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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像コンテンツを表示画面に表示させるコンテンツ制御部と、
　前記表示画面に表示された映像コンテンツを視ているユーザを特定するユーザ特定部と
、
　前記ユーザ特定部が特定したユーザに応じて、前記表示画面の画質を調整する画質調整
部と、
を有し、
　前記ユーザ特定部が特定したユーザの画質に対する嗜好情報を生成する嗜好情報生成部
を更に有し、
　前記嗜好情報は、前記表示画面の画質の設定状態を表した画質情報または当該画質情報
を調整するための調整情報であり、
　前記画質調整部は、少なくとも前記嗜好情報生成部が生成した嗜好情報に基づいて、前
記表示画面の画質を調整し、
　前記嗜好情報生成部は、
　前記コンテンツ制御部に、前記画質調整部により異なる画質に調整された複数の映像を
前記表示画面に表示させ、
　ユーザの操作に応じて、前記複数の映像から少なくとも一つを選択し、当該選択結果に
基づいて、前記嗜好情報を生成し、
　前記映像コンテンツと該映像コンテンツの属性を表した属性情報とを取得するコンテン
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ツ取得部と、
　前記表示画面の画質の設定状態を表し前記映像コンテンツの属性情報に関連付けられ、
サーバにおいて前記映像コンテンツの視聴者の評価に応じて変更される画質情報が記録さ
れたサーバから、当該画質情報を取得する画質情報取得部とを更に有し、
　前記画質調整部は、前記画質情報取得部が、前記サーバから前記コンテンツ取得部が取
得した属性情報に関連付けられ前記視聴者の評価に応じて変更された画質情報を取得した
場合は、画質情報を前記取得した画質情報に変更し、変更後の画質情報に基づいて前記表
示画面の画質を調整し、前記嗜好情報が調整情報であるときは、変更後の当該画質情報お
よび当該嗜好情報に基づいて、前記表示画面の画質を調整する、映像表示装置。
【請求項２】
　前記ユーザが前記表示画像を視ている環境を表した環境情報を設定する環境設定部を更
に有し、
　前記画質調整部は、前記環境設定部が設定した環境情報に更に基づいて、前記表示画面
の画質を調整する、請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項３】
　前記画質調整部は、前記コンテンツ取得部が取得した属性情報に更に基づいて、前記表
示画面の画質を調整する、請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項４】
　映像コンテンツを表示画面に表示させるコンテンツ表示ステップと、
　前記表示画面に表示された映像コンテンツを視ているユーザを特定するユーザ特定ステ
ップと、
　前記ユーザ特定ステップで特定したユーザ毎に、前記表示画面の画質を調整する画質調
整ステップと、
を有し、
　前記ユーザ特定ステップで特定したユーザの画質に対する嗜好情報を生成する嗜好情報
生成ステップを更に有し、
　前記嗜好情報は、前記表示画面の画質の設定状態を表した画質情報または当該画質情報
を調整するための調整情報であり、
　前記画質調整ステップでは、少なくとも前記嗜好情報生成ステップで生成した嗜好情報
に基づいて、前記表示画面の画質を調整し、
　前記嗜好情報生成ステップでは、
　異なる画質に調整された複数の映像を前記表示画面に表示させ、
　ユーザの操作に応じて、前記複数の映像から少なくとも一つを選択し、当該選択結果に
基づいて、前記嗜好情報を生成し、
　前記映像コンテンツと該映像コンテンツの属性を表した属性情報とを取得するコンテン
ツ取得ステップと、
　前記表示画面の画質の設定状態を表し前記映像コンテンツの属性情報に関連付けられ、
サーバにおいて前記映像コンテンツの視聴者の評価に応じて変更される画質情報が記録さ
れたサーバから、当該画質情報を取得する画質情報取得ステップとを更に有し、
　前記画質調整ステップでは、前記画質情報取得ステップで前記サーバから前記コンテン
ツ取得ステップで取得した属性情報に関連付けられ前記視聴者の評価に応じて変更された
画質情報を取得した場合は、画質情報を前記取得した画質情報に変更し、変更後の画質情
報に基づいて前記表示画面の画質を調整し、前記嗜好情報が調整情報であるときは、変更
後の当該画質情報および当該嗜好情報に基づいて、前記表示画面の画質を調整する、映像
表示方法。
【請求項５】
　映像コンテンツを表示画面に表示させる映像表示装置と、
　前記表示画面の画質の設定状態を表し前記映像コンテンツの属性情報に関連付けられ、
サーバにおいて前記映像コンテンツの視聴者の評価に応じて変更される画質情報が記録さ
れたサーバと、
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を有し、
　前記映像表示装置は、
　前記表示画面に表示された映像コンテンツを視ているユーザを特定するユーザ特定部と
、
　前記ユーザ特定部が特定したユーザに応じて、前記表示画面の画質を調整する画質調整
部と、
を有し、
　前記ユーザ特定部が特定したユーザの画質に対する嗜好情報を生成する嗜好情報生成部
を更に有し、
　前記嗜好情報は、前記表示画面の画質の設定状態を表した画質情報または当該画質情報
を調整するための調整情報であり、
　前記画質調整部は、少なくとも前記嗜好情報生成部が生成した嗜好情報に基づいて、前
記表示画面の画質を調整し、
　前記嗜好情報生成部は、
　前記コンテンツ制御部に、前記画質調整部により異なる画質に調整された複数の映像を
前記表示画面に表示させ、
　ユーザの操作に応じて、前記複数の映像から少なくとも一つを選択し、当該選択結果に
基づいて、前記嗜好情報を生成し、
　前記映像コンテンツと該映像コンテンツの属性を表した属性情報とを取得するコンテン
ツ取得部と、
　前記サーバから当該画質情報を取得する画質情報取得部とを更に有し、
　前記画質調整部は、前記画質情報取得部が、前記サーバから前記コンテンツ取得部が取
得した属性情報に関連付けられ前記視聴者の評価に応じて変更された画質情報を取得した
場合は、画質情報を前記取得した画質情報に変更し、変更後の画質情報に基づいて前記表
示画面の画質を調整し、前記嗜好情報が調整情報であるときは、変更後の当該画質情報お
よび当該嗜好情報に基づいて、前記表示画面の画質を調整する、システム。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像表示装置、映像表示方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビなどの映像表示装置は、高画質化、多機能化している。この映像表示装置
の画質は、様々なパラメータによって決定される。これらのパラメータは、映像表示装置
の出荷段階でプリセットされていることが多い。
【０００３】
　しかしながら、調整してプリセットされたパラメータは、全パラメータに比べて少なく
、必ずしもユーザの望む画像を実現できる設定がなされているとは限らない。また、映像
表示装置が表示する映像コンテンツは様々な種類や番組が想定され、プリセットされたパ
ラメータが個々の映像コンテンツに適しているとは限らない。
【０００４】
　そこで、映像表示装置は、画質を決定する様々なパラーメータを調整することができよ
うに構成され、これらのパラメータを変更することにより、各ユーザは、好みの画を作り
込むことができる。
【０００５】
　このような画質の設定は、映像表示装置が有する手動用の設定パネルなどにより行われ
ることが多い。従って、ユーザは、設定パネルを使用して、移り変わる画面を見ながら様
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々なパラーメータを調整して設定する必要がある。
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－２８８７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、映像表示装置などの電子機器の操作に慣れていないユーザにとって、設
