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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターレース映像信号の動きを検出する動き検出装置において、
　前記インターレース映像信号が所定のフレームレートを有するフレーム画像からプルダ
ウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号であるか否かを検出し
て、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたイン
ターレース映像信号であり、注目フィールドとこの注目フィールドの１フィールド後のフ
ィールドである後フィールドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第１の状態
と、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたイン
ターレース映像信号であり、前記注目フィールドと前記注目フィールドの１フィールド前
のフィールドである前フィールドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第２の
状態と、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換された
インターレース映像信号ではないことを示す第３の状態とのいずれのパターンであるかを
検出するパターン検出手段と、
　前記注目フィールドと前記後フィールドと前記前フィールドそれぞれの信号が入力され
、前記第１の状態と前記第２の状態と前記第３の状態とに応じて、動き検出方法を切り換
えて動き検出する動き検出回路とを備え、
　前記動き検出回路は、
　前記注目フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き検出する第１のフィー
ルド間動き検出部と、
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　前記注目フィールドと前記前フィールドとの差分に基づいて動き検出する第２のフィー
ルド間動き検出部と、
　前記前フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き検出するフレーム間動き
検出部と、
　前記パターン検出手段が前記第１の状態であると検出したとき、前記第１のフィールド
間動き検出部の出力が前記第２のフィールド間動き検出部の出力より大であれば、前記第
１のフィールド間動き検出部の出力と前記第２のフィールド間動き検出部の出力との差分
を動き検出信号として出力し、前記第１のフィールド間動き検出部の出力が前記第２のフ
ィールド間動き検出部の出力より大でなければ静止画を示す値の動き検出信号を出力し、
　前記パターン検出手段が前記第２の状態であると検出したとき、前記第２のフィールド
間動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大であれば、前記第
２のフィールド間動き検出部の出力と前記第１のフィールド間動き検出部の出力との差分
を動き検出信号として出力し、前記第２のフィールド間動き検出部の出力が前記第１のフ
ィールド間動き検出部の出力より大でなければ静止画を示す値の動き検出信号を出力し、
　前記パターン検出手段が前記第３の状態であると検出したとき、前記フレーム間動き検
出部の出力を動き検出信号として出力する動き検出信号出力部と
　を有することを特徴とする動き検出装置。
【請求項２】
　インターレース映像信号の動きを検出する動き検出装置において、
　前記インターレース映像信号が所定のフレームレートを有するフレーム画像からプルダ
ウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号であるか否かを検出し
て、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたイン
ターレース映像信号であり、注目フィールドとこの注目フィールドの１フィールド後のフ
ィールドである後フィールドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第１の状態
と、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたイン
ターレース映像信号であり、前記注目フィールドと前記注目フィールドの１フィールド前
のフィールドである前フィールドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第２の
状態と、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換された
インターレース映像信号ではないことを示す第３の状態とのいずれのパターンであるかを
検出するパターン検出手段と、
　前記注目フィールドと前記後フィールドと前記前フィールドそれぞれの信号が入力され
、前記第１の状態と前記第２の状態と前記第３の状態とに応じて、動き検出方法を切り換
えて動き検出する動き検出回路とを備え、
　前記動き検出回路は、
　前記注目フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き検出する第１のフィー
ルド間動き検出部と、
　前記注目フィールドと前記前フィールドとの差分に基づいて動き検出する第２のフィー
ルド間動き検出部と、
　前記前フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き検出するフレーム間動き
検出部と、
　前記パターン検出手段が前記第１の状態であると検出したとき、前記第１のフィールド
間動き検出部の出力が前記第２のフィールド間動き検出部の出力より大であれば、前記第
１のフィールド間動き検出部の出力と前記第２のフィールド間動き検出部の出力との差分
と、前記フレーム間動き検出部の出力との小なる方を動き検出信号として出力し、前記第
１のフィールド間動き検出部の出力が前記第２のフィールド間動き検出部の出力より大で
なければ静止画を示す値の動き検出信号を出力し、
　前記パターン検出手段が前記第２の状態であると検出したとき、前記第２のフィールド
間動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大であれば、前記第
２のフィールド間動き検出部の出力と前記第１のフィールド間動き検出部の出力との差分
と、前記フレーム間動き検出部の出力との小なる方を動き検出信号として出力し、前記第
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２のフィールド間動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大で
なければ静止画を示す値の動き検出信号を出力し、
　前記パターン検出手段が前記第３の状態であると検出したとき、前記フレーム間動き検
出部の出力を動き検出信号として出力する動き検出信号出力部と
　を有することを特徴とする動き検出装置。
【請求項３】
　インターレース映像信号を順次走査の映像信号に変換する順次走査変換装置において、
　前記インターレース映像信号が所定のフレームレートを有するフレーム画像からプルダ
ウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号であるか否かを検出し
て、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたイン
ターレース映像信号であり、注目フィールドとこの注目フィールドの１フィールド後のフ
ィールドである後フィールドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第１の状態
と、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたイン
ターレース映像信号であり、前記注目フィールドと前記注目フィールドの１フィールド前
のフィールドである前フィールドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第２の
状態と、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換された
インターレース映像信号ではないことを示す第３の状態とのいずれのパターンであるかを
検出するパターン検出手段と、
　前記注目フィールドの信号を用いてフィールド内補間信号を生成するフィールド内補間
手段と、
　前記パターン検出手段が前記第１の状態であると検出したとき、前記注目フィールドに
対する前記後フィールドの信号を用いて第１のフィールド間補間信号を生成し、前記パタ
ーン検出手段が前記第２の状態であると検出したとき、前記注目フィールドに対する前記
前フィールドの信号を用いて第２のフィールド間補間信号を生成し、前記パターン検出手
段が前記第３の状態であると検出したとき、前記注目フィールドに対する前記前フィール
ドの信号または前記後フィールドの信号を用いて第３のフィールド間補間信号を生成する
フィールド間補間手段と、
　前記注目フィールドと前記後フィールドと前記前フィールドそれぞれの信号が入力され
、前記第１の状態と前記第２の状態と前記第３の状態とに応じて動き検出方法を切り換え
て動き検出し、動き検出信号を出力する動き検出回路と、
　前記フィールド内補間手段の出力と前記フィールド間補間手段の出力とを前記動き検出
信号に応じて混合または切り換えて出力する補間信号出力手段とを備え、
　前記動き検出回路は、
　前記注目フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き検出する第１のフィー
ルド間動き検出部と、
　前記注目フィールドと前記前フィールドとの差分に基づいて動き検出する第２のフィー
ルド間動き検出部と、
　前記前フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き検出するフレーム間動き
検出部と、
　前記パターン検出手段が前記第１の状態であると検出したとき、前記第１のフィールド
間動き検出部の出力が前記第２のフィールド間動き検出部の出力より大であれば、前記第
１のフィールド間動き検出部の出力と前記第２のフィールド間動き検出部の出力との差分
を動き検出信号として出力し、前記第１のフィールド間動き検出部の出力が前記第２のフ
ィールド間動き検出部の出力より大でなければ静止画を示す値の動き検出信号を出力し、
　前記パターン検出手段が前記第２の状態であると検出したとき、前記第２のフィールド
間動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大であれば、前記第
２のフィールド間動き検出部の出力と前記第１のフィールド間動き検出部の出力との差分
を動き検出信号として出力し、前記第２のフィールド間動き検出部の出力が前記第１のフ
ィールド間動き検出部の出力より大でなければ静止画を示す値の動き検出信号を出力し、
　前記パターン検出手段が前記第３の状態であると検出したとき、前記フレーム間動き検
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出部の出力を動き検出信号として出力する動き検出信号出力部と
　を有することを特徴とする順次走査変換装置。
【請求項４】
　インターレース映像信号を順次走査の映像信号に変換する順次走査変換装置において、
　前記インターレース映像信号が所定のフレームレートを有するフレーム画像からプルダ
ウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号であるか否かを検出し
て、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたイン
ターレース映像信号であり、注目フィールドとこの注目フィールドの１フィールド後のフ
ィールドである後フィールドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第１の状態
と、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたイン
ターレース映像信号であり、前記注目フィールドと前記注目フィールドの１フィールド前
のフィールドである前フィールドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第２の
状態と、前記インターレース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換された
インターレース映像信号ではないことを示す第３の状態とのいずれのパターンであるかを
検出するパターン検出手段と、
　前記注目フィールドの信号を用いてフィールド内補間信号を生成するフィールド内補間
手段と、
　前記パターン検出手段が前記第１の状態であると検出したとき、前記注目フィールドに
対する前記後フィールドの信号を用いて第１のフィールド間補間信号を生成し、前記パタ
ーン検出手段が前記第２の状態であると検出したとき、前記注目フィールドに対する前記
前フィールドの信号を用いて第２のフィールド間補間信号を生成し、前記パターン検出手
段が前記第３の状態であると検出したとき、前記注目フィールドに対する前記前フィール
ドの信号または前記後フィールドの信号を用いて第３のフィールド間補間信号を生成する
フィールド間補間手段と、
　前記注目フィールドと前記後フィールドと前記前フィールドそれぞれの信号が入力され
、前記第１の状態と前記第２の状態と前記第３の状態とに応じて動き検出方法を切り換え
て動き検出し、動き検出信号を出力する動き検出回路と、
　前記フィールド内補間手段の出力と前記フィールド間補間手段の出力とを前記動き検出
信号に応じて混合または切り換えて出力する補間信号出力手段とを備え、
　前記動き検出回路は、
　前記注目フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き検出する第１のフィー
ルド間動き検出部と、
　前記注目フィールドと前記前フィールドとの差分に基づいて動き検出する第２のフィー
ルド間動き検出部と、
　前記前フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き検出するフレーム間動き
検出部と、
　前記パターン検出手段が前記第１の状態であると検出したとき、前記第１のフィールド
間動き検出部の出力が前記第２のフィールド間動き検出部の出力より大であれば、前記第
１のフィールド間動き検出部の出力と前記第２のフィールド間動き検出部の出力との差分
