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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）サンプリングクロックの１周期に基いて定められた複数のディレイ値のうちの、
一のディレイ値に基いて、前記サンプリングクロックを遅延させるステップと、
　（ｂ）前記遅延したサンプリングクロックを用いて、アナログ映像信号をデジタル映像
信号に変換するステップと、
　（ｃ）前記デジタル映像信号のうち一の画素の映像信号レベルのサンプリングデータと
、当該一の画素に隣接する他の一の画素の映像信号レベルのサンプリングデータとの差分
量を検出するステップと、
　（ｄ）前記ステップ（ｃ）を、１フレームを構成するデジタル映像信号の複数の画素に
対して行うステップと、
　（ｅ）前記ステップ（ｄ）の結果、最大の値となる差分量を最大輝度差分値として選択
するステップと、
　（ｆ）前記ディレイ値を変化させて、前記ステップ（ａ）～（ｅ）を複数回繰り返し行
い、各回数毎に前記最大輝度差分値を選択するステップと、
　（ｇ）前記ディレイ値の変化に対する複数の最大輝度差分値のうち、最大値と最小値の
間にある所定の基準レベルを超える最大輝度差分値を与える前記ディレイ値の範囲をディ
レイ領域とし、当該ディレイ領域の略中心に位置する前記ディレイ値を、最適設定値とし
て決定するステップと、
　（ｈ）前記最適設定値に基いて、前記サンプリングクロックを遅延させるステップとを
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、
備えることを特徴とする画像表示装置の動作方法。
【請求項２】
　水平同期信号に基いて、サンプリングクロックを生成するサンプリングクロック生成部
と、
　前記サンプリングクロックの１周期に基いて定められる複数のディレイ値を基に、前記
サンプリングクロックを遅延させるクロックディレイ部と、
　前記遅延したサンプリングクロックを用いて、アナログ映像信号をデジタル映像信号に
変換するＡ／Ｄコンバータと、
　前記デジタル映像信号のうち一の画素の映像信号レベルのサンプリングデータと、当該
一の画素に隣接する他の一の画素の映像信号レベルのサンプリングデータとの差分量を検
出する差分検出部と、
　前記サンプリングクロックを異なるディレイ値に基いて遅延させる度に、１フレーム内
で検出された前記差分量のうち最大の値となる最大輝度差分値を選択する最大輝度差分値
検出部と、
　前記ディレイ値の変化に対する複数の前記最大輝度差分値のうち、最大値と最小値の間
にある所定の基準レベルを超える最大輝度差分値を与える前記ディレイ値の範囲をディレ
イ領域とし、当該ディレイ領域の略中心に位置する前記ディレイ値を、最適設定値として
決定し、前記最適設定値に基いて、前記サンプリングクロックを遅延させるように、前記
クロックディレイ部を制御する演算制御部とを、
備えることを特徴とする画像表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、画像表示装置の動作方法および画像表示装置に係る発明であって、例えば
、パーソナルコンピュータやワークステーションなどから出力されるアナログ信号を、デ
ジタル映像信号に変換して表示を行う、画像表示装置の動作方法または画像表示装置に適
用することができる。
【背景技術】
【０００２】
　画像表示装置では、サンプリングクロックを用いて、受信したアナログ映像信号をデジ
タル信号に変換している。このとき、サンプリングクロックの周波数が正しく再生された
とする。ここで、画像表示装置は、アナログ映像信号、水平同期信号および垂直同期信号
から構成されるアナログ信号を受信する。
【０００３】
　しかし、アナログ映像信号とサンプリングクロックとの間に位相差があると、変換後の
デジタル映像信号に基いて再生された映像は、シャープにならず、若干ぼやけたり、滲ん
で見えたりすることがあった。
【０００４】
　そのため、従来の画像表示装置は、アナログ映像信号とサンプリングクロックとの間で
生じる位相差を適正に調整する機能を有している（特許文献１）。特許文献１に係る画像
表示装置の動作は、以下の通りである。
【０００５】
　まず、差分検出部において、１画面（１フレーム）を構成するデジタル映像信号中の隣
接（連続）する２画素間の映像信号レベルのサンプリングデータの各差分量を検出する。
そして、差分検出部では、当該検出した各差分量のうち最大の値（最大輝度差分値）を検
出する。
【０００６】
　次に、サンプリングクロック発生部は、前回のサンプリングクロックよりも、所定単位
分、位相の遅れたサンプリングクロックを生成する。そして、当該生成したサンプリング
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クロックをＡ／Ｄコンバータへと送信する。
【０００７】
　Ａ／Ｄコンバータでは、受信したサンプリングクロックを用いて、外部から受信したア
ナログ映像信号をデジタル映像信号に変化する。その後、差分検出部において、上記と同
じ処理を行う。
【０００８】
　上記一連の動作を繰り返し行うことにより、サンプリングクロックの位相を所定単位分
ずらす度に、最大輝度差分値を検出することができる。次に、当該検出した各最大輝度差
分値のうち、最大の値となる最大輝度差分値を選択する。
【０００９】
　そして、当該選択された最大輝度差分値に対応するディレイ値（位相の遅延量であり、
最適設定値と称する）を定める。ＣＰＵは、当該最適設定値に基いて、サンプリングクロ
ック発生部を制御する。
【００１０】
