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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力映像信号の現フィールド信号とその１フィールド遅延信号とを小領域でなるブロッ
ク単位で比較して動画か否かを判定し、動画と判定されたフィールド間動ブロック数を基
準しきい値と比較してフィールド間動き判定を行なうフィールド間動き判定手段と、
　前記入力映像信号の現フィールド信号とその２フィールド遅延信号とを小領域でなるブ
ロック単位で比較して動画か否かを判定し、動画と判定されたフレーム間動ブロック数を
しきい値と比較してフレーム間動き判定を行なうフレーム間動き判定手段と、
　前記フィールド間動き判定手段の判定結果と前記フレーム間動き判定手段の判定結果と
が共にプルダウンパターンに一致するとき、前記入力映像信号がプルダウン信号であると
判定する判定手段と、
　前記フレーム間動き判定手段の判定結果がプルダウンパターンに一致するとともに、前
記フィールド間動き判定手段の判定結果がプルダウンパターンに一致していないとき、フ
ィールド間の垂直位相のずれによるフィールド間の差分を補正する方向に、前記フィール
ド間動き判定手段の基準しきい値を変更するしきい値補正手段とを具備することを特徴と
するプルダウン信号検出装置。
【請求項２】
　前記しきい値補正手段は、垂直方向の高周波成分によって生じるフィールド間の差分に
基づいて、前記フィールド間動ブロック数が大きく見積もられた分に対応させて前記基準
しきい値を補正することを特徴とする請求項１記載のプルダウン信号検出装置。
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【請求項３】
　前記しきい値補正手段は、前記プルダウンパターン上、静判定とされるべき前記フィー
ルド間動ブロック数の少なくとも１フィールドの平均値に所定の係数を乗算し、前記基準
しきい値に加算したものを、変更後のしきい値とすることを特徴とする請求項１記載のプ
ルダウン信号検出装置。
【請求項４】
　前記しきい値補正手段は、前記現フィールド信号が、共に同じコマの映像から作成され
る前記１フィールド遅延信号及び前記２フィールド遅延信号とそれぞれ比較される場合、
そのフィールド間動ブロック数とフレーム間動ブロック数との差分の少なくとも１フィー
ルドの平均値に所定の係数を乗算し、前記基準しきい値に加算したものを、変更後のしき
い値とすることを特徴とする請求項１記載のプルダウン信号検出装置。
【請求項５】
　前記しきい値補正手段は、前記プルダウンパターン上、動判定とされるべき前記フィー
ルド間動ブロック数のうち少なくとも１フィールドの最大値と、静判定とされるべき前記
フィールド間動ブロック数のうち少なくとも１フィールドの最小値との平均値に、任意の
係数を乗算したものを、変更後のしきい値とすることを特徴とする請求項１記載のプルダ
ウン信号検出装置。
【請求項６】
　前記しきい値補正手段は、前記プルダウンパターン上、動判定とされるべき前記フィー
ルド間動ブロック数のうち少なくとも１フィールドの最小値と、静判定とされるべき前記
フィールド間動ブロック数のうち少なくとも１フィールドの最大値との平均値に、任意の
係数を乗算したものを、変更後のしきい値とすることを特徴とする請求項１記載のプルダ
ウン信号検出装置。
【請求項７】
　前記しきい値補正手段は、前記プルダウンパターン上、動判定とされるべき前記フィー
ルド間動ブロック数のうち少なくとも１フィールドの平均値と、静判定とされるべき前記
フィールド間動ブロック数のうち少なくとも１フィールドの平均値との平均値に、任意の
係数を乗算したものを、変更後のしきい値とすることを特徴とする請求項１記載のプルダ
ウン信号検出装置。
【請求項８】
　入力映像信号の現フィールド信号とその１フィールド遅延信号とを小領域でなるブロッ
ク単位で比較して動画か否かを判定し、動画と判定されたフィールド間動ブロック数を基
準しきい値と比較してフィールド間動き判定を行なう工程と、
　前記入力映像信号の現フィールド信号とその２フィールド遅延信号とを小領域でなるブ
ロック単位で比較して動画か否かを判定し、動画と判定されたフレーム間動ブロック数を
しきい値と比較してフレーム間動き判定を行なう工程と、
　前記フィールド間動き判定の結果と前記フレーム間動き判定の結果とが共にプルダウン
パターンに一致するとき、前記入力映像信号がプルダウン信号であると判定する工程と、
　前記フレーム間動き判定の結果がプルダウンパターンに一致するとともに、前記フィー
ルド間動き判定の結果がプルダウンパターンに一致していないとき、フィールド間の垂直
位相のずれによるフィールド間の差分を補正する方向に、前記フィールド間動き判定の基
準しきい値を変更する工程とを有することを特徴とするプルダウン信号検出方法。
【請求項９】
　入力映像信号の現フィールド信号とその１フィールド遅延信号とを小領域でなるブロッ
ク単位で比較して動画か否かを判定し、動画と判定されたフィールド間動ブロック数を基
準しきい値と比較してフィールド間動き判定を行なうフィールド間動き判定手段と、
　前記入力映像信号の現フィールド信号とその２フィールド遅延信号とを小領域でなるブ
ロック単位で比較して動画か否かを判定し、動画と判定されたフレーム間動ブロック数を
しきい値と比較してフレーム間動き判定を行なうフレーム間動き判定手段と、
　前記フィールド間動き判定手段の判定結果と前記フレーム間動き判定手段の判定結果と
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が共にプルダウンパターンに一致するとき、前記入力映像信号がプルダウン信号であると
判定する判定手段と、
　前記フレーム間動き判定手段の判定結果がプルダウンパターンに一致するとともに、前
記フィールド間動き判定手段の判定結果がプルダウンパターンに一致していないとき、フ
ィールド間の垂直位相のずれによるフィールド間の差分を補正する方向に、前記フィール
ド間動き判定手段の基準しきい値を変更するしきい値補正手段と、
　前記入力映像信号の現フィールド信号と前記１フィールド遅延信号と前記２フィールド
遅延信号とに基づいて動き適応補間信号を生成する補間信号生成手段と、
　前記判定手段の判定結果に基づいて、前記現フィールド信号と前記２フィールド遅延信
号とを選択的に出力する第１の選択手段と、
　前記判定手段でプルダウン信号であると判定されたときの判定結果に基づいて、前記第
１の選択手段の出力を選択し、前記判定手段でプルダウン信号でないと判定されたときの
判定結果に基づいて、前記補間信号生成手段で生成された動き適応補間信号を選択する第
２の選択手段と、
　前記第２の選択手段の出力と前記第１フィールド遅延信号とを整列させて、順次走査方
式の映像信号を生成する順次走査変換手段とを具備することを特徴とする順次走査変換装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば映画フィルム等から生成されたプルダウン信号を検出するプルダウ
ン信号検出装置及びプルダウン信号検出方法の改良に関する。また、この発明は、上記し
