
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１以上のビデオ源をディスプレイに同期させる方法であって、
周波数及び位相を有するクロックを発生し、
前記ビデオ源の各々を１以上のメモリ装置を介してバッファリングし、
前記ビデオ源の１つを一次源として選択し、
前記クロックの周波数を前記一次源に従って調整し、
前記ディスプレイを前記クロックの周波数と該クロックの位相とに同期させ、
前記ビデオ源の各々を、前記クロックの周波数及び前記クロックの位相に従って前期メモ
リ装置から抽出する、
ような各過程を有している方法において、
前記クロックの周波数を調整する過程が、前記クロックの周波数及び前記クロックの位相
のいずれにも識別可能な不連続が導入されないような態様で実行されることを特徴とする
方法。
【請求項２】
１以上のビデオ源をディスプレイに同期させる装置であって、
周波数及び位相を有するクロックを発生する手段と、
前記ビデオ源の各々を１以上のメモリ装置を介してバッファリングする手段と、
前記ビデオ源の１つを一次源として選択する手段と、
前記クロックの周波数を前記一次源に従って調整する手段と、
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前記ディスプレイを前記クロックの周波数と該クロックの位相とに同期させる手段と、
前記ビデオ源の各々を、前記クロックの周波数及び前記クロックの位相に従って前期メモ
リ装置から抽出する手段と、
を有している装置において、
前記クロックの周波数を調整する手段が、前記クロックの周波数及び前記クロックの位相
のいずれにも識別可能な不連続を生じさせないことを特徴とする装置。
【請求項３】
請求項２に記載の装置において、前記クロックの周波数を調整する手段がフェーズロック
ループ装置を有していることを特徴とする装置。
【請求項４】
請求項３に記載の装置において、前記フェーズロックループ装置が数秒程度の応答時間を
有していることを特徴とする装置。
【請求項５】
１以上のビデオ源をディスプレイに同期させる装置であって、前記ビデオ源の各々は対応
するビデオ源フレームレートを有し、前記ディスプレイがビデオディスプレイレートとビ
デオディスプレイ位相とを有するような装置において、
前記ビデオ源の各々に対応するバッファと、
前記ビデオ源のうちの１つを一次信号として選択する手段と、該一次信号に従ってディス
プレイ同期信号とメモリ同期信号とを発生する手段とを有し、前記ディスプレイ同期信号
が前記ビデオディスプレイレートを制御するようなシンク制御部と、
前記バッファの各々に関連させられると共に、対応するビデオ源を対応するバッファに対
応するビデオ源フレームレートに従って書き込む手段と、対応するバッファを前記メモリ
同期信号に従って読み出すことによりバッファされたビデオ信号を形成する手段とを有す
るメモリ制御部と、
前記バッファされたビデオ信号の各々を組み合わせて、前記ビデオディスプレイレートに
等しい複合フレームレートと前記ビデオディスプレイ位相に等しい複合ビデオ位相とを有
する複合ビデオ信号を形成するミキサと、
を有するような装置において、
前記同期信号発生手段が、前記ビデオディスプレイレート、前記ビデオディスプレイ位相
、前記複合ビデオレート及び前記複合ビデオ位相のいずれにも急激な変化を導入しないよ
うに前記一次信号に対して徐々に反応することを特徴とする装置。
【請求項６】
請求項５に記載の装置において、前記同期信号発生手段がフェーズロックループを有しい
ることを特徴とする装置。
【請求項７】
請求項６に記載の装置において、前記フェーズロックループが１秒より長い応答時間特性
を有することを特徴とする装置。
【請求項８】
請求項２に記載の装置において、前記ビデオ源の少なくとも１つが圧縮されたビデオ画像
を含むことを特徴とする装置。
【請求項９】
請求項５に記載の装置において、前記ビデオ源の少なくとも１つが一定でないビデオ源フ
レームレートを有していることを特徴とする装置。
【請求項１０】
請求項１に記載の方法において、前記ビデオ源を選択して前記一次源を形成する過程が、
前記ビデオ源の各々の内容に依存することを特徴とする方法。
【請求項１１】
請求項２に記載の装置において、前記ビデオ源の１以上がビデオ画像の順次のフレームを
有し、前記ビデオ源の１つを前記一次源として選択する手段が前記ビデオ画像の順次のフ
レームにおける変化を評価する手段を有していることを特徴とする装置。
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【請求項１２】
請求項５に記載の装置において、前記ビデオ源の１以上が順次のビデオ画像を表す信号を
有し、前記ビデオ源の１つを前記一次源として選択する手段が前記順次のビデオ画像にお
ける変化を評価する手段を有していることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】

本発明は、特にテレビジョン又はコンピュータディスプレイのようなビデオディスプレイ
に対する代わりの情報源の同期に関するものである。表示装置は、種々のビデオフォーマ
ットを表示することができると共に、複数のビデオ画像を同時に表示することができなけ
ればならない。低速で変化可能な周波数及び位相を持つフェーズロックループの利用が、
異なる及び同時的なビデオ画像の表示装置に対する同期にとり効果的であることが示され
る。

ビデオ情報源は、ＮＴＳＣ及びＰＡＬ等の通常のテレビジョン信号、ＡＴＶ及びＨＤＴＶ
