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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データの表示レートを変換可能な表示レート変換部と、
　外部表示装置と通信を行う通信部と、
　前記画像データの再生指示があった場合、前記画像データの再生前に前記画像データの
表示レートが所定の表示レートに該当するか否かを識別し、前記画像データの表示レート
が前記所定の表示レートに該当した場合は、前記外部表示装置と通信して前記外部表示装
置で処理可能な表示レートを取得し、
　前記画像データの表示レートが、前記通信部を介して取得した前記外部表示装置で処理
可能な表示レートに含まれる場合、前記表示レート変換部で前記画像データの表示レート
を変換しないよう制御する制御部と、
　を有することを特徴とする画像再生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像再生装置であって、
　前記外部表示装置で処理可能な表示レートは、前記外部表示装置で表示可能な表示レー
トとは異なることを特徴とする画像再生装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像再生装置であって、
　前記処理可能な表示レート及び前記所定の表示レートは２４コマ／秒であり、前記表示
可能な表示レートは３０コマ／秒であることを特徴とする画像再生装置。
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【請求項４】
　請求項１に記載の画像再生装置であって、
　前記制御部は、前記画像データの表示レートが、前記取得した前記外部表示装置で処理
可能な表示レートに含まれない場合、前記表示レート変換部であらかじめ決められた表示
レートに変換するよう制御することを特徴とする画像再生装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の画像再生装置であって、
　前記制御部は、前記通信部を介して前記外部表示装置で処理可能な表示レートを取得で
きない場合、前記表示レート変換部であらかじめ決められた表示レートに変換するよう制
御することを特徴とする画像再生装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の画像再生装置であって、
　前記表示レート変換部であらかじめ決められた表示レートは、２４コマ／秒であること
を特徴とする画像再生装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の画像再生装置であって、
　前記画像データ及び該画像データの表示レートは、記録媒体に記録されていることを特
徴とする画像再生装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の画像再生装置であって、
　前記画像データ及び該画像データの表示レートは、放送局から送信されていることを特
徴とする画像再生装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の画像再生装置であって、
　前記画像データ及び該画像データの表示レートは、インターネット経由で受信している
ことを特徴とする画像再生装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の画像再生装置であって、
　前記画像データの表示レートが第１の表示レートであり、
　前記通信部を介して取得した前記外部表示装置で処理可能な表示レートが前記第１の表
示レート及び前記第１の表示レートよりも大きい第２の表示レートであることを特徴とす
る画像再生装置。
【請求項１１】
　画像データの表示画素数を変換可能な表示画素数変換部と、
　外部表示装置と通信を行う通信部と、
　前記画像データの再生指示があった場合、前記画像データの再生前に前記画像データの
表示画素数が所定の表示画素数に該当するか否かを識別し、前記画像データの表示画素数
が前記所定の表示画素数に該当した場合は、前記外部表示装置と通信して前記外部表示装
置で処理可能な表示画素数を取得し、
　前記画像データの表示画素数が、前記通信部を介して取得した前記外部表示装置で処理
可能な表示画素数に含まれる場合、前記表示画素数変換部で前記画像データの表示画素数
を変換しないよう制御する制御部と、
　を有することを特徴とする画像再生装置。
【請求項１２】
　画像データの再生指示があった場合、前記画像データの再生前に前記画像データの表示
レートが所定の表示レートに該当するか否かを識別し、
　前記画像データの表示レートが前記所定の表示レートに該当した場合は、外部表示装置
と通信して前記外部表示装置で処理可能な表示レートを取得し、
　前記画像データの表示レートが、前記外部表示装置で処理可能な表示レートに含まれる
場合、前記画像データの表示レートを変換しないで前記外部表示装置へ出力する
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　ことを特徴とする画像再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体に記録されている画像／音声データを再生する画像再生装置及び画
