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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動きを含むビデオ・データを受信する手段と、
　該動きを検出する手段と、
　前記検出された動きに応答して、第１のビデオ属性及び前記動きを含むビデオ表示を可
能にする手段と、を備え、
　前記第１のビデオ属性は前記検出された動きの検出された程度に比例して変化する、ビ
デオ装置。
【請求項２】
前記第１のビデオ属性はルミナンスを含む、請求項１に記載のビデオ装置。
【請求項３】
前記ビデオ表示は、前記検出された動きに関係のある１つまたは複数の制御設定の選択を
可能にする、請求項１に記載のビデオ装置。
【請求項４】
ビデオ表示を可能にする方法であって、
　動きを含むビデオ・データを受信するステップと、
　前記動きを検出するステップと、
　前記検出された動きに応答して、第１のビデオ属性及び前記動きを含む前記ビデオ表示
を可能にするステップと、を備え、
　前記第１のビデオ属性は前記検出された動きの検出された程度に比例して変化する、前
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記方法。
【請求項５】
前記第１のビデオ属性はルミナンスを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
前記ビデオ表示は、前記検出された動きに関係のある１つまたは複数の制御設定の選択を
可能にする、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
ビデオ・データを受信して該ビデオ・データ内の動きを検出するように動作可能な第１の
回路と、
　前記検出された動きに応答して、第１のビデオ属性及び前記動きを含むビデオ表示を可
能にするように動作可能な第２の回路と、を備え、
　前記第１のビデオ属性は前記検出された動きの検出された程度に比例して変化する、テ
レビジョン信号受信機。
【請求項８】
前記第１のビデオ属性はルミナンスを含む、請求項７に記載のテレビジョン信号受信機。
【請求項９】
前記ビデオ表示は、前記検出された動きに関係のある１つまたは複数の制御設定の選択を
可能にする、請求項７に記載のテレビジョン信号受信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にテレビジョン信号受信機などのビデオ装置に関し、より詳細には、ビ
デオ表示に存在する動きおよび／または他のビデオ属性などのビデオ属性が検出された程
度を容易に示すビデオ表示を可能にする装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン信号受信機などのビデオ装置はしばしば、周波数アップコンバージョン、
データ圧縮、またはライン／フレーム・コーミングなどの機能を容易にするために、適応
ビデオ処理のための動き検出器を備える。ＮＴＳＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）信号などのビデオ信号に対する高品
質な動き検出は、交互ビデオ・フレーム上のルミナンスに対するクロミナンスの交互位相
により誤って動きを検出することなく実際の動きを正しく識別するために、複雑な処理を
必要とすることが多い。その結果、検出器はしばしばいくつかの制御レジスタを備え、こ
れらのレジスタの設定は、特定の適用例または条件（例えば雑音の多いビデオ）に対して
動き検出器の性能を最適化するために調整することができる。動き検出が複雑であること
、および所与の動き検出器に関連する制御レジスタの数が多い可能性があることにより、
アプリケーション回路設計者が動き検出器の制御レジスタ設定を最適化するのが難しい場
合がある。従って、アプリケーション回路設計者が製品設計環境で動き検出器の最適な制
御レジスタ設定を決定できるようにする、好都合な手段が必要とされている。
【０００３】
　アプリケーション回路設計者が動き検出器の制御レジスタ設定を決定できるようにする
ための従来方法の１つは、ビデオ表示上における検出された動きの各点を覆うことである
。この従来方法によれば、ビデオ表示における動きの点を表すピクセルが、黒いピクセル
で置換される。すなわち、ビデオ表示における動きの点を表すピクセルは黒で表示され、
動きの点を表さないピクセルは、それらの本来のルミナンス・レベルに従って表示される
。しかし、この従来方法は最適であるというわけではない。というのは、この従来方法は
単一の閾値および置換値を使用しているので、所与のピクセルに動きが存在するかどうか
を示すだけであって、所与のピクセルに存在する動きの程度は示さないからである。その
結果、この方法は、ビデオ表示における検出された動きの程度についての優れた指示をア
プリケーション回路設計者に提供しないという点で、不十分である。
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【発明の開示】
【０００４】
　従って、前述の問題を回避し、それにより、ビデオ表示に存在する動きおよび／または
その他のビデオ属性が検出された程度を容易に示すビデオ表示を可能にする、装置および
方法が必要とされている。本発明は、これらおよび／または他の問題に対処することがで
きる。
【０００５】
（発明の概要）
　本発明の一態様によれば、ビデオ装置が開示される。例示的な一実施例によれば、この
ビデオ装置は、ビデオ・データを受信する手段と、ビデオ・データに対応するビデオ表示
を可能にする手段とを備える。ビデオ表示は、第１および第２のビデオ属性を含む。第１
