
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平方向拡大比率に基づいて入力した映像信号の表示画面を水平方向に拡大する水平拡
大部と、
　垂直方向拡大比率に基づいて前記映像信号の表示画面を垂直方向に拡大する垂直拡大部
と、
　前記映像信号の表示画面を表示する表示器と、
　前記表示器のアスペクト比の情報と、前記映像信号のアスペクト比の情報と、前記映像
信号の有効部分であるコンテンツのアスペクト比の情報とに基づき、前記水平方向拡大比
率及び前記垂直方向拡大比率を設定する拡大比率設定部と、を備え、
　

することを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
　

10

20

JP 4014495 B2 2007.11.28

表示器のアスペクト比を垂直：水平＝１：ａ、映像信号のアスペクト比を垂直：水平＝
１：ｂ、コンテンツのアスペクト比を垂直：水平＝１：ｃとして、
　ｂ≦ａ≦ｃの場合、前記拡大比率設定部は水平方向拡大比率をｃ／ａで垂直方向拡大比
率をｃ／ｂに設定することで、前記表示器は、上下又は左右に黒帯が生じることなく、か
つ、映像歪を生じることがない表示画像を表示

水平方向拡大比率に基づいて入力した映像信号の表示画面を水平方向に拡大する水平拡
大部と、
　垂直方向拡大比率に基づいて前記映像信号の表示画面を垂直方向に拡大する垂直拡大部
と、



【請求項３】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、

に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、種々のアスペクト比を有するコンテンツを含み種々のアスペクト比を有する映像信
号がテレビ放送として放送され、記録媒体に記録されて販売され又はレンタルされている
。ユーザがこれらのコンテンツを種々のアスペクト比を有する映像表示装置で視聴する際
には、映像信号の表示画面を水平方向及び垂直方向に拡大して、映像表示装置が適切な表
示画面を表示するようにする必要がある。
【０００３】
図１０は従来例１の映像表示装置のブロック図を示す。図１０において、１は解析回路、
２は映像デコード回路、３は水平拡大回路、４は垂直拡大回路、５は表示器、１３は拡大
比率設定回路である。ユーザは、操作パネル（図示しない。）を通じて、コンテンツに応
じた適切な水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率を拡大比率設定回路に設定する。解析
回路１は、入力された映像データから所望のデータのみを取り出す。映像デコード回路２
は、解析回路１で取り出された映像データをデコードして映像信号に復号する。水平拡大
回路３は、ユーザにより設定された水平方向拡大比率で映像信号を水平方向に拡大する。
垂直拡大回路４は、ユーザにより設定された垂直方向拡大比率で映像信号を垂直方向に拡
大する。表示器５は、水平方向及び垂直方向にそれぞれの比率で拡大された映像信号を表
示する。例えばユーザは、表示器と映像信号とコンテンツとのそれぞれのアスペクト比の
相違に起因して画面の上下又は左右に生じる黒帯が無くなるように、水平方向拡大比率及
び垂直方向拡大比率の設定値を試行錯誤的に決定した。
【０００４】
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　前記映像信号の表示画面を表示する表示器と、
　前記表示器のアスペクト比の情報と、前記映像信号のアスペクト比の情報と、前記映像
信号の有効部分であるコンテンツのアスペクト比の情報とに基づき、前記水平方向拡大比
率及び前記垂直方向拡大比率を設定する拡大比率設定部と、を備え、
　表示器のアスペクト比を垂直：水平＝１：ａ、映像信号のアスペクト比を垂直：水平＝
１：ｂ、コンテンツのアスペクト比を垂直：水平＝１：ｃとして、
　ｃ≦ｂ≦ａの場合、前記拡大比率設定部は水平方向拡大比率をｂ／ｃで垂直方向拡大比
率をａ／ｃに設定することで、前記表示器は、上下又は左右に黒帯が生じることなく、か
つ、映像歪を生じることがない表示画像を表示することを特徴とする映像表示装置。

水平方向拡大比率に基づいて入力した映像信号の表示画面を水平方向に拡大する水平拡
大部と、
　垂直方向拡大比率に基づいて前記映像信号の表示画面を垂直方向に拡大する垂直拡大部
と、
　前記映像信号の表示画面を表示する表示器と、
　前記表示器のアスペクト比の情報と、前記映像信号のアスペクト比の情報と、前記映像
信号の有効部分であるコンテンツのアスペクト比の情報とに基づき、前記水平方向拡大比
率及び前記垂直方向拡大比率を設定する拡大比率設定部と、を備え、
　表示器のアスペクト比を垂直：水平＝１：ａ、映像信号のアスペクト比を垂直：水平＝
１：ｂ、コンテンツのアスペクト比を垂直：水平＝１：ｃとして、
　ｂ≦ｃ≦ａの場合、前記拡大比率設定部は水平方向拡大比率を１で垂直方向拡大比率を
ａ／ｂに設定することで、前記表示器は、上下又は左右に黒帯が生じることなく、かつ、
映像歪を生じることがない表示画像を表示することを特徴とする映像表示装置。

種々のアスペクト比を有する映像信号とコンテンツとの組合せを種々のアス
ペクト比を有する表示器に表示する場合に、適切な表示画面を生成する映像表示装置



特開平５－３２３９４４号公報に、従来例２の映像表示装置が開示されている。従来例２
の映像表示装置は、その映像表示装置の表示器の画素アスペクト比と異なる画素アスペク
ト比の画像データを表示する場合に、画像データを歪み無く正しい画素アスペクト比で表
示することを目的とする。従来例２の画像再生装置は、画像データに付加されている画素
アスペクト比情報に基づいて、サイズ可変手段を用いて水平と垂直の画像表示サイズを変
換し、変換された画像を表示する。ここで画素アスペクト比は、画面全体の高さと幅の比
を示すアスペクト比とは異なり、ディジタル表現された１つ１つの画素の高さと幅の比を
示す。
【０００５】
【特許文献１】
特開平５－３２３９４４号公報（第６頁、図２）
【特許文献２】
特許第３２５９９８０号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、ユーザにとってコンテンツ毎に映像表示装置の表示画面のアスペクト比を試行錯
誤的に設定することは極めて煩わしかった。ユーザは、しばしばアスペクト比の設定を忘
れ、又は誤ったアスペクト比の設定をして適切でないアスペクト比で表示された画面を視
聴する場合があった。
特に近年、表示器、映像信号及びコンテンツのそれぞれにおいて、種々のアスペクト比が
登場している。例えば、表示器のアスペクト比は垂直：水平で１：１．３３（＝３：４）
と１：１．７７（＝９：１６）とがある、映像信号のアスペクト比は垂直：水平で１：１
．３３（＝３：４）と１：１．７７（＝９：１６）とがある。コンテンツのアスペクト比
は垂直：水平で、代表的なものだけでも１：１．３３（＝３：４）と１：１．６６（ヨー
ロピアン・ビスタ）と１：１．７７（＝９：１６）と、１：１．８５（アメリカン・ビス
タ）と１：２．３５（シネマスコープ）とがある。これらの組み合わせによって、表示画
面の上下又は左右に様々な幅の黒帯が現れる。
【０００７】
従来例２の画像再生装置は、画像データの全体のアスペクト比、コンテンツのアスペクト
比及び表示器のアスペクト比が同一である場合には、表示画面の上下又は左右に黒帯を発
生されることなく、画像データを表示する。しかし、この条件が満たされない場合、表示
画面の上下又は左右に黒帯が発生する。従来例２の画像再生装置は、コンテンツのアスペ
クト比に基づいて画面を表示するという着想を欠いていた。
本発明は、種々のアスペクト比をそれぞれ有する映像信号とコンテンツとの組み合わせを
種々のアスペクト比を有する表示器に表示する場合に、簡単な操作により又は自動的に、
適切な表示画面を生成する映像表示装置と映像表示方法を提供することを目的とする。
本発明は、種々のアスペクト比をそれぞれ有する映像信号とコンテンツとの組み合わせを
種々のアスペクト比を有する表示器に表示する場合に、簡単な操作により又は自動的に、
ほとんどの場合に上下又は左右に黒帯が生じることなく、映像信号と表示器とのアスペク
ト比の相違に起因する映像歪を生じない表示画面を生成する映像表示装置と映像表示方法
を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　この課題を解決するために本発明の映像表示装置は、水平方向拡大比率に基づいて入力
した映像信号の表示画面を水平方向に拡大する水平拡大部と、垂直方向拡大比率に基づい
て前記映像信号の表示画面を垂直方向に拡大する垂直拡大部と、前記映像信号の表示画面
を表示する表示器と、前記表示器のアスペクト比の情報と、前記映像信号のアスペクト比
の情報と、前記映像信号の有効部分であるコンテンツのアスペクト比の情報とに基づき、
前記水平方向拡大比率及び前記垂直方向拡大比率を設定する拡大比率設定部と、を備え、
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表示器のアスペクト比を垂直：水平＝１：ａ、映像信号のアスペクト比を垂直：水平＝１



