
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
入力された情報信号を、該情報信号による出力の質が所定の質となるように、ユーザが調
整するための調整手段と、
　上記調整手段による一連の調整における最終調整値および該最終調整値に至る調整値の
変化の過程に係る履歴情報を記憶媒体に記憶する記憶手段と
　を備えることを特徴とする情報信号処理装置。
【請求項２】
上記調整値の変化の過程を、上記出力の質の変化をユーザが見極めていた期間に対応する
第１の領域および上記出力の質をユーザが上記所定の質となるように調整していた期間に
対応する第２の領域に分割する領域分割手段をさらに備え、
　上記履歴情報は、上記領域分割手段で分割された上記第１の領域および上記第２の領域
に係る情報を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報信号処理装置。
【請求項３】
上記領域分割手段は、
上記調整値の変化の過程に対応した時間を全体の収束時間とし、該全体の収束時間を所定
の割合で分割して、上記調整値の変化の過程を上記第１の領域および上記第２の領域に分
割する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報信号処理装置。
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【請求項４】
上記領域分割手段は、
　上記調整値の変化の過程に含まれる上記調整値の波の数を全体の波の数とし、該全体の
波
の数を所定の割合で分割して、上記調整値の変化の過程を上記第１の領域および上記第２
の
領域に分割する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報信号処理装置。
【請求項５】
上記領域分割手段は、
上記調整値の変化の過程のうち、所定値以上の振幅を有する上記調整値の波を含む前半の
領域を上記第１の領域とし、上記所定値より小さな振幅を有する上記調整値の波のみを含
む後半の領域を上記第２の領域とする
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報信号処理装置。
【請求項６】
少なくとも、ユーザが、上記出力の質の変化の見極めを終了し、上記出力の質を所定の質
とする調整を開始するタイミングで操作する操作手段をさらに備え、
　上記領域分割手段は、上記操作手段の出力信号に基づいて、上記調整値の変化の過程を
上
記第１の領域および上記第２の領域に分割する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報信号処理装置。
【請求項７】
上記記憶手段は、上記調整手段から上記最終調整値および上記履歴情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報信号処理装置。
【請求項８】
上記調整手段における調整を遠隔操作する送信手段をさらに備え、
　上記記憶手段は、上記送信手段から上記最終調整値および上記履歴情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報信号処理装置。
【請求項９】
ユーザの周囲における環境情報を取得するための情報取得手段をさらに備
え、
　上記記憶手段は、上記一連の調整における最終調整値および上記履歴情報に、該一連の
調
整をした際に上記情報取得手段で取得された上記環境情報を付加して記憶媒体に記憶する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報信号処理装置。
【請求項１０】
入力された情報信号を、該情報信号による出力の質が所定の質となるよ
うに、ユーザが調整する調整ステップと、
　上記調整ステップによる一連の調整における最終調整値および該最終調整値に至る調整
値の変化の過程に係る履歴情報を記憶媒体に記憶する記憶ステップと
　を備えることを特徴とする情報信号処理方法。
【請求項１１】
入力された情報信号を、該情報信号による出力の質が所定の質となるよ
うに、調整する調整ステップと、
　上記調整ステップによる一連の調整における最終調整値および該最終調整値に至る調整
値の変化の過程に係る履歴情報を記憶媒体に記憶する記憶ステップと
　を備える情報信号処理方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、情報信号の処理装置および処理方法、並びにその処理方法を実行させるた
めのプログラムに関する。詳しくは、この発明は、入力された情報信号を、この情報信号
による出力の質が所定の質となるように、ユーザが調整する場合、一連の調整における最
終調整値の他に、この最終調整値に至る調整値の変化の過程に係る履歴情報あるいはユー
ザの周囲における環境情報を記憶媒体に記憶することによって、最終調整値をより効果的
に利用可能とした情報信号処理装置等に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、オーディオ・ビジュアル指向の高まりから、より高解像度の画像を得ることがで
きるようなテレビ受信機の開発が望まれ、この要望に応えて、いわゆるハイビジョンが開
発された。ハイビジョンの走査線は、ＮＴＳＣ方式の走査線数が５２５本であるのに対し
て、２倍以上の１１２５本である。また、ハイビジョンの縦横比は、ＮＴＳＣ方式の縦横
比が３：４であるのに対して、９：１６となっている。このため、ハイビジョンでは、Ｎ
ＴＳＣ方式に比べて、高解像度で臨場感のある画像を表示することができる。
【０００３】
　ハイビジョンはこのように優れた特性を有するが、ＮＴＳＣ方式のビデオ信号をそのま
ま供給しても、ハイビジョンによる画像表示を行うことはできない。これは、上述のよう
にＮＴＳＣ方式とハイビジョンとでは規格が異なるからである。
【０００４】
　そこで、本出願人は、先に、ＮＴＳＣ方式のビデオ信号に応じた画像をハイビジョン方
式で表示するため、ＮＴＳＣ方式のビデオ信号をハイビジョンのビデオ信号に変換するた
めの変換装置を提案した（特許文献１参照）。
【０００５】
　この変換装置では、ＮＴＳＣ方式のビデオ信号から、ハイビジョンのビデオ信号の注目
位置の画素データに対応するブロック（領域）の画素データを抽出し、このブロックの画
素データのレベル分布パターンに基づいて、上述の注目位置の画素データの属するクラス
を決定し、このクラスに対応して、上述の注目位置の画素データを生成するようになって
いる。
【０００６】
　上述した変換装置においては、ハイビジョンのビデオ信号による画像の解像度は固定さ
れており、従来のコントラストやシャープネス等の調整のように、画像内容等に応じて、
ユーザの好みの解像度とすることができなかった。
【０００７】
　そこで、本出願人は、さらに、ＮＴＳＣ方式のビデオ信号をハイビジョンのビデオ信号
に変換する際に、入力されるパラメータの値に対応してハイビジョンのビデオ信号を生成
し、当該ハイビジョンのビデオ信号によって得られる画像の解像度等をユーザが自由に調
整し得る情報信号処理装置を提案した（特許文献２参照）。
【０００８】
【特許文献１】特開平８－５１５９９号公報
【特許文献２】特開２００１－２３８１８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、上述した特許文献２に記載される情報信号処理装置においては、ユーザは画像
の解像度を自由に調整し得るが、その調整範囲は固定であり、例えばその調整範囲の一端
側を中心とした調整を行うユーザにとっては、充分な調整範囲が確保されているとはいえ
ない。すなわち、ユーザの嗜好に合わせた調整が可能となるようにすることが望まれる。
【００１０】
　この発明の目的は、ユーザ操作による最終調整値をより効果的に利用可能とし、例えば
ユーザの嗜好に合わせた調整を精度よく行い得るようにすることにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この発明に係る情報信号処理装置は、入力された情報信号を、この情報信号による出力
の質が所定の質となるように、ユーザが調整するための調整手段と、この調整手段による
一連の調整における最終調整値およびこの最終調整値に至る調整値の変化の過程に係る履
歴情報を記憶媒体に記憶する記憶手段とを備えるものである。
【００１２】
　また、この発明に係る情報信号処理方法は、入力された情報信号を、この情報信号によ
る出力の質が所定の質となるように、ユーザが調整する調整ステップと、この調整ステッ
プによる一連の調整における最終調整値およびこの最終調整値に至る調整値の変化の過程
に係る履歴情報を記憶媒体に記憶する記憶ステップとを備えるものである。
【００１３】
　また、この発明に係るプログラムは、上述した情報信号処理方法をコンピュータに実行
させるためのものである。
【００１４】
　この発明においては、入力された情報信号は、それによる出力の質が所定の質となるよ
うにユーザにより調整される。例えば、情報信号は、画像信号あるいは音声信号である。
情報信号が画像信号である場合、出力の質は画質であって、画質の調整とは解像度、ノイ
ズ抑圧度、輝度、色相、彩度等の調整を意味している。また、情報信号が音声信号である
場合、出力の質は音質であって、音質の調整とは高音、低音の増減、ノイズ抑圧度、音量
等の調整を意味している。
【００１５】
　上述したユーザによる調整がある場合、その一連の調整における最終調整値が記憶媒体
に記憶され、さらにその最終調整値に至る調整値の変化の過程に係る履歴情報が最終調整
値と対となって記憶媒体に記憶される。
【００１６】
　例えば、調整値の変化の過程が、出力の質をユーザが見極めていた期間に対応する第１
の領域および出力の質をユーザが所定の質となるように調整していた期間に対応する第２
の領域に分割され、履歴情報には、これら第１の領域および第２の領域に係る情報が含ま
れる。
【００１７】
　この場合、最終調整値および履歴情報は、例えば入力情報信号を調整する装置本体から
取得される。またこの場合、最終調整値および履歴情報は、例えば入力される情報信号を
調整する装置本体の動作を遠隔操作する送信手段から取得される。
【００１８】
　このように記憶媒体には、各一連の調整における最終調整値が記憶される。この最終調
整値はユーザの嗜好を表すデータであることから、例えばこの最終調整値を用いて調整範
囲を決定でき、ユーザの嗜好に合わせた出力の質の調整が可能となる。
【００１９】
　そしてこの場合、記憶媒体には最終調整値の他にその最終調整値に至る調整値の変化の
過程に係る履歴情報が記憶される。例えば、この履歴情報によって最終調整値がユーザの
嗜好を表す信頼性を推測できる。したがって、上述したように最終調整値を使用する場合
に、履歴情報によって当該最終調整値に重み付けを行うことができ、従ってユーザの嗜好
に合わせた出力の質の調整を良好に行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００２６】
　この発明によれば、入力された情報信号を、この情報信号による出力の質が所定の質と
なるように、ユーザが調整する場合、一連の調整における最終調整値の他に、この最終調
整値に至る調整値の変化の過程に係る履歴情報あるいはユーザの周囲における環境情報を
記憶媒体に記憶するものであり、最終調整値をより効果的に利用でき、例えばユーザの嗜
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好に合わせた調整を良好に行い得るようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照しながら、この発明の実施の形態について説明する。図１は、実施の
形態としてのテレビ受信機１０の構成を示している。
【００２８】
　このテレビ受信機１０は、チューナ１２で受信される放送信号、すなわち、５２５ｉ信
号というＳＤ (Standard Definition)信号を、１０５０ｉ信号というＨＤ（ High Definiti
on）信号に変換し、このＨＤ信号による画像を表示する機能を持っている。ここで、５２
５ｉ信号は、ライン数が５２５本でインタレース方式の画像信号であり、１０５０ｉ信号
はライン数が１０５０本でインタレース方式の画像信号である。
【００２９】
　図２は、５２５ｉ信号および１０５０ｉ信号のあるフレーム（Ｆ）の画素位置関係を示
すものであり、奇数（ｏ）フィールドの画素位置を実線で示し、偶数（ｅ）フィールドの
画素位置を破線で示している。大きなドットが５２５ｉ信号の画素であり、小さいドット
が１０５０ｉ信号の画素である。図２から分かるように、１０５０ｉ信号の画素データと
しては、５２５ｉ信号のラインに近い位置のラインデータＬ１，Ｌ１′と、５２５ｉ信号
のラインから遠い位置のラインデータＬ２，Ｌ２′とが存在する。ここで、Ｌ１，Ｌ２は
奇数フィールドのラインデータ、Ｌ１′，Ｌ２′は偶数フィールドのラインデータである
。また、１０５０ｉ信号の各ラインの画素数は、５２５ｉ信号の各ラインの画素数の２倍
である。
【００３０】
　このテレビ受信機１０においては、内部バス１１を介して、チューナ１２、デコーダ１
３、ＣＰＵ（ Central Processing Unit）１４、ＲＡＭ (Random Access Memory)１５、Ｒ
ＯＭ (Read Only Memory)１６、検査用端子１７、ＤＲＣ（ Digital Reality Creation）回
路１８、および入出力インタフェース１９が相互に接続されている他、必要に応じて、ド
ライブ２０がさらに接続される。入出力インタフェース１９には、受光部２２、表示部２
４、ＨＤＤ（ Hard Disk Drive）２５、操作部２６およびセンサ２８が接続されている。
【００３１】
　ユーザがリモコン送信機２３を操作して出力する光信号は、受光部２２から入力される
。また、ユーザは、操作部２６を操作することで指令を入力することもできる。ＣＰＵ１
４は、受信した指令に基づく処理を実行する。ユーザは、例えばリモコン送信機２３を操
作することにより、表示部２４に表示される画像の画質を調整するための調整値を入力で
きる。本実施の形態において、調整される画質は、例えば空間解像度および時間解像度で
ある。
【００３２】
　ＣＰＵ１４は、ＲＯＭ１６に記憶されているプログラム、または、ＨＤＤ２５からＲＡ
Ｍ１５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。ＲＡＭ１５にはまた、
ＣＰＵ１４が各種の処理を実行する上において必要なデータなどが適宜記憶される。ＨＤ
Ｄ２５は、ＣＰＵ１４が実行するＯＳ（ Operating Systems）やアプリケーションプログ
ラムを格納する他、チューナ１２から受信した放送信号に基づくデータを記憶する。
【００３３】
　ＣＰＵ１４は、ユーザの操作に基づいて、リモコン送信機２３から赤外線信号ＲＭが受
光部２２に入力されるか、または、ユーザにより操作部 に指令が入力されると、チュ
ーナ１２に図示せぬ放送局からの放送信号を受信させ、デコーダ１３にデコードさせる。
デコーダ１３は、デコードした放送信号に基づくＳＤ信号（５２５ｉ信号）を、内部バス
１１を介してＤＲＣ回路１８に出力する。

