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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示方向に対する所定の範囲の動画像を撮像する撮像部と、
　前記撮像部が撮像した動画像を解析して、前記動画像の解析における、適切な視聴位置
に誘導すべき対象であるか否かの判定において、適切な視聴位置に誘導すべき対象である
か否かの判定と、適切な視聴位置に誘導する必要のない対象であるか否かの判定と、を組
み合わせて判定を行い、適切な視聴位置に誘導すべき対象の位置を算出する画像解析部と
、
　前記画像解析部が算出した前記対象の位置が視聴に不適な位置である場合、前記対象を
適切な視聴位置に誘導するための表示を表示部に行わせる表示制御部と、
　を備える、表示装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記対象を適切な視聴位置に誘導するためのメッセージの表示を前
記表示部に行わせる、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記表示部の輝度を低下させる、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　さらに、前記画像解析部が検出した前記対象の位置が視聴に不適な位置である場合、前
記対象を適切な視聴位置に誘導するための音を音声出力部から出力させる音声制御部を備
える、請求項１に記載の表示装置。



(2) JP 5418093 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

【請求項５】
　前記画像解析部は、前記撮像部が撮像した動画像の解析における、適切な視聴位置に誘
導すべき対象であるか否かの判定において、過去の判定履歴を用いて判定を行う、請求項
１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記画像解析部は、前記撮像部が撮像した動画像の解析における、適切な視聴位置に誘
導すべき対象の位置の算出において、過去の算出履歴を用いて位置の算出を行う、請求項
１に記載の表示装置。
【請求項７】
　画像表示方向に対する所定の範囲の動画像を撮像する撮像ステップと、
　前記撮像された動画像を解析して、前記動画像の解析における、適切な視聴位置に誘導
すべき対象であるか否かの判定において、適切な視聴位置に誘導すべき対象であるか否か
の判定と、適切な視聴位置に誘導する必要のない対象であるか否かの判定と、を組み合わ
せて判定を行い、適切な視聴位置に誘導すべき対象の位置を算出する算出ステップと、
　前記算出された前記対象の位置が視聴に不適な位置である場合、前記対象を適切な視聴
位置に誘導するための表示を表示部に行わせる表示制御ステップと、
　を備える、制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置および制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄型テレビの市場拡大に伴い、例えばリビングルームに設置するための大画面テ
レビなどの画像表示装置の需要が高まっている。このような中、様々な機能を備えた画像
表示装置が提案されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、画像表示装置に表示された画像をユーザは任意の位置で視聴することができ
るため、ユーザが視聴に不適な位置で画像表示装置に表示された画像を視聴することがあ
る。
【０００４】
　例えば、子供は、放送内容にのめり込み易い傾向にあるため、テレビの画面に接近する
ことがある。テレビの画面に接近して視聴し続けると、フォーカスが固定することに起因
する視力の低下や癲癇の発生の虞がある。また、テレビの画面に過度に接近すると、テレ
ビが転倒してけがをする虞がある。子供は、このような危険性を認識しがたいため、テレ
ビの画面に接近させないようにする必要がある。また、子供は、テレビの画面に接近して
テレビの表示部分を破壊したり、破損したテレビの表示部分によってけがをしたりする虞
があるため、テレビの画面に接近させないようにする必要がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、ユーザによる視聴に不適な位置での視聴を防止することが可能な、新規かつ改良され
た表示装置および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】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、画像表示方向に対する所定の
範囲の動画像を撮像する撮像部と、前記撮像部が撮像した動画像を解析して、適切な視聴
位置に誘導すべき対象の位置を算出する画像解析部と、前記画像解析部が算出した前記対
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象の位置が視聴に不適な位置である場合、前記対象を適切な視聴位置に誘導するための表
示を表示部に行わせる表示制御部と、を備える、表示装置が提供される。
【０００７】
