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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号の１フィールドの輝度信号成分を入力して１フィールド分遅延して出力するフ
ィールド・メモリ手段と、
　前記フィールド・メモリ手段により遅延された１フィールド分の第１の遅延輝度信号成
分と、前記遅延されていない１フィールド分の輝度信号成分との差分を画素単位で求める
差分手段と、
　前記差分手段が１フィールドについて画素単位で求めて差分を累積して１個の累積差分
輝度信号成分を生成する加算手段と、
　前記加算手段が生成した前記１個の累積差分輝度信号成分を１フィールド時間遅延して
１個の１フィールド遅延累積差分輝度信号成分を生成する第１の遅延手段と、
　該第１の遅延手段において遅延された１個の遅延累積差分輝度信号成分をさらに１フィ
ールド遅延して１個の２フィールド遅延累積差分輝度信号成分を生成する第２の遅延手段
と、
　前記１個の１フィールド遅延累積差分輝度信号成分と前記１個の２フィールド遅延累積
差分輝度信号成分とを比較し、一致した場合第１の論理信号を出力し、一致していない場
合は第２の論理信号を出力する比較手段と、
　該比較手段からの比較結果論理信号が、５フィールドに１回、第１の論理信号である場
合に、前記映像信号がフィルム信号であると判定する判定手段と
　を有する信号処理装置。
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【請求項２】
　前記比較手段は、前記１フィールド遅延累積差分輝度信号成分と前記２フィールド遅延
累積差分輝度信号成分とを比較し、比較した結果が所定の基準値以内である場合第１の論
理信号を出力し、比較した結果が所定の基準値以内ではない場合は第２の論理信号を出力
する、
　請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項３】
　前記判定手段の判定の結果に基づいて、前記遅延されていない輝度信号成分、前記フィ
ールド・メモリ手段で遅延された前記１フィールド遅延輝度信号成分、並びに前記第２の
遅延手段で遅延された前記２フィールド遅延累積差分輝度信号成分内の各ライン信号を組
み合わせてプログレシブ信号を生成する信号生成手段と
　をさらに有する、
　請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項４】
　映像信号の１フィールドの輝度信号成分を入力して１フィールド分遅延して出力するフ
ィールド遅延ステップと、
　前記フィールド遅延ステップにより遅延された１フィールド分の第１の遅延輝度信号成
分と、前記遅延されていない１フィールド分の輝度信号成分との差分を画素単位で求める
差分ステップと、
　前記差分ステップにおいて１フィールドについて画素単位で求めて差分を累積して１個
の累積差分輝度信号成分を生成する加算ステップと、
　前記加算ステップにおいて生成された前記１個の累積差分輝度信号成分を１フィールド
時間遅延して１個の１フィールド遅延累積差分輝度信号成分を生成する第１の遅延ステッ
プと、
　該第１の遅延ステップにおいて遅延された１個の遅延累積差分輝度信号成分をさらに１
フィールド遅延して１個の２フィールド遅延累積差分輝度信号成分を生成する第２の遅延
ステップと、
　前記１個の１フィールド遅延累積差分輝度信号成分と前記１個の２フィールド遅延累積
差分輝度信号成分とを比較し、一致した場合第１の論理信号を出力し、一致していない場
合は第２の論理信号を出力する比較ステップと、
　該比較ステップにおいて得られた比較結果論理信号が、５フィールドに１回、第１の論
理信号である場合に、前記映像信号がフィルム信号であると判定する判定ステップと
　を有する信号処理方法。
【請求項５】
　前記比較ステップにおいて、前記１フィールド遅延累積差分輝度信号成分と前記２フィ
ールド遅延累積差分輝度信号成分とを比較し、比較した結果が所定の基準値以内である場
合第１の論理信号を出力し、比較した結果が所定の基準値以内ではない場合は第２の論理
信号を出力する、
　請求項４に記載の信号処理方法。
【請求項６】
　前記判定ステップにおける判定の結果に基づいて、前記遅延されていない輝度信号成分
、前記フィールド・メモリ手段で遅延された前記１フィールド遅延輝度信号成分、並びに
前記第２の遅延手段で遅延された前記２フィールド遅延累積差分輝度信号成分内の各ライ
ン信号を組み合わせてプログレシブ信号を生成する信号生成ステップと
　をさらに有する、
　請求項４に記載の信号処理方法。
【請求項７】
　コンピュータを含む信号処理装置によって実行されるプログラムであって、
　映像信号の１フィールドの輝度信号成分を入力して１フィールド分遅延して出力するフ
ィールド遅延手順と、
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　前記フィールド遅延手順により遅延された１フィールド分の第１の遅延輝度信号成分と