定方法が判り難く、様々なパラメータを設定することは容易ではない。そこで、このよう
なユーザは、結局、望むような画質ではないとしても、デフォルトの設定を使用すること
が多い。
【０００８】
　一方、上記特許文献１には、映像コンテンツの内容に応じて、サーバに記録されたパラ
メータの設定値を取得し、そのパラメータを自動的に設定する映像表示装置が開示されて
いる。この特許文献１の映像表示装置は、各コンテンツに応じてパラメータを自動調整す
ることができるので、電子機器の操作に慣れていないユーザでも、ある程度は、デフォル
ト設定よりもよい画質を楽しむことが可能である。
【０００９】
　しかしながら、個々のユーザは、明るい画像を好んだり、暗い画像を好んだり、赤色の
強い画質を好んだりと、それぞれ画質に対する好みが異なる場合が多い。従って、上記特
許文献１の映像表示装置では、このような個々のユーザの好みまで反映させることは難し
い。また、上記特許文献１の映像表示装置では、たとえ、映像コンテンツに応じた、より
よい画質を設定することができたとしても、個々のユーザに応じて設定を調整するという
設定パネルによる調整よりも、個々のユーザの好み反映させることは難しくなる。
【００１０】
　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、個々のユーザの好みを反映し、より良い画質を設定することが可能な、新規かつ改良
された映像表示装置、映像表示方法及びシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、映像コンテンツを表示画面に
表示させるコンテンツ制御部と、上記表示画面に表示された映像コンテンツを視ているユ
ーザを特定するユーザ特定部と、上記ユーザ特定部が特定したユーザに応じて、上記表示
画面の画質を調整する画質調整部と、を有する、映像表示装置が提供される。
【００１２】
　この構成によれば、コンテンツ制御部により、映像コンテンツが表示画面に表示される
。一方、ユーザ特定部により、その映像コンテンツを視ているユーザが特定される。そし
て、画質調整部により、表示画面の画質が、特定されたユーザに応じて調整される。従っ
て、この映像表示装置は、実際に視ているユーザに応じて画質を調整することができる。
【００１３】
　また、上記ユーザ特定部が特定したユーザの画質に対する嗜好情報を生成する嗜好情報
生成部を更に有し、上記画質調整部は、少なくとも上記嗜好情報生成部が生成した嗜好情
報に基づいて、上記表示画面の画質を調整してもよい。
【００１４】
　また、上記嗜好情報生成部は、上記コンテンツ制御部に、上記画質調整部により異なる
画質に調整された複数の映像を上記表示画面に表示させ、ユーザの操作に応じて、上記複
数の映像から少なくとも一つを選択し、当該選択結果に基づいて、上記嗜好情報を生成し
てもよい。
【００１５】
　また、上記ユーザが上記表示画像を視ている環境を表した環境情報を設定する環境設定
部を更に有し、上記画質調整部は、上記環境設定部が設定した環境情報に更に基づいて、
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上記表示画面の画質を調整してもよい。
【００１６】
　また、上記映像コンテンツと該映像コンテンツの属性を表した属性情報とを取得するコ
ンテンツ取得部を更に有し、上記画質調整部は、上記コンテンツ取得部が取得した属性情
報に更に基づいて、上記表示画面の画質を調整してもよい。
【００１７】
　また、上記表示画面の画質の設定状態を表した画質情報が記録されたサーバから、当該
画質情報を取得する画質情報取得部を更に有し、上記画質調整部は、上記画質情報取得部
が取得した画質情報に更に基づいて、上記表示画面の画質を調整してもよい。
【００１８】
　また、上記映像コンテンツと該映像コンテンツの属性を表した属性情報とを取得するコ
ンテンツ取得部と、上記表示画面の画質の設定状態を表し映像コンテンツの属性情報に関
連付けられた画質情報が記録されたサーバから、当該画質情報を取得する画質情報取得部
と、上記画質調整部は、上記コンテンツ取得部が取得した属性情報に関連付けられた上記
画質情報に基づいて、上記表示画面の画質を調整してもよい。
【００１９】
　また、上記画質情報取得部は、上記サーバにおいて上記映像コンテンツの視聴者の評価
に応じて変更される画質情報を、上記サーバから取得してもよい。
【００２０】
　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、映像コンテンツを表示
画面に表示させるコンテンツ表示ステップと、上記表示画面に表示された映像コンテンツ
を視ているユーザを特定するユーザ特定ステップと、上記ユーザ特定ステップで特定した
ユーザ毎に、上記表示画面の画質を調整する画質調整部と、を有する、映像表示方法が提
供される。
【００２１】
　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、映像コンテンツを表示
画面に表示させる映像表示装置と、上記表示画面の画質の設定状態を表した画質情報が記
録されたサーバと、を有し、上記映像表示装置は、上記表示画面に表示された映像コンテ
ンツを視ているユーザを特定するユーザ特定部と、上記サーバから上記画質情報を取得す
る画質情報取得部と、上記画質情報取得部が取得した画質情報に基づいて、上記ユーザ特
定部が特定したユーザ毎に、上記表示画面の画質を調整する画質調整部と、を有すること
を特徴とする、システムが提供される。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように本発明によれば、個々のユーザの好みを反映し、より良い画質を設
定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　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。
【００２４】
　＜一実施形態の概要＞
　まず、図１を参照しつつ、本発明の一実施形態に係るシステムの概要を説明する。図１
は、本実施形態に係るシステムの概要を説明するための説明図である。
【００２５】
　図１に示すように、本実施形態に係るシステム１は、大きく分けて、映像表示装置１０
０と、サーバ２００とを有する。
【００２６】
　映像表示装置１００は、放送局３で放送されて送信される「映像コンテンツ」を受信装
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置（例えばアンテナ２）で受信して、その映像コンテンツを表示部１１０に表示させる。
映像コンテンツは、放送局３から放送される番組の映像やコマーシャルの映像などを表し
、動画だけでなく静止画をも含み、更に音声をも含む。なお、ここでは説明の便宜上、映
像表示装置１００が表示する映像コンテンツは、放送波であるとして説明する。しかし、
本実施形態に係る映像表示装置１００は、例えば、有線放送された映像コンテンツ、所定
の記録媒体に記録され再生装置で再生された映像コンテンツ、ゲーム機器や情報処理装置
などで再生された映像コンテンツを表示することも可能である。なお、以下で「映像」と
いう場合、映像表示装置１００が映し出す像であり、動画及び静止画の両者を含むものと
する。
【００２７】
　また、放送局３から送信される映像コンテンツには、「属性情報」なども含まれる。属
性情報は、映像コンテンツの属性を表す情報である。映像コンテンツの属性には、例えば
、その映像コンテンツのＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）・種別（ジャンル）・内
容等の概略・出演者や制作者に関する情報・放送時間帯や放送チャンネル・その映像コン
テンツが対象としている視聴者層・映像コンテンツに関連して視聴者に提供する情報など
が含まれる。このような属性情報としては、例えば、ＥＰＳ（電子番組ガイド）などが挙
げられる。
【００２８】
　この映像表示装置１００としては、例えば、ブラウン管（ＣＲＴ：Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒ
ａｙ　Ｔｕｂｅ）・液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ）・プラズマディスプレイ（ＰＤＰ：Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅ
ｌ）・電界放出ディスプレイ（ＦＥＤ：Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ
）・有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ（有機ＥＬ、ＯＥＬＤ：Ｏｒｇａｎｉｃ
　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ）・ビデオプロジェクタな
どが挙げられる。
【００２９】
　そして、映像表示装置１００は、所定の操作パネルに配置されたボタンなど、又は、操
作ボタンなどが配置されたリモートコントローラ（以下「リモコン」ともいう。）４など
から発せられる所定の信号に応じて動作する。以下では、ユーザの操作に応じてリモコン
４が所定の操作信号を無線送信（例えば赤外線）し、映像表示装置１００がその操作信号
を取得して、所定の動作を行う場合について説明する。
【００３０】
　また、映像表示装置１００は、表示部１１０に手動調整用の設定パネル（例えば、スラ
イダーバーや数値変更画面）を表示し、画質を変更することができる。画質は、様々なパ
ラメータによって決定される。パラメータとしては、例えば、ピクチャー・明るさ・コン
トラスト・シャープネス・色合い・ＲＧＢゲイン・ＲＧＢバイアスなどが挙げられるが、
この例に限定されるものではなく様々なパラメータがある。この各パラメータの設定値を
定めた情報をここでは「画質情報」ともいう。つまり、画質情報は、表示画面の画質の設
定状態を表した情報である。個々のパラメータを手動で調整する場合、実際に表示されて
いる画質のパラメータは、映像表示装置１００が表示部１１０に表示させる設定パネルと
、それを参照したユーザの操作に応じてリモコン４などが出力する操作信号とに基づいて
設定される（手動モード）。その結果、実際の表示に使用されている画質情報が変更され
ることになる。このように個々のパラメータを手動で調整する場合以外にも、本実施形態
に係る映像表示装置１００は、個々のユーザに応じて各パラメータを変更することができ
るが、このことについては詳しく後述する。
【００３１】
　映像表示装置１００は、例えば、インターネット・ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）などのネットワーク５を介してサーバ２００と通信可能に形成される。な
お、このサーバ２００は、後述するように、各パラメータの設定値を定めた複数の画質情
報を記録している。従って、映像表示装置１００は、このサーバ２００から画質情報を取
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得して、映像表示装置１００自身の画質の調整に使用することができる。一方、サーバ２
００には、例えば、他の映像表示装置６Ａ、及び、携帯電話・ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ
　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）・コンピュータ等の端末６Ｂなどもネットワー
ク５を介して接続される。そして、他の映像表示装置６Ａも、この画質情報をサーバ２０
０から取得して使用することができる。また、映像表示装置１００、他の映像表示装置６
Ａ及び端末６Ｂは、サーバ２００にアクセスすることにより、サーバ２００に記録された
画質情報を書き換えたり、新たに画質情報をサーバ２００に記録することが可能である。
【００３２】
　＜一実施形態の各構成＞
　以上、本発明の一実施形態に係るシステムの概要について説明した。
　次に、図２～図６を参照しつつ、各構成についてより詳細に説明する。
【００３３】
　　（映像表示装置１００）
　図２は、本発明の一実施形態に係る映像表示装置について説明するための説明図である
。
　図２に示すように、映像表示装置１００は、表示部１１０と、コンテンツ取得部１１１
と、コンテンツ制御部１１２と、ユーザ特定部１２１と、嗜好情報生成部１２２と、嗜好
情報記憶部１２３と、画質調整部１３０と、環境設定部１４０と、画質情報取得部１５０
と、を有する。
【００３４】
　コンテンツ取得部１１１は、放送局３で放送された映像コンテンツや、外部入力ライン
を介して入力する映像コンテンツ、有線放送された映像コンテンツなどを取得して、コン
テンツ制御部１１２に映像コンテンツを出力する。この際、コンテンツ取得部１１１は、
ユーザの操作に応じて、映像コンテンツを取得するチャンネル（例えば周波数帯など）又
は外部入力ラインなどを切替え、その切替えた先から入力する映像コンテンツを取得する
。より具体的なコンテンツ取得部１１１の例について説明すると以下の通りである。つま
り、コンテンツ取得部１１１は、例えば、チューナ・アナログデジタル変換部・デマルチ
プレクサ・デコーダ（復調部）などを備える。そして、コンテンツ取得部１１１は、チュ
ーナをユーザの操作に応じて選択したチャンネルの周波数帯にチューニングし、その周波
数帯における放送信号をアンテナ２より取得する。更に、コンテンツ取得部１１１は、取
得した放送信号をアナログデジタル変換部でデジタル信号に変換する。デジタル信号は、
デマルチプレクサにより、動画又は静止画データ・音声データ・属性情報などに分離され
、コンテンツ制御部１１２に出力される。
【００３５】
　コンテンツ制御部１１２は、コンテンツ取得部１１１から取得した映像コンテンツを表
示部（表示画面）１１０に表示させる。その結果、映像表示装置１００は、映像コンテン
ツを表示画面に表示することができる。
【００３６】
　ユーザ特定部１２１は、コンテンツ制御部１１２が表示部１１０に表示させている映像
コンテンツを視ているユーザを特定する。このユーザの特定は、様々な方法で行われても
よい。
【００３７】
　例えば、ユーザ特定部１２１は、ユーザの操作に応じてリモコン４等から出力される操
作信号に応じて、ユーザを特定してもよい。リモコン４等を操作しているユーザは、表示
部１１０を視ている可能性が高い。よって、ユーザ特定部１２１は、このようにユーザの
操作信号に基づくことにより、確実に映像コンテンツを視ているユーザを特定することが
できる。
【００３８】
　この場合、例えば図３に示すように、ユーザ特定部１２１は、コンテンツ制御部１１２
により、映像コンテンツが表示されている表示部１１０上に設定パネルＰを表示させる。
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この設定パネルＰの例を図４に示す。図３及び図４は、本実施形態に係る映像表示装置が
表示画面に表示させる画像の一例を説明するための説明図である。
【００３９】
　図３及び図４に示すように、ユーザ特定部１２１が表示させる設定パネルＰは、個々の
パラメータを手動で調整するための設定パネルとは異なり、容易に操作が可能なように単
純な複数のボタンＢ１～Ｂ４，１３５を備える。この複数のボタンＢ１～Ｂ４は、ユーザ
の操作に応じてリモコン４等が出力する操作信号に応じて選択される。更に、ユーザ特定
部１２１は、この設定パネルＰに、現在設定されている画質情報Ｌ１を表示させる。表示
部１１０に表示される画質情報Ｌ１は、画質情報に付された名称・番号などのＩＤである
ことが望ましい。
【００４０】
　一方、ボタンＢ１～Ｂ３の各々は、映像コンテンツを視ているユーザを選択するための
ボタンである。例えば、ユーザ特定部１２１には、ユーザの操作により登録され、映像表
示装置１００を視聴しうる１又は２以上のユーザの「ユーザ情報」が記録される。このユ
ーザ情報は、ユーザの属性を表した個人情報である。ユーザ情報には、例えば、各ユーザ
毎に、ユーザの年齢・性別・地位や続柄（例えば父・母・子・社長・部長など）・ユーザ
の名前やニックネーム・ユーザの誕生日等が含まれてもよい。そして、ユーザ特定部１２
１は、ユーザの操作に応じて選択されるボタンＢ１～Ｂ３のそれぞれに、１つのユーザ情
報を割り当てる。更に、ユーザ特定部１２１は、ユーザの操作に応じてボタンＢ１～Ｂ３
の１又は２以上が選択されると、その選択されたボタンＢ１～Ｂ３に割り当てられたユー