たプルダウン信号検出装置を用いた順次走査変換装置の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、現在、標準的なテレビジョン放送方式として一般に用いられているＮＴ
ＳＣ（national television system committee）方式やＰＡＬ（phase alternation by l
ine color television）方式等の映像信号は、１フレームの映像信号が２つのフィールド
で生成される、いわゆる飛び越し走査方式で映像が走査されている。
【０００３】
　一方、近年では、例えば液晶表示装置及びプラズマ表示装置等を使用した、薄型で大画
面のテレビジョン放送受信装置が普及してきている。ところで、このような表示装置を用
いて飛び越し走査方式の映像信号をそのまま各走査線に表示すると、画面の輝度が低下し
て鑑賞に堪えない映像が表示されることになる。
【０００４】
　このため、このような表示装置では、飛び越し走査方式の映像信号を順次走査方式の映
像信号に変換して映像を表示するようにしている。すなわち、この種の表示装置では、飛
び越し走査方式の映像信号を順次走査方式の映像信号に変換するための順次走査変換処理
を施すことが必要となる。
【０００５】
　ここで、標準テレビジョン方式の映像信号の中には、映画フィルムの映像に基づいて生
成された映像信号が含まれていることがある。この場合、映画フィルムにおける毎秒のコ
マ数と、標準方式の映像信号における毎秒のフレーム数（フィールド数）とは、それぞれ
独自に設定されているため、通常、一致していないものである。
【０００６】
　このため、映画フィルムの映像は、２－２プルダウン方式や２－３プルダウン方式等を
用いることによって、飛び越し走査による標準テレビジョン方式の映像信号に変換されて
いる。そして、このように映画フィルムから生成された飛び越し走査方式の映像信号は、
プルダウン信号と称せられている。
【０００７】
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　ところで、上記した順次走査変換処理では、入力された映像信号がプルダウン信号であ
るか否かによって、順次走査方式への変換処理の手法を変えることにより画質の向上を図
ることができる。このため、順次走査変換処理を行なうにあたっては、入力された映像信
号がプルダウン信号であるか否かを正確に検出することが重要となる。
【０００８】
　特許文献１には、入力映像信号の平均輝度レベルを検出するＡＰＬ検出器のレベルによ
り可変するしきい値によって、現フィールドの１フィールド前後間の差分の積算結果をフ
ィールド全体で判定し、５フィールドのフィールド判定結果によりテレシネ変換信号の判
定を行なうようにした技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－３３０４０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、この発明は上記事情を考慮してなされたもので、入力映像信号がプルダウン信
号であるか否かを精度良く検出することができ、ひいては、順次走査変換処理等に使用し
て画質の向上に寄与し、十分に実用に好適するプルダウン信号検出装置及びプルダウン信
号検出方法、順次走査変換装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係るプルダウン信号検出装置は、入力映像信号の現フィールド信号とその１
フィールド遅延信号とを小領域でなるブロック単位で比較して動画か否かを判定し、動画
と判定されたフィールド間動ブロック数を基準しきい値と比較してフィールド間動き判定
を行なうフィールド間動き判定手段と、入力映像信号の現フィールド信号とその２フィー
ルド遅延信号とを小領域でなるブロック単位で比較して動画か否かを判定し、動画と判定
されたフレーム間動ブロック数をしきい値と比較してフレーム間動き判定を行なうフレー
ム間動き判定手段と、フィールド間動き判定手段の判定結果とフレーム間動き判定手段の
判定結果とが共にプルダウンパターンに一致するとき、入力映像信号がプルダウン信号で
あると判定する判定手段と、フレーム間動き判定手段の判定結果がプルダウンパターンに
一致するとともに、フィールド間動き判定手段の判定結果がプルダウンパターンに一致し
ていないとき、フィールド間の垂直位相のずれによるフィールド間の差分を補正する方向
に、フィールド間動き判定手段の基準しきい値を変更するしきい値補正手段とを備えるよ
うにしたものである。
【００１１】
　また、この発明に係るプルダウン信号検出方法は、入力映像信号の現フィールド信号と
その１フィールド遅延信号とを小領域でなるブロック単位で比較して動画か否かを判定し
、動画と判定されたフィールド間動ブロック数を基準しきい値と比較してフィールド間動
き判定を行なう工程と、入力映像信号の現フィールド信号とその２フィールド遅延信号と
を小領域でなるブロック単位で比較して動画か否かを判定し、動画と判定されたフレーム
間動ブロック数をしきい値と比較してフレーム間動き判定を行なう工程と、フィールド間
動き判定の結果とフレーム間動き判定の結果とが共にプルダウンパターンに一致するとき
、入力映像信号がプルダウン信号であると判定する工程と、フレーム間動き判定の結果が
プルダウンパターンに一致するとともに、フィールド間動き判定の結果がプルダウンパタ
ーンに一致していないとき、フィールド間の垂直位相のずれによるフィールド間の差分を
補正する方向に、フィールド間動き判定の基準しきい値を変更する工程とを有するように
したものである。
【００１２】
　さらに、この発明に係る順次走査変換装置は、入力映像信号の現フィールド信号とその
１フィールド遅延信号とを小領域でなるブロック単位で比較して動画か否かを判定し、動
画と判定されたフィールド間動ブロック数を基準しきい値と比較してフィールド間動き判
定を行なうフィールド間動き判定手段と、入力映像信号の現フィールド信号とその２フィ
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ールド遅延信号とを小領域でなるブロック単位で比較して動画か否かを判定し、動画と判
定されたフレーム間動ブロック数をしきい値と比較してフレーム間動き判定を行なうフレ
ーム間動き判定手段と、フィールド間動き判定手段の判定結果とフレーム間動き判定手段
の判定結果とが共にプルダウンパターンに一致するとき、入力映像信号がプルダウン信号
であると判定する判定手段と、フレーム間動き判定手段の判定結果がプルダウンパターン
に一致するとともに、フィールド間動き判定手段の判定結果がプルダウンパターンに一致
していないとき、フィールド間の垂直位相のずれによるフィールド間の差分を補正する方
向に、フィールド間動き判定手段の基準しきい値を変更するしきい値補正手段と、入力映
像信号の現フィールド信号と１フィールド遅延信号と２フィールド遅延信号とに基づいて
動き適応補間信号を生成する補間信号生成手段と、判定手段の判定結果に基づいて、現フ
ィールド信号と２フィールド遅延信号とを選択的に出力する第１の選択手段と、判定手段
でプルダウン信号であると判定されたときの判定結果に基づいて、第１の選択手段の出力
を選択し、判定手段でプルダウン信号でないと判定されたときの判定結果に基づいて、補
間信号生成手段で生成された動き適応補間信号を選択する第２の選択手段と、第２の選択