、前記遅延されていない１フィールド分の輝度信号成分との差分を画素単位で求める差分
手順と、
　前記差分手順において１フィールドについて画素単位で求めて差分を累積して１個の累
積差分輝度信号成分を生成する加算手順と、
　前記加算手順において生成された前記１個の累積差分輝度信号成分を１フィールド時間
遅延して１個の１フィールド遅延累積差分輝度信号成分を生成する第１の遅延手順と、
　該第１の遅延手順において遅延された１個の遅延累積差分輝度信号成分をさらに１フィ
ールド遅延して１個の２フィールド遅延累積差分輝度信号成分を生成する第２の遅延手順
と、
　前記１個の１フィールド遅延累積差分輝度信号成分と前記１個の２フィールド遅延累積
差分輝度信号成分とを比較し、一致した場合第１の論理信号を出力し、一致していない場
合は第２の論理信号を出力する比較手順と、
　該比較手順において得られた比較結果論理信号が、５フィールドに１回、第１の論理信
号である場合に、前記映像信号がフィルム信号であると判定する判定手順と
　を有するプログラム。
【請求項８】
　前記比較手順において、前記１フィールド遅延累積差分輝度信号成分と前記２フィール
ド遅延累積差分輝度信号成分とを比較し、比較した結果が所定の基準値以内である場合第
１の論理信号を出力し、比較した結果が所定の基準値以内ではない場合は第２の論理信号
を出力する、
　請求項７に記載のプログラム。
【請求項９】
　前記判定手順における判定の結果に基づいて、前記遅延されていない輝度信号成分、前
記フィールド・メモリ手段で遅延された前記１フィールド遅延輝度信号成分、並びに前記
第２の遅延手段で遅延された前記２フィールド遅延累積差分輝度信号成分内の各ライン信
号を組み合わせてプログレシブ信号を生成する信号生成ステップと
　をさらに有する、
　請求項７に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、信号処理装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、簡単な構成で、信
号のフォーマットを判定できる信号処理装置およびその方法、並びにそのプログラムに関
する。
【０００２】
【従来の技術】
映像信号をフリッカがより少ない状態で見ることができるようにするために、最近、イン
ターレース方式の映像信号を、プログレシブ方式の映像信号に変換することが多くなって
きた。
【０００３】
ＮＴＳＣ(National Television System Committee)方式の映像信号は、１秒間あたり６０
フィールド（３０フレーム）で構成される。これに対して、映画フィルムにより撮影され
た信号は、１秒間あたりのコマ数が、２４コマとされている。従って、映画の画像を、Ｎ
ＴＳＣ方式のビデオ信号に変換する場合、３－２プルダウン方式で変換処理が行われる。
この変換処理が行われた場合、連続する２フィールドに同一のコマの画像が配置され、続
く連続する３フィールドに次のコマの同一の画像が配置される。その結果、２４コマの画
像を６０フィールドに割り当てることができる。
【０００４】
このように、３－２プルダウン変換されたフィルム映像信号は、連続する３フィールドの
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うちの最初のフィールドと、３番目のフィールドの映像信号は、全く同一の映像信号とな
る。インターレース方式の映像信号を、プログレシブ方式の映像信号に変換するとき、同
一の映像信号が既に符号化されている場合には、２番目に現れる映像信号の処理を省略す
ることができる。従って、フィルム映像信号であるか否かが予めわかっている場合には、
より効率的な符号化が可能となる。
【０００５】
そこで、３－２プルダウン変換処理されたフィルム映像信号であるか否かを判定する方法
が、例えば、米国特許４９８２２８０号に開示されている。
【０００６】
図１１は、この米国特許で提案されている方式の原理を表している。同図に示されるよう
に、映像信号は、オッド（Ｏ）とイーブン（Ｅ）のフィールドが交互に現れる信号となる
。そして、３－２プルダウン変換された映像信号の場合、最初のコマＡの画像（輝度信号
）は、オッドフィールドＡｏとイーブンフィールドＡｅの２つのフィールドの映像信号と
される。
【０００７】
次のコマＢの画像は、オッドフィールド、イーブンフィールド、さらにその次のオッドフ
ィールドの３フィールドに配置される。すなわち、最初のフィールドは、オッドフィール
ドＢｏとされ、次のフィールドは、イーブンフィールドＢｅとされ、３番目のフィールド
は、オッドフィールドＢｏとされる。従って、３フィールドのうちの最初のオッドフィー
ルドＢｏと３番目のオッドフィールドＢｏは、全く同一の信号となる。
【０００８】
以下、コマＣ、コマＤ、コマＥ、コマＦといったフィルムの各コマの映像信号は、同様に
ビデオ信号の各フィールドに割り当てられる。
【０００９】
いま、輝度信号のうち、遅延されていない原信号をＦ０とすると、この原信号Ｆ０は、１