　前記表示制御部は、前記対象を適切な視聴位置に誘導するためのメッセージの表示を前
記表示部に行わせてもよい。
【０００８】
　前記表示制御部は、前記対象と前記表示部との間の距離を示すグラフ表示を前記表示部
に行わせてもよい。
【０００９】
　前記表示制御部は、前記表示部の輝度を低下させてもよい。
【００１０】
　さらに、前記画像解析部が検出した前記対象の位置が視聴に不適な位置である場合、前
記対象を適切な視聴位置に誘導するための音を音声出力部から出力させる音声制御部を備
えてもよい。
【００１１】
　前記画像解析部は、前記撮像部が撮像した動画像の解析における、適切な視聴位置に誘
導すべき対象であるか否かの判定において、適切な視聴位置に誘導すべき対象であるか否
かの判定と、適切な視聴位置に誘導する必要のない対象であるか否かの判定とを組み合わ
せて判定を行ってもよい。
【００１２】
　前記画像解析部は、前記撮像部が撮像した動画像の解析における、適切な視聴位置に誘
導すべき対象であるか否かの判定において、過去の判定履歴を用いて判定を行ってもよい
。
【００１３】
　前記画像解析部は、前記撮像部が撮像した動画像の解析における、適切な視聴位置に誘
導すべき対象の位置の算出において、過去の算出履歴を用いて位置の算出を行ってもよい
。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、画像表示方向に対する
所定の範囲の動画像を撮像する撮像ステップと、前記撮像された動画像を解析して、適切
な視聴位置に誘導すべき対象の位置を算出する算出ステップと、前記算出された前記対象
の位置が視聴に不適な位置である場合、前記対象を適切な視聴位置に誘導するための表示
を表示部に行わせる表示制御ステップとを備える制御方法が提供される。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように本発明によれば、ユーザによる視聴に不適な位置での視聴を防止す
ることが可能な、新規かつ改良された表示装置および制御方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００の外観について説明する説明図
である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００の構成について説明する説明図
である。
【図３】制御部１１０の構成について説明する説明図である。
【図４】（Ａ）は、撮像部１０４の撮像範囲内にユーザ１およびユーザ２が存在する場合
を説明する説明図であり、（Ｂ）は、撮像部１０４で撮像された画像中に含まれるユーザ
１の顔検出位置［ａ１，ｂ１］、顔サイズ［ｗ１，ｈ１］とユーザ２の顔検出位置［ａ２
，ｂ２］、顔サイズ［ｗ２，ｈ２］を説明する説明図である。
【図５】（Ａ）は、撮像部１０４の撮像範囲内における基準距離ｄ０と距離ｄ１にユーザ
が存在する場合を説明する説明図であり、（Ｂ）は、撮像部１０４で撮像された画像にお
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ける距離ｄ１のユーザの顔サイズ［ｗ１，ｈ１］を説明する説明図であり、（Ｃ）は、撮
像部１０４で撮像された画像における基準距離ｄ０のユーザの基準顔サイズ［ｗ０，ｈ０
］を説明する説明図である。
【図６】本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００による子供接近防止処理の一例
について示す流れ図である。
【図７】（Ａ）～（Ｄ）は、最適な視聴位置への誘導方法を説明するための説明図である
。
【図８】（Ａ）～（Ｃ）は、ユーザ距離の算出において、基準距離ｄ０における基準顔サ
イズ［ｗ０，ｈ０］の補正方法を説明するための説明図である。
【図９】ユーザの属性情報の時系列的な変動を説明するための説明図である。
【図１０】（Ａ）および（Ｂ）は、ユーザが撮像部１０４に接近しすぎて、ユーザの顔が
撮像部１０４の画角外に出てしまう場合を説明するための説明図である。
【図１１】ユーザが子供であるか否かの判定結果を説明するための説明図である。
【図１２】ユーザが子供であるか否かの判定方法を説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１８】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　＜１.本発明の一実施形態＞
　［１－１．画像表示装置の構成］
　［１－２．制御部の構成］
　［１－３．子供接近防止処理］
【００１９】
　＜１．本発明の一実施形態＞
　［１－１．画像表示装置の構成］
　まず、本発明の一実施形態にかかる画像表示装置の構成について説明する。図１は、本
発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００の外観について説明する説明図である。図
１は、画像表示装置１００を正面から見た場合の正面図である。以下、図１を用いて本発
明の一実施形態にかかる画像表示装置１００の外観について説明する。
【００２０】
　図１に示したように、本発明の一実施形態に係る画像表示装置１００は、静止画像また
は動画像を表示する表示パネル１０２の上方中央部及び左右中央部に、動画像を撮像する
