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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力される映像データの輝度信号と第１の１フレーム遅延データとの差分を求め、この
差分から、前記輝度信号及び前記第１の１フレーム遅延データの相関を利用して前記輝度
信号のノイズを除去した輝度信号ノイズ除去データを出力するフレーム巡回輝度ノイズ除
去手段と、
　前記輝度信号ノイズ除去データを入力してこの１フレーム分を格納し、前記第１の１フ
レーム遅延データを出力する第１の映像データ記憶手段と、
　前記輝度信号ノイズ除去データと前記第１の１フレーム遅延データとを入力してこれら
の差分の絶対値を求め、この絶対値が所定の閾値よりも大きいときには「動き有り」、小
さいときには「動き無し」と判定し、この判定結果を輝度動き判定信号として出力する輝
度動き判定手段と、
　色差信号を入力してこの１フレーム分を格納し、第２の１フレーム遅延データを出力す
る第２の映像データ記憶手段と、
　前記色差信号と前記第２の１フレーム遅延データとを入力してこのいずれか一方を、入
力される前記輝度動き判定信号により選択し、この選択したデータを１フレーム分格納し
て第３の１フレーム遅延データを出力する第３の映像データ記憶手段と、
　前記色差信号と前記第３の１フレーム遅延データとを入力し、これらを加算平均して色
差信号加算平均データを生成し、前記色差信号加算平均データと入力される前記色差信号
とのいずれか一方を、入力される前記輝度動き判定信号により選択して出力する選択手段



(2) JP 4625705 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

と、
　を有することを特徴とする映像信号処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の映像信号処理装置において、
　前記映像信号にノイズが無いか又は少ない場合には、前記フレーム巡回輝度ノイズ除去
手段の入出力間をスルー状態にする構成にしたことを特徴とする映像信号処理装置。
【請求項３】
　入力される映像データの輝度信号と第１の１フレーム遅延データとの差分を求め、この
差分から、前記輝度信号及び前記第１の１フレーム遅延データの相関を利用して前記輝度
信号のノイズを除去した輝度信号ノイズ除去データを出力するフレーム巡回輝度ノイズ除
去手段と、
　前記輝度信号ノイズ除去データを入力してこの１フレーム分を格納し、前記第１の１フ
レーム遅延データを出力する第１の映像データ記憶手段と、
　前記輝度信号ノイズ除去データと前記第１の１フレーム遅延データとを入力してこれら
の差分の絶対値を求め、この絶対値と輝度動き判定閾値とを比較して輝度動き係数Ｋを出
力する輝度動き判定手段と、
　色差信号を入力してこの１フレーム分を格納し、第２の１フレーム遅延データを出力す
る第２の映像データ記憶手段と、
　前記色差信号と前記第２の１フレーム遅延データとを入力してこのいずれか一方を、入
力される前記輝度動き係数Ｋにより選択し、この選択したデータを１フレーム分格納して
第３の１フレーム遅延データを出力する第３の映像データ記憶手段と、
　前記色差信号と前記第３の１フレーム遅延データとを入力し、これらを加算平均して色
差信号加算平均データを生成し、且つ、前記輝度動き係数Ｋに基づき係数（１－Ｋ）を求
め、前記色差信号に対して前記輝度動き係数Ｋを乗算して第１の乗算値を求めると共に、
前記色差信号加算平均データに対して前記係数（１－Ｋ）を乗算して第２の乗算値を求め
、前記第１の乗算値と前記第２の乗算値とを加算して出力する出力手段と、
　を有することを特徴とする映像信号処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像表示装置、映像記録再生装置等で信号処理されるＮＴＳＣ（National T
elevision System Committee）方式及びＰＡＬ（Phase Alternation by Line color tele
vision）方式の映像信号に基づき復調されたコンポーネント映像信号から、色差信号に含
まれるクロスカラー成分を動きによる色ずれを回避して高精度に除去でき、更に、ノイズ
成分を除去できる映像信号処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の映像信号処理装置に関する技術としては、例えば、次のような文献に記
載されるものがあった。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１２８９３６号公報（図１）
【０００４】
　この特許文献１の図１に記載された映像信号処理装置では、入力映像信号の１フレーム
間で同じ位置にある画素を抽出し、これらの画素の１フレーム間の輝度信号の差分値から
動き判定を行い、静止と判定した場合に、色差信号の差分値からクロスカラー判定を行い
、クロスカラーと判定した場合に、１フレーム前の色差信号と現入力映像信号の色差信号
との加算平均処理を行ってクロスカラーを除去している。
【０００５】
　この方式は、ＮＴＳＣ方式及びＰＡＬ方式の映像信号から復調されたコンポーネント映
像信号の色差信号に、クロスカラー有無に関わらず時間的信号に変化が無い場合、以下の
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表１の式が成り立つことを利用している。
【０００６】
【表１】