フィールド分だけ遅延され、信号Ｆ１とされる。この信号Ｆ１は、さらに１フィールド分
だけ遅延され、信号Ｆ２とされる。
【００１０】
信号Ｆ０から信号Ｆ２を減算して得られるフレームデイファレンスの値は、図１１に示さ
れるように、５フィールドを周期として、各周期に１回は、信号Ｆ０とＦ２の値がＢｏ，
Ｄｅ，Ｆｏ，Ｈｅ・・・で同一となる。その結果、Ｆ０－Ｆ２の値は、１１０１１１１０
１１１１０・・・となる。すなわち、５フィールドを周期として、各周期に１回は、値が
０となる。
【００１１】
これに対して、３－２プルダウン変換された映像信号でない、通常のＮＴＳＣ方式のビデ
オ信号の場合、フレームディファレンスは、１１１１１１１１・・・となる。
【００１２】
従って、フレームデイファレンスのパターンの違いからフイルム映像信号であるか否かを
判定することができる。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、フィルム映像信号の判定を行う際に、信号Ｆ１を生成するための１フィー
ルド遅延回路と、信号Ｆ２を生成するための１フィールド遅延回路との２つのフィールド
遅延回路を備える必要があり、装置が大規模化してしまう。同様の問題は、複数のモジュ
ール信号からなる被検出信号であって、所定のモジュール信号を挟んで両側に位置する２
つのモジュール信号が一致するパターンが、連続した所定数のモジュール信号内の所定の
位置に存在する前記被検出信号を検出する場合にも生じる。
【００１４】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、所定のフィールドを挟んで両側
に位置する２つのフィールドが一致するパターンが、連続した所定数のフィールド内の所
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定の位置に存在する映像信号を検出する場合に、小規模化が図れる信号処理装置およびそ
の方法とそのプログラムを提供することを目的とする。
また、本発明は、複数のモジュール信号からなる被検出信号であって、所定のモジュール
信号を挟んで両側に位置する２つのモジュール信号が一致するパターンが、連続した所定
数のモジュール信号内の所定の位置に存在する前記被検出信号を検出する場合に、小規模
化が図れる信号処理装置を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば、映像信号の１フィールドの輝度信号成分を入力して１フィールド分遅
延して出力するフィールド・メモリ手段と、前記フィールド・メモリ手段により遅延され
た１フィールド分の第１の遅延輝度信号成分と、前記遅延されていない１フィールド分の
輝度信号成分との差分を画素単位で求める差分手段と、前記差分手段が１フィールドにつ
いて画素単位で求めて差分を累積して１個の累積差分輝度信号成分を生成する加算手段と
、前記加算手段が生成した前記１個の累積差分輝度信号成分を１フィールド時間遅延して
１個の１フィールド遅延累積差分輝度信号成分を生成する第１の遅延手段と、該第１の遅
延手段において遅延された１個の遅延累積差分輝度信号成分をさらに１フィールド遅延し
て１個の２フィールド遅延累積差分輝度信号成分を生成する第２の遅延手段と、前記１個
の１フィールド遅延累積差分輝度信号成分と前記１個の２フィールド遅延累積差分輝度信
号成分とを比較し、一致した場合第１の論理信号を出力し、一致していない場合は第２の
論理信号を出力する比較手段と、該比較手段からの比較結果論理信号が、５フィールドに
１回、第１の論理信号である場合に、前記映像信号がフィルム信号であると判定する判定
手段とを有する信号処理装置が提供される。
【００１９】
　また本発明によれば、映像信号の１フィールドの輝度信号成分を入力して１フィールド
分遅延して出力するフィールド遅延ステップと、前記フィールド遅延ステップにより遅延
された１フィールド分の第１の遅延輝度信号成分と、前記遅延されていない１フィールド
分の輝度信号成分との差分を画素単位で求める差分ステップと、前記差分ステップにおい
て１フィールドについて画素単位で求めて差分を累積して１個の累積差分輝度信号成分を
生成する加算ステップと、前記加算ステップにおいて生成された前記１個の累積差分輝度
信号成分を１フィールド時間遅延して１個の１フィールド遅延累積差分輝度信号成分を生
成する第１の遅延ステップと、該第１の遅延ステップにおいて遅延された１個の遅延累積
差分輝度信号成分をさらに１フィールド遅延して１個の２フィールド遅延累積差分輝度信
号成分を生成する第２の遅延ステップと、前記１個の１フィールド遅延累積差分輝度信号
成分と前記１個の２フィールド遅延累積差分輝度信号成分とを比較し、一致した場合第１
の論理信号を出力し、一致していない場合は第２の論理信号を出力する比較ステップと、
該比較ステップにおいて得られた比較結果論理信号が、５フィールドに１回、第１の論理
信号である場合に、前記映像信号がフィルム信号であると判定する判定ステップとを有す