　これにより、サンプリングクロック発生部では、アナログ映像信号との位相差が適正な
、サンプリングクロックを生成することができる。
【００１１】
【特許文献１】特開２００１－３５６７２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、上記において検出された各最大輝度差分値の変化の様子を示す波形を作成し
たとする。つまり、当該波形は、ディレイ値の変化に対する最大輝度差分値の変化を示す
。
【００１３】
　そうすると、理論的には、最適設定値周辺の最大輝度差分値は、ほぼ同程度の値である
。つまり、最適設定値の周辺の各最大輝度差分値間の変化は、緩やかなのである。
【００１４】
　しかし、信号源であるパーソナルコンピュータやワークステーション等のビデオボード
の性能や、信号ケーブルの周波数特性の影響により、実際には、上記波形には尖ったピー
クが生じる。
【００１５】
　この場合、当該尖ったピーク値が波形の最大値と成り得る。そうすると、当該尖ったピ
ーク値が最適設定値となる。よって、サンプリングクロック生成部では、当該最適設定値
に基いて、サンプリングクロックが生成される。
【００１６】
　ところが、尖ったピーク値を最適設定値としてサンプリングクロックを生成した場合に
おいて、同期信号等のジッタに起因してサンプリングクロックの位相に微小変動が生じた
ときには、画像の輝度への影響が大きくなる。つまり、表示部に表示される画像にノイズ
が発生し易くなる。
【００１７】
　そこで、この発明は、アナログ信号のジッタ等に起因して生じる、アナログ映像信号と
サンプリングクロックとの間での位相差を、精密に調整することができる画像表示装置の
動作方法および画像表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る請求項１に記載の画像表示装置の動作方法
は、（ａ）サンプリングクロックの１周期に基いて定められた複数のディレイ値のうちの
、一のディレイ値に基いて、前記サンプリングクロックを遅延させるステップと、（ｂ）
前記遅延したサンプリングクロックを用いて、アナログ映像信号をデジタル映像信号に変
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換するステップと、（ｃ）前記デジタル映像信号のうち一の画素の映像信号レベルのサン
プリングデータと、当該一の画素に隣接する他の一の画素の映像信号レベルのサンプリン
グデータとの差分量を検出するステップと、（ｄ）前記ステップ（ｃ）を、１フレームを
構成するデジタル映像信号の複数の画素に対して行うステップと、（ｅ）前記ステップ（
ｄ）の結果、最大の値となる差分量を最大輝度差分値として選択するステップと、（ｆ）
前記ディレイ値を変化させて、前記ステップ（ａ）～（ｅ）を複数回繰り返し行い、各回
数毎に前記最大輝度差分値を選択するステップと、（ｇ）前記ディレイ値の変化に対する
複数の最大輝度差分値のうち、最大値と最小値の間にある所定の基準レベルを超える最大
輝度差分値を与える前記ディレイ値の範囲をディレイ領域とし、当該ディレイ領域の略中
心に位置する前記ディレイ値を、最適設定値として決定するステップと、（ｈ）前記最適
設定値に基いて、前記サンプリングクロックを遅延させるステップとを、備えている。
【００２０】
　また、請求項２に記載の画像表示装置は、水平同期信号に基いて、サンプリングクロッ
クを生成するサンプリングクロック生成部と、前記サンプリングクロックの１周期に基い
て定められる複数のディレイ値を基に、前記サンプリングクロックを遅延させるクロック
ディレイ部と、前記遅延したサンプリングクロックを用いて、アナログ映像信号をデジタ
ル映像信号に変換するＡ／Ｄコンバータと、前記デジタル映像信号のうち一の画素の映像
信号レベルのサンプリングデータと、当該一の画素に隣接する他の一の画素の映像信号レ
ベルのサンプリングデータとの差分量を検出する差分検出部と、前記サンプリングクロッ
クを異なるディレイ値に基いて遅延させる度に、１フレーム内で検出された前記差分量の
うち最大の値となる最大輝度差分値を選択する最大輝度差分値検出部と、前記ディレイ値
の変化に対する複数の前記最大輝度差分値のうち、最大値と最小値の間にある所定の基準
レベルを超える最大輝度差分値を与える前記ディレイ値の範囲をディレイ領域とし、当該
ディレイ領域の略中心に位置する前記ディレイ値を、最適設定値として決定し、前記最適
設定値に基いて、前記サンプリングクロックを遅延させるように、前記クロックディレイ
部を制御する演算制御部とを、備えている。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る請求項１に記載の画像表示装置の動作方法は、（ａ）サンプリングクロッ
クの１周期に基いて定められた複数のディレイ値のうちの、一のディレイ値に基いて、前
記サンプリングクロックを遅延させるステップと、（ｂ）前記遅延したサンプリングクロ
ックを用いて、アナログ映像信号をデジタル映像信号に変換するステップと、（ｃ）前記
デジタル映像信号のうち一の画素の映像信号レベルのサンプリングデータと、当該一の画
素に隣接する他の一の画素の映像信号レベルのサンプリングデータとの差分量を検出する
ステップと、（ｄ）前記ステップ（ｃ）を、１フレームを構成するデジタル映像信号の複
数の画素に対して行うステップと、（ｅ）前記ステップ（ｄ）の結果、最大の値となる差
分量を最大輝度差分値として選択するステップと、（ｆ）前記ディレイ値を変化させて、
前記ステップ（ａ）～（ｅ）を複数回繰り返し行い、各回数毎に前記最大輝度差分値を選
択するステップと、（ｇ）前記ディレイ値の変化に対する複数の最大輝度差分値のうち、