【００３４】
　ＤＲＣ回路１８は、ＳＤ信号（５２５ｉ信号）を受信し、このＳＤ信号をＨＤ信号（１
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０５０ｉ信号）に変換する。この際、ＤＲＣ回路１８は、ユーザにより指令された、上述
した空間解像度および時間解像度の調整値ｓ，ｚ、さらにはセンサ２８で取得されたユー
ザの周囲における環境情報に基づいて、ＨＤ信号による画像の空間解像度および時間解像
度を調整する。本実施の形態において、ＤＲＣ回路１８に供給される環境情報は、例えば
明るさの情報ＬＩである。なお、ＤＲＣ回路１８の構成例については、図５を参照して後
述する。
【００３５】
　このＤＲＣ回路１８で得られるＨＤ信号は、内部バス１１および入出力インタフェース
１９を介して、表示部２４に出力される。表示部２４は、このＨＤ信号による画像を表示
する。この表示部２４は、例えばＣＲＴ (cathode-ray tube)ディスプレイ、あるいはＬＣ
Ｄ (liquid crystal display)、ＰＤＰ (Plasma Display Panel)等で構成されている。
【００３６】
　検査用端子１７には、上述した空間解像度および時間解像度の調整値ｓ，ｚが出力され
る。取得装置２７は、この検査用端子１７に接続される。取得装置２７は、検査用端子１
７に出力される調整値ｓ，ｚに基づいて、ユーザによるこれら調整値ｓ，ｚの一連の調整
における最終調整値およびこの最終調整値に至るまでの変化の過程にある調整値を取得す
る。この取得装置２７で取得された最終調整値等は蓄積装置２９に送られる。
【００３７】
　また、上述した調整値ｓ，ｚの一連の調整毎にセンサ２８で取得されたユーザの周囲に
おける環境情報は、取得装置２７を介して蓄積装置２９に送られ、最終調整値および履歴
情報と対応付けられて記憶される。ここで取得される環境情報は一種類または複数種類と
される。環境情報としては、例えば明るさ、騒音、視聴距離、視聴方向、温度、湿度、時
刻、電波状況等が考えられる。なお、取得装置２７、センサ２８および蓄積装置２９の構
成例については、図８を参照して後述する。
【００３８】
　内部バス１１は、必要に応じてドライブ２０に接続され、磁気ディスク、光ディスク、
光磁気ディスク、あるいは半導体メモリなどによりなるリムーバブルメディア２１が適宜
装着され、それ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ＨＤＤ２５に
インストールされる。
【００３９】
　図１に示すテレビ受信機１０の動作を説明する。
【００４０】
　チューナ１２で受信される放送信号は内部バス１１を介してデコーダ１３に供給される
。デコーダ１３では、チューナ１２からの放送信号に対して復号化処理、誤り訂正処理等
が施され、この放送信号に基づくＳＤ信号（５２５ｉ信号）が得られる。このデコーダ１
３で得られるＳＤ信号は内部バス１１を介してＤＲＣ回路１８に供給される。
【００４１】
　ＤＲＣ回路１８では、デコーダ１３からのＳＤ信号をＨＤ信号（１０５０ｉ信号）に変
換する処理が行われる。この場合、ユーザにより指令された、空間解像度の調整値ｓおよ
び時間解像度の調整値ｚ、さらにはセンサ２８で取得されたユーザの周囲の明るさの情報
ＬＩに基づいて、ＨＤ信号による画像の空間解像度および時間解像度が調整される。
【００４２】
　このＤＲＣ回路１８で得られるＨＤ信号は、内部バス１１および入出力インタフェース
１９を介して表示部２４に供給される。そして、表示部２４の画面上には、このＨＤ信号
による画像が表示される。
【００４３】
　また、検査用端子１７には、上述した空間解像度の調整値ｓおよび時間解像度の調整値
ｚが垂れ流し的に出力されている。これらの調整値ｓ，ｚは後述するユーザの調整操作に
よって変化する。取得装置２７では、検査用端子１７に出力されている調整値ｓ，ｚから
、これらの調整値ｓ，ｚの一連の調整における最終調整値およびこの最終調整値に至るま
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での変化の過程にある調整値が取得される。そして、その最終調整値等が蓄積装置２９に
送られ、最終調整値およびこの最終調整値に至る調整値の変化の過程に係る履歴情報とし
て、そのままあるいは加工されて記憶される。
【００４４】
　また、上述した調整値ｓ，ｚの一連の調整毎にユーザの周囲における環境情報がセンサ
２８で取得される。そして、取得された環境情報が取得装置２７を介して蓄積装置２９に
送られ、最終調整値および履歴情報と対応付けられて記憶される。このように蓄積装置２
９に記憶される最終調整値、履歴情報および環境情報は、例えばテレビ受信機１０のバー
ジョンアップ時にＤＲＣ回路１８が含まれる基板を取り換える場合において、その情報メ
モリバンク１３５に格納される係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を生成する際など
に利用される（後述の図５参照）。
【００４５】
　この場合、履歴情報により最終調整値の信頼度を判断でき、環境情報により最終調整値
が如何なる環境におけるものであるか判断でき、最終調整値を効果的に利用できる。
【００４６】
　ユーザは、リモコン送信機２３の操作によって、上述したように表示部２４の画面上に
表示される画像の空間方向および時間方向の解像度を調整できる。ＤＲＣ回路１８では、
後述するように、ＨＤ信号を構成する画素データ（以下、適宜、「ＨＤ画素データ」とい
う）が推定式によって算出される。この推定式の係数データとして、ユーザのリモコン送
信機２３の操作によって調整された空間方向、時間方向の解像度を定める調整値ｓ，ｚに
対応したものが、これら調整値ｓ，ｚをパラメータとして含む生成式によって生成されて
使用される。これにより、ＤＲＣ回路１８で得られるＨＤ信号による画像の空間方向、時
間方向の解像度は、調整値ｓ，ｚに対応したものとなる。
【００４７】
　図３は、調整値ｓ，ｚを調整するためのユーザインタフェースの一例を示している。調
整時には、表示部２４（図１参照）に、調整値ｓ，ｚの調整位置を☆印のアイコン１１５
ａで示した調整画面１１５が、ＯＳＤ (On Screen Display)表示される。また、リモコン
送信機２３は、ユーザ操作手段としてロータリー式の摘み２３ｚ，２３ｓを備えている。
図４は、調整画面１１５を拡大して示している。
【００４８】
　ユーザは摘み２３ｚを操作することで、調整画面１１５上でアイコン１１５ａの位置を
左右に動かすことができ、時間方向の解像度の調整値ｚを調整できる。また、ユーザは摘
み２３ｓを操作することで、調整画面１１５上でアイコン１１５ａの位置を上下に動かす
ことができ、空間方向の解像度の調整値ｓを調整できる。ユーザは、表示部２４に表示さ
れる調整画面１１５を参照して調整値ｓ，ｚを調整でき、その調整を容易に行うことがで
きる。
【００４９】
　なお、リモコン送信機２３は、ロータリー式の摘み２３ｚ，２３ｓの代わりに、シーソ
ー式のボタン、押しボタン、あるいはジョイスティック、マウスやトラックボール等のポ
インティングデバイス等を備えていてもよい。さらに、ユーザによって調整された調整値
ｓ，ｚを、調整画面１１５上に数値表示してもよい。
【００５０】
　次に、ＤＲＣ回路１８の詳細を説明する。図５は、ＤＲＣ回路１８の構成を示している
。
【００５１】
　このＤＲＣ回路１８は、デコーダ１３から内部バス１１を介して送信されてきたＳＤ信
号（５２５ｉ信号）より、ＨＤ信号（１０５０ｉ信号）における注目位置の周辺に位置す
る複数のＳＤ画素のデータを選択的に取り出して出力する第１～第３のタップ選択回路１
２１～１２３を有している。
【００５２】
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　第１のタップ選択回路１２１は、予測に使用するＳＤ画素（「予測タップ」と称する）
のデータを選択的に取り出すものである。第２のタップ選択回路１２２は、ＳＤ画素デー
タのレベル分布パターンに対応するクラス分類に使用するＳＤ画素（「空間クラスタップ
」と称する）のデータを選択的に取り出すものである。第３のタップ選択回路１２３は、
動きに対応するクラス分類に使用するＳＤ画素（「動きクラスタップ」と称する）のデー
タを選択的に取り出するものである。なお、空間クラスを複数フィールドに属するＳＤ画
素データを使用して決定する場合には、この空間クラスにも動き情報が含まれることにな
る。
【００５３】
　また、ＤＲＣ回路１８は、第２のタップ選択回路１２２で選択的に取り出される空間ク
ラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）のレベル分布パターンを検出し、このレベル分布
パターンに基づいて空間クラスを検出し、そのクラス情報を出力する空間クラス検出回路
１２４を有している。
【００５４】
　空間クラス検出回路１２４では、例えば、各ＳＤ画素データを、８ビットデータから２
ビットデータに圧縮するような演算が行われる。そして、空間クラス検出回路１２４から
は、各ＳＤ画素データに対応した圧縮データが空間クラスのクラス情報として出力される
。本実施の形態においては、ＡＤＲＣ（ Adaptive Dynamic Range Coding）によって、デ
ータ圧縮が行われる。なお、データ圧縮手段としては、ＡＤＲＣ以外にＤＰＣＭ（予測符
号化）、ＶＱ（ベクトル量子化）等を用いてもよい。
【００５５】
　本来、ＡＤＲＣは、ＶＴＲ（ Video Tape Recorder）向け高性能符号化用に開発された
適応再量子化法であるが、信号レベルの局所的なパターンを短い語長で効率的に表現でき
るので、上述したデータ圧縮に使用して好適なものである。ＡＤＲＣを使用する場合、空
間クラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）の最大値をＭＡＸ、その最小値をＭＩＮ、空
間クラスタップのデータのダイナミックレンジをＤＲ（＝ＭＡＸ－ＭＩＮ＋１）、再量子
化ビット数をＰとすると、空間クラスタップのデータとしての各ＳＤ画素データｋｉに対
して、（１）式の演算により、圧縮データとしての再量子化コードｑｉが得られる。ただ
し、（１）式において、 [　 ]は切り捨て処理を意味している。空間クラスタップのデータ
として、Ｎａ個のＳＤ画素データがあるとき、ｉ＝１～Ｎａである。
【００５６】
　ｑｉ＝［（ｋｉ－ＭＩＮ＋０．５）＊２ P／ＤＲ］　　　・・・（１）
【００５７】
　また、ＤＲＣ回路１８は、第３のタップ選択回路１２３で選択的に取り出される動きク
ラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）より、主に動きの程度を表すための動きクラスを
検出し、そのクラス情報を出力する動きクラス検出回路１２５を有している。
【００５８】
　この動きクラス検出回路１２５では、第３のタップ選択回路１２３で選択的に取り出さ
れる動きクラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）ｍｉ，ｎｉからフレーム間差分が算出
され、さらにその差分の絶対値の平均値に対してしきい値処理が行われて動きの指標であ
る動きクラスが検出される。すなわち、動きクラス検出回路１２５では、（２）式によっ
て、差分の絶対値の平均値ＡＶが算出される。第３のタップ選択回路１２３で例えば１２
個のＳＤ画素データｍ１～ｍ６，ｎ１～ｎ６が取り出されるとき、（２）式におけるＮｂ
は６である。
【００５９】