る信号処理方法が提供される。
【００２０】
　さらに本発明によれば、コンピュータを含む信号処理装置によって実行されるプログラ
ムであって、映像信号の１フィールドの輝度信号成分を入力して１フィールド分遅延して
出力するフィールド遅延手順と、前記フィールド遅延手順により遅延された１フィールド
分の第１の遅延輝度信号成分と、前記遅延されていない１フィールド分の輝度信号成分と
の差分を画素単位で求める差分手順と、前記差分手順において１フィールドについて画素
単位で求めて差分を累積して１個の累積差分輝度信号成分を生成する加算手順と、前記加
算手順において生成された前記１個の累積差分輝度信号成分を１フィールド時間遅延して
１個の１フィールド遅延累積差分輝度信号成分を生成する第１の遅延手順と、該第１の遅
延手順において遅延された１個の遅延累積差分輝度信号成分をさらに１フィールド遅延し
て１個の２フィールド遅延累積差分輝度信号成分を生成する第２の遅延手順と、前記１個
の１フィールド遅延累積差分輝度信号成分と前記１個の２フィールド遅延累積差分輝度信
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号成分とを比較し、一致した場合第１の論理信号を出力し、一致していない場合は第２の
論理信号を出力する比較手順と、該比較手順において得られた比較結果論理信号が、５フ
ィールドに１回、第１の論理信号である場合に、前記映像信号がフィルム信号であると判
定する判定手順とを有するプログラムが提供される。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態に係わる信号処理装置について説明する。
〔第１実施形態〕
図１は、本実施形態の信号処理装置２０の機能ブロック図である。
図１に示すように、信号処理装置２０は、例えば、１フィールド遅延回路２１、減算回路
２２、加算回路２３、１フィールド遅延回路２４，２５、比較回路２６および判定回路２
７を有する。
ここで、１フィールド遅延回路２１が本発明の第１の遅延手段に対応し、減算回路２２お
よび加算回路２３が本発明の演算手段に対応し、１フィールド遅延回路２５が本発明の第
２の遅延手段に対応し、減算回路２２および判定回路２７が本発明の判定手段または検出
手段に対応している。
【００２６】
図２は、信号処理装置２０に、図１１を用いて前述した３－２プルダウン変換されたフィ
ルム映像信号の輝度信号Ｆ０（Ｙ）が入力された場合の図１に示す各信号を説明するため
の図である。
図２に示すように、フィルム映像信号の輝度信号は、５フィールドの連続した輝度信号（
例えば、Ａｏ，Ａｅ，Ｂｏ，Ｂｅ，Ｂｏ）を見た場合に、２番目のフィールドの輝度信号
を挟んで両側に位置する２つのフィールドの輝度信号Ｂｏ，Ｂｏが存在している。また、
輝度信号Ｆ０内には、当該一致のパターンが、連続した５フィールド内の同じ位置に存在
している。
なお、各フィールドの信号が第４の発明のモジュール信号に対応している。
従って、輝度信号ＦＤ０を１フィールド遅延した輝度信号Ｆ１と、輝度信号Ｆ０との差分
を示す差分信号Ｆ０では、３番目のＢｅと４番目のＢｏとの差分を示すｄ２と、４番目の
Ｂｏと５番目のＢｅとの差分を示すｄ３とは一致する（同じになる）。本実施形態の信号
処理装置２０では、当該一致を検出することで、入力した輝度信号がフィルム映像信号で
あるか否かを判定する。
当該フィルム映像信号は、例えば、２４コマ／秒のフィルム素材を３－２Ｐｕｌｌ－Ｄｏ
ｗｎ処理により、６０Ｈｚのインターレース信号に変換して得られた信号である。
【００２７】
以下、図１および図２を参照して信号処理装置２０の各構成要素について説明する。
１フィールド遅延回路２１は、入力された図２（Ａ）に示す輝度信号Ｆ０（Ｙ）を１フィ
ールド分だけ遅延した輝度信号Ｆ１を減算回路２２に出力する。
減算回路２２は、遅延されていない輝度信号Ｆ０と、１フィールド遅延回路２１から入力
した１フィールド分だけ遅延された図２（Ｂ）輝度信号Ｆ１との差分を各フィールド内の
画素データを単位として求めた値を示す差分信号Ｓ２２を生成し、これを加算回路２３に
出力する。
加算回路２３は、減算回路２２からの差分信号Ｓ２２が示す差分を各フィールド毎に累積
した値を示す差分信号Ｓ２３を生成し、これを１フィールド遅延回路２４に出力する。
【００２８】
１フィールド遅延回路２４は、加算回路２３から入力した差分信号Ｓ２３を例えば１フィ
ールド分だけ遅延した図２（Ｃ）に示す差分信号ＦＤ０を１フィールド遅延回路２５およ
び比較回路２６に出力する。
１フィールド遅延回路２５は、１フィールド遅延回路２４から入力した差分信号ＦＤ０を
１フィールド分だけ遅延した図２（Ｄ）に示す差分信号ＦＤ１を比較回路２６に出力する
。
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比較回路２６は、差分信号ＦＤ０とＦＤ１とが各フィールドに対応する単位で比較され、
それらが一致したタイミングで論理値「１」（第１の論理値）を示し、不一致のタイミン