前記拡大比率設定部は、

することを特徴とする。上記構成により、本発明は、種々のアスペ
クト比をそれぞれ有する映像信号とコンテンツとの組み合わせを種々のアスペクト比を有
する表示器に表示する場合に、簡単な操作により又は自動的に、適切な表示画面を生成す
る映像表示装置を実現できるという作用を有する。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明の請求項１に記載の発明は、拡大比率に基づいて、入力した映像信号の表示画面を
水平方向及び垂直方向の少なくともいずれか一方向に拡大する表示画面拡大部と、表示器
のアスペクト比の情報と、映像信号のアスペクト比の情報と、前記映像信号の有効部分で
あるコンテンツのアスペクト比の情報とに基づき、前記表示画面拡大部の水平方向及び垂
直方向の少なくともいずれか一方向の前記拡大比率を自動的に設定する選択部と、前記映
像信号の表示画面を表示する前記表示器と、を備えたことを特徴とする映像表示装置であ
る。
【００１０】
それぞれのアスペクト比の情報は、手動で入力しても良く、自動的に導出しても良い。従
来は、ユーザは、表示器のアスペクト比の情報と、映像信号のアスペクト比の情報と、前
記映像信号の有効部分であるコンテンツのアスペクト比の情報とに基づき、表示画面を見
ながら、試行錯誤的に最適の水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率を求めていた。本発
明の映像表示装置は、ユーザが３つ若しくはそれ以下の（１又は２のアスペクト比が自動
的に導出される場合）アスペクト比の情報を入力するだけで、又は自動的に（３つのアス
ペクト比が自動的に導出される場合）水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率を自動的に
決定し、最適の表示画面を表示する。
【００１１】
本発明の請求項２に記載の発明は、水平方向拡大比率に基づいて入力した映像信号の表示
画面を水平方向に拡大する水平拡大部と、垂直方向拡大比率に基づいて前記映像信号の表
示画面を垂直方向に拡大する垂直拡大部と、表示器のアスペクト比の情報と、映像信号の
アスペクト比の情報と、前記映像信号の有効部分であるコンテンツのアスペクト比の情報
とに基づき、前記水平方向拡大比率及び前記垂直方向拡大比率を自動的に設定する選択部
と、前記映像信号の表示画面を表示する前記表示器と、を備えたことを特徴とする映像表
示装置である。「拡大率」は、１未満（縮小）を含む。
【００１２】
本発明の請求項３に記載の発明は、前記選択部は、表示器のアスペクト比の情報と映像信
号のアスペクト比の情報とコンテンツのアスペクト比の情報とをパラメータとし前記拡大
比率又は前記水平方向拡大比率及び前記垂直方向拡大比率を導出する表又は関数を有し、
前記表又は関数に基づいて前記拡大比率又は前記水平方向拡大比率及び前記垂直方向拡大
比率を導出し、設定することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の映像表示装置で
ある。
【００１３】
本発明の請求項４に記載の発明は、前記映像信号からその表示画面の上下又は左右の黒帯
の位置と幅とを検出し、前記黒帯の位置と幅とに基づいて前記黒帯を除いた画面のアスペ
クト比であるコンテンツのアスペクト比を演算し、その演算結果を選択部に出力するコン
テンツアスペクト比検出部を更に備えることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれ
かの請求項に記載の映像表示装置である。「黒帯」とは、映像信号の本来の有効期間にあ
って、表示されるコンテンツと無関係に、無信号、黒レベル（例えばＡＰＬ０％以下）又
は少なくとも映像信号のベースバンド成分を含まない帯状の領域を意味する。典型的には
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：ｂ、コンテンツのアスペクト比を垂直：水平＝１：ｃとして、
ｂ≦ａ≦ｃの場合、水平方向拡大比率をｃ／ａで垂直方向拡大比率をｃ／ｂに設定、また
はｃ≦ｂ≦ａの場合、水平方向拡大比率をｂ／ｃで垂直方向拡大比率をａ／ｃに設定、ま
たはｂ≦ｃ≦ａの場合、水平方向拡大比率を１で垂直方向拡大比率をａ／ｂに設定するこ
とで、前記表示器は、上下又は左右に黒帯が生じることなく、かつ、映像歪を生じること
がない表示画像を表示