のビデオ属性は、第２のビデオ属性が検出された程度に比例して変化する。
【０００６】
　本発明の別の態様によれば、ビデオ表示を可能にする方法が開示される。例示的な一実
施例によれば、この方法は、ビデオ・データを受信するステップと、ビデオ・データに対
応するビデオ表示を可能にするステップとを含む。ビデオ表示は、第１および第２のビデ
オ属性を含む。第１のビデオ属性は、第２のビデオ属性が検出された程度に比例して変化
する。
【０００７】
　本発明の別の態様によれば、テレビジョン信号受信機が開示される。例示的な一実施例
によれば、このテレビジョン信号受信機は、ビデオ・データを受信するように動作可能な
第１の回路と、ビデオ・データに対応するビデオ表示を可能にするように動作可能な第２
の回路とを備える。ビデオ表示は、第１および第２のビデオ属性を含む。第１のビデオ属
性は、第２のビデオ属性が検出された程度に比例して変化する。
【０００８】
　本発明の実施例に関する後続の記述を添付の図面と共に参照することにより、本発明に
関する前述および他の特徴および利点、ならびにそれらを達成する方法がより明らかにな
り、本発明がよりよく理解されるであろう。
【０００９】
本明細書に述べる例示は、本発明の好ましい実施例を説明するものであり、このような例
示は、本発明の範囲をどんな形式でも限定するものと解釈すべきではない。
　特許請求の範囲と実施例との対応関係を図面で使われている参照番号で示すと次の通り
である。
（１）　動きを含むビデオ・データを受信する手段３０、４０、７０と、
　該動きを検出する手段３０、４０、７０と、
　前記検出された動きに応答して、第１のビデオ属性及び前記動きを含むビデオ表示を可
能にする手段４０と、を備え、
　前記第１のビデオ属性は前記検出された動きの検出された程度に比例して変化する、ビ
デオ装置１００。
（２）　前記第１のビデオ属性はルミナンスを含む、（１）に記載のビデオ装置１００。
（３）　前記ビデオ表示は、前記検出された動きに関係のある１つまたは複数の制御設定
の選択を可能にする、（１）に記載のビデオ装置１００。
（４）　ビデオ表示を可能にする方法５００であって、
　動きを含むビデオ・データを受信するステップ５２０と、
　前記動きを検出するステップと、
　前記検出された動きに応答して、第１のビデオ属性及び前記動きを含む前記ビデオ表示
を可能にするステップ５３０と、を備え、
　前記第１のビデオ属性は前記検出された動きの検出された程度に比例して変化する、前
記方法５００。
（５）　前記第１のビデオ属性はルミナンスを含む、（４）に記載の方法５００。
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（６）　前記ビデオ表示は、前記検出された動きに関係のある１つまたは複数の制御設定
の選択を可能にする、（４）に記載の方法５００。
（７）　ビデオ・データを受信して該ビデオ・データ内の動きを検出するように動作可能
な第１の回路３０、４０、７０と、
　前記検出された動きに応答して、第１のビデオ属性及び前記動きを含むビデオ表示を可
能にするように動作可能な第２の回路４０と、を備え、
　前記第１のビデオ属性は前記検出された動きの検出された程度に比例して変化する、テ
レビジョン信号受信機１００。
（８）　前記第１のビデオ属性はルミナンスを含む、（７）に記載のテレビジョン信号受
信機１００。
（９）　前記ビデオ表示は、前記検出された動きに関係のある１つまたは複数の制御設定
の選択を可能にする、（７）に記載のテレビジョン信号受信機１００。  
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　ここで図面、より詳細には図１を参照して、本発明を実施するのに適した例示的な環境
を示す。図１の例示的な環境は、ユーザ入力デバイス１０などのユーザ入力手段と、ビデ
オ表示機能を可能にするビデオ装置１００とを含む。例示的な一実施例によれば、ビデオ
装置１００はテレビジョン信号受信機として実現されるが、一体型の表示デバイスを備え
るかどうかにかかわらず、ビデオ表示機能を可能にするものならどんなデバイスまたは装
置として実現されてもよい。
【００１１】
　ユーザ入力デバイス１０は、ビデオ装置１００および／またはその他のデバイスの動作
を制御する制御信号を生成し出力するように動作可能である。例示的な一実施例によれば
、ユーザ入力デバイス１０は複数の入力キーを備え、ユーザがその入力キーを押下するの
に応答して、有線および／または無線（例えば赤外線や無線周波数（ＲＦ）リンクなどを
介した）方式で制御信号を出力する。ユーザ入力デバイス１０は、例えばハンドヘルド・
リモート制御デバイス、有線および／または無線キーボード、ビデオ装置１００の一体型
制御パネル、ならびに／あるいはその他のユーザ入力デバイスとして実現することができ
る。
【００１２】
　ビデオ装置１００は、音声、ビデオ、および／またはデータ信号を含めた、アナログお
よび／またはディジタル・フォーマットの信号を、地上、ケーブル、衛星、インターネッ
ト、および／または他の信号源などの１つまたは複数の信号源から受信して、これらの受
信信号に対応する聴覚および／または視覚出力を供給するように動作可能である。例示的
な一実施例によれば、ビデオ装置１００は、ユーザがビデオ表示を見て容易に認識できる
第１のビデオ属性（例えばルミナンスなど）と、ユーザがビデオ表示を見て容易に認識で
きない第２のビデオ属性（例えば動き、雑音など）とを含むビデオ表示を可能にする。こ
の例示的な実施例によれば、第１のビデオ属性は、第２のビデオ属性が検出された程度に