撮像部１０４が備えられている。撮像部１０４は、画像表示装置１００が表示パネル１０
２で静止画像または動画像を表示する方向に対して、動画像の撮像を行うものである。本
実施形態にかかる画像表示装置１００は、撮像部１０４で撮像された画像を解析し、画像
に映っているユーザの顔を検出する。また、画像表示装置１００は、検出されたユーザの
顔の画像を解析し、年齢や性別などのその他の属性情報を算出する。そして、画像表示装
置１００は、算出された属性情報に基づいて、ユーザが子供なのか大人なのかを判定する
。また、画像表示装置１００は、検出されたユーザの顔画像を解析し、顔検出位置や顔サ
イズを検出する。そして、画像表示装置１００は、ユーザが子供なのか大人なのかの判定
結果と、ユーザの顔検出位置や顔サイズの検出結果とに基づいて、ユーザの位置を算出す
る。本実施形態にかかる画像表示装置１００は、ユーザが子供であって、子供が画像表示
装置１００の視聴に不適な位置、例えば表示パネル１０２から１ｍの範囲内にいる場合に
、子供を最適な視聴位置、例えば表示パネル１０２から１ｍ以上離れた位置に誘導するた
めの表示や音を出力させることを特徴としている。
【００２１】
　また、本発明の一実施形態に係る画像表示装置１００は、表示パネル１０２の下方中央
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部にセンサ１０６を備えている。センサ１０６は、画像表示装置１００の前方の人間の有
無を検知するものである。
【００２２】
　なお、図１では、画像表示装置１００は、画像の表示パネル１０２の周囲の３箇所に、
動画像を撮像する撮像部１０４を備えていたが、本発明においては動画像を撮影する撮像
部１０４の場所はかかる例に限定されないことは言うまでもなく、例えば、画像表示装置
１００とは別の装置を設け、画像表示装置１００に当該装置を接続して、当該装置におい
て動画像を撮影してもよい。また、撮像部１０４の数も３つに限られないことは言うまで
もなく、２つ以下、または４つ以上の撮像部１０４を設けて撮像してもよい。さらに、セ
ンサ１０６の数も１つに限られないことは言うまでも無く、２つ以上のセンサを設けても
よい。
【００２３】
　また、図１には図示しないが、画像表示装置１００は、リモートコントローラ（図示せ
ず）からの赤外線や無線等による制御信号を受信することができる信号受信部をさらに備
えていてもよい。
【００２４】
　以上、図１を用いて本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００の外観について説
明した。次に、本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００の構成について説明する
。
【００２５】
　図２は、本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００の構成について説明する説明
図である。以下、図２を用いて本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００の構成に
ついて説明する。
【００２６】
　図２に示したように、本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００は、表示パネル
１０２と、撮像部１０４と、センサ１０６と、スピーカ１０８と、制御部１１０と、を含
んで構成される。
【００２７】
　そして制御部１１０は、画像入力部１１２と、画像処理部１１４と、視聴状態解析部１
１６と、視聴状態記録部１１８と、システム最適化処理部１２０と、システム制御部１２
２と、を含んで構成される。
【００２８】
　表示パネル１０２は、本発明の表示部の一例であり、パネル駆動信号に基づいて静止画
像または動画像を表示するものである。本実施形態においては、表示パネル１０２は液晶
によって静止画像または動画像を表示する。もちろん発明においては、表示パネル１０２
はかかる例に限定されないことは言うまでもない。表示パネル１０２は、有機ＥＬ（エレ
クトロルミネセンス）のような自発光型の表示デバイスによって静止画像または動画像を
表示するものであってもよい。
【００２９】
　撮像部１０４は、上述したように、静止画像または動画像を表示する表示パネル１０２
の上方中央部および左右中央部に備えられるものであり、表示パネル１０２にパネル駆動
信号が供給され、表示パネル１０２において動画像を表示している際に、画像表示装置１
００が表示パネル１０２で動画像を表示する方向に対して動画像の撮像を行うものである
。撮像部１０４は、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）イメージセ
ンサによって動画像の撮像を行うものであってもよく、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔ
ａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）イメージセンサによっ
て動画像の撮像を行うものであってもよい。撮像部１０４で撮像された動画像は制御部１
１０に送られる。
【００３０】
　センサ１０６は、上述したように、静止画像または動画像を表示する表示パネル１０２