最大値と最小値の間にある所定の基準レベルを超える最大輝度差分値を与える前記ディレ
イ値の範囲をディレイ領域とし、当該ディレイ領域の略中心に位置する前記ディレイ値を
、最適設定値として決定するステップと、（ｈ）前記最適設定値に基いて、前記サンプリ
ングクロックを遅延させるステップとを、備えているので、ディレイ値が多少変化しただ
けで最大輝度差分値が大きく変化する、不安定なディレイ値を最適設定値として設定され
ることを防止することができる。よって、アナログ信号のジッタ等に起因して生じる、ア
ナログ映像信号とサンプリングクロックとの間での位相差を、精密に調整することができ
る。
【００２３】
　また、請求項２に記載の画像表示装置は、水平同期信号に基いて、サンプリングクロッ
クを生成するサンプリングクロック生成部と、前記サンプリングクロックの１周期に基い
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て定められる複数のディレイ値を基に、前記サンプリングクロックを遅延させるクロック
ディレイ部と、前記遅延したサンプリングクロックを用いて、アナログ映像信号をデジタ
ル映像信号に変換するＡ／Ｄコンバータと、前記デジタル映像信号のうち一の画素の映像
信号レベルのサンプリングデータと、当該一の画素に隣接する他の一の画素の映像信号レ
ベルのサンプリングデータとの差分量を検出する差分検出部と、前記サンプリングクロッ
クを異なるディレイ値に基いて遅延させる度に、１フレーム内で検出された前記差分量の
うち最大の値となる最大輝度差分値を選択する最大輝度差分値検出部と、前記ディレイ値
の変化に対する複数の前記最大輝度差分値のうち、最大値と最小値の間にある所定の基準
レベルを超える最大輝度差分値を与える前記ディレイ値の範囲をディレイ領域とし、当該
ディレイ領域の略中心に位置する前記ディレイ値を、最適設定値として決定し、前記最適
設定値に基いて、前記サンプリングクロックを遅延させるように、前記クロックディレイ
部を制御する演算制御部とを、備えているので、請求項１に記載の動作を可能とする画像
表示装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、この発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。
【００２５】
　＜実施の形態１＞
　図１は、本実施の形態に係る画像表示装置の構成を表すブロック図である。
【００２６】
　図１に示すように、Ａ／Ｄコンバータ１は、接続点Ｎ１で分岐して、差分検出部２と表
示部７とに各々接続されている。また、差分検出部２は、最大輝度差分値検出部３に接続
されている。また、最大輝度差分値検出部３は、ＣＰＵ４に接続されており、ＣＰＵ４は
、クロックディレイ部５に接続されている。さらに、クロックディレイ部５は、Ａ／Ｄコ
ンバータ１およびサンプリングクロック発生部６に、各々接続されている。
【００２７】
　ここで、Ａ／Ｄコンバータ１は、アナログ映像信号１００をデジタル映像信号１０１に
変換する装置である。なお、画像表示装置が受信するアナログ信号は、アナログ映像信号
１００、垂直同期信号５２、および水平同期信号５３とから構成されている。また、当該
アナログ信号は、パーソナルコンピュータやワークステーション等から送出される。
【００２８】
　また、差分検出部２は、Ａ／Ｄコンバータ１から出力されるデジタル映像信号１０１中
の隣接（連続）する２画素間の映像信号レベルのサンプリングデータの差分量を検出する
装置である。具体的に、デジタル映像信号１０１のうち一の画素の映像信号レベルのサン
プリングデータと、当該一の画素に隣接する他の一の画素の映像信号レベルのサンプリン
グデータとの差分量を検出する装置である。
【００２９】
　また、最大輝度差分値検出部３は、差分検出部２が出力する差分信号５４を１垂直同期
期間（１フレーム内）監視して、その期間（当該１フレーム）中の最大の差分量（最大輝
度差分値）を検出（選択）する装置である。したがって、最大輝度差分値検出部３には、
前記処理に必要な垂直同期信号５２が入力される。
【００３０】
　また、ＣＰＵ４は、最大輝度差分値検出部３が出力する最大輝度差分値信号５５を監視
しながら、クロックディレイ部５の遅延量を最適な値に設定する装置である。
【００３１】
　また、サンプリングクロック発生部６は、アナログ映像信号１００をサンプリングする
ためのサンプリングクロック５０を生成する装置である。なお、サンプリングクロック５
０は、水平同期信号５３に基いて生成される。
【００３２】
　また、クロックディレイ部５は、サンプリングクロック５０を任意の時間（単位ディレ
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イ値の整数倍）遅延させる装置である。ここで、単位ディレイ値とは、サンプリングクロ
ックの１周期を所定の整数で割ることにより、得られる値のことである。
【００３３】
　さらに、表示部７は、デジタル映像信号１０１に基いた画像の表示を行う装置である。
当該表示部７として、例えば、液晶パネルやプラズマディスプレイなどがある。
【００３４】
　次に、図１を参照しながら、本実施の形態に係る画像表示装置の動作について説明する
。なお、以下のことを前提として、動作の説明を行う。
【００３５】
　つまり、サンプリングクロック位相の調整前にサンプリングクロック周波数調整は完了
していること、クロックディレイ部５が、サンプリングクロックの１周期の１６分の１毎
のステップでディレイ値が設定できること、前提とする。
【００３６】
　したがって、クロックディレイ部５は、１から１６までのディレイ値の設定が可能であ