等の先進デジタルテレビジョン、コンピュータグラフィックス及び動画並びにその他のも
のを含む。これら情報源の各々は、毎秒当たり表示されるべきフレーム数等の異なる特性
を有している。これらフォーマットの各々に適合するよう設計された表示装置は、当該デ
ィスプレイを情報源信号に同期させるために典型的にはフェズロックループ等の何らかの
手段を含んでいる。効果的なものとするため、この同期化は情報源信号の２つの面、即ち
該信号の周波数及び位相、に取り組む必要がある。周波数は適切な表示レートを維持する
ために同期されねばならない。位相は、情報源画像と表示された画像との間の適切な一致
を保証するために、即ち、例えば各情報源場面の頂部が表示装置の頂部に、又は全表示装
置領域内の該当する表示領域の頂部に表示されるのを保証するために、同期されねばなら
ない。
特定の規格に準拠する情報源からの２つの信号は同一の公称周波数を有するものと期待さ
れるが、位相に関しては、これら信号はよく互いに非同期状態である得る。このように、
ディスプレイが第１情報源に同期していても、該ディスプレイが必ずしも第２情報源に同
期しているとは限らない。第２情報源のディスプレイへの同期は、典型的には、第２情報
源を遅延又はバッファリングすることにより如何なる位相差も補償するようにして達成さ
れる。代わりの情報源間の非同期的位相の効果は、信号源が変更され、表示回路が新たな
情報源にディスプレイを同期させようとする場合に明らかとなる。この再同期は、例えば
、視聴者が通常のテレビジョン受像機のチャンネルを変える場合の信号の一時的損失、即
ち画像の“跳び”の原因となる。殆どの視聴者はチャンネル切り替えの際のこの乱れには
慣れてしまっているかもしれないが、この乱れは、より目立たないチャンネル切り替えに
とっては特に難題である。例えば、ピクチャインピクチャ（ＰＩＰ）を持つテレビジョン
の視聴者が、ＰＩＰを主画像として表示するよう選択する場合を想定する。該視聴者にと
って、これは単なる拡大であるが、実際は、これはチャンネルの切り替えと同様である。
何故なら、ＰＩＰテレビジョンにおいてはディスプレイは主画像の情報源に同期されてい
るからである。視聴者がＰＩＰ画像を主画像として選択すると、ディスプレイは、この新
たな情報源信号に再同期されねばならず、それには、位相の急激な変化に起因する対応す
る信号の一時的損失、即ち画像の跳びが伴う。異なる規格に準拠する情報源からの２つの
信号は、周波数及び位相の両方において相異すると予測される。表示装置は各々に適合し
なければならず、且つ、両方が同時に視聴できるようにしなければならない。上記ＰＩＰ
法の場合、形成される副画像は、主画像に対して周波数及び位相の両方が同期されねばな
らない。典型的には、これはディスプレイに対して受信された副画像のレート及び位相を
調整するためのメモリ、即ちバッファを設けることにより達成される。バッファには受信
されたままに書き込まれ、該バッファ中の情報はディスプレイに同期させて取り出される
。ディスプレイの周波数（読み出しクロック）が情報源周波数（書き込みクロック）より
も高い場合は、該バッファは書き込まれるよりも高速で読み出されるであろう。或る時点
では、表示すべき新たなデータが無くなるであろう。典型的には、当該システムは以前の
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画像を再表示するように設計され、この結果、表示される動きに周期的な停滞が生じる。
ディスプレイ周波数が情報源周波数よりも低い場合は、バッファは表示されるよりも高速
で書き込まれるであろう。有限のバッファ容量を仮定すると、最終的に該バッファは満杯
になる。典型的には、当該システムは表示用画像を周期的にスキップするように設計され
、結果として、表示される動きに周期的な跳びが生じる。例えば、情報源周波数が７０Ｈ
ｚであり、ディスプレイ周波数が６０Ｈｚであったとすると、当該システムは、情報源の
レートとディスプレイのレートとを等しくするために７フレーム毎の表示をスキップする
必要がある。このフレームの繰り返しのスキップ又は繰り返しは、通常、“ジャダ（ judd
er）”と言われている。
上述したように、殆どのシステムは、ディスプレイ周波数及び位相を一次ビデオ画像の情
報源の周波数及び位相に合致させるように設計されている。このようにして、該一次画像
はディスプレイレートと一次画像のフレームレートとの間の差に起因するジャダから免れ
る。このように、一次信号の信号源が変更された場合は、ディスプレイは新たな信号源に
再同期されねばならない。
信号源の変更に即座に適合することができるような表示装置が期待されるかもしれない。
ＰＩＰテレビジョンの場合は、当該回路が変更された周波数又は位相に再同期する際に、
目立つほどの期間にわたり信号が失われるのは許容することができない。このように、殆
どのテレビジョン及び他のモニタは、典型的には米国特許第５４７３３８５号に述べられ
ているような変更された信号に即座にロックすることができるフェーズロックループ（Ｐ
ＬＬ）の使用により、変更された信号源に即座に再同期させる手段を使用している。従来
は、高速ＰＬＬを使用しない場合は、テレビジョンのチャンネルの変更の結果、位相及び
周波数の再同期が確立するまで“横揺れ（ rolling）”及び“ちぎれ（ tearing）”のよう
な可視乱れが新たな画像に生じた。逆に、高速ＰＬＬを使用すると、当該回路の変更され
たビデオ信号源に対する高速反応の自然な結果として、ビデオ画像の一時的な、しかし極