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の下方中央部に備えられるものであり、例えば、画像表示装置１００の前方の人間の有無
を検知するものである。また、センサ１０６は、画像表示装置１００の前方に人間が存在
している場合には、画像表示装置１００とその人間との間の距離を検出することができる
。センサ１０６による検知結果及び距離情報は制御部１１０に送られる。スピーカ１０８
は、本発明の音声出力部の一例であり、音声出力信号に基づいて音声を出力するものであ
る。
【００３１】
　制御部１１０は、画像表示装置１００の動作を制御するものである。以下で制御部１１
０の各部について説明する。
【００３２】
　画像入力部１１２は、撮像部１０４で撮像された動画像を受け取るものである。画像入
力部１１２が受け取った動画像は画像処理部１１４に送られ、画像処理部１１４での画像
処理に用いられる。
【００３３】
　画像処理部１１４は、本発明の画像解析部の一例であり、画像入力部１１２から送られ
てきた、撮像部１０４で撮像された動画像に対する各種画像処理を実行するものである。
画像処理部１１４が実行する画像処理には、撮像部１０４で撮像された動画像に含まれて
いる動体の検出処理、動画像に含まれている人間の人数の検出処理、動画像に含まれてい
る顔および顔の表情の検出処理が含まれる。画像処理部１１４による各種画像処理の結果
は、視聴状態解析部１１６に送られて、画像表示装置１００を視聴している人物の有無や
視聴している人物の視聴状態や視聴位置の解析に用いられる。
【００３４】
　画像処理部１１４における、画像中に含まれる顔を検出する顔検出処理については、例
えば特開２００７－６５７６６号公報や、特開２００５－４４３３０号公報に掲載されて
いる技術を用いることができる。以下、顔検出処理について簡単に説明する。
【００３５】
　画像からユーザの顔を検出するには、まず供給された画像における顔の位置、顔の大き
さ、顔の方向を、それぞれ検出する。顔の位置と大きさが検出されることにより、顔画像
の部分を画像から切り出すことができる。そして切り出した顔画像と、顔の方向の情報と
から、顔の特徴的な部分（顔特徴位置）、例えば、眉毛、目、鼻、口といった特徴的な部
分を検出する。顔特徴位置の検出には、例えば、ＡＡＭ（Ａｃｔｉｖｅ　Ａｐｐｅａｒａ
ｎｃｅ　Ｍｏｄｅｌｓ）と呼ばれる方法を適用して、特徴位置を検出するようにすること
が可能である。
【００３６】
　顔特徴位置を検出すると、検出した顔特徴位置のそれぞれに対して局所特徴量を算出す
る。局所特徴量を算出し、算出した局所特徴量を顔画像と併せて記憶しておくことで、撮
像部１０４で撮影された画像から顔の識別が可能となる。顔の識別方法については、例え
ば特開２００７－６５７６６号公報や、特開２００５－４４３３０号公報に掲載されてい
る技術を用いることが出来るので、ここでは詳細な説明は省略する。また、顔画像や顔特
徴位置によって、供給された画像に写っている顔が男性なのか女性なのか、また人物が何
歳くらいなのかを判別することも可能である。また、予め顔の情報を記録しておくことで
、供給された画像に写っている人物を記録された顔の中から探し出して、個人を特定する
ことが可能である。
【００３７】
　視聴状態解析部１１６は、本発明の画像解析部の一例であり、画像処理部１１４による
各種画像処理の結果、並びにセンサ１０６の検知による検知結果及び距離情報を受け取り
、画像処理部１１４による各種画像処理の結果、並びにセンサ１０６の検知による検知結
果及び距離情報を用いて、画像表示装置１００が表示している画像を視聴している人物が
子供であるか大人であるかや視聴している人物の視聴状態や視聴位置の解析を実行するも
のである。視聴状態解析部１１６が人物が子供であるか大人であるかや視聴している人物
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の視聴状態や視聴位置を解析することで、画像表示装置１００は、画像表示装置１００を
視聴している人物が子供であるか大人であるかや人物の視聴位置によって表示パネル１０
２の輝度を低下させたり、表示パネル１０２の表示内容を制御したり、音声内容を制御し
たりすることができる。視聴状態解析部１１６での解析処理による解析結果は、視聴状態
記録部１１８及びシステム最適化処理部１２０に送られる。
【００３８】
　なお、視聴状態解析部１１６は、センサ１０６の検知による検知結果及び距離情報から
、動体は検知できているが、センサ１０６とその動体との距離が所定の距離以上離れてい
る場合には、その動体は検出の対象外としてもよい。
【００３９】
　視聴状態記録部１１８は、視聴状態解析部１１６の解析処理によって得られる解析結果
を記録するものである。視聴状態記録部１１８が記録した視聴状態解析部１１６での解析
結果は、システム最適化処理部１２０におけるシステム最適化処理に用いられる。また、
視聴状態記録部１１８が記録した視聴状態解析部１１６での解析結果は、外部の情報収集
サーバ２００に送られるようにしてもよい。
【００４０】
　システム最適化処理部１２０は、本発明の画像解析部の一例であり、視聴状態解析部１
１６の解析処理によって得られる解析結果を用いて、画像表示装置１００の各部に対する
システム最適化処理を実行するためのシステム制御情報を算出するものである。画像表示