る。ディレイ値「１」は、ディレイ量が１サンプリングクロック周期の１６分の０であり
、「２」は、ディレイ量が１サンプリングクロック周期の１６分の１であり、「３」は、
ディレイ量が１サンプリングクロック周期の１６分の２であり、「１６」は、ディレイ量
が１サンプリングクロック周期の１６分の１５である。
【００３７】
　まず、ＣＰＵ４は、クロックディレイ部５にディレイ値「１」を設定する。そうすると
、クロックディレイ部５は、サンプリングクロック発生部６で生成されたサンプリングク
ロック５０の遅延は行わず、サンプリングクロック５１を送信する。つまり、サンプリン
グクロック５０とサンプリングクロック５１との位相差は、ゼロである。ここで、サンプ
リングクロック５０は、水平同期信号５３に基いて、生成される。
【００３８】
　次に、Ａ／Ｄコンバータ１は、アナログ映像信号１００と、上記サンプリングクロック
５１とを受信する。そして、Ａ／Ｄコンバータ１では、サンプリングクロック５１を用い
て、アナログ映像信号１００をデジタル映像信号１０１に変換し、当該デジタル映像信号
１０１を表示部７および差分検出部２に各々送信する。
【００３９】
　次に、差分検出部２は、上記デジタル映像信号１０１を受信する。そして、差分検出部
２は、デジタル映像信号１０１中の一の画素の映像信号レベルのサンプリングデータと、
当該一の画素に隣接する他の一の画素の映像信号レベルのサンプリングデータとの差分量
を検出する。
【００４０】
　差分検出部２は、デジタル映像信号１０１中に含まれる全ての画素に対して、上記処理
を行う。そして、差分検出部２は、当該検出した複数個の差分量からなる差分信号５４を
、最大輝度差分値検出部３に向けて送信する。
【００４１】
　最大輝度差分値検出部３では、垂直同期信号５２に基づいて、デジタル映像信号１０１
の１フレーム（１垂直同期期間）内に受信した差分信号５４から、最大の差分量（最大輝
度差分値）を検出（選択）し、これを保持する。
【００４２】
　次に、ＣＰＵ４は、クロックディレイ部５にディレイ値「２」を設定する。そうすると
、クロックディレイ部５は、サンプリングクロック発生部６で生成されたサンプリングク
ロック５０に対して、１サンプリングクロック周期の１６分の１だけ位相を遅延させる。
そして、クロックディレイ部５は、当該位相遅延させたサンプリングクロック５１を、Ａ
／Ｄコンバータ１に向けて送信する。
【００４３】
　その後、上記と同じ動作を行い、最終的に、クロックディレイ部５にディレイ値「２」
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を設定した場合の最大輝度差分値を、最大輝度差分値検出部３が保持する。
【００４４】
　次に、ＣＰＵ４は、クロックディレイ部５にディレイ値「３」を設定する。
【００４５】
　以上までの処理を繰り返し行い、結果、最大輝度差分値検出部３は、ディレイ値「１」
～「１６」に対する最大輝度差分値を、各々保持する。
【００４６】
　次に、最大輝度差分値検出部３は、保持している複数個の最大輝度差分値から成る最大
輝度差分値信号５５をＣＰＵ４に向けて送信する。
【００４７】
　図２は、ディレイ値を「１」から「１６」まで変化させたときの最大輝度差分値の変動
を表す波形を示した図である。
【００４８】
　図２から分かるように、信号源であるパーソナルコンピュータ等のビデオボードの性能
や信号ケーブルの周波数特性等の影響により、ディレイ値「１３」において、波形は尖っ
たピークを持つ。
【００４９】
　従来技術では、図２に示す波形の中で、最大輝度差分値が最も大きくなるディレイ値に
対応する遅延量（本実施の形態では、ディレイ値は「１３」であり、当該ディレイ値に対
応する遅延量は、１サンプリングクロック周期の１６分の１２である）が、サンプリング
クロック５０の位相の遅延量として最適とされていた。
【００５０】
　しかし、上記でも説明したように、波形の尖ったピーク値に対応する遅延量をサンプリ
ングクロック５０の遅延量として採用した場合において、信号ノイズや温度変化等により
クロックディレイ部５で遅延させるサンプリングクロック５０の位相遅延量が微小に変動
したときには、実際の映像においてノイズが目立つ結果となる。
【００５１】
　これは、図２から分かるように、温度変化等により遅延量（ディレイ値）が微小に変化
しただけでも、最大輝度差分値の値が大きく変化してしまうからである。
【００５２】
　したがって、最終的にクロックディレイ部５に設定される最適設定値としては、信号ノ
イズや温度変化等により、サンプリングクロック５０の位相遅延量が多少変動したときで
も、最大輝度差分値がほとんど変化しない、ディレイ値を選択することが望ましい。
【００５３】
　そこで、本実施の形態に係る画像表示装置では、上記波形のうち、周辺の前記最大輝度
差分値との関係において、変化量が比較的小さい最大輝度差分値を選択し、当該比較的小
さい最大輝度差分値に対応するディレイ値を決定する。そして、当該決定したディレイ値
を最適設定値とする。
【００５４】
　具体的には、波形の最大値（図２では、ディレイ値「１３」に対応する最大輝度差分値
）と、最小値（図２では、ディレイ値「２」に対応する最大輝度差分値）とから適切な基
準レベルを設定する。ここで、基準レベルは、例えば以下の式で設定される。
【００５５】
　基準レベル＝最大輝度差分値の最小値＋(最大輝度差分値の最大値－最大輝度差分値の
最小値)×輝度係数　・・・（１）
　図２の波形に対して、上記式（１）から得られる基準レベルを超えた波形のみをグラフ
にすると、図３のようになる。
【００５６】
　ここで、上記基準レベルを超えた直後の第一の最大輝度差分値に対応する第一のディレ