手段の出力と第１フィールド遅延信号とを整列させて、順次走査方式の映像信号を生成す
る順次走査変換手段とを備えるようにしたものである。
【発明の効果】
【００１３】
　上記した発明によれば、フィールド間動き判定結果とフレーム間動き判定結果とが共に
プルダウンパターンに一致するとき、入力映像信号がプルダウン信号であると判定する場
合に、フレーム間動き判定結果がプルダウンパターンに一致し、フィールド間動き判定結
果がプルダウンパターンに一致していないとき、フィールド間動き判定の基準しきい値を
変更するようにしたので、入力映像信号がプルダウン信号であるか否かを精度良く検出す
ることができ、ひいては、順次走査変換処理等に使用して画質の向上に寄与し、十分に実
用に好適するものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は、この実
施の形態で説明するデジタルテレビジョン放送受信装置１１の外観と、このデジタルテレ
ビジョン放送受信装置１１を中心として構成されるネットワークシステムの一例とを概略
的に示している。
【００１５】
　すなわち、デジタルテレビジョン放送受信装置１１は、主として、薄型のキャビネット
１２と、このキャビネット１２を起立させて支持する支持台１３とから構成されている。
そして、このキャビネット１２には、例えばＳＥＤ（surface-conduction electron-emit
ter display）表示パネルまたは液晶表示パネル等でなる平面パネル型の映像表示器１４
、一対のスピーカ１５，１５、操作部１６、リモートコントローラ１７から送信される操
作情報を受ける受光部１８等が設置されている。
【００１６】
　また、このデジタルテレビジョン放送受信装置１１には、例えばＳＤ（secure digital
）メモリカード、ＭＭＣ（multimedia card）及びメモリスティック等の第１のメモリカ
ード１９が着脱可能となっており、この第１のメモリカード１９に対して番組や写真等の
情報の記録再生が行なわれるようになっている。
【００１７】
　さらに、このデジタルテレビジョン放送受信装置１１には、例えば契約情報等の記録さ
れた第２のメモリカード［ＩＣ（integrated circuit）カード等］２０が着脱可能となっ
ており、この第２のメモリカード２０に対して情報の記録再生が行なわれるようになって
いる。
【００１８】
　また、このデジタルテレビジョン放送受信装置１１は、第１のＬＡＮ（local area net
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work）端子２１、第２のＬＡＮ端子２２、ＵＳＢ（universal serial bus）端子２３及び
ＩＥＥＥ（institute of electrical and electronics engineers）１３９４端子２４を
備えている。
【００１９】
　このうち、第１のＬＡＮ端子２１は、ＬＡＮ対応ＨＤＤ（hard disk drive）専用ポー
トとして使用される。すなわち、この第１のＬＡＮ端子２１は、それに接続されたＮＡＳ
（network attached storage）であるＬＡＮ対応のＨＤＤ２５に対して、イーサネット（
登録商標）により情報の記録再生を行なうために使用される。
【００２０】
　このように、デジタルテレビジョン放送受信装置１１にＬＡＮ対応ＨＤＤ専用ポートと
しての第１のＬＡＮ端子２１を設けることにより、他のネットワーク環境やネットワーク
使用状況等に影響されることなく、ＨＤＤ２５に対してハイビジョン画質による放送番組
の情報記録を安定して行なうことができる。
【００２１】
　また、第２のＬＡＮ端子２２は、イーサネット（登録商標）を用いた一般的なＬＡＮ対
応ポートとして使用される。すなわち、この第２のＬＡＮ端子２２は、ハブ２６を介して
、ＬＡＮ対応のＨＤＤ２７、ＰＣ（personal computer）２８、ＨＤＤ内蔵のＤＶＤ（dig
ital versatile disk）レコーダ２９等の機器を接続して、例えば家庭内ネットワークを
構築し、これらの機器と情報伝送を行なうために使用される。
【００２２】
　この場合、ＰＣ２８及びＤＶＤレコーダ２９については、それぞれ、家庭内ネットワー
クにおいてコンテンツのサーバ機器として動作するための機能を持ち、さらにコンテンツ
のアクセスに必要なＵＲＩ（uniform resource identifier）情報を提供するサービスを
備えたＵＰｎＰ（universal plug and play）対応機器として構成される。
【００２３】
　なお、ＤＶＤレコーダ２９については、第２のＬＡＮ端子２２を介して通信されるデジ
タル情報が制御系のみの情報であるため、デジタルテレビジョン放送受信装置１１との間
でアナログの映像及び音声情報を伝送するために、専用のアナログ伝送路３０が設けられ
ている。
【００２４】
　さらに、この第２のＬＡＮ端子２２は、ハブ２６に接続されたブロードバンドルータ３
１を介して、例えばインターネット等の外部のネットワーク３２に接続される。そして、
この第２のＬＡＮ端子２２は、ネットワーク３２を介してＰＣ３３や携帯電話３４等と情
報伝送を行なうためにも使用される。
【００２５】
　また、上記ＵＳＢ端子２３は、一般的なＵＳＢ対応ポートとして使用されるもので、例
えばハブ３５を介して、携帯電話３６、デジタルカメラ３７、メモリカードに対するカー
ドリーダ／ライタ３８、ＨＤＤ３９、キーボード４０等のＵＳＢ機器を接続し、これらの
ＵＳＢ機器と情報伝送を行なうために使用される。
【００２６】
　さらに、上記ＩＥＥＥ１３９４端子２４は、例えばＡＶ－ＨＤＤ４１及びＤ（digital
）－ＶＨＳ（video home system）４２等のような複数の情報記録再生機器をシリアル接
続し、各機器と選択的に情報伝送を行なうために使用される。
【００２７】
　図２は、上記したデジタルテレビジョン放送受信装置１１の主要な信号処理系を示して
いる。すなわち、ＢＳ／ＣＳ（broadcasting satellite／communication satellite）デ
ジタル放送受信用のアンテナ４３で受信した衛星デジタルテレビジョン放送信号は、入力
端子４４を介して衛星デジタル放送用のチューナ４５に供給されることにより、所望のチ
ャンネルの放送信号が選局される。
【００２８】
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　そして、このチューナ４５で選局された放送信号は、ＰＳＫ（phase shift keying）復
調器４６及びＴＳ（transport stream）復号器４７に順次供給されることにより、デジタ
ルの映像信号及び音声信号に復調された後、信号処理部４８に出力される。
【００２９】
　また、地上波放送受信用のアンテナ４９で受信した地上デジタルテレビジョン放送信号
は、入力端子５０を介して地上デジタル放送用のチューナ５１に供給されることにより、
所望のチャンネルの放送信号が選局される。
【００３０】
　そして、このチューナ５１で選局された放送信号は、例えば日本ではＯＦＤＭ（orthog
onal frequency division multiplexing）復調器５２及びＴＳ復号器５３に順次供給され