装置１００の各部に対するシステム最適化処理には、表示パネル１０２の輝度制御、表示
パネル１０２の表示内容の制御、スピーカ１０８から出力される音声内容の制御や音声の
音量制御等がある。
【００４１】
　画像表示装置１００は、システム最適化処理部１２０が算出したシステム制御情報に基
づいて、子供接近防止処理を実行することができる。システム最適化処理部１２０が算出
したシステム制御情報はシステム制御部１２２に送られる。
【００４２】
　システム制御部１２２は、本発明の表示制御部、音声制御部の一例であり、システム最
適化処理部１２０が算出したシステム制御情報に基づいて、画像表示装置１００の各部に
対するシステム最適化処理を実行するものである。具体的には、システム制御部１２２は
、システム最適化処理部１２０が算出したシステム制御情報に基づいて、表示パネル１０
２の輝度制御、表示パネル１０２の表示内容の制御、スピーカ１０８から出力される音声
内容の制御や音声の音量制御等を実行する。
【００４３】
　以上、図２を用いて本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００の構成について説
明した。次に、本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００に含まれる制御部１１０
の構成について、より詳細に説明する。
【００４４】
　［１－２．制御部の構成］
　図３は、本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００に含まれる制御部１１０の構
成について説明する説明図である。図３は、制御部１１０の中でも、制御部１１０に含ま
れる視聴状態解析部１１６の構成について説明するものである。以下、図３を用いて、視
聴状態解析部１１６の構成について説明する。
【００４５】
　図３に示したように、視聴状態解析部１１６は、ユーザ方向／距離算出部１３２と、ユ
ーザ属性算出部１３４と、を含んで構成される。
【００４６】
　ユーザ方向／距離算出部１３２は、画像処理部１１４による各種画像処理の結果、並び
に撮像部１０４の画角や解像度の情報等の光学情報を受け取り、画像処理部１１４による
各種画像処理の結果、並びに撮像部１０４の光学情報を用いて、撮像部１０４の光軸に対
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するユーザの相対位置（方向［φ１，θ１］、距離ｄ１）を算出する。図４（Ａ）は、撮
像部１０４の撮像範囲内にユーザ１およびユーザ２が存在する場合を説明する説明図であ
り、図４（Ｂ）は、撮像部１０４で撮像された画像中に含まれるユーザ１の顔検出位置［
ａ１，ｂ１］、顔サイズ［ｗ１，ｈ１］とユーザ２の顔検出位置［ａ２，ｂ２］、顔サイ
ズ［ｗ２，ｈ２］を説明する説明図である。また、図５（Ａ）は、撮像部１０４の撮像範
囲内における基準距離ｄ０と距離ｄ１にユーザが存在する場合を説明する説明図であり、
図５（Ｂ）は、撮像部１０４で撮像された画像における距離ｄ１のユーザの顔サイズ［ｗ
１，ｈ１］を説明する説明図であり、図５（Ｃ）は、撮像部１０４で撮像された画像にお
ける基準距離ｄ０のユーザの基準顔サイズ［ｗ０，ｈ０］を説明する説明図である。
【００４７】
　方向［φ１，θ１］は撮像画像サイズ［ｘｍａｘ，ｙｍａｘ］で正規化された顔検出位
置［ａ１，ｂ１］と撮像部１０４の画角［φ０，θ０］とから、
　水平方向：φ１＝φ０＊ａ１
　垂直方向：θ１＝θ０＊ｂ１
として算出する。また、距離ｄ１は基準距離ｄ０における基準顔サイズ［ｗ０，ｈ０］か
ら、
　距離：ｄ１＝ｄ０＊（ｗ０／ｗ１）
として算出する。
【００４８】
　ユーザ属性算出部１３４は、画像処理部１１４による各種画像処理の結果、並びに画像
処理部１１４より得られたユーザの年齢などの属性情報を受け取り、画像処理部１１４に
よる各種画像処理の結果、並びに画像処理部１１４より得られた属性情報を用いて、ユー
ザが子供であるか大人であるかを判定する。
【００４９】
　ここで、画像処理部１１４からは、撮像画像と、撮像画像内における、画像表示装置１
００を利用しているユーザごとの顔検出情報（例えば、顔検出位置［ａ１，ｂ１］、顔サ
イズ［ｗ１，ｈ１］、年齢や性別などのその他の属性情報等の情報）が、視聴状態解析部
１１６のユーザ方向／距離算出部１３２やユーザ属性算出部１３４に送られる。視聴状態
解析部１１６では、ユーザ方向／距離算出部１３２において、画像処理部１１４から送ら
れてくる情報を用いた、画像表示装置１００を視聴している人間の視聴位置の解析処理が
行われる。また、ユーザ属性算出部１３４において、画像処理部１１４から送られてくる
情報を用いた、画像表示装置１００を視聴している人間が子供であるか大人であるかの解
析処理が行われる。
【００５０】
　システム最適化処理部１２０は、ユーザ方向／算出部１３２及びユーザ属性算出部１３
４による解析処理の結果を用いて、子供が画像表示装置１００の視聴に適さない位置にい
る場合に、子供を画像表示装置１００の視聴に適した位置へ誘導するための処理（子供誘
導実現処理）のためのシステム制御情報を算出するものである。子供を画像表示装置１０
０の視聴に適した位置へ誘導することができる処理とは、例えば、表示パネル１０２の輝