と、前記フレーム間動き検出部の出力との小なる方を動き検出信号として出力し、前記第
１のフィールド間動き検出部の出力が前記第２のフィールド間動き検出部の出力より大で
なければ静止画を示す値の動き検出信号を出力し、
　前記パターン検出手段が前記第２の状態であると検出したとき、前記第２のフィールド
間動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大であれば、前記第
２のフィールド間動き検出部の出力と前記第１のフィールド間動き検出部の出力との差分
と、前記フレーム間動き検出部の出力との小なる方を動き検出信号として出力し、前記第
２のフィールド間動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大で
なければ静止画を示す値の動き検出信号を出力し、
　前記パターン検出手段が前記第３の状態であると検出したとき、前記フレーム間動き検
出部の出力を動き検出信号として出力する動き検出信号出力部と
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　を有することを特徴とする順次走査変換装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フレームレートの低い信号源から２－３プルダウンまたは２－２プルダウン等
のプルダウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号の動きを検出
するのに好適な動き検出装置及びこれを用いた順次走査変換装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＮＴＳＣ信号やＨＤＴＶ信号等の標準的なテレビジョン信号はインターレース（飛び越し
走査）信号である。インターレース信号は画像の垂直方向に高い周波線分が多くなるとラ
インフリッカ等のインターレース妨害を引き起こす。そこで、インターレースで間引かれ
ている部分の走査線を周辺の走査線で補間し、順次走査信号（ノンインターレース信号あ
るいはプログレッシブ信号とも呼ばれる）に変換することによって、インターレース妨害
を除去する処理方法がある。このような処理装置は、順次走査変換装置と称される。
【０００３】
ここで、順次走査変換のための走査線補間の概略について説明する。図５は走査線構造を
示す図であり、（ａ）はインターレース信号、（ｂ）は走査線補間によってインターレー
ス信号を順次走査信号に変換した信号を示している。図５中の○は伝送されてくる走査線
を示し、×は補間された走査線を示している。図５及び後述する図６のＶは垂直方向、ｔ
は時間方向である。
【０００４】
最も一般的な順次走査変換のための走査線補間は、画像の動き検出の結果に応じて補間方
法を異ならせる動き適応処理で行われる。即ち、図６に示すように、画像が静止している
場合は、後フィールドの画素Ｆ０１，前フィールドの画素Ｆ２１の平均値またはどちらか
一方を×で示す新しい画素Ｙとして、新しい走査線を生成する。これは、フィールド間補
間あるいは静止画補間と称される。画像が動いている場合に静止画と同じ補間方法をする
と、画像が多重像になってしまう。そこで、画像が動いている場合は、上下の画素Ｆ１０
，Ｆ１２の平均値を×で示す新しい画素Ｙとして、新しい走査線を生成する。これは、フ
ィールド内補間もしくはライン補間あるいは動画補間と称される。
【０００５】
このとき、画像が静止している場合は折り返し歪みが少なく解像度も高い良好な変換画質
が得られるが、画像が動いている場合は折り返し歪みが多く解像度も低い劣化した変換画
質となる。また、画像が動いているか静止しているかどうかを検出する動き検出回路を誤
検出のない回路に設計することは一般的に難しい。
【０００６】
ところで、順次走査信号に変換すべき入力信号が、フレームレートが２４フレーム／秒で
ある映写フィルムから例えば２－３プルダウンによってインターレースに変換された信号
の場合は、上述した動き適応処理とは異なる方法を採用することによって、画像が動いた
場合でも良好な変換画質を得ることができる。
【０００７】
２－３プルダウンとは、図７に示すようなフレームレート変換のことである。具体的には
、図７（Ａ）に示す２４フレーム／秒の映画等のフィルム映像信号Ａ，Ｂ，Ｃ，…を、図
７（Ｂ）に示す６０フィールド／秒のインターレース信号ａ，ａ’，ｂ，ｂ’，ｂ，ｃ’
，ｃ…に変換するための方法として用いられる。なお、ａ’，ｂ’…の符号「’」を付し
たものは偶数フィールドを示しており、符号「’」を付していないものは奇数フィールド
を示している。２－３プルダウンの他に、フレームレートが３０フレーム／秒の信号の場
合に用いる２－２プルダウンもあるが、本明細書では代表して２－３プルダウンについて
説明する。
【０００８】
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図７に示すように、２－３プルダウンは、元々１フレームであった画像が２もしくは３フ
ィールドに振り分けられている。図７（Ｂ）において、例えばフィールドａとフィールド
ａ’は互いの走査線がずれた状態ではあるものの、同一の映像である。従って、この変換
の規則パターンさえ分かれば、隣接フィールドから走査線を補間（フィールド間補間）し
て順次走査に変換することができる。６０フィールド／秒のインターレース信号を順次走
査に変換すると、図７（Ｃ）に示す６０フレーム／秒の順次走査信号Ａ，Ａ，Ｂ，Ｂ，Ｂ
，Ｃ，Ｃ…となる。
【０００９】
図６で説明したように、フィールド間補間は、前フィールドの画素Ｆ２１または後フィー
ルドの画素Ｆ０１を新しい画素Ｙとすることによって新しい走査線を生成するので、折り
返し歪みが少なく解像度も高い良好な変換画質が得られる。２－３プルダウンの規則パタ
ーンを得る方法は、例えば、どのように振り分けて変換したかをコードで伝送する方法や
、画像のフィールド間またはフレーム間の差分を統計的に処理することによって、自動的
に規則パターンを推測する方法等がある。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のプルダウンの規則パターンを利用して順次走査に変換する方法では
、次のような場合に不具合を生じる。
【００１１】
（１）プルダウンした規則性を有する映像に字幕等の付加信号が編集によってスーパーイ
ンポーズされ、部分的にプルダウンの規則パターンから外れた映像を有する場合。
（２）プルダウンした規則性を有する映像にピクチャ・イン・ピクチャ（ＰＩＰ）によっ
て通常のインターレース信号やプルダウンの規則パターンから外れた映像がはめ込まれ、
部分的にプルダウンの規則パターンから外れた映像を有する場合。
（３）つなぎ編集によって、プルダウンした映像の規則パターンが一時的に乱れる場合。
【００１２】
上記（１），（２）の場合は、プルダウンした映像の規則パターンをコードで伝送する場
合でも、規則パターンを統計的処理によって検出する場合でも大きな問題となる。また、
上記（３）は、プルダウンした映像の規則パターンをコードで伝送する場合には問題とな
りにくいが、規則パターンを統計的処理によって検出する場合には、規則パターンの検出
結果を修正するまでの間、誤った補間による順次走査変換となってしまうので問題となる
。
【００１３】
本発明はこのような問題点に鑑みなされたものであり、プルダウンによってインターレー