めて目立つ、損失及び跳びが生じる。上記３８５特許に述べられているように“電源オン
及びチャンネル切り替えの際の短い乱れは視聴者が予測しているので、罹る障害は問題が
ない”。
視聴者がはっきりとチャンネルを変更又はＰＩＰを拡大しなくても、ビデオ画像の情報源
の切り替えはますます普通になってきている。新たに適用されたＡＴＶ（通常のＴＶ及び
ＨＤＴＶを含む先進テレビジョン）規格の下では、サービスの提供者は、例えば、特定の
視聴領域を特に目標とするコマーシャルを“繋ぎ合わせる（ splice）”能力を持つであろ
う。このように、単一テレビジョンチャンネル上のビデオ画像の“情報源”は、実際は、
各々が独自の周波数及び位相にある複数の情報源の合成であり得る。上記規格は“繋ぎ目
無しの繋ぎ合わせ”規定を有してはいるが、劣る繋ぎ合わせは典型的にはチャンネルの変
更に伴うような跳びを生じさせる結果となる。
更に問題となるのは、或る“ディスプレイ”は高速再同期を妨げる慣性素子を有している
ことである。或る投影式表示システムは、ヨーロッパ特許出願公開第 EP 0710016-A2号に
提示されているようなカラー復号処理と同期して回転するカラーホイール（ color wheels
）を組み込んでいる。白色光が該ホイールの一部に対し及び該部分を介して投射され、当
該特定の時間に投影されるべき色に同期される。ビデオ源の変更は、新たなビデオ源への
再同期を必要とする。この再同期の期間内に、新たなビデオ源を回転するホイールに即座
に同期させるような手段が設けられていない限り、不適切な色が表示されてしまう。従来
は、このことは一定の回転速度を維持し、一定の表示レートに関して上述したようにビデ
オ源をバッファリングすることにより達成されている。しかしながら、この一定の表示レ
ートによる解決策は、ビデオ源のレートが異なる場合又は上記ＡＴＶ合成信号が不適切に
繋ぎ合わされている場合に、上述したような欠点を有する。上記ヨーロッパ０１６特許出
願公開公報に述べられているように、この一定な表示レートは、ユーザにより選択可能で
あるか、又は一次ビデオ源のフォーマットについての知識から導出することができる。新
たな表示レートの上記選択は、新たな画像源の選択に関して上述したような可視アーチフ
ァクトを生じさせる。
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コンピュータディスプレイも複数の信号源との同期を必要とする。米国特許第５１５５５
９５号に典型的に示されているように、ＰＩＰテレビジョンと同様に、コンピュータ画面
上で或るビデオ画像を他のビデオ画像中に配置するのは普通である。米国特許第５１５５
５９５号では、小さな画像の水平同期周波数を大きな画像のものに同期させるクロックを
合成するためにフェーズロックループが使用されている。また、別のフェーズロックルー
プ回路が垂直同期周波数を同期させるために使用されている。
大きい方の画像の情報源が周波数を変化させると、当該システムが同期を再確立するまで
表示動作は一次停止する。垂直信号の同期が外れると、大きい方及び小さい方の画像の両
垂直ライン制御を再初期化すべくリセット信号が実行され、これにより垂直方向の再同期
が強制される。垂直同期信号より大幅に速い水平同期信号が同期を確立するために使用さ
れるので、罹る同期は即座に達成され、画面が凍結される時間が最小化される。一旦水平
同期が確立されると、垂直同期を再確立するのに要する時間を最小化するために、リセッ
ト信号が使用される。即ち、典型的なコンピュータディスプレイ上の画像の情報源の変更
は、結果として、同期が再確立されるまでの一時的な画像の“凍結”を生じさせ、これに
は再同期状態までの画像の跳びが後続する。この現象はテキストやグラフィックスにとっ
ては許容できるものであるが、完全動画ビデオ及びマルチメディア用途には許容できない
場合が多い。

本発明の目的は、画像の情報源の変更に応答して、ビデオ画像の損失又は跳びを生じさせ
ることなく、ビデオ画像を即座に表示させるような手段を提供することにある。低速で変
化し得る周波数及び位相を伴うＰＬＬの使用、及び適切なメモリ管理により、画像間の繋
ぎ目のない遷移がなされるようになる。
緩やかに変化し得るＰＬＬを使用することにより、ディスプレイ同期信号（以下、“ディ
スプレイシンク”という）の周波数及び位相は、他の情報源への移行後比較的一定に保持
される。このようにして、一定なディスプレイ周波数の利点が実現される。ＰＬＬの動作
を介して、ディスプレイの周波数及び位相を徐々に変化させるようにすることにより、Ｐ
ＬＬが一旦新たな周波数及び位相を達成すると、一定なディスプレイ周波数の欠点が除去
される。

第１図は、従来のピクチャインピクチャ（ＰＩＰ）表示システムを示す。
第２図は、本発明によるピクチャインピクチャ（ＰＩＰ）表示システムを示す。
第３図は、本発明によるフェーズロックループを示す。
第４図は、本発明による多入力ビデオシステムを示す。

第１図は、ピクチャインピクチャ（ＰＩＰ）機能を備えるテレビジョンとして典型化され
るような、２つの情報源からの画像の表示を可能にする表示システムを示している。第１
図に示すように、典型的なＰＩＰディスプレイ 100は大きな画像 100aを含み、この大きな
画像内には小さな画像 100bが現れる。他の例として、二重表示システムが、上記２つの画
像を並べて又は何らかの他の複合態様で表示するようにしてもよい。本明細書による開示
の目的で、これら画像のうちの第１図の大きい方の画像 100aに対応する一方の画像を“一