比例して変化し、従って、これによりアプリケーション回路設計者などのユーザは、第２
のビデオ属性に関係のある１つまたは複数の制御設定を調整および選択することができる
。例えば、アプリケーション回路設計者は、ビデオ表示における視覚的に観察されるルミ
ナンスの程度を、ビデオ表示に存在する動きの程度の指標として使用することができる。
このようにして、アプリケーション回路設計者は、所望の最適な制御設定が識別されるま
で、ビデオ装置１００の様々な動き制御設定を調整することができる。本発明のこれらの
態様に関するこれ以上の詳細については後で提供する。
【００１３】
　図２を参照すると、本発明の例示的な一実施例による、図１のビデオ装置１００に備わ
るプロセッサ２０のブロック図が示されている。図２に示すように、プロセッサ２０は、
ＤＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＤＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、ＤＣ＿ＧＡＩＮ信号、ＤＣ＿ＣＯＲＩＮ
Ｇ信号、ＢＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＢＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、ＭＯＴＩＯＮ＿ＭＡＲＫＥＲＳ
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信号、ＮＯＮＳＴＡＮＤＡＲＤ＿ＴＨＲＥＳＨ信号、ＴＩＬＴ＿ＡＤＪ信号、ＰＨＡＳＥ
＿ＡＤＪ信号を含めて、様々な制御信号を出力するように動作可能である。例示的な一実
施例によれば、これらの制御信号は、ユーザ入力デバイス１０を介して入力されたキー入
力に応答して、プロセッサ２０からＩ２Ｃ（ｉｎｔｅｒ－ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒ
ｃｕｉｔ）バスを介してビデオ装置１００の他の要素に出力することができる。図２で、
各信号線の上の数字は、例示的な一実施例による各信号のビット幅を表す。記号「＊」は
、信号が符号なしであることを示す。
【００１４】
　例示的な一実施例によれば、ＤＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＤＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、ＤＣ＿Ｇ
ＡＩＮ信号、ＤＣ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、ＢＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＢＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号は
、ビデオ装置１００の動き検出機能のための制御信号を表す。後述するように、これらの
信号は、ビデオ装置１００のテスト・モード中にアプリケーション回路設計者によって最
適な値に設定することができる。この例示的な実施例によれば、これらの制御信号は以下
のことを表す。ＤＹ＿ＧＡＩＮ信号は、動き検出に使用されるルミナンス利得感度値を示
す。ＤＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号は、動き検出に使用されるルミナンス量子化感度値を示す。
ＤＣ＿ＧＡＩＮ信号は、動き検出に使用されるクロミナンス利得感度値を示す。ＤＣ＿Ｃ
ＯＲＩＮＧ信号は、動き検出に使用されるクロミナンス量子化感度値を示す。ＢＹ＿ＧＡ
ＩＮ信号は、クロミナンス通過帯域（例えば３．５８ＭＨｚなど）付近のルミナンス信号
に対する動き検出に使用されるルミナンス利得感度値を示す。ＢＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号は
、クロミナンス通過帯域（例えば３．５８ＭＨｚなど）付近のルミナンス信号に対する動
き検出に使用されるルミナンス量子化感度値を表す。例示的な一実施例によれば、アプリ
ケーション回路設計者はこれらの制御信号を制御「つまみ」として使用して、ビデオ装置
１００の動き検出制御設定を調整する。すなわち、ビデオ装置１００のテスト・モード中
に、アプリケーション回路設計者はこれらの制御信号の値を調整して、最適なビデオ表示
結果を生み出す値の組合せを選択することができる。上記の制御信号は例示に過ぎない。
実際には、その他の制御信号を動き検出に使用してもよく、このような制御信号の数は設
計上の選択できる問題とすることができる。
【００１５】
　例示的な一実施例によればまた、プロセッサ２０から出力されるＭＯＴＩＯＮ＿ＭＡＲ
ＫＥＲＳ信号は、動き検出のためのビデオ装置１００のテスト・モードをオンとオフに切
り換えるのに使用される。ＮＯＮＳＴＡＮＤＡＲＤ＿ＴＨＲＥＳＨ信号は、受信ビデオ信
号が非標準ビデオ信号かどうかを判定するのに使用される閾値を示す。例えば、ビデオ・
カセット・レコーダ（ＶＣＲ）、ビデオ・ゲーム・ボックス、またはその他のデバイスな
どの外部デバイスからビデオ装置１００に供給されたビデオ信号が、非標準ビデオ信号で
あると考えられる場合がある。ＴＩＬＴ＿ＡＤＪ信号およびＰＨＡＳＥ＿ＡＤＪ信号は、
受信ビデオ信号の、クロミナンスの大きさおよび群遅延の対称性をそれぞれ調整するのに
使用される。
【００１６】
　図３を参照すると、本発明の例示的な一実施例による、図１のビデオ装置に備わるライ
ン・コームとフレーム・コームと動き検出器とを含めた信号処理装置のブロック図が示さ
れている。具体的には、図３の信号処理装置は、ライン・コーム３０などのライン・コー