像再生方法に係り、特に、画像データの表示レートを変換可能な画像再生装置及び画像再
生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映画コンテンツがＤＶＤディスクとして市販化され、家庭においてＴＶ、ＤＶＤ
プレーヤ等のＡＶ（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｓｕａｌ）機器を利用しての閲覧が一般化している
。前記映画コンテンツは、１秒あたり２４コマで作成されていることが多い。一方、ＴＶ
等の表示装置では、１秒あたり３０コマ（６０フィールド）表示可能な装置が主流である
。そのため、現在市販化されているＤＶＤプレーヤでは、２４コマ／秒で作成された映画
コンテンツを再生し出力する場合、３０コマ／秒に変換して出力している。前記２４コマ
／秒から３０コマ／秒への変換は、２－３プルダウンと呼ばれ、例えばＭＰＥＧ（Ｍｏｖ
ｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）規格でも採用されている。
【０００３】
　前記２４コマ／秒の画像データを変換する装置としては、２４コマ／秒から７２コマ／
秒へ変換し、これに応じて外部液晶パネルの駆動周波数を７２／秒に変換する技術が開示
されている。（特許文献１）
【特許文献１】特開２００４－１５９１９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献では、２４コマ／秒の画像データの再生の場合、画像再生装置において７
２コマ／秒に変換するように処理している。この画像再生装置は表示装置と一体化してお
り、その表示装置で実際に表示する画像データの表示レート（以下、「実際表示レート」
という）を取得できるため、該実際表示レートに合わせた処理が可能となっている。
【０００５】
　しかしながら、表示装置が外部にある場合、その外部表示装置より処理可能な表示レー
トを取得できても、実際表示レートを取得できないことが通常である。よって、画像再生
装置において外部表示装置で処理可能な表示レートに変換しても、さらに外部表示装置に
おいて実際表示レートに変換することが生じてしまう。このように表示レートの変換処理
を２度（１度目は画像再生装置、２度目は外部表示装置）行うことは、画質の劣化を生じ
てしまう。
【０００６】
　従って、本発明の目的は、上記課題を解決する画像再生装置及び画像再生方法を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る画像再生装置及び画像再生方法は、画像デー
タの表示レートが、通信部を介して取得した外部表示装置で処理可能な表示レートに含ま
れる場合、表示レート変換部で画像データの表示レートを変換しないよう制御する。
【０００８】
　また、第１の実施の形態として、外部表示装置で処理可能な表示レートは、外部表示装
置で表示可能な表示レートとは異なることを特徴とする。外部表示装置で表示可能な表示
レートは、外部表示装置で実際に表示できる表示レートである。また、外部表示装置で処
理可能な表示レートは、外部表示装置内の表示レート変換部で表示可能な表示レートに変
換することで、外部表示装置で実際に表示可能とするものである。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、使い勝手の向上した画像再生装置及び画像再生方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明による画像再生装置の実施の形態について、ＤＶＤプレーヤの実施例を用
い、図を参照して説明する。まず、画像／音声／グラフィックデータを記録媒体から読み
出し、再生する方法について説明する。図１はＤＶＤプレーヤの一実施例を示すブロック
図である。光ピックアップなどの再生ヘッドによりＤＶＤディスク１３２から読み出され
た画像／音声データは、分離化処理部１０１により分離され、デジタル符号化された画像
データとデジタル符号化された音声データに変換される。前記再生ヘッドとは、記録媒体
からデータを再生するものであであれば、種類は特に限定されない。再生ヘッドは、例え
ばＤＶＤなど光ディスクの光ピックアップ、ＨＤＤなど磁気記録媒体の磁気ヘッド、メモ
リカードなど半導体記録媒体の信号処理回路などである。
【００１１】
　画像データに関しては、画像復号部１０２はデジタル符号化された画像データを復号し
、ＯＳＤ合成部１０３はメインＣＰＵ１２０からの指示に応じてグラフィックデータと復
号された画像データとを合成し、画像信号処理部１０４はＯＳＤ合成部１０３から出力さ
れる画像データをＮＴＳＣなどへのフォーマット変換し、画像出力端子１０５を介して、
外部画像表示装置、例えばＴＶ等に出力する。なお、メインＣＰＵ１２０がＯＳＤ合成部
１０３に対して行う指示は、利用者によるグラフィック表示指示、例えば再生装置が備え
るメニュー等を表示する場合や、再生中の記録媒体に記録されているグラフィック表示指
示に従ってグラフィックを表示する場合に行われる。
【００１２】
　また、音声データに関しては、音声復号部１１０はデジタル符号化された音声データを
復号し、音声信号処理部１１１は音声復号部１１０において復号された音声データをＤ／
Ａ変換してアナログ音声信号に変換し、増幅し、音声出力端子１１２を介して、外部出力
装置、例えばスピーカ等に出力する。