スに変換されたインターレース映像信号に部分的または一時的な規則パターン外れがある
場合に、適切な動き検出信号を出力することができる動き検出装置を提供し、プルダウン
によってインターレースに変換されたインターレース映像信号に部分的または一時的な規
則パターン外れがある場合でも、誤補間なく良好に順次走査変換することができる順次走
査変換装置を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上述した従来の技術の課題を解決するため、インターレース映像信号の動き
を検出する動き検出装置において、前記インターレース映像信号が所定のフレームレート
を有するフレーム画像からプルダウンによってインターレースに変換されたインターレー
ス映像信号であるか否かを検出して、前記インターレース映像信号がプルダウンによって
インターレースに変換されたインターレース映像信号であり、注目フィールドとこの注目
フィールドの１フィールド後のフィールドである後フィールドとが共通のフレーム画像と
なっていることを示す第１の状態と、前記インターレース映像信号がプルダウンによって
インターレースに変換されたインターレース映像信号であり、前記注目フィールドと前記
注目フィールドの１フィールド前のフィールドである前フィールドとが共通のフレーム画
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像となっていることを示す第２の状態と、前記インターレース映像信号がプルダウンによ
ってインターレースに変換されたインターレース映像信号ではないことを示す第３の状態
とのいずれのパターンであるかを検出するパターン検出手段（４）と、前記注目フィール
ドと前記後フィールドと前記前フィールドそれぞれの信号が入力され、前記第１の状態と
前記第２の状態と前記第３の状態とに応じて、動き検出方法を切り換えて動き検出する動
き検出回路（５）とを備え、前記動き検出回路は、前記注目フィールドと前記後フィール
ドとの差分に基づいて動き検出する第１のフィールド間動き検出部（５０）と、前記注目
フィールドと前記前フィールドとの差分に基づいて動き検出する第２のフィールド間動き
検出部（５２）と、前記前フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き検出す
るフレーム間動き検出部（５１）と、前記パターン検出手段が前記第１の状態であると検
出したとき、前記第１のフィールド間動き検出部の出力が前記第２のフィールド間動き検
出部の出力より大であれば、前記第１のフィールド間動き検出部の出力と前記第２のフィ
ールド間動き検出部の出力との差分を動き検出信号として出力し、前記第１のフィールド
間動き検出部の出力が前記第２のフィールド間動き検出部の出力より大でなければ静止画
を示す値の動き検出信号を出力し、前記パターン検出手段が前記第２の状態であると検出
したとき、前記第２のフィールド間動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出
部の出力より大であれば、前記第２のフィールド間動き検出部の出力と前記第１のフィー
ルド間動き検出部の出力との差分を動き検出信号として出力し、前記第２のフィールド間
動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大でなければ静止画を
示す値の動き検出信号を出力し、前記パターン検出手段が前記第３の状態であると検出し
たとき、前記フレーム間動き検出部の出力を動き検出信号として出力する動き検出信号出
力部（５７）とを有することを特徴とする動き検出装置を提供する。
　また、本発明は、上述した従来の技術の課題を解決するため、インターレース映像信号
の動きを検出する動き検出装置において、前記インターレース映像信号が所定のフレーム
レートを有するフレーム画像からプルダウンによってインターレースに変換されたインタ
ーレース映像信号であるか否かを検出して、前記インターレース映像信号がプルダウンに
よってインターレースに変換されたインターレース映像信号であり、注目フィールドとこ
の注目フィールドの１フィールド後のフィールドである後フィールドとが共通のフレーム
画像となっていることを示す第１の状態と、前記インターレース映像信号がプルダウンに
よってインターレースに変換されたインターレース映像信号であり、前記注目フィールド
と前記注目フィールドの１フィールド前のフィールドである前フィールドとが共通のフレ
ーム画像となっていることを示す第２の状態と、前記インターレース映像信号がプルダウ
ンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号ではないことを示す第３
の状態とのいずれのパターンであるかを検出するパターン検出手段（４）と、前記注目フ
ィールドと前記後フィールドと前記前フィールドそれぞれの信号が入力され、前記第１の
状態と前記第２の状態と前記第３の状態とに応じて、動き検出方法を切り換えて動き検出
する動き検出回路（５）とを備え、前記動き検出回路は、前記注目フィールドと前記後フ
ィールドとの差分に基づいて動き検出する第１のフィールド間動き検出部（５０）と、前
記注目フィールドと前記前フィールドとの差分に基づいて動き検出する第２のフィールド
間動き検出部（５２）と、前記前フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き
検出するフレーム間動き検出部（５１）と、前記パターン検出手段が前記第１の状態であ
ると検出したとき、前記第１のフィールド間動き検出部の出力が前記第２のフィールド間
動き検出部の出力より大であれば、前記第１のフィールド間動き検出部の出力と前記第２
のフィールド間動き検出部の出力との差分と、前記フレーム間動き検出部の出力との小な
る方を動き検出信号として出力し、前記第１のフィールド間動き検出部の出力が前記第２
のフィールド間動き検出部の出力より大でなければ静止画を示す値の動き検出信号を出力
し、前記パターン検出手段が前記第２の状態であると検出したとき、前記第２のフィール
ド間動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大であれば、前記
第２のフィールド間動き検出部の出力と前記第１のフィールド間動き検出部の出力との差
分と、前記フレーム間動き検出部の出力との小なる方を動き検出信号として出力し、前記
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第２のフィールド間動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大
でなければ静止画を示す値の動き検出信号を出力し、前記パターン検出手段が前記第３の
状態であると検出したとき、前記フレーム間動き検出部の出力を動き検出信号として出力
する動き検出信号出力部（５７，５８）とを有することを特徴とする動き検出装置を提供
する。
　さらに、本発明は、上述した従来の技術の課題を解決するため、インターレース映像信
号を順次走査の映像信号に変換する順次走査変換装置において、前記インターレース映像
信号が所定のフレームレートを有するフレーム画像からプルダウンによってインターレー
スに変換されたインターレース映像信号であるか否かを検出して、前記インターレース映