ザ情報を出力する。つまり、ユーザ特定部１２１は、ユーザ情報を出力することにより、
そのユーザ情報が表すユーザを、その映像コンテンツを実際に視ているユーザであると特
定する。なお、この際、ユーザ特定部１２１は、一人だけでなく複数のユーザを特定する
こともできる。
【００４１】
　なお、この設定パネルＰを表示させる際に、ユーザ特定部１２１は、各ボタンＢ１～Ｂ
３に、個々のユーザを識別する画像や文字を表示させることも可能である。このような画
像や文字の例としては、例えば、各ユーザの名前やニックネーム（例えばＡ，Ｂ，Ｃ）、
ユーザの顔を表した画像、ユーザを表した似顔絵やアイコンなどが挙げられる。このよう
に各ボタンＢ１～Ｂ３にユーザの識別情報を表示させることにより、ユーザは、どのボタ
ンが誰に対応しているのかを容易に識別することができる。
【００４２】
　ここでは、ユーザ特定部１２１がユーザの操作信号に基づいてユーザを特定する場合に
ついてしたが、ユーザ特定部１２１は、他の方法によりユーザを自動的に特定することも
可能である。この場合もユーザ特定部１２１は、ユーザ情報を記録している。そして、ユ
ーザ特定部１２１は、例えば、ユーザを検出するセンサを有し、そのセンサの検出結果に
応じて、ユーザを特定して、ユーザ情報を出力することもできる。センサとしては、例え
ば、検出結果によりユーザを特定する赤外線センサ、画像解析処理を行うことによりユー
ザを特定可能な撮像装置、個々のユーザが有する携帯電話などの機器からの電波などによ
りユーザを特定するセンサ、音声・指紋・網膜などの特徴からユーザを特定可能なセンサ
などが挙げられる。この場合、ユーザ特定部１２１に登録されるユーザ情報には、各セン
サでユーザ特定に必要な情報が含まれることが望ましい。
【００４３】
　嗜好情報生成部１２２は、ユーザ特定部１２１が特定したユーザの画質に対する嗜好情
報を生成する。ここで「嗜好情報」とは、ユーザが好む画質、又はその傾向を表す情報で
ある。この嗜好情報は、画質を設定するパラメータが定められた画質情報の一例であって
もよく、その画質情報を調整するための調整情報であってもよい。つまり、後述の画質調
整部１３０は、嗜好情報が画質情報の一例である場合には、この嗜好情報に各パラメータ
を設定し、嗜好情報が調整情報である場合には、この嗜好情報により、設定されている各
パラメータを調整することになる。嗜好情報について更に詳しく説明する。個々のユーザ
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は、画質を決定する各パラメータに対して、どのような値の画質を好むかという嗜好が異
なることが多い。例えば、一のユーザは、明るい画像を好むであろうし、他のユーザは、
暗い画像を好むことも考えられる。また、一のユーザは、赤みの強い画像を好むことも考
えられ、他のユーザは、青みの強い画像を好むことも想定される。このような個々のユー
ザの画質に対する嗜好の傾向を反映させた画質情報又は調整情報が、嗜好情報である。
【００４４】
　ここで、嗜好情報生成部１２２による嗜好情報生成過程について説明する。
　嗜好情報生成部１２２は、例えば、ユーザ特定部１２１が１のユーザを特定した後に、
リモコン４からの操作信号が嗜好情報生成を選択している場合に動作を開始する。そして
、嗜好情報生成部１２２は、複数の互いに異なる画質情報を、コンテンツ制御部１１２が
表示させる画質を調整する後述の画質調整部１３０に出力する。そして、嗜好情報生成部
１２２は、この画質調整部１３０及びコンテンツ制御部１１２を操作して、その複数の画
質情報それぞれにより、相互に異なる画質に調整された複数の映像を表示部１１０に表示
させる。そして、嗜好情報生成部１２２は、リモコン４等から出力される更なる操作信号
により、複数の映像の少なくとも１つを選択し、その選択結果から嗜好情報を生成する。
【００４５】
　この表示例を図５に示す。図５では、コンテンツ制御部１１２が、表示部１１０に、輝
度の異なる２つの映像Ｉ１，Ｉ２を表示させている場合を示している。このように画質が
異なる複数の映像を同時に表示させることにより、ユーザは、容易に両者の画質を比較し
て、自分の好みに合う画質を選択することができる。一方、例えば、手動によるパラメー
タ調整のように、設定を変更すれば、画面全体の画質が変更される場合、ユーザは、調整
前の画質を記憶している必要がある。従って、この記憶が曖昧であれば、ユーザは、どの
ように画質が変化したかを知るために、調整を元に戻したり調整することを繰り返す必要
がある。しかしながら、本実施形態に係る嗜好情報生成部１２２によれば、このような操
作を繰り返さずとも、画質の異なる複数の映像を同時に表示部１１０に表示させるので、
ユーザは、両画質を容易に比較検討することができる。なお、図５では、画質の異なる２
つの映像が表示されている場合を例示しているが、この同時に表示させる映像の個数は、
複数であれば幾つでもよい。しかし、操作を簡単にするために、同時に表示させる映像の
個数は、複数、かつ、少ない数であることが望ましい。
【００４６】
　また、嗜好情報生成部１２２は、例えば、一旦標準となる画質情報（例えばデフォルト
値や一の画質情報など）を設定し、その基準となる画質情報から所定のパラメータを変更
することにより、画質が異なる複数の映像（サンプル）を生成してもよい。このようにサ
ンプル映像を生成することにより、複数のパラメータを個々に調整する場合に比べて、組
み合わせを単純化することができる。更に、嗜好情報生成部１２２は、以下で説明する環
境設定部１４０が設定する環境情報、及び、映像表示装置１００の機種特性（例えば画像
サイズ、色味、設定可能なパラメータ、機能など）に応じて、サンプル映像を用意するこ
ともできる。例えば映像表示装置１００の置かれた環境や映像表示装置１００の機種特性
が異なれば、嗜好情報生成部１２２の動作コンディションが悪く、適切な嗜好情報の抽出
が行えない場合も考えられる。例えば、極端に明るい部屋であったり、画面が汚れていた
り、バックライトが弱くなっていると、嗜好情報には、ユーザの嗜好が十分に反映されな
い。そこで、嗜好情報生成部１２２は、このような場合をも想定して、サンプル映像を用
意することが可能である。
【００４７】
　そして、嗜好情報生成部１２２は、リモコン４などからの出力される操作信号により、
ユーザが上記２つの画質のうちどちらの映像を好むか選択し、ユーザが好む画質の特徴を
抽出する。この際、嗜好情報生成部１２２は、画質の異なる複数の映像を表示させ、１の
映像を選択し、その映像の画質情報をユーザの嗜好情報とすることもでき、２以上の映像
を選択し、その映像の画質情報を合成することより嗜好情報を生成することも可能である
。このように嗜好情報を生成するだけでも、例えば、複数の既設定された画質情報を有す
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るような他の映像表示装置による調整（画質情報を選択すれば全画面の映像の画質を調整
する方法）に比べて、ユーザの操作性を向上させることができる。しかしながら、本実施
形態に係る嗜好情報生成部１２２は、より細やかにユーザの嗜好を反映させるために、以
下のような動作を更に行うことができる。
【００４８】
　つまり、嗜好情報生成部１２２は、上述の「図５に示すような複数の画質の映像を表示
部１１０に表示させ、ユーザの操作に応じて、ユーザが好む画質の映像を選択する」とい
う動作（以下「選択動作」ともいう。）を、画質を適宜変更しつつ、複数回行う。例えば
、同時に表示する映像が２つの場合、嗜好情報生成部１２２は、相互に異なる２つの画質
の映像を表示させ、操作信号に基づいて、そのうちどちらかを選択する。次に、嗜好情報
生成部１２２は、他の相互に異なる２つの画質の映像を表示させ、操作信号に基づいて、
そのうちどちらかを選択する。この選択動作を繰り返すことにより、各パラメータに対す
るユーザの好みの傾向を抽出する。例えば、単に選択動作が、１回だけ行われたのでは、
果たしてどのパラメータの特徴がユーザの好みを反映しているのか判断することは難しい
。つまり、例えば、１の映像の画質では、赤みが強く、かつ、輝度が高く、他の映像の画
質では、赤みが弱く、かつ、輝度も低い場合において、ユーザが前者を選択したと仮定す