【０００７】
　ここで、ｎは現フレーム、ｎ－１は１フレーム前、ｎ－２は２フレーム前を表しており
、yccはＹ（輝度）Ｃ（色）分離時に色差成分に混入した輝度成分（クロスカラー）を表
しているのだが、入力映像データが常に静止画の時には、ＮＴＳＣ方式、ＰＡＬ方式それ
ぞれの入力方式で以下の２式が成り立つと考えられる。
　　ＮＴＳＣ方式
　 C(n)=C(n-1) ・・・（１）
　 ycc(n)=ycc(n-1)・・・（２）
　　ＰＡＬ方式
　 C(n)=C(n-2)・・・（３）
　 ycc(n)=ycc(n-2)・・・（４）
そのため、ＮＴＳＣ方式の場合は、現フレーム色差信号Ｃ’（ｎ）と１フレーム前色差信
号Ｃ’（ｎ－１）を加算平均することにより、ＰＡＬ方式の場合は、現フレーム色差信号
Ｃ’（ｎ）と２フレーム前色差信号Ｃ’（ｎ－２）を加算平均することにより、Ｃ’（ｎ
）＝Ｃ（ｎ）が導き出され、色差信号に入り込んだ輝度成分yccを除去できる。又、前記
加算平均において、ycc＝０の場合でも成り立ち、yccの値に依存しないため、時間的変化
が無い（動きが無い）場合の加算平均は、クロスカラーの有無に関わらず、加算平均がＣ
’（ｎ）＝Ｃ（ｎ）を満たす。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来の特許文献１の構成では、１フレーム間の輝度信号に差が無い場合
、「動き無し」と判定することにより、実際に動きがあった場合でも加算平均を選択し、
本来の出力されると予想される色差と違う色差信号を出力するという問題がある。
【０００９】
　実際に動きがあった場合でも、１フレーム間の輝度信号に差が無いために「動き無し」
と判定する条件としては、以下の（ａ）、（ｂ）の場合がある。
【００１０】
　（ａ）　クロスカラーが発生するような輝度信号に色副搬送波周波数fsc成分を含む映
像信号がＹＣ分離されて、輝度信号が低域成分のみになっている映像信号から、ほぼ同一
低域成分の輝度信号に変化した場合。
【００１１】
　（ｂ）　輝度信号が周波数に関わらずほぼ同一で、色差信号のみ変化があった場合。
【００１２】
　ＰＡＬ方式の場合は、ＮＴＳＣ方式と異なり、４フレームで色差信号の位相が同位相と
なり、半分の２フレームで逆位相となるため、２フレーム後の色差信号でクロスカラー除
去を行うことになる。しかし、この場合、動きを正確に検出するには、輝度信号も２フレ
ーム後の信号が必要となり、輝度は１フレーム分のみではなく、２フレーム分のメモリを
必要とする問題を有している。又、特許文献１のクロスカラー除去は、加算平均によるも
ので、この機能自体もノイズ除去の効果があるが、ノイズ除去の効果はノイズの状態に関
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わらず常に平均１／２（－６ｄＢ）程度であり、ランダムなノイズでは除去できる場合と
、できない場合が発生する問題を有する。
【００１３】
　一方、特許文献１以外の技術ではあるが、ランダムなノイズを除去する方法として、フ
レーム巡回型のノイズ除去を用いることが一般に知られている。しかし、この技術では、
加算平均とは別に、フレーム巡回のノイズ除去を行う場合、クロスカラー除去用のフレー
ムメモリの他にもう１つ、フレーム巡回型の色差ノイズ除去用のフレームメモリを必要と
する問題を有している。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　従来の課題を解決するために、本発明の内の請求項１に係る発明の映像信号処理装置で
は、フレーム巡回輝度ノイズ除去手段、第１の映像データ記憶手段、輝度動き判定手段、
第２、第３の映像データ記憶手段、及び選択手段を有している。
【００１５】
　前記フレーム巡回輝度ノイズ除去手段は、入力される映像データの輝度信号と第１の１
フレーム遅延データとの差分を求め、この差分から、前記輝度信号及び前記第１の１フレ
ーム遅延データの相関を利用して前記輝度信号のノイズを除去した輝度信号ノイズ除去デ
ータを出力する。前記第１の映像データ記憶手段は、前記輝度信号ノイズ除去データを入
力してこの１フレーム分を格納し、前記第１の１フレーム遅延データを出力する。前記輝
度動き判定手段は、前記輝度信号ノイズ除去データと前記第１の１フレーム遅延データと
を入力してこれらの差分の絶対値を求め、この絶対値が所定の閾値よりも大きいときには
「動き有り」、小さいときには「動き無し」と判定し、この判定結果を輝度動き判定信号
として出力する。前記第２の映像データ記憶手段は、前記色差信号を入力してこの１フレ
ーム分を格納し、第２の１フレーム遅延データを出力する。
【００１６】
　前記第３の映像データ記憶手段は、前記色差信号と前記第２の１フレーム遅延データと
を入力してこのいずれか一方を、入力される前記輝度動き判定信号により選択し、この選
択したデータを１フレーム分格納して第３の１フレーム遅延データを出力する。更に、前
記選択手段は、前記色差信号と前記第３の１フレーム遅延データとを入力し、これらを加
算平均して色差信号加算平均データを生成し、前記色差信号加算平均データと入力される
前記色差信号とのいずれか一方を、入力される前記輝度動き判定信号により選択して出力
する。
【００１７】
　請求項２に係る発明の映像信号処理装置では、請求項１に係る発明の映像信号処理装置
において、前記映像信号にノイズが無いか又は少ない場合には、前記フレーム巡回輝度ノ
イズ除去手段の入出力間をスルー状態にする構成にしている。
【００１８】
　請求項３に係る発明の映像信号処理装置では、フレーム巡回輝度ノイズ除去手段、第１
の映像データ記憶手段、輝度動き判定手段、第２、第３の映像データ記憶手段、及び出力
手段を有している。前記フレーム巡回輝度ノイズ除去手段は、入力される映像データの輝
度信号と第１の１フレーム遅延データとの差分を求め、この差分から、前記輝度信号及び
前記第１の１フレーム遅延データの相関を利用して前記輝度信号のノイズを除去した輝度
信号ノイズ除去データを出力する。前記第１の映像データ記憶手段は、前記輝度信号ノイ
ズ除去データを入力してこの１フレーム分を格納し、前記第１の１フレーム遅延データを
出力する。前記輝度動き判定手段は、前記輝度信号ノイズ除去データと前記第１の１フレ
ーム遅延データとを入力してこれらの差分の絶対値を求め、この絶対値と輝度動き判定閾
値とを比較して輝度動き係数Ｋを出力する。
【００１９】
　前記第２の映像データ記憶手段は、前記色差信号を入力してこの１フレーム分を格納し
、第２の１フレーム遅延データを出力する。前記第３の映像データ記憶手段は、前記色差
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信号と前記第２の１フレーム遅延データとを入力してこのいずれか一方を、入力される前
記輝度動き判定信号により選択し、この選択したデータを１フレーム分格納して第３の１
フレーム遅延データを出力する。更に、前記出力手段は、前記色差信号と前記第３の１フ
レーム遅延データとを入力し、これらを加算平均して色差信号加算平均データを生成し、
且つ、前記輝度動き係数Ｋに基づき係数（１－Ｋ）を求め、前記色差信号に対して前記輝
度動き係数Ｋを乗算して第１の乗算値を求めると共に、前記色差信号加算平均データに対
して前記係数（１－Ｋ）を乗算して第２の乗算値を求め、前記第１の乗算値と前記第２の
乗算値とを加算して出力する。
【発明の効果】
【００２７】
　請求項１に係る発明によれば、例えば、入力映像信号がＰＡＬ方式の場合において、通
常２フレーム分必要な輝度信号を格納する第１の映像データ記憶手段が、ＮＴＳＣと同様
に１フレーム分だけでも色差２フレーム間の動きの予測が可能となり、通常発生する輝度
信号１フレーム間のみでの動き補償の誤動作を回避して、クロスカラー除去回路を実現す
ることができる。又、例えば、入力映像信号がＰＡＬ方式の場合の色差信号を格納する第
２、第３の映像データ記憶手段の増加分については、ＮＴＳＣ方式及びＰＡＬ方式の映像
信号を所定のデータ形式にすることにより、輝度信号、及び色差信号共にＰＡＬ方式とＮ
ＴＳＣ方式で同容量のメモリでのクロスカラー除去の実現が可能となる。
【００２８】
　請求項２に係る発明によれば、入力される映像信号にノイズが無いか又は少ない場合に
は、フレーム巡回輝度ノイズ除去手段の入出力間をスルー状態にするので、入力映像信号
がそのまま出力される。これにより、フレーム巡回輝度ノイズ除去手段の動作による弊害
を無くして高速処理が可能になる。
【００２９】
　請求項３に係る発明によれば、動き判定で求められた動き係数を複数化しているので、
動きの有無の判定が難しい動き判定閾値近傍の場合でも、色差加算平均の色差信号加算平
均データを含む色差信号を出力し、クロスカラー除去の動作停止の切り替わりを滑らかに
行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本発明を実施するための最良の形態の映像信号処理装置では、フレーム巡回輝度ノイズ
除去回路、第１、第２、第３のフレームメモリ、輝度動き判定回路、０°位相比較動き判
定回路、判定信号合成回路、及びセレクタ等を有している。
【００３２】
　フレーム巡回輝度ノイズ除去回路は、入力映像データの輝度信号と第１の１フレーム遅
延データとの差分を求め、この差分から、輝度信号及び第１の１フレーム遅延データの相
関を利用して輝度信号のノイズを除去した輝度信号ノイズ除去データを出力する。第１の
フレームメモリは、輝度信号ノイズ除去データを入力してこの１フレーム分を格納し、第
１の１フレーム遅延データを出力する。輝度動き判定回路は、輝度信号ノイズ除去データ
と第１の１フレーム遅延データとを入力してこれらの差分の絶対値を求め、この絶対値が
所定の閾値よりも大きいときには「動き有り」、小さいときには「動き無し」と判定し、
この判定結果を輝度動き判定信号として出力する。第２のフレームメモリは、入力映像デ
ータの色差信号を入力してこの１フレーム分を格納し、第２の１フレーム遅延データを出
力する。
【００３３】
　第３のフレームメモリは、第２の１フレーム遅延データを入力してこの１フレーム分を
格納し、第３の１フレーム遅延データを出力する。減算回路及び絶対値回路により、色差
信号と第３の１フレーム遅延データとの差分の絶対値が求められる。０°位相比較動き判
定回路では、その絶対値が所定の閾値よりも大きいときには「動き有り」、小さいときに
は「動き無し」と判定して０°位相動き判定信号を出力する。判定信号合成回路は、輝度
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動き判定信号と０°位相動き判定信号とを入力してこれらを合成し、合成判定信号を出力
する。加算回路及び平均値回路により、色差信号と第２の１フレーム遅延データとが加算
平均され、色差信号加算平均データが生成される。セレクタでは、その色差信号加算平均
データと入力映像データの色差信号とのいずれか一方を、合成判定信号により選択し、出
力映像データの色差信号を出力する。
【実施例１】
【００３４】
　（実施例１の構成）
　図１は、本発明の実施例１を示す映像信号処理装置の構成図である。
　この映像信号処理装置は、入力映像データの輝度信号Yinからノイズを除去した出力映
像データの輝度信号Youtを出力する輝度信号ノイズ除去部と、入力映像データの色差信号
Cinからクロスカラー（期待値と異なる虹色等の色差）を除去した出力映像データの色差
信号Coutを出力するクロスカラー除去部とを備えている。
【００３５】
　輝度信号ノイズ除去部は、フレーム巡回輝度ノイズ除去手段（例えば、フレーム巡回輝
度ノイズ除去回路）１を有し、この出力端子及び入力端子間に、第１の映像データ記憶手
段（例えば、フレームメモリ）２が帰還接続され、更に、フレーム巡回輝度ノイズ除去回
路１及びフレームメモリ２の出力端子に、輝度動き判定手段（例えば、輝度動き判定回路
）３が接続されている。
【００３６】
　フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１は、入力映像データの輝度信号Yinと、フレームメ
モリ２からの第１の１フレーム遅延データ（例えば、輝度信号１フレーム遅延データ）Ｓ
２との差分から、その２つのデータの相関を利用してノイズ除去を行い、ノイズ除去後の
出力映像データの輝度信号Youtである輝度信号ノイズ除去データＳ１を出力する回路であ
る。このフレーム巡回輝度ノイズ除去回路１は、例えば、輝度信号Yinと輝度信号１フレ
ーム遅延データＳ２との差分値を求める減算回路と、この差分値をフィルタリングするフ
ィルタと、このフィルタの出力の絶対値を求める絶対値回路と、この絶対値回路の出力を
閾値と比較してノイズ除去を行うノイズ除去部とにより構成されている。
【００３７】
　フレームメモリ２は、ノイズ除去後の出力映像データの輝度信号Youtを格納し、フレー
ム間の輝度信号ノイズ除去データＳ１を生成するために、輝度信号１フレーム遅延データ
Ｓ２を出力する回路である。更に、輝度動き判定回路３は、輝度信号ノイズ除去データＳ
１と、フレームメモリ２からの輝度信号１フレーム遅延データＳ２との差分から、入力映
像データの動きを判定して輝度動き判定信号Ｓ３を出力する回路である。
【００３８】
　クロスカラー除去部は、入力映像データの色差信号Cinを格納し、第２の１フレーム遅
延データ（例えば、色差信号180°位相データ）Ｓ１０を出力する第２の映像データ記憶
手段（例えば、フレームメモリ）１０を有し、この出力端子に、色差信号180°位相デー
タＳ１０を格納して第３の１フレーム遅延データ（例えば、色差信号０°位相データ）Ｓ
１１を出力する第３の映像データ記憶手段（例えば、フレームメモリ）１１が接続されて
いる。フレームメモリ１１の出力端子には、色差信号Cin及び色差信号０°位相データＳ
１１に基づき０°位相動き判定信号Ｓ１４を出力する０°位相比較動き判定手段が接続さ
れている。この０°位相比較動き判定手段は、例えば、入力映像データの色差信号Cinと
色差信号０°位相データＳ１１との差分を求める減算回路１２と、その差分の絶対値（ab
solute value；ＡＢＳ）を求める絶対値回路１３と、その絶対値から０°位相時の動き判
定を行って０°位相動き判定信号Ｓ１４を出力する０°位相比較動き判定回路１４とによ
り構成されている。
【００３９】
　０°位相比較動き判定回路１４の出力端子には、判定信号合成手段（例えば、判定信号
合成回路）１５が接続されている。判定信号合成回路１５は、輝度動き判定回路３で生成
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された輝度動き判定信号Ｓ３と、０°位相比較動き判定回路１４で生成された０°位相比
較動き判定信号Ｓ１４とを合成して、合成判定信号Ｓ１５を出力する回路であり、この出
力端子に、選択手段が接続されている。この選択手段は、例えば、入力映像データの色差
信号Cinと色差信号180°位相データＳ１０とを加算する加算回路１６と、その加算値の平
均値をとった色差信号加算平均データＳ１７を出力する平均値回路１７と、色差信号Cin
と色差信号加算平均データＳ１７とのいずれか一方を合成判定信号Ｓ１５により選択して
クロスカラー除去後の出力映像データの色差信号Coutを出力するセレクタ（ＳＥＬ）１８
とにより構成されている。
【００４０】
　（実施例１の動作）
　入力映像データの輝度信号Yin及び色差信号Cinが入力されると、輝度信号ノイズ除去部
におけるフレーム巡回輝度ノイズ除去回路１において、入力映像データの輝度信号Yinと
、フレームメモリ２から出力される輝度信号１フレーム遅延データＳ２とを差分して、こ
の差分結果の絶対値が閾値よりも小さい場合はノイズ、大きい場合は動きと判定し、差分
結果をノイズと判定した場合は、入力映像データの輝度信号Yinからノイズと判定したデ
ータを差分して輝度信号ノイズ除去データＳ１を出力し、差分結果を動きと判定した場合
は、入力映像データの輝度信号Yinがそのまま輝度信号ノイズ除去データＳ１として出力
され、この輝度信号ノイズ除去データＳ１が出力映像データの輝度信号Youtとなる。
【００４１】
　フレームメモリ２では、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１から出力された輝度信号ノ
イズ除去データＳ１を１フレーム分格納して、輝度信号１フレーム遅延データＳ２として
出力する。すると、輝度動き判定回路３において、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１か
ら出力される輝度信号ノイズ除去データＳ１と、フレームメモリ２から出力される輝度信
号１フレーム遅延データＳ２との差分の絶対値をとり、この絶対値がノイズやジッタ等の
考慮したある閾値よりも大きい場合は「動き有り」、小さい場合は「動き無し」と判定し
、この判定結果を輝度動き判定信号Ｓ３として出力する。
【００４２】
　一方、クロスカラー部におけるフレームメモリ１０において、入力映像データの色差信
号Cinを、入力信号の方式がＮＴＳＣ方式の場合は１フレーム分、ＰＡＬ方式の場合は２
フレーム分格納して、色差信号180°位相データＳ１０として出力する。すると、フレー
ムメモリ１１では、フレームメモリ１０から出力された色差信号180°位相データＳ１０
を、入力信号の方式がＮＴＳＣ方式の場合は１フレーム分、ＰＡＬ方式の場合は２フレー
ム分格納して、色差信号０°位相データＳ１１として出力する。
【００４３】
　このとき、ＮＴＳＣ方式及びＰＡＬ方式の映像信号から復調されたコンポーネント映像
信号の色差信号Cinにクロスカラー有無に関わらず時間的信号に変化が無い場合、以下の
表２の式が成り立つことを利用している。
【００４４】
【表２】