10

20

30

40

(8) JP 3885786 B2 2007.2.28



【数１】
　
　
　
　
　
　
【００６０】
　そして、動きクラス検出回路１２５では、上述したように算出された平均値ＡＶが１個
または複数個のしきい値と比較されて動きクラスのクラス情報ＭＶが得られる。例えば、
３個のしきい値ｔｈ１，ｔｈ２，ｔｈ３（ｔｈ１＜ｔｈ２＜ｔｈ３）が用意され、４つの
動きクラスを検出する場合、ＡＶ≦ｔｈ１のときはＭＶ＝０、ｔｈ１＜ＡＶ≦ｔｈ２のと
きはＭＶ＝１、ｔｈ２＜ＡＶ≦ｔｈ３のときはＭＶ＝２、ｔｈ３＜ＡＶのときはＭＶ＝３
とされる。
【００６１】
　また、ＤＲＣ回路１８は、クラス合成回路１２６を有している。このクラス合成回路１
２６は、空間クラス検出回路１２４より出力される空間クラスのクラス情報としての再量
子化コードｑｉと、動きクラス検出回路１２５より出力される動きクラスのクラス情報Ｍ
Ｖに基づき、ＨＤ信号における注目位置の画素データ（作成すべきＨＤ画素データ）が属
するクラスを示すクラスコードＣＬを求める。このクラス合成回路１２６では、（３）式
によって、クラスコードＣＬの演算が行われる。なお、（３）式において、Ｎａは空間ク
ラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）の個数、ＰはＡＤＲＣにおける再量子化ビット数
を示している。
【００６２】
【数２】
　
　
　
　
　
【００６３】
　また、ＤＲＣ回路１８は、係数メモリ１３４を有している。この係数メモリ１３４は、
後述する推定予測演算回路１２７で使用される推定式で用いられる複数の係数データＷｉ
を、クラス毎に、格納するものである。この係数データＷｉは、ＳＤ信号（５２５ｉ信号
）を、ＨＤ信号（１０５０ｉ信号）に変換するための情報である。係数メモリ１３４には
上述したクラス合成回路１２６より出力されるクラスコードＣＬが読み出しアドレス情報
として供給され、この係数メモリ１３４からはクラスコードＣＬに対応した推定式の係数
データＷｉ（ｉ＝１～ｎ）が読み出され、推定予測演算回路１２７に供給される。
【００６４】
　また、ＤＲＣ回路１８は、情報メモリバンク１３５を有している。後述する推定予測演
算回路１２７では、予測タップのデータ（ＳＤ画素データ）ｘｉと、係数メモリ１３４よ
り読み出される係数データＷｉとから、（４）式の推定式によって、作成すべきＨＤ画素
データｙが演算される。（４）式のｎは、第１のタップ選択回路１２１で選択される予測
タップの数を表している。
【００６５】
　ここで、タップ選択回路１２１で選択的に取り出される予測タップのｎ個の画素データ
の位置は、ＨＤ信号における注目位置に対して、空間方向（水平、垂直の方向）および時
間方向に広がっている。
【００６６】
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【数３】
　
　
　
　
　
【００６７】
　そして、推定式の係数データＷｉ（ｉ＝１～ｎ）は、（５）式に示すように、上述した
調整値ｓ，ｚをパラメータとして含む生成式によって生成される。情報メモリバンク１３
５には、この生成式における係数データである係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）が
、クラス毎に、格納されている。この係数種データの生成方法については後述する。
【００６８】
【数４】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６９】
　上述したように、５２５ｉ信号を１０５０ｉ信号に変換する場合、奇数、偶数のそれぞ
れのフィールドにおいて、５２５ｉ信号の１画素に対応して１０５０ｉ信号の４画素を得
る必要がある。この場合、奇数、偶数のそれぞれのフィールドにおける１０５０ｉ信号を
構成する２×２の単位画素ブロック内の４画素は、それぞれ中心予測タップに対して異な
る位相ずれを持っている。
【００７０】
　図６は、奇数フィールドにおける１０５０ｉ信号を構成する２×２の単位画素ブロック
内の４画素ＨＤ 1～ＨＤ 4における中心予測タップＳＤ 0からの位相ずれを示している。こ
こで、ＨＤ 1～ＨＤ 4の位置は、それぞれ、ＳＤ 0の位置から水平方向にｋ 1～ｋ 4、垂直方
向にｍ 1～ｍ 4だけずれている。
【００７１】
　図７は、偶数フィールドにおける１０５０ｉ信号を構成する２×２の単位画素ブロック
内の４画素ＨＤ 1′～ＨＤ 4′における中心予測タップＳＤ 0′からの位相ずれを示してい
る。ここで、ＨＤ 1′～ＨＤ 4′の位置は、それぞれ、ＳＤ 0′の位置から水平方向にｋ 1′
～ｋ 4′、垂直方向にｍ 1′～ｍ 4′だけずれている。したがって、上述した情報メモリバ
ンク１３５には、クラスおよび出力画素（ＨＤ 1～ＨＤ 4，ＨＤ 1′～ＨＤ 4′）の組み合わ
せ毎に、係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）が格納されている。
【００７２】
　また、情報メモリバンク１３５には、複数の明るさの範囲にそれぞれ対応した係数種デ
ータｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）が格納されている。結局、この情報メモリバンク１３５に
は、明るさ範囲、クラスおよび出力画素（ＨＤ 1～ＨＤ 4，ＨＤ 1′～ＨＤ 4′）の組み合わ
せ毎に、係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）が格納されている。
【００７３】
　また、ＤＲＣ回路１８は、係数生成回路１３６を有している。この係数生成回路１３６
は、各クラスの係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）および調整値ｓ，ｚとを用い、（
５）式によって、クラス毎に、調整値ｓ，ｚに対応した推定式の係数データＷｉ（ｉ＝１
～ｎ）を生成する。この係数生成回路１３６には、情報メモリバンク１３５より、明るさ
の情報ＬＩが示す明るさが含まれる明るさ範囲に対応した、上述の各クラスの係数種デー
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タｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）がロードされる。
【００７４】
　この係数生成回路１３６で生成される各クラスの係数データＷｉ（ｉ＝１～ｎ）は、上
述した係数メモリ１３４に格納される。この係数生成回路１３６における各クラスの係数
データＷｉ（ｉ＝１～ｎ）の生成は、例えば各垂直ブランキング期間で行われる。これに
より、ユーザのリモコン送信機２３の操作によって調整値ｓ，ｚが変更されても、係数メ
モリ１３４に格納される各クラスの係数データＷｉを、その調整値ｓ，ｚに対応したもの
に即座に変更でき、ユーザによる解像度の調整がスムーズに行われる。
【００７５】
　また、ＤＲＣ回路１８は、係数生成回路１３６で求められる係数データＷｉ（ｉ＝１～
ｎ）に対応した正規化係数Ｓを、（６）式によって、演算する正規化係数演算部１３７と
、この正規化係数Ｓを格納する正規化係数メモリ１３８とを有している。正規化係数メモ
リ１３８には上述したクラス合成回路１２６より出力されるクラスコードＣＬが読み出し
アドレス情報として供給され、この正規化係数メモリ１３８からはクラスコードＣＬに対
応した正規化係数Ｓが読み出され、後述する正規化演算回路１２８に供給される。
【００７６】
【数５】
　
　
　
　
　
【００７７】
　また、ＤＲＣ回路１８は、第１のタップ選択回路１２１で選択的に取り出される予測タ
ップのデータ（ＳＤ画素データ）ｘｉと、係数メモリ１３４より読み出される係数データ
Ｗｉとから、（４）式の推定式によって、ＨＤ信号における注目位置の画素データ（作成
すべきＨＤ画素データ）を演算する推定予測演算回路１２７を有している。
【００７８】
　上述したように、ＳＤ信号（５２５ｉ信号）をＨＤ信号（１０５０ｉ信号）に変換する
際には、ＳＤ信号の１画素に対してＨＤ信号の４画素（図６のＨＤ 1～ＨＤ 4、図７のＨＤ