る。すると、その１の映像の画質からは、ユーザが赤みが強い画質を好むのか、輝度が高
い画質を好むのか、それとも両者を好むのかが区別し難い。そこで、嗜好情報生成部１２
２は、各パラメータを適宜調整した画質により、選択動作を複数回繰り返すことにより、
嗜好情報を抽出することができる。
【００４９】
　嗜好情報生成部１２２は、この選択動作を繰り返す回数を予め設定していてもよい。し
かしながら、例えば、嗜好情報生成部１２２は、繰り返している際に、嗜好情報を生成可
能であるか否かを判断し、嗜好情報を生成可能であると判断した場合に、選択動作の繰り
返しを終了して、それまでの選択結果に基づいて嗜好情報を生成してもよい。つまり、例
えば、殆どの選択で、赤みが強い画質が選択され、他のパラメータには寄らない選択がな
される場合、ユーザは赤みだけを重要視していることが判る。そこで、嗜好情報生成部１
２２は、選択動作を終了し、赤みだけを強くした嗜好情報を生成してもよい。
【００５０】
　そして、嗜好情報生成部１２２は、このように生成した嗜好情報を、各ユーザのユーザ
情報と関連付けて、嗜好情報記憶部１２３に記録する。
【００５１】
　なお、嗜好情報生成部１２２は、各ユーザの画質調整の履歴を取得して、嗜好情報生成
の際に役立ててもよい。この場合、例えば、画質情報記憶部１３１又はサーバ２００に個
々のユーザの画質調整の履歴を登録しておき、嗜好情報生成部１２２は、例えば、ユーザ
特定部１２１が特定したユーザに応じて、その画質調整履歴を取得する。そして、嗜好情
報記憶部１２３は、例えば、その履歴から嗜好情報を抽出したり、履歴に基づいて上記選
択動作を行う際のサンプル映像の画質を決定することが可能である。
【００５２】
　画質調整部１３０は、ユーザ特定部１２１が特定したユーザに応じて、コンテンツ制御
部１１２が表示部１１０に表示させる映像の画質を調整する。この際、画質調整部１３０
は、少なくとも嗜好情報に基づいた画質調整を行うことができる。つまり、ユーザ特定部
１２１からは特定したユーザのユーザ情報が出力される。よって、画質調整部１３０は、
そのユーザ情報に関連付けられた嗜好情報を、嗜好情報記憶部１２３から取得する。そし
て、画質調整部１３０は、その嗜好情報を使用して画質を調整又は設定する。つまり、映
像表示装置１００は、ユーザ特定部１２１によりユーザを特定し、そのユーザに応じた画
質を画質調整部１３０により設定することができる。
【００５３】
　この際、画質調整部１３０は、嗜好情報が画質情報の場合には、その嗜好情報に各パラ
メータを設定し、嗜好情報が調整情報の場合には、既に設定されているパラメータを嗜好
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情報に基づいて調整する。なお、以下では、説明の便宜上、主に嗜好情報が調整情報であ
る場合について説明する。
【００５４】
　この場合、画質情報記憶部１３１には、基準となる画質情報が記録されており、画質調
整部１３０は、この画質情報を取得し、かつ、嗜好情報に基づいた調整を行い、その調整
後の画質情報に、各パラメータを設定する。この画質調整部１３０には複数の画質情報が
記録されていてもよく、この場合、画質調整部１３０は、１の画質情報を選択して取得す
ることも可能である。
【００５５】
　この際、画質調整部１３０は、画質情報を、リモコン４等から出力される操作信号に基
づいて選択してもよい。また、画質調整部１３０は、コンテンツ制御部１１２が表示部１
１０に表示させている映像コンテンツの属性情報に応じて、その映像コンテンツに適した
画質情報を選択することも可能である。この場合、画質情報記憶部１３１には、例えば、
各画質情報が、映像コンテンツの属性情報（例えばジャンル）に関連付けられて記録され
、画質調整部１３０は、表示する映像コンテンツの属性情報をキーワードとして、画質情
報を検索して取得してもよい。例えば、映像コンテンツがドラマなのか、スポーツなのか
、アニメーションなのかなどの属性情報に応じて、最適な画質が異なる場合が多い。また
、例えば、スポーツ映像であれば、スポーツ用の動きの激しいメリハリの効いた画質が好
まれ、映画であれば、落ち着いた画質が好まれることが多い。そこで、画質調整部１３０
は、このように映像コンテンツの属性情報に応じて画質情報を選択することにより、映像
コンテンツに合わせて画質を調整することができる。
【００５６】
　また、画質調整部１３０は、例えば、図３及び図４に示す設定パネルＰが表示部１１０
に表示されている状態で、ボタンＢ４が選択された場合には、自動で画質調整を行うこと
も可能である。この場合、画質調整部１３０は、例えば、映像コンテンツを視ているユー
ザに寄らずに、画質情報記憶部１３１に記録された画質情報の１つを選択して、各パラメ
ータの設定を行うことも可能である（自動モード）。
【００５７】
　また、画質調整部１３０は、手動モードで画質情報の各パラメータが手動で調整された
場合、その調整値に画質を設定する。この際、画質調整部１３０は、その手動で調整され
た画質情報を、画質情報記憶部１３１に登録することも可能である。
【００５８】
　なお、画質調整部１３０は、他にも様々な情報により自動的に、基準となる画質の設定
及び画質の調整が可能である。この情報としては、例えばサーバ２００から取得する画質
情報、及び、映像表示装置１００が配置された環境に関する環境情報などが挙げられる。
この動作については、以下で説明する環境設定部１４０及び画質情報取得部１５０におい
て説明する。
【００５９】
　なお、この画質調整部１３０は、上述の画質調整や以下で説明する画質調整において、
自動的に画質を調整する場合、画質の調整をユーザが望んでいるか否かを、ユーザの操作
に応じて確認することが望ましい。
【００６０】
　環境設定部１４０は、ユーザが表示部１１０を視ている環境を表した環境情報を設定す
る。「環境情報」は、映像表示装置１００が配置された環境や、ユーザが映像コンテンツ
を視ている際の周囲の環境や状況を表した情報である。環境情報は、例えば、表示部１１
０が窓に向いているのかなどの映像表示装置１００の配置位置、太陽光・蛍光灯・白熱球
などの環境光（例えば光源の種類や光の色など）、配置位置の地域（例えば国）、ユーザ
が視聴している時刻などを含むことができる。
【００６１】
　この環境設定部１４０による環境情報の設定は、例えば、図３及び図４に示す設定パネ
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ルＰが表示部１１０に表示されている状態で、ボタンＢ５が選択された場合に行われる。
そして、環境設定部１４０は、例えば、リモコン４等が出力する操作信号に基づいて、環
境情報を設定することができる。他にも、環境設定部１４０は、例えば、自動的に環境情
報を設定することもできる。例えば、環境設定部１４０は、日の出及び日の入りの時間及
びその日の天気等を情報を、ネットワーク５経由又は放送波経由で取得して、その情報か
ら、光源の種類や光の色などを特定することも可能である。
【００６２】
　このような環境情報が変化すれば、ユーザが視認する画質も変化してしまう。そこで、
画質調整部１３０は、この環境情報を取得して、環境情報による画質調整を行うことがで
きる。例えば、環境情報が「日中であり窓が近い」ことを表している場合、画質調整部１
３０は、表示映像の輝度を高めるように、画質を調整することもできる。また、環境設定
部１４０は、例えば、映像表示装置１００の配置位置が決定又は変更された場合には、配
置位置、照明の種類と光の色、配置位置の地域などを設定し、その他の場合には、自動的
に他の環境情報を設定することが望ましい。このように環境設定部１４０が設定する環境
情報に基づく設定を行うことにより、画質調整部１３０は、映像表示装置１００の周囲の
環境に合わせた画質調整を行うことができる。
【００６３】
　尚、画質調整部１３０は、環境情報による調整を、ユーザの嗜好情報による調整と共に
行うことも可能であるが、これらの調整の一方を行うことも可能である。
【００６４】
　画質情報取得部１５０は、画質情報が記録されたサーバ２００から、その画質情報を取
得する。この画質情報取得部１５０が取得した画質情報を使用する場合、画質調整部１３
０は、その画質情報を使用して、表示部１１０に表示させる映像の画質を設定することが