次”画像又は“ＰＩＰを含む”画像と称し、他方の画像を“二次”画像、“ＰＩＰに含ま
れる”画像、又は単に“ＰＩＰ”画像と称する。第１図において、２つのチャンネル入力
はＩＮ－Ａ 161及びＩＮ－Ｂ 162であり、これら入力は、典型的なシステムにおいては、２
つのテレビジョンチャンネルチューナ（図示略）から導出されたものである。これらの信
号は、ビデオカメラ及びコンピュータ装置のような２つの独立したビデオ画像源から到来
したものであってもよい。ユーザは、上記２つの入力のうちの何れが一次チャンネル入力
であり、何れが二次であるかを選択する。例えばＰＩＰディスプレイ上では、この選択が
上記２つのチャンネルのうちの何れが他方に含まれるかを決定する。このようなシステム
は、上記画像の各々の大きさ及び各位置を決定し及び制御する手段（図示略）も含んでい
る。典型的なシステムは、これら画像をディスプレイ 100内の各画像位置の大きさに適合
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させるべくダウンサンプルする手段（図示略）も含むことができる。
上記２つのチャンネル入力 161、 162はスイッチ 110に対する入力であり、一次ビデオ信号 1
71及び二次ビデオ信号 172を形成する。どちらのチャンネル入力が一次ビデオ信号を形成
し、どちらが二次ビデオ信号を形成するかについてのユーザの選択は、スイッチ 110に対
するＡ－Ｂ選択信号 163により実行される。第１位置においては該スイッチはＩＮ－Ａ 161
を一次ビデオ信号 171に導く一方、ＩＮ－Ｂ 162を二次ビデオ信号 172に導き、他の位置で
は該スイッチはＩＮ－Ｂ 162を一次ビデオ信号 171に導く一方、ＩＮ－Ａ 161を二次ビデオ
信号 172に導く。前述したように、従来のＰＩＰシステムは、ビデオディスプレイを一次
として選択された入力チャンネルに同期させる。シンク制御ブロック 120は、ビデオディ
スプレイ 100に要する同期信号 102を一次ビデオ信号 171から導出する。同期信号 102は、典
型的には、水平、垂直及びカラー同期用の同期信号を有している。シンク制御ブロック 12
0はメモリ同期信号 166も導出し、該信号は、後述するように、二次ビデオ信号の表示を同
期させるために使用される。
ミキサブロック 150は複合ビデオ画像 101を形成するが、この画像はビデオディスプレイ上
に表示されるよう適切に配置された一次及び二次ビデオ信号の合成である。典型的には、
ビデオディスプレイは当該画像の各ラインを、次から次ぎへと、又はインターレースされ
ての何れかで順次表示するが、インターレースの場合は１つ置きのラインが上から下へと
表示され、次いで他の１つ置きのラインが上から下へと表示される。メモリ制御部 130、
ミキサ 150及びディスプレイ 100は、後述するように、協調して動作する。ミキサ 150は、
当該画像の表示されるべき適切な部分を、上記ディスプレイが該部分を必要とする時に供
給する。ミキサ 150は、当該ビデオディスプレイがＰＩＰ画像により重ねられる一次画像 1
00aの部分 100bを表示すべき時点毎に一次ビデオ信号 171をバッファされた二次ビデオ信号
173により置き換える。
上記二次画像を領域 100bに適切に提示するために、該二次画像は当該ディスプレイに同期
されねばならない。この同期はバッファ 140の使用により達成される。前述したように、
一次入力と二次入力とが同一の周波数である場合は、当該ディスプレイに対する二次入力
の位相同期が、二次ビデオ信号がミキサ 150に供給される時点を調整することにより達成
される。メモリコントローラ 130がこの調整を実施する。該メモリコントローラは二次ビ
デオ信号 172に同期された書き込み信号 176を導出する。この信号の導出に際して、上記メ
モリコントローラ装置は当該二次画像の各フレームの開始等の画像関連パラメータも決定
する。該メモリコントローラは、一次ビデオ信号 171から導出されたメモリ同期信号 166も
供給される。このメモリ同期信号は、各ラインの開始のような一次ビデオ画像の表示に関
係するパラメータを有している。上記メモリコントローラは読み出し信号 177も導出し、
該信号は一次ビデオ信号と同一の周波数であって、一次ビデオ画像の表示に対して適切な
時点で発生するよう同期されている。即ち、例えば二次画像が現れるべき一次画像の最初
のラインにおいて、読み出し信号 171が導出されて該二次画像の最初のラインを供給する
。このようにすることにより、二次ビデオ画像フレームの始めが、重ねられるＰＩＰ画像
領域 100bの頂部に現れる。
典型的には、二次画像 100bは一次画像 100aよりも大幅に小さい。そして、メモリコントロ
ーラ 130は該二次画像を、より小さな表示用画像に間引きする手段も有している。これは
、バッファ 140に数の少ないラインを記憶するように書き込み信号 176を制御することによ
り達成することができ、この場合、各ラインが元の二次画像ラインのサブサンプルとなる
。他の例として、全二次画像がバッファ 140に書き込まれるようにし、読み出し信号 177が
少ない数のラインをバッファ 140から読み出すように制御されるようにしてもよい。この
場合、各ラインはバッファされた二次画像ラインのサブサンプルとなる。二次画像をＰＩ
Ｐ表示用に同期させ及び間引きする他の手段は、従来からよく確立されており知られてい
る。