ミング手段と、フレーム・コームおよびソフト・スイッチ４０などのフレーム・コーミン
グおよびスイッチング手段と、クロマ振幅等化器５０などのクロミナンス振幅等化手段と
、クロマ位相等化器６０などのクロミナンス位相等化手段と、動き検出器７０などの動き
検出手段と、ルマ遅延器８０などのルミナンス遅延手段と、非標準信号検出器９０などの
非標準信号検出手段とを含む。例示的な一実施例によれば、図３のこれらの要素は単一の
集積回路（ＩＣ）上に搭載されるが、複数のＩＣ上に搭載されてもよい。図３で、各信号
線の上の数字は、例示的な一実施例による各信号のビット幅を表す。記号「＊」は、信号
が符号なしであることを示す。
【００１７】
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　ライン・コーム３０は、ライン・コーミング機能を実施するように動作可能である。例
示的な一実施例によれば、ライン・コーム３０は、所与のフレーム（例えばフレーム１）
についての３つの隣接ビデオ・ライン信号ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿ＮＭ＿１（例えばライン
Ｎ－１）、ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿Ｎ＿１（例えばラインＮ）、ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿ＮＦ
＿１（例えばラインＮ＋１）を使用して、クロック・イネーブル信号ＶＳＯ＿Ｂに従って
適応ライン・コーミング機能を実施し、合成クロミナンス信号Ｃ１を生成する。これらの
ビデオ信号は、例えばビデオ装置１００の中間周波数（ＩＦ）処理および／またはビデオ
遅延回路（図示せず）から、ライン・コーム３０に供給される。クロック・イネーブル信
号ＶＳＯ＿Ｂは、ビデオ装置１００の他の回路（図示せず）から供給される。
【００１８】
　フレーム・コームおよびソフト・スイッチ４０は、フレーム・コーミング機能およびス
イッチング機能を含めた機能を実施するように動作可能である。例示的な一実施例によれ
ば、フレーム・コームおよびソフト・スイッチ４０は、Ｃ１信号、ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿
Ｎ＿１信号、ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿Ｎ＿２信号、Ｋ＿ＭＯＴＩＯＮ信号、ＬＩＮＥ＿ＣＯ
ＵＮＴ信号、ＮＯ＿ＢＵＲＳＴ信号、ＭＯＴＩＯＮ＿ＭＡＲＫＥＲＳ信号、ＮＯＮＳＴＡ
ＮＤＡＲＤ信号を使用して、クロック・イネーブル信号ＶＳＯ＿Ｂに従って適応フレーム
・コーミング機能を実施し、それにより、適応コーミングされたクロミナンス出力信号お
よびルミナンス出力信号を生成する。この例示的な実施例によれば、これらの信号は以下
のことを表す。Ｃ１信号は、前述のようにライン・コーム３０から供給される。ＦＩＬＴ
ＥＲ＿ＩＮ＿Ｎ＿１信号は、フレーム（例えばフレーム１）のラインＮについてのビデオ
信号である。ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿Ｎ＿２信号は、次のフレーム（例えばフレーム２）の
ラインＮについてのビデオ信号である。ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿Ｎ＿１信号およびＦＩＬＴ
ＥＲ＿ＩＮ＿Ｎ＿２信号は、例えばビデオ装置１００のＩＦ処理および／またはビデオ遅
延回路（図示せず）から供給することができる。Ｋ＿ＭＯＴＩＯＮ信号は、動き検出器７
０から供給され、ライン・コーミングとフレーム・コーミングとの混合量を制御する（例
えば、全てライン・コーミング、５０％ライン・コーミング／５０％フレーム・コーミン
グ、全てフレーム・コーミングなど）。ＬＩＮＥ＿ＣＯＵＮＴ信号は、現ビデオ・ライン
番号を示す。ＮＯ＿ＢＵＲＳＴ信号は、クロミナンスが存在するかどうかを示す。ＬＩＮ
Ｅ＿ＣＯＵＮＴ信号およびＮＯ＿ＢＵＲＳＴ信号は、例えば、図３に示す要素と同じＩＣ
上に搭載された処理回路（図示せず）から、フレーム・コームおよびソフト・スイッチ４
０に供給することができる。ＭＯＴＩＯＮ＿ＭＡＲＫＥＲＳ信号は、図２のプロセッサ２
０から供給され、動き検出のためのビデオ装置１００のテスト・モードをオンとオフに切
り換えるのに使用される。ＮＯＮＳＴＡＮＤＡＲＤ信号は、非標準信号検出器９０から供
給され、受信ビデオ信号が非標準ビデオ信号（例えば、ＶＣＲ、ビデオ・ゲーム・ボック
ス、またはその他のデバイスなどの外部デバイスからビデオ装置１００に供給されたビデ
オ信号）であるかどうかを示す。フレーム・コームおよびソフト・スイッチ４０に関する
これ以上の例示的な詳細については後で提供する。
【００１９】
　クロマ振幅等化器５０は、クロミナンス振幅等化機能を実施するように動作可能である
。例示的な一実施例によれば、クロマ振幅等化器５０は、フレーム・コームおよびソフト
・スイッチ４０から供給された適応コーミング済みクロミナンス出力信号に対して、図２
のプロセッサ２０から供給されたＴＩＬＴ＿ＡＤＪ信号と、クロック・イネーブル信号Ｖ
ＳＯ＿Ｂとに従ってクロミナンス振幅等化機能を実施し、それにより振幅等化済みクロミ
ナンス信号を生成する。
【００２０】
　クロマ位相等化器６０は、クロミナンス位相等化機能を実施するように動作可能である
。例示的な一実施例によれば、クロマ位相等化器６０は、クロマ振幅等化器５０から供給
された振幅等化済みクロミナンス信号に対して、図２のプロセッサ２０から供給されたＰ