グで論理値「０」（第２の論理値）を示す図２（Ｅ）に示される比較結果信号ＣＯＭＰを
生成し、これを判定回路２７に出力する。
具体的には、比較回路２６は、差分信号ＦＤ０とＦＤ１との差分を各フィールドに対応す
る単位で演算し、当該差分が所定の基準値より大きいか否かを判断し、大きいと判断した
場合には対応するフィールド期間の比較結果信号ＣＯＭＰの値を論理値「０」にし、小さ
いと判断した場合には対応するフィールド期間の比較結果信号ＣＯＭＰの値を論理値「１
」にする。
【００２９】
このとき、比較結果信号ＣＯＭＰは、輝度信号Ｆ０がフィルム映像信号の輝度信号である
場合に、図１１を用いて説明したフィルム映像信号の形式により、５フィールドに１回、
定期的に論理値「１」のパルスを発生する。
なお、輝度信号Ｆ０がＡ／Ｄ変換後の信号などの場合に、輝度信号Ｆ０内の同じ素材から
得られた異なるフィールドの信号がノイズ等の影響で完全に一致しない場合があるため、
このことを考慮して比較回路２６による一致、不一致の判断を行う。
【００３０】
判定回路２７は、比較回路２６からの比較結果信号ＣＯＭＰを基に、輝度信号Ｆ０に対応
する映像信号がフィルム映像信号であるか否かと、そのシーケンスを判定する。
具体的には、判定回路２７は、比較結果信号ＣＯＭＰが５フィールドに１回、定期的に論
理値「１」のパルスを発生すると判断した場合に、輝度信号Ｆ０がフィルム映像信号の輝
度信号であると判定する。
【００３１】
以下、図１に示す信号処理装置２０の動作例を説明する。
図３は、当該動作例を説明するためのフローチャートである。
ステップＳＴ１：
１フィールド遅延回路２１が、入力された図２（Ａ）に示す輝度信号Ｆ０（Ｙ）を１フィ
ールド分だけ遅延した輝度信号Ｆ１を減算回路２２に出力する。
ステップＳＴ２：
減算回路２２が、遅延されていない輝度信号Ｆ０と、１フィールド遅延回路２１から入力
した１フィールド分だけ遅延された図２（Ｂ）輝度信号Ｆ１との差分を各フィールド内の
画素データを単位として求めた値を示す差分信号Ｓ２２を生成し、これを加算回路２３に
出力する。
ステップＳＴ３：
加算回路２３が、減算回路２２からの差分信号Ｓ２２が示す差分を各フィールド毎に累積
した値を示す差分信号Ｓ２３を生成し、これを１フィールド遅延回路２４に出力する。
そして、１フィールド遅延回路２４は、加算回路２３から入力した差分信号Ｓ２３を例え
ば１フィールド分だけ遅延した図２（Ｃ）に示す差分信号ＦＤ０を１フィールド遅延回路
２５および比較回路２６に出力する。
【００３２】
ステップＳＴ４：
１フィールド遅延回路２５が、１フィールド遅延回路２４から入力した差分信号ＦＤ０を
１フィールド分だけ遅延した図２（Ｄ）に示す差分信号ＦＤ１を比較回路２６に出力する
。
ステップＳＴ５：
比較回路２６が、差分信号ＦＤ０とＦＤ１との差分を各フィールドに相当する単位で演算
する。
ステップＳＴ６：
比較回路２６が、ステップＳＴ５で演算した差分が所定の基準値より大きいか否かを判断
し、大きいと判断した場合にはステップＳＴ７の処理に進み、そうでない場合にはステッ
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プＳＴ８の処理に進む。
【００３３】
ステップＳＴ７：
比較回路２６が、対応するフィールド期間の比較結果信号ＣＯＭＰの値を論理値「０」に
する。
ステップＳＴ８：
比較回路２６が、対応するフィールド期間の比較結果信号ＣＯＭＰの値を論理値「１」に
する。
ステップＳＴ９：
比較回路２６が、比較結果信号ＣＯＭＰの生成が完了したか否かを判断し、完了したと判
断した場合にはステップＳＴ１０の処理に進み、そうでない場合にはステップＳＴ６の処
理に戻る。
ステップＳＴ１０：
判定回路２７が、比較回路２６からの比較結果信号ＣＯＭＰを基に、輝度信号Ｆ０に対応
する映像信号がフィルム映像信号であるか否かと、そのシーケンスを判定する。具体的に
は、判定回路２７は、比較結果信号ＣＯＭＰが５フィールドに１回、定期的に論理値「１
」のパルスを発生すると判断した場合に、輝度信号Ｆ０がフィルム映像信号の輝度信号で
あると判定する。
【００３４】
以上説明したように、信号処理装置２０によれば、図１１を用いて説明した従来の場合の
ように、輝度信号Ｆ０を１フィールド分遅延させる遅延回路の他に２フィールド分遅延さ
せる遅延回路を設ける必要がなく、小規模化が図れる。
なお、上述した実施形態では、図１に示すハードウェアを用いて図３に示す処理を行う場
合を例示したが、図３に示す各手順を記述したプログラムをＣＰＵが実行することで図３
を用いて説明した処理を行うようにしてもよい。
【００３５】
〔第２実施形態〕
以下、上述した第１実施形態の信号処理装置２０をＤＶＤ(Digital Versatile
Disc)プレーヤに用いた場合を説明する。
図４は、本実施形態のＤＶＤプレーヤ３０の機能ブロック図である。
図４に示すように、ＤＶＤプレーヤ３０は、例えば、ＤＶＤドライブ１、ＭＰＥＧデコー
ダ(Moving Picture Expert Group) ２、１フィールド遅延回路３、セレクタ回路４、時間