像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号であり
、注目フィールドとこの注目フィールドの１フィールド後のフィールドである後フィール
ドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第１の状態と、前記インターレース映
像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号であり
、前記注目フィールドと前記注目フィールドの１フィールド前のフィールドである前フィ
ールドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第２の状態と、前記インターレー
ス映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号で
はないことを示す第３の状態とのいずれのパターンであるかを検出するパターン検出手段
（４）と、前記注目フィールドの信号を用いてフィールド内補間信号を生成するフィール
ド内補間手段（３）と、前記パターン検出手段が前記第１の状態であると検出したとき、
前記注目フィールドに対する前記後フィールドの信号を用いて第１のフィールド間補間信
号を生成し、前記パターン検出手段が前記第２の状態であると検出したとき、前記注目フ
ィールドに対する前記前フィールドの信号を用いて第２のフィールド間補間信号を生成し
、前記パターン検出手段が前記第３の状態であると検出したとき、前記注目フィールドに
対する前記前フィールドの信号または前記後フィールドの信号を用いて第３のフィールド
間補間信号を生成するフィールド間補間手段（６）と、前記注目フィールドと前記後フィ
ールドと前記前フィールドそれぞれの信号が入力され、前記第１の状態と前記第２の状態
と前記第３の状態とに応じて動き検出方法を切り換えて動き検出し、動き検出信号を出力
する動き検出回路（５）と、前記フィールド内補間手段の出力と前記フィールド間補間手
段の出力とを前記動き検出信号に応じて混合または切り換えて出力する補間信号出力手段
（７）とを備え、前記動き検出回路は、前記注目フィールドと前記後フィールドとの差分
に基づいて動き検出する第１のフィールド間動き検出部（５０）と、前記注目フィールド
と前記前フィールドとの差分に基づいて動き検出する第２のフィールド間動き検出部（５
２）と、前記前フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き検出するフレーム
間動き検出部（５１）と、前記パターン検出手段が前記第１の状態であると検出したとき
、前記第１のフィールド間動き検出部の出力が前記第２のフィールド間動き検出部の出力
より大であれば、前記第１のフィールド間動き検出部の出力と前記第２のフィールド間動
き検出部の出力との差分を動き検出信号として出力し、前記第１のフィールド間動き検出
部の出力が前記第２のフィールド間動き検出部の出力より大でなければ静止画を示す値の
動き検出信号を出力し、前記パターン検出手段が前記第２の状態であると検出したとき、
前記第２のフィールド間動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力よ
り大であれば、前記第２のフィールド間動き検出部の出力と前記第１のフィールド間動き
検出部の出力との差分を動き検出信号として出力し、前記第２のフィールド間動き検出部
の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大でなければ静止画を示す値の動
き検出信号を出力し、前記パターン検出手段が前記第３の状態であると検出したとき、前
記フレーム間動き検出部の出力を動き検出信号として出力する動き検出信号出力部（５７
）とを有することを特徴とする順次走査変換装置を提供する。
　さらにまた、本発明は、上述した従来の技術の課題を解決するため、インターレース映
像信号を順次走査の映像信号に変換する順次走査変換装置において、前記インターレース
映像信号が所定のフレームレートを有するフレーム画像からプルダウンによってインター
レースに変換されたインターレース映像信号であるか否かを検出して、前記インターレー
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ス映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号で
あり、注目フィールドとこの注目フィールドの１フィールド後のフィールドである後フィ
ールドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第１の状態と、前記インターレー
ス映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号で
あり、前記注目フィールドと前記注目フィールドの１フィールド前のフィールドである前
フィールドとが共通のフレーム画像となっていることを示す第２の状態と、前記インター
レース映像信号がプルダウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信
号ではないことを示す第３の状態とのいずれのパターンであるかを検出するパターン検出
手段（４）と、前記注目フィールドの信号を用いてフィールド内補間信号を生成するフィ
ールド内補間手段（３）と、前記パターン検出手段が前記第１の状態であると検出したと
き、前記注目フィールドに対する前記後フィールドの信号を用いて第１のフィールド間補
間信号を生成し、前記パターン検出手段が前記第２の状態であると検出したとき、前記注
目フィールドに対する前記前フィールドの信号を用いて第２のフィールド間補間信号を生
成し、前記パターン検出手段が前記第３の状態であると検出したとき、前記注目フィール
ドに対する前記前フィールドの信号または前記後フィールドの信号を用いて第３のフィー
ルド間補間信号を生成するフィールド間補間手段（６）と、前記注目フィールドと前記後
フィールドと前記前フィールドそれぞれの信号が入力され、前記第１の状態と前記第２の
状態と前記第３の状態とに応じて動き検出方法を切り換えて動き検出し、動き検出信号を
出力する動き検出回路（５）と、前記フィールド内補間手段の出力と前記フィールド間補
間手段の出力とを前記動き検出信号に応じて混合または切り換えて出力する補間信号出力
手段（７）とを備え、前記動き検出回路は、前記注目フィールドと前記後フィールドとの
差分に基づいて動き検出する第１のフィールド間動き検出部（５０）と、前記注目フィー
ルドと前記前フィールドとの差分に基づいて動き検出する第２のフィールド間動き検出部
（５２）と、前記前フィールドと前記後フィールドとの差分に基づいて動き検出するフレ
ーム間動き検出部（５１）と、前記パターン検出手段が前記第１の状態であると検出した
とき、前記第１のフィールド間動き検出部の出力が前記第２のフィールド間動き検出部の
出力より大であれば、前記第１のフィールド間動き検出部の出力と前記第２のフィールド
間動き検出部の出力との差分と、前記フレーム間動き検出部の出力との小なる方を動き検
出信号として出力し、前記第１のフィールド間動き検出部の出力が前記第２のフィールド
間動き検出部の出力より大でなければ静止画を示す値の動き検出信号を出力し、前記パタ
ーン検出手段が前記第２の状態であると検出したとき、前記第２のフィールド間動き検出