【００４５】
　ここで、ｎは現フレーム、ｎ－１は１フレーム前、ｎ－２は２フレーム前を表しており
、ｎ－４は４フレーム前を表しており、yccは色差信号にＹＣ分離時に色差に混入した輝
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度成分（クロスカラー）を表しているのだが、入力映像データが常に静止画の時には、Ｎ
ＴＳＣ方式、ＰＡＬ方式それぞれの入力方式で、以下の３式が成り立つと考えられる。
　　ＮＴＳＣ方式
　　C’(n)≒C(n-1)≒C(n-2)・・・（５）
　 ycc(n)≒ycc(n-1)≒ycc(n-2)・・・（６）
　 C’(n)=C’(n-2) ・・・（７）
　　ＰＡＬ方式
　 C’(n)≒C(n-2)≒C(n-4)・・・（８）
　 ycc(n)≒ycc(n-2)≒ycc(n-4)・・・（９）
　 C’(n)=C’(n-4) ・・・（１０）
そのため、ＮＴＳＣ方式の場合は、現フレーム色差信号Ｃ’（ｎ）と１フレーム前色差信
号Ｃ’（ｎ－１）を加算平均することにより、ＰＡＬ方式の場合は、現フレーム色差信号
Ｃ’（ｎ）と２フレーム前色差信号Ｃ’（ｎ－２）を加算平均することにより、Ｃ’（ｎ
）＝Ｃ（ｎ）が導き出され、色差信号Cinに入り込んだ輝度成分yccを除去できる。
【００４６】
　シーンチェンジ等で入力映像信号に切り替わりがあった場合に、輝度信号のレベルがほ
ぼ同状態では１フレーム間輝度の動き判定では、動きが無いと静止画と判定してしまうが
、色差に変化が生じた場合、式（７）及び式（１０）が満たされない。そこで、入力映像
データの色差信号Cinと、フレームメモリ１１から出力された色差信号０°位相データＳ
１１との差分を、減算回路１２で求め、絶対値回路１３によりその差分の絶対値をとり、
この絶対値から０°位相比較動き判定回路１４により、ノイズやジッタ等を考慮したある
閾値より大きい場合は「動き有り」と判定し、小さい場合は「動き無し」と判定し、０°
位相動き判定信号Ｓ１４を出力する。
【００４７】
　次に、輝度動き判定回路３から出力された輝度動き判定信号Ｓ３と、０°位相比較動き
判定回路１４から出力された０°位相比較動き判定信号Ｓ１４とを、判定信号合成回路１
５で合成し、輝度動き判定信号Ｓ３で「動き無し」、且つ、０°位相比較動き判定信号Ｓ
１４で「動き無し」と判定したときのみ、フレームメモリ１０から出力された色差信号18
0°位相データＳ１０と、入力映像データの色差信号Cinとを、加算回路１６及び平均値回
路１７により加算平均して生成された色差信号加算平均データＳ１７を、合成判定信号Ｓ
１５に基づきセレクタ１８で選択する。判定信号合成回路１５において、輝度動き判定信
号Ｓ３で「動き有り」、若しくは、０°位相比較動き判定信号Ｓ１４で「動き有り」と判
定した場合は、入力映像データの色差信号Cinを、合成判定信号Ｓ１５に基づきセレクタ
１８で選択し、出力映像データの色差信号Coutとして出力する。これにより、従来の誤動
作を回避できる。
【００４８】
　（実施例１の効果）
　本実施例１によれば、クロスカラー除去部において、２フレーム分、若しくは、４フレ
ーム分のフレームメモリ１０，１１を用いて０°位相（同位相）比較動き判定を行うこと
により、１フレーム間の輝度信号に差が無いと判定される、クロスカラーが発生するよう
な輝度信号Yinにfsc成分を含む映像信号がＹＣ分離されて輝度信号が低域成分のみになっ
ている映像信号から、ほぼ同一低域成分の輝度信号に変化した場合や、輝度信号Yinが周
波数に関わらずほぼ同一で、色差信号Cinのみ変化があった場合においても、色差同位相
動き判定により動きの判定が可能になる。これにより、クロスカラー除去における、輝度
動き判定のみによる加算平均の選択が回避され、クロスカラー除去の誤動作による色ずれ
の回避が可能となる。
【実施例２】
【００４９】
　（実施例２の構成）
　図２は、本発明の実施例２を示す映像信号処理装置の構成図であり、実施例１を示す図
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１中の要素と共通の要素には共通の符号が付されている。
【００５０】
　この映像信号処理装置は、入力信号がＰＡＬ方式の場合に適用可能な装置であり、実施
例１と同様に、入力映像データの輝度信号Yinからノイズを除去した出力映像データの輝
度信号Youtを出力する輝度信号ノイズ除去部と、入力映像データの色差信号Cinからクロ
スカラーを除去した出力映像データの色差信号Coutを出力するクロスカラー除去部とを備
えている。
【００５１】
　輝度信号ノイズ除去部は、実施例１と同様のフレーム巡回輝度ノイズ除去回路１及び輝
度動き判定回路３と、実施例１のフレームメモリ２に代えた第１の映像データ記憶手段（
例えば、フレームメモリ）２Ａとを有している。フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１は、
入力映像データの輝度信号Yinと、フレームメモリ２Ａからの第１の１フレーム遅延デー
タ（例えば、輝度信号１フレーム遅延データ）Ｓ２Ａとの差分から、その２つのデータの
相関を利用してノイズ除去を行い、ノイズ除去後の出力映像データの輝度信号Youtである
輝度信号ノイズ除去データＳ１を出力する回路である。フレームメモリ２Ａは、ノイズ除
去後の出力映像データの輝度信号Youtを格納し、フレーム間の輝度信号ノイズ除去データ
Ｓ１を生成するために、輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ａを出力する回路である。
　又、輝度動き判定回路３は、輝度信号ノイズ除去データＳ１と、フレームメモリ２から
の輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ａとの差分から、入力映像データの動きを判定して
輝度動き判定信号Ｓ３を出力する回路である。
【００５２】
　クロスカラー除去部は、実施例１のフレームメモリ１０，１１、減算回路１２、絶対値
回路１３、０°位相比較動き判定回路３、及び判定信号合成回路１５に代えた第２の映像
データ記憶手段（例えば、フレームメモリ）１０Ａ、及び第３の映像データ記憶手段（例
えば、セレクタ１９及びフレームメモリ１１Ａ）と、実施例１とほぼ同様の選択手段（例
えば、加算回路１６、平均値回路１７及びセレクタ１８Ａ）とを有している。
【００５３】
　フレームメモリ１０Ａは、入力映像データの色差信号Cinを１フレーム分格納し、第２
の１フレーム遅延データ（例えば、色差信号９０°位相データ）Ｓ１０Ａを出力するメモ
リである。フレームメモリ１０Ａの出力端子は、セレクタ１９を介して、フレームメモリ
１１Ａの入力端子に接続されている。セレクタ１９は、フレームメモリ１０Ａからの色差
信号９０°位相データＳ１０Ａと、入力映像データの色差信号Cinとのいずれか一方を、
輝度動き判定回路３からの輝度動き判定信号Ｓ３により選択してフレームメモリ１１Ａへ
出力するものである。フレームメモリ１１Ａは、セレクタ１９で選択されたデータを１フ
レーム分格納して第３の１フレーム遅延データ（例えば、色差信号180°位相データ）Ｓ
１１Ａを出力するメモリである。又、選択手段を構成する加算回路１６、平均値回路１７
及びセレクタ１８Ａにおいて、入力映像データの色差信号Cinとフレームメモリ１１Ａか
らの色差信号180°位相データＳ１１Ａとを、加算回路１６及び平均値回路１７により加
算平均して色差信号加算平均データＳ１７を求め、このデータＳ１７と入力映像データの
色差信号Cinとのいずれか一方を、輝度動き判定信号Ｓ３に基づきセレクタ１８Ａにより
選択する構成になっている。
【００５４】
　（実施例２の動作）
　入力映像データの輝度信号Yin及び色差信号Cinが入力されると、先ず、輝度信号ノイズ
除去部におけるフレーム巡回輝度ノイズ除去回路１では、入力映像データの輝度信号Yin
と、フレームメモリ２Ａから出力される輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ａとの差分を
求め、この差分結果の絶対値が閾値よりも小さい場合はノイズ、大きい場合は動きと判定
し、ノイズと判定した場合は、輝度信号Yinからノイズと判定したデータを差分して輝度
信号ノイズ除去データＳ１を出力し、動きと判定した場合は、輝度信号Yinをそのまま輝
度信号ノイズ除去データＳ１として出力する。この輝度信号ノイズ除去データＳ１が、出
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【００５５】
　フレームメモリ２Ａでは、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１から出力された輝度信号
ノイズ除去データＳ１を格納して、輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ａとして出力する
。これにより、輝度動き判定回路３において、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１から出
力される輝度信号ノイズ除去データＳ１と、フレームメモリ２Ａから出力される輝度信号
１フレーム遅延データＳ２Ａとの差分の絶対値をとり、この絶対値がノイズやジッタ等の
考慮したある閾値よりも大きい場合は「動き有り」、小さい場合は「動き無し」と判定し
、この判定結果を輝度動き判定信号Ｓ３として出力する。
【００５６】
　一方、クロスカラー除去部におけるフレームメモリ１０Ａでは、入力映像データの色差
信号Cinを格納して、色差信号９０°位相データＳ１０Ａとしてセレクタ１９へ出力する
。セレクタ１９では、輝度動き判定回路３で「動き有り」と判定した場合は、輝度動き判
定信号Ｓ３により入力映像データの色差信号Cinを選択し、輝度動き判定回路３で「動き
無し」と判定した場合は、輝度動き判定信号Ｓ３により色差信号９０°位相データＳ１０
Ａを選択する。この選択されたデータは、フレームメモリ１１Ａに格納され、色差信号18
0°位相データＳ１１Ａとして出力される。
【００５７】
　この時、時間をｔ、入力映像データの輝度信号YinをYt、入力映像データの色差信号Cin
をCtとすると、フレームメモリ２Ａに格納される輝度信号、フレームメモリ１０Ａ及びフ
レームメモリ１１Ａに格納される色差信号の関係は以下の表３のようになる。
【００５８】
【表３】

【００５９】
　ここで、入力映像信号が常に静止画の場合、以下の２式が成り立つと考えられる。
　 Yt-2 ≒ Yt-1 ≒ Yt ≒ Yt+1 ≒ Yt+n　・・・（１１）
　 Ct-2 ≒ Ct-1 ≒ Ct ≒ Ct+1 ≒ Ct+n　・・・（１２）
　これをまとめると以下の表４のようになる。
【００６０】
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【表４】

 
 
 
 
 
 
 
 
【００６１】
　よって、加算回路１６及び平均値回路１７により、入力映像データの色差信号Cinと、
フレームメモリ１１Ａから出力された色差信号180°位相データＳ１１Ａとを、加算平均
することによってクロスカラーを除去できる。
【００６２】
　入力映像信号が動画の場合には、輝度動き判定回路３は、常時「動き有り」と判定し、
輝度動き判定信号Ｓ３が「動き有り」となるので、セレクタ１８Ａは、常時、入力映像デ
ータの色差信号Cinを選択し、出力映像データの色差信号Coutとして出力する。同時に、
輝度動き判定信号Ｓ３がセレクタ１９に入力されるのでフレームメモリ１１Ａには、フレ
ームメモリ１０Ａと同じ入力映像データの色差信号Cinが格納される。このため、フレー
ムメモリ１１Ａ及びフレームメモリ１０Ａは、色差信号９０°位相データを出力する。
　時間ｔ＋１において、入力映像信号が動画から静止画へ変化した場合には、以下の２式
が成り立つと考えられる。
　Yt-2≠Yt-1≠Yt≒Yt+1≒Yt+n　・・・（１３）
　Ct-2　≠Ct-1≠Ct≒Ct+1≒Ct+n　・・・（１４）
　これをまとめると以下の表５のようになる。
【００６３】
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【表５】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【００６４】
　表５は、各時間毎の入力輝度信号、フレームメモリ２Ａの出力信号、入力色差信号、フ
レームメモリ１０Ａから出力される色差信号、及びフレームメモリ１１Ａから出力される
色差信号の関係を示している。時間ｔ－１、時間ｔにおいては、輝度動き判定信号Ｓ３が
「動き有り」となるので、セレクタ１８Ａは、常時、入力映像データの色差信号Cinを選
択し、出力映像データの色差信号Coutとして出力する。同時に、輝度動き判定信号Ｓ３が
セレクタ１９に入力されるのでフレームメモリ１１Ａには、フレームメモリ１０Ａと同じ
入力映像データの色差信号Cinが格納される。この時、動画から静止画に切り替わった時
間ｔ＋１に注目すると、Ｙｔ＋１≒Ｙｔとなるため、輝度動き判定信号Ｓ３は「動き無し
」となり、セレクタ１８Ａは、加算回路１６及び平均値回路１７により、入力映像データ
の色差信号Cinと、フレームメモリ１１Ａから出力された色差信号180°位相データＳ１１
Ａとを、加算平均した色差信号加算平均データＳ１７を選択し、出力映像データの色差信
号Coutとして出力する。
　セレクタ１９は、輝度動き判定信号Ｓ３が「動き無し」となるので、フレームメモリ１
０Ａの出力である色差信号90°位相データＳ１０Ａを選択してフレームメモリ１１Ａに格
納する。その結果、時間ｔ＋１において、入力色差信号Ｃｔ＋１がクロスカラー除去部に
入力されると、フレームメモリ１０Ａは、色差信号９０°位相データＳ１０Ａ（＝Ｃｔ）
を出力し、フレームメモリ１１Ａは、色差信号180°位相データＳ１１Ａ（＝Ｃｔ－１）
を出力する。その結果、加算回路１６及び平均値回路１７で（Ｃｔ＋１　＋　Ｃｔ－１）
／２が計算され、色差信号加算平均データＳ１７としてセレクタ１８Ａで選択される。
　表５に示すように、Ｃｔ＋１≒Ｃｔ≠Ｃｔ－１の関係からＣｔ＋１≠Ｃｔ－１となり、
それぞれの色差信号のデータが異なるため、加算平均されたデータ（Ｃｔ＋１　＋　Ｃｔ
－１）／２を使用すると誤動作を起こすことになる。これは、輝度動き判定信号Ｓ３が１
フレーム分しかないため、２フレーム前の色差信号を使用しても良いかの判定ができない
からである。
【００６５】
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　そこで、入力映像信号が「動き有り」から「動き無し」に変化した場合には、フレーム
メモリ１１Ａに、入力映像データの色差信号Cinを強制的に格納する補正処理が必要とな
る。補正処理の結果を表６に示す。
【００６６】
【表６】