イ値は、「７」である。また、上記基準レベルを下回る直前の第二の最大輝度差分値に対
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応する第二のディレイ値は、「１４」である。
【００５７】
　図３に示したディレイ値「７」～「１４」までの範囲内（ディレイ値領域）では、最大
輝度差分値は、ほぼ安定している。したがって、当該ディレイ値の範囲内での中央の値（
略中心に位置するディレイ値）、すなわちディレイを「１０」もしくは「１１」を、最終
的にクロックディレイ部５に設定される最適設定値として、決定する。
【００５８】
　上記のように決定された最適設定値を、クロックディレイ部５に設定することにより、
サンプリングクロック５０の位相遅延量が多少変動したときでも、最大輝度差分値がほと
んど変化しない。
【００５９】
　したがって、本実施の形態に係る画像表示装置は、温度変化やジッタの影響等により、
サンプリングクロック５０の位相遅延量が多少変動したときでも、変動の影響を最小に抑
えることができる。よって、表示部７には、良好な画像が表示される。
【００６０】
　なお、基準レベルは、式（１）以外にも任意に設定できる。基準レベルが大きければ、
最大輝度差分値の最大値に近い値が、最適設定値として選択される。よって、アナログ映
像信号１００とサンプリングクロック５１との間で生じる位相差を、より精密に調整する
ことができる。しかし、この場合、同期信号等のジッタや温度変化等の影響を受けやすく
なる。
【００６１】
　これに対して、基準レベルを小さくすれば、同期信号等のジッタや温度変化等の影響
を受けにくくなる。しかし、アナログ映像信号１００とサンプリングクロック５１との間
で生じる位相差の調整の精度が、若干落ちる。しかし、これは、問題視するほどものでな
い。
【００６２】
　また、式（１）において用いられている輝度係数の値も任意に変更してもよい。当該輝
度係数の変更により、本実施の形態に係る画像表示装置は、さまざまな周波数特性や温度
特性をもつ回路に対しても、対応できる。
【００６３】
　また、ほとんどの場合、基準レベルを、図２に示したような波形の最大値と最小値との
差の８０％～９０％になるように、設定することにより、良好な位相差の自動調整結果が
得られる。
【００６４】
　また、最大輝度差分値の最小値を０とみなすことで、式（１）は、基準レベル＝最大輝
度差分値の最大値×輝度係数、となる。このような基準レベルをＣＰＵ４に設定すること
により、ＣＰＵ４の演算量を減らすことが可能となる。
【００６５】
　＜実施の形態２＞
　図４は、本実施の形態に係る画像表示装置の構成を表すブロック図である。本実施の形
態に係る画像表示装置は、実施の形態１に係る画像表示装置とほぼ同じ構成である。しか
し、以下の点において両者は相違する。
【００６６】
　つまり、本実施の形態に係る画像表示装置は、最大輝度差分値検出部３とＣＰＵ４との
間に、信号解析部１０が追加された構成になっている。詳しくは、図４に示すように、最
大輝度差分値検出部３から出力される最大輝度差分値信号５５は、接続点Ｎ２で分岐され
、一方は、ＣＰＵ４に直接入力され、他方は、信号解析部１０に入力される。
【００６７】
　信号解析部１０は、最大輝度差分値信号５５を監視することにより、画像表示装置に入
力されてくるアナログ信号の安定度を測定する。そして、信号解析部１０は、ＣＰＵ４に
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向けて、信号安定度情報信号２００を出力する。
【００６８】
　ＣＰＵ４は、信号安定度情報信号２００に基いて、基準レベルを求める際に用いられる
輝度係数を最適な値に設定する。
【００６９】
　ところで、画像表示装置に入力されてくるアナログ信号のジッタが少ない場合、ディレ
イ値の変化に対する最大輝度差分値の変化は、比較的滑らかである。この場合の様子を示
しているのが、図２である。
【００７０】
　図２において、隣接する最大輝度差分値の変化量を、各ディレイ値毎にプロットする。
当該プロットした図が、図５である。つまり、図２に示した波形を構成する各最大輝度差
分値に対して、ａｂｓ（Ｓn－Ｓn-1）、の計算を行う。そして、当該計算結果を各ディレ
イ値毎にプロットしたのが、図５である。
【００７１】
　ここで、Ｓnとは、ディレイ値が「ｎ（＝１，２・・・１５）」であるときの最大輝度
差分値を示す。また、「ａｂｓ」は、絶対値表示を示している。
【００７２】
　一方、画像表示装置に入力されてくるアナログ信号のジッタが多い場合には、例えば図
６に示すように、ディレイ値の変化に対する最大輝度差分値の変化は、滑らかでなくなる
。
【００７３】
　図６において、隣接する最大輝度差分値の変化量を、各ディレイ値毎にプロットする。
当該プロットした図が、図７である。つまり、図６に示した波形を構成する各最大輝度差
分値に対して、ａｂｓ（Ｓn－Ｓn-1）、の計算を行う。そして、当該計算結果を各ディレ
イ値毎にプロットしたのが、図７である。
【００７４】
　図５と図７との比較から分かるように、画像表示装置に入力されてくるアナログ信号の
ジッタが多い方が、最大輝度差分値の変化量の最小値が大きくなる（つまり、波形の最小
値が大きくなる）。
【００７５】
　以上のことから、ディレイ値を１ステップ変化させた時の最大輝度差分値の変化量を各
ディレイ値毎にプロットした場合に、最大輝度差分値の変化量の最小値が小さいほど、画
像表示装置に入力されてくるアナログ信号のジッタが、少ないことを示していることが分
かる。すなわち、画像表示装置に入力されてくるアナログ信号が安定しているということ
が言える。
【００７６】