1′～ＨＤ 4′参照）を得る必要がある。この推定予測演算回路１２７では、ＨＤ信号を構
成する２×２の単位画素ブロック毎に、画素データが生成される。
【００７９】
　すなわち、この推定予測演算回路１２７には、第１のタップ選択回路１２１より単位画
素ブロック内の４画素（注目画素）に対応した予測タップのデータｘｉと、係数メモリ１
３４よりその単位画素ブロックを構成する４画素に対応した係数データＷｉとが供給され
、単位画素ブロックを構成する４画素のデータｙ 1～ｙ 4は、それぞれ個別に上述した（４
）式の推定式で演算される。
【００８０】
　また、ＤＲＣ回路１８は、正規化演算回路１２８を有している。この正規化演算回路１
２８は、推定予測演算回路１２７より順次出力される４画素のデータｙ 1～ｙ 4を、正規化
係数メモリ１３８より読み出される、それぞれの演算に使用された係数データＷｉ（ｉ＝
１～ｎ）に対応した正規化係数Ｓで除算して正規化する。上述したように、係数生成回路
１３６で推定式の係数データＷｉを求めるものであるが、求められる係数データは丸め誤
差を含み、係数データＷｉ（ｉ＝１～ｎ）の総和が１．０になることは保証されない。そ
のため、推定予測演算回路１２７で演算される各画素のデータｙ 1～ｙ 4は、丸め誤差によ
ってレベル変動したものとなる。上述したように、正規化演算回路１２８で正規化するこ
とで、そのレベル変動を除去できる。
【００８１】
　また、ＤＲＣ回路１８は、正規化演算回路１２８で正規化されて順次供給される単位画
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素ブロック内の４画素のデータｙ 1′～ｙ 4′を線順次化して１０５０ｉ信号のフォーマッ
トで出力する後処理回路１２９を有している。
【００８２】
　次に、ＤＲＣ回路１８の動作を説明する。
【００８３】
　デコーダ１３（図１参照）から内部バス１１を介して送信されてきたＳＤ信号（５２５
ｉ信号）より、第２のタップ選択回路１２２で、作成すべきＨＤ信号（１０５０ｉ信号）
を構成する単位画素ブロック内の４画素（注目位置の画素）の周辺に位置する空間クラス
タップのデータ（ＳＤ画素データ）が選択的に取り出される。この第２のタップ選択回路
１２２で選択的に取り出される空間クラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）は空間クラ
ス検出回路１２４に供給される。この空間クラス検出回路１２４では、空間クラスタップ
のデータとしての各ＳＤ画素データに対してＡＤＲＣ処理が施されて空間クラス（主に空
間内の波形表現のためのクラス分類）のクラス情報としての再量子化コードｑｉが得られ
る（（１）式参照）。
【００８４】
　また、上述のＳＤ信号（５２５ｉ信号）より、第３のタップ選択回路１２３で、作成す
べきＨＤ信号（１０５０ｉ信号）を構成する単位画素ブロック内の４画素（注目位置の画
素）の周辺に位置する動きクラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）が選択的に取り出さ
れる。この第３のタップ選択回路１２３で選択的に取り出される動きクラスタップのデー
タ（ＳＤ画素データ）は動きクラス検出回路１２５に供給される。この動きクラス検出回
路１２５では、動きクラスタップのデータとしての各ＳＤ画素データより動きクラス（主
に動きの程度を表すためのクラス分類）のクラス情報ＭＶが得られる。
【００８５】
　この動き情報ＭＶと上述した再量子化コードｑｉはクラス合成回路１２６に供給される
。このクラス合成回路１２６では、これら動き情報ＭＶと再量子化コードｑｉとから、作
成すべきＨＤ信号（１０５０ｉ信号）を構成する単位画素ブロック毎にその単位画素ブロ
ック内の４画素（注目画素）が属するクラスを示すクラスコードＣＬが得られる（（３）
式参照）。そして、このクラスコードＣＬは、係数メモリ１３４および正規化係数メモリ
１３８に読み出しアドレス情報として供給される。
【００８６】
　係数メモリ１３４には、例えば各垂直ブランキング期間に、係数生成回路１３６で、ユ
ーザによって調整された調整値ｓ，ｚに対応して、クラスおよび出力画素（ＨＤ 1～ＨＤ 4

，ＨＤ 1′～ＨＤ 4′）の組み合わせ毎に、係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を用い
て推定式の係数データＷｉ（ｉ＝１～ｎ）が求められて格納される（（５）式参照）。
【００８７】
　この場合、情報メモリバンク１３５から係数生成回路１３６には、ユーザの周辺の明る
さの情報ＬＩに基づいて、その明るさの情報ＬＩが示す明るさが含まれる明るさ範囲に対
応した、各クラスの係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）がロードされる。したがって
、係数生成回路１３６では、ユーザの周辺の明るさに対応した係数データＷｉ（ｉ＝１～
ｎ）が生成される。
【００８８】
　また、正規化係数メモリ１３８には、上述したように係数生成回路１３６で求められた
推定式の係数データＷｉ（ｉ＝１～ｎ）に対応した正規化係数Ｓが正規化係数演算部１３
７で生成されて格納される（（６）式参照）。
【００８９】
　係数メモリ１３４に上述したようにクラスコードＣＬが読み出しアドレス情報として供
給されることで、この係数メモリ１３４からクラスコードＣＬに対応した４出力画素（奇
数フィールドではＨＤ 1～ＨＤ 4、偶数フィールドではＨＤ 1′～ＨＤ 4′）分の推定式の係
数データＷｉ（ｉ＝１～ｎ）が読み出されて推定予測演算回路１２７に供給される。また
、上述したＳＤ信号（５２５ｉ信号）より、第１のタップ選択回路１２１で、作成すべき
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ＨＤ信号（１０５０ｉ信号）を構成する単位画素ブロック内の４画素（注目位置の画素）
の周辺に位置する予測タップのデータ（ＳＤ画素データ）が選択的に取り出される。
【００９０】
　推定予測演算回路１２７では、予測タップのデータ（ＳＤ画素データ）ｘｉと、係数メ
モリ１３４より読み出される４出力画素分の係数データＷｉ（ｉ＝１～ｎ）とから、作成
すべきＨＤ信号を構成する単位画素ブロック内の４画素（注目位置の画素）のデータｙ 1

～ｙ 4が演算される（（４）式参照）。そして、この推定予測演算回路１２７より順次出
力されるＨＤ信号を構成する単位画素ブロック内の４画素のデータｙ 1～ｙ 4は正規化演算
回路１２８に供給される。
【００９１】
　正規化係数メモリ１３８には上述したようにクラスコードＣＬが読み出しアドレス情報
として供給され、この正規化係数メモリ１３８からはクラスコードＣＬに対応した正規化
係数Ｓ、つまり推定予測演算回路１２７より出力されるＨＤ画素データｙ 1～ｙ 4の演算に
使用された係数データＷｉに対応した正規化係数Ｓが読み出されて正規化演算回路１２８
に供給される。この正規化演算回路１２８では、推定予測演算回路１２７より出力される
ＨＤ画素データｙ 1～ｙ 4がそれぞれ対応する正規化係数Ｓで除算されて正規化される。こ
れにより、係数生成回路１３６で係数データＷｉを求める際の丸め誤差によるデータｙ 1

～ｙ 4のレベル変動が除去される。
【００９２】
　このように正規化演算回路１２８で正規化されて順次出力される単位画素ブロック内の
４画素のデータｙ 1′～ｙ 4′は後処理回路１２９に供給される。この後処理回路１２９で
は、正規化演算回路１２８より順次供給される単位画素ブロック内の４画素のデータｙ 1