 
 
 
 
 
 
 
 
【００６７】
　これにより、時間ｔ＋１において、色差信号CinとしてＣｔ＋１が入力され、フレーム
メモリ１０Ａからは、Ｃｔが出力され、フレームメモリ１１Ａからは、同じくＣｔが出力
される。Ｃｔ＋１≒Ｃｔであるから、加算回路１６及び平均値回路１７で（Ｃｔ＋１　＋
　Ｃｔ）／２が計算され、色差信号加算平均データＳ１７としてセレクタ１８Ａで選択さ
れる。その結果、動画から静止画へ変化した１フレームにおいてのみクロスカラーを除去
することはできないが、補正処理を行わなかった場合のＣｔ＋１≠Ｃｔ－1状態での加算
平均データ（Ｃｔ＋1　＋　Ｃｔ－１）／２を使用した誤動作を回避するこができる。
【００６８】
　入力映像信号が常に動画の場合、以下の２式が成り立つと考えられる。
　 Yt-2 ≠ Yt-1 ≠ Yt ≠ Yt+1 ≠ Yt+n　・・・（１５）
　 Ct-2 ≠ Ct-1 ≠ Ct ≠ Ct+1 ≠ Ct+n　・・・（１６）
　これをまとめると以下の表７のようになる。
【００６９】
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【００７０】
　入力映像信号が常に動画のため、フレームメモリ１１Ａに格納されるデータは、フレー
ムメモリ１０Ａに格納されるデータと同じになるが、輝度動き判定回路３により、輝度信
号ノイズ除去データＳ１と、フレームメモリ２Ａから出力される輝度信号１フレーム遅延
データＳ２Ａとの差分の絶対値が、ある閾値よりも大きくなって「動き有り」と判定され
る。そのため、加算回路１６及び平均値回路１７により、入力映像データの色差信号Cin
と、フレームメモリ１１Ａから出力された色差信号180°位相データＳ１１Ａとを、加算
平均した色差信号加算平均データＳ１７がセレクタ１８Ａで選択されず、入力映像データ
の色差信号Cinがセレクタ１８Ａにより選択され、出力映像データの色差信号Coutとして
そのまま出力されるため、誤動作はしない。
【００７１】
　又、入力映像信号が静止画から動画へ変化した場合は、以下の２式が成り立つと考えら
れる。
　 Yt-2 ≒ Yt-1 ≒ Yt ≠ Yt+1 ≠ Yt+n　・・・（１７）
　 Ct-2 ≒ Ct-1 ≒ Ct ≠ Ct+1 ≠ Ct+n　・・・（１８）
　これをまとめると以下の表８のようになる。
【００７２】
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【表８】