、黒帯は黒レベルの領域である。
【００１４】
本発明の請求項５に記載の発明は、表示器のアスペクト比を垂直：水平＝１：ａ、映像信
号のアスペクト比を垂直：水平＝１：ｂ、コンテンツのアスペクト比を垂直：水平＝１：
ｃとして、前記選択部は、ｂ≦ａ≦ｃの場合、水平方向拡大比率をｃ／ａで垂直方向拡大
比率をｃ／ｂに設定し、ｃ≦ｂ≦ａの場合、水平方向拡大比率をｂ／ａで垂直方向拡大比
率を１に設定し、又は水平方向拡大比率をｂ／ｃで垂直方向拡大比率をａ／ｃに設定し、
ｂ≦ｃ≦ａの場合、水平方向拡大比率をｃ／ａで垂直方向拡大比率をｃ／ｂに設定し、又
は水平方向拡大比率を１で垂直方向拡大比率をａ／ｂに設定する、ことを特徴とする請求
項１から請求項４のいずれかの請求項に記載の映像表示装置である。
【００１５】
本発明は、種々のアスペクト比をそれぞれ有する映像信号とコンテンツとの組み合わせを
種々のアスペクト比を有する表示器に表示する場合に、簡単な操作により又は自動的に、
ほとんどの場合に上下又は左右に黒帯が生じることなく、映像信号と表示器とのアスペク
ト比の相違に起因する映像歪を生じない表示画面を生成する映像表示装置と映像表示方法
を実現できるという作用を有する。
コンテンツのアスペクト比と表示器のアスペクト比とに基づいて数学的に黒帯が全く現れ
ず、歪のない水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率を求めることも出来る。しかし、全
ての３種類のアスペクト比の組み合わせにおいて、一律の計算方法を適用すると、３種類
のアスペクト比の組み合わせによっては、映像信号の大半がカットされて映像信号の重要
な部分が表示されないという問題が生じる。上記の条件設定と計算式で水平方向拡大比率
及び垂直方向拡大比率を求めることにより、ほとんどの場合に上下又は左右に黒帯が生じ
ることなく、映像信号と表示器とのアスペクト比の相違に起因する映像歪を生じることな
く、映像信号の主要部分を残して適切な表示画面を生成する実用性の高い映像表示装置を
実現した。
【００１６】
本発明の請求項６に記載の発明は、表示器のアスペクト比の情報と、入力した映像信号の
アスペクト比の情報と、前記映像信号の有効部分であるコンテンツのアスペクト比の情報
とに基づき、水平方向及び垂直方向の少なくともいずれか一方向の表示画面の拡大比率を
自動的に設定する選択ステップと、前記拡大比率に基づいて、前記映像信号の表示画面を
水平方向及び垂直方向の少なくともいずれか一方向に拡大する表示画面拡大ステップと、
前記映像信号の表示画面を表示する表示ステップと、を備えたことを特徴とする映像表示
方法である。
【００１７】
本発明の請求項７に記載の発明は、表示器のアスペクト比の情報と、入力した映像信号の
アスペクト比の情報と、前記映像信号の有効部分であるコンテンツのアスペクト比の情報
とに基づき、表示画面の水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率を自動的に設定する選択
ステップと、前記水平方向拡大比率に基づいて前記映像信号の表示画面を水平方向に拡大
する水平拡大ステップと、前記垂直方向拡大比率に基づいて前記映像信号の表示画面を垂
直方向に拡大する垂直拡大ステップと、前記映像信号の表示画面を表示する表示ステップ
と、を備えたことを特徴とする映像表示方法である。
【００１８】
本発明の請求項８に記載の発明は、前記選択ステップにおいて、表示器のアスペクト比の
情報と映像信号のアスペクト比の情報とコンテンツのアスペクト比の情報とをパラメータ
とし前記拡大比率又は前記水平方向拡大比率及び前記垂直方向拡大比率を導出する表又は
関数に基づいて、前記拡大比率又は前記水平方向拡大比率及び前記垂直方向拡大比率を導
出し、設定することを特徴とする請求項６又は請求項７に記載の映像表示方法である。
【００１９】
本発明の請求項９に記載の発明は、前記映像信号からその表示画面の上下又は左右の黒帯
の位置と幅とを検出し、前記黒帯の位置と幅とに基づいて前記黒帯を除いた画面のアスペ
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クト比であるコンテンツのアスペクト比を演算し、その演算結果を出力するコンテンツア
スペクト比検出ステップを更に備えることを特徴とする請求項６から請求項８のいずれか
の請求項に記載の映像表示方法である。
【００２０】
本発明の請求項１０に記載の発明は、表示器のアスペクト比を垂直：水平＝１：ａ、映像
信号のアスペクト比を垂直：水平＝１：ｂ、コンテンツのアスペクト比を垂直：水平＝１
：ｃとして、前記選択ステップにおいて、ｂ≦ａ≦ｃの場合、水平方向拡大比率をｃ／ａ
で垂直方向拡大比率をｃ／ｂに設定し、ｃ≦ｂ≦ａの場合、水平方向拡大比率をｂ／ａで
垂直方向拡大比率を１に設定し、又は水平方向拡大比率をｂ／ｃで垂直方向拡大比率をａ
／ｃに設定し、ｂ≦ｃ≦ａの場合、水平方向拡大比率をｃ／ａで垂直方向拡大比率をｃ／
ｂに設定し、又は水平方向拡大比率を１で垂直方向拡大比率をａ／ｂに設定する、ことを
特徴とする請求項６から請求項９のいずれかの請求項に記載の映像表示方法である。
以下本発明の実施例について、図１から図８を用いて説明する。
【００２１】
《実施例１》
図１を用いて本発明の実施例１の映像表示装置を説明する。図１は本発明の実施例１の映
像表示装置のブロック図を示す。図１において、１は映像ストリームから映像データと映
像信号アスペクト比を抽出して出力する解析回路、２は解析回路１から出力される映像デ
ータを復号し映像信号を出力する映像デコード回路、３は映像信号を水平方向に拡大する
水平拡大回路、４は映像信号を垂直方向に拡大する垂直拡大回路、５は映像信号を表示す
る表示器、８はコンテンツ・アスペクト比と表示器アスペクト比を外部から入力する設定
入力回路、９は水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率の表を記憶する記憶回路、１０は
選択回路である。
【００２２】
記憶回路９は、表示器のアスペクト比と映像信号のアスペクト比とコンテンツのアスペク
ト比と（以下、「３種類のアスペクト比」と略称する。）をパラメータとして水平方向拡
大比率と垂直方向拡大比率を決定する表を記憶する。記憶回路９は、３種類のアスペクト
比により定まるアドレスに、それらのアスペクト比の組み合わせに適した水平方向拡大比
率及び垂直方向拡大比率を格納している。選択回路１０は、設定入力回路８に入力された
表示器アスペクト比の情報とコンテンツ・アスペクト比の情報と解析回路１で抽出された
映像信号アスペクト比の情報とに基づき、記憶回路９から所望の水平方向拡大比率と垂直
方向拡大比率を読み込み、水平拡大回路３に水平方向拡大比率を設定し、垂直拡大回路４
に垂直方向拡大比率を設定する。映像表示装置が固定の表示器５を有する場合は、映像表
示装置は表示器５のアスペクト比を不揮発性メモリに記憶しておいても良い。記憶回路９
の表に格納された水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率は、後述する実施例６の演算に
より求められた値である。記憶回路９が記憶する表は、３種類のアスペクト比に基づいて
、ほとんどの場合に上下又は左右に黒帯（３種類のアスペクト比の相違に起因して生じる
。）が生じることなく、映像信号と表示器とのアスペクト比の相違に起因する映像歪を生
じることがない表示画像を表示器５が表示するような、水平方向拡大比率及び垂直方向拡
大比率を有する。
【００２３】
以下、実施例１の映像表示装置の動作を説明する。解析回路１は入力された映像ストリー
ムから映像データと映像信号アスペクト比とを抽出し、映像データを映像デコード回路２
に出力し、映像信号アスペクト比の情報を選択回路１０に出力する。次に映像デコード回
路２は解析回路１から出力される映像データを復号し、映像信号を水平拡大回路３に出力
する。水平拡大回路３は映像デコード回路２から出力された映像信号を、選択回路１０か
ら出力された水平方向拡大比率に基づいて水平方向に拡大し、水平方向に拡大された映像
信号を垂直拡大回路４に出力する。垂直拡大回路４は水平拡大回路３から出力された水平
方向に拡大された映像信号を、選択回路１０から出力された垂直方向拡大比率に基づいて
垂直方向に拡大し、水平及び垂直方向に拡大された映像信号を表示器５に出力する。表示
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器５は水平拡大回路３と垂直拡大回路４により水平方向と垂直方向に拡大された映像信号
を表示する。
【００２４】
設定入力回路８はコンテンツ・アスペクト比と表示器アスペクト比を外部から入力し、選
択回路１０に出力する。記憶回路９が記憶する表は、３種類のアスペクト比で決定される
アドレスに、適切な水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率（実施例においては、ほとん
どの場合に上下又は左右に黒帯が生じることなく、映像信号と表示器とのアスペクト比の
相違に起因する映像歪を生じることがない表示画像を表示器５が表示するような、水平方
向拡大比率及び垂直方向拡大比率）を格納している。選択回路１０は、設定入力回路８に
入力された表示器アスペクト比の情報とコンテンツ・アスペクト比の情報と解析回路１で
抽出された映像信号アスペクト比の情報とに基づき、記憶回路９から所望の水平方向拡大
比率と垂直方向拡大比率を読み込み、水平拡大回路３に水平方向拡大比率を設定し、垂直
拡大回路４に垂直方向拡大比率を設定する。
【００２５】
以上のように本実施例によれば、表示器５と映像信号とコンテンツのそれぞれのアスペク
ト比の情報に基づき、適切な水平方向拡大比率と垂直方向拡大比率を選択回路１０が記憶