　したがって、信号解析部１０では、上記のような解析方法により、画像表示装置に入力
されてくるアナログ信号の安定度を判断する。そして、信号解析部１０は、当該安定度の
判断結果を表す信号安定度情報信号２００を、ＣＰＵ４に向けて送信する。
【００７７】
　ＣＰＵ４では、信号安定度情報信号２００を監視し、画像表示装置に入力されてくるア
ナログ信号が安定していたなら、輝度係数を大きくすることにより基準レベルを上げる。
これにより、アナログ映像信号１００とサンプリングクロック５１との間で生じる位相差
を、より精密に調整することができる。
【００７８】
　一方は、画像表示装置に入力されてくるアナログ信号の安定度が低い場合には、ＣＰＵ
４は、輝度係数を小さくすることで基準レベルを下げる。これにより、表示部７に表示さ
れる映像は、ジッタの影響を受け難くなる。
【００７９】
　なお、画像表示装置に入力されてくるアナログ信号の安定度を解析する方法は、上記の
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解析方法だけに限らない。例えば、垂直同期信号５２を複数数回測定し、当該測定結果か
ら得られる偏差に基いて安定度を解析する方法もある。この場合、偏差が小さいほど安定
している。
【００８０】
　また、信号解析部１０は、図４に示すように、ハードウェアで構成しても良いし、ソフ
トウェアで構成しても良い。
【００８１】
　＜実施の形態３＞
　図８は、本実施の形態に係る画像表示装置の構成を表すブロック図である。本実施の形
態に係る画像表示装置は、実施の形態１に係る画像表示装置とほぼ同じ構成である。しか
し、以下の点において両者は相違する。
【００８２】
　つまり、本実施の形態に係る画像表示装置は、最大輝度差分値検出部３とＣＰＵ４との
間に、最大輝度差分値変化量検出部２０が追加された構成になっている。
【００８３】
　最大輝度差分値変化量検出部２０では、最大輝度差分値検出部３から出力される最大輝
度差分値信号５５に基いて、以下の計算を行う。
【００８４】
　ａｂｓ（Ｓn－Ｓn-1）＋ａｂｓ（Ｓn+1－Ｓn）　　・・・（２）　　　　　
　ここで、「ａｂｓ」は、絶対値表示であることを意味する。また、「ｎ（＝１，２・・
・１６）」は、ディレイ値である。また、Ｓnは、ディレイ値ｎに対する最大輝度差分値
である。
【００８５】
　最大輝度差分値変化量検出部２０は、受信する最大輝度差分値信号５５を構成する各最
大輝度差分値に対して、上記式（２）の計算を行う。そして、当該計算結果をＣＰＵ４に
向けて出力する。つまり、最大輝度差分値変化量検出部２０は、各ディレイ値に対する各
最大輝度差分値の変化を表す波形（図２、図６等に示した波形）を決定し、当該波形にお
いて、各最大輝度差分値に対する前後の変化量を検出している。
【００８６】
　ディレイ値を１から１６まで変化させたときの最大輝度差分値前後変化量の変動を、図
９に示す。例えば、図２に示す波形において、各最大輝度差分値に対して式（２）の計算
を施した結果の図が、図９である。
【００８７】
　図９に示した波形の最小値に注目する。本実施の形態では、図９に示すように、ディレ
イ値「１０」のときが最小値である。つまり、ディレイ値「１０」は、多少前後にディレ
イ値がずれたとしても、最大輝度差分値の前後の変化量が最も小さい点であることが、式
（２）から分かる。
【００８８】
　したがって、上記式（２）の計算結果を受け取ったＣＰＵ４は、図９に示すような最大
輝度差分値の前後の変化量のうち、最小のものを選択する。そして、ＣＰＵ４は、当該選
択された最大輝度差分値の前後の変化量に対応するディレイ値（本実施の形態では、ディ
レイ値「１０」）を、最終的にクロックディレイ部５に設定される最適設定値として、決
定する。
【００８９】
　最適設定値を上記のように設定することにより、サンプリングクロック５０の位相遅延
量が多少変動したときでも、最大輝度差分値の値がほとんど変化しない。
【００９０】
　したがって、本実施の形態に係る画像表示装置は、ジッタの影響や温度変化等により、
サンプリングクロック５０の位相遅延量が多少変動したときでも、変動の影響を最小に抑
えることができる。よって、表示部７には、良好な画像が表示される。
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【００９１】
　なお、最大輝度差分値変化量検出部２０は、図８に示すように、ハードウェアで構成し
ても良いし、ＣＰＵ４の演算機能とメモリを用いてソフトウェア的に構成しても良い。
【００９２】
　＜実施の形態４＞
　本実施の形態に係る画像表示装置の構成は、実施の形態に係る画像表示装置（図８）の
構成と同じである。ここで、本実施の形態では、図８に示した最大輝度差分値変化量検出
部２０を、図１０に示す最大輝度差分値変化量検出部３０に置き換える。
【００９３】
　つまり、本実施の形態に係る最大輝度差分値変化量検出部３０は、実施の形態３に係る
最大輝度差分値変化量検出部２０と異なる動作を行う。図１０に、本実施の形態に係る最
大輝度差分値変化量検出部３０の内部構成を、ブロック図で示す。
【００９４】
　図１０から分かるように、最大輝度差分値変化量検出部３０は、ジッタレベル検出部３
１と、変化量検出部３２とから構成されている。最大輝度差分値検出部３から出力される
最大輝度差分値信号５５は、ジッタレベル検出部３１に送信されると伴に、変化量検出部
３２にも送信される。
【００９５】
　ジッタレベル検出部３１は、後で説明するジッタレベル信号３００を保持し、当該ジッ
タレベル信号３００を変化量検出部３２に送信する装置である。また、変化量検出部３２
は、当該ジッタレベル信号３００に基いて、所定のディレイ値範囲を決定する装置である