 
【００７３】
　この時、入力映像データが静止画の部分では、Ｃｔ－２≒Ｃｔ－１、及び、Ｃｔ－１≒
Ｃｔの関係が成り立っているため、加算回路１６及び平均値回路１７により、入力映像デ
ータの色差信号Cinと、フレームメモリ１１Ａから出力された色差信号180°位相データＳ
１１Ａとを、加算平均して生成された色差信号加算平均データＳ１７をセレクタ１８Ａで
選択し、出力映像データの色差信号Coutとして出力する。又、入力映像データが動画の部
分では、Ｙｔ≠Ｙｔ＋１、及び、Ｙｔ＋１≠Ｙｔ＋ｎの関係が成り立っているため、入力
映像データの色差信号Cinをセレクタ１８Ａで選択し、出力映像データの色差信号Coutと
して出力する。
【００７４】
　（実施例２の効果）
　本実施例２では、入力映像信号がＰＡＬ方式の場合において、通常２フレーム分必要な
輝度信号を格納するフレームメモリ２Ａが、ＮＴＳＣ方式と同様に１フレーム分だけでも
色差２フレーム間の動きの予測が可能となり、通常発生する輝度信号１フレーム間のみで
の動き補償の誤動作を回避して、クロスカラー除去回路を実現することができる。
【００７５】
　又、入力映像信号がＰＡＬ方式の場合の色差信号を格納するフレームメモリ１０Ａ，１
１Ａの増加分については、
　 ＮＴＳＣ方式における映像信号のデータ　Y:Cb:Cr = 4:2:2
　 ＰＡＬ方式における映像信号のデータ　　Y:Cb:Cr = 4:1:1
　　　　　 但し、Y；輝度信号、Cb；色差信号（青）、Cr；色差信号（赤）
とすることにより、輝度信号、及び色差信号共にＰＡＬ方式とＮＴＳＣ方式で同容量のメ
モリでのクロスカラー除去の実現が可能となる。
【実施例３】
【００７６】
　（実施例３の構成）
　図３は、本発明の実施例３を示す映像信号処理装置の構成図であり、実施例１を示す図
１中の要素と共通の要素には共通の符号が付されている。
【００７７】
　この映像信号処理装置は、入力信号がＮＴＳＣ方式の場合に適用可能な装置であり、実
施例１と同様に、入力映像データの輝度信号Yinからノイズを除去した出力映像データの
輝度信号Youtを出力する輝度信号ノイズ除去部と、入力映像データの色差信号Cinからク
ロスカラーを除去した出力映像データの色差信号Coutを出力するクロスカラー除去部とを
備えている。
【００７８】
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　輝度信号ノイズ除去部は、実施例１と同様のフレーム巡回輝度ノイズ除去回路１及び輝
度動き判定回路３と、実施例１のフレームメモリ２に代えた第１の映像データ記憶手段（
例えば、フレームメモリ）２Ｂとを有している。フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１は、
入力映像データの輝度信号Yinと、フレームメモリ２Ｂからの第１の１フレーム遅延デー
タ（例えば、輝度信号１フレーム遅延データ）Ｓ２Ｂとの差分から、その２つのデータの
相関を利用してノイズ除去を行い、ノイズ除去後の出力映像データの輝度信号Youtである
輝度信号ノイズ除去データＳ１を出力する回路である。フレームメモリ２Ｂは、ノイズ除
去後の出力映像データの輝度信号Youtを格納し、フレーム間の輝度信号ノイズ除去データ
Ｓ１を生成するために、輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ｂを出力する回路である。又
、輝度動き判定回路３は、輝度信号ノイズ除去データＳ１と、フレームメモリ２Ｂからの
輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ｂとの差分から、入力映像データの動きを判定して輝
度動き判定信号Ｓ３を出力する回路である。
【００７９】
　クロスカラー除去部は、フレーム巡回色差ノイズ除去手段（例えば、フレーム巡回色差
ノイズ除去回路）２０と、第１の選択手段（例えば、セレクタ）２１と、第２の映像デー
タ記憶手段（例えば、フレームメモリ）１０Ｂと、色差ノイズ除去判定手段（例えば、減
算回路２２、絶対値回路２３及び色差ノイズ除去判定回路２４）と、判定信号合成手段（
例えば、判定信号合成回路）１５Ｂと、第２の選択手段（例えば、加算回路１６、平均値
回路１７及びセレクタ１８Ｂ）とを有している。
【００８０】
　フレーム巡回色差ノイズ除去回路２０は、入力映像データの色差信号Cinと、フレーム
メモリ１０Ｂからの第２の１フレーム遅延データ（例えば、色差信号180°位相データ）
Ｓ１０Ｂとの差分から、その２つのデータの相関を利用してノイズ除去を行い、色差信号
Cinのノイズを除去した色差信号ノイズ除去データＳ２０を出力する回路であり、この出
力端子に、セレクタ２１を介してフレームメモリ１０Ｂが接続されている。セレクタ２１
は、入力映像データの色差信号Cinと色差信号ノイズ除去データＳ２０とのいずれか一方
を、色差ノイズ除去判定回路２４からの色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４により選択してフ
レームメモリ１０Ｂへ出力するものである。フレームメモリ１０Ｂは、セレクタ２１によ
り選択されたデータを１フレーム分格納し、色差信号180°位相データＳ１０Ｂを出力す
る回路であり、この出力端子に、フレーム巡回色差ノイズ除去回路２０、色差ノイズ除去
判定手段を構成する減算回路２２、及び、第２の選択手段を構成する加算回路１６が接続
されている。
【００８１】
　色差ノイズ除去判定手段を構成する減算回路２２は、フレームメモリ１０Ｂからの色差
信号180°位相データＳ１０Ｂと、入力映像データの色差信号Cinとの差分を求める回路で
あり、この出力端子に絶対値回路２３が接続されている。絶対値回路２３は、減算回路２
２で求められた差分の絶対値を算出する回路であり、この出力端子に色差ノイズ除去判定
回路２４が接続されている。色差ノイズ除去判定回路２４は、絶対値回路２３で求められ
た絶対値から、色差ノイズの除去判定を行い、判定結果である色差ノイズ除去判定信号Ｓ
２４を出力する回路であり、この出力端子に、判定信号合成回路１５Ｂが接続されている
。判定信号合成回路１５Ｂは、輝度動き判定回路３から出力された輝度動き判定信号Ｓ３
と、色差ノイズ除去判定回路２４から出力された色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４とを合成
し、この合成判定信号Ｓ１５Ｂを、第２の選択手段を構成するセレクタ１８Ｂへ出力する
回路である。
【００８２】
　セレクタ１８Ｂの入力端子側には、加算回路１６及び平均値回路１７が接続されている
。加算回路１６は、入力映像データの色差信号Cinと、フレームメモリ１０Ｂからの色差
信号180°位相データＳ１０Ｂとを加算する回路であり、この出力端子に平均値回路１７
が接続されている。平均値回路１７は、加算回路１６で加算された加算値の平均値を求め
て色差信号加算平均データＳ１７を出力する回路であり、この出力端子にセレクタ１８Ｂ
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が接続されている。セレクタ１８Ｂは、色差信号加算平均データＳ１７と、フレーム巡回
色差ノイズ除去回路２０から出力された色差信号ノイズ除去データＳ２０とのいずれか一
方を、判定信号合成回路１５Ｂからの合成判定信号Ｓ１５Ｂにより選択し、出力映像デー
タの色差信号Coutを出力するものである。
【００８３】
　（実施例３の動作）
　入力映像データの輝度信号Yin及び色差信号Cinが入力されると、先ず、輝度信号ノイズ
除去部におけるフレーム巡回輝度ノイズ除去回路１において、入力映像データの輝度信号
Yinと、フレームメモリ２Ｂから出力される輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ｂとの差
分を求め、この差分結果の絶対値が、閾値よりも小さい場合はノイズ、大きい場合は動き
と判定し、ノイズと判定した場合は、入力映像データの輝度信号Yinからノイズと判定し
たデータを差分して輝度信号ノイズ除去データＳ１を出力し、動きと判定した場合は、入
力映像データの輝度信号Yinをそのまま輝度信号ノイズ除去データＳ１として出力し、こ
の輝度信号ノイズ除去データＳ１が出力映像データの輝度信号Youtとなる。
【００８４】
　フレームメモリ２Ｂでは、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１から出力された輝度信号
ノイズ除去データＳ１を１フレーム分格納して、輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ｂと
して出力する。すると、輝度動き判定回路３において、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路
１から出力される輝度信号ノイズ除去データＳ１と、フレームメモリ２Ｂから出力される
輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ｂとの差分の絶対値をとり、この絶対値が閾値よりも
大きい場合は動き有り、小さい場合は動き無しと判定し、この判定結果を輝度動き判定信
号Ｓ３として出力する。
【００８５】
　一方、クロスカラー除去部におけるフレーム巡回色差ノイズ除去回路２０において、入
力映像データの色差信号Cinと、フレームメモリ１０Ｂから出力される色差信号180°位相
データＳ１０Ｂとを差分して、この差分結果の絶対値が閾値よりも小さい場合はノイズ、
大きい場合は動きと判定し、ノイズと判定した場合は、入力映像データの色差信号Cinか
らノイズと判定したデータを差分して色差信号ノイズ除去データＳ２０を出力し、動きと
判定した場合は、入力映像データの色差信号Cinをそのまま色差信号ノイズ除去データＳ
２０として出力する。
【００８６】
　クロスカラーが発生している場合、振幅が大きい色差フリッカ信号となって通常のノイ
ズは目立たず、クロスカラーが発生していない場合、フリッカが発生しないために通常の
ノイズが目立つ。これに着眼して本実施例３では、減算回路２２及び絶対値回路２３によ
り、フレームメモリ１０Ｂから出力された色差信号180°位相データＳ１０Ｂと、入力映
像データの色差信号Cinとの差分の絶対値を求め、この絶対値に基づき、色差ノイズ除去
判定回路２４において、ある閾値よりも大きい場合は「クロスカラー有り」と判定し、小
さい場合は「色差ノイズ有り」と判定して、色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４を出力する。
【００８７】
　色差ノイズ除去判定回路２４において、クロスカラーと判定した場合は、色差ノイズ除
去判定信号Ｓ２４に基づき、入力映像データの色差信号Cinをセレクタ２１で選択、「色
差ノイズ有り」と判定した場合は、色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４に基づき、フレーム巡
回色差ノイズ除去回路２０から出力された色差信号ノイズ除去データＳ２０をセレクタ２
１で選択して出力する。この出力データをフレームメモリ１０Ｂに１フレーム分格納し、
色差信号180°位相データＳ１０Ｂとして出力する。
【００８８】
　判定信号合成回路１５Ｂにおいて、輝度動き判定信回路３から出力された輝度動き判定
信号Ｓ３と、色差ノイズ除去判定回路２４から出力された色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４
とを合成し、輝度動き判定回路３で「動き無し」、且つ、色差ノイズ除去判定回路２４で
「クロスカラー有り」と判定した場合は、フレームメモリ１０Ｂから出力された色差信号
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180°位相データＳ１０Ｂと、入力映像データの色差信号Cinとを、加算回路１６及び平均
値回路１７により加算平均して生成された色差信号加算平均データＳ１７を、合成判定信
号Ｓ１５Ｂによりセレクタ１８Ｂで選択し、輝度動き判定回路３で「動き有り」、若しく
は、色差ノイズ除去判定回路２４で「色差ノイズ有り」と判定した場合は、フレーム巡回
色差ノイズ除去回路２０から出力された色差信号ノイズ除去データＳ２０をセレクタ１８
Ｂで選択し、出力映像データの色差信号Coutとして出力する。
【００８９】
　（実施例３の効果）
　従来の映像信号処理装置では、クロスカラー除去を行わない場合においても常にクロス
カラー除去用のフレームメモリが必要であり、同時にフレーム巡回型の色差ノイズ除去を
行う場合、クロスカラー除去用のメモリとは別にもう１つ色差ノイズ除去用のフレームメ
モリを設けなければならず、メモリ数が増加するという欠点があった。このような欠点を
解決するために、本実施例３では、フレームメモリはクロスカラー用のフレームメモリ１
０Ｂのみであるが、クロスカラー除去及びフレーム巡回型の色差ノイズ除去を１フレーム
内で切り替えることにより、フレームメモリを増やすことなく、クロスカラー除去、及び
、色差ノイズ除去を行うことができる。
【００９０】
　しかも、従来のクロスカラー除去は加算平均によるもので、この機能自体もノイズ除去
の効果があるが、このノイズ除去の効果はノイズの状態に関わらず常に平均１／２（－６
ｄＢ）程度であり、ランダムなノイズでは除去できる場合と、できない場合がある。この
ような不都合を解決するために、本実施例３では、クロスカラー除去及びフレーム巡回型
の色差ノイズ除去を１フレーム内で切り替えるようにしているので、更に画質の向上を図
ることができる。
【実施例４】
【００９１】
　（実施例４の構成）
　図４は、本発明の実施例４を示す映像信号処理装置の構成図であり、実施例１～３を示
す図１～図３中の要素と共通の要素には共通の符号が付されている。
【００９２】
　この映像信号処理装置は、実施例１～３を組み合わせてＰＡＬ－ＮＴＳＣ選択信号ＰＮ
によりＰＡＬ／ＮＴＳＣ方式を切り替えて使用できる共用型にしたものであり、実施例１
～３と同様に、入力映像データの輝度信号Yinからノイズを除去した出力映像データの輝
度信号Youtを出力する輝度信号ノイズ除去部と、入力映像データの色差信号Cinからクロ
スカラーを除去した出力映像データの色差信号Coutを出力するクロスカラー除去部とを備
えている。
【００９３】
　輝度信号ノイズ除去部は、実施例１と同様に、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１、フ
レームメモリ２、及び輝度動き判定回路３により構成されている。
【００９４】
　クロスカラー除去部は、実施例１～３中の回路及び新たな追加回路により構成されてお
り、フレーム巡回色差ノイズ除去回路２０を有している。フレーム巡回色差ノイズ除去回
路２０は、入力映像データの色差信号Cinと、色差信号１フレーム遅延データＳ１０Ｃ－
１との差分から、この２つのデータの相関を利用してノイズ除去を行い、色差信号ノイズ
除去データＳ２０を出力する回路であり、この出力端子に、セレクタ２１が接続されてい
る。セレクタ２１は、入力映像データの色差信号Cinと色差信号ノイズ除去データＳ２０
とのいずれか一方を、色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４により選択するものであり、この出
力端子に、フレームメモリ１０Ｃ－１が接続されている。フレームメモリ１０Ｃ－１は、
セレクタ２１で選択されたデータを格納し、色差信号１フレーム遅延データＳ１０Ｃ－１
を出力するメモリであり、この出力端子に、減算回路２２及び絶対値回路２３が接続され
ている。
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【００９５】
　減算回路２２及び絶対値回路２３は、フレームメモリ１０Ｃ－１からの色差信号１フレ
ーム遅延データＳ１０Ｃ－１と、入力映像データの色差信号Cinとの差分の絶対値を求め
る回路であり、この出力端子に、色差ノイズ除去判定回路２４が接続されている。色差ノ
イズ除去判定回路２４は、絶対値回路２３で求められた絶対値から、色差ノイズの除去判
定を行って色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４を出力する回路である。又、フレームメモリ１
０Ｃ－１の出力端子には、セレクタ２５－１が接続されている。セレクタ２５－１は、フ
レームメモリ１０Ｃ－１からの色差信号１フレーム遅延データＳ１０Ｃ－１と、セレクタ
２１で選択されたデータとのいずれか一方を、輝度動き判定回路３から出力された輝度動
き判定信号Ｓ３により選択するものであり、この出力端子に、フレームメモリ１０Ｃ－２
が接続されている。
【００９６】
　フレームメモリ１０Ｃ－２は、セレクタ２５－１で選択されたデータを格納し、色差信
号１フレーム遅延データＳ１０Ｃ－２を出力するメモリであり、この出力端子に、セレク
タ２５－２が接続されている。セレクタ２５－２は、フレームメモリ１０Ｃ－１からの色
差信号１フレーム遅延データＳ１０Ｃ－１と、フレームメモリ１０Ｃ－２からの色差信号
１フレーム遅延データＳ１０Ｃ－２とのいずれか一方を、ＰＡＬ－ＮＴＳＣ選択信号ＰＮ
で選択して色差信号180°位相データＳ２５－２を出力するものであり、この出力端子に
、セレクタ１９Ｃ－１が接続されている。セレクタ１９Ｃ－１は、セレクタ２５－２から
出力された色差信号180°位相データＳ２５－２と、セレクタ２１から出力されたデータ
とのいずれか一方を、輝度動き判定信号Ｓ３により選択して出力するものであり、この出
力端子に、フレームメモリ１１Ｃ－１が接続されている。
【００９７】
　フレームメモリ１１Ｃ－１は、セレクタ１９Ｃ－１から出力されたデータを格納し、色
差信号１フレーム遅延データＳ１１Ｃ－１を出力するメモリであり、この出力端子に、セ
レクタ１９Ｃ－２が接続されている。セレクタ１９Ｃ－２は、色差信号１フレーム遅延デ
ータＳ１１Ｃ－１と、セレクタ２１で選択されたデータとのいずれか一方を、輝度動き判
定信号Ｓ３により選択するものであり、この出力端子に、フレームメモリ１１Ｃ－２が接
続されている。フレームメモリ１１Ｃ－２は、セレクタ１９Ｃ－２で選択されたデータを
格納し、色差信号１フレーム遅延データＳ１１Ｃ－２を出力するものであり、この出力端
子に、セレクタ１９Ｃ－３が接続されている。
【００９８】
　セレクタ１９Ｃ－３は、フレームメモリ１１Ｃ－２からの色差信号１フレーム遅延デー
タＳ１１Ｃ－２と、フレームメモリ１１Ｃ－１からの色差信号１フレーム遅延データＳ１
１Ｃ－１とのいずれか一方を、ＰＡＬ－ＮＴＳＣ選択信号ＰＮにより選択して色差信号０
°位相データＳ１９Ｃ－３を出力するものであり、この出力端子に、減算回路１２及び絶
対値回路１３が接続されている。減算回路１２及び絶対値回路１３は、セレクタ１９Ｃ－
３からの色差信号０°位相データＳ１９Ｃ－３と、入力映像データの色差信号Cinとの、
差分の絶対値を求める回路であり、この出力端子に、０°位相比較動き判定回路１４が接
続されている。０°位相比較動き判定回路１４は、絶対値回路１３で求めた絶対値から動
き判定を行って０°位相動き判定信号Ｓ１４を出力する回路であり、この出力端子に、判
定信号合成回路１５Ｃが接続されている。
【００９９】
　判定信号合成回路１５Ｃは、０°位相動き判定信号Ｓ１４と、輝度動き判定回路３から
出力された輝度動き判定信号Ｓ３と、色差ノイズ除去判定回路２４から出力された色差ノ
イズ除去判定信号Ｓ２４とを合成して、合成判定信号Ｓ１５Ｃを出力する回路であり、こ
の出力端子に、セレクタ１８Ｃが接続されている。セレクタ１８Ｃは、色差信号Cinと色
差信号180°位相データＳ２５－２との加算平均を加算回路１６及び平均値回路１７によ
り求めた色差信号加算平均データＳ１７と、フレーム巡回色差ノイズ除去回路２０から出
力された色差信号ノイズ除去データＳ２０とのいずれか一方を、合成判定信号Ｓ１５Ｃに