軸圧縮回路５、時間軸圧縮回路６、セレクタ回路７、Ｄ／Ａ変換回路８、コントローラ９
、１フィールド遅延回路２１、減算回路２２、加算回路２３、１フィールド遅延回路２４
、１フィールド遅延回路２５および比較回路２６を有する。
図４において、図１と同じ符号を付した１フィールド遅延回路２１、減算回路２２、加算
回路２３、１フィールド遅延回路２４、１フィールド遅延回路２５および比較回路２６は
、第１実施形態で説明したものと同じである。
【００３６】
ＤＶＤドライブ１は、ＤＶＤから再生された映像信号をＭＰＥＧデコーダ２に出力する。
ＭＰＥＧデコーダ２は、ＤＶＤドライブ１から入力した映像信号をデコードし、当該デコ
ードによって得られた映像信号の輝度信号Ｆ０（Ｙ）を１フィールド遅延回路２１に出力
し、垂直同期信号ＶＳＮＣを減算回路２２、加算回路２３、１フィールド遅延回路２４、
１フィールド遅延回路２５および比較回路２６に出力する。
１フィールド遅延回路２１は、ＭＰＥＧデコーダ２から入力した図５（Ａ）に示す輝度信
号Ｆ０（Ｙ）を１フィールド分だけ遅延した輝度信号Ｆ１を減算回路２２、１フィールド
遅延回路３および時間軸圧縮回路５に出力する。
１フィールド遅延回路３は、１フィールド遅延回路２１から入力した輝度信号Ｆ１をさら
に１フィールド分だけ遅延した輝度信号Ｆ２をセレクタ回路４に出力する。
減算回路２２、加算回路２３、１フィールド遅延回路２４、１フィールド遅延回路２５お
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よび比較回路２６は、ＭＰＥＧデコーダ２からの垂直同期信号ＶＳＮＣを基準として動作
し、動作内容は第１実施形態で説明したものと同じである。但し、比較回路２６は、図５
（Ｆ）に示す比較結果信号ＣＯＭＰをコントローラ９に出力する。
【００３７】
セレクタ回路４は、ＭＰＥＧデコーダ２から入力した遅延されていない輝度信号Ｆ０内の
フィールドの信号と、１フィールド遅延回路３から入力した２フィールド遅延された輝度
信号Ｆ２内のフィールドの信号とのうち、コントローラ９からの選択信号Ｓ９ａによって
図５（Ｇ）に示すように選択された図５（Ｈ）に示す信号Ｓ４を時間軸圧縮回路６に出力
する。
図５（Ｇ）に示すように、セレクタ回路４は、連続した５フィールドについて、Ｆ２，Ｆ
０，Ｆ２，Ｆ０，Ｆ０のパターンによる信号選択を繰り返す。
【００３８】
時間軸圧縮回路５は、コントローラ９からの制御信号Ｓ９ｃに基づいて、１フィールド遅
延回路２１から入力した１フィールド遅延された輝度信号Ｆ１を各ライン信号毎に時間軸
圧縮した信号Ｓ５をセレクタ回路７に出力する。
時間軸圧縮回路６は、コントローラ９からの制御信号Ｓ９ｂに基づいて、セレクタ回路４
から入力した信号Ｓ４を各ライン信号毎に時間圧縮した信号Ｓ６をセレクタ回路７に出力
する。
セレクタ回路７は、信号Ｓ５と信号Ｓ６とのうち、コントローラ９からの図５（Ｊ）に示
す選択信号Ｓ９ｄを基に選択した各ラインの信号によって構成されるプログレシブ信号Ｓ
７を生成し、これをＤ／Ａ変換回路８に出力する。
セレクタ回路７は、例えば、図５（Ｊ）に示す選択信号Ｓ９ｄが論理値「１」を示す間に
ライン信号の選択動作を行う。
Ｄ／Ａ変換回路８は、デジタルのプログレシブ信号Ｓ７をアナログのプログレシブ信号Ｓ
８に変換して出力する。
【００３９】
図６～図９は、時間軸圧縮回路５と時間軸圧縮回路６における輝度信号Ｆ１のフィールド
内のライン信号の入力、信号Ｓ５内のライン信号の出力、信号Ｓ４のフィールド内のライ
ン信号の入力、信号Ｓ６内のライン信号の出力のタイミング、並びにセレクタ回路７が生
成するプログレシブ信Ｓ７を説明するための図である。
ここで、図７～図９は、それぞれ図６における期間Ｔ１～Ｔ３の部分をそれぞれ拡大して
示している。
なお、これらの図において、説明の便宜上、各フィールドは、６本のラインにより構成さ
れているものとされている。
【００４０】
時間軸圧縮回路５は、図６と図７に示されるオッドフィールドの期間Ｔ１において、１フ
ィールド遅延回路３より出力された信号Ｆ１の第１ラインのデータを書き込み、時間軸圧
縮して、セレクタ回路７に出力する。
時間軸圧縮回路６は、セレクタ回路４より供給された第２ラインのデータを圧縮し、時間
軸圧縮回路５が第１ラインのデータを出力した後、セレクタ回路７に出力する。
【００４１】
以下同様に、時間軸圧縮回路５は、第３ライン、第５ラインのデータを順次圧縮し、出力
し、時間軸圧縮回路６は、第４ラインおよび第６ラインのデータを順次圧縮し、出力する
。
セレクタ回路７は、時間軸圧縮回路５または時間軸圧縮回路６より出力された各ラインの
データを交互に選択することにより、第１ライン、第２ライン、第３ライン、第４ライン
、第５ライン、第６ラインの順番でＤ／Ａ変換回路８に出力する。Ｄ／Ａ変換回路８は、
入力されたデータをＤ／Ａ変換し、出力する。
【００４２】
図６と図８に示されるように、イーブンフィールドの期間Ｔ２においては、時間軸圧縮回