メモリコントローラ 130は、前記一次チャンネル入力と二次チャンネル入力との間の周波
数の差を補償する手段も有している。二次ビデオ信号 172が一次ビデオ信号 171よりも速い
フレームレートを有している場合は、二次ビデオ信号 172は、対応するバッファされた二
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次画像信号 173が読み出されるよりも高速でバッファ 140に書き込まれる。メモリコントロ
ーラ 130は読み出し信号 177を、バッファ 140が満杯になる毎に１フレームだけ先にスキッ
プするように適切に調節する。同様に、二次ビデオ信号 172が一次ビデオ信号 171より遅い
フレームレートを有している場合は、バッファ 140は書き込まれるよりも速く読み出され
る。この場合、該バッファが空に近づくと、メモリコントローラ 130は読み出し信号を１
フレームだけ後ろにスキップするように調整し、かくして以前に読み出されたフレームが
再び読み出される。前述したように、このフレームのスキップ及び繰り返しはＰＩＰ画像
中に可視妨害効果“ジャダ”を生じさせる。
ここで、チャンネル選択の変更を考えてみる。ユーザが一次信号と二次信号の選択をスイ
ッチ 110を介して変更したとすると、以前の二次ビデオ信号は一次ビデオ信号となり、或
いはその逆となる。この場合、シンク制御部 120は一次ビデオ信号 171として新たな入力を
有することになり、この新たなビデオ信号 171に同期した同期信号 102及び 166を発生する
。シンク制御部 120が、上記新たな一次ビデオ信号 171と同期のこれら同期信号を発生する
までは、一次及び二次ビデオ画像は前記ディスプレイとは非同期状態となる。ビデオディ
スプレイ上に認識可能な画像が生成されるまでの遅れを最小化するため、従来のＰＩＰ表
示システムはシンク制御部 120内で非常に高速な同期手段、典型的には非常に高速な応答
時間を持つフェーズロックループ（ＰＬＬ）、を使用している。この高速な応答はディス
プレイ周波数及び位相の急激な変化を生じさせ、画像の視覚上妨害的な跳びを生じさせる
。従来のＰＩＰ表示システムにおいては、メモリ制御部 130も、典型的にはリセット信号
等の使用による、バッファされた二次信号を即座に同期させる手段を含んでいる。
このように、従来のＰＩＰ表示システムは、ユーザが二次ＰＩＰチャンネルというよりは
むしろ一次チャンネルとして現れるチャンネルの選択を入れ替える度に、視覚的に妨害さ
れた画像を発生することが判る。また、表示される二次画像も、ユーザが一次チャンネル
入力を変更する毎に視覚的に妨害されることに注意されたい。上記の可視妨害効果を防止
するために、従来のテレビジョンシステムは一次入力の変更の間の遷移中に全画像をブラ
ンクする。即ち、画面は暗くなり、次いで、ディスプレイが新しい一次チャンネルに同期
すると明るくなる。好ましくは、もしユーザが一次チャンネルは変更しているが二次ＰＩ
Ｐチャンネルは変更しなかった場合は、ＰＩＰ画像を含む画面の部分 100bは当該ディスプ
レイに同期された状態で明るいままに残すべきである。このような好ましい動作的特徴は
第１図に示した従来のＰＩＰ表示システムでは可能ではない。何故なら、上記シンク制御
部がディスプレイ周波数及び位相の急激な変化をもたらすからである。
第２図は本発明によるＰＩＰディスプレイを示している。第２における各部のうち第１図
のものと同様のものには同一の符号を付してある。第１図とは対照的に、本発明によれば
、第２図の各入力チャンネルはメモリ制御部とバッファとを含んでいる。第１チャンネル
入力ＩＮ－Ａ 161は対応するメモリ制御部 130Aとバッファ 140Aとを有し、他方のチャンネ
ル入力ＩＮ－Ｂ 162は対応するメモリ制御部 130Bとバッファ 140Bとを有している。両チャ
ンネル入力 161及び 162はシンク制御部 220にも供給されている。シンク制御部 220はビデオ
ディスプレイ 100を同期させるためのディスプレイ同期信号 102、及びメモリ同期信号 266
を供給する。シンク制御部 220の動作は以下に説明するが、ここで重要な点は同期信号 226
が両メモリ制御部 130A及び 130Bに同時に供給されることである。メモリ同期信号 226はデ
ィスプレイ同期信号 102に同期されると共に、各表示フレームの開始等の適当な情報をメ
モリ制御部 130A及び 130Bの各々に伝達する。各メモリ制御部は、前述したように、各バッ
ファの読み出し動作をディスプレイの動作に合致させるべく同期させるように動作する。
読み出し信号ＲＡ 177A及びＲＢ 177Bは、書き込み信号 176A及び 176Bに対して時間的に、各
々、ずらされており、これによりディスプレイ同期信号 102と前記チャンネル入力の各々
との間の位相差を独立に補償する。メモリ制御部 130A及び 130Bは、ビデオディスプレイレ
ートとチャンネル入力ＩＮ－Ａ 161及びＩＮ－Ｂ 162の各々のフレームレートとの間の各周
波数差を補償するためにフレームをスキップし及び繰り返す手段を有している。読み出し
信号ＲＡ 177A及びＲＢ 117Bに応じて、バッファ 140A及び 140Bは適切なバッファされたビデ
オ画像信号 173A及び 173Bをミキサ 150に供給するよう動作する。ここで、バッファされた
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ビデオ信号 173A及び 173Bは共にメモり同期信号 266に、従ってディスプレイ同期信号 102に