(20) JP 4625705 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

より選択し、出力映像データの色差信号Coutを出力するものである。
【０１００】
　（実施例４の動作）
　入力映像データの輝度信号Yin及び色差信号Cinが入力されると、先ず、輝度信号ノイズ
除去部において、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１では、輝度信号Yinと、フレームメ
モリ２から出力される輝度信号１フレーム遅延データＳ２とを差分して、この差分結果の
絶対値が閾値よりも小さい場合はノイズ、大きい場合は動きと判定し、ノイズと判定した
場合は、輝度信号Yinからノイズと判定したデータを差分して輝度信号ノイズ除去データ
Ｓ１を出力し、動きと判定した場合は、輝度信号Yinがそのまま輝度信号ノイズ除去デー
タＳ１として出力され、この輝度信号ノイズ除去データＳ１が出力映像データの輝度信号
Youtとなる。
【０１０１】
　フレームメモリ２では、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１から出力された輝度信号ノ
イズ除去データＳ１を格納して、輝度信号１フレーム遅延データＳ２として出力する。す
ると、輝度動き判定回路３において、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１から出力される
輝度信号ノイズ除去データＳ１と、フレームメモリ２から出力される輝度信号１フレーム
遅延データＳ２との差分の絶対値をとり、この絶対値が閾値よりも大きい場合は動き有り
、小さい場合は動き無しと判定し、この判定結果を輝度動き判定信号Ｓ３として出力する
。
【０１０２】
　一方、クロスカラー除去部において、フレーム巡回色差ノイズ除去回路２０において、
入力映像データの色差信号Cinと、フレームメモリ１０Ｃ－１から出力される色差信号１
フレーム遅延データＳ１０Ｃ－１とを差分して、この差分結果の絶対値が閾値よりも小さ
い場合はノイズ、大きい場合は動きと判定し、ノイズと判定した場合は、色差信号Cinか
らノイズと判定したデータを差分して色差信号ノイズ除去データＳ２０を出力し、動きと
判定した場合は、入力映像データの色差信号Cinがそのまま色差信号ノイズ除去データＳ
２０として出力される。
【０１０３】
　クロスカラーが発生している場合は、振幅が大きい色差フリッカ信号となるため通常の
ノイズは目立たず、クロスカラーが発生していない場合は、フリッカが発生しないため通
常のノイズが目立つ。これに着眼して本実施例４では、減算回路２２及び絶対値回路２３
より、フレームメモリ１０Ｃ－１から出力された色差信号１フレーム遅延データＳ１０Ｃ
－１と、入力映像データの色差信号Cinとの差分の絶対値を求め、色差ノイズ除去判定回
路２４により、その絶対値がある閾値よりも大きい場合は「クロスカラー有り」と判定し
、小さい場合は「色差ノイズ有り」と判定して、色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４を出力す
る。
【０１０４】
　色差ノイズ除去判定回路２４において、クロスカラーと判定した場合は、色差ノイズ除
去判定信号Ｓ２４により、入力映像データの色差信号Cinをセレクタ２１で選択して出力
し、「色差ノイズ有り」と判定した場合は、色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４により、フレ
ーム巡回色差ノイズ除去回路２０から出力された色差信号ノイズ除去データＳ２０をセレ
クタ２１で選択して出力し、この出力データをフレームメモリ１０Ｃ－１に１フレーム分
格納し、色差信号１フレーム遅延データＳ１０Ｃ－１として出力する。
【０１０５】
　輝度動き判定回路３で「動き有り」と判定した場合は、セレクタ２１で選択された色差
信号Cin又は色差信号ノイズ除去データＳ２４を、輝度動き判定信号Ｓ３によりセレクタ
２５－１で選択し、輝度動き判定回路３で「動き無し」と判定した場合は、フレームメモ
リ１０Ｃ－１から出力された色差信号１フレーム遅延データＳ１０Ｃ－１を、輝度動き判
定信号Ｓ３によりセレクタ２５－１で選択し、この選択されたデータをフレームメモリ１
０Ｃ－２に１フレーム分格納し、色差信号１フレーム遅延データＳ１０Ｃ－２として出力
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する。このセレクタ２５－１のデータ選択理由については、上記の実施例２で説明した通
りである。
【０１０６】
　ＰＡＬ－ＮＴＳＣ選択信号ＰＮがＮＴＳＣの場合は、フレームメモリ１０Ｃ－１から出
力された色差信号１フレーム遅延データＳ１０Ｃ－１をセレクタ２５－２で選択し、ＰＡ
Ｌ－ＮＴＳＣ選択信号ＰＮがＰＡＬの場合は、フレームメモリ１０Ｃ－２から出力された
色差信号１フレーム遅延データＳ１０Ｃ－２をセレクタ２５－２で選択し、この選択され
たデータを色差信号180°位相データＳ２５－２として出力する。
【０１０７】
　輝度動き判定回路３で「動き有り」と判定した場合は、セレクタ２１で選択された入力
映像データの色差信号Cin又は色差信号ノイズ除去データＳ２０を、輝度動き判定信号Ｓ
３によりセレクタ１９Ｃ－１で選択し、輝度動き判定回路３で「動き無し」と判定した場
合は、セレクタ２５－２から出力された色差信号180°位相データＳ２５－２を、輝度動
き判定信号Ｓ３によりセレクタ１９Ｃ－１で選択し、この選択されたデータをフレームメ
モリ１１Ｃ－１に１フレーム分格納し、色差信号１フレーム遅延データＳ１１Ｃ－１とし
て出力する。このセレクタ１９Ｃ－１のデータ選択理由についても、セレクタ２５－１と
同様である。
【０１０８】
　輝度動き判定回路３で「動き有り」と判定した場合は、セレクタ２１で選択された入力
映像データの色差信号Cin又は色差信号ノイズ除去データＳ２０を、輝度動き判定信号Ｓ
３によりセレクタ１９Ｃ－２で選択し、輝度動き判定回路３で「動き無し」と判定した場
合は、フレームメモリ１１Ｃ－１から出力された色差信号１フレーム遅延データＳ１１Ｃ
－１を、輝度動き判定信号Ｓ３によりセレクタ１９Ｃ－２で選択し、この選択されたデー
タをフレームメモリ１１Ｃ－２に１フレーム分格納し、色差信号１フレーム遅延データＳ
１１Ｃ－２として出力する。このセレクタ１９Ｃ－２のデータ選択理由についても、セレ
クタ２５－１と同様である。
【０１０９】
　ＰＡＬ－ＮＴＳＣ選択信号ＰＮがＮＴＳＣの場合は、セレクタ１９Ｃ－３により、フレ
ームメモリ１１Ｃ－１から出力された色差信号１フレーム遅延データＳ１１Ｃ－１を選択
し、ＰＡＬ－ＮＴＳＣ選択信号ＰＮがＰＡＬの場合は、セレクタ１９Ｃ－３により、フレ
ームメモリ１１Ｃ－２から出力された色差信号１フレーム遅延データＳ１１Ｃ－２を選択
し、この選択されたデータを色差信号０°位相データＳ１９Ｃ－３として出力する。
【０１１０】
　減算回路１２及び絶対値回路１３により、入力映像データの色差信号Cinと、セレクタ
１９Ｃ－３から出力された色差信号０°位相データＳ１９Ｃ－３との差分の絶対値を求め
る。この絶対値に基づき、０°位相比較動き判定回路１４により、ノイズやジッタ等を考
慮したある閾値より大きい場合は「動き有り」と判定し、小さい場合は「動き無し」と判
定し、０°位相動き判定信号Ｓ１４を出力する。
【０１１１】
　この０°位相動き判定信号Ｓ１４と、輝度動き判定信号Ｓ３と、色差ノイズ除去判定信
号Ｓ２４との３つの判定信号は、判定信号合成回路１５Ｃで合成されて合成判定信号Ｓ１
５Ｃが出力され、セレクタ１８Ｃに与えられる。輝度動き判定回路３で「動き無し」、色
差ノイズ除去判定回路２４で「クロスカラー有り」、且つ、０°位相比較動き判定回路１
４で「０°位相」と判定した場合は、セレクタ２５－２から出力された色差信号180°位
相データＳ２５－２と、入力映像データの色差信号Cinとを、加算回路１６及び平均値回
路１７により加算平均して生成された色差信号加算平均データＳ１７を、セレクタ１８Ｃ
で選択する。輝度動き判定回路３で「動き有り」、若しくは、色差ノイズ除去判定回路２
４で「クロスカラー無し」、若しくは、０°位相比較動き判定回路１４で「０°位相でな
い」と判定した場合は、フレーム巡回色差ノイズ除去回路２０から出力された色差信号ノ
イズ除去データＳ２０を、セレクタ１８Ｃで選択し、出力映像データの色差信号Coutとし