できる。システム１は、このようにサーバ２００から取得した画質情報による画質調整を
行うことにより、画質情報を共有したり一括して管理することが可能となる。
【００６５】
　この場合、映像表示装置１００は、サーバ２００からの画質情報の取得方法及び取得時
期を適宜変更することにより、画質調整に様々な効果を付加することができる。この取得
方法について説明すれば、以下のような例が考えられる。なお、取得方法及び取得時期は
、ここで挙げる例に限定されるものではなく、様々なバリエーションが考えられることは
言うまでもない。
【００６６】
　例えば、画質情報取得部１５０は、例えば、コンテンツ取得部１１１が取得した映像コ
ンテンツの属性情報を取得し、その属性情報に関連付けられてサーバ２００に記録された
画質情報を取得してもよい。この場合、サーバ２００には、予め各映像コンテンツ毎に適
した画質情報が、その映像コンテンツの属性情報に関連付けられて記録される。そして、
画質情報取得部１５０は、この画質情報を取得し、画質調整部１３０は、この映像コンテ
ンツ毎にカスタマイズされた画質情報を使用して画質調整を行うことができる。従って、
映像表示装置１００は、各映像コンテンツ毎に適した画質で映像を提供することが可能と
なる。この場合、例えば、画質情報の取得時期は、映像コンテンツの属性情報が変化した
時点に設定されることが望ましい。また、このようにサーバ２００に蓄積された画質情報
を使用することにより、予め映像表示装置１００内の画質情報記憶部１３１に記憶された
画質情報を使用する場合よりも、より様々な映像コンテンツに対応したきめ細やかな画質
調整が可能である。
【００６７】
　また、取得時期としては、例えば、画質情報取得部１５０は、定期的にサーバ２００を
ポーリングして画質情報を取得することも可能である。ポーリングする場合、画質情報取
得部１５０は、一定の時間が経過した時点で、サーバ２００にアクセスし、サーバ２００
に記録された画質情報を取得する。この際、画質情報取得部１５０は、異なる画質情報を
取得してもよいが、変更されている同一の画質情報を取得することにより、一の映像コン
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テンツが表示されている最中にその映像コンテンツの画質を調整させることができる。つ
まり、例えば、図６に示すように、表示部１１０に一の画質による映像Ｉ３が表示されて
いたとする。そして、一定時間経過した場合、表示している映像コンテンツが同じであっ
たとしても、図７に示すように、表示部１１０の表示映像Ｉ４の画質が調整される。この
ように適宜画質情報を更新することは、その画質情報の変更方法により、様々な効果を付
加することを可能とする。この変更方法については、サーバ２００で説明する。
【００６８】
　更に取得時期としては、例えば、画質情報取得部１５０は、ユーザが一の映像表示装置
１００を初めて使用する際に、サーバ２００から画質情報を取得することも可能である。
例えば、ユーザは、他の映像表示装置６Ａ又は端末６Ｂなどを使用して、サーバ２００に
、自ら設定した画質情報や嗜好情報記憶部１２３に記録された嗜好情報を登録しておく。
そして、一の映像表示装置１００は、例えば、各ユーザの識別情報を取得することにより
、サーバ２００中のユーザの画質情報を検索して取得し、画質調整に使用することができ
る。つまり、一の映像表示装置１００は、初めて使用するユーザであったとしても、その
ユーザがサーバ２００に登録していた画質情報を使用することができ、そのユーザに適し
た画質調整を行うことができる。このような取得時期によれば、例えば、ユーザは、映像
表示装置１００を買い換えた場合や交換した場合、更には、外出先の映像表示装置１００
を使用する場合など、様々なシチュエーションで自分が好む画質の映像を楽しむことがで
きる。
【００６９】
　更に、例えば、各ユーザ、知識人、業界人、技術者、映像表示装置１００に詳しい者、
映像コンテンツに詳しい者、映像の専門家などが調整した画質情報（嗜好情報であっても
よい。）が、サーバ２００に記録されることも可能である。そして、画質情報取得部１５
０は、これらの画質情報から、ユーザが選択する調整者の画質情報を取得することも可能
である。例えば、各ユーザが登録した画質情報を使用することにより、画質情報の共有を
行うことができる。この場合、画質情報取得部１５０は、サーバ２００からそのサーバ２
００に記録された画質情報のリストを取得し、表示画面にそのリストを表示して、ユーザ
に所望の画質情報をリスト選択させることも可能である。また、他の専門家などが登録し
た画質情報を使用することにより、専門家が調整した画質と同様の画質を提供することが
できる。また、サーバ２００に個々人の画質情報又は嗜好情報を記録していくことにより
、各ユーザの画質設定の調整履歴が判る。従って、この履歴を使用して、ユーザの画質に
対する嗜好の動向を調査することができる。
【００７０】
　以上、画質情報取得部１５０によるサーバ２００からの画質情報取得過程について説明
したが、この際、画質情報取得部１５０は、例えば嗜好情報を使用して、サーバ２００か
ら取得する画質情報に、フィルタをかけて選択することも可能である。つまり、例えば、
画質情報取得部１５０は、嗜好情報記憶部１２３から各ユーザの嗜好情報を取得して、そ
の嗜好情報に基づいて、ユーザの好みに合わないような画質情報を取得した場合、その画
質情報を画質調整に使用させないことも可能である。この場合、映像表示装置１００は、
表示映像の画質が突如ユーザの好まない画質に調整されることを防止することができる。
【００７１】
　　（サーバ２００）
　図８は、本発明の一実施形態に係るサーバについて説明するための説明図である。
　図８に示すように、サーバ２００は、画質情報登録部２１０と、画質情報記憶部２２０
と、画質情報制御部２３０と、を有する。
【００７２】
　画質情報登録部２１０は、映像表示装置１００、他の映像表示装置６Ａ、端末６Ｂなど
から、画質情報を取得して、その画質情報を画質情報記憶部２２０に記録する。この際、
画質情報登録部２１０は、画質情報以外にも嗜好情報を登録することも可能である。なお
、以下では、画質情報に嗜好情報を含まれるものとする。
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【００７３】
　この際、画質情報登録部２１０は、例えば、各ユーザや専門家が調整した画質情報と共
にその調整者のユーザに関する情報を取得して、画質情報とユーザ情報と関連付けて画質
情報記憶部２２０に登録してもよい。なお、ここで使用するユーザに関する情報としては
、ユーザを特定することが可能な情報であればよく、例えば、上記ユーザ情報、ユーザの
ＩＤ、映像表示装置のＩＤ、端末のＩＤなどが挙げられる。
【００７４】
　また、画質情報登録部２１０は、映像コンテンツの属性情報に応じて調整された画質情
報を取得した場合、その画質情報と映像コンテンツの属性情報とを関連付けて画質情報記
憶部２２０に登録してもよい。この際、画質情報に関連付けられる属性情報としては、例
えば、映像コンテンツのジャンル、映像コンテンツのＩＤなどを使用することができる。
【００７５】
　更に、画質情報登録部２１０は、各画質情報とその画質情報の名称とを関連付けて登録
することができ、その画質情報に、固有のＩＤを付加したり、公開・非公開の設定を付加
することもできる。サーバ２００は、未公開の場合には、同一ユーザにしかその画質情報
を取得させず、公開の場合には、他のユーザにも画質情報を取得可能にする。
【００７６】
　画質情報制御部２３０は、画質情報記憶部２２０に記録された画質情報の管理する。つ
まり、画質情報制御部２３０は、映像表示装置１００の画質情報取得部１５０から、画質
情報取得要求が送信された場合、例えば、その要求に応じた画質情報を画質情報取得部１
５０に提供する。一方、画質情報制御部２３０は、その画質情報が非公開であったり、取
得不可なユーザ又は映像表示装置１００からの要求である場合には、その画質情報を提供
しない。なお、この要求には、例えば、ユーザのＩＤを指定する要求、映像コンテンツの
属性情報を指定する要求、画質情報に固有のＩＤを指定する要求などがある。画質情報制
御部２３０は、各要求に対応する属性情報を画質情報記憶部２２０から取得して、各要求