回路９から読み出し、水平方向拡大比率を水平拡大回路３に設定し、垂直方向拡大比率を
垂直拡大回路４に設定することで、ユーザは簡単な操作をすることにより、表示器５で適
切な表示画面を見ることができる。
【００２６】
映像信号アスペクト比の情報は解析回路１が映像データから抽出し、表示器アスペクト比
は接続する表示器６から決めることができるが、コンテンツ・アスペクト比は入力される
映像データにより異なる。表示器アスペクト比と映像信号アスペクト比は事実上少ない種
類（４：３及び１６：９）に限定される。残るコンテンツ・アスペクト比を代表的なもの
に限定して、実際に使用されている表示器アスペクト比及び映像信号アスペクト比と、代
表的なコンテンツ・アスペクト比とに対応する水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率の
表（小さな表）を記憶回路９に記憶させても良い。例えば、ユーザが限定された小さな表
から任意の水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率を選択するようにしても良い。この場
合、３種類のアスペクト比のパラメータは、ユーザが水平方向拡大比率及び垂直方向拡大
比率を選択する上での参考情報となる。これにより、ユーザが適切な水平方向拡大比率及
び垂直方向拡大比率を計算することなく、表示器５に出力される映像信号を見ながら、代
表的な拡大比率の中から黒帯の出なくなる適切な拡大比率を選択できる。
【００２７】
さらにここで、選択されているコンテンツのアスペクト比（１：１．８５等）若しくはそ
の通称（アメリカン・ビスタ等）を画面に表示するようにしても良い。これにより、ユー
ザがコンテンツのアスペクト比を知っている場合に、任意の水平方向拡大比率及び垂直方
向拡大比率から選択する時に、ユーザは、ユーザの知っているコンテンツのアスペクト比
と、選択されているコンテンツのアスペクト比とが一致しているか否かを確認しながら選
べるようになり、黒帯が出なくなる適切な水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率をより
簡単に精度良く選択できる。
【００２８】
《実施例２》
図２を用いて本発明の実施例２の映像表示装置を説明する。図２は本発明の実施例２の映
像表示装置のブロック図を示す。実施例１（図１）において、コンテンツ・アスペクト比
を外部から設定入力回路８に設定した。これに代えて実施例２（図２）の映像表示装置は
黒帯検出回路１１を有し、黒帯検出回路１１が、映像デコード回路２が出力する映像信号
の上下又は左右に存在する黒帯の幅を計測し、黒帯の位置及び幅に基づいてコンテンツ・
アスペクト比を推定し、推定したコンテンツ・アスペクト比を設定入力回路８に自動的に
設定する。それ以外の点において、実施例２は実施例１と同一である。
【００２９】
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実施例２の映像表示装置では、黒帯検出回路１１が映像デコード回路２が出力する映像信
号からコンテンツ・アスペクト比を推定し、解析回路１が映像ストリームから映像信号ア
スペクト比を抽出する。実施例２の映像表示装置においては、表示器アスペクト比のみを
外部から設定するだけで、選択回路１０は、記憶回路９のパラメータ（３種類のアスペク
ト比）を決定し、最適な水平方向拡大比率と垂直方向拡大比率とを決定することができる
。実施例２の映像表示装置は、より簡単な操作で、表示器５は適切に拡大された画面（実
施例においては、ほとんどの場合に上下又は左右に黒帯が生じることなく、映像信号と表
示器とのアスペクト比の相違に起因する映像歪を生じることなく、最適に拡大された画面
）を表示する。実施例２の映像表示装置が固定の表示器５を有する場合は、表示器アスペ
クト比を不揮発性メモリ等に記憶することにより、映像表示装置は、自動的に適切な水平
方向拡大比率と垂直方向拡大比率とを決定する。
【００３０】
黒帯検出回路１１は、映像デコード回路２が出力する映像信号を入力し、映像信号の画面
の一番上から１水平ラインずつ順次輝度レベル（輝度情報）を計測する。全水平区間にお
いて輝度レベルが閾値（例えば１０ＡＰＬ）を下回る水平ラインを、黒信号とする。黒帯
検出回路１１は、画面の一番上から連続して黒信号と判定されたラインの群（上黒帯幅）
はコンテンツに含まれないと判断する。黒帯検出回路１１は、画面の一番上から連続して
黒信号と判定されたライン数に基づいて上黒帯幅を推定する。黒帯検出回路１１は、画面
の一番下から連続して（画面の一番下に至るまで連続して）黒信号と判定されたラインの
群（下黒帯幅）はコンテンツに含まれないと判断する。黒帯検出回路１１は、画面の一番
下から連続して黒信号と判定されたライン数に基づいて下黒帯幅を推定する。黒帯検出回
路１１は、映像信号の全有効ライン数から上黒帯幅及び下黒帯幅を減算することでコンテ
ンツの垂直アスペクトを求める。
【００３１】
黒帯検出回路１１は、映像デコード回路２が出力する映像信号の輝度レベルが各水平ライ
ンの左端及び右端から連続して閾値を下回る区間をそれぞれ検出する。黒帯検出回路１１
は、全ての水平ラインにおいて輝度レベルが左端から連続して閾値を下回る区間の最大値
を左黒帯幅とし、左黒帯幅はコンテンツに含まれないと判断する。黒帯検出回路１１は、
全ての水平ラインにおいて輝度レベルが右端から連続して（右端に至るまで連続して）閾
値を下回る区間の最大値を右黒帯幅とし、右黒帯幅はコンテンツに含まれないと判断する
。黒帯検出回路１１は、映像信号の有効水平区間から左黒帯幅及び右黒帯幅を減算するこ
とでコンテンツの水平アスペクトを求める。
黒帯検出回路１１は、コンテンツの垂直アスペクト及び水平アスペクトに基づいて、コン
テンツ・アスペクト比を求める。
【００３２】
黒帯検出回路１１は、複数画面（複数フィールド又は複数フレーム）に渡って、上黒帯幅
、下黒帯幅、左黒帯幅及び右黒帯幅を測定し、同一結果が得られた場合にのみ、その上黒
帯幅、下黒帯幅、左黒帯幅及び右黒帯幅に基づいてコンテンツ・アスペクト比を算出し、
出力しても良い。又は、黒帯検出回路１１は、複数画面（複数フィールド又は複数フレー
ム）に渡って、上黒帯幅、下黒帯幅、左黒帯幅及び右黒帯幅を測定し、複数の画面のそれ
ぞれから導出された上黒帯幅、下黒帯幅、左黒帯幅及び右黒帯幅の最小値を、そのコンテ
ンツの上黒帯幅、下黒帯幅、左黒帯幅及び右黒帯幅とし、それらの値に基づいてコンテン
ツ・アスペクト比を算出し、出力しても良い。
【００３３】
《実施例３》
図３を用いて本発明の実施例３の映像表示装置を説明する。図３は本発明の実施例３にお
ける映像表示装置のブロック図を示す。図１（実施例１）において、選択回路１０が表示
器５と映像信号とコンテンツのそれぞれのアスペクト比の情報に基づき、適切な水平方向
拡大比率と垂直方向拡大比率とを記憶回路９の表から読み出し、水平方向拡大比率を水平
拡大回路３に設定し、垂直方向拡大比率を垂直拡大回路４に設定した。これに代えて実施
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例３（図３）の映像表示装置は、演算回路１２（関数を有する選択部）を有し、演算回路
１２が表示器５と映像信号とコンテンツのそれぞれのアスペクト比の情報に基づき、適切
な水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率（実施例においては、ほとんどの場合に上下又
は左右に黒帯が生じることなく、映像信号と表示器とのアスペクト比の相違に起因する映
像歪を生じることがない水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率）を演算により求め、水
平方向拡大比率を水平拡大回路３に設定し、垂直方向拡大比率を垂直拡大回路４に設定す
る。それ以外の点において、実施例３は実施例１と同一である。
【００３４】
図３の映像表示装置は、演算回路１２が３種類のアスペクト比の情報に基づき、適切な水
平方向拡大比率と垂直方向拡大比率を演算により求めるので、３種類のアスペクト比のさ
まざまな組み合わせに柔軟に対応することができ、表示器は適切な表示画面（実施例にお
いては、ほとんどの場合に上下又は左右に黒帯が生じることなく、映像信号と表示器との
アスペクト比の相違に起因する映像歪を生じることがない表示画面）を表示する。
【００３５】
映像信号アスペクト比の情報は解析回路１が映像データから抽出し、表示器アスペクト比
は接続する表示器６から決めることができるが、コンテンツ・アスペクト比は入力される
映像データにより異なる。表示器アスペクト比と映像信号アスペクト比は事実上少ない種
類（４：３及び１６：９）に限定される。残るコンテンツ・アスペクト比を代表的なもの
に限定して、実際に使用されている表示器アスペクト比及び映像信号アスペクト比と、代
表的なコンテンツ・アスペクト比とに対応する水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率の
表（小さな表）を記憶回路９に記憶させても良い。例えば、ユーザが限定された小さな表
から任意の水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率を選択するようにしても良い。この場
合、３種類のアスペクト比のパラメータは、ユーザが水平方向拡大比率及び垂直方向拡大
比率を選択する上での参考情報となる。これにより、ユーザが適切な水平方向拡大比率及
び垂直方向拡大比率を計算することなく、表示器５に出力される映像信号を見ながら、代
表的な拡大比率の中から黒帯の出なくなる適切な拡大比率を選択できる。
【００３６】
さらにここで、選択されているコンテンツのアスペクト比（１：１．８５等）若しくはそ