(22) JP 4625705 B2 2011.2.2

10

20

30

40

50

て出力する。
【０１１２】
　（実施例４の効果）
　本実施例４では、次の（i）～（iv）のような効果がある。
【０１１３】
　（i）　２フレーム分のフレームメモリ１０Ｃ－１，１１Ｃ－１、若しくは、４フレー
ム分のフレームメモリ１０Ｃ－１，１０Ｃ－２，１１Ｃ－１，１１Ｃ－２を用いて、０°
位相比較動き判定回路１４で０°位相（同位相）比較動き判定を行うことにより、１フレ
ーム間の輝度信号Yinに差が無いと判定される、クロスカラーが発生するような輝度信号
にfsc成分を含む映像信号がＹＣ分離されて輝度信号が低域成分のみになっている映像信
号から、ほぼ同一低域成分の輝度信号に変化した場合や、輝度信号Yinが周波数に関わら
ずほぼ同一で、色差信号Cinのみ変化があった場合においても、色差同位相動き判定によ
り動きの判定が可能になる。これにより、クロスカラー除去における、輝度動き判定のみ
による加算平均の選択が回避され、クロスカラー除去の誤動作による色ずれの回避が可能
となる。
【０１１４】
　（ii）　入力映像信号がＰＡＬ方式の場合において、通常２フレーム分必要な輝度信号
を格納するフレームメモリ２が、ＮＴＳＣ方式と同様に１フレーム分だけでも色差２フレ
ーム間の動きの予測が可能になる。これにより、通常発生する輝度信号１フレーム間のみ
動き補償の誤動作を回避して、クロスカラー除去回路を実現することができる。
【０１１５】
　（iii）　従来のクロスカラー除去は加算平均によるもので、この機能自体もノイズ除
去の効果があるが、ノイズ除去の効果はノイズの状態に関わらず常に平均１／２（－６ｄ
Ｂ）程度であり、ランダムなノイズでは除去できる場合と、できない場合がある。これに
対して本実施例４では、クロスカラー除去及びフレーム巡回型の色差ノイズ除去を１フレ
ーム内で切り替えることにより、更に画質の向上を図ることができる。
【０１１６】
　（iv）　従来の映像信号処理装置では、クロスカラー除去を行わない場合においても常
にクロスカラー除去用のメモリが必要であり、同時にフレーム巡回型の色差ノイズ除去を
行う場合、クロスカラー除去用のメモリとは別にもう１つ色差ノイズ除去用のフレームメ
モリを持たなければならなかった。これに対して本実施例４では、クロスカラー用のフレ
ームメモリ１０Ｃ－１，１０Ｃ－２，１１Ｃ－１，１１Ｃ－２だけであっても、クロスカ
ラー除去及びフレーム巡回型の色差ノイズ除去を１フレーム内で切り替えることにより、
フレームメモリを増やすことなく、クロスカラー除去、及び色差ノイズ除去を行うことが
できる。
【実施例５】
【０１１７】
　（実施例５の構成）
　図１～図４では、セレクタ１８，１８Ａ～１８Ｃにより、入力映像データの色差信号Ci
n、又は色差信号加算平均データＳ１７のいずれか一方を選択し、これを出力映像データ
の色差信号Coutとして出力しているが、本発明はこのような構成に限定されない。例えば
、選択出力される色差信号Coutは、加算平均されたデータ（色差信号加算平均データ）Ｓ
１７の他に、帯域分割等の複数の動き判定、及び、複数の閾値間差により係数Ｋを与えて
、（Ｋ）×（色差現データ）、（１－Ｋ）×（色差加算平均データ）を生成し、これらを
選択して出力しても良い。この構成例を図５に実施例５として示す。
【０１１８】
　図５は、本発明の実施例５を示す色差信号出力部付近の構成図であり、実施例１を示す
図１中の要素と共通の要素には共通の符号が付されている。
【０１１９】
　本実施例５は、実施例１に適用されるものであり、図１の輝度動き判定回路３及び判定
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信号合成回路１５に代えて、輝度動き判定手段（例えば、輝度動き判定回路）３Ｄ、及び
動き係数生成手段（例えば、動き係数生成回路）３５が設けられ、図１の減算回路１２と
絶対値回路１３との間に、新たにフィルタ３６が追加され、図１の０°位相比較動き判定
回路１４に代えて、０°位相比較動き判定手段（例えば、０°位相比較動き判定回路）１
４Ｄが設けられ、更に、図１のセレクタ１８に代えて、出力手段（例えば、出力回路）４
０が設けられている。
【０１２０】
　輝度動き判定回路３Ｄは、減算回路３１、フィルタ３２、絶対値回路３３、及び動き判
定部３４により構成され、これらが縦続接続されている。減算回路３１は、図１のフレー
ム巡回輝度ノイズ除去回路１から出力されたノイズ除去後の輝度信号ノイズ除去データＳ
１と、図１のフレームメモリ２から出力された輝度信号１フレーム遅延データＳ２との差
分をとり、輝度フレーム間差分値を出力する回路であり、この出力端子に、フィルタ３２
が接続されている。フィルタ３２は、ノイズ及びジッタの影響を軽減するために、前記差
分値にフィルタリングを行う回路であり、この出力端子に、絶対値回路３３が接続されて
いる。絶対値回路３３は、フィルタリング後の差分値の絶対値を求めて輝度フレーム間絶
対値を出力する回路であり、この出力端子に、動き判定部３４が接続されている。動き判
定部３４は、前記輝度フレーム間絶対値と輝度動き判定閾値ＴＨ１とを比較し、輝度動き
係数Ｋｙを動き係数生成回路３５へ出力するものである。
【０１２１】
　クロスカラー除去部において、減算回路１２と絶対値回路１３との間に設けられたフィ
ルタ３６は、ノイズ及びジッタの影響を軽減するために、減算回路１２から出力された差
分値のフィルタリングを行うものであり、この出力端子に、絶対値回路１３が接続されて
いる。絶対値回路１３は、フィルタリング後の差分値の絶対値を求めて色差０°位相絶対
値を出力する回路であり、この出力端子に、０°位相比較動き判定回路１４Ｄが接続され
ている。０°位相比較動き判定回路１４Ｄは、前記色差０°位相絶対値と色差０°位相動
き判定閾値ＴＨ２とを比較し、色差動き係数Ｋｃを動き係数生成回路３５へ出力する回路
である。
【０１２２】
　動き係数生成回路３５は、動き判定部３４から出力された輝度動き係数Ｋｙと、０°位
相比較動き判定回路１４Ｄから出力された色差動き係数Ｋｃとの最大値を選択し、動き係
数Ｋ及び動き係数（１－Ｋ）を出力回路４０へ出力する回路である。出力回路４０は、色
差信号Cinに対して動き係数Ｋを乗算する第１の乗算回路４１と、図１の平均値回路１７
から出力された色差信号加算平均データＳ１７に対して動き係数（Ｋ－１）を乗算する第
２の乗算回路４２と、この乗算回路４１，４２の出力端子に接続された加算回路４３とに
より構成されている。なお、実施例１では、動き係数Ｋが１か０の場合の構成例が示され
ており、これをセレクタ１８により実行するようになっている。
【０１２３】
　各フィルタ３２，３６は、ローパスフィルタ（以下「ＬＰＦ」という。）やメディアン
フィルタ単独、又は、差分値そのままを含む複数の組み合わせで構成され、ノイズやジッ
タ等による動き以外のデータを除去することを機能を有している。前記組み合わせを行う
場合、複数の信号の最大値（動きの検出を重視）、最小値（ノイズ等の除去を重視）、又
は、平均値、中間値（メディアン）により行う。これらのフィルタ３２，３６は、構成に
無くても良い。
【０１２４】
　（実施例５の動作）
　入力映像データの輝度信号Yin及び色差信号Cinが入力されると、図１のフレーム巡回輝
度ノイズ除去回路１から出力された輝度信号ノイズ除去データＳ１と、フレームメモリ２
から出力された輝度信号１フレーム遅延データＳ２とが、図５の輝度動き判定回路３Ｄに
入力されると共に、色差信号Cinと、図１のフレームメモリ１１から出力された色差信号
０°位相データＳ１１とが、図５の減算回路１２に入力される。
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【０１２５】
　輝度動き判定回路３Ｄにおいて、減算回路３１により、ノイズ除去後の輝度信号ノイズ
除去データＳ１と、輝度信号１フレーム遅延データＳ２との差分がとられ、輝度フレーム
間差分値が出力される。この差分値に対して、ノイズ及びジッタの影響を軽減するために
、フィルタ３２によりフィルタリングが行われた後、絶対値回路３３により、そのフィル
タリング後の差分値の絶対値が求められ、輝度フレーム間絶対値が出力される。輝度フレ
ーム間絶対値は、動き判定部３４により、輝度動き判定閾値ＴＨ１と比較され、この比較
結果である輝度動き係数Ｋｙが動き係数生成回路３５へ出力される。輝度動き係数Ｋｙは
、例えば、以下のような値になる。
　　　　輝度フレーム間絶対値と輝度動き判定閾値ＴＨ１との大小の比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：輝度動き係数Ｋｙの値
　　　　輝度フレーム間絶対値　＜　ＴＨ１　　　　　　　　：０
　　　　輝度フレーム間絶対値　＜　ＴＨ１＋１　　　　　　：１／４
　　　　輝度フレーム間絶対値　＜　ＴＨ１＋２　　　　　　：１／２
　　　　輝度フレーム間絶対値　＜　ＴＨ１＋３　　　　　　：３／４
　　　　輝度フレーム間絶対値　≧　ＴＨ１＋３　　　　　　：１
【０１２６】
　クロスカラー除去部において、入力映像データの色差信号Cinと、図１のフレームメモ
リ１０及び１１から出力された２フレーム（ＮＴＳＣ）又は４フレーム（ＰＡＬ）の遅延
色差データである色差信号０°位相データＳ１１とは、減算回路１２で差分がとられ、色
差０°位相差分値が出力される。この差分値は、ノイズ及びジッタの影響を軽減するため
に、フィルタ３６によりフィルタリングが行われた後、絶対値回路１３で絶対値が求めら
れ、色差０°位相絶対値が出力される。この絶対値は、０°位相比較動き判定回路１４Ｄ
により、色差０°位相動き判定閾値ＴＨ２と比較され、色差動き係数Ｋｃが動き係数生成
回路３５へ出力される。色差動き係数Ｋｃは、例えば、以下のような値になる。
　　　　色差０°位相絶対値と色差０°位相動き判定閾値ＴＨ２との大小の比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：色差動き係数Ｋｃの値
　　　　色差０°位相絶対値　＜　ＴＨ２　　　　　　　　　：０
　　　　色差０°位相絶対値　＜　ＴＨ２＋１　　　　　　　：１／４
　　　　色差０°位相絶対値　＜　ＴＨ２＋２　　　　　　　：１／２
　　　　色差０°位相絶対値　＜　ＴＨ２＋３　　　　　　　：３／４
　　　　色差０°位相絶対値　≧　ＴＨ２＋３　　　　　　　：１
【０１２７】
　動き係数生成回路３５では、輝度動き係数Ｋｙと色差動き係数Ｋｃの最大値を選択し、
動き係数Ｋ及び動き係数（１－Ｋ）を乗算回路４１，４２へ出力する。乗算回路４１にお
いて色差信号Cinと動き係数Ｋとが乗算されると共に、乗算回路４２において色差信号加
算平均データＳ１７と動き係数（１－Ｋ）とが乗算され、その乗算回路４１及び４２の第
１、第２の乗算値が加算回路４３で加算され、出力映像データの色差信号Coutが出力され
る。動き係数Ｋにより、色差信号Coutの値は、例えば、以下のような値になる。
　　　　動き係数Ｋ　　　　　　　　：色差信号Coutの値
　　　　　０　　　　　　　　　　　：色差信号加算平均データＳ１７×１
　　　　　１／４　　　　　　　　　：色差信号Cin×１／４　＋　Ｓ１７×３／４
　　　　　１／２　　　　　　　　　：Cin×１／２　　　　　＋　Ｓ１７×１／２
　　　　　３／４　　　　　　　　　：Cin×３／４　　　　　＋　Ｓ１７×１／４
　　　　　１　　　　　　　　　　　：Cin×１
【０１２８】
　（実施例５の効果）
　実施例１～４では、動き係数Ｋの値が１か０の場合のみであるが、本実施例５では、動
き判定部３４及び０°位相比較動き判定回路１４Ｄから出力される動き判定信号（即ち、
輝度動き係数Ｋｙ、色差動き係数Ｋｃ）を複数化している。そのため、絶対値回路３３か
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ら出力される輝度フレーム間絶対値、及び減算回路１２から出力される色差０°位相差分
値が、動きの有無の判定が難しい動き判定閾値ＴＨ１，ＴＨ２近傍の値の場合でも、色差
加算平均の色差信号加算平均データＳ１７を含む色差信号Coutを出力し、クロスカラー除
去の動作停止の切り替わりを滑らかに行うことができる。
【実施例６】
【０１２９】
　実施例６は、図５の構成を実施例２の図２に適用した映像信号処理装置であり、フレー
ム巡回輝度ノイズ除去手段（例えば、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路）１と、第１の映
像データ記憶手段（例えば、フレームメモリ）２Ａと、輝度動き判定手段（例えば、輝度
動き判定回路）３Ｄと、第２の映像データ記憶手段（例えば、フレームメモリ）１０Ａと
、第３の映像データ記憶手段（例えば、セレクタ１９、及びフレームメモリ１１Ａ）と、
出力手段（例えば、加算回路１６、平均値回路１７、及び出力回路４０）とを有している