度を低下させるとともに、表示パネル１０２において最適な視聴位置への誘導メッセージ
を表示したり、表示パネル１０２において接近距離のグラフ表示と警告メッセージを表示
したりする処理がある。また、例えば、表示パネル１０２の明るさをオフにするとともに
、表示パネル１０２において最適な視聴位置への誘導メッセージを表示したり、スピーカ
１０８から警告音声を発生させたりする処理がある。システム最適化処理部１２０が算出
した子供誘導実現処理のためのシステム制御情報はシステム制御部１２２に送られ、子供
接近防止処理に用いられる。
【００５１】
　以上、図３を用いて本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００に含まれる制御部
１１０の構成について説明した。次に、本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００
による子供接近防止処理について説明する。
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【００５２】
　［１－３．子供接近防止処理］
　図６は、本発明の一実施形態にかかる画像表示装置１００による子供接近防止処理の一
例について示す流れ図である。以下、図６を用いて本発明の一実施形態にかかる画像表示
装置１００による子供接近防止処理について説明する。
【００５３】
　図６において、まず、画像表示装置１００の撮像部１０４が撮像を開始すると、画像表
示装置１００の画像処理部１１４は、撮像部１０４で撮像された画像に含まれる顔の検出
処理などを実行して、画像表示装置１００が表示している画像を視聴している人物の顔を
認識する（ステップＳ６０２）。
【００５４】
　次いで、画像表示装置１００の視聴状態解析部１１６は、画像処理部１１４から送られ
てくる情報を用いた、画像表示装置１００を視聴している人間の視聴位置の解析処理や子
供であるか大人であるかの解析処理を行う。そして、画像表示装置１００のシステム最適
化処理部１２０は、視聴状態解析部１１６による解析処理の結果を用いて、子供が画像表
示装置１００の視聴に適さない位置にいるか、すなわち画像表示装置１００に接近してい
るか否かを判別する。具体的には、システム最適化処理部１２０は、子供の顔を検出した
か、かつ子供の顔の大きさ、すなわち顔サイズが所定値以上であるか否かを判別する（ス
テップＳ６０４）。なお、画像表示装置１００には、基準位置における子供の基準顔サイ
ズが予め登録されているものとする。また、所定値は画像表示装置１００の視聴に適しな
い位置での子供の顔サイズである。
【００５５】
　ステップＳ６０４の判別の結果、子供の顔を検出し、かつ子供の顔サイズが所定値以上
であるときは（ステップＳ６０４でＹＥＳ）、システム最適化処理部１２０は、過去所定
時間内に検出された子供接近の回数が所定数以上であるか否かを判別し（ステップＳ６０
６）、過去所定時間内に検出された子供接近の回数が所定数以上でないときは（ステップ
Ｓ６０６でＮＯ）、ステップＳ６０２の処理に戻る。また、所定時間は、適宜設定するこ
とができる。また、所定数は、設定された所定時間によって適宜変更することができる。
【００５６】
　ステップＳ６０６の判別の結果、過去所定時間内に検出された子供接近の回数が所定数
以上であるときは（ステップステップＳ６０６でＹＥＳ）、システム最適化処理部１２０
は、画像表示装置１００に子供が接近していると判断する（ステップＳ６０８）。
【００５７】
　次いで、システム最適化処理部１２０は、上述した子供誘導実現処理のためのシステム
制御情報を算出して、算出したシステム制御情報をシステム制御部１２２に送る。そして
、システム制御部１２２は、システム最適化処理部１２０から受け取ったシステム制御情
報に基づいて、表示パネル１０２の輝度制御、表示パネル１０２の表示内容の制御、スピ
ーカ１０８から出力される音声内容の制御等を実行する（ステップＳ６１０）。例えば、
図７（Ａ）に示すように、表示パネル１０２の輝度を低下させるとともに、表示パネル１
０２において最適な視聴位置への誘導メッセージを表示する。また、図７（Ｂ）に示すよ
うに、表示パネル１０２の明るさをオフにするとともに、表示パネル１０２において最適
な視聴位置への誘導メッセージを表示する。また、図７（Ｃ）に示すように、表示パネル
１０２の輝度を低下させるとともに、表示パネル１０２において画像表示処理１００とユ
ーザとの接近距離のグラフ表示と警告メッセージを表示する。また、図７（Ｄ）に示すよ
うに、表示パネル１０２の明るさをオフにするとともに、スピーカ１０８から警告音声を
発生させる。また、上述した処理とともに、リモートコントローラ（図示せず）を振動さ
せてもよい。そして、ステップＳ６０２の処理に戻る。
【００５８】
　ステップＳ６０４の判別の結果、子供の顔を検出し、かつ子供の顔サイズが所定値以上
でないときは（ステップＳ６０４でＮＯ）、システム最適化処理部１２０は、所定値以下
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の顔サイズの子供を検出したか、もしくは子供以外の顔を検出したか否かを判別し（ステ
ップＳ６１２）、所定値以下の顔サイズの子供や子供以外の顔を検出していないときは（