の通称（アメリカン・ビスタ等）を画面に表示するようにしても良い。これにより、ユー
ザがコンテンツのアスペクト比を知っている場合に、任意の水平方向拡大比率及び垂直方
向拡大比率から選択する時に、ユーザは、ユーザの知っているコンテンツのアスペクト比
と、選択されているコンテンツのアスペクト比とが一致しているか否かを確認しながら選
べるようになり、黒帯が出なくなる適切な水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率をより
簡単に精度良く選択できる。
【００３７】
《実施例４》
図４を用いて本発明の実施例４の映像表示装置を説明する。図４は本発明の実施例４にお
ける映像表示装置のブロック図を示す。実施例３（図３）において、コンテンツ・アスペ
クト比を外部から設定入力回路８に入力した。これに代えて実施例４（図４）の映像表示
装置は黒帯検出回路１１を有し、黒帯検出回路１１が、映像デコード回路２が出力する映
像信号の上下又は左右に存在する黒帯の幅を計測し、黒帯の位置及び幅に基づいてコンテ
ンツ・アスペクト比を推定し、推定したコンテンツ・アスペクト比を設定入力回路８に自
動的に設定する。それ以外の点において、実施例４は実施例３と同一である。
【００３８】
実施例４の映像表示装置では、黒帯検出回路１１が映像デコード回路２が出力する映像信
号からコンテンツ・アスペクト比を推定し、解析回路１が映像ストリームから映像信号ア
スペクト比を抽出する。実施例４の映像表示装置においては、表示器アスペクト比のみを
外部から設定するだけで、演算回路１２は、３種類のアスペクト比をパラメータとする関
数に基づいて、最適な水平方向拡大比率と垂直方向拡大比率とを決定することができる。
実施例４の映像表示装置は、より簡単な操作で、表示器５は適切に拡大された画面（実施
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例においては、ほとんどの場合に上下又は左右に黒帯が生じることなく、映像信号と表示
器とのアスペクト比の相違に起因する映像歪を生じることなく、最適に拡大された画面）
を表示する。実施例４の映像表示装置が固定の表示器５を有する場合は、表示器アスペク
ト比を不揮発性メモリ等に記憶することにより、映像表示装置は、自動的に適切な水平方
向拡大比率と垂直方向拡大比率とを決定する。
【００３９】
《実施例５》
図５を用いて本発明の実施例５の映像表示方法を説明する。実施例５の映像表示方法は、
実施例１又は２の映像表示装置を用いて実行する。図５は、実施例５の映像表示方法のフ
ロー図を示す。図５において、最初にステップ５０１で、選択回路１０は表示器のアスペ
クト比（１：ａ）を入力する。ステップ５０２で、解析回路１が映像データから映像信号
のアスペクト比（１：ｂ）を抽出し、選択回路１０が映像信号のアスペクト比を入力する
。ステップ５０３で、選択回路１０はコンテンツ・アスペクト比（１：ｃ）を入力する。
コンテンツ・アスペクト比は、ユーザが設定入力回路８を通じて入力し、又は黒帯検出回
路１１が自動的に推定する。
【００４０】
ステップ５０４で、ステップ５０１～５０３で入力した各アスペクト比の値に基づいて記
憶回路９の表のアドレスを発生する。ステップ５０５で、選択回路１０は、アドレスに基
づいて記憶回路９から水平方向拡大比率と垂直方向拡大比率を読み込む。ステップ５０６
で、水平拡大回路３は水平方向拡大比率に基づいて映像信号を水平方向に拡大する。ステ
ップ５０７で垂直拡大回路４は垂直方向拡大比率に基づいて映像信号を垂直方向に拡大す
る。ステップ５０８で表示器５は水平方向及び垂直方向に拡大された映像信号を出力する
。ステップ５０９で表示終了ならば処理を終了する。ステップ５０９で表示終了でなけれ
ばステップ５０１に進みステップ５０１～５０９の処理を繰り返す。
上記の処理により、ユーザは簡単な操作をすることにより又は自動的に、表示器５で適切
な表示画面を見ることができる。
【００４１】
表示装置が黒帯検出回路１１を有する場合は、黒帯検出回路１１が映像デコード回路２が
出力する映像信号からコンテンツ・アスペクト比を推定し、解析回路１が映像ストリーム
から映像信号アスペクト比を抽出する。この場合、表示器アスペクト比のみを外部から設
定するだけで、選択回路１０は、記憶回路９のパラメータ（３種類のアスペクト比）を決
定し、最適な水平方向拡大比率と垂直方向拡大比率とを決定することができる。本実施例
の映像表示装置は、より簡単な操作で、表示器５は適切に拡大された画面（実施例におい
ては、ほとんどの場合に上下又は左右に黒帯が生じることなく、映像信号と表示器とのア
スペクト比の相違に起因する映像歪を生じることなく、最適に拡大された画面）を表示す
る。映像表示装置が固定の表示器５を有する場合は、表示器アスペクト比を不揮発性メモ
リ等に記憶することにより、映像表示装置は、自動的に適切な水平方向拡大比率と垂直方
向拡大比率とを決定する。
【００４２】
映像信号アスペクト比の情報は解析回路１が映像データから抽出し、表示器アスペクト比
は接続する表示器６から決めることができるが、コンテンツ・アスペクト比は入力される
映像データにより異なる。表示器アスペクト比と映像信号アスペクト比は事実上少ない種
類（４：３及び１６：９）に限定される。残るコンテンツ・アスペクト比を代表的なもの
に限定して、実際に使用されている表示器アスペクト比及び映像信号アスペクト比と、代
表的なコンテンツ・アスペクト比とに対応する水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率の
表（小さな表）を記憶回路９に記憶させても良い。例えば、ユーザが限定された小さな表
から任意の水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率を選択するようにしても良い。この場
合、３種類のアスペクト比のパラメータは、ユーザが水平方向拡大比率及び垂直方向拡大
比率を選択する上での参考情報となる。これにより、ユーザが適切な水平方向拡大比率及
び垂直方向拡大比率を計算することなく、表示器５に出力される映像信号を見ながら、代
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表的な拡大比率の中から黒帯の出なくなる適切な拡大比率を選択できる。
【００４３】
さらにここで、選択されているコンテンツのアスペクト比（１：１．８５等）若しくはそ
の通称（アメリカン・ビスタ等）を画面に表示するようにしても良い。これにより、ユー
ザがコンテンツのアスペクト比を知っている場合に、任意の水平方向拡大比率及び垂直方
向拡大比率から選択する時に、ユーザは、ユーザの知っているコンテンツのアスペクト比
と、選択されているコンテンツのアスペクト比とが一致しているか否かを確認しながら選
べるようになり、黒帯が出なくなる適切な水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率をより
簡単に精度良く選択できる。
【００４４】
《実施例６》
図６を用いて本発明の実施例６の映像表示方法を説明する。実施例６の映像表示方法は、
実施例３又は４の映像表示装置を用いて実行する。図６は、実施例６の映像表示方法のフ
ロー図を示す。図６において、最初にステップ６０１で演算回路１２は表示器のアスペク
ト比（１：ａ）を入力する。ステップ６０２で、解析回路１が映像データから映像信号の
アスペクト比（１：ｂ）を抽出し、演算回路１２が映像信号のアスペクト比を入力する。
ステップ６０３で、演算回路１２はコンテンツ・アスペクト比（１：ｃ）を入力する。コ
ンテンツ・アスペクト比は、ユーザが設定入力回路８を通じて入力し、又は黒帯検出回路
１１が自動的に推定する。
【００４５】
ステップ６０４で、演算回路１２はａ：ｂ：ｃの比較を行う。比較結果に基づいて、異な
る関数を用いて水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率を導出する。ｃ≦ｂ≦ａと判断し
たならばステップ６０６に進む。ステップ６０６で演算回路１２は、水平方向拡大比率と
してｂ／ａを計算し、垂直方向拡大比率として１を計算し、それぞれの値を設定する。又
は演算回路１２は、水平方向拡大比率としてｂ／ｃを計算し、垂直方向拡大比率としてａ
／ｃを計算し、それぞれの値を設定する。ステップ６０８に進む。
ステップ６０４でｂ≦ａ≦ｃと判断したならばステップ６０５に進む。ステップ６０５で
演算回路１２は、水平方向拡大比率としてｃ／ａを計算し、垂直方向拡大比率としてｃ／
ｂを計算し、それぞれの値を設定する。ステップ６０８に進む。
【００４６】
ステップ６０４でｂ≦ｃ≦ａと判断したならばステップ６０７に進む。ステップ６０７で
演算回路１２は、水平方向拡大比率としてｃ／ａを計算し、垂直方向拡大比率としてｃ／
ｂを計算し、それぞれの値を設定する。又は演算回路１２は、水平方向拡大比率として１
を計算し、垂直方向拡大比率としてａ／ｂを計算し、それぞれの値を設定する。ステップ
６０８に進む。
ステップ６０８で水平拡大回路３は、水平方向拡大比率に基づいて映像信号を水平方向に
拡大する。ステップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡大比率に基づいて映像信号を
垂直方向に拡大する。ステップ６１０で表示器５は、映像信号を出力する（映像信号の表
示画面を表示する。）。ステップ６１１で表示終了ならば処理を終了する。ステップ６１
１で表示終了でなければステップ６０１に進み、ステップ６０１以下の処理を繰り返す。
【００４７】
図７～図９は、表示器と映像信号とコンテンツの様々なアスペクト比の組み合わせにおい
て、従来例及び実施例の映像表示装置の表示器が表示する画面を例示する図である。図７