同期されていることに注意されたい。
第１図の従来のＰＩＰ表示システムとは対照的に、上記のバッファされたビデオ信号自体
は何れも上記チャンネル入力の一方とは同期しておらず、従って一方のチャンネルの情報
源の変更は、他方の表示には影響しない。即ち、ＰＩＰを含む画像の情報源の変更は該新
情報源へのＰＩＰに含まれる画像の再同期を必要とせず、かくして、ＰＩＰに含まれる画
像はＰＩＰを含む画像が変更される際に連続的に表示され得る。更に、遷移期間を通して
同期信号 266が一定の周波数及び位相を維持する場合は、ＰＩＰに含まれる画像とＰＩＰ
を含む画像との間のチャンネルの入れ替えは再同期を必要としない。何故なら、両者とも
上記の一定な周波数及び位相に同期されているからである。
しかしながら、第１図におけるのと同様に、上記同期信号と何れかの入力チャンネルとの
間のフレームレートの差は、該入力チャンネルのメモリ制御部がフレームをスキップし又
は繰り返さなければならないという結果になり、これが該入力チャンネルに対応する画像
の可視妨害的なジャダを生じさせることになることに注意されたい。好ましくは、当該シ
ステムは少なくとも一方のチャンネル上のジャダを最小化するように設計すべきである。
例えば、第１図においてはディスプレイは選択された一次チャンネルに同期されており、
従って対応する一次画像はジャダを有さない。第２図において、同期信号 266がＩＮ－Ａ 1
61に同期しているとすると、ビデオディスプレイのＩＮ－Ａに対応する部分は、ＩＮ－Ａ
がＰＩＰに含まれる画像であるかＰＩＰを含む画像であるかに拘わらず、ジャダを有さな
い。
好ましくは、同期信号 266はユーザにとって最も目立つ画像の情報源に同期されるべきで
ある。典型的には、ＰＩＰ表示システムにおいては、同期信号 266は大きい方のＰＩＰを
含む画像に同期されるべきである。そのようにすることにより、異なるフレームレートに
起因する如何なるジャダも小さい方のＰＩＰに含まれる画像に限定されることになり、従
ってユーザにとりあまり目立たなくなる。一方、複数情報源コンピュータディスプレイの
場合は、同期信号 266はユーザの注意の“焦点”を目下浴びている画像、典型的にはディ
スプレイ上の最も最近にアクセスされたウィンドウに同期されるべきである。他の例とし
て、同期信号 266は最大の活動性を持つチャンネルに同期されるべきである。何故なら、
ジャダは動画上でのみ目立つからである。スキップされ又は繰り返されるフレームは、該
フレームが前のフレーム及び後のフレームと同一であるならば、実質上目立つものではな
い。
同期信号 266の上述した所望の特性を仮定すると、シンク制御部 220の動作は逆説的である
。ビデオジャダを最小化するためは、上記同期信号は、その時点でユーザの視覚的注意の
焦点であると考えらる何れかの情報源の周波数に合致しなければならない。また、ビデオ
跳びを最小化するには、上記同期信号は、特にユーザの注意の焦点が変化した場合に、一
定の周波数を維持しなければならない。即ち、上記同期信号の周波数は一定であるべきで
あって、それでいて変化可能でなければならず、それでいて表示されるビデオ画像に知覚
可能な変化を生じるように変化してはならない。本発明によれば、シンク制御部 220の上
記所望の動作を達成する好ましい実施例は、遅い応答時間を持つフェーズロックループで
ある。
フェーズロックループは従来よく知られており、公称中心周波数、レンジ（又は帯域幅）
、及び応答時間で特徴付けられる。応答時間は、当該ＰＬＬが公称中心周波数の上記特定
のレンジ内にある周波数で入力信号にロックするに要する時間である。当該好ましい実施
例においては、ＰＬＬへの入力はビデオ信号中に含まれる各新フレームの開始を識別する
垂直同期信号である。実施化の容易性のため、該ＰＬＬの公称中心周波数はディスプレイ
フレームレートの公称中心周波数であり、該ＰＬＬのレンジはディスプレイフレームレー
トのレンジに等しい。コンピュータ画像は典型的には７０Ｈｚよりも高いレートで表示さ
れ、従来のＮＴＳＣテレビジョン信号は約６０Ｈｚのインターレースされたフィールドレ
ートを有している。好ましい実施例では、７０Ｈｚなる中心周波数及び１５Ｈｚなるレン
ジがＮＴＳＣテレビジョン画像を表示するよう設計されたコンピュータモニタ用に使用さ
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れる。当該ＰＬＬの応答時間は臨界的ではないが、前述したように、同期源が変更された
場合にビデオの跳びが現れるのを最小化するために数秒程度にすべきである。
第３図は本発明によるＰＬＬの好ましい実施例のブロック図である。入力がない場合は、
電圧制御型発振器ＶＣＯ 360は公称ＰＬＬ中心周波数の大きな倍数Ｎである周波数でクロ
ック信号 361を発生する。このクロック信号 361は、分割器 370をよる同期信号 102及び 266
の源でもある。倍数Ｎは当該ＰＬＬが調整することができる解像度を決定し、表示（ 102
）同期機能用及びメモリ（ 266）同期機能用として必要とされる最も高い周波数を導出す
るに十分なだけ高く選定されるべきである。この好ましい実施例においては、所要の上限
周波数は各フレームに含まれるピクセルの数に依存する。何故なら、メモリ同期信号 266
から導出されるメモリ読み出し信号 177はバッファ 140から各ピクセル値を抽出するために
使用されるからである。この好ましい実施例においては、少なくとも２百万ピクセルの解