′～ｙ 4′が線順次化され、１０５０ｉ信号のフォーマットで出力される。つまり、後処
理回路１２９からは、ＨＤ信号としての１０５０ｉ信号が出力される。
【００９３】
　このように、ＤＲＣ回路１８では、調整値ｓ，ｚに対応した推定式の係数データＷｉ（
ｉ＝１～ｎ）が使用されて、ＨＤ画素データｙが演算される。したがって、ユーザは、調
整値ｓ，ｚを調整することで、ＨＤ信号による画像の空間方向および時間方向の解像度を
自由に調整できる。また、調整値ｓ，ｚに対応した各クラスの係数データをその都度係数
生成回路１３６で生成して使用するものであり、大量の係数データを格納しておくメモリ
は必要なく、メモリの節約を図ることができる。
【００９４】
　次に、取得装置２７、センサ２８および蓄積装置２９の詳細を説明する。図８は、これ
ら取得装置２７、センサ２８および蓄積装置２９の構成を示している。
【００９５】
　まず、取得装置２７を説明する。取得装置２７は、調整値取得部２７ａと、バッファ２
７ｂと、比較部２７ｃと、調整値送信部２７ｄと、センサ動作信号送信部２７ｅと、環境
情報受信部と２７ｆと、環境情報送信部２７ｇとからなっている。
【００９６】
　調整値取得部２７ａは、検査用端子１７（図１参照）から垂れ流し的に出力されている
調整値ｓ，ｚをそれぞれ周期的に取得する。バッファ２７ｂは、調整値取得部２７ａで取
得された調整値ｓ，ｚと比較するための調整値ｓ，ｚを保持する。比較部２７ｃは、調整
値取得部２７ａで取得された今回の調整値ｓとバッファ２７ｂに保持されている調整値ｓ
とを比較し、同じでなければ今回の調整値ｓを調整値送信部２７ｄに送る。同様に、比較
部２７ｃは、調整値取得部２７ａで取得された今回の調整値ｚとバッファ２７ｂに保持さ
れている調整値ｚとを比較し、同じでなければ今回の調整値ｚを調整値送信部２７ｄに送
る。
【００９７】
　調整値送信部２７ｄは、比較部２７ｃから送られた調整値ｓ，ｚを蓄積装置２９に送信
する。ここで、調整値取得部２７ａで取得される調整値ｓ，ｚには時刻情報が付加されて
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いる。したがって、比較部２７ｃから調整値送信部２７ｄに送られ、蓄積装置２９に送信
される調整値ｓ，ｚにも、時刻情報が付加されている。これにより、取得装置２７から蓄
積装置２９に調整値ｓ，ｚが間欠的に送信されても、蓄積装置２９では一連の調整におけ
る調整値の変化の過程を再現できる。なお、比較部２７ｃから調整値送信部２７ｄに調整
値ｓ，ｚが送られるとき、その調整値ｓ，ｚがバッファ２７ｂにも送られ、このバッファ
２７ｂに保持される調整値ｓ，ｚが更新される。
【００９８】
　センサ動作信号送信部２７ｅは、比較部２７ｃから調整値送信部２７ｄに調整値ｓ，ｚ
が送られるとき、センサ動作信号をセンサ２８に送信する。環境情報受信部２７ｆは、セ
ンサ２８から送信されてくる環境情報を受信する。環境情報送信部２７ｇは、環境情報受
信部２７ｆで受信された環境情報を蓄積装置２９に送信する。
【００９９】
　図９のフローチャートを参照して、取得装置２７の動作を説明する。
【０１００】
　ステップＳＴ１の待機状態にあるとき、周期的にステップＳＴ２に進む。そして、ステ
ップＳＴ２で、内部バス１１に調整値ｓ，ｚが出力されているか否か、すなわち電源がオ
ンであるか否かを判定する。電源がオフであるときは、ステップＳＴ１の待機状態に戻る
。一方、電源がオンであるときは、ステップＳＴ３に進む。ステップＳＴ３では、調整値
取得部２７ａは、検査用端子１７から出力されている調整値ｓ，ｚを取得する。この場合
、取得された調整値ｓ，ｚには時刻情報が付加される。
【０１０１】
　次に、ステップＳＴ４で、比較部２７ｃは、調整値取得部２７ａで取得された調整値ｓ
，ｚ（取得値）とバッファ２７ｂに保持されている調整値ｓ，ｚ（保持値）とを比較し、
同じであるか否かを反転する。同じであるときは、ステップＳＴ１の待機状態に戻る。一
方、同じでないときは、ステップＳＴ５に進む。
【０１０２】
　ステップＳＴ５では、比較部２７ｃは、調整値ｓが同じでないと判定されるときは調整
値取得部２７ａで取得された調整値ｓを、一方調整値ｚが同じでないと判定されるときは
調整値取得部２７ａで取得された調整値ｚを、調整値送信部２７ｄから蓄積装置２９に送
信して蓄積する。なお、調整値ｓおよび調整値ｚは別個に調整されるものであり（図３参
照）、ステップＳＴ４で、調整値ｓおよび調整値ｚが双方とも同じでないと判定されるこ
とはない。
【０１０３】
　次に、ステップＳＴ６で、センサ動作信号送信部２７ｅはセンサ２８にセンサ動作信号
を送信し、そして環境情報受信部２７ｆはセンサから送信されてくる環境情報を受信し、
さらに環境情報送信部２７ｇはその環境情報を蓄積装置２９に送信して蓄積する。そして
、ステップＳＴ７で、バッファ２７ｂの保持内容を更新し、その後にステップＳＴ１の待
機状態に戻る。この場合、調整値ｓが同じでないと判定されるときは調整値取得部２７ａ
で取得された調整値ｓを、一方調整値ｚが同じでないと判定されるときは調整値取得部２
７ａで取得された調整値ｚを、比較部２７ｃからバッファ２７ｂに送って更新する。
【０１０４】
　ユーザが調整値ｓ，ｚの調整を行うとき、検査用端子１７から垂れ流し的に出力されて
いる調整値ｓが変化する。上述した取得装置２７においては、この調整値ｓ，ｚの一連の
調整における最終調整値およびこの最終調整値に至るまでの変化の過程にある調整値を取
得し、蓄積装置２９に送信できる。図１０は、一連の調整における調整値の変化例を示し
ている。この例では、ユーザは調整値を０～８の範囲（レンジ）で調整できるものである
。なお、この一連の調整における調整値の変化の過程に対応した時間を全体の収束時間と
呼ぶことにする。また、一連の調整が終了し最終調整値に至ったかは、ある調整値に変化
しその調整値が所定時間以上変化しなかったことで判断できる。
【０１０５】
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　次に、センサ２８を説明する。このセンサ２８は、センサ動作信号受信部２８ａと、セ
ンシング部２８ｂと、環境情報送信部２８ｃとからなっている。センサ動作信号受信部２
８ａは、取得装置２７から送られてくるセンサ動作信号を受信する。
【０１０６】
　センシング部２８ｂは、ユーザの周囲の環境情報、例えば明るさ、騒音、視聴距離、視
聴方向、温度、湿度、時刻、電波状況等の情報を得る各種センサを有している。このセン
シング部２８ｂの各種センサは、上述したセンサ動作信号受信部２８ａでセンサ動作信号
を受信したときセンシング状態となって情報を取得する。ただし、明るさの情報ＬＩを得
るセンサに関しては、上述したようにこの明るさの情報ＬＩがＤＲＣ回路１８（図１参照
）で使用されるので、周期的にセンシング状態なって明るさの情報ＬＩを取得する。
【０１０７】
　環境情報送信部２８ｃは、上述のセンシング部２８ｂの各種センサで取得された環境情
報を取得装置２７に送信する。
【０１０８】
　図１１のフローチャートを参照して、センサ２８の動作を説明する。
【０１０９】
　ステップＳＴ１１の待機状態にあるとき、周期的にステップＳＴ２に進む。そして、ス
テップＳＴ２で、センサ動作信号受信部２８ａでセンサ動作信号を受信したか否かを判定
する。センサ動作信号を受信していないときは、ステップＳＴ１１の待機状態に戻る。一
方、センサ動作信号を受信したときは、ステップＳＴ１３に進む。
【０１１０】
　ステップＳＴ１３では、センシング部２８ｂの各種センサがセンシング状態となり、ス
テップＳＴ１４で、当該各種センサは環境情報を取得する。そして、ステップＳＴ１５で
、環境情報送信部２８ｃは、センシング部２８ｂの各種センサで取得した環境情報を取得
装置２７に送信し、その後にステップＳＴ１１の待機状態に戻る。
【０１１１】
　このように、センサ２８は、取得装置２７からセンサ動作信号が送られてくるとき、セ
ンシング部２８ｂの各種センサでユーザの周囲における環境情報を取得し、その環境情報
を取得装置２７に送信する。なお、明るさの情報ＬＩに関しては、取得装置２７からのセ
ンサ動作信号の送信の有無に依らずに周期的に取得する。
【０１１２】
　次に、蓄積装置２９を説明する。この蓄積装置２９は、調整値受信部２９ａと、環境情
報受信部２９ｂと、蓄積部２９ｃとからなっている。調整値受信部２９ａは、取得装置２
７から送られてくる調整値ｓ，ｚを受信する。また、環境情報受信部２９ｂは、取得装置
２７から送られてくる環境情報を受信する。
【０１１３】
　また、蓄積部２９ｃは、調整値受信部２９ａで受信された調整値ｓ，ｚ、すなわち調整
値ｓ，ｚの一連の調整における最終調整値およびこの最終調整値に至るまでの変化の過程
にある調整値に基づいて、調整値ｓ，ｚの各一連の調整における最終調整値および最終調
整値に至る調整値の変化の過程に係る履歴情報を記憶する。
【０１１４】
　ここで、履歴情報として、最終調整値に至るまでの変化の過程にある調整値をそのまま
記憶してもよいが、それから得られる加工情報を記憶してもよい。本実施の形態において
は、例えば加工情報が記憶される。例えば、加工情報は、上述の図１０に示す全体の収束
時間の情報の他に、調整値の変化の過程に対応した波形の形状情報等が考えられる。
【０１１５】
　例えば、波形の形状情報は、調整値の変化の過程を、表示部２４の画面上に表示される
画像の画質の変化をユーザが見極めていた期間に対応する第１の領域ＳＡ、およびその後
の画像の画質が所定の画質となるように調整していた期間に対応する第２の領域ＳＢに分
割し、それぞれの領域における波形形状を複数のタイプに分別することで得られる。
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【０１１６】
　ここで、第１の領域ＳＡの波形形状に関しては、この領域に含まれる波の数から複数の
タイプに分別できる。この場合、波の数が多くなるタイプ程、ユーザにとって、調整値の
変化による画質の変化がわかりにくかったと考えられ、従って最終調整値の信頼度も低い
と判断できる。
【０１１７】
　また、第２の領域ＳＢの波形形状に関しては、振幅の減衰の仕方を複数のタイプに分別
できる。この場合、減衰の仕方が急な程、ユーザは画像の画質の細かな変化を見ないで最
終調整値を決定したとものと考えられ、従って最終調整値の信頼度も低いと判断できる。
【０１１８】
　調整値の変化の過程を、上述したように２つの領域ＳＡ，ＳＢに分割する方法としては