において、７０１はアスペクト比１：１．３３（＝３：４）のコンテンツを含むアスペク
ト比１：１．３３（＝３：４）の映像信号を示す。従来例の映像表示装置のアスペクト比
１：１．３３の表示器が映像信号７０１を表示する表示画面を７０２に示す。
【００４８】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．３３の表示器が映像信号７０１を
表示する表示画面を７０３に示す。この場合には、ａ：ｂ：ｃ＝１．３３：１．３３：１
．３３なので、ｂ＝ａ＝ｃとなる。図６のステップ６０４からステップ６０５に進む（ス
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テップ６０６又は６０７でも良い。）。ステップ６０５で演算回路１２は、水平方向拡大
比率としてｃ／ａ＝１を計算し、垂直方向拡大比率としてｃ／ｂ＝１を計算し、それぞれ
の値を設定する。ステップ６０８で水平拡大回路３は、水平方向拡大比率＝１で映像信号
を水平方向に拡大する。ステップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡大比率＝１で映
像信号を垂直方向に拡大する。ステップ６１０で表示器５が映像信号７０１を出力した結
果が７０３である。
【００４９】
７０４はアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）のコンテンツを含むアスペクト比１：
１．３３（＝３：４）の映像信号を示す。従来例の映像表示装置のアスペクト比１：１．
３３の表示器が映像信号７０４を映像信号のアスペクト比に従って表示する表示画面を７
０５に示す。
【００５０】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．３３の表示器が映像信号７０４を
表示する表示画面を７０６に示す。この場合、ａ：ｂ：ｃ＝１．３３：１．３３：１．７
７なので、ｂ＝ａ＜ｃとなり、図６のステップ６０４からステップ６０５に進む。ステッ
プ６０５で演算回路１２は、水平方向拡大比率としてｃ／ａ＝１．３３を計算し、垂直方
向拡大比率としてｃ／ｂ＝１．３３を計算し、それぞれの値を設定する。ステップ６０８
で水平拡大回路３は、水平方向拡大比率＝１．３３で映像信号を水平方向に拡大する。ス
テップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡大比率＝１．３３で映像信号を垂直方向に
拡大する。ステップ６１０で表示器５が映像信号７０４を出力した結果が７０６である。
映像信号は、破線のように拡大され、実線部分のみが表示器に表示される。従来例の映像
表示装置においては、表示器は上下に黒帯を有する画面７０５を表示した。本発明の映像
表示装置においては、ステップ６０８、ステップ６０９で画面を拡大することにより、表
示器５は上下に黒帯のない画面７０６を表示する。
【００５１】
７０７はアスペクト比１：２．３５（シネマスコープ）で水平方向に圧縮（スクイーズ）
されたコンテンツを含むアスペクト比１：１．３３（＝３：４）の映像信号を示す。従来
例の映像表示装置のアスペクト比１：１．３３の表示器が、映像信号７０７を、コンテン
ツのアスペクト比１：２．３５が正しく表示されるように全画面表示する表示画面を７０
８に示す。表示器は、映像表示装置が垂直方向に圧縮して上下の黒帯の幅を広げた（有効
画面の上下の高さを狭めた）画面を表示する。
【００５２】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．３３の表示器が、映像信号７０７
を表示する表示画面を７０９に示す。この場合、ａ：ｂ：ｃ＝１．３３：１．３３：２．
３５なので、ｂ＝ａ＜ｃとなり、ステップ６０４からステップ６０５に進む。ステップ６
０５で演算回路１２は、水平方向拡大比率としてｃ／ａ＝１．７６を計算し、垂直方向拡
大比率としてｃ／ｂ＝１．７６を計算し、それぞれの値を設定する。ステップ６０８で水
平拡大回路３は、水平方向拡大比率＝１．７６で映像信号を水平方向に拡大する。ステッ
プ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡大比率＝１．７６で映像信号を垂直方向に拡大
する。ステップ６１０で表示器５が映像信号を出力した結果が７０９である。映像信号は
、破線のように拡大され、実線部分のみが表示器に表示される。従来例の映像表示装置に
おいては、表示器は上下に黒帯を有する画面７０８を表示した。本発明の映像表示装置に
おいては、ステップ６０８、ステップ６０９で画面を拡大することにより、表示器５は上
下に黒帯のない画面７０９を表示する。
【００５３】
７１０はアスペクト比１：１のコンテンツを含むアスペクト比１：１．３３（＝３：４）
の映像信号を示す。従来例の映像表示装置のアスペクト比１：１．３３の表示器が映像信
号７１０を映像信号のアスペクト比に従って表示する表示画面を７１１に示す。
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．３３の表示器が映像信号７１０を
表示する表示画面を７１２に示す。この場合、ａ：ｂ：ｃ＝１．３３：１．３３：１なの
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で、ｃ＜ｂ＝ａとなり、ステップ６０４からステップ６０６に進む。ステップ６０６で演
算回路１２は、水平方向拡大比率としてｂ／ａ＝１を計算し、垂直方向拡大比率として１
を計算し、それぞれの値を設定する。ステップ６０８で水平拡大回路３は、水平方向拡大
比率＝１で映像信号を水平方向に拡大する。ステップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方
向拡大比率＝１で映像信号を垂直方向に拡大する。ステップ６１０で表示器５が映像信号
７１０を出力した結果が７１２である。
【００５４】
７１３はアスペクト比１：１のコンテンツを含むアスペクト比１：１．３３（＝３：４）
の映像信号を示す。従来例の映像表示装置のアスペクト比１：１．３３の表示器が映像信
号７１３を映像信号のアスペクト比に従って表示する表示画面を７１４に示す。
【００５５】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．３３の表示器が映像信号７１３を
表示する表示画面を７１５に示す。この場合には、ａ：ｂ：ｃ＝１．３３：１．３３：１
なので、ｃ＜ｂ＝ａとなり、ステップ６０４からステップ６０６に進む。ステップ６０６
で演算回路１２は、図６における他の１つの水平方向拡大比率であるｂ／ｃ＝１．３３を
計算し、図６における他の１つの垂直方向拡大比率であるａ／ｃ＝１．３３を計算し、そ
れぞれの値を設定する。ステップ６０８で水平拡大回路３は、水平方向拡大比率＝１．３
３で映像信号を水平方向に拡大する。ステップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡大
比率＝１．３３で映像信号を垂直方向に拡大する。ステップ６１０で表示器５が映像信号
を出力した結果が７１５である。従来例の映像表示装置においては、表示器は左右に黒帯
を有する画面７１４を表示した。本発明の映像表示装置においては、ステップ６０８、ス
テップ６０９で画面を拡大することにより、表示器５は上下に黒帯のない画面７１５を表
示する。
【００５６】
図８において、８０１はアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）のコンテンツを含むア
スペクト比１：１．３３（＝３：４）の映像信号を示す。従来例の映像表示装置のアスペ
クト比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映像信号８０１を表示する表示画面を８０
２に示す。表示画面８０２は、映像信号と表示器のアスペクト比の相違により、水平方向
に引き伸ばされる。
【００５７】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映
像信号８０１を表示する表示画面を８０３に示す。この場合には、ａ：ｂ：ｃ＝１．７７
：１．３３：１．７７なので、ｂ＜ａ＝ｃとなり、ステップ６０４からステップ６０５に
進む。ステップ６０５で演算回路１２は、水平方向拡大比率としてｃ／ａ＝１を計算し、
垂直方向拡大比率としてｃ／ｂ＝１．３３を計算し、それぞれの値を設定する。ステップ
６０８で水平拡大回路３は、水平方向拡大比率＝１で映像信号を水平方向に拡大する。ス
テップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡大比率＝１．３３で映像信号を垂直方向に
拡大する。ステップ６１０で表示器５が映像信号を出力した結果が８０３である。従来例
の映像表示装置においては、表示器は上下に黒帯を有する画面８０２を表示した。本発明
の映像表示装置においては、ステップ６０８、ステップ６０９で画面を拡大することによ
り、表示器５は上下に黒帯のない画面８０３を表示する。
【００５８】
８０４はアスペクト比１：１．８５（アメリカン・ビスタ）で水平方向に圧縮（スクイー
ズ）されたコンテンツを含むアスペクト比１：１．３３（＝３：４）の映像信号を示す。
従来例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映像信号８
０４を、コンテンツのアスペクト比１：１．８５が正しく表示されるように表示する表示
画面を８０５に示す。
【００５９】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映
像信号８０４を表示する表示画面を８０６に示す。この場合には、ａ：ｂ：ｃ＝１．７７