。
【００９６】
　画像表示装置に入力されてくるアナログ信号のジッタが多い場合には、上述したように
、ディレイ値の変化に対する最大輝度差分値の変化が、図６に示した通りになる。つまり
、図６に示した波形の形状は、滑らかでなくなる。
【００９７】
　図６の波形において、各最大輝度差分値に対する前後の変化量を検出し（つまり、各最
大輝度差分値に対して、式（２）の計算を行い）、各ディレイ値毎にプロットする。当該
プロットした図が、図１１である。
【００９８】
　図９（ジッタが少ない場合）と図１１（ジッタが多い場合）との比較から分かるように
、画像表示装置に入力されてくるアナログ信号のジッタが多い方が、波形（以下前後変化
波形と称する）の最小値が大きくなる。
【００９９】
　以上のことから、ディレイ値を１ステップ変化させた時の最大輝度差分値の前後の変化
量を各ディレイ値毎にプロットし、前後変化波形を作成した場合に、当該前後変化波形の
最小値が小さいほど、画像表示装置に入力されてくるアナログ信号のジッタが、少ないこ
とを示していることが分かる。
【０１００】
　すなわち、前後変化波形の最小値が小さいほど、画像表示装置に入力されてくるアナロ
グ信号が安定しているということが言える。
【０１０１】
　以上が、ジッタレベル大小の判断の仕方である。次に、ジッタの影響を緩和する方法に
ついて述べる。
【０１０２】
　図６で示した様に、画像表示装置に入力されてくるアナログ信号のジッタが多い場合に
は、波形は、滑らかでなくなる。この場合に、式（２）ように、対象となる最大輝度差分
値の前後の最大輝度差分値だけに注目して、図１１に示すような前後変化波形を決定し、
当該前後変化波形に基いて、最適設定値を定めたとする。
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【０１０３】
　そうすると、当該最適設定値には、ジッタの影響を大きく受けてしまうことになる。し
たがって、上記のような場合には、サンプリングクロック５０の位相調整を適正に行えな
くなる。
【０１０４】
　しかし、以下の処理を、図６で示した各最大輝度差分値に対して行ったとする。つまり
、図６において、対象となる最大輝度差分値を中心として、所定のディレイ値範囲を設定
する。さらに、当該ディレイ値範囲内での最大輝度差分値の最大値と、最大輝度差分値の
最小値とを決定する。さらに、最大輝度差分値の最大値と、最大輝度差分値の最小値との
差をとる。
【０１０５】
　上記一連の処理を図６で示した各最大輝度差分値に対して行う。そして、各ディレイ値
毎に対する、当該最大輝度差分値の最大値と最大輝度差分値の最小値との差の変動を示す
波形（以下、差変動波形と称する）を作成する。そして、当該差変動波形の最小値に対応
するディレイ値を、最適設定値として定める。
【０１０６】
　上記のように、差変動波形に基いて、最適設定値を定めた場合には、最適設定値に対す
るジッタの影響を緩和させることができる。これは、所定のディレイ値範囲を設定し、当
該ディレイ値範囲内での、最大輝度差分値の最大値と最大輝度差分値の最小値との差を取
ることにより、ジッタの影響が平均化されるからである。
【０１０７】
　よって、ジッタの影響が大きいほど、ディレイ値範囲を広げればよいことが分かる。
【０１０８】
　以上のことから、前後変化波形に基いてジッタの大小を判断し、当該判断の基、ディレ
イ値範囲の幅を設定すれば、的確に、最適設定値に対するジッタの影響を緩和させること
ができる。
【０１０９】
　以下、図１０に示す構成図に基いて、本実施の形態に係る画像表示装置の動作を説明す
る。
【０１１０】
　ジッタレベル検出部３１は、最大輝度差分値信号５５を受け取る。そして、当該信号５
５を構成する各最大輝度差分値に対して、式（２）の計算を行う。
【０１１１】
　次に、ジッタレベル検出部３１は、ディレイ値を１から１６まで変化させたときの最大
輝度差分値変化量の前後の変動を示した前後変化波形を決定する（図９、図１１等参照）
。
【０１１２】
　そして、ジッタレベル検出部３１は、当該前後変化波形の最小値（ジッタレベル信号３
００）を保持する。その後、ジッタレベル検出部３１は、当該ジッタレベル信号３００を
変化量検出部３２に向けて送信する。
【０１１３】
　変化量検出部３２には、ジッタレベル信号３００に対応してディレイ値範囲が決定され
るテーブルが予めに用意されている。よって、変化量検出部３２は、受信したジッタレベ
ル信号３００と前述のテーブルとに基いて、所定のディレイ値範囲を決定する。
【０１１４】
　また、変化量検出部３２では、最大輝度差分値信号５５を基に、図２または図６等の波
形を決定する。
【０１１５】
　次に、変化量検出部３２では、当該決定した波形において、一の最大輝度差分値に着目
する。そして、当該一の最大輝度差分値を略中心として、上記で決定された所定のディレ
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イ値範囲を設定する。
【０１１６】
　次に、変化量検出部３２は、当該所定のディレイ値範囲に属する最大の値の第一の最大
輝度差分値と、最小の値の第二の最大輝度差分値とを決定する。そして、当該第一の最大
輝度差分値と当該第二の最大輝度差分値との差を求める。
【０１１７】
　変化量検出部３２は、当該動作を図２，６等で示した各最大輝度差分値に対して行い、
その結果をＣＰＵ４に向けて出力する。
【０１１８】
　ＣＰＵ４では、各ディレイ値毎に上記差の値をプロットした図を決定する（つまり、差
変動波形を決定する）。これが、図１２である。
【０１１９】
　そして、ＣＰＵ４では、図１２で示した差変動波形の最小値に対応するディレイ値を決
