１１－ＮＯ）、画素ずらしが適用されている現在の表示位置から徐々にジャスト
スキャン化をする（ブロック１５）。ジャストスキャン化が「完了（ブロック１５－ＹＥ
Ｓ）」であれば通常の表示に戻っているため何もしない（制御終了）。ジャストスキャン
化が「未完了（ブロック１５－ＮＯ）」であれば、現在の表示位置から徐々にジャストス
キャン化をする（ブロック２２）。
【００８１】
　このように、図７が示す例においては、画素ずらしにより、徐々にジャストスキャンか
らオーバースキャンに遷移する際、焼き付き要因（要因画素）を検出した箇所の画像（画
素）に対する移動量が多くなるように遷移する。これにより、焼き付きリスクの高い箇所
に対して、速く画素ずらし効果を発揮させることができる。
【００８２】
　なお、図７が示す例においても、オーバースキャン化と画素ずらしとを、オーバースキ
ャン化から実行し、オーバースキャン化が終了した以降に画素ずらしを実行するよう、記
載したが、両者を交互に実行してもよいし、例えば画素ずらしをオーバースキャン化に先
行して実行してもよい。また、両者のうちの一方を、２ステップ以上連続して実行しても
よいし、両者共に、複数ステップずつ実行してよい。
【００８３】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【００８４】
　なお、上述した画像信号が含む横方向表示画素数および縦方向表示画素数を、画素数の
比率を維持して減らしたのち前記画像信号が規定する表示の大きさと同じかより大きい表
示の大きさを提供する第２の画像信号を生成し、生成した第２の画像信号の横方向出力タ
イミングおよび縦方向出力タイミングの少なくとも一方の出力タイミングを変更すること
は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）における画素の固体化に対しても有益であ
る。
【符号の説明】
【００８５】
　１…テレビジョン装置（電子機器）、１３…信号処理部、１４…制御部、１４ｄ…判定
部（焼き付き要因検出部）、１４ｅ…表示制御（焼き付き防止）処理部、１５ａ…グラフ
ィック処理部、１５ｂ…映像処理部、１２１…ディスプレイ（表示部）。
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