【００１３】
　前記記録媒体に記録されている画像データの表示レートを変換して出力する場合は、メ
インＣＰＵ１２０は、ＤＶＤドライブ制御部１３０を制御し、記録媒体に記録されている
表示レート情報を読み出す。さらに、メインＣＰＵ１２０は、前記読み出した表示レート
情報から表示レートの変換が必要と判断すると、画像復号部１０２を制御し、所望の表示
レートに変換するよう指示を送る。前記画像復号部１０２は、前記メインＣＰＵ１２０か
らの指示に従い、復号後の画像データの表示レートを所望の表示レートに変換し、前記Ｏ
ＳＤ合成部１０３に送信する。すなわち、画像復号部１０２は、表示レートを変換する表
示レート変換部としての機能を備えている。
【００１４】
　ここで、前記表示レートの変換方法について説明する。図３は、前記画像再生装置が行
う、表示レートの変換方法を示す一例である。図３において、変換前の画像データの表示
レートを、例えば２４コマ／秒として２４ｐとし、変換後の画像データの表示レートを３
０コマ／秒（６０フィールド／秒）として６０ｉとして示している。
【００１５】
　同図において、変換前の１コマは、変換後の２フィールド、もしくは３フィールドに変
換されている。本方法によると、変換後のある画像（１コマ）は異なるコマから構成され
ている（図３における、変換後の画像データの第３のコマと第４のコマ）。本変換方法は
、一般に使用されている方法であるが、異なるコマから変換後の画像を作り出しているた
め、画像の輪郭がぼやけたりして違和感のある画像となる。
【００１６】
　以上示した方法により、前記画像再生装置において、前記記録媒体に記録されている画
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像／音声データを再生する。
【００１７】
　次に、前記画像再生装置が再生する画像データを受信し、表示する外部表示装置につい
て説明する。
  図２は、前記外部表示装置の一実施例であり、例えばＴＶのブロック図である。また、
図１における外部表示装置１４２に相当する。
【００１８】
　画像入力端子２０２から入力された画像データは、画像信号処理部２０３及び表示レー
ト変換部２１１を介して、画像表示部２０４に送信され表示される。表示レート変換部２
１１は、入力された画像データの表示レートが、画面表示部２０４で表示可能な表示レー
トと異なる場合、その表示可能な表示レートに変換する。ただし、表示レート変換部２１
１は全ての表示レートを画面表示部２０４で表示可能な表示レートに変換できるわけでは
なく、処理可能な表示レートに制限はある。前記画像表示部２０４は、例えばブラウン管
や液晶パネル等に相当する。また、音声入力端子２０５から入力された音声データは、音
声信号処理部２０６を介して、音声出力部２０７に送信され出力される。前記音声出力部
２０７は、例えばスピーカに相当する。前記画像信号処理部２０３と前記音声信号処理部
２０６では、入力される画像／音声データに対して、例えばＡ／Ｄ変換をしたり、ノイズ
除去を行ったりする。なお、表示レート変換部２１１と画像信号処理部２０３の並びは逆
であっても良い。
【００１９】
　以上示した方法により、前記外部表示装置に入力される画像データを出力する。
【００２０】
　次に外部表示装置で処理可能な表示レート情報を取得し、所望の表示レートで出力する
方法について説明する。外部表示装置は、実際に表示する表示レートが、例えば、５０ｐ
と６０iであった場合でも、それら以外の表示レート（例えば、２４ｐのとき）でも表示
レートを変換することによって処理可能である。しかしながら、処理可能な表示レートは
限られているため、画像再生装置は、外部表示装置よりその処理可能な表示レートの情報
である上記表示レート情報を取得するようにしている。
【００２１】
　前記方法により、記録媒体に記録されている画像データを再生する場合、メインＣＰＵ
１２０は通信制御部１４０に対して外部表示装置１４２で処理可能な表示レートを取得す
るよう指示を送信する。通信制御部１４０は、メインＣＰＵ１２０からの指示に従い、通
信Ｉ／Ｆ１４１を制御し、外部表示装置に対して、前記外部表示装置で処理可能な表示レ
ートを送信するよう指示を送る。前記指示を受けた外部表示装置におけるメインＣＰＵ２
０１は、表示情報格納部２１０から処理可能な表示レート情報を読み出し、通信制御部２
０９を介してデータ通信端子２０８から前記表示レート情報を前記画像再生装置に送信す
る。
【００２２】
　前記メインＣＰＵ１２０は、受信した表示レート情報を用い、前記記録媒体に記録され
ている画像データの表示レートで処理可能か否かを確認する。前記記録媒体に記録されて
いる画像データの表示レートで処理不可能な場合は、前記方法により表示レートを変換し
、外部表示装置に変換後の画像データを出力する。また、前記記録媒体に記録されている
画像データの表示レートで処理可能な場合は、前記画像復号部１０２を制御し、画像デー
タの表示レートを変換しないよう指示を送り、前記指示を受けた画像復号部１０２は復号
後の画像データに対して、表示レートの変換を行わず、前記ＯＳＤ合成部１０３に画像デ
ータを送信し、以降、前記した方法により前記外部表示装置に画像データが送信される。
【００２３】
　なお、本発明における前記外部表示装置で処理可能な表示レートの取得では、前記画像
再生装置と前記外部表示装置の接続は、有線／無線のいづれの形態でも同様の効果を得る