定する。当該決定されてディレイ値が、最適設定値である。
【０１２０】
　その後、ＣＰＵ４はクロックディレイ部５を制御し、当該クロックディレイ部５では、
当該最適設定値に基いて、受信したサンプリングクロック５０の位相を遅延させる。
【０１２１】
　以上のように、本実施の形態に係る画像表示装置は、ジッタレベル検出部３１で検出さ
れたジッタレベルに応じて、変化量検出部３２がディレイ値範囲を設定している。また、
変化量検出部３２は、当該ディレイ値範囲内での、最大輝度差分値の最大値と最大輝度差
分値の最小値との差を取っている。
【０１２２】
　よって、当該ディレイ値の範囲内で、ジッタの影響が平均化される。したがって、最適
設定値に対するジッタの影響を緩和させることができる。
【０１２３】
　なお、上記では、ジッタレベル検出部３１では、式（２）に基いてジッタレベルを検出
している。しかし、実施の形態２で示したように、ａｂｓ（Ｓn－Ｓn-1）に基いてジッタ
レベルを検出しても良い。
【０１２４】
　＜実施の形態５＞
　１垂直同期期間（１フレーム内）での最大輝度差分値を決定するまでの時間をＴとする
。また、設定されるディレイ値がＭ個であるとする。そうすると、最適設定値が決定する
までには、最低、Ｔ×Ｍ以上の時間を要する。
【０１２５】
　つまり、ディレイ値の設定を細かく設定すればするほど、サンプリングクロック５０の
位相調節が完了するまでには、長時間要してしまう。
【０１２６】
　そこで、本実施の形態では、初めに設定されるディレイ値を粗く設定する。
【０１２７】
　例えば、上記各実施の形態では、ディレイ値は１６個であったが、８個に削減したとす
る。ディレイ値を８個に削減し、各ディレイ値に対する最大輝度差分値を測定する。その
結果を図１３に示す。
【０１２８】
　次に、所定の計算に基いて、図１３で示した各最大輝度差分値間に補完値を補充し、結
果として図１４に示す波形を決定する。
【０１２９】
　次に、図１４に示す波形に基いて、上記いずれかの実施の形態の動作方法を用いて、仮
の最適設定値を求める。例えば、図１４の波形に基いた結果、仮の最適設定値がディレイ
値「１０」（当該ディレイ値は、補完値である）であったとする。
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【０１３０】
　次に、当該仮の最適設定値の周辺のディレイ値で、測定を行っていないディレイ値に対
して、最大輝度差分値の測定を行う。本実施の形態では、ディレイ値「６」、「８」、「
１０」、「１２」、「１４」に対して、最大輝度差分値の計測を行った。当該新たに測定
した最大輝度差分値データをも含めた波形を、図１５に示す。図１５において、黒丸は、
実際の測定データを示している。
【０１３１】
　ここで、図１５に示した波形を用いて、再度、上記いずれかの実施の形態の動作方法を
実施して、真の最適設定値を求める。
【０１３２】
　最適設定値の特定に際して、本来的に必要なのは、当該最適設定値の周辺のディレイ値
に対する最大輝度差分値である。
【０１３３】
　したがって、上記のように、初めにディレイ値の数を少なくして、仮の最適設定値を決
定する。その後、当該仮の最適設定値の周辺部のディレイ値に対してのみ、最大輝度差分
値の測定を再度実施する。これにより、測定対象の点数を削減することができ、結果とし
て、高速に、適正な（精度を損ねることなく）最適設定値を求めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】実施の形態１に係る画像表示装置の構成を示したブロック図である。
【図２】ディレイ値に対する最大輝度差分値の変化の様子を示す図である。
【図３】基準レベル以上の最大輝度差分値のみを選択した図である。
【図４】実施の形態２に係る画像表示装置の構成を示したブロック図である。
【図５】ディレイ値に対する最大輝度差分値の変化量の変化の様子を示す図である。
【図６】ジッタが多い場合の、ディレイ値に対する最大輝度差分値の変化の様子を示す図
である。
【図７】ジッタが多い場合の、ディレイ値に対する最大輝度差分値の変化量の変化の様子
を示す図である。
【図８】実施の形態３に係る画像表示装置の構成を示したブロック図である。
【図９】ディレイ値に対する最大輝度差分値の前後変化量の変化の様子を示す図である。
【図１０】実施の形態４に係る最大輝度差分値変化量検出部の内部構成を示すブロック図
である。
【図１１】ジッタが多い場合の、ディレイ値に対する最大輝度差分値の前後変化量の変化
の様子を示す図である。
【図１２】ディレイ値に対する最大の最大輝度差分値と最小の最大輝度差分値との差の変
化の様子を示す図である。
【図１３】ディレイ値を粗く設定した場合の、ディレイ値に対する最大輝度差分値を示し
た図である。
【図１４】各最大輝度差分値間を補完した図である。
【図１５】再度の測定の結果得られた、ディレイ値に対する最大輝度差分値の変化の様子
を示した図である。
【符号の説明】
【０１３５】
　１　Ａ／Ｄコンバータ、２　差分検出部、３　最大輝度差分値検出部、４　ＣＰＵ、５
　クロックディレイ部、６　サンプリングクロック発生部、７　表示部、１０　信号解析
部、２０，３０　最大輝度差分値変化量検出部、３１　ジッタレベル検出部、３２　変化
量検出部、５０　サンプリングクロック、５１　位相が遅延したサンプリングクロック、
５２　垂直同期信号、５３　水平同期信号、５４　差分信号、５５　最大輝度差分値信号
、１００　アナログ映像信号、１０１　デジタル映像信号、２００　信号安定度情報信号
、３００　ジッタレベル信号。
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