部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大であれば、前記第２のフィー
ルド間動き検出部の出力と前記第１のフィールド間動き検出部の出力との差分と、前記フ
レーム間動き検出部の出力との小なる方を動き検出信号として出力し、前記第２のフィー
ルド間動き検出部の出力が前記第１のフィールド間動き検出部の出力より大でなければ静
止画を示す値の動き検出信号を出力し、前記パターン検出手段が前記第３の状態であると
検出したとき、前記フレーム間動き検出部の出力を動き検出信号として出力する動き検出
信号出力部（５７，５８）とを有することを特徴とする順次走査変換装置を提供する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のインターレース映像信号の動き検出装置及びこれを用いた順次走査変換装
置について、添付図面を参照して説明する。図１は本発明のインターレース映像信号の動
き検出装置及びこれを用いた順次走査変換装置の一実施形態を示すブロック図、図２は図
１中の動き検出回路５の具体的構成例を示すブロック図、図３は図１中の動き検出回路５
の他の具体的構成例を示すブロック図、図４は図２の動作を説明するための波形図である
。
【００１６】
図１において、入力端子１より入力されたインターレース映像信号は、フィールドメモリ
２１，２２によって順次遅延される。入力端子１より入力されたインターレース映像信号
をフィールドｆ０、フィールドメモリ２１の出力をフィールドｆ１、フィールドメモリ２
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２の出力をフィールドｆ２とする。なお、この図１の構成では、フィールドｆ０を１フィ
ールド遅延したフィールドｆ１を基準のフィールドとして扱うため、フィールドｆ１を注
目フィールド、フィールドｆ０を後フィールド、フィールドｆ２を前フィールドと称する
こととする。
【００１７】
動画補間回路３には、注目フィールドｆ１が入力される。動画補間回路３は注目フィール
ドｆ１の信号を用いて動画補間信号Ｍを生成する。動画補間回路３による動画補間信号Ｍ
の生成方法は特に限定されないが、図６で説明したように、上下に位置する走査線の平均
値をとる方法が一般的である。
【００１８】
パターン検出回路４には、注目フィールドｆ１と後フィールドｆ０とが入力される。パタ
ーン検出回路４は２－３プルダウンの規則パターンを検出し、パターン検出信号Ｐを出力
する。パターン検出回路４は、入力された注目フィールドｆ１と後フィールドｆ０の差分
の積算値を数～数十フィールドに渡って統計的に計算することにより、２－３プルダウン
の規則パターンを検出する。プルダウンの規則パターンを統計的処理によって検出する回
路構成自体は公知であるので、パターン検出回路４の具体的構成については省略する。規
則パターンの検出方法は、これに限定されるものではない。
【００１９】
パターン検出回路４より出力されるパターン検出信号Ｐは、少なくとも次の３つの状態を
有している。
（状態１）入力された映像信号がプルダウン変換されたもので、かつ、元のフレームが後
フィールドに振り分けられ、注目フィールドと後フィールドとが共通のフレーム画像であ
ると判定された状態。
（状態２）入力された映像信号がプルダウン変換されたもので、かつ、元のフレームが前
フィールドに振り分けられ、注目フィールドと前フィールドとが共通のフレーム画像であ
ると判定された状態。
（状態３）入力された映像信号がプルダウン変換されたものではないと判定された状態。
【００２０】
なお、２－３プルダウンの場合、元のフレームが後フィールドと前フィールドの両方に振
り分けられている状態が存在するが、ここでは（状態２）として扱うこととする。勿論、
（状態１）として扱っても問題ない。
【００２１】
動き検出回路５には、後フィールドｆ０と注目フィールドｆ１と前フィールドｆ２とが入
力される。動き検出回路５には、また、パターン検出信号Ｐが入力される。動き検出回路
５は、パターン検出信号Ｐに応じて、即ち、上述した（状態１）～（状態３）の３つの状
態に応じて、動き検出方法を切り換える。動き検出回路５は、動き検出の結果、動き検出
信号Ｋを出力する。動き検出回路５の具体的構成及び動き検出方法を切り換え動作につい
ては後述する。
【００２２】
選択回路６には、後フィールドｆ０と前フィールドｆ２とが入力される。選択回路６はパ
ターン検出信号Ｐに応じて後フィールドｆ０と前フィールドｆ２との一方を選択し、選択
した信号を静止画補間信号Ｓとして出力する。選択回路６は、パターン検出信号Ｐが上記
の（状態１）を表すとき、後フィールドｆ０を選択し、（状態２）を表すとき、前フィー
ルドｆ２を選択する。（状態３）を表すときは後フィールドｆ０と前フィールドｆ２との
いずれを選択してもよいが、ここでは前フィールドｆ２を選択することとする。
【００２３】
図１に破線で囲んで示すように、動き検出回路５と選択回路６とは本発明の動き検出装置
を構成している。
【００２４】
混合回路７には、動画補間信号Ｍと静止画補間信号Ｓと動き検出信号Ｋが入力される。混
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合回路７は、動画補間信号Ｍと静止画補間信号Ｓとを、動き検出信号Ｋに応じて適応的に
混合し、補間信号Ｈを出力する。動き検出回路５で完全に静止画と判定された場合はＫ＝
０、完全に動画と判定された場合はＫ＝１、中間的な場合は０＜Ｋ＜１とすると、
Ｈ＝Ｓ×（１－Ｋ）＋Ｍ×Ｋ　　　…（１）
となる。
【００２５】
なお、混合回路７の代わりに選択回路を設け、動き検出信号Ｋに応じて、動画補間信号Ｍ
と静止画補間信号Ｓとを択一的に切り換えてもよい。但し、混合回路７の方が好ましい。
【００２６】
倍速処理回路８１には、非補間信号である注目フィールドｆ１が入力され、倍速処理回路
８１は注目フィールドｆ１の信号を倍速化して出力する。倍速処理回路８２には、混合回
路７より出力された補間信号Ｈが入力され、倍速処理回路８２は補間信号Ｈを倍速化して
出力する。そして、選択回路９は、倍速処理回路８１の出力と倍速処理回路８２の出力と
を交互に選択して、順次走査信号を出力する。順次走査信号は出力端子１０より出力され
る。
【００２７】
本発明の特徴の１つは、動き検出回路５が、プルダウンの規則パターンに従って、少なく
とも３つの動作モード（動き検出方法）を有していることである。従来においては、プル
ダウンの規則パターンが検出されると、動き検出を完全に禁止し、動画補間を完全に不動
作としていたが、本発明では、プルダウンの規則パターンが検出された場合、動き検出を
完全に禁止するのではなく、動き検出を部分的に働かせて、動画補間を部分的に動作させ
るようにする。
【００２８】
ここで、図２を用いて動き検出回路５の具体的構成例について説明する。図２において、
フレーム差分検出回路５１には、後フィールドｆ０と前フィールドｆ２とが入力される。
フレーム差分検出回路５１は、後フィールドｆ０と前フィールドｆ２との差分を検出して
、フレーム差分検出信号Ｄ１を出力する。フレーム差分検出信号Ｄ１は、後フィールドｆ
０と前フィールドｆ２との差分の絶対値であり、
Ｄ１＝｜ｆ２－ｆ０｜　　　…（２）
となる。フレーム差分検出回路５１は、後フィールドｆ０と前フィールドｆ２とに基づい