者に送信する。この際、各要求には、その要求を送信したユーザの嗜好情報を含めること
ができ、画質情報制御部２３０は、その嗜好情報に基づいて、要求にあった画質情報を更
に調整して送信することも可能である。
【００７７】
　また、画質情報制御部２３０は、画質情報記憶部２２０に記録された画質情報を変更す
ることも可能である。例えば、複数のユーザが、一のユーザの画質情報を使用している場
合、画質情報制御部２３０は、その一のユーザ（他のユーザであってもよい）の操作に応
じて画質情報を変更する。すると、複数のユーザの映像表示装置１００でも、画質情報が
更新される。よって、リアルタイムに変更される画質情報を複数人で共有することが可能
となる。
【００７８】
　また、例えば、サーバ２００又は他のサーバなどが、一の映像コンテンツを視ている複
数の視聴者から、その映像コンテンツの評価をリアルタイムに収集する場合、画質情報制
御部２３０は、その評価に連動して画質情報を調整することも可能である。つまり、この
場合、画質情報制御部２３０は、映像コンテンツの評価を取得し、その映像コンテンツの
属性情報に関連付けられた画質情報を調整して、その画質情報を取得している映像表示装
置１００に提供することも可能である。すると、映像表示装置１００では、図６に示すよ
うに一の画質で映像Ｉ３を表示している映像コンテンツの評価が下がり、人気がなくなっ
た場合、図７に示すように表示映像の輝度が下げられた画質の映像Ｉ４が表示されること
になる。このような評価としては、その映像コンテンツの人気度合、有益度合、クイズの
正答率、視聴率などであってもよい。このような画質調整を行うことにより、通常放送さ
れる映像コンテンツを視聴するしかなかったユーザを、映像コンテンツの評価に参加する
ような新しい参加型の放送が可能となる。
【００７９】
　＜一実施形態の動作＞
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　以上、本発明の一実施形態に係るシステムの各構成について説明した。
　次に、図９～図１１を参照しつつ、本発明の一実施形態に係る映像表示装置１００の動
作について説明する。図９～図１１は、本実施形態に係る映像表示装置の動作について説
明するための説明図である。
【００８０】
　　（嗜好情報生成動作の一例）
　まず、図９を参照しつつ、嗜好情報生成動作の一例について説明する。
　図９に示すように、まず、コンテンツ取得部１１１及びコンテンツ制御部１１２が、表
示部１１０に映像コンテンツを表示させている際に、ステップＳ１０１が処理される。こ
のステップＳ１０１では、ユーザ特定部１２１により映像表示装置１００を視ているユー
ザが特定される。そして、ステップＳ１０３に進む。
【００８１】
　ステップＳ１０３では、嗜好情報生成部１２２が、画質調整部１３０及びコンテンツ制
御部１１２を操作し、相互に画質が異なる複数の映像（サンプル映像）を表示部１１０に
表示させる（図５参照。）。そして、ステップＳ１０５に進む。
【００８２】
　ステップＳ１０５では、嗜好情報生成部１２２が、ユーザの操作に応じて、一方の映像
を選択する。そして、ステップＳ１０７に進む。
【００８３】
　ステップＳ１０７では、嗜好情報生成部１２２は、選択動作による選択結果が嗜好情報
を生成可能な程度得られているか否かを確認する。そして、嗜好情報を未だ生成不可能で
あると判断した場合、ステップＳ１０３以降の処理を繰り返す。一方、嗜好情報を生成可
能な程度に選択結果が得られた場合、ステップＳ１０９に進む。
【００８４】
　ステップＳ１０９では、嗜好情報生成部１２２が、選択結果に基づいて、嗜好情報を生
成する。そして、ステップＳ１１１に進む。
【００８５】
　ステップＳ１１１では、更に嗜好情報生成部１２２が、生成した嗜好情報を嗜好情報記
憶部１２３に記録し、動作を終了する。
【００８６】
　　（画質調整動作の一例）
　次に、図１０を参照しつつ、画質調整動作の一例について説明する。
　図１０に示すように、まず、コンテンツ取得部１１１及びコンテンツ制御部１１２が、
表示部１１０に映像コンテンツを表示させている（コンテンツ表示ステップ）際に、ステ
ップＳ２０１が処理される。このステップＳ２０１では、ユーザ特定部１２１により映像
表示装置１００を視ているユーザが特定される（ユーザ特定ステップ）。そして、ステッ
プＳ２０３に進む。
【００８７】
　ステップＳ２０３では、画質調整部１３０が、嗜好情報記憶部１２３に記録された嗜好
情報から、特定されたユーザの嗜好情報を検索して取得する。そして、ステップＳ２０５
に進む。
【００８８】
　ステップＳ２０５では、画質調整部１３０が、コンテンツ制御部１１２で映像を表示す
る際に使用されている画質情報を、嗜好情報に基づいて調整し（画質調整ステップ）、動
作を終了する。
【００８９】
　　（サーバに連動した画質調整の一例）
　更に、図１１を参照しつつ、サーバ２００に連動した画質調整の一例について説明する
。
　図１１に示すように、まず、コンテンツ取得部１１１及びコンテンツ制御部１１２が、
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表示部１１０に映像コンテンツを表示させている際に、ステップＳ３０１が処理される。
このステップＳ３０１では、画質情報取得部１５０が、表示部１１０に表示されている映
像コンテンツの属性情報が変更されたか否かを確認する。そして、変更された場合には、
ステップＳ３０５に進み、変更されていない場合には、ステップＳ３０３に進む。
【００９０】
　ステップＳ３０３では、画質情報取得部１５０が、前回画質情報を取得してから一定の
時間が経過したか否かを確認する。そして、一定の時間が経過した場合には、ステップＳ
３０５に進み、一定の時間が経過していない場合には、ステップＳ３０１以降の処理を繰
り返す。
【００９１】
　ステップＳ３０５では、画質情報取得部１５０が、サーバ２００に映像コンテンツの属
性情報（例えば映像コンテンツのＩＤやジャンル）を送信する。そして、ステップＳ３０
７に進む。
【００９２】
　ステップＳ３０７では、画質情報取得部１５０が、サーバ２００が検索して送信してく
る画質情報を取得し、画質調整部１３０に出力する。このステップＳ３０７の処理後は、
ステップＳ３０９に進む。
【００９３】
　ステップＳ３０９では、画質調整部１３０により、画質情報が変更されたか否かが確認
される。画質情報が変更されていない場合には、ステップＳ３０１以降の処理が繰り返さ
れ、画質情報が変更されている場合には、ステップＳ３１１に進む。
【００９４】
　ステップＳ３１１では、画質調整部１３０が、コンテンツ制御部１１２で映像を表示す
る際に使用されている画質情報を、ステップＳ３０７で取得された画質情報に変更して、
画質の調整を行い、動作を終了する。
【００９５】
　＜一実施形態による効果の例＞
　以上、本発明の一実施形態に係るシステム１及び映像表示装置１００等について説明し
た。
　この映像表示装置１００によれば、各ユーザ毎に画質を調整することができる。従って
、個々のユーザの好みを反映させた画質を実現することができる。
【００９６】
　また、この際、映像表示装置１００は、各ユーザの画質に対する好みを抽出し、抽出し
た好みに応じて、自動的に画質を調整することができる。従って、ユーザは、簡単な操作
で画質をカスタマイズすることが可能である。この際、映像表示装置１００は、画質が異
なる複数の映像を一緒に表示する。従って、ユーザは、どちらが自分の好みに合った画質
であるかを容易に判断することができ、かつ、ユーザの好みを確実に反映した画質調整が
可能となる。
【００９７】
　また、映像表示装置１００は、配置された環境やユーザが映像を視ている環境に応じて
、動的に画質を調整することも可能である。よって、映像表示装置１００は、環境に応じ
た微妙な画質調整を可能にし、更に画質を向上させることができる。
【００９８】
　この映像表示装置１００は、映像コンテンツ毎の画質調整をも可能にし、かつ、サーバ
２００から画質情報を取得することができる。よって、更に画質を向上させ、かつ、画質
情報を共有することが可能となる。このように画質情報を共有することは、複数のユーザ