ＨＡＳＥ＿ＡＤＪ信号と、クロック・イネーブル信号ＶＳＯ＿Ｂとに従ってクロミナンス
位相等化機能を実施し、それによりクロミナンス出力信号ＣＨＲＯＭＡ＿ＯＵＴを生成す



(7) JP 4530373 B2 2010.8.25

10

20

30

40

50

る。この信号は、次の処理（例えばＮＴＳＣ復号など）に向けて供給される。
【００２１】
　動き検出器７０は、動き検出機能を実施するように動作可能である。例示的な一実施例
によれば、動き検出器７０は、ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿ＮＭ＿１信号（例えばラインＮ－１
、フレーム１）、ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿Ｎ＿１信号（例えばラインＮ、フレーム１）、Ｆ
ＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿ＮＦ＿１信号（例えばラインＮ＋１、フレーム１）、ＦＩＬＴＥＲ＿
ＩＮ＿ＮＭ＿２信号（例えばラインＮ－１、フレーム２）、ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿Ｎ＿２
信号（例えばラインＮ、フレーム２）、ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿ＮＦ＿２信号（例えばライ
ンＮ＋１、フレーム２）を含めたビデオ信号、ならびに図２のプロセッサ２０から供給さ
れたＤＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＤＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、ＤＣ＿ＧＡＩＮ信号、ＤＣ＿ＣＯＲ
ＩＮＧ信号、ＢＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＢＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号を含めた制御信号を使用して
、クロック・イネーブル信号ＶＳＯ＿Ｂに従って動き検出機能を実施し、それによりＫ＿
ＭＯＴＩＯＮ信号を生成する。前に示したように、Ｋ＿ＭＯＴＩＯＮ信号は、ライン・コ
ーミングとフレーム・コーミングとの混合量を制御する（例えば、全てライン・コーミン
グ、５０％ライン・コーミング／５０％フレーム・コーミング、全てフレーム・コーミン
グなど）。例示的な一実施例によれば、動き検出器７０によって検出される動きが少ない
ほど、実施されるフレーム・コーミングはより多くライン・コーミングはより少ない。反
対に、動き検出器７０によって検出される動きが多いほど、実施されるフレーム・コーミ
ングはより少なくライン・コーミングはより多い。
【００２２】
　ルマ遅延器８０は、ルミナンス遅延機能を実施するように動作可能である。例示的な一
実施例によれば、ルマ遅延器８０は、クロック・イネーブル信号ＶＳＯ＿Ｂに従って、フ
レーム・コームおよびソフト・スイッチ４０から供給された適応コーミング済みルミナン
ス出力信号に所定の遅延を加え、それにより遅延済みルミナンス信号ＬＵＭＡ＿ＯＵＴを
生成する。この信号は、次の処理（例えばＮＴＳＣ復号など）に向けて供給される。
【００２３】
　非標準信号検出器９０は、非標準信号検出機能を実施するように動作可能である。例示
的な一実施例によれば、非標準信号検出器９０は、ＬＩＮＥ＿ＣＯＵＮＴ信号、ＮＯＮＳ
ＴＡＮＤＡＲＤ＿ＴＨＲＥＳＨ信号、ＣＯＳ信号を使用して、クロック・イネーブル信号
ＶＳＯ＿Ｂに従って非標準信号検出機能を実施し、それによりＮＯＮＳＴＡＮＤＡＲＤ信
号を生成する。この信号は、フレーム・コームおよびソフト・スイッチ４０に供給される
。ＣＯＳ信号は、クロミナンス副搬送波の位相を示し、例えば、図３に示す要素と同じＩ
Ｃ上に搭載された処理回路（図示せず）から、非標準信号検出器９０に供給することがで
きる。前に示したように、ＮＯＮＳＴＡＮＤＡＲＤ信号は、図２０のプロセッサ２０から
供給されたＮＯＮＳＴＡＮＤＡＲＤ＿ＴＨＲＥＳＨ信号に基づいて、受信ビデオ信号が非
標準ビデオ信号（例えば、ＶＣＲ、ビデオ・ゲーム・ボックス、またはその他のデバイス
などの外部デバイスからビデオ装置１００に供給されたビデオ信号）であるかどうかを示
す。
【００２４】
　図４を参照すると、本発明の例示的な一実施例による、図３のフレーム・コームおよび
ソフト・スイッチ４０のさらなる詳細を提供する図が示されている。図４に示すように、
フレーム・コームおよびソフト・スイッチ４０は、マルチプレクサ４０２などの第１の多
重化手段と、遅延器４０４などの第１の遅延手段と、減算器４０６などの第１の減算手段
と、遅延器４０８などの第２の遅延手段と、乗算器４１０などの第１の乗算手段と、Ｄ型
フリップフロップ４１２などの第１のフリップフロップ手段と、減算器４１４などの第２
の減算手段と、Ｄ型フリップフロップ４１６などの第２のフリップフロップ手段と、増幅
器４１８などの増幅手段と、乗算器４２０などの第２の乗算手段と、加算器４２２などの
第１の加算手段と、トランケータ（ｔｒｕｎｃａｔｏｒ）４２４などの打切り手段と、Ｄ
型フリップフロップ４２６などの第３のフリップフロップ手段と、マルチプレクサ４２８
などの第２の多重化手段と、遅延器４３０などの第３の遅延手段と、乗算器４３２などの
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第３の乗算手段と、加算器４３４などの第２の加算手段と、制限回路４３６などの第１の