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路５は、第２ライン、第４ライン、第６ラインのデータを順次圧縮、出力し、時間軸圧縮
回路６は、第１ライン、第３ライン、第５ラインのデータを順次圧縮し、出力する。
セレクタ回路７は、この場合においても時間軸圧縮回路５と時間軸圧縮回路６の出力を交
互に選択することにより、第１ライン乃至第６ラインのデータを順番に選択、出力する。
図６と図９に示されるオッドフィールドの期間Ｔ３においては、期間Ｔ１における場合と
同様の処理が実行される。
【００４３】
以下、図４に示すＤＶＤプレーヤ３０の動作例を説明する。
ＤＶＤドライブ１においてＤＶＤから再生された映像信号がＭＰＥＧデコーダ２に出力さ
れる。
そして、ＭＰＥＧデコーダ２において、ＤＶＤドライブ１から入力した映像信号がデコー
ドされ、当該デコードによって得られた映像信号の輝度信号Ｆ０（Ｙ）が１フィールド遅
延回路２１に出力される。
そして、１フィールド遅延回路２１において、ＭＰＥＧデコーダ２から入力した図５（Ａ
）に示す輝度信号Ｆ０（Ｙ）を１フィールド分だけ遅延した輝度信号Ｆ１が生成され、こ
れが減算回路２２、１フィールド遅延回路３および時間軸圧縮回路５に出力される。
そして、１フィールド遅延回路３において、１フィールド遅延回路２１から入力した輝度
信号Ｆ１をさらに１フィールド分だけ遅延した輝度信号Ｆ２が生成され、これがセレクタ
回路４に出力される。
また、減算回路２２、加算回路２３、１フィールド遅延回路２４、１フィールド遅延回路
２５および比較回路２６が、第１実施形態で説明した信号処理装置２０と同様の動作を行
い、比較回路２６からコントローラ９に図５（Ｆ）に示す比較結果信号ＣＯＭＰが出力さ
れる。
【００４４】
そして、コントローラ９が、前述したように、選択信号Ｓ９ａ，Ｓ９ｄおよび制御信号Ｓ
９ｂ，Ｓ９ｃを生成し、これらをセレクタ回路４、時間軸圧縮回路５、時間軸圧縮回路６
およびセレクタ回路７に出力する。
これにより、セレクタ回路４が、輝度信号Ｆ０内のフィールドの信号と、輝度信号Ｆ２内
のフィールドの信号とのうち、選択信号Ｓ９ａによって図５（Ｇ）に示すように選択され
た図５（Ｈ）に示す信号Ｓ４を時間軸圧縮回路６に出力する。
そして、時間軸圧縮回路６が、制御信号Ｓ９ｂに基づいて、セレクタ回路４から入力した
信号Ｓ４を各ライン信号毎に時間圧縮した信号Ｓ６をセレクタ回路７に出力する。
また、時間軸圧縮回路５が、制御信号Ｓ９ｃに基づいて、輝度信号Ｆ１を各ライン信号毎
に時間軸圧縮した信号Ｓ５をセレクタ回路７に出力する
そして、セレクタ回路７が、信号Ｓ５と信号Ｓ６とのうち、選択信号Ｓ９ｄを基に選択し
た各ラインの信号によって構成されるプログレシブ信号Ｓ７を生成し、これをＤ／Ａ変換
回路８に出力する。
そして、Ｄ／Ａ変換回路８が、デジタルのプログレシブ信号Ｓ７をアナログのプログレシ
ブ信号Ｓ８に変換して出力する。
【００４５】
〔第３の実施形態〕
上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウエアに
より実行させることもできる。この場合、例えば、ＤＶＤプレーヤは、図１０に示される
ようなパーソナルコンピュータにより構成される。
【００４６】
図１０において、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）４１は、
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）４２に記憶されているプログラム、または
記憶部４８からＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）４３にロードされ
たプログラムに従って各種の処理を実行する。当該プログラムは、本発明のプログラムに
対応し、例えば、図３に示す各手順を含む種々の手順を記述している。
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ＲＡＭ４３には、ＣＰＵ４１が各種の処理を実行する上において必要なデー夕なども適宜
記憶される。
【００４７】
ＣＰＵ４１、ＲＯＭ４２、およびＲＡＭ４３は、バス４４を介して相互に接続されている
。このバス４４にはまた、入出力インタフェース４５も接続されている。
【００４８】
入出力インタフェース４５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部４６、ＣＲＴ、
ＬＣＤなどよりなるディスプレイ、並びにスピーカなどよりなる出力部４７、ハードディ
スクなどより構成される記憶部４８、モデム、ターミナルアダプタなどより構成される通
信部４９が接続されている。通信部４９は、インターネットを含むネットワークを介して
の通信処理を行う。
入出力インタフェース４５には、必要に応じてドライブ５０が接続され、磁気ディスク６
１、光ディスク６２、光磁気ディスク６３、或いは半導体メモリ６４などが適宜装着され
、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記憶部４８にインス