ステップＳ６１２でＮＯ）、ステップＳ６０２の処理に戻る。
【００５９】
　ステップＳ６１２の判別の結果、所定値以下の顔サイズの子供、もしくは子供以外の顔
を検出したときは（ステップＳ６１２でＹＥＳ）、システム最適化処理部１２０は、過去
所定時間内に検出された子供接近の回数が所定数以下であるか否かを判別し（ステップＳ
６１４）、過去所定時間内に検出された子供接近の回数が所定数以下でないときは（ステ
ップＳ６１４でＮＯ）、ステップＳ６０２の処理に戻る。
【００６０】
　ステップＳ６１４の判別の結果、過去所定時間内に検出された子供接近の回数が所定数
以下であるときは（ステップＳ６１４でＹＥＳ）、システム最適化処理部１２０は、画像
表示装置１００に子供が接近していないと判断する（ステップＳ６１６）。
【００６１】
　次いで、システム最適化処理部１２０は、システム制御部１２２が上述した子供誘導実
現処理のためのシステム制御情報に基づいて、表示パネル１０２の輝度制御、表示パネル
１０２の表示内容の制御、スピーカから出力される音声内容の制御等を実行している場合
には、通常の表示処理に戻すためのシステム制御情報を算出して、算出したシステム制御
情報をシステム制御部１２２に送る。そして、システム制御部１２２は、システム最適化
処理部１２０から受け取ったシステム制御情報に基づいて、表示パネル１０２の輝度や表
示内容、スピーカ１０８から出力される音声内容を通常の状態に戻す処理を実行する（ス
テップＳ６１８）。そして、ステップＳ６０２の処理に戻る。
【００６２】
　図６の子供接近防止処理によれば、過去所定時間内に検出された子供接近の回数が所定
数以上であるときに、システム最適化処理部１２０が画像表示装置１００に子供が接近し
ていると判断する。そして、システム制御部１２２が子供を画像表示装置１００の視聴に
適した位置へ誘導するための処理、例えば、図７（Ａ）に示す表示パネル１０２の輝度を
低下させるとともに、表示パネル１０２において誘導メッセージを表示する処理を実行す
る。これにより、子供が画像表示装置１００に接近して、子供が画像表示装置１００の視
聴に不適な位置で視聴するのを防止することができる。したがって、子供が画像表示装置
１００に接近して視聴し続けることによる、フォーカスが固定することに起因する視力の
低下や癲癇の発生を防止することができる。また、子供が画像表示装置１００に過度に接
近することによる、画像表示装置１００の転倒を防止することができる。また、子供が画
像表示装置１００に接近して画像表示装置１００の表示部分を破壊したり、破損した画像
表示装置１００の表示部分によってけがをしたりする虞をなくすことができる。
【００６３】
　また、本実施の形態では、図８（Ａ）～図８（Ｃ）に示すように、ユーザの視聴位置の
算出において、基準距離ｄ０における基準顔サイズ［ｗ０，ｈ０］を以下のような補正テ
ーブルを用いることで顔サイズのバラつきを補正してもよい。例えば、ユーザの年齢など
の属性情報から、その年齢における平均的な顔サイズのデータテーブルを予め記憶してお
き、例えばユーザが子供であれば基準顔サイズ［ｗ０，ｈ０］を図８（Ｃ）に示す基準顔
サイズよりも小さい顔サイズ［ｗ０Ｃ，ｈ０Ｃ］にし、ユーザが大人であれば基準顔サイ
ズ［ｗ０，ｈ０］を図８（Ｂ）に示す基準顔サイズよりも大きい顔サイズ［ｗ０Ａ，ｈ０
Ａ］にしてもよい。
【００６４】
　また、本実施の形態では、ユーザの視聴位置の算出において、画像表示装置１００を利
用するユーザ、例えば画像表示装置１００の設置場所の家族などを予め画像表示装置１０
０に登録する際に、ユーザ毎の顔サイズをデータテーブルとして登録してもよい。これに
より、ユーザ毎に基準顔サイズを変更することができる。ユーザ毎の顔サイズの登録方法
としては、別の距離センサ（図示せず）と連動して距離情報とともに撮影することや、ユ
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ーザを一定距離に誘導してから撮影することや、基準となる尺度と同じ距離で撮影するこ
となどで実現可能である。
【００６５】
　また、図９に示すように、同一のユーザであっても、ユーザの属性情報は時系列的に変
動が生ずることがあるため、本実施の形態では、システム最適化処理部１２０におけるユ
ーザが子供であるか大人であるかの判定においては、時系列的な傾向をもとに、すなわち
過去の判定履歴を用いて判定を行う。例えば、図９に示すように、ｔ１時点においては、
ユーザの属性情報は子供の属性情報であり、ｔ２時点においては、ユーザの属性情報は大
人の属性情報であり、ｔ３時点においては、ユーザの属性情報は子供の属性情報であると
する。この場合、所定時間の間、すなわちｔ１～ｔ３の間における子供の判定が一定数、
例えば２以上であるので子供であると判定することができる。
【００６６】
　また、本実施の形態では、過去所定時間内に検出された子供接近の回数が所定数以上で
あるときに、子供接近と判定したが、図１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）に示すように、ユー
ザがｔ３時点でのように撮像部１０４に接近しすぎて、ユーザの顔が撮像部１０４の画角
外に出てしまい顔を検出できなくなる場合がある。このため、本実施の形態では、ユーザ