制限手段と、マルチプレクサ４３８などの第３の多重化手段と、乗算器４４０などの第４
の乗算手段と、ミニマイザ（ｍｉｎｉｍｉｚｅｒ）４４２などの最小化手段と、減算器４
４４などの第３の減算手段と、制限回路４４６などの第２の制限手段と、Ｄ型フリップフ
ロップ４４８などの第４のフリップフロップ手段と、垂直期間ゲート４５０などのゲーテ
ィング手段と、オア・ゲート４５２などの論理手段とを備える。図４で、各信号線の上の
数字は、例示的な一実施例による各信号のビット幅を表す。記号「＊」は、信号が符号な
しであることを示す。
【００２５】
　マルチプレクサ４０２は、図３の非標準信号検出器９０から供給されたＮＯＮＳＴＡＮ
ＤＡＲＤ信号に応答して、Ｋ＿ＭＯＴＩＯＮ＿ＭＵＸ＿ＯＵＴ信号を出力するように動作
可能である。例示的な一実施例によれば、Ｋ＿ＭＯＴＩＯＮ＿ＭＵＸ＿ＯＵＴ信号は、実
施すべきライン・コーミングおよび／またはフレーム・コーミングの量を制御する制御信
号である。例えば、Ｋ＿ＭＯＴＩＯＮ＿ＭＵＸ＿ＯＵＴ信号が値８を示す場合は、ライン
・コーミングのみ（フレーム・コーミングなし）が実施される。反対に、Ｋ＿ＭＯＴＩＯ
Ｎ＿ＭＵＸ＿ＯＵＴ信号が値０を示す場合は、フレーム・コーミングのみ（ライン・コー
ミングなし）が実施される。Ｋ＿ＭＯＴＩＯＮ＿ＭＵＸ＿ＯＵＴ信号が１から７までの値
を示す場合は、対応するフレーム・コーミングとライン・コーミングの組合せが実施され
る。
【００２６】
　遅延器４０４は、図３のライン・コーム３０から供給されたＣ１信号に所定の遅延を加
え、それにより遅延済み信号を生成するように動作可能である。例示的な一実施例によれ
ば、遅延器４０４は、クロック・イネーブル信号ＶＳＯ＿Ｂに従ってクロック制御され、
Ｃ１信号に１３クロック・サイクルの遅延を加える。減算器４０６は、ＦＩＬＴＥＲ＿Ｉ
Ｎ＿Ｎ＿１信号からＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿Ｎ＿２信号を引いて差分信号を生成するように
動作可能であり、それにより固定フレーム・コームとして動作する。遅延器４０８は、減
算器４０６から供給された差分信号に所定の遅延を加え、それにより遅延済み信号を生成
するように動作可能である。例示的な一実施例によれば、遅延器４０８は、クロック・イ
ネーブル信号ＶＳＯ＿Ｂに従ってクロック制御され、減算器４０６から供給された差分信
号に３１クロック・サイクルの遅延を加える。乗算器４１０は、遅延器４０８から供給さ
れた遅延済み信号に値４を掛け、それにより乗算済み信号を生成するように動作可能であ
る。Ｄ型フリップフロップ４１２は、クロック・イネーブル信号ＶＳＯ＿Ｂに従って、乗
算器４１０から供給された乗算済み信号を受領および出力するように動作可能である。
【００２７】
　減算器４１４は、遅延器４０４から供給された遅延済み信号から、乗算器４１０から供
給された乗算済み信号を引き、それにより差分信号を生成するように動作可能である。Ｄ
型フリップフロップ４１６は、クロック・イネーブル信号ＶＳＯ＿Ｂに従って、減算器４
１４から供給された差分信号を受領および出力するように動作可能である。増幅器４１８
は、Ｋ＿ＭＯＴＩＯＮ＿ＭＵＸ＿ＯＵＴ信号に応答して、Ｄ型フリップフロップ４１６か
ら供給された出力信号を増幅し、それにより増幅済み信号を生成するように動作可能であ
る。乗算器４２０は、増幅器４１８から供給された増幅済み信号に値１／８を掛け、それ
により乗算済み信号を生成するように動作可能である。加算器４２２は、乗算器４２０か
ら供給された乗算済み信号を、Ｄ型フリップフロップ４１２から供給された出力信号に足
し、それにより合計信号を生成するように動作可能である。トランケータ４２４は、加算
器４２２から供給された合計信号から２つの最上位ビット（ＭＳＢ）を打ち切り、それに
より打切り済み信号を生成するように動作可能である。Ｄ型フリップフロップ４２６は、
クロック・イネーブル信号ＶＳＯ＿Ｂに従って、トランケータ４２４から供給された打切
り済み信号を受領および出力するように動作可能である。Ｄ型フリップフロップ４２６か
らの出力信号は、図３のクロマ振幅等化器５０に供給される。
【００２８】
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　マルチプレクサ４２８は、ＩＮＨＩＢＩＴ＿ＣＯＭＢ信号に応答して、トランケータ４
２４から供給された打切り済み信号と、論理値０信号との何れかを出力するように動作可
能である。遅延器４３０は、ＦＩＬＴＥＲ＿ＩＮ＿Ｎ＿１信号に所定の遅延を加え、それ
により遅延済み信号を生成するように動作可能である。例示的な一実施例によれば、遅延
器４３０は、クロック・イネーブル信号ＶＳＯ＿Ｂに従ってクロック制御され、ＦＩＬＴ
ＥＲ＿ＩＮ＿Ｎ＿１信号に３２クロック・サイクルの遅延を加える。乗算器４３２は、遅
延器４３０から供給された遅延済み信号に値８を掛け、それにより乗算済み信号を生成す
るように動作可能である。加算器４３４は、乗算器４３２から供給された乗算済み信号を
値１０２４に足し、それにより合計信号を生成するように動作可能である。制限回路４３
６は、加算器４３４から供給された合計信号を所定範囲の値に制限するように動作可能で
あり、この所定範囲は、設計上の選択できる問題とすることができる。
【００２９】
　マルチプレクサ４３８は、図２のプロセッサ２０から供給されたＭＯＴＩＯＮ＿ＭＡＲ
ＫＥＲＳ信号に応答して、図３の動き検出器７０から供給されたＫ＿ＭＯＴＩＯＮ信号と
、論理値０信号との何れかを出力するように動作可能である。乗算器４４０は、マルチプ
レクサ４３８から供給された出力信号に値１２８を掛け、それにより乗算済み信号を生成