ることにより、デジタルの映像信号及び音声信号に復調された後、上記信号処理部４８に
出力される。
【００３１】
　また、上記地上波放送受信用のアンテナ４９で受信した地上アナログテレビジョン放送
信号は、入力端子５０を介して地上アナログ放送用のチューナ５４に供給されることによ
り、所望のチャンネルの放送信号が選局される。そして、このチューナ５４で選局された
放送信号は、アナログ復調器５５に供給されてアナログの映像信号及び音声信号に復調さ
れた後、上記信号処理部４８に出力される。
【００３２】
　ここで、上記信号処理部４８は、ＴＳ復号器４７，５３からそれぞれ供給されたデジタ
ルの映像信号に対して、例えば順次走査変換処理等を含む所定のデジタル信号処理を施す
とともに、ＴＳ復号器４７，５３からそれぞれ供給されたデジタルの音声信号に対しても
所定のデジタル信号処理を施して、グラフィック処理部５６及び音声処理部５７に出力し
ている。
【００３３】
　また、上記信号処理部４８には、複数（図示の場合は４つ）の入力端子５８ａ，５８ｂ
，５８ｃ，５８ｄが接続されている。これら入力端子５８ａ～５８ｄは、それぞれ、アナ
ログの映像信号及び音声信号を、デジタルテレビジョン放送受信装置１１の外部から入力
可能とするものである。
【００３４】
　この信号処理部４８は、上記アナログ復調器５５及び各入力端子５８ａ～５８ｄからそ
れぞれ供給されたアナログの映像信号及び音声信号をそれぞれデジタル化し、デジタル化
された映像信号に対して、例えば順次走査変換処理等を含む所定のデジタル信号処理を施
すとともに、デジタル化された音声信号に対しても所定のデジタル信号処理を施して、上
記グラフィック処理部５６及び音声処理部５７に出力している。
【００３５】
　グラフィック処理部５６は、信号処理部４８から供給されるデジタルの映像信号に、Ｏ
ＳＤ（on screen display）信号生成部５９で生成されるＯＳＤ信号を重畳して出力する
機能を有する。このグラフィック処理部５６は、信号処理部４８の出力映像信号と、ＯＳ
Ｄ信号生成部５９の出力ＯＳＤ信号とを選択的に出力すること、また、両出力をそれぞれ
画面の半分を構成するように組み合わせて出力することができる。
【００３６】
　グラフィック処理部５６から出力されたデジタルの映像信号は、映像処理部６０に供給
される。この映像処理部６０は、入力されたデジタルの映像信号を、前記映像表示器１４
で表示可能なフォーマットのアナログ映像信号に変換した後、映像表示器１４に出力して
映像表示させるとともに、出力端子６１を介して外部に導出させる。
【００３７】
　また、上記音声処理部５７は、入力されたデジタルの音声信号に対して、音質補正処理
等を施した後、前記スピーカ１５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
ている。そして、このアナログ音声信号は、スピーカ１５に出力されて音声再生に供され
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るとともに、出力端子６２を介して外部に導出される。
【００３８】
　ここで、このデジタルテレビジョン放送受信装置１１は、上記した各種の受信動作を含
むその全ての動作を制御部６３によって統括的に制御されている。この制御部６３は、Ｃ
ＰＵ（central processing unit）６４を内蔵しており、前記操作部１６からの操作情報
、または、リモートコントローラ１７から送出され前記受光部１８に受信された操作情報
を受けて、その操作内容が反映されるように各部をそれぞれ制御している。
【００３９】
　この場合、制御部６３は、主として、そのＣＰＵ６４が実行する制御プログラムを格納
したＲＯＭ（read only memory）６５と、該ＣＰＵ６４に作業エリアを提供するＲＡＭ（
random access memory）６６と、各種の設定情報及び制御情報等が格納される不揮発性メ
モリ６７とを利用している。
【００４０】
　また、この制御部６３は、カードＩ／Ｆ（interface）６８を介して、前記第１のメモ
リカード１９が装着可能なカードホルダ６９に接続されている。これによって、制御部６
３は、カードホルダ６９に装着された第１のメモリカード１９と、カードＩ／Ｆ６８を介
して情報伝送を行なうことができる。
【００４１】
　さらに、上記制御部６３は、カードＩ／Ｆ７０を介して、前記第２のメモリカード２０
が装着可能なカードホルダ７１に接続されている。これにより、制御部６３は、カードホ
ルダ７１に装着された第２のメモリカード２０と、カードＩ／Ｆ７０を介して情報伝送を
行なうことができる。
【００４２】
　また、上記制御部６３は、通信Ｉ／Ｆ７２を介して第１のＬＡＮ端子２１に接続されて
いる。これにより、制御部６３は、第１のＬＡＮ端子２１に接続されたＬＡＮ対応のＨＤ
Ｄ２５と、通信Ｉ／Ｆ７２を介して情報伝送を行なうことができる。この場合、制御部６
３は、ＤＨＣＰ（dynamic host configuration protocol）サーバ機能を有し、第１のＬ
ＡＮ端子２１に接続されたＬＡＮ対応のＨＤＤ２５にＩＰ（internet protocol）アドレ
スを割り当てて制御している。
【００４３】
　さらに、上記制御部６３は、通信Ｉ／Ｆ７３を介して第２のＬＡＮ端子２２に接続され
ている。これにより、制御部６３は、第２のＬＡＮ端子２２に接続された各機器（図１参
照）と、通信Ｉ／Ｆ７３を介して情報伝送を行なうことができる。
【００４４】
　また、上記制御部６３は、ＵＳＢ Ｉ／Ｆ７４を介して前記ＵＳＢ端子２３に接続され
ている。これにより、制御部６３は、ＵＳＢ端子２３に接続された各機器（図１参照）と
、ＵＳＢ Ｉ／Ｆ７４を介して情報伝送を行なうことができる。
【００４５】
　さらに、上記制御部６３は、ＩＥＥＥ１３９４ Ｉ／Ｆ７５を介してＩＥＥＥ１３９４
端子２４に接続されている。これにより、制御部６３は、ＩＥＥＥ１３９４端子２４に接
続された各機器（図１参照）と、ＩＥＥＥ１３９４ Ｉ／Ｆ７５を介して情報伝送を行な
うことができる。
【００４６】
　図３は、上記信号処理部４８内に備えられ、飛び越し走査方式の映像信号を順次走査方
式の映像信号に変換するための順次走査変換部７６を示している。この順次走査変換部７
６では、入力端子７７に供給された飛び越し走査方式の入力映像信号である現フィールド
信号Ｓ１が、第１のフィールド遅延回路７８に供給され、１フィールド後に１フィールド
遅延信号Ｓ２として読み出される。
【００４７】
　この第１のフィールド遅延回路７８は、例えば１フィールド分のメモリ領域を２つ有し
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ており、入力される１フィールド分の映像信号が２つのメモリ領域に交互に記録されるよ
うになっている。また、記録された映像信号の読み出しも、２つのメモリ領域に対して交
互に行なわれるようになっている。
【００４８】
　このため、第１のフィールド遅延回路７８の一方のメモリ領域に記録された現フィール
ド信号Ｓ１が、第１のフィールド遅延回路７８から１フィールド遅延信号Ｓ２として読み
出されているとき、同時に、次の現フィールド信号Ｓ１が、第１のフィールド遅延回路７
８の他方のメモリ領域に記録されることになる。
【００４９】