、以下の第１～第４の方法が考えられる。
【０１１９】
　第１の方法では、全体の収束時間を所定の割合で分割して、調整値の変化の過程を２つ
の領域ＳＡ，ＳＢに分割する。例えば、全体の収束時間の８０％を第１の領域ＳＡとし、
残りの２０％を第２の領域ＳＢとする。この場合、所定割合を予め設定しておく。
【０１２０】
　第２の方法では、調整値の変化の過程に含まれる、つまり全体の収束時間内の調整値の
波の数を全体の波の数とし、この全体の波の数を所定の割合で分割して、調整値の変化の
過程を２つの領域ＳＡ，ＳＢに分割する。例えば、全体の波の数の８０％を第１の領域Ｓ
Ａとし、残りの２０％を第２の領域ＳＢとする。この場合、所定の割合を予め設定してお
く。
【０１２１】
　第３の方法は、所定値以上の振幅を有する調整値の波を含む前半の領域を第１の領域Ｓ
Ａとし、この所定値より小さな振幅を有する調整値の波のみを含む後半の領域を第２の領
域ＳＢとする。この場合、所定値を予め設定しておく。
【０１２２】
　第４の方法は、ユーザが、画像の画質変化を見極めることを終了し、画像の画質を所定
の画質とする調整を開始するタイミングで操作するボタン等の操作手段を、例えばリモコ
ン送信機２３に備える場合であって、その操作手段の出力信号に基づいて、調整値の変化
の過程を２つの領域ＳＡ，ＳＢに分割する。
【０１２３】
　本実施の形態においては、例えば第３の方法が採用される。上述した図１０における２
つの領域ＳＡ，ＳＢは、上述の第３の方法で、調整値の変化の過程を分割してなるもので
ある。
【０１２４】
　図１２、図１３は、一連の調整における調整値の変化例を示している。これらの図にお
ける２つの領域ＳＡ，ＳＢも、上述の第３の方法で、調整値の変化の過程を分割してなる
ものである。これらの例でも、ユーザは調整値を０～８の範囲（レンジ）で調整できる。
【０１２５】
　図１２、図１３の変化例において、第１の領域ＳＡに含まれる調整値の波の数は異なっ
ている。したがって、これら図１２、図１３の変化例において、第１の領域ＳＡの波形形
状は別のタイプに分別される。
【０１２６】
　この場合、図１２の変化例においては第１の領域ＳＡに含まれる波の数は「１」であり
、ユーザにとって、調整値の変化による画質の変化がわかり易かったと考えられ、従って
最終調整値の信頼度は高いと判断できる。つまり、この図１２の変化例の第１の領域ＳＡ
の波形形状を分別して得られたタイプ（履歴情報）は、最終調整値の信頼度が高いことを
表すことになる。
【０１２７】
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　これに対して、図１３の変化例においては第１の領域ＳＡに含まれる波の数は「４」で
あり、ユーザにとって、調整値の変化による画質の変化がわかり難かったと考えられ、従
って最終調整値の信頼度は低いと判断できる。つまり、この図１３の変化例の第１の領域
ＳＡの波形形状を分別して得られたタイプ（履歴情報）は、最終調整値の信頼度が低いこ
とを表すことになる。
【０１２８】
　また、図１２、図１３の変化例において、第２の領域ＳＢの調整値の振幅の減衰の仕方
は異なっている。したがって、これら図１２、図１３の変化例において、第２の領域ＳＢ
の波形形状は別のタイプに分別される。
【０１２９】
　この場合、図１２の変化例において、第２の領域ＳＢにおける調整値の振幅の減衰は緩
やかであり、ユーザは画像の画質の細かな変化を見ながら最終調整値を決定したとものと
考えられ、従って最終調整値の信頼度は高いと判断できる。つまり、この図１２の変化例
の第２の領域ＳＢの波形形状を分別して得られたタイプ（履歴情報）は、最終調整値の信
頼度が高いことを表すことになる。
【０１３０】
　これに対して、図１３の変化例において、第２の領域ＳＢにおける調整値の振幅の減衰
は急であり、ユーザは画像の画質の細かな変化を見ることなく最終調整値を決定したとも
のと考えられ、従って最終調整値の信頼度は低いと判断できる。つまり、この図１３の変
化例の第２の領域ＳＢの波形形状を分別して得られたタイプ（履歴情報）は、最終調整値
の信頼度が低いことを表すことになる。
【０１３１】
　また、蓄積部２９ｃは、上述したように一連の調整における最終調整値および履歴情報
に、その一連の調整をした際にセンサ２８で取得され、環境情報受信部２９ｂで受信され
た環境情報を付加して記憶する。このように、一連の調整における最終調整値および履歴
情報に環境情報を付加しておくことで、その一連の調整における最終調整値および履歴情
報がどのような環境で調整が行われて得られたものであるかを知ることができる。これに
より、蓄積部２９ｃに記憶されていく各一連の調整における最終調整値および履歴情報を
、環境別に分けて使用することが可能となる。
【０１３２】
　図１４は、蓄積部２９ｃに形成される取得情報テーブルの概要を示している。データ１
、データ２、・・・は、それぞれ各一連の調整における最終調整値、履歴情報および環境
情報を示している。本実施の形態において、この取得情報テーブルは、調整値ｓおよび調
整値ｚのそれぞれについて生成される。
【０１３３】
　次に、係数種データの生成方法の一例について説明する。この例においては、上述した
（５）式の生成式における係数データである係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を求
める例を示すものとする。
【０１３４】
　ここで、以下の説明のため、（７）式のように、ｔｊ（ｊ＝０～９）を定義する。
【０１３５】
　　　　ｔ 0＝１，ｔ 1＝ｓ，ｔ 2＝ｚ，ｔ 3＝ｓ 2，ｔ 4＝ｓｚ，ｔ 5＝ｚ 2，
　　　　ｔ 6＝ｓ 3，ｔ 7＝ｓ 2ｚ，ｔ 8＝ｓｚ 2，ｔ 9＝ｚ 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（７）
【０１３６】
　この（７）式を用いると、（５）式は、（８）式のように書き換えられる。
【０１３７】
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【数６】
　
　
　
　
　
【０１３８】
　最終的に、学習によって未定係数ｗ i jを求める。すなわち、クラスおよび出力画素の組
み合わせ毎に、複数のＳＤ画素データとＨＤ画素データを用いて、二乗誤差を最小にする
係数値を決定する。いわゆる最小二乗法による解法である。学習数をｍ、ｋ（１≦ｋ≦ｍ
）番目の学習データにおける残差をｅ k、二乗誤差の総和をＥとすると、（４）式および
（５）式を用いて、Ｅは（９）式で表される。ここで、ｘ i kはＳＤ画像のｉ番目の予測タ
ップ位置におけるｋ番目の画素データ、ｙ kはそれに対応するｋ番目のＨＤ画像の画素デ
ータを表している。
【０１３９】
【数７】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１４０】
　最小二乗法による解法では、（９）式のｗ i jによる偏微分が０になるようなｗ i jを求め
る。これは、（１０）式で示される。
【０１４１】
【数８】
　
　
　
　
　
　
【０１４２】
　以下、（１１）式、（１２）式のように、Ｘ i p j q、Ｙ i pを定義すると、（１０）式は、
（１３）式のように行列を用いて書き換えられる。
【０１４３】
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【数９】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１４４】
【数１０】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１４５】
　この方程式は一般に正規方程式と呼ばれている。この正規方程式は、掃き出し法（ Gaus
s-Jordanの消去法）等を用いて、ｗ i jについて解かれ、係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１
～ｎ）が算出される。
【０１４６】
　図１５は、上述した係数種データの生成方法の一例の概念を示している。ＨＤ信号から
複数のＳＤ信号を生成する。例えば、ＨＤ信号からＳＤ信号を生成する際に使用するフィ
ルタの空間方向（垂直方向および水平方向）の帯域と時間方向（フレーム方向）の帯域を
可変する調整値ｓ，ｚをそれぞれ９段階に可変して、合計８１種類のＳＤ信号を生成する
。そして、これら複数種類のＳＤ信号とＨＤ信号との間で学習を行って係数種データを求
める。
【０１４７】
　図１６は、上述したテレビ受信機１０におけるＤＲＣ回路１８の情報メモリバンク１３
５に格納される係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を生成するための係数種データ生
成装置１５０の構成を示している。
【０１４８】
　この係数種データ生成装置１５０は、教師信号としてのＨＤ信号（１０５０ｉ信号）が
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入力される入力端子１５１と、このＨＤ信号に対して水平および垂直の間引き処理を行っ
て、生徒信号としてのＳＤ信号を得るＳＤ信号生成回路１５２とを有している。
【０１４９】
　このＳＤ信号生成回路１５２には、上述したテレビ受信機１０（図１参照）における調
整値ｓ，ｚと対応した、調整値ｓ，ｚが入力される。ＳＤ信号生成回路１５２では、この
調整値ｓ，ｚに基づいて、ＨＤ信号からＳＤ信号を生成する際に用いられる帯域制限フィ
ルタの、空間方向および時間方向の帯域が可変される。
【０１５０】
　また、このＳＤ信号生成回路１５２には、上述したテレビ受信機１０における蓄積装置
２９に記憶された、各一連の調整に対応した調整情報（最終調整値、履歴情報および環境
情報）が入力される。
【０１５１】
　なお、使用開始前のテレビ受信機１０におけるＤＲＣ回路１８の情報メモリバンク１３
５に格納される係数種ｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を生成する際には、蓄積装置２９にいま
だ最終調整値、履歴情報および環境情報が記憶されていないので、ＳＤ信号生成回路１５
２には調整情報は入力されない。つまり、ＳＤ信号生成回路１５２に調整情報が入力され
るのは、例えばテレビ受信機１０のバージョンアップ時にＤＲＣ回路１８が含まれる基板
を取り換える場合であって、その情報メモリバンク１３５に格納される係数種データｗ i 0