するように動作可能である。ミニマイザ４４２は、制限回路４３６からの出力信号と、乗
算器４４０からの乗算済み信号とを受け取るように動作可能であり、最も低い値を有する
信号を通過させる。減算器４４４は、ミニマイザ４４２の出力信号と、マルチプレクサ４
２８の出力信号とを、乗算器４３２から供給された乗算済み信号から引き、それにより差
分信号を生成するように動作可能である。制限回路４４６は、減算器４４４から供給され
た差分信号を所定範囲の値に制限するように動作可能であり、この所定範囲は、設計上の
選択できる問題とすることができる。Ｄ型フリップフロップ４４８は、クロック・イネー
ブル信号ＶＳＯ＿Ｂに従って、制限回路４４４の出力信号を受領および出力するように動
作可能である。Ｄ型フリップフロップ４４８からの出力信号は、図３のルマ遅延器８０に
供給される。
【００３０】
　垂直期間ゲート４５０は、ビデオ信号の垂直ブランキング期間（ＶＢＩ）を検出するよ
うに動作可能である。例示的な一実施例によれば、垂直期間ゲート４５０は、ＬＩＮＥ＿
ＣＯＵＮＴ信号が２０以下または２６２以上の値を表す場合に、論理値１信号を出力する
。オア・ゲート４５２は、垂直期間ゲート４５０の出力信号と、ＮＯ＿ＢＵＲＳＴ信号と
の論理和をとり、それによりＩＮＨＩＢＩＴ＿ＣＯＭＢ信号を生成するように動作可能で
ある。この信号はマルチプレクサ４２８に供給される。
【００３１】
　図４では、加算器４３４、制限回路４３６、およびミニマイザ４４２を使用して、約０
［ＩＲＥ］よりも暗い、動きをマークするルミナンス信号（すなわちＤ型フリップフロッ
プ４４８からの出力信号）の生成を防止することに留意されたい。従って、図４のこれら
の要素は、動きをマークするルミナンス信号がＮＴＳＣデコーダの同期分離回路（図示せ
ず）の動作に干渉しないようにし、また、動きをマークするルミナンス信号がビデオ表示
における検出された動き程度に比例して変化するようにする。本明細書における「比例し
て」という言葉は、複数の状態を有する形式で、例えば正比例、反比例、段階的比例、お
よび／またはその他の比例であることを指すことができる。
【００３２】
　本発明のよりよい理解を容易にするために、ここで例を提供する。図５を参照すると、
本発明の例示的な一実施例によるステップを示すフローチャート５００が示されている。
例および説明のために、図５のステップは、本明細書に述べたビデオ装置１００に関して
述べる。図５のステップは例示に過ぎず、本発明をどんな形式でも限定するものとはしな
い。
【００３３】
　ステップ５１０で、ビデオ装置１００はテスト・モードに入る。例示的な一実施例によ
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れば、ビデオ装置１００はステップ５１０で、アプリケーション回路設計者からユーザ入
力デバイス１０を介して供給された所定のキー入力シーケンスに応答して、テスト・モー
ドに入ることができる。テスト・モードに入るのに使用される特定のキー入力シーケンス
は、設計上の選択できる問題とすることができる。しかし、消費者がユーザ入力デバイス
１０を使用してビデオ装置１００を制御している間にうっかりキー入力シーケンスを入力
してしまわないように、キー入力シーケンスは十分に複雑で固有であることが好ましい。
例示的な一実施例によれば、図２のプロセッサ２０はステップ５１０で、所定の論理状態
のＭＯＴＩＯＮ＿ＭＡＲＫＥＲＳ信号を出力して、テスト・モードに入ったことを示す。
ビデオ装置１００はまた、ステップ５１０で、外部コンピュータ（図示せず）にビデオ装
置１００を接続して外部コンピュータを介して１つまたは複数の所定入力を入力するなど
、他の方法でテスト・モードに入ってもよい。
【００３４】
　ステップ５２０で、ビデオ装置１００にビデオ・テスト信号が加えられる。例示的な一
実施例によれば、所定のビデオ・テスト信号がビデオ装置１００のビデオ入力の１つを介
してビデオ装置１００に加えられ、このビデオ・テスト信号により、ビデオ装置１００は
ビデオ・テスト信号に対応するビデオ表示を可能にする。ステップ５２０で使用される特
定のタイプのビデオ・テスト信号は、設計上の選択できる問題とすることができる。しか
し例示的な一実施例によれば、アプリケーション回路設計者が動き検出のための最適な制
御設定を識別および選択することができるように、ビデオ・テスト信号はいくらかの程度
の動きを提供することが好ましい。
【００３５】
　ステップ５３０で、アプリケーション回路設計者は、動き検出のための最適な制御設定
を選択する。例示的な一実施例によれば、アプリケーション回路設計者はステップ５３０
で、ユーザ入力デバイス１０を介してビデオ装置１００に入力を供給し、それにより、図
２のプロセッサ２０から出力されるＤＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＤＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、ＤＣ
＿ＧＡＩＮ信号、ＤＣ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、ＢＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＢＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信
号の値を調整し、動き検出のための最適な制御設定を選択する。前に示したように、これ
らの信号は、本発明の例示的な一実施例による、図３の動き検出器７０のための制御信号
を表す。当然、本発明によりその他の制御信号を使用してもよく、このような制御信号の