　そして、１フィールド遅延回路７８から読み出された１フィールド遅延信号Ｓ２は、第
２のフィールド遅延回路７９に供給され、１フィールド後に２フィールド遅延信号Ｓ３と
して読み出される。この第２のフィールド遅延回路７９の構成及び動作は、第１のフィー
ルド遅延回路７８と同様である。
【００５０】
　ここで、上記現フィールド信号Ｓ１、１フィールド遅延信号Ｓ２及び２フィールド遅延
信号Ｓ３は、それぞれプルダウン信号検出回路８０及び動き適応補間信号生成回路８１に
供給されている。また、上記現フィールド信号Ｓ１及び２フィールド遅延信号Ｓ３は、第
１のセレクタ８２に供給されている。さらに、上記１フィールド遅延信号Ｓ２は、順次走
査変換回路８３に供給されている。
【００５１】
　このうち、この動き適応補間信号生成回路８１は、入力された現フィールド信号Ｓ１、
１フィールド遅延信号Ｓ２及び２フィールド遅延信号Ｓ３に基づいて、１フィールド遅延
信号Ｓ２のライン間に位置される動き適応補間信号Ｓ４を、例えば動きベクトルによる動
き補償補間処理により生成し、第２のセレクタ８４に出力している。
【００５２】
　また、上記プルダウン信号検出回路８０は、詳細は後述するが、入力された現フィール
ド信号Ｓ１、１フィールド遅延信号Ｓ２及び２フィールド遅延信号Ｓ３に基づいて、入力
端子７７に供給された映像信号がプルダウン信号であるか否かの検出を行ない、その検出
結果を示すプルダウン信号検出信号Ｋ１とペアフィールド選択信号Ｋ２とを生成し出力し
ている。
【００５３】
　このうち、ペアフィールド選択信号Ｋ２は、第１のセレクタ８２に供給されている。こ
の第１のセレクタ８２は、入力されたペアフィールド選択信号Ｋ２に基づいて、１フィー
ルド遅延信号Ｓ２とペアになるフィールドとして、現フィールド信号Ｓ１と２フィールド
遅延信号Ｓ３とのいずれか一方を選択し、この選択した信号をペアフィールド信号Ｓ５と
して第２のセレクタ８４に出力している。
【００５４】
　この第２のセレクタ８４は、プルダウン信号検出回路８０から出力されるプルダウン信
号検出信号Ｋ１がプルダウン信号であることを示している場合に、第１のセレクタ８２か
ら出力されるペアフィールド信号Ｓ５を選択し、そうでない場合に動き適応補間信号生成
回路８１から出力される動き適応補間信号Ｓ４を選択する。そして、選択した信号を補間
信号Ｓ６として順次走査変換回路８３に出力している。
【００５５】
　この順次走査変換回路８３は、第２のセレクタ８４から出力される補間信号Ｓ６と、直
接信号である１フィールド遅延信号Ｓ２とを、順次走査順に整列（合成）させることによ
り順次走査方式の映像信号を生成している。そして、この順次走査方式の映像信号が、出
力端子８５から出力されて映像表示に供されることになる。
【００５６】
　すなわち、上記した順次走査変換部７６では、入力映像信号がプルダウン信号である場
合にペアフィールド信号Ｓ５を補間信号Ｓ６として順次走査変換処理を行ない、入力映像
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信号がプルダウン信号でない場合に動き適応補間信号Ｓ４を補間信号Ｓ６として順次走査
変換処理を行なうというように、入力映像信号がプルダウン信号であるか否かによって、
順次走査方式への変換処理の手法を変えることにより画質の向上を図っている。
【００５７】
　図４は、上記プルダウン信号検出回路８０の詳細を示している。このプルダウン信号検
出回路８０では、入力端子８０ａに供給された現フィールド信号Ｓ１が垂直ＬＰＦ（low 
pass filter）８０ｂを介した後、フィールド間差分絶対値回路８０ｃ及びフレーム間差
分絶対値回路８０ｄにそれぞれ供給されている。
【００５８】
　また、入力端子８０ｅに供給された１フィールド遅延信号Ｓ２が、垂直ＬＰＦ８０ｆを
介してフィールド間差分絶対値回路８０ｃに供給されている。さらに、入力端子８０ｇに
供給された２フィールド遅延信号Ｓ３が、垂直ＬＰＦ８０ｈを介してフレーム間差分絶対
値回路８０ｄに供給されている。
【００５９】
　このうち、フィールド間差分絶対値回路８０ｃは、入力された現フィールド信号Ｓ１と
１フィールド遅延信号Ｓ２との間の差分絶対値を算出している。この差分絶対値は、現フ
ィールド信号Ｓ１と１フィールド遅延信号Ｓ２との間のフィールド間相関を求めるために
使用されるもので、小領域内積分回路８０ｉに供給されている。
【００６０】
　この小領域内積分回路８０ｉは、入力されたフィールド間の差分絶対値を、フィールド
を細分化して得られる複数の画素からなる小領域、例えば水平方向８画素×垂直方向８画
素でなる矩形状のブロック単位で積分することにより、小領域単位のフィールド間差分値
を生成し、フィールド間比較器８０ｊに出力している。
【００６１】
　このフィールド間比較器８０ｊは、小領域内積分回路８０ｉから供給される小領域単位
のフィールド間差分値を、設定端子８０ｋに予め設定されているしきい値Ｅ１とそれぞれ
比較することにより、小領域毎に動画であるか否かを判別し、小領域が動画であると判別
される毎に、動画判別信号を画面内カウンタ８０ｌに出力している。
【００６２】
　この画面内カウンタ８０ｌは、フィールド間比較器８０ｊから供給される動画判別信号
をカウントすることにより、フィールド間で動画と判別された小領域の数、つまり、フィ
ールド間動ブロック数を算出し、フィールド間動ブロック数比較器８０ｍ及びしきい値補
正回路８０ｎにそれぞれ出力している。
【００６３】
　この場合、しきい値補正回路８０ｎは、通常、設定端子８０ｏに予め設定されている基
準しきい値Ｅ２をフィールド間動ブロック数比較器８０ｍに出力しており、フィールド間
動ブロック数比較器８０ｍでは、画面内カウンタ８０ｌから供給されたフィールド間動ブ
ロック数を、基準しきい値Ｅ２と比較することによりフィールド間動き判定を行ない、そ
の判定結果をパターン検出回路８０ｐに出力している。
【００６４】
　一方、上記フレーム間差分絶対値回路８０ｄは、入力された現フィールド信号Ｓ１と２
フィールド遅延信号Ｓ３との間の差分絶対値を算出している。この差分絶対値は、現フィ
ールド信号Ｓ１と２フィールド遅延信号Ｓ３との間の相関、つまり、フレーム間相関を求
めるために使用されるもので、小領域内積分回路８０ｑに供給されている。
【００６５】
　この小領域内積分回路８０ｑは、入力されたフレーム間の差分絶対値を、フレームを細
分化して得られる複数の画素からなる小領域、例えば水平方向８画素×垂直方向８画素で
なる矩形状のブロック単位で積分することにより、小領域単位のフレーム間差分値を生成
し、フレーム間比較器８０ｒに出力している。
【００６６】
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　このフレーム間比較器８０ｒは、小領域内積分回路８０ｑから供給される小領域単位の
フレーム間差分値を、設定端子８０ｓに予め設定されているしきい値Ｅ３とそれぞれ比較
することにより、小領域毎に動画であるか否かを判別し、小領域が動画であると判別され
る毎に、動画判別信号を画面内カウンタ８０ｔに出力している。
【００６７】
　この画面内カウンタ８０ｔは、フレーム間比較器８０ｒから供給される動画判別信号を
カウントすることにより、フレーム間で動画と判別された小領域の数、つまり、フレーム
間動ブロック数を算出し、フレーム間動ブロック数比較器８０ｕ及び上記しきい値補正回