トールされる。
【００４９】
上述した一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、そのソフトウエアを構成
するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータ、または、各種
のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎
用のパーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
この記録媒体は、図１０に示されるように、装置本体とは別に、ユーザにプログラムを提
供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク６１（フロッピディ
スクを含む）、光ディスク６２（ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ－Ｒｅａｄ　
Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ），ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）
を含む）、光磁気ディスク６３（ＭＤ（Ｍｉｎｉ－Ｄｉｓｋ）を含む）、もしくは半導体
メモリ６４などよりなるパッケージメディアにより構成されるだけでなく、装置本体に予
め組み込まれた状態でユーザに提供される、プログラムが記録されているＲＯＭ４２や、
記憶部４８に含まれるハードディスクなどで構成される。
【００５０】
なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、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、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【００５１】
本発明は、上述した実施形態には限定されない。
例えば、上述した実施形態では、第４～６の発明のモジュール信号として、輝度信号の各
フィールドの信号を例示したが、これに限定されるものではなく、フィールド信号以外の
種々のモジュール信号を用いた場合にも本発明は適用可能である。この場合に、被検出信
号として、所定のモジュール信号を挟んで両側に位置する２つのモジュール信号が一致す
るパターンが、連続した所定数のモジュール信号内の所定の位置に存在する信号が用いら
れる。
【００５２】
【発明の効果】
以上説明したように、第１～第３の発明によれば、所定のフィールドを挟んで両側に位置
する２つのフィールドが一致するパターンが、連続した所定数のフィールド内の所定の位
置に存在する映像信号を検出する場合に、小規模化が図れる信号処理装置およびその方法
とそのプログラムを提供することができる。
また、第４～６の発明によれば、複数のモジュール信号からなる被検出信号であって、所
定のモジュール信号を挟んで両側に位置する２つのモジュール信号が一致するパターンが
、連続した所定数のモジュール信号内の所定の位置に存在する前記被検出信号を検出する
場合に、小規模化が図れる信号処理装置を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態の信号処理装置の機能ブロック図である。
【図２】図２は、図１に示す信号処理装置に３－２プルダウン変換されたフィルム映像信
号の輝度信号Ｆ０（Ｙ）が入力された場合の図１に示す各信号を説明するための図である
。
【図３】図３は、図１に示す信号処理装置の動作例を説明するためのフローチャートであ
る。
【図４】図４は、本発明の第２実施形態に係わるＤＶＤプレーヤの機能ブロック図である
。
【図５】図５は、図４に示すＤＶＤプレーヤの各信号を説明するための図である。
【図６】図６は、図４に示す時間軸圧縮回路および後段のセレクタ回路の処理を説明する
ための図である。
【図７】図７は、図４に示す時間軸圧縮回路および後段のセレクタ回路の処理を説明する
ための図である。
【図８】図８は、図４に示す時間軸圧縮回路および後段のセレクタ回路の処理を説明する
ための図である。
【図９】図９は、図４に示す時間軸圧縮回路および後段のセレクタ回路の処理を説明する
ための図である。
【図１０】図１０は、本発明の第３実施形態を説明するための図である。
【図１１】図１１は、従来技術を説明するための図である。
【符号の説明】
１…ＤＶＤドライブ、２…ＭＰＥＧデコーダ、３…１フィールド遅延回路、４…セレクタ
回路、５…時間軸圧縮回路、６…時間軸圧縮回路、７…セレクタ回路、８…Ｄ／Ａ変換回
路、９…コントローラ、２０…信号処理装置、２１…１フィールド遅延回路、２２…減算
回路、２３…加算回路、２４…１フィールド遅延回路、２５…１フィールド遅延回路、２
６…比較回路、２７…判定回路
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