。
【０１３０】
　フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１は、入力される映像データの輝度信号Yinと第１の
１フレーム遅延データ（例えば、輝度信号１フレーム遅延データ）Ｓ２Ａとの差分を求め
、この差分から、輝度信号Yin及び輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ａの相関を利用し
て輝度信号Yinのノイズを除去した輝度信号ノイズ除去データＳ１を出力する。フレーム
メモリ２Ａは、輝度信号ノイズ除去データＳ１を入力してこの１フレーム分を格納し、輝
度信号１フレーム遅延データＳ２Ａを出力する。輝度動き判定回路３Ｄは、輝度信号ノイ
ズ除去データＳ１と輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ａとを入力してこれらの差分の絶
対値を求め、この絶対値と輝度動き判定閾値ＴＨ１とを比較して輝度動き係数Ｋを出力す
る。
【０１３１】
　フレームメモリ１０Ａは、色差信号Cinを入力してこの１フレーム分を格納し、第２の
１フレーム遅延データ（例えば、色差信号90°位相データ）Ｓ１０Ａを出力する。セレク
タ１９は、色差信号Cinと色差信号90°位相データＳ１０Ａとを入力してこのいずれか一
方を、輝度動き係数Ｋにより選択する。選択されたデータは、フレームメモリ１１Ａによ
り１フレーム分格納され、第３の１フレーム遅延データ（例えば、色差信号180°相デー
タ）Ｓ１１Ａが出力される。この色差信号180°位相データＳ１１Ａと色差信号Cinとは、
加算回路１６及び平均値回路１７により、加算平均されて色差信号加算平均データＳ１７
が生成される。
【０１３２】
　出力回路４０では、輝度動き係数Ｋに基づき係数（１－Ｋ）を求め、色差信号Cinに対
して輝度動き係数Ｋを乗算回路４１で乗算して第１の乗算値を求めると共に、色差信号加
算平均データＳ１７に対して係数（１－Ｋ）を乗算回路４２で乗算して第２の乗算値を求
め、第１の乗算値と第２の乗算値とを加算回路４３で加算して、出力映像データの色差信
号Coutを出力する。これにより、実施例５とほぼ同様の効果が得られる。
【実施例７】
【０１３３】
　実施例７は、図５の構成を実施例３の図３に適用した映像信号処理装置であり、フレー
ム巡回輝度ノイズ除去手段（例えば、フレーム巡回輝度ノイズ除去回路）１と、第１の映
像データ記憶手段（例えば、フレームメモリ）２Ｂと、輝度動き判定手段（例えば、輝度
動き判定回路）３Ｄと、フレーム巡回色差ノイズ除去手段（例えば、フレーム巡回色差ノ
イズ除去回路）２０と、選択手段（例えば、セレクタ）２１と、第２の映像データ記憶手
段（例えば、フレームメモリ）１０Ｂと、色差ノイズ除去判定手段（例えば、減算回路２
２２、絶対値回路２３、及び色差ノイズ除去判定回路２４）と、動き係数生成手段（例え
ば、動き係数生成回路）３５と、出力手段（例えば、加算回路１６、平均値回路１７、及
び出力回路４０）とを有している。
【０１３４】
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　フレーム巡回輝度ノイズ除去回路１は、入力される映像データの輝度信号Yinと第１の
１フレーム遅延データ（例えば、輝度信号１フレーム遅延データ）Ｓ２との差分を求め、
この差分から、輝度信号Yin及び輝度信号１フレーム遅延データＳ２の相関を利用して、
輝度信号Yinのノイズを除去した輝度信号ノイズ除去データＳ１を出力する。フレームメ
モリ２Ｂは、輝度信号ノイズ除去データＳ１を入力してこの１フレーム分を格納し、輝度
信号１フレーム遅延データＳ２Ｂを出力する。輝度動き判定回路３Ｄは、輝度信号ノイズ
除去データＳ１と輝度信号１フレーム遅延データＳ２Ｂとを入力してこれらの差分の絶対
値を求め、この絶対値と輝度動き判定閾値ＴＨ１とを比較して輝度動き係数Ｋｙを出力す
る。
【０１３５】
　フレーム巡回色差ノイズ除去回路２０は、入力される映像データの色差信号Cinと第２
の１フレーム遅延データ（例えば、色差信号180°位相データ）Ｓ１０Ｂとの差分を求め
、この差分から、色差信号Cin及び色差信号180°位相データＳ１０Ｂの相関を利用して色
差信号Cinのノイズを除去した色差信号ノイズ除去データＳ２０を出力する。セレクタ２
１は、色差信号Cinと色差信号ノイズ除去データＳ２０とを入力してこれらのいずれか一
方を、色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４により選択する。フレームメモリ１０Ｂは、セレク
タ２１の選択結果を入力してこの１フレーム分を格納し、色差信号180°位相データＳ１
０Ｂを出力する。
【０１３６】
　減算回路２２及び絶対値回路２３は、色差信号Cinと色差信号180°位相データＳ１０Ｂ
との差分の絶対値を求める。色差ノイズ除去判定回路２４は、その絶対値が所定の閾値よ
りも大きいときには「クロスカラー有り」、小さいときには「ノイズ無し」と判定して、
色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４を動き係数生成回路３５へ出力する。動き係数生成回路３
５は、輝度動き係数Ｋｙと色差ノイズ除去判定信号Ｓ２４とを入力して、動き係数Ｋ及び
動き係数（１－Ｋ）を生成する。加算回路１６及び平均値回路１７は、色差信号Cinと色
差信号180°位相データＳ１０Ｂとを加算平均して色差信号加算平均データＳ１７を生成
し、出力回路４０へ出力する。
【０１３７】
　出力回路４０は、色差信号ノイズ除去データＳ２０に対して乗算回路４１により動き係
数Ｋを乗算して第１の乗算値を求めると共に、色差信号加算平均データＳ１７に対して乗
算回路４２により動き係数（１－Ｋ）を乗算して第２の乗算値を求め、第１の乗算値と第
２の乗算値とを加算回路４３で加算して、出力映像データの色差信号Coutを出力する。こ
れにより、実施例５とほぼ同様の効果が得られる。
【実施例８】
【０１３８】
　本発明は、上記実施例１～７に限定されず、種々の変形が可能である。この変形例であ
る実施例８としては、例えば、次の（１）～（５）のようなものがある。
【０１３９】
　（１）　実施例１～４において、例えば、図１の各フレームメモリ２，１０，１１の入
力側にホーマッタをそれぞれ接続すると共に、出力側にリホーマッタをそれぞれ接続し、
これらの各リホーマッタを、ＰＡＬ－ＮＴＳＣ選択信号ＰＮにより切り替えてＰＡＬ方式
用のフレームメモリの制御を行い、出力を１フレーム遅延と２フレーム遅延の選択を可能
にする構成にすれば、同一回路でＮＴＳＣ方式、及びＰＡＬ方式の共用が可能になる。こ
の場合、実施例２においては、ＮＴＳＣ方式でこの実施例２の回路を停止させる構成にす
る。
【０１４０】
　（２）　実施例１～４において、ＮＴＳＣ方式の場合、映像信号をＹ：Ｃｂ：Ｃｒ＝４
：２：２データとし、ＰＡＬ方式の場合、４：１：１データとすることにより、同一容量
のフレームメモリ（例えば、図１の２，１０，１１）での回路構成が可能になる。これに
より、フレームメモリ２，１０，１１の容量を減少できる。
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【０１４１】
　（３）　実施例１～４の輝度動き判定回路３において、輝度信号ノイズ除去データＳ１
の入力側３ａと、輝度信号１フレーム遅延データＳ２，Ｓ２Ａ，Ｓ２Ｂの入力側３ｂとに
、ＬＰＦ等のフィルタＦａ，Ｆｂをそれぞれ設けても良い。輝度動き判定回路３の入力側
３ａに設けられるフィルタＦａは、１フレーム映像データにおける水平方向、垂直方向、
若しくはその両方の近接のデータを利用し、入力される輝度信号ノイズ除去データＳ１に
対してフィルタリングを行って輝度動き判定回路３に与える。同様に、輝度動き判定回路
３の入力側３ｂに設けられるフィルタＦｂは、１フレーム映像データにおける水平方向、
垂直方向、若しくはその両方の近接のデータを利用し、入力される輝度信号１フレーム遅
延データＳ２，Ｓ２Ａ，Ｓ２Ｂに対してフィルタリングを行って輝度動き判定回路３に与
える。このようなフィルタＦａ，Ｆｂを設ければ、ノイズ及びジッタの影響を軽減できる
。
【０１４２】
　（４）　実施例１、２のフレーム巡回輝度ノイズ除去回路１において、垂直ブランキン
グ期間等のように、入力映像データの輝度信号Yinにノイズが少ない場合、フレーム巡回
輝度ノイズ除去回路１の動作を停止して入出力間をスルー状態にしても良い。又、ＤＶＤ
（Digital Versatile Disc、光ディスク）等のように、常時ノイズが無いか又は少ない場
合、フレームメモリ２，２Ａとフレーム巡回輝度ノイズ除去回路１との間の結線を切断し
て、そのフレーム巡回輝度ノイズ除去回路１を装置から削除しても良く、これにより回路
規模を小型化できる。
【０１４３】
　（５）　実施例１の減算回路１２において、色差信号Cinの入力側と、色差信号０°位
相データＳ１１の入力側とに、ＬＰＦ等のフィルタをそれぞれ設けても良い。これらの各
フィルタでは、１フレーム映像データにおける水平方向、垂直方向、若しくはその両方の
近接データを利用し、色差信号Cin、及び色差信号０°位相データＳ１１に対してフィル
タリングを行って減算回路１２に与える。これにより、ノイズ及びジッタの影響を軽減で
きる。
【０１４４】
　（６）　実施例４の図４では、実施例１～３の組み合わせの一例を示したが、この実施
例１～３は、任意の組み合わせが可能であり、これらの各実施例１、２、３が有する、色
差同位相比較による動き判定強化、輝度１フレームによるＰＡＬ方式の動き補償、色差フ
レーム巡回ノイズ除去切り替えによるノイズ除去の強化の効果は独立しており、組み合わ
せにより効果が無くなることはない。
【産業上の利用可能性】
【０１４５】
　本発明の映像信号処理装置は、種々の用途に利用できる。この利用形態として、例えば
、次の（Ａ）～（Ｃ）のようなものがある。
【０１４６】
　（Ａ）　テレビジョン（ＴＶ）等の映像表示装置に用いることで、コンポジット信号が
２次元ＹＣ分離後の復調されたコンポーネント化された映像信号入力、２次元ＹＣ分離後
の復調されたコンポーネント化した映像信号で記録された映像信号のＹＣ分離又はコンポ
ーネント再生映像信号入力に対してクロスカラー、及び、ノイズを低減させた映像を簡単
に表示することが可能になる。
【０１４７】
　（Ｂ）　ビデオレコーダ［例えば、ＶＴＲ（Video Tape Recoder）　、ＤＶＤ（Digita
l Versatile Disc）、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）］等の映像記録装置に用いることで、
コンポジット信号が２次元ＹＣ分離後の復調されたコンポーネント化された映像信号入力
、２次元ＹＣ分離後の復調されたコンポーネント化した映像信号で記録された映像信号の
ＹＣ分離又はコンポーネント再生映像信号入力に対してクロスカラー、及び、ノイズを低
減させた映像を簡単に記録することが可能になる。
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　（Ｃ）　映像再生装置に用いることで、コンポーネント信号で記録された映像信号に混
入したクロスカラー、及び、ノイズを低減させた映像を簡単に出力することが可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【０１４９】
【図１】本発明の実施例１を示す映像信号処理装置の構成図である。
【図２】本発明の実施例２を示す映像信号処理装置の構成図である。
【図３】本発明の実施例３を示す映像信号処理装置の構成図である。
【図４】本発明の実施例４を示す映像信号処理装置の構成図である。
【図５】本発明の実施例５を示す色差信号出力部付近の構成図である。
【符号の説明】
【０１５０】
　１　　　フレーム巡回輝度ノイズ除去回路
　２，２Ａ，２Ｂ　　　フレームメモリ
　３，３Ｄ　　　輝度動き判定回路
　１０，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ－１，１０Ｃ－２　　　フレームメモリ
　１１，１１Ａ，１１Ｃ－１，１１Ｃ－２　　　フレームメモリ
　１２，２２　　　減算回路
　１３，２３　　　絶対値回路
　１４，１４Ｄ　　　０°位相比較動き判定回路
　１５，１５Ｂ，１５Ｃ　　　判定信号合成回路
　１６　　　加算回路
　１７　　　平均値回路
　１８，１８Ａ，１８Ｂ，１８Ｃ　　　セレクタ
　１９，１９Ｃ－１，１９Ｃ－２，１９Ｃ－３，２１，２５－１，２５－２　　セレクタ
　２０　　　フレーム巡回色差ノイズ除去回路
　２４　　　色差ノイズ除去判定回路
　３５　　　動き係数生成回路
　４０　　　出力回路
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