路８０ｎにそれぞれ出力している。
【００６８】
　このフレーム間動ブロック数比較器８０ｕでは、画面内カウンタ８０ｔから供給された
フレーム間動ブロック数を、設定端子８０ｖに予め設定されているしきい値Ｅ４と比較す
ることによりフレーム間動き判定を行ない、その判定結果をパターン検出回路８０ｗに出
力している。
【００６９】
　ここで、図５（ａ）は、時間的に連続して得られる映画フィルムの各コマＺ，Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ，……を示し、図５（ｂ）は、その映画フィルムの各コマＺ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，…
…の映像を、２－３プルダウン方式を用いて飛び越し走査方式の映像信号に変換した一例
を示している。
【００７０】
　すなわち、今、コマＡに着目すると、コマＡの映像はトップフィールドＡｔとボトムフ
ィールドＡｂとの２つのフィールドに分けられており、次のコマＢの映像はトップフィー
ルドＢｔとボトムフィールドＢｂとトップフィールドＢｔとの３つのフィールドに分けら
れている。
【００７１】
　つまり、トップフィールドとボトムフィールドとが交互に出現されるように、時間的に
連続する映画フィルムの複数のコマを、交互に２つのフィールドと３つのフィールドとに
分けるようにしている。
【００７２】
　このような２－３プルダウン信号において、そのフィールド間動き判定について説明す
ると、トップフィールドＡｔとその前のボトムフィールドＺｂとの間ではコマが異なるた
め動判定となり、トップフィールドＡｔとその後のボトムフィールドＡｂとの間ではコマ
が同じであるため静判定となり、ボトムフィールドＡｂとその後のトップフィールドＢｔ
との間ではコマが異なるため動判定となり、トップフィールドＢｔとその後のボトムフィ
ールドＢｂとの間ではコマが同じであるため静判定となり、ボトムフィールドＢｂとその
後のトップフィールドＢｔとの間ではコマが同じであるため静判定となり、以下、この５
種類の判定結果が繰り返されることになる。
【００７３】
　つまり、２－３プルダウン信号においては、そのフィールド間動き判定結果が、「動」
、「静」、「動」、「静」、「静」の順序で繰り返されるパターンとなる。このため、上
記パターン検出回路８０ｐは、フィールド間動ブロック数比較器８０ｍで判定されたフィ
ールド間動き判定結果が、上記のパターンに一致したとき、入力映像信号がプルダウン信
号であるとの検出結果を、上記しきい値補正回路８０ｎ及び画面単位プルダウン信号判定
回路８０ｘにそれぞれ出力している。
【００７４】
　また、２－３プルダウン信号において、そのフレーム間動き判定について説明すると、
トップフィールドＡｔとその２フィールド前のトップフィールドＺｔとの間ではコマが異
なるため動判定となり、トップフィールドＡｔの次のボトムフィールドＡｂとその２フィ
ールド前のボトムフィールドＺｂとの間ではコマが異なるため動判定となり、ボトムフィ
ールドＡｂの次のトップフィールドＢｔとその２フィールド前のトップフィールドＡｔと
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の間ではコマが異なるため動判定となり、トップフィールドＢｔの次のボトムフィールド
Ｂｂとその２フィールド前のボトムフィールドＡｂとの間ではコマが異なるため動判定と
なり、ボトムフィールドＢｂの次のトップフィールドＢｔとその２フィールド前のトップ
フィールドＢｔとの間ではコマが同じであるため静判定となり、以下、この５種類の判定
結果が繰り返されることになる。
【００７５】
　すなわち、２－３プルダウン信号においては、そのフレーム間動き判定結果が、「動」
、「動」、「動」、「動」、「静」の順序で繰り返されるパターンとなる。このため、上
記パターン検出回路８０ｗは、フレーム間動ブロック数比較器８０ｕで判定されたフレー
ム間動き判定結果が、上記のパターンに一致したとき、入力映像信号がプルダウン信号で
あるとの検出結果を、上記しきい値補正回路８０ｎ及び画面単位プルダウン信号判定回路
８０ｘにそれぞれ出力している。
【００７６】
　そして、上記画面単位プルダウン信号判定回路８０ｘは、２つのパターン検出回路８０
ｐ及び８０ｗから、入力映像信号がプルダウン信号であるとの検出結果が共に得られたと
き、入力映像信号がプルダウン信号であると判定して、プルダウン信号検出信号Ｋ１を出
力端子８０ｙを介して上記第２のセレクタ８４に出力するとともに、ペアフィールド選択
信号Ｋ２を出力端子８０ｚを介して上記第１のセレクタ８２に出力する。
【００７７】
　図６は、上記フィールド間動ブロック数比較器８０ｍによるフィールド間動き判定動作
を説明している。すなわち、フィールド間動ブロック数比較器８０ｍでは、画面内カウン
タ８０ｌから供給されたフィールド間動ブロック数ｍ０～ｍ９を基準しきい値Ｅ２とそれ
ぞれ比較し、基準しきい値Ｅ２を超えた場合にフィールド間動き判定結果を動判定として
いる。
【００７８】
　そして、図６では、フィールド間動ブロック数ｍ０，ｍ１，ｍ２，ｍ３，ｍ４が、それ
ぞれ「動」、「静」、「動」、「静」、「静」と判定され、その順序で判定結果が繰り返
されるパターンとなっているので、上記フィールド間動ブロック数比較器８０ｍは、入力
映像信号をプルダウン信号であると判定する。
【００７９】
　図７は、上記フレーム間動ブロック数比較器８０ｕによるフレーム間動き判定動作を説
明している。すなわち、フレーム間動ブロック数比較器８０ｕでは、画面内カウンタ８０
ｔから供給されたフレーム間動ブロック数ｎ０～ｎ９をしきい値Ｅ４とそれぞれ比較し、
しきい値Ｅ４を超えた場合にフレーム間動き判定結果を動判定としている。
【００８０】
　そして、図７では、フレーム間動ブロック数ｎ０，ｎ１，ｎ２，ｎ３，ｎ４が、それぞ
れ「動」、「動」、「動」、「動」、「静」と判定され、その順序で判定結果が繰り返さ
れるパターンとなっているので、上記フレーム間動ブロック数比較器８０ｕは、入力映像
信号をプルダウン信号であると判定する。
【００８１】
　ところで、入力映像信号が飛び越し走査方式（インターレース信号）の場合、トップフ
ィールドとボトムフィールドとでは垂直位相にずれが生じている。このため、完全に静止
しているシーンであっても、トップフィールドとボトムフィールドとの間には微妙な差異
が生じることになる。
【００８２】
　例えば、図８（ａ）に示す映画フィルムの１コマのように、垂直方向に高周波成分（以
下、垂直高周波成分）が多く含まれている映像ほど、プルダウン後のトップフィールドで
は、図８（ｂ）に示すように輝度が低く（または高く）、ボトムフィールドでは、図８（
ｃ）に示すように輝度が高く（または低く）なる。
【００８３】
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　このため、トップフィールドとボトムフィールドとの差異は大きくなり、その影響は顕
著に現れる。すなわち、フィールド間の差分値の大きさから動き判定を行なって、フィー
ルド間動き判定を行なう場合、上記のようにフィールド間の垂直位相のずれによりフィー
ルド間に差異が生じるため、正しい動き判定が行なわれなくなる場合がある。
【００８４】