像度を持つディスプレイ（ 1600x1200ピクセルのディスプレイの場合）を仮定すると、Ｎ
は少なくとも２百万でなければならない。カウンタ 320はＮまで計数するカウンタとして
設計され、実施化を容易にするために、Ｎは上記所望最小値より大きな２のベキ数として
選定することができる。ＶＣＯ 360の公称周波数は、前記公称ＰＬＬ中心周波数のＮ倍で
あって、前記ＰＬＬレンジの少なくともＮ倍の可調整レンジを持つように設計されねばな
らない。
Ａ－Ｂ選択信号 163は、マルチプレクサ 310を介して、２つの入力 161及び 162のうちのどち
らかがディスプレイの同期に使用されるかを選択する。Ａ－Ｂ選択信号 163は、コントロ
ーラ（図示略）により前述した如くユーザによる選択に応答して、又はどちらの入力が使
用するのに最も適しているかの評価に応答して発生させることができる。上記マルチプレ
クサは選択された入力から適切な同期信号を抽出する。即ち、この好ましい実施例では、
該マルチプレクサは選択された信号の各フレームの開始に対応する信号を抽出する。この
マルチプレクサの出力 311は各フレームの開始時にカウンタ 320を零にリセットするために
使用される。該出力は、上記リセットの直前のカウンタ 320の計数値 321をラッチ 330によ
り保持するためにも使用される。Ｎまで計数するカウンタである場合、カウンタ 320は、
最後に零にリセットされてからクロック 361の各Ｎ回の発生後に零に戻される。このよう
に、上記ＶＣＯが入力フレームレートのＮ倍より僅かに速く動作している場合は、上記カ
ウンタはリセット信号 311の発生より前に零に戻り、小さな計数値がラッチ 330に保持され
る。一方、上記ＶＣＯが入力フレームレートのＮ倍より僅かに速く動作している場合は、
上記カウンタは未だ再循環せず、非常に大きな計数値がラッチ 330に保持される。２の補
数表記の場合は、Ｎ－１の計数値は負の１に等しく、Ｎ－１の計数値は負の２に等しく、
等々である。このように、保持された計数値はＰＬＬサイクルレートと入力フレームレー
トとの間の差の大きさ及び方向を示している。ローパスフィルタ 340及びデジタル／アナ
ログ変換器 350が上記の保持された計数値 331を調整信号 351に変換し、次いで該信号が前
記ＶＣＯの周波数を上記保持計数値とは反対方向に調整する。このように、ラッチ 330に
おける小さな計数値は結果としてＶＣＯ 360の周波数を減少させ、大きな計数値（負の数
）は結果として周波数を増加させる。上記ＶＣＯと選択された入力とが周波数及び位相の
両方で同期している場合は、上記カウンタはリセット信号 311の発生直前に零に再循環さ
れ、零がラッチ 330に保持され、従ってＶＣＯの周波数は影響を受けない。
ローパスフィルタ 340及びＤ／Ａ変換器 350は、保持された計数値 331に対し緩やかな応答
で調整信号 351を発生するように設計される。このような低速応答が必要とされるため、
これらブロックの機能はコントローラ（図示略）内のソフトウェアにより実施される。
この本発明によるフェーズロックループの徐々に変化する同期信号を生成する動作は以下
の通りである。前記ローパスフィルタ（ＬＰＦ）は、出力 341を、入力信号（保持された
計数値 331）の長期間特性に基づいて発生するよう設計されている。例えば、保持される
計数値 331が一貫して零又は零に近傍にあるような初期同期状態を考えてみる。入力チャ
ンネルが変更され、保持計数値 331が大きくなっても、該入力の長期間特性は零又は零の
近傍であったので、ＬＰＦの出力信号 341は小さいままである。小さいＬＰＦ出力に応答
して、ＶＣＯ 360は非常に僅かだけ調整される。次のフレームの保持計数値 331は、ＶＣＯ
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の上記僅かな調整のため、大きさが僅かにしか小さくならない。２つの一貫した保持計数
値 331の発生のため、上記ＬＰＦ出力信号は小さいままではあるが僅かに大きくなる。各
フレームは僅かに大きくなるＬＰＦ出力 341を発生させ、これは大きな保持計数値の過渡
的というより長期間的な発生を表している。徐々にではあるが、上記ＶＣＯは保持計数値
331を減少させるだけ十分に変化し、その結果、一定となり、かくしてＬＰＦ出力 341が減
少する。上記新たに選択されたチャンネルが選択されたままであると仮定すると、最終的
には、各フレームにおける上記の非常に小さな変化の累積の結果、当該ＶＣＯは上記の選
択された入力チャンネルに対し調整され同期されることになる。この間、ディスプレイ及
びメモリ同期信号 102及び 266は、上記のＶＣＯ周波数の低速変化に追従する。メモリコン
トローラ 130はメモリ同期信号 266と同期して動作し、読み出し信号 177を、緩やかに変化
するディスプレイ同期信号 102に同期させて画像を供給するように緩やかに調整する。メ
モリコントローラ 130は、前述したようにして、当該再同期の期間中は所要に応じてフレ
ームをスキップし又は繰り返すことによりバッファ 140に対する読み出し及び書き込みの
レートの差を適合させる。ここで、この過程の間を通して、全ての変化が緩やかに導入さ
れ、ディスプレイ周波数又は位相の急激な変化は発生しないことに注意されたい。
このように、シンク制御部 220内での低速で変化するＰＬＬの使用は、同期源が変更され
た場合にビデオ跳びを除去するために一定の周波数を維持すると共に一次チャンネル上で
のジャダを緩やかに除去するために周波数を選択された情報源に対して低速で調整するこ