間でのＣＧＭ（Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｅｄ　Ｍｅｄｉａ）での発展を可能と
し、かつ、ユーザの画質に対する好みの動向の調査を容易にして商品開発・改善時のデー
タとすることができる。また、映像コンテンツに関連したイベントなどと組み合わせて、
画質を調整することにより、例えば、強調したいコマーシャルなどの輝度を強くするなど
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、様々なビジネスシーンにおける活用も可能となる。
【００９９】
　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ことは言うまでもない。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。
【０１００】
　例えば、上記実施形態では、画質情報取得部１５０がサーバ２００から画質情報を取得
する場合について説明した。しかしながら、画質情報取得部１５０の画質情報の取得先は
、この例に限定されるものではない。例えば、画質情報が映像コンテンツの属性情報など
に含まれており、画質情報取得部１５０が映像コンテンツから画質情報を取得することも
可能である。
【０１０１】
　また、上記各実施形態で説明した一連の処理は、専用のハードウエアにより実行させて
もよいが、アプリキャストやウィジェットなどのソフトウエア（アプリケーション）によ
り実行させてもよい。一連の処理をソフトウエアにより行う場合、汎用又は専用のコンピ
ュータにプログラムを実行させることにより、上記の一連の処理を実現することができる
。コンピュータは、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）と、Ｈ
ＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）・ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
）・ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の記録装置と、ＬＡＮ（Lo
cal　Area　Network）・インターネット等のネットワークに接続された通信装置と、リモ
ートコントローラ・マウス・キーボード等の入力装置と、フレキシブルディスク等の磁気
ディスク、各種のＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）・ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ　Ｏｐｔｉ
ｃａｌ）ディスク・ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）等の光デ
ィスク、半導体メモリ等のリムーバブル記憶媒体等を読み書きするドライブと、モニタな
どの表示部・スピーカやヘッドホンなどの音声出力装置などの出力装置等と、を有しても
よい。そして、このコンピュータは、記録装置・リムーバブル記憶媒体に記録されたプロ
グラム、又はネットワークを介して取得したプログラムを実行することにより、上記一連
の処理を実行してもよい。
【０１０２】
　尚、本明細書において、フローチャートに記述されたステップは、記載された順序に沿
って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的
に又は個別的に実行される処理をも含む。また時系列的に処理されるステップでも、場合
によっては適宜順序を変更することが可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の一実施形態に係るシステムの概要を説明するための説明図である。
【図２】同実施形態に係る映像表示装置について説明するための説明図である。
【図３】同実施形態に係る映像表示装置が表示画面に表示させる画像の一例を説明するた
めの説明図である。
【図４】同実施形態に係る映像表示装置が表示画面に表示させる画像の一例を説明するた
めの説明図である。
【図５】同実施形態に係る映像表示装置が表示画面に表示させる画像の一例を説明するた
めの説明図である。
【図６】同実施形態に係るサーバについて説明するための説明図である。
【図７】同実施形態に係る映像表示装置が表示画面に表示させる画像の一例を説明するた
めの説明図である。
【図８】同実施形態に係る映像表示装置が表示画面に表示させる画像の一例を説明するた
めの説明図である。
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【図９】同実施形態に係る映像表示装置の動作について説明するための説明図である。
【図１０】同実施形態に係る映像表示装置の動作について説明するための説明図である。
【図１１】同実施形態に係る映像表示装置の動作について説明するための説明図である。
【符号の説明】
【０１０４】
　１　　システム
　２　　アンテナ
　３　　放送局
　４　　リモコン
　５　　ネットワーク
　６Ａ　　他の映像表示装置
　６Ｂ　　端末
　１００　　映像表示装置
　１１０　　表示部
　１１１　　コンテンツ取得部
　１１２　　コンテンツ制御部
　１２１　　ユーザ特定部
　１２２　　嗜好情報生成部
　１２３　　嗜好情報記憶部
　１３０　　画質調整部
　１３１　　画質情報記憶部
　１４０　　環境設定部
　１５０　　画質情報取得部
　２００　　サーバ
　２１０　　画質情報登録部
　２２０　　画質情報記憶部
　２３０　　画質情報制御部
　Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４，Ｂ５　　ボタン
　Ｐ　　設定パネル
　Ｌ１　　画質情報
　Ｉ１，Ｉ２，Ｉ３，Ｉ４　　映像



(19) JP 4788748 B2 2011.10.5

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(20) JP 4788748 B2 2011.10.5

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(21) JP 4788748 B2 2011.10.5

【図９】 【図１０】

【図１１】



(22) JP 4788748 B2 2011.10.5

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/14    　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   5/02    　　　Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   5/10    　　　Ｂ          　　　　　

(72)発明者  平井　純
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  長坂　英夫
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  岡本　直也
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内

    審査官  福永　健司

(56)参考文献  特開２００５－２２９３５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３１４０１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０３５６５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１３９８５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１８６９２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０８０５４９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｇ５／００－５／４２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