～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を生成する際などである。
【０１５２】
　ＳＤ信号生成回路１５２では、調整情報に基づいて、入力された調整値ｓ，ｚの値が変
更され、この変更された調整値ｓ，ｚに応じて、上述したように空間方向および時間方向
の帯域が可変される。調整情報の入力がないときは、入力された調整値ｓ，ｚそのものに
応じて、上述したように空間方向および時間方向の帯域が可変される。
【０１５３】
　ここで、上述のテレビ受信機１０では、ユーザの操作によって調整値ｓ，ｚが、例えば
それぞれ０～８の範囲内で、所定のステップをもって調整され、空間方向および時間方向
の解像度の調整が行われる。
【０１５４】
　この場合、ＳＤ信号生成回路１５２で入力される調整値ｓ，ｚのそのものに応じて空間
方向および時間方向の帯域が可変される場合、テレビ受信機１０では図１７に実線枠ＢＦ
で示す範囲（空間解像度はｙ 1～ｙ 2、時間解像度はｘ 1～ｘ 2）内で解像度の調整を行い得
るように、係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）が生成される。
【０１５５】
　調整情報が入力される場合、ＳＤ信号生成回路１５２では、調整値ｓ，ｚの値のそれぞ
れにおける最終調整値の重心位置が求められる。本実施の形態においては、環境情報とし
て含まれる明るさの情報ＬＩに基づいて、各一連の調整における調整情報が複数の明るさ
の範囲に分けられ、従って各明るさの範囲毎に最終調整値の重心位置が求められる。この
場合、対応する履歴情報、例えば上述した第１の領域ＳＡおよび第２の領域ＳＢの波形状
態に基づいて各最終調整値に重み付けがされる。すなわち、履歴情報によって最終調整値
の信頼度が高いと判断される程、大きな重み付けがされる。これにより、重心位置の精度
を向上させることができる。
【０１５６】
　そして、ＳＤ信号生成回路１５２では、各明るさの範囲毎に、上述したように求められ
た重心位置に基づいて、入力される調整値ｓ，ｚが変更される。この場合、調整値ｓ，ｚ
が大きくなるほど帯域が狭くされ、これによりテレビ受信機１０（図１参照）では、調整
値ｓ，ｚが大きくされるほど解像度が上がるように調整されるようになる。
【０１５７】
　ここでは、テレビ受信機１０側で調整される調整値ｓ，ｚの変化範囲の中心が、求めら
れた重心位置に移動するように、入力される調整値ｓ，ｚが線形変換される。例えば、テ
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レビ受信機１０側で調整される調整値ｓ，ｚの変化範囲の中心値がｓ 0，ｚ 0、求められる
重心位置がｓ m，ｚ m、入力される調整値ｓ，ｚがｓ 1，ｚ 1であるとき、変換後の調整値ｓ
，ｚの値ｓ 2，ｚ 2は、ｓ 2＝ｓ 1＋（ｓ m－ｓ 0）、ｚ 2＝ｚ 1＋（ｚ m－ｚ 0）の変換式で求め
られる。
【０１５８】
　このように変換された調整値ｓ，ｚに応じて空間方向および時間方向の帯域が可変され
る場合、テレビ受信機１０では、図１７に実線枠ＢＦで示す範囲内の解像度調整位置（「
×」印で図示）の重心位置を中心とする、図１７の一点鎖線枠ＡＦで示す範囲（空間解像
度はｙ 1′～ｙ 2′、時間解像度はｘ 1′～ｘ 2′）内で解像度の調整を行い得るように、係
数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）が生成される。
【０１５９】
　図１６に戻って、また、係数種データ生成装置１５０は、ＳＤ信号生成回路１５２より
出力されるＳＤ信号（５２５ｉ信号）より、ＨＤ信号（１０５０ｉ信号）における注目位
置の周辺に位置する複数のＳＤ画素のデータを選択的に取り出して出力する第１～第３の
タップ選択回路１５３～１５５を有している。これら第１～第３のタップ選択回路１５３
～１５５は、上述した画像信号処理部１１０の第１～第３のタップ選択回路１２１～１２
３と同様に構成される。
【０１６０】
　また、係数種データ生成装置１５０は、第２のタップ選択回路１５４で選択的に取り出
される空間クラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）のレベル分布パターンを検出し、こ
のレベル分布パターンに基づいて空間クラスを検出し、そのクラス情報を出力する空間ク
ラス検出回路１５７を有している。この空間クラス検出回路１５７は、上述した画像信号
処理部１１０の空間クラス検出回路１２４と同様に構成される。この空間クラス検出回路
１５７からは、空間クラスタップのデータとしての各ＳＤ画素データ毎の再量子化コード
ｑｉが空間クラスを示すクラス情報として出力される。
【０１６１】
　また、係数種データ生成装置１５０は、第３のタップ選択回路１５５で選択的に取り出
される動きクラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）より、主に動きの程度を表すための
動きクラスを検出し、そのクラス情報ＭＶを出力する動きクラス検出回路１５８を有して
いる。この動きクラス検出回路１５８は、上述した画像信号処理部１１０の動きクラス検
出回路１２５と同様に構成される。この動きクラス検出回路１５８では、第３のタップ選
択回路１５５で選択的に取り出される動きクラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）から
フレーム間差分が算出され、さらにその差分の絶対値の平均値に対してしきい値処理が行
われて動きの指標である動きクラスが検出される。
【０１６２】
　また、係数種データ生成装置１５０は、空間クラス検出回路１５７より出力される空間
クラスのクラス情報としての再量子化コードｑｉと、動きクラス検出回路１５８より出力
される動きクラスのクラス情報ＭＶに基づき、ＨＤ信号（１０５０ｉ信号）に係る注目画
素が属するクラスを示すクラスコードＣＬを得るためのクラス合成回路１５９を有してい
る。このクラス合成回路１５９も、上述した画像信号処理部１１０のクラス合成回路１２
６と同様に構成される。
【０１６３】
　また、係数種データ生成装置１５０は、正規方程式生成部１６０を有している。この正
規方程式生成部１６０は、入力端子１５１に供給されるＨＤ信号から得られる注目位置の
画素データとしての各ＨＤ画素データｙと、この各ＨＤ画素データｙにそれぞれ対応して
第１のタップ選択回路１５３で選択的に取り出される予測タップのデータ（ＳＤ画素デー
タ）ｘｉと、ＳＤ信号生成回路１５２に入力される調整値ｓ，ｚと、各ＨＤ画素データｙ
にそれぞれ対応してクラス合成回路１５９より出力されるクラスコードＣＬとから、クラ
ス毎に、係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を得るための正規方程式（（１３）式参
照）を生成する。
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【０１６４】
　この場合、１個のＨＤ画素データｙとそれに対応するｎ個の予測タップのデータ（ＳＤ
画素データ）ｘｉとの組み合わせで学習データが生成される。そしてこの場合、調整値ｓ
，ｚの変化に対応してＳＤ信号生成回路１５２における空間方向および時間方向の帯域が
可変され、複数のＳＤ信号が順次生成されていき、ＨＤ信号と各ＳＤ信号との間でそれぞ
れ学習データの生成が行われる。これにより、正規方程式生成部１６０では調整値ｓ，ｚ
が異なった多くの学習データが登録された正規方程式が生成され、この正規方程式から係
数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を求めることが可能となる。
【０１６５】
　なおこの場合、ＳＤ信号生成回路１５２で入力された調整値ｓ，ｚを変更するための上
述した重心位置が、各明るさの範囲に対応した重心位置に順次変更される。そのため、正
規方程式生成部１６０では、各明るさの範囲にそれぞれ対応して、上述したようにクラス
毎に、係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を得るための正規方程式が生成される。
【０１６６】
　またこの場合、１個のＨＤ画素データｙとそれに対応するｎ個の予測タップのデータ（
ＳＤ画素データ）ｘｉとの組み合わせで学習データが生成されるが、正規方程式生成部１
６０では、出力画素（図６のＨＤ 1～ＨＤ 4、図７のＨＤ１′～ＨＤ 4′参照）毎に、正規
方程式が生成される。例えば、ＨＤ 1に対応した正規方程式は、中心予測タップに対する
ずれ値がＨＤ 1と同じ関係にあるＨＤ画素データｙから構成される学習データから生成さ
れる。
【０１６７】
　また、係数種データ生成装置１５０は、係数種データ決定部１６１と、係数種メモリ１
６２とを有している。係数種データ決定部１６１は、正規方程式生成部１６０から正規方
程式のデータの供給を受け、当該正規方程式を掃き出し法などによって解き、各明るさの
範囲にそれぞれ対応して、クラスおよび出力画素の組み合わせ毎に、係数種データｗ i 0～
ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を求める。係数種メモリ１６２は、係数種データ決定部１６１で求め
られた係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を格納する。
【０１６８】
　図１６に示す係数種データ生成装置１５０の動作を説明する。
【０１６９】
　入力端子１５１には教師信号としてのＨＤ信号（１０５０ｉ信号）が供給され、そして
このＨＤ信号に対してＳＤ信号生成回路１５２で水平および垂直の間引き処理が行われて
生徒信号としてのＳＤ信号（５２５ｉ信号）が生成される。
【０１７０】
　この場合、ＳＤ信号生成回路１５２には、ＨＤ信号からＳＤ信号を生成する際に用いら
れる帯域制限フィルタの空間方向および時間方向の帯域を定める、つまり生成されるＳＤ
信号の空間方向および時間方向の解像度を定める調整値ｓ，ｚが入力される。
【０１７１】
　また、ＳＤ信号生成回路１５２には、例えばテレビ受信機１０のバージョンアップ時に
ＤＲＣ回路１８が含まれる基板を取り換える場合であって、その情報メモリバンク１３５
に格納される係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を生成する際には、当該テレビ受信
機１０における蓄積装置２９に記憶された、ユーザが過去に行った調整値ｓ，ｚの各一連
の調整に対応した調整情報（最終調整値、履歴情報および環境情報）が入力される。
【０１７２】
　ＳＤ信号生成回路１５２では、調整情報が入力されるときは、この調整情報に基づいて
入力された調整値ｓ，ｚが変更される。この場合、ＳＤ信号生成回路１５２では、調整値
ｓ，ｚのそれぞれにおける最終調整値の重心位置が各明るさの範囲毎に求められる。そし
て、このＳＤ信号生成回路１５２では、各明るさの範囲毎に、順に、テレビ受信機１０側
で調整される調整値ｓ，ｚの変化範囲の中心が、求められた重心位置に移動するように、
入力される調整値ｓ，ｚが線形変換される。
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【０１７３】
　ＳＤ信号生成回路１５２では、調整情報が入力されるときは、上述したように変更され
た調整値ｓ，ｚに応じて、上述したようにＨＤ信号からＳＤ信号を生成する際に用いられ
る帯域制限フィルタの空間方向および時間方向の帯域が可変される。
【０１７４】
　なお、使用開始前のテレビ受信機１０におけるＤＲＣ回路１８の情報メモリバンク１３
５に格納される係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を生成する際には、調整情報の入
力がないので、入力された調整値ｓ，ｚそのものに応じて、上述したようにＨＤ信号から
ＳＤ信号を生成する際に用いられる帯域制限フィルタの空間方向および時間方向の帯域が
可変される。
【０１７５】
　ＳＤ信号生成回路１５２に入力される調整値ｓ，ｚが順次変更されることで、上述した
ようにＨＤ信号からＳＤ信号を生成する際に用いられる帯域制限フィルタの空間方向およ
び時間方向の帯域が変更されることから、各明るさの範囲毎に、空間方向および時間方向
の帯域が段階的に変化した複数のＳＤ信号が生成されていく。
【０１７６】
　また、ＳＤ信号生成回路１５２で生成されたＳＤ信号（５２５ｉ信号）より、第２のタ
ップ選択回路１５４で、ＨＤ信号（１０５０ｉ信号）における注目位置の周辺に位置する
空間クラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）が選択的に取り出される。この第２のタッ
プ選択回路１５４で選択的に取り出される空間クラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）
は空間クラス検出回路１５７に供給される。この空間クラス検出回路１５７では、空間ク
ラスタップのデータとしての各ＳＤ画素データに対してＡＤＲＣ処理が施されて空間クラ
ス（主に空間内の波形表現のためのクラス分類）のクラス情報としての再量子化コードｑ
ｉが得られる（（１）式参照）。
【０１７７】
　また、ＳＤ信号生成回路１５２で生成されたＳＤ信号より、第３のタップ選択回路１５
５で、ＨＤ信号に係る注目画素の周辺に位置する動きクラスタップのデータ（ＳＤ画素デ
ータ）が選択的に取り出される。この第３のタップ選択回路１５５で選択的に取り出され
る動きクラスタップのデータ（ＳＤ画素データ）は動きクラス検出回路１５８に供給され
る。この動きクラス検出回路１５８では、動きクラスタップのデータとしての各ＳＤ画素
データより動きクラス（主に動きの程度を表すためのクラス分類）のクラス情報ＭＶが得
られる。
【０１７８】
　このクラス情報ＭＶと上述した再量子化コードｑｉはクラス合成回路１５９に供給され
る。このクラス合成回路１５９では、これらクラス情報ＭＶと再量子化コードｑｉとから
、ＨＤ信号（１０５０ｉ信号）における注目位置の画素データが属するクラスを示すクラ
スコードＣＬが得られる（（３）式参照）。
【０１７９】
　また、ＳＤ信号生成回路１５２で生成されるＳＤ信号より、第１のタップ選択回路１５
３で、ＨＤ信号における注目位置の周辺に位置する予測タップのデータ（ＳＤ画素データ
）が選択的に取り出される。
【０１８０】
　そして、入力端子１５１に供給されるＨＤ信号より得られる注目位置の画素データとし
ての各ＨＤ画素データｙと、この各ＨＤ画素データｙにそれぞれ対応して第１のタップ選
択回路１５３で選択的に取り出される予測タップのデータ（ＳＤ画素データ）ｘｉと、Ｓ
Ｄ信号生成回路１５２に入力される調整値ｓ，ｚと、各ＨＤ画素データｙにそれぞれ対応
してクラス合成回路１５９より出力されるクラスコードＣＬとから、正規方程式生成部１
６０では、各明るさの範囲にそれぞれ対応して、クラスおよび出力画素の組み合わせ毎に
、係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を得るための正規方程式（（１３）式参照）が
生成される。
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【０１８１】
　そして、係数種データ決定部１６１で各正規方程式が解かれて係数種データｗ i 0～ｗ i 9