　つまり、垂直高周波成分が多いシーンでは、図９に実線で示すように、例え静止してい
るシーンであっても、フィールド間動ブロック数ｍ’０，m’１，m’２，……は、本来の
点線で示す値ｍ０，ｍ１，ｍ２，……よりも、垂直高周波成分による差分値αの分だけ大
きく見積もられてしまい、基準しきい値Ｅ２を超えてしまうため、フィールド間では常に
動判定と誤った判定がなされることになる。
【００８５】
　この場合、例えフレーム間動き判定によりプルダウン信号であると判定されていたとし
ても、フィールド間動き判定結果がプルダウンパターンに一致しないため、最終的にプル
ダウン信号とは判定されないことになる。
【００８６】
　しかしながら、垂直高周波成分が含まれているシーンであっても、プルダウン信号であ
る場合は、動判定されるべきフィールド間動ブロック数m’０，m’２，m’５，……と、
静判定されるべきフィールド間動ブロック数m’１，m’３，m’４，……との間には、動
き成分によって生じる差分値が存在している。
【００８７】
　そこで、この実施の形態では、上記しきい値補正回路８０ｎを設けることにより、フレ
ーム間動き判定結果がプルダウン信号である場合、フィールド間動き判定の基準しきい値
Ｅ２を、フィールド間の垂直位相のずれによるフィールド間の差分を補正するような、他
のしきい値Ｅ２’に変更することによって、垂直高周波成分の影響を除去したプルダウン
検出を行なえるようにしている。
【００８８】
　以下に、しきい値補正回路８０ｎがフィールド間動き判定を行なうための基準しきい値
Ｅ２を変更させる各種の例について説明する。
【００８９】
　（１）　まず、図９において、本来静判定とされるべきフィールド間動ブロック数m’
１，m’３，m’４，……は、フィールド間の垂直高周波成分の影響により基準しきい値Ｅ
２を超えたものと考えられるため、静判定されるべきフィールド間動ブロック数m’１，m
’３，m’４，……の１フィールド、または、複数フィールドの平均値に、任意の係数ｋ
を乗算して基準しきい値Ｅ２に加算したもの、つまり、
　Ｅ２’＝Ｅ２+ｋ×（m’１＋m’３＋m’４＋……）／平均フィールド数
を新たなしきい値Ｅ２’とする。
【００９０】
　（２）　また、プルダウンパターン上において、本来フレーム間動き判定結果と一致す
べきフィールド間動き判定結果が得られるフィールド間動ブロック数m’０，m’２，m’
５，……は、現フィールド信号Ｓ１と比較する１フィールド遅延信号Ｓ２及び２フィール
ド遅延信号Ｓ３が、同じ映画フィルタのコマから作成されたものとなっている。
【００９１】
　例えば、図５（ｂ）において、現フィールド信号Ｓ１がボトムフレームＣｂであるとす
ると、このボトムフレームＣｂと比較する１フィールド遅延信号Ｓ２はトップフィールド
Ｂｔであり、２フィールド遅延信号Ｓ３はボトムフィールドＢｂであって、どちらも同じ
映画フィルムのコマＢから作成されたフィールドである。
【００９２】
　このため、本来動き判定結果が一致すべきフィールド間動ブロック数m’０，m’２，m
’５，……とフレーム間動ブロック数ｎ０，ｎ２，ｎ５，……との差分値（m’０－ｎ０)
，（m’２－ｎ２），（m’５－ｎ５），……が、フィールド間の垂直高周波成分に起因し
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て生じるものと考えられる。
【００９３】
　したがって、その差分値（m’０－ｎ０)，（m’２－ｎ２），（m’５－ｎ５），……の
１フィールド、または、複数フィールド分の平均値に、任意の係数ｋを乗算して基準しき
い値Ｅ２に加算したもの、つまり、
　Ｅ２’＝Ｅ２+ｋ×｛（m’０－ｎ０)＋（m’２－ｎ２）＋……）｝／平均フィールド数
を新たなしきい値Ｅ２’とする。
【００９４】
　すなわち、上記（１）及び（２）で生成される新たなしきい値Ｅ２’は、フィールド間
動ブロック数と比較する基準しきい値Ｅ２に、フィールド間動ブロック数やフレーム間動
ブロック数等を用いて算出される補正値Ｈを加えて、
　Ｅ２’＝Ｅ２+Ｈ
のように算出される。
【００９５】
　（３）　図９において、本来動判定とされるべきフィールド間動ブロック数m’０，m’
２，m’５，……のうち、少なくとも１フィールドの動ブロック数の最大値Max（m’０，m
’２，m’５，……）と、本来静判定とされるべきフィールド間動ブロック数m’１，m’
３，m’４，……のうち、少なくとも１フィールドの動ブロック数の最小値Min（m’１，m
’３，m’４，……）との平均値に、任意の係数kを乗算したもの、つまり、
　Ｅ２’＝ｋ×｛Max（m’０，m’２，……）＋Min（m’１，m’３，……）｝／２
を新たなしきい値Ｅ２’とする。
【００９６】
　（４）　図９において、本来動判定とされるべきフィールド間動ブロック数m’０，m’
２，m’５，……のうち、少なくとも１フィールドの動ブロック数の最小値Min（m’０，m
’２，m’５，……）と、本来静判定とされるべきフィールド間動ブロック数m’１，m’
３，m’４，……のうち、少なくとも１フィールドの動ブロック数の最大値Max（m’１，m
’３，m’４，……）との平均値に、任意の係数kを乗算したもの、つまり、
　Ｅ２’＝ｋ×｛Min（m’０，m’２，……）＋Max（m’１，m’３，……）｝／２
を新たなしきい値Ｅ２’とする。
【００９７】
　（５）　図９において、本来動判定とされるべきフィールド間動ブロック数m’０，m’
２，m’５，……のうち、少なくとも１フィールドの動ブロック数の平均値Avr（m’０，m
’２，m’５，……）と、本来静判定とされるべきフィールド間動ブロック数m’１，m’
３，m’４，……のうち、少なくとも１フィールドの動ブロック数の平均値Avr（m’１，m
’３，m’４，……）との平均値に、任意の係数kを乗算したもの、つまり、
　Ｅ２’＝ｋ×｛Avr（m’０，m’２，……）＋Avr（m’１，m’３，……）｝／２
を新たなしきい値Ｅ２’とする。
【００９８】
　すなわち、上記した実施の形態によれば、フレーム間動き判定結果がプルダウン信号で
あることを示しているのに対し、映像に垂直高周波成分が大きいことによりフィールド間
動き判定結果がプルダウン信号であることを示していない場合、フィールド間動き判定を
行なうための基準しきい値Ｅ２を、フィールド間の垂直位相のずれによるフィールド間の
差分を補正するような、他のしきい値Ｅ２’に変更するようにしたので、垂直高周波成分
の影響を除去した正確なフィールド間動き判定を行なうことが可能となり、精度の高いプ
ルダウン検出を行なえるようになる。
【００９９】
　図１０は、上記しきい値補正回路８０ｎが行なう処理動作をまとめたフローチャートを
示している。すなわち、処理が開始（ステップＳ１）されると、しきい値補正回路８０ｎ
は、ステップＳ２で、上記パターン検出回路８０ｗの検出結果に基づいてフレーム間動き
判定結果がプルダウンパターンに一致しているか否かを判別する。
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【０１００】
　そして、フレーム間動き判定結果がプルダウンパターンに一致していると判断された場
合（ＹＥＳ）、しきい値補正回路８０ｎは、ステップＳ３で、上記パターン検出回路８０
ｐの検出結果に基づいてフィールド間動き判定結果がプルダウンパターンに一致している
か否かを判別する。