10

20

30

40

50

(13) JP 4014495 B2 2007.11.28



：１．３３：１．８５なので、ｂ＜ａ＜ｃとなり、ステップ６０４からステップ６０５に
進む。ステップ６０５で演算回路１２は、水平方向拡大比率としてｃ／ａ＝１．０５を計
算し、垂直方向拡大比率としてｃ／ｂ＝１．０５を計算し、それぞれの値を設定する。ス
テップ６０８で水平拡大回路３は、水平方向拡大比率＝１．０５で映像信号を水平方向に
拡大する。ステップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡大比率＝１．０５で映像信号
を垂直方向に拡大する。ステップ６１０で表示器５が映像信号を出力した結果が８０６で
ある。従来例の映像表示装置においては、表示器は上下に黒帯を有する画面８０５を表示
した。本発明の映像表示装置においては、ステップ６０８、ステップ６０９で画面を拡大
することにより、表示器５は上下に黒帯のない画面８０６を表示する。
【００６０】
８０７はアスペクト比１：１．３３（＝３：４）のコンテンツを含むアスペクト比１：１
．３３（＝３：４）の映像信号を示す。従来例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７
７（＝９：１６）の表示器が映像信号８０７を、そのまま（アスペクト比を変換すること
なく）表示する表示画面を８０８に示す。表示画面８０８は、映像信号と表示器のアスペ
クト比の相違により、水平方向に引き伸ばされる。
【００６１】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映
像信号８０７を表示する表示画面を８０９に示す。この場合には、ａ：ｂ：ｃ＝１．７７
：１．３３：１．３３なので、ｃ＝ｂ＜ａとなり、ステップ６０４からステップ６０６に
進む。ステップ６０６で演算回路１２は、水平方向拡大比率としてｂ／ａ＝０．７５を計
算し、垂直方向拡大比率として１を計算し、それぞれの値を設定する。ステップ６０８で
水平拡大回路３は、水平方向拡大比率＝０．７５で映像信号を水平方向に縮小して縮小し
た分だけ左右に黒帯を追加する。ステップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡大比率
＝１で映像信号を垂直方向に拡大する。ステップ６１０で表示器５が映像信号を出力した
結果が８０９である。従来例の映像表示装置においては、表示器は歪んだ画面８０８を表
示した。本発明の映像表示装置においては、ステップ６０８、ステップ６０９で画面を拡
大（縮小）することにより、表示器５は歪みのない画面８０９を表示する。
【００６２】
８１０はアスペクト比１：１．３３（＝３：４）のコンテンツを含むアスペクト比１：１
．３３（＝３：４）の映像信号を示す。従来例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７
７（＝９：１６）の表示器が映像信号８１０を、そのまま（アスペクト比を変換すること
なく）表示する表示画面を８１１に示す。表示画面８１１は、映像信号と表示器のアスペ
クト比の相違により、水平方向に引き伸ばされる。
【００６３】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映
像信号８１０を表示する表示画面を８１２に示す。この場合には、ａ：ｂ：ｃ＝１．７７
：１．３３：１．３３なので、ｃ＝ｂ＜ａとなり、ステップ６０４からステップ６０６に
進む。ステップ６０６で演算回路１２は、図６の他の１つの水平方向拡大比率であるｂ／
ｃ＝１を計算し、図６の他の１つの垂直方向拡大比率であるａ／ｃ＝１．３３を計算し、
それぞれの値を設定する。ステップ６０８で水平拡大回路３は、水平方向拡大比率＝１で
映像信号を水平方向に拡大する。ステップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡大比率
＝１．３３で映像信号を垂直方向に拡大する。ステップ６１０で表示器５が映像信号を出
力した結果が８１２である。従来例の映像表示装置においては、表示器は歪んだ画面８１
１を表示した。本発明の映像表示装置においては、ステップ６０８、ステップ６０９で画
面を拡大することにより、表示器５は、コンテンツの上下の一部が見えなくなるが、歪み
がなく黒帯を有しない画面８１２を表示する。
【００６４】
図９において、９１３はアスペクト比１：１のコンテンツを含むアスペクト比１：１．３
３（＝３：４）の映像信号を示す。従来例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（
＝９：１６）の表示器が映像信号９１３を、そのまま（アスペクト比を変換することなく
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）表示する表示画面を９１４に示す。表示画面９１４は、映像信号と表示器のアスペクト
比の相違により、水平方向に引き伸ばされる。
【００６５】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映
像信号９１３を表示する表示画面を９１５に示す。この場合には、ａ：ｂ：ｃ＝１．７７
：１．３３：１なので、ｃ＜ｂ＜ａとなり、ステップ６０４からステップ６０６に進む。
ステップ６０６で演算回路１２は、水平方向拡大比率としてｂ／ａ＝０．７５を計算し、
垂直方向拡大比率として１を計算し、それぞれの値を設定する。ステップ６０８で水平拡
大回路３は、水平方向拡大比率＝０．７５で映像信号を水平方向に縮小して縮小した分だ
け左右に黒帯を追加する。ステップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡大比率＝１で
映像信号を垂直方向に拡大する。ステップ６１０で表示器５が映像信号を出力した結果が
９１５である。従来例の映像表示装置においては、表示器は歪んだ画面９１４を表示した
。本発明の映像表示装置においては、ステップ６０８、ステップ６０９で画面を拡大する
ことにより、表示器５は、左右に黒帯を有するが、歪みがない画面９１５を表示する。
【００６６】
９１６はアスペクト比１：１のコンテンツを含むアスペクト比１：１．３３（＝３：４）
の映像信号を示す。従来例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）の
表示器が映像信号９１６を、そのまま（アスペクト比を変換することなく）表示する表示
画面を９１７に示す。表示画面９１７は、映像信号と表示器のアスペクト比の相違により
、水平方向に引き伸ばされる。
【００６７】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映
像信号９１６を表示する表示画面を９１８に示す。この場合には、ａ：ｂ：ｃ＝１．７７
：１．３３：１なので、ｃ＜ｂ＜ａとなり、ステップ６０４からステップ６０６に進む。
ステップ６０６で演算回路１２は、図６の他の１つの水平方向拡大比率であるｂ／ｃ＝１
．３３を計算し、図６の他の１つの垂直方向拡大比率であるａ／ｃ＝１．７７を計算し、
それぞれの値を設定する。ステップ６０８で水平拡大回路３は、水平方向拡大比率＝１．
３３で映像信号を水平方向に拡大する。ステップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡
大比率＝１．７７で映像信号を垂直方向に拡大する。ステップ６１０で表示器５が映像信
号を出力した結果が９１８である。
従来例の映像表示装置においては、表示器は左右に黒帯があり歪んだ画面９１７を表示し
た。本発明の映像表示装置においては、ステップ６０８、ステップ６０９で画面を拡大す
ることにより、表示器５は、コンテンツの上下の一部が見えなくなるが、黒帯がなく歪み
がない画面９１８を表示する。
【００６８】
９１９はアスペクト比１：１．６６（ヨーロピアン・ビスタ）のコンテンツを含むアスペ
クト比１：１．３３（＝３：４）の映像信号を示す。従来例の映像表示装置のアスペクト
比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映像信号９１９を、そのまま（アスペクト比を
変換することなく）表示する表示画面を９２０に示す。表示画面９２０は、映像信号と表
示器のアスペクト比の相違により、水平方向に引き伸ばされる。
【００６９】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映
像信号９１９を表示する表示画面を９２０に示す。この場合には、ａ：ｂ：ｃ＝１．７７
：１．３３：１．６６なので、ｂ＜ｃ＜ａとなり、ステップ６０４からステップ６０７に
進む。ステップ６０７で演算回路１２は、水平方向拡大比率としてｃ／ａ＝０．９４を計