の顔が検出されなくなったｔ３時点の直前のｔ１時点及びｔ２時点での情報、すなわち過
去の位置の算出履歴を用いてｔ３時点での位置を算出または推測して、ユーザが撮像部１
０４の撮像範囲を超えて接近していると判断してもよい。また、ユーザの身体の一部が撮
像部１０４を覆っている場合には、背景差分や動体検出（動き領域の大きさ）等によって
、上述したユーザが撮像部１０４の撮像範囲を超えて接近していることの判定精度を向上
させることができる。
【００６７】
　また、本実施の形態では、ユーザの年齢などの属性情報を用いた、ユーザが子供である
か大人であるかの判定において、ユーザが子供であるか否かの判定と、ユーザが大人であ
るか否かの判定とを組み合わせて行うことにより、子供判定における誤判定の割合を低減
する。以下、具体的に子供判定における誤判定の割合の低減方法について説明する。
【００６８】
　まず、ユーザが子供であるか否かの判定の結果としては、図１１に示すように、以下の
４つのケースがある。
　ケースＡ：ＴｒｕｅＰｏｓｉｔｉｖｅ（正しく子供と判定した。）
　ケースＢ：ＦａｌｓｅＮｅｇａｔｉｖｅ（子供と判定すべきところを子供と判定しなか
った。）
　ケースＣ：ＦａｌｓｅＰｏｓｉｔｉｖｅ（子供と判定すべきでないところを子供と判定
した。）
　ケースＤ：ＴｒｕｅＮｅｇａｔｉｖｅ（正しく子供と判定しなかった。）
【００６９】
　本実施の形態では、子供が画像表示装置１００に接近することを正しく検知したいため
、ユーザが子供であるか否かの判定では、ケースＣの子供と判定すべきでないところを子
供と判定するのを削減したい。例えば、子供であるか否かの判定精度が８５％＠ＦＰＲ１
０％とする。ここで、
　ＦＰＲ（Ｆａｌｓｅ　Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｒａｔｅ）＝ケースＣ／（ケースＣ＋ケース
Ｄ）、
　精度（Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ）＝ケースＡ／（ケースＡ＋ケースＣ）
とする。
【００７０】
　実際に子供である１００人の人物と、実際に大人である１５０人の人物とを上述した判
定精度で子供であるか否かの判定を行った場合において、１００人が子供であると判定さ
れたときは、ケースＡに該当するのは８５人となり、ケースＢに該当するのは１５人とな
り、ケースＣに該当するのは１５人となり、ケースＤに該当するのは１３５人となる。し
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たがって、実際に子供である１００人の人物の内、８５人を正しく子供と判定し、実際に
大人である１５０人の人物の内、１５人を間違って子供と判定することになる。
【００７１】
　本実施の形態では、図１２に示すように、子供であるか否かの判定を行った後に、大人
であるか否かの判定を行う。例えば、上述したように、子供であるか否かの判定において
、子供と判定された実際に子供である８５人の人物と、実際には大人である１５人の人物
とを大人であるか否かの判定を行った場合、実際に大人である人物は実際には子供である
人物よりも大人と判定されやすいと期待できるため、例えば、実際には子供である８５人
の人物の内、１０人を間違って大人と判定し、実際に大人である１５人の人物の内、１０
人を正しく大人と判定することが期待できる。したがって、実際に子供である８５人の人
物の内、７５人を正しく大人でないと判定し、実際に大人である１５人の人物の内、５人
を間違って大人でないと判定することになる。このように、本実施の形態では、子供であ
るか否かの判定と、大人であるか否かの判定とを組み合わせて子供であるか否かの判定を
行うので、図１２に示すように、子供であるか否かの判定精度を、子供であるか否かのみ
での判定精度８５％から、子供であるか否かの判定と大人であるか否かの判定との組み合
わせでの判定精度９３．７５％に向上させることができる。
【００７２】
　なお、上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフト
ウエアにより実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合
には、そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれてい
るコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実
行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体
からインストールされる。
【００７３】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００７４】
　１００　　画像表示装置
　１０２　　表示パネル
　１０４　　撮像部
　１０６　　センサ
　１０８　　スピーカ
　１１０　　制御部
　１１２　　画像入力部
　１１４　　画像処理部
　１１６　　視聴状態解析部
　１１８　　視聴状態記録部
　１２０　　システム最適化処理部
　１２２　　システム制御部
　１３２　　ユーザ方向／距離算出部
　１３４　　ユーザ属性解析部
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