て２フィールド（１フレーム）間の動きを検出するフレーム間動き検出部である。
【００２９】
フィールド差分検出回路５０には、後フィールドｆ０と注目フィールドｆ１とが入力され
る。フィールド差分検出回路５０は、後フィールドｆ０と注目フィールドｆ１との差分を
検出して、フィールド差分検出信号ｄ０を出力する。フィールド差分検出信号ｄ０は、後
フィールドｆ０と注目フィールドｆ１との差分の絶対値であり、
ｄ０＝｜ｆ１－ｆ０｜　　　…（３）
となる。フィールド差分検出回路５０は、後フィールドｆ０と注目フィールドｆ１に基づ
いて１フィールド間の動きを検出するフィールド間動き検出部である。
【００３０】
フィールド差分検出回路５２には、前フィールドｆ２と注目フィールドｆ１とが入力され
る。フィールド差分検出回路５２は、前フィールドｆ２と注目フィールドｆ１との差分を
検出して、フィールド差分検出信号ｄ２を出力する。フィールド差分検出信号ｄ２は、前
フィールドｆ２と注目フィールドｆ１との差分の絶対値であり、
ｄ２＝｜ｆ１－ｆ２｜　　　…（３）
となる。フィールド差分検出回路５２は、前フィールドｆ２と注目フィールドｆ１に基づ
いて１フィールド間の動きを検出するフィールド間動き検出部である。なお、フィールド
差分検出回路５２を設ける代わりに、フィールド差分検出信号ｄ０を１フィールド遅延さ
せて、フィールド差分検出信号ｄ２とすることも可能である。
【００３１】
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２つのフィールド差分検出信号ｄ０，ｄ２は、減算回路５３，５４に入力される。減算回
路５３はｄ０－ｄ２を求め、減算回路５４はｄ２－ｄ０を求める。減算回路５３，５４の
出力はそれぞれリミッタ５５，５６に入力される。リミッタ５５，５６は入力が負になっ
た（アンダーフローした）場合に、０に制限するためのものである。即ち、減算回路５３
，５４の出力が負になると、リミッタ５５，５６の出力は０になる。
【００３２】
フレーム差分検出回路５１の出力であるフレーム差分検出信号Ｄ１と、リミッタ５５の出
力信号Ｄ０と、リミッタ５６の出力信号Ｄ２は、選択回路５７に入力される。選択回路５
７には、上述したパターン検出信号Ｐが入力され、選択回路５７はパターン検出信号Ｐに
応じていずれかの入力信号を選択し、最終的な動き検出信号Ｋを得る。選択回路５７は、
パターン検出信号Ｐが上記の（状態１）を表すときはＤ０を選択し、（状態２）を表すと
きはＤ２を選択し、（状態３）を表すときはＤ１を選択する。選択回路５７は、動き検出
信号出力部となっている。
【００３３】
図２は、基本的構成のみを示している。画像のエッジ部分での誤検出を避ける目的で、例
えば、フレーム差分検出回路５１及びフィールド差分検出回路５０，５２の後段にフィル
タを設けて、フレーム差分検出回路５１及びフィールド差分検出回路５０，５２の出力に
各種のフィルタ処理を施したり、さらに後段で感度（ゲイン）制御を行うこともある。ま
た、フィールド間差分検出の場合に、走査線位相を一致させ、かつ、垂直高域成分による
誤検出を避ける目的で、フィールド差分検出回路５０，５２の入力信号に対して垂直フィ
ルタ処理を施すこともある。
【００３４】
次に、図２のように構成して、上記のように動作させる理由について説明する。まず、（
状態３）の場合には、プルダウンの規則パターンが検出されていないので、フレーム差分
検出回路５１の出力であるフレーム差分検出信号Ｄ１を選択することにより、順次走査変
換回路の動き検出として一般的に用いられるフレーム差分検出を用いている。
【００３５】
そして、（状態１）の場合には、プルダウンで振り分けた組み合わせが後フィールドの場
合であるので、本来、後フィールドｆ０と注目フィールドｆ１との差分ｄ０は現れないは
ずである。ところが、従来の問題点として説明したように、字幕等が後から編集で加えら
れた場合には規則パターンから局所的に外れていることがある。このような場合には、後
フィールドｆ０と注目フィールドｆ１との差分ｄ０が局所的に出力される。字幕は連続的
に動いているわけではないので、字幕部分では逆に前フィールドｆ２と注目フィールドｆ
１との差分ｄ２は現れない。
【００３６】
本発明は、この性質を利用して、減算回路５３とリミッタ５５によってフィールド差分検
出信号ｄ０とフィールド差分検出信号ｄ２とを比較し、フィールド差分検出信号ｄ０がフ
ィールド差分検出信号ｄ２より大きい部分、即ち、プルダウンの規則パターンから外れた
特異的な部分だけ、動き判定させることができる。なお、局所的とか特異的な部分と表現
したが、つなぎ編集等で規則パターンが画面全体で乱れることもあり、この場合は、当然
ながら、画面全体が動き判定される。
【００３７】
一方、（状態２）の場合には、（状態１）とは逆の動作により、減算回路５４とリミッタ
５６によってフィールド差分検出信号ｄ０とフィールド差分検出信号ｄ２とを比較し、フ
ィールド差分検出信号ｄ２がフィールド差分検出信号ｄ０より大きい部分だけ、動き判定
させることができる。
【００３８】
さらに、プルダウンされた映像に字幕が重畳されて、部分的に規則パターンから外れた場
合の動作について、図４の波形図を用いて説明する。図４は、フレームレートが２４フレ
ーム／秒の画像（２４フレーム画像）を２－３プルダウンによってインターレース映像信
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号に変換した状態を示している。なお、図４において、元のフレームが２フィールドに振
り分けられた部分と３フィールドに振り分けられた部分とを理解しやすいよう、２フィー
ルドに振り分けられた部分と３フィールドに振り分けられた部分との間に破線を付してい
る。
【００３９】
図４において、ｔは時間方向であり、２４フレーム画像は（Ａ）から（Ｈ）へと変化して
いく。図４（Ａ）～（Ｄ）に示すように、２４フレーム画像の一部に編集によって字幕が
重畳されている。字幕は、図４（Ｅ）のフィールドでは消滅している。前フィールドｆ２
と注目フィールドｆ１と後フィールドｆ０が、それぞれ、図４（Ｄ）～（Ｆ）の状態であ
るとする。図４の例は、プルダウンの組み合わせが前フィールドｆ２と注目フィールドｆ
１になっているので、上述した（状態２）に相当する。このとき、図１における選択回路
６は前フィールドｆ２を選択し、動き検出回路５の選択回路５７はリミッタ５６の出力信
号Ｄ２を選択している。
【００４０】
図４（Ｉ）には、フィールド差分検出信号ｄ２（＝｜ｆ１－ｆ２｜）を示しており、図４
（Ｊ）には、フィールド差分検出信号ｄ０（＝｜ｆ１－ｆ０｜）を示している。フィール
ド差分検出信号ｄ０とフィールド差分検出信号ｄ２とを比較すれば分かるように、字幕部
分以外の２４フレーム画像では、フィールド差分検出信号ｄ０の方がフィールド差分検出
信号ｄ２より大きくなっている。しかしながら、字幕部分では、フィールド差分検出信号
ｄ２の方がフィールド差分検出信号ｄ０より大きくなっている。このとき、減算回路５４
の出力はリミッタ５６によってリミットされないので、出力信号Ｄ２が出力され、字幕部
分のみ動き判定されることになる。
【００４１】
次に、図３を用いて、動き検出回路５の他の構成例について説明する。図３において、図
２と同一部分には同一符号を付し、その説明を適宜省略する。図３が図２と異なるのは、
選択回路５７の出力とフレーム差分検出信号Ｄ１との最小値を計算するための最小値演算
回路５８を設けた点である。最小値演算回路５８は、選択回路５７の選択結果とフレーム