（ｉ＝１～ｎ）が求められ、その係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）は係数種メモリ
１６２に格納される。
【０１８２】
　このように、図１６に示す係数種データ生成装置１５０においては、図１に示すテレビ
受信機１０におけるＤＲＣ回路１８の情報メモリバンク１３５に格納される、各明るさの
範囲にそれぞれ対応した、クラスおよび出力画素の組み合わせ毎の係数種データｗ i 0～ｗ

i 9（ｉ＝１～ｎ）を生成できる。
【０１８３】
　また、この係数種データ生成装置１５０において、例えばテレビ受信機１０のバージョ
ンアップ時にＤＲＣ回路１８が含まれる基板を取り換える場合であって、その情報メモリ
バンク１３５に格納される係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を生成する際には、Ｓ
Ｄ信号生成回路１５２に、当該テレビ受信機１０における蓄積装置２９に記憶された、ユ
ーザが過去に行った調整値ｓ，ｚの各一連の調整に対応した調整情報（最終調整値、履歴
情報および環境情報）が入力される。
【０１８４】
　ＳＤ信号生成回路１５２では、この調整情報に基づいて、入力される調整値ｓ，ｚが変
更され、この変更された調整値ｓ，ｚによって、ＨＤ信号からＳＤ信号を得る際に用いら
れる帯域制限フィルタの空間方向および時間方向の帯域が可変される。
【０１８５】
　このようにして求められた係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を、テレビ受信機１
０のバージョンアップ時に新たに装着されるＤＲＣ回路１８が含まれる基板の情報メモリ
バンク１３５に格納して使用することで、ユーザは、調整値ｓ，ｚの調整により、過去の
解像度調整の重心位置を中心とする範囲（図１７の一点鎖線枠ＡＦ参照）内で解像度の調
整を行うことが可能となる。すなわち、ユーザの好みに合わせた解像度調整範囲が自動的
に設定され、ユーザはその範囲内で解像度の調整を行うことができる。
【０１８６】
　また、ＳＤ信号生成回路１５２では、各一連の調整における調整情報が、環境情報とし
て含まれる明るさの情報ＬＩに基づいて複数の明るさの範囲に分けられ、各明るさの範囲
毎に最終調整値の重心位置が求められる。そして、このＳＤ信号生成回路１５２では各明
るさの範囲毎に、入力された調整値ｓ，ｚが変更され、正規方程式生成部１６０では各明
るさの範囲毎に正規方程式が生成され、各明るさの範囲にそれぞれ対応した係数種データ
ｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）が求められる。
【０１８７】
　このようにして求められた各明るさの範囲に対応した係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１
～ｎ）を、テレビ受信機１０のバージョンアップ時に新たに装着されるＤＲＣ回路１８が
含まれる基板の情報メモリバンク１３５に格納して使用することで、ユーザは、種々の明
るさの状態で、調整値ｓ，ｚの調整により、過去の解像度調整の重心位置を中心とする範
囲（図１７の一点鎖線枠ＡＦ参照）内で解像度の調整を行うことが可能となる。
【０１８８】
　なお、上述実施の形態においては、テレビ受信機１０の検査用端子１７に取得装置２７
が接続され、従ってテレビ受信機１０の本体側から調整値ｓ，ｚの一連の調整における最
終調整値およびこの最終調整値に至るまでの変化の過程にある調整値を取得するものを示
した。
【０１８９】
　このような取得装置を、リモコン送信機２３に接続して、上述した調整値ｓ，ｚの一連
の調整における最終調整値およびこの最終調整値に至るまでの変化の過程にある調整値を
取得することも考えられる。
【０１９０】
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　図１８は、その場合における取得装置２７Ａ、センサ２８および蓄積装置２９の構成を
示している。センサ２８および蓄積装置２９は、図８に示すセンサ２８および蓄積装置２
９と同様であるので、ここでは取得装置２７Ａのみを説明する。この図１８において、図
８と対応する部分には同一符号を付して示している。
【０１９１】
　取得装置２７Ａは、調整値取得部２７ｈと、調整値送信部２７ｄと、センサ動作信号送
信部２７ｅと、環境情報受信部２７ｆと、環境情報送信部２７ｇとからなっている。
【０１９２】
　調整値取得部２７ｈには、リモコン送信機２３から、調整値ｓ，ｚを含む操作情報が送
られてくる。調整値取得部２７ｈは、調整値ｓ，ｚの調整操作が行われている場合、調整
値ｓ，ｚを周期的に取得する。調整値送信部２７ｄは、調整値取得部２７ｈで取得された
調整値ｓ，ｚを蓄積装置２９に送信する。ここで、調整値取得部２７ｈで取得される調整
値ｓ，ｚには時刻情報が付加されている。
【０１９３】
　センサ動作信号送信部２７ｅは、調整値取得部２７ｈで調整値ｓ，ｚを取得するとき、
センサ動作信号をセンサ２８に送信する。環境情報受信部２７ｆおよび環境情報送信部２
７ｇは、図８に示す取得装置２７における環境情報受信部２７ｆおよび環境情報送信部２
７ｇと同じものである。
【０１９４】
　図１９のフローチャートを参照して、取得装置２７Ａの動作を説明する。
【０１９５】
　ステップＳＴ２１の待機状態にあるとき、周期的にステップＳＴ２２に進む。そして、
ステップＳＴ２２で、調整値取得部２７ｈは、調整情報に基づいて、調整操作が行われて
いるか否かを判定する。調整操作が行われていないときは、ステップＳＴ２１の待機状態
に戻る。一方、調整操作が行われているときは、ステップＳＴ２３に進む。
【０１９６】
　ステップＳＴ２３では、調整値取得部２７ｈは、調整情報に含まれている調整値ｓ，ｚ
を取得し、調整値送信部２７ｄに送る。この場合、取得された調整値ｓ，ｚには時刻情報
が付加される。またこの場合、調整値ｓの調整操作が行われているときは当該調整値ｓを
取得し、一方調整値ｚの調整操作が行われているときは当該調整値ｚを取得する。さらに
、このステップＳＴ２３では、調整値送信部２７ｄは、調整値取得部２７ｈで取得されて
送られてくる調整値ｓまたは調整値ｚを、蓄積装置２９に送信して蓄積する。
【０１９７】
　次に、ステップＳＴ２４で、センサ動作信号送信部２７ｅはセンサ２８にセンサ動作信
号を送信し、そして環境情報受信部２７ｆはセンサから送信されてくる環境情報を受信し
、さらに環境情報送信部２７ｇはその環境情報を蓄積装置２９に送信して蓄積する。そし
て、このステップＳＴ２４の後に、ステップＳＴ２１の待機状態に戻る。
【０１９８】
　ユーザがリモコン送信機２３で調整値ｓ，ｚの調整を行うとき、操作情報に基づいて調
整操作を行っていることがわかる。したがって、上述した取得装置２７Ａにおいても、こ
の調整値ｓ，ｚの一連の調整における最終調整値およびこの最終調整値に至るまでの変化
の過程にある調整値を取得し、蓄積装置２９に送信できる。
【０１９９】
　また、上述実施の形態においては、ＤＲＣ回路１８で得られるＨＤ信号（１０５０ｉ信
号）による画像の空間解像度および時間解像度を調整するものを示したが、この発明は、
その他の画質、例えばノイズ抑圧度、輝度、色相、彩度等を調整するものにも同様に適用
できる。また、この発明は、情報信号が音声信号であるものにも同様に適用できる。情報
信号が音声信号であるとき、出力の質は音質であって、高音、低音の増減、ノイズ抑圧度
、音量等が調整されることになる。
【０２００】
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　また、上述実施の形態においては、ＤＲＣ回路１８に供給される環境情報は明るさの情
報ＬＩであるが、これに限定されるものではなく、騒音の情報、視聴距離の情報、視聴方
向、時刻、電波状況等の情報であってもよい。その場合も、それらの情報が示す環境状況
に対応した係数種データｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）が使用されて、推定式の係数データＷ
ｉ（ｉ＝１～ｎ）が生成される。
【０２０１】
　また、上述実施の形態においては、蓄積装置２９に記憶される最終調整値、履歴情報お
よび環境情報は、例えばテレビ受信機１０のバージョンアップ時にＤＲＣ回路１８が含ま
れる基板を取り換える場合において、その情報メモリバンク１３５に格納される係数種デ
ータｗ i 0～ｗ i 9（ｉ＝１～ｎ）を生成する場合に利用することを説明したが、その他の場
合に利用することもできる。
【０２０２】
　例えば、本出願人が先に提案した、画像内容に応じて、自動的に、画像の解像度を変更
可能としたテレビジョン受像機（特願２００２－３０２８８０号）において、画像内容に
応じた調整値を決定する際に使用できる。この場合、ユーザ調整に係る各一連の調整の最
終調整値、履歴情報および環境情報は、その調整時における画像内容と関連付けて記憶装
置に記憶される。
【０２０３】
　そして、画像内容に応じた調整値を決定する際には、例えば当該画像内容に対応した複
数の最終調整値を履歴情報から得られる信頼度に基づいて重み付け平均して決定すること
で、ユーザの嗜好にあった調整値に精度よく決定できる。またこの際、その時の環境に合
致した最終調整値のみを用いて調整値を決定することで、さらにユーザの嗜好に合った調
整値を決定できる。
【０２０４】
　また、上述実施の形態においては、蓄積装置２９に各一連の調整の最終調整値、履歴情
報および環境情報を記憶装置２９に記憶するものを示したが、最終調整値および履歴情報
あるいは最終調整値および環境情報を記憶するようにしてもよい。これによっても、履歴
情報あるいは環境情報を用いて最終調整値を効果的に利用できる。
【産業上の利用可能性】
【０２０５】
　この発明は、情報信号による出力の質が所定の質となるようにユーザが調整する場合、
一連の調整における最終調整値の他に、この最終調整値に至る調整値の変化の過程に係る
履歴情報あるいはユーザの周囲における環境情報を記憶媒体に記憶しておくものであって
、最終調整値をより効果的に利用可能としたものであり、画像表示装置、音響装置に適用
できる。
【図面の簡単な説明】
【０２０６】
【図１】実施の形態としてのテレビ受信機の構成を示すブロック図である。
【図２】５２５ｉ信号と１０５０ｉ信号の画素位置関係を示す図である。
【図３】画質を調整するためのユーザインタフェース例を示す図である。
【図４】調整画面を拡大して示した図である。
【図５】ＤＲＣ回路の構成を示すブロック図である。
【図６】ＨＤ信号（１０５０ｉ信号）の単位画素ブロック内の４画素の中心予測タップか
らの位相ずれ（奇数フィールド）を示す図である。
【図７】ＨＤ信号（１０５０ｉ信号）の単位画素ブロック内の４画素の中心予測タップか
らの位相ずれ（偶数フィールド）を示す図である。
【図８】取得装置、センサ、蓄積装置の構成を示すブロック図である。
【図９】取得装置（テレビ本体側）の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１０】一連の調整における調整値の変化例を示す図である。
【図１１】センサの動作を説明するためのフローチャートである。
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【図１２】一連の調整における調整値の変化例を示す図である。
【図１３】一連の調整における調整値の変化例を示す図である。
【図１４】蓄積装置に形成される取得情報テーブルを示す図である。
【図１５】係数種データの生成方法の一例を示す図である。
【図１６】係数種データ生成装置の構成を示すブロック図である。
【図１７】解像度調整範囲の変化を説明するための図である。
【図１８】取得装置、センサ、蓄積装置の他の構成を示すブロック図である。
【図１９】取得装置（リモコン側）の動作を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【０２０７】
　１０・・・テレビ受信機、１１・・・内部バス、１２・・・チューナ、１３・・・デコ
ーダ、１４・・・ＣＰＵ、１５・・・ＲＡＭ、１６・・・ＲＯＭ、１７・・・検査用端子
、１８・・・ＤＲＣ回路、１９・・・入出力インタフェース、２０・・・ドライブ、２１
・・・リムーバブルメディア、２２・・・受光部、２３・・・リモコン送信機、２４・・
・表示部、２５・・・ＨＤＤ、２６・・・操作部、２７・・・取得装置、２８・・・セン
サ、２９・・・蓄積装置、１２１～１２３・・・第１～第３のタップ選択回路、１２４・
・・空間クラス検出回路、１２５・・・動きクラス検出回路、１２６・・・クラス合成回
路、１２７・・・推定予測演算回路、１２８・・・正規化演算回路、１２９・・・後処理
回路、１３４・・・係数メモリ、１３５・・・情報メモリバンク、１３６・・・係数生成
回路、１３７・・・正規化係数演算部、１３８・・・正規化係数メモリ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(28) JP 3885786 B2 2007.2.28



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】
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