とにより、本発明の目的を達成する。この同期過程の間、ディスプレイ及びメモリは同期
信号 266に同期したままであり、該信号 266は急激に変換するのが防止されるので、何れの
画像もビデオ跳びを呈することがない。ディスプレイに同期されていない入力源は、該入
力源の周波数がディスプレイの周波数でない場合は、ジャダを呈する。この入力が同期さ
せる入力として選択されると、該入力は、徐々に減少するレートではあるが、前記ＶＣＯ
周波数が前述したように調整されるまでジャダを呈し続ける。そして、同期が達成される
と、この選択された入力はジャダを呈さない。
更に、この発明がカラーホイール等の慣性素子を有する表示システムに好適であることに
注意されたい。急激な変化が導入されないので、上記慣性素子は遷移期間を通して同期信
号 266に同期したままとなる。好ましい実施例では、上記シンク制御部の応答時間は、上
記慣性素子の可視妨害効果を生じることなく加速又は減速する能力に調和したものとする
。
本発明のここでの提示は、２つの入力信号源を持つＰＩＰディスプレイについてのもので
あったが、本発明は単一入力又は複数入力を有する装置でも等しく効果があることは明ら
かである。単一入力システムにおいては、本発明の使用は、ユーザがチャンネルを切り換
えた場合の視覚を妨害する画像の跳びを除去することになる。チャンネル入力に対する急
激な変化がビデオディスプレイ同期信号への急激な変化をもたらすことがなく、新たなチ
ャンネル入力が比較的一定な同期信号 266に同期して表示される。この乱れのない表示特
性は、異なるビデオ源が同一のチャンネルに繋ぎ合わされる場合にも明らかとなる。ビデ
オ源の変更は同期信号に急激な変化を導入することがなく、繋ぎ合わされた区画が繋ぎ目
での可視的乱れを伴うことなく供給される。
多入力システムが第４図に示されている。入力チャンネル 461ないし 464は各々異なるフォ
ーマットを有していてもよい。チャンネル信号中にフレームマーカを含む信号に対しては
、対応するブロック 461Aないし 463A内に適切な同期信号 371ないし 373を抽出する手段が設
けられる。通常のコンピュータ用ＲＧＢ信号 464は別個の垂直同期信号 464Bを含み、該信
号が同期信号 374を形成する。シンク制御ブロック 420には、ディスプレイ及びメモリ素子
を同期させるために同期信号 371ないし 374のうちの１つを選択する適切な手段が設けられ
る。
図示のように、本発明と整合のとれた他の実施例を使用することができる。複合ＮＴＳＣ
入力チャンネル 463に対応するバッファ 140Cは、両方を制御するメモリコントローラ 130C
を伴う２つのバッファ 140c1及び 140c2を有するように示されている。この実施例は、ＰＩ
Ｐ複合画像が当該多入力システム内の単一の入力源として効果的に扱われることを可能に
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する。即ち、ここで提示された思想は、画像内の画像の更に画像内の画像、等々、を生成
するように、階層的に適用することができる。また、バッファ 140とミキサ 150との間には
ビデオ復号及び処理ブロック 445ないし 448が示されている。このような構成は、ビデオ画
像が同期目的のために例えば圧縮されたビデオのような最適化された形態で処理され記憶
されるのを可能とし、次いで表示の目的で例えば伸張されたビデオのような詳細な形態で
供給されるようにすることを可能にする。
第２図ないし第４図に示されたブロックは、それらの機能及び意図する効果を現すもので
ある。当業者にとり明らかなように、同様の機能及び／又は効果は、本発明と整合性のあ
る他のブロック及び構成によっても実現することができる。例えば、入力周波数の変化に
緩やかに応答する装置は、たとえ物理的又は構造的形態ではフェーズロックループとして
実現されていなくても、本発明の教示と合致するものである。例えば、フライホイールは
比較的一定したレートで回転させるのに使用することができ、該フライホイールの慣性は
本発明により所望される低速応答効果を提供する。同様に、１以上の入力周波数に応答し
て出力周波数を緩やかに調整するコンピュータプログラムも、使用される特定のアルゴリ
ズムに関係なく、本発明に合致するものである。例示のＰＬＬの前記ローパスフィルタ及
びデジタル／アナログ変換器は単純な符号検出器として構成することができ、前記保持計
数値が正の場合は或る値を生成し、該保持計数値が負の場合は他の値を生成するようにす
る。前記別個のバッファは、適切なメモリ管理及び制御を伴う単一のメモリブロックを有
するようにしてもよい。前記シンク制御部はメモリ管理機能を有していてもよく、適切な
読み出し及び書き込み制御を直接発生してもよい。前記読み出し機能及び書き込み機能は
別個のコントローラにより制御されるようにしてもよい。また、前記シンク制御部、メモ
リ制御部、並びにビデオ処理及びミキシング部の機能を全て、単一のコントローラ機能内
で実施化することもできる。
尚、上記記載は単に本発明の原理を示すものに過ぎない。従って、当業者であれば、本明
細書に明示的に記載し又は示されていなくても、本発明の原理を実施化し、従って本発明
の趣旨及び範囲内であるような他の構成を得ることができる。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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