数は設計上の選択できる問題とすることができる。
【００３６】
　また前に示したように、ビデオ装置１００は、ユーザがビデオ表示を見て容易に認識で
きる第１のビデオ属性（例えばルミナンスなど）と、ユーザがビデオ表示を見て容易に認
識できない第２のビデオ属性（例えば動き、雑音など）とを含むビデオ表示を可能にする
。さらに、第１のビデオ属性は、第２のビデオ属性が検出された程度に比例して変化する
。従って、ビデオ・テスト信号から生み出されたビデオ表示は、ビデオ表示における検出
された動き程度に比例してピクセル単位で変化するルミナンスの程度を含むことができる
。これによりアプリケーション回路設計者は、ビデオ表示における視覚的に観察されるル
ミナンスの程度を、ビデオ表示に存在する動きの程度の指標として使用することができる
。このビデオ表示を使用して、アプリケーション回路設計者はステップ５３０で、最適な
ビデオ表示を生み出すと考えるＤＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＤＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、ＤＣ＿Ｇ
ＡＩＮ信号、ＤＣ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、ＢＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＢＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号の
値を調整し、最終的に選択することができる。
【００３７】
　ステップ５４０で、アプリケーション回路設計者は、ステップ５３０で選択した最適な
制御設定を記録する。例示的な一実施例によれば、アプリケーション回路設計者はステッ
プ５４０で、最適なビデオ表示を生み出すと考えるＤＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＤＹ＿ＣＯＲＩ
ＮＧ信号、ＤＣ＿ＧＡＩＮ信号、ＤＣ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、ＢＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＢＹ＿
ＣＯＲＩＮＧ信号の値を単純に書き留めることによって、あるいは他の方法で記録するこ
とによって、最適な制御設定を記録することができる。
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【００３８】
　ステップ５５０で、最適な制御設定は、ビデオ装置１００のプロセッサ２０にプログラ
ムされる。例示的な一実施例によれば、ＤＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＤＹ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、
ＤＣ＿ＧＡＩＮ信号、ＤＣ＿ＣＯＲＩＮＧ信号、ＢＹ＿ＧＡＩＮ信号、ＢＹ＿ＣＯＲＩＮ
Ｇ信号についての選択された値をプロセッサ２０にプログラムすることによって、最適な
制御設定はステップ５５０でプロセッサ２０にプログラムされる。このような値をプロセ
ッサ２０にプログラムすることは、当技術分野で知られている従来技法を使用して実施す
ることができる。
【００３９】
　述べたように、本発明は、ビデオ表示に存在する動きおよび／またはその他のビデオ属
性などのビデオ属性が検出された程度を容易に示すビデオ表示を可能にするための装置お
よび方法を提供する。本発明は、表示デバイス付きまたは表示デバイスなしの、様々な装
置に適用可能とすることができる。従って、本明細書における「ビデオ装置」および「テ
レビジョン信号受信機」という言葉は、テレビジョン・セット、コンピュータ、またはモ
ニタを含めた（ただしこれらに限定されない）、表示デバイスを備えるシステムあるいは
装置と、セットトップ・ボックス、ＶＣＲ、ディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）プレー
ヤ、ビデオ・ゲーム・ボックス、パーソナル・ビデオ・レコーダ（ＰＶＲ）、コンピュー
タ、またはその他の装置など、表示デバイスを備えない場合のあるシステムあるいは装置
とを指すことができる。
【００４０】
　好ましい設計を有するものとして本発明を述べたが、本発明は、本開示の趣旨および範
囲の内でさらに変更することができる。従ってこの適用例は、本発明の一般原理を用いる
本発明の任意の変形、使用、または適応をカバーするものとする。さらにこの適用例は、
本発明が関連しており添付の特許請求の範囲に含まれる、当技術分野における既知のまた
は慣例の実施の内に入るような、本開示からの逸脱をもカバーするものとする。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明を実施するのに適した例示的な環境の図である。
【図２】本発明の例示的な一実施例による、図１のビデオ装置に備わるプロセッサのブロ
ック図である。
【図３】本発明の例示的な一実施例による、図１のビデオ装置に備わるライン・コームと
フレーム・コームと動き検出器とを含めた信号処理装置のブロック図である。
【図４】本発明の例示的な一実施例による、図３のフレーム・コームおよびソフト・スイ
ッチのさらなる詳細を提供する図である。
【図５】本発明の例示的な一実施例によるステップを示すフローチャートである。
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