ことが可能である。
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【００２４】
　以上示した方法により、画像再生装置が記録媒体に記録されている画像データを再生す
る際に、外部表示装置で処理可能な表示レート情報を取得でき、再生する画像データの表
示レートが前記外部表示装置で処理可能な表示レートに含まれる場合は、表示レートの変
換を行わず、画像データを前記外部表示装置に出力することが可能となり、違和感の無い
画像を表示することが可能となる。
【００２５】
　次に、上記示した方法により、記録媒体に記録されている画像データの表示レート情報
を取得し、外部表示装置に出力するまでの処理をソフトウェアで実現した場合の処理フロ
ーを説明する。
【００２６】
　図４は、上記処理フローの一例である。本実施例では、記録媒体に記録されている画像
データの表示レートを２４コマ／秒（２４ｐ）、外部表示装置で処理可能な表示レートを
３０コマ／秒（６０ｉ）としている。
【００２７】
　利用者から画像データの再生指示があると、記録媒体に記録されている画像データの表
示レートを読み出し（ステップ４１）、２４ｐか否かを識別する（ステップ４２）。前記
表示レートが２４ｐであった場合、外部表示装置と通信を行い、外部表示装置が処理可能
な表示レート情報を取得する（ステップ４３）。次に、取得した外部表示装置の処理可能
な表示レートである表示レート情報を識別し、２４ｐが含まれているか識別し、２４ｐが
含まれている場合は、外部表示装置へ２４ｐでの出力が可能と判断する（ステップ４４）
。２４ｐでの表示が可能な場合、復号後の画像データに対して表示レート変換を行わずに
外部表示装置に送信する（ステップ４５）。ステップ４２において、記録媒体に記録され
ている画像データが２４ｐでない場合は、６０ｉの表示レートで出力し、ステップ４４に
おいて、外部表示装置が２４ｐでの処理が不可能であった場合、復号後の画像データを６
０ｉに変換して出力する（ステップ４６）。
【００２８】
　以上示した通り、例えば２４ｐの映画コンテンツ等が記録された記録されたＶＤディス
クの再生において、ＴＶ等の表示装置が２４ｐに対応していれば、不要に表示レートを変
換することなく表示することが可能となり、利用者に違和感の無い画像を提供することが
可能となる。
【００２９】
　なお、外部表示装置が表示レート変換部２１１を有さない場合にも本実施例は適用可能
である。特に、記録媒体１３２に記録された画像データの表示レートが２４コマ／秒であ
り、外部表示装置の表示可能な表示レートに２４コマ／秒が含まれる場合に有効である。
２４コマ／秒は、映画を作製する際に使われているフレームレートであり、現在のTVでは
そのフレームレートそのまま表示するようにしていないが、上記のようにＴＶがその表示
レートで表示できるようになれば、映画を見るような感覚で画像データを視聴することが
可能となる。
【００３０】
　本実施例により、再生前に外部表示装置で対応する表示レート情報を取得するため、再
生する画像データの表示レートが前記外部表示装置で対応する表示レートであれば、記録
媒体に記録されている画像データを、表示レートを変換することなく出力することが可能
となり、利用者にとって違和感の無い画像を表示することが可能となる。また、必要に応
じて表示レートを変換する処理を行うため、無駄に表示レートを変換することが無くなり
、処理の冗長性を無くすことが可能となる。また、無駄な表示レートの変換を行うことに
よる画質の劣化を防ぐことが出来る。
【００３１】
　これまでの実施例では、表示レートの変換に関する画像再生装置及び画像再生方法を記
載していたが、これに限られず、「表示レート」を「画素数」に置き換えた例についても
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適用可能である。この場合でも、無駄に画素数を変換することが無くなり、無駄な処理の
冗長性と画質の劣化を無くすことが可能となる。また、「表示レート」及び「画素数」の
両方を考慮したものも実施例の一態様であることはいうまでもない。
【００３２】
　また、以上の実施例では、記録媒体に記録された画像データに関するものであったが、
これに限られない。例えば、インターネットを介して受信した画像データや、放送局から
送信された画像データに関するものであっても構わないことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明による画像再生装置における再生部の一実施例を示すブロック図である。
【図２】画像再生装置から送信される画像データを表示する表示装置を示す従来例である
。
【図３】表示レートの変換方法を示す従来例である。
【図４】本発明による画像再生方法の処理フローを示すフローチャートの一例である。
【符号の説明】
【００３４】
１０１  分離化処理部
１０２  画像復号部
１０３  ＯＳＤ合成部
１１０  音声復号部
１２０  画像再生装置におけるメインＣＰＵ
１２１  ＲＡＭ
１３０  ＤＶＤドライブ制御部
１３２  ＤＶＤディスク
１４０  通信制御部
２０１  表示装置におけるメインＣＰＵ
２０８  表示レート情報の送受信のためのデータ端子
２０９  画像再生装置との通信制御部
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