算し、垂直方向拡大比率としてｃ／ｂ＝１．２５を計算し、それぞれの値を設定する。ス
テップ６０８で水平拡大回路３は、水平方向拡大比率＝０．９４で映像信号を水平方向に
縮小して縮小した分だけ左右に黒帯を追加する。ステップ６０９で垂直拡大回路４は、垂
直方向拡大比率＝１．２５で映像信号を垂直方向に拡大する。ステップ６１０で表示器５
が映像信号を出力した結果が９２１である。
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従来例の映像表示装置においては、表示器は歪んだ画面９２０を表示した。本発明の映像
表示装置においては、ステップ６０８、ステップ６０９で画面を拡大することにより、表
示器５は、左右に黒帯があるものの、歪みがない画面９２１を表示する。
【００７０】
９２２はアスペクト比１：１．６６（ヨーロピアン・ビスタ）のコンテンツを含むアスペ
クト比１：１．３３（＝３：４）の映像信号を示す。
従来例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映像信号９
２２を、そのまま（アスペクト比を変換することなく）表示する表示画面を９２３に示す
。表示画面９２２は、映像信号と表示器のアスペクト比の相違により、水平方向に引き伸
ばされる。
【００７１】
本発明の実施例の映像表示装置のアスペクト比１：１．７７（＝９：１６）の表示器が映
像信号９２２を表示する表示画面を９２４に示す。この場合には、ａ：ｂ：ｃ＝１．７７
：１．３３：１．６６なので、ｂ＜ｃ＜ａとなり、ステップ６０４からステップ６０７に
進む。ステップ６０６で演算回路１２は、図６の他の１つの水平方向拡大比率である１を
計算し、図６の他の１つの垂直方向拡大比率であるａ／ｂ＝１．３３を計算し、それぞれ
の値を設定する。ステップ６０８で水平拡大回路３は、水平方向拡大比率＝１で映像信号
を水平方向に拡大する。ステップ６０９で垂直拡大回路４は、垂直方向拡大比率＝１．３
３で映像信号を垂直方向に拡大する。ステップ６１０で表示器５が映像信号を出力した結
果が９２４である。
従来例の映像表示装置においては、表示器は歪んだ画面９２３を表示した。本発明の映像
表示装置においては、ステップ６０８、ステップ６０９で画面を拡大することにより、表
示器５は、コンテンツの上下の一部が見えなくなるが、上下に黒帯がなく歪みがない画面
９２４を表示する。
【００７２】
以上のように本実施例の演算回路１２は、表示器と映像信号とコンテンツのそれぞれのア
スペクト比の情報に基づき、実質的にほとんどの場合において映像信号の上下又は左右に
生じる黒帯が出なくなり且つ映像信号と表示器とのアスペクト比の相違に起因する映像歪
を生じない表示画像を生成する水平方向拡大比率と垂直方向拡大比率を演算により求める
。映像信号がスクイーズされたコンテンツを含む場合は、スクイーズ情報に基づいて、映
像信号そのものを例えば水平方向に拡大することにより、コンテンツの歪を除去すること
ができる。映像信号と表示器とのアスペクト比の相違に起因する映像歪を生じないように
することにより、実質的に映像表示装置は、常に歪のない表示画面を生成することが出来
る。
本発明の画像表示装置は、表示器と映像信号とコンテンツのアスペクト比のさまざまな組
み合わせに柔軟に対応して、ほとんどの場合において映像信号の上下又は左右に黒帯を生
じることなく、映像信号と表示器とのアスペクト比の相違に起因する映像歪を生じない表
示画面を表示器に表示する。
【００７３】
表示装置が黒帯検出回路１１を有する場合は、黒帯検出回路１１が映像デコード回路２が
出力する映像信号からコンテンツ・アスペクト比を推定し、解析回路１が映像ストリーム
から映像信号アスペクト比を抽出する。この場合、表示器アスペクト比のみを外部から設
定するだけで、演算回路１２は最適な水平方向拡大比率と垂直方向拡大比率とを決定する
ことができる。本実施例の映像表示装置は、より簡単な操作で、表示器５は適切に拡大さ
れた画面（ほとんどの場合に上下又は左右に黒帯が生じることなく、映像信号と表示器と
のアスペクト比の相違に起因する映像歪を生じることなく、最適に拡大された画面）を表
示する。映像表示装置が固定の表示器５を有する場合は、表示器アスペクト比を不揮発性
メモリ等に記憶することにより、映像表示装置は、自動的に適切な水平方向拡大比率と垂
直方向拡大比率とを決定する。
【００７４】
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映像信号アスペクト比の情報は解析回路１が映像データから抽出し、表示器アスペクト比
は接続する表示器６から決めることができるが、コンテンツ・アスペクト比は入力される
映像データにより異なる。表示器アスペクト比と映像信号アスペクト比は事実上少ない種
類（４：３及び１６：９）に限定される。残るコンテンツ・アスペクト比を代表的なもの
に限定して、実際に使用されている表示器アスペクト比及び映像信号アスペクト比と、代
表的なコンテンツ・アスペクト比とに対応する水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率の
表（小さな表）を記憶回路９に記憶させても良い。例えば、ユーザが限定された小さな表
から任意の水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率を選択するようにしても良い。この場
合、３種類のアスペクト比のパラメータは、ユーザが水平方向拡大比率及び垂直方向拡大
比率を選択する上での参考情報となる。これにより、ユーザが適切な水平方向拡大比率及
び垂直方向拡大比率を計算することなく、表示器５に出力される映像信号を見ながら、代
表的な拡大比率の中から黒帯の出なくなる適切な拡大比率を選択できる。
【００７５】
さらにここで、選択されているコンテンツのアスペクト比（１：１．８５等）若しくはそ
の通称（アメリカン・ビスタ等）を画面に表示するようにしても良い。これにより、ユー
ザがコンテンツのアスペクト比を知っている場合に、任意の水平方向拡大比率及び垂直方
向拡大比率から選択する時に、ユーザは、ユーザの知っているコンテンツのアスペクト比
と、選択されているコンテンツのアスペクト比とが一致しているか否かを確認しながら選
べるようになり、黒帯が出なくなる適切な水平方向拡大比率及び垂直方向拡大比率をより
簡単に精度良く選択できる。
【００７６】
【発明の効果】
本発明によれば、種々のアスペクト比をそれぞれ有する映像信号とコンテンツとの組み合
わせを種々のアスペクト比を有する表示器に表示する場合に、簡単な操作により又は自動
的に、適切な表示画面を生成する映像表示装置と映像表示方法を実現できるという有利な
効果が得られる。
本発明によれば、種々のアスペクト比をそれぞれ有する映像信号とコンテンツとの組み合
わせを種々のアスペクト比を有する表示器に表示する場合に、簡単な操作により又は自動
的に、ほとんどの場合に上下又は左右に黒帯が生じることなく、映像信号と表示器とのア
スペクト比の相違に起因する映像歪を生じない表示画面を生成する映像表示装置と映像表
示方法を実現できるという有利な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１による映像表示装置のブロック図
【図２】本発明の実施例２による映像表示装置のブロック図
【図３】本発明の実施例３による映像表示装置のブロック図
【図４】本発明の実施例４による映像表示装置のブロック図
【図５】本発明の実施例５による映像表示方法のフロー図
【図６】本発明の実施例６による映像表示方法のフロー図
【図７】アスペクト比（１：１．３３）の表示器とアスペクト比（１：１．３３）の映像
信号と様々なアスペクト比のコンテンツの組み合わせにおける表示器の表示画面を示す図
【図８】アスペクト比（１：１．７７）の表示器とアスペクト比（１：１．３３）の映像
信号と様々なアスペクト比のコンテンツの組み合わせにおける表示器の表示画面を示す図
（１）
【図９】アスペクト比（１：１．７７）の表示器とアスペクト比（１：１．３３）の映像
信号と様々なアスペクト比のコンテンツの組み合わせにおける表示器の表示画面を示す図
（２）
【図１０】従来の映像表示装置のブロック図
【符号の説明】
１　　　　解析回路
２　　　　映像デコード回路
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３　　　　水平拡大回路
４　　　　垂直拡大回路
５　　　　表示器
８　　　　設定入力回路
９　　　　記憶回路
１０　　　選択回路
１１　　　黒帯検出回路
１２　　　演算回路
１３　　　拡大比率設定回路

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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