【０１０１】
　ここで、上記ステップＳ２でフレーム間動き判定結果がプルダウンパターンに一致して
いないと判断された場合（ＮＯ）、または、上記ステップＳ３でフィールド間動き判定結
果がプルダウンパターンに一致していると判断された場合（ＹＥＳ）、しきい値補正回路
８０ｎは、基準しきい値Ｅ２を出力して処理を終了（ステップＳ５）する。
【０１０２】
　また、上記ステップＳ３でフィールド間動き判定結果がプルダウンパターンに一致して
いないと判断された場合（ＮＯ）、しきい値補正回路８０ｎは、ステップＳ４で、上記し
た（１）乃至（５）のいずれかの手法を用いて新たなしきい値Ｅ２’を生成して処理を終
了（ステップＳ５）する。
【０１０３】
　ここにおいて、上記した実施の形態では、主として２－３プルダウン信号を検出するこ
とについて説明したが、２－２プルダウン信号に対しても、フレーム間動き判定結果とフ
ィールド間動き判定結果とにそれぞれ特有なプルダウンパターンが存在する。このため、
そのプルダウンパターンの検出結果に基づいて、上記のようにフィールド間動き判定用の
基準しきい値Ｅ２を変更すれば、正確なプルダウン信号の検出を行なうことができる。
【０１０４】
　なお、この発明は上記した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階で
はその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を種々変形して具体化することができる。また、
上記した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることにより、
種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素から幾つ
かの構成要素を削除しても良いものである。さらに、異なる実施の形態に係る構成要素を
適宜組み合わせても良いものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】この発明の実施の形態を示すもので、デジタルテレビジョン放送受信装置とそれ
を中心としたネットワークシステムの一例とを概略的に説明するために示す図。
【図２】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置の主要な信号処理系を
説明するために示すブロック構成図。
【図３】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置の信号処理部に含まれ
る順次走査変換部を説明するために示すブロック構成図。
【図４】同実施の形態における順次走査変換部に含まれるプルダウン信号検出回路の詳細
を説明するために示すブロック構成図。
【図５】同実施の形態における２－３プルダウン信号のフィールド間及びフレーム間動き
判定結果の各パターンを説明するために示す図。
【図６】同実施の形態におけるプルダウン信号検出回路のフィールド間動ブロック数比較
器によるフィールド間動き判定動作を説明するために示す図。
【図７】同実施の形態におけるプルダウン信号検出回路のフレーム間動ブロック数比較器
によるフレーム間動き判定動作を説明するために示す図。
【図８】垂直高周波成分が多く含まれる映像ほどプルダウン後のトップフィールドとボト
ムフィールドとの差異が大きくなることを説明するために示す図。
【図９】同実施の形態におけるプルダウン信号検出回路のしきい値補正回路によるフィー
ルド間動き判定用のしきい値の変更を説明するために示す図。
【図１０】同実施の形態におけるしきい値補正回路が行なう処理動作を説明するために示
すフローチャート。
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【符号の説明】
【０１０６】
　１１…デジタルテレビジョン放送受信装置、１２…キャビネット、１３…支持台、１４
…映像表示器、１５…スピーカ、１６…操作部、１７…リモートコントローラ、１８…受
光部、１９…第１のメモリカード、２０…第２のメモリカード、２１…第１のＬＡＮ端子
、２２…第２のＬＡＮ端子、２３…ＵＳＢ端子、２４…ＩＥＥＥ１３９４端子、２５…Ｈ
ＤＤ、２６…ハブ、２７…ＨＤＤ、２８…ＰＣ、２９…ＤＶＤレコーダ、３０…アナログ
伝送路、３１…ブロードバンドルータ、３２…ネットワーク、３３…ＰＣ、３４…携帯電
話、３５…ハブ、３６…携帯電話、３７…デジタルカメラ、３８…カードリーダ／ライタ
、３９…ＨＤＤ、４０…キーボード、４１…ＡＶ－ＨＤＤ、４２…Ｄ－ＶＨＳ、４３…ア
ンテナ、４４…入力端子、４５…チューナ、４６…ＰＳＫ復調器、４７…ＴＳ復号器、４
８…信号処理部、４９…アンテナ、５０…入力端子、５１…チューナ、５２…ＯＦＤＭ復
調器、５３…ＴＳ復号器、５４…チューナ、５５…アナログ復調器、５６…グラフィック
処理部、５７…オーディオ処理部、５８ａ～５８ｄ…入力端子、５９…ＯＳＤ信号生成部
、６０…映像処理部、６１，６２…出力端子、６３…制御部、６４…ＣＰＵ、６５…ＲＯ
Ｍ、６６…ＲＡＭ、６７…不揮発性メモリ、６８…カードＩ／Ｆ、６９…カードホルダ、
７０…カードＩ／Ｆ、７１…カードホルダ、７２，７３…通信Ｉ／Ｆ、７４…ＵＳＢ Ｉ
／Ｆ、７５…ＩＥＥＥ１３９４ Ｉ／Ｆ、７６…順次走査変換部、７７…入力端子、７８
…第１のフィールド遅延回路、７９…第２のフィールド遅延回路、８０…プルダウン信号
検出回路、８０ａ…入力端子、８０ｂ…垂直ＬＰＦ、８０ｃ…フィールド間差分絶対値回
路、８０ｄ…フレーム間差分絶対値回路、８０ｅ…入力端子、８０ｆ…垂直ＬＰＦ、８０
ｇ…入力端子、８０ｈ…垂直ＬＰＦ、８０ｉ…小領域内積分回路、８０ｊ…フィールド間
比較器、８０ｋ…設定端子、８０ｌ…画面内カウンタ、８０ｍ…フィールド間動ブロック
数比較器、８０ｎ…しきい値補正回路、８０ｏ…設定端子、８０ｐ…パターン検出回路、
８０ｑ…小領域内積分回路、８０ｒ…フレーム間比較器、８０ｓ…設定端子、８０ｔ…画
面内カウンタ、８０ｕ…フレーム間動ブロック数比較器、８０ｖ…設定端子、８０ｗ…パ
ターン検出回路、８０ｘ…画面単位プルダウン信号生成回路、８０ｙ…出力端子、８０ｚ
…出力端子、８１…動き適応補間信号生成回路、８２…第１のセレクタ、８３…順次走査
変換回路、８４…第２のセレクタ、８５…出力端子。
【要約】
【課題】この発明は、入力映像信号がプルダウン信号であるか否かを精度良く検出するこ
とができ、ひいては、順次走査変換処理等に使用して画質の向上に寄与し、十分に実用に
好適するプルダウン信号検出装置及びプルダウン信号検出方法、順次走査変換装置を提供
することを目的としている。
【解決手段】フィールド間動き判定手段（８０ｍ）及びフレーム間動き判定手段（８０ｕ
）の各判定結果に基づいて、入力映像信号がプルダウン信号であるか否かを判定する判定
手段（８０ｘ）と、フレーム間動き判定結果がプルダウンパターンに一致するとともに、
フィールド間動き判定結果がプルダウンパターンに一致していないとき、フィールド間の
垂直位相のずれによるフィールド間の差分を補正する方向に、フィールド間動き判定のた
めの基準しきい値（Ｅ２）を変更するしきい値補正手段（８０ｎ）とを備える。
【選択図】　　図４
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