差分検出信号Ｄ１とのいずれがより小さいかを計算し、より小さい方を最終的な動き検出
信号Ｋとして出力する。
【００４２】
図３の例では、まず、選択回路５７によって、フレーム差分検出信号Ｄ１とリミッタ５５
の出力信号Ｄ０とリミッタ５６の出力信号Ｄ２の内から１つを選択し、そして、最小値演
算回路５８によって、選択回路５７の選択結果とフレーム差分検出信号Ｄ１との内の小さ
い方を選択するようにしているが、次のように構成してもよい。リミッタ５５の出力信号
Ｄ０とリミッタ５６の出力信号Ｄ２それぞれに対し、フレーム差分検出信号Ｄ１との最小
値をとり、その後に、（状態１）～（状態３）に応じていずれかの信号を選択してもよい
。
【００４３】
即ち、（状態１）のときには、フィールド差分検出回路５０の出力であるフィールド差分
検出信号ｄ０がフィールド差分検出回路５２の出力であるフィールド差分検出信号ｄ２よ
り大なるときのフィールド差分検出信号ｄ０とフィールド差分検出信号ｄ２との差分と、
フレーム差分検出回路５１の出力であるフレーム差分検出信号Ｄ１との小なる方を動き検
出信号として出力すればよい。
【００４４】
また、（状態２）のときには、フィールド差分検出回路５２の出力であるフィールド差分
検出信号ｄ２がフィールド差分検出回路５０の出力であるフィールド差分検出信号ｄ０よ
り大なるときのフィールド差分検出信号ｄ２とフィールド差分検出信号ｄ０との差分と、
フレーム差分検出回路５１の出力であるフレーム差分検出信号Ｄ１との小なる方を動き検
出信号として出力すればよい。さらに、（状態３）のときには、フレーム差分検出回路５
１の出力であるフレーム差分検出信号Ｄ１を動き検出信号として出力すればよい。図３の
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構成では、選択回路５７及び最小値演算回路５８が、動き検出信号出力部となっている。
【００４５】
この図３のように構成する狙いは、フィールド差分検出回路５０，５２が垂直高域成分を
多く含んだ部分で誤検出しやすいので、その誤検出を避けることである。フィールド差分
検出は、本来静止している画像でも垂直高域成分を多く含んだ部分では動き判定してしま
う。これを防ぐために垂直方向のローパスフィルタ（垂直ＬＰＦ）を用いることが多いが
、完全に抑えることはできない。本発明では、字幕部分を検出することを１つの目的とし
ており、垂直ＬＰＦによって垂直高域成分を除去し過ぎると、字幕部分が動き検出されに
くくなり、本発明の効果が薄れてしまうことになる。
【００４６】
これに対し、フレーム差分検出回路５１によるフレーム差分検出にはフィールド差分検出
のような不具合はないので、フィールド差分検出であるリミッタ５５，５６の出力信号Ｄ
０，Ｄ２のいずれかが選択された場合でも、最小値演算回路５８によって、フレーム差分
検出信号Ｄ１との最小値を求めれば、誤った動き検出信号Ｋを出力することはない。図３
の構成では、垂直高域成分を除去するための垂直ＬＰＦの特性を緩やかにすることが可能
である。よって、コストダウンも可能である。以上の点から、動き検出回路５としては、
図２の構成よりも図３の構成の方が好ましい。
【００４７】
以上のようにして、本発明の動き検出装置においては、プルダウンの規則パターンを検出
したときでも、その規則パターンから外れた部分では動き検出を動作させ、動き検出信号
を発生させる。よって、そのような部分では適切な動き検出信号を出力することができる
。本発明の動き検出装置を用いた本発明の順次走査変換装置においては、規則パターンか
ら外れた部分を有する場合でも、誤補間なく良好に順次走査変換することができる。
【００４８】
なお、規則パターンから外れた部分では動画処理され、図６の上下ラインの画素Ｆ１０，
Ｆ１２から補間信号を得るため、フリッカ妨害や垂直解像度の低下をもたらすが、１フィ
ールド分（６０フレーム／秒に対して１枚の画像）しかその妨害を受けないので、全く問
題となることはない。
【００４９】
以上の基本的構成を基にして次のような変形例とすることができる。図１において、選択
回路６が後フィールドｆ０と前フィールドｆ２のいずれを選択してもよい場合、即ち、（
状態３）のようにプルダウン変換されたものではないと判定された場合や元のフレームが
後フィールドと前フィールドの両方に振り分けられている場合には、選択回路６の選択肢
として、後フィールドｆ０と前フィールドｆ２との平均値を追加してもよい。
【００５０】
また、動き検出回路５の構成においても基本的な部分だけを示したが、動き検出の精度を
上げる技術を盛り込んでもよい。例えば、（状態３）の場合であるプルダウン変換された
ものではない通常の６０フィールド／秒の映像に対しては、フレーム差分検出信号Ｄ１し
か動き検出信号として用いていないが、フレーム差分検出信号Ｄ１に加えて、フィールド
差分検出信号ｄ０，ｄ２を複合的に用いて、動き検出信号を生成してもよい。
【００５１】
プルダウンの規則パターンを検出する手段は任意であり、後フィールドｆ０と前フィール
ドｆ２のフレーム差分が５フィールド周期になっていることを検出する方法や送信側から
コード化されて伝送されたものをデコードする方法でもよい。また、プルダウンは２－３
プルダウンに限定されることはなく、２－２プルダウンであってもよい。本発明によれば
、規則パターンがずれた場合でも大きな問題とはならないので、規則パターンを検出する
ための精度をさほどあげる必要がない。よって、コストダウンが可能となる。
【００５２】
【発明の効果】
　以上詳細に説明したように、本発明のインターレース映像信号の動き検出装置によれば



(15) JP 4055109 B2 2008.3.5

10

20

、プルダウンによってインターレースに変換されたインターレース映像信号に部分的また
は一時的な規則パターン外れがある場合に、適切な動き検出信号を出力することができる
。
【００５３】
　また、本発明の順次走査変換装置によれば、プルダウンによってインターレースに変換
されたインターレース映像信号に部分的または一時的な規則パターン外れがある場合でも
、誤補間なく良好に順次走査変換することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示すブロック図である。
【図２】図１中の動き検出回路５の具体的構成例を示すブロック図である。
【図３】図１中の動き検出回路５の他の具体的構成例を示すブロック図である。
【図４】図２の動作を説明するための波形図である。
【図５】順次走査変換のための走査線補間の概略を説明するための図である。
【図６】走査線補間の具体的方法を説明するための図である。
【図７】２－３プルダウンとその場合の順次走査変換を説明するための図である。
【符号の説明】
　３　動画補間回路（フィールド内補間手段）
　４　パターン検出回路（パターン検出手段）
　５　動き検出回路
　６　選択回路（フィールド間補間手段）
　７　混合回路（補間信号出力手段）
　９　選択回路
　２１，２２　フィールドメモリ
　５０，５２　フィールド差分検出回路（フィールド間動き検出部）
　５１　フレーム差分検出回路（フレーム間動き検出部）
　５７　選択回路（動き検出信号出力部）
　５８　最小値演算回路（動き検出信号出力部）
　８１，８２　倍速処理回路
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