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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像データを入力する入力手段と、
　前記動画像データから特定のフレームの画像データを抽出して抽出画像データを生成す
る抽出手段と、
　前記抽出画像データにトリミング処理及び解像度変換処理のうちのいずれか一方を施し
て加工画像データを生成する画像処理手段と、
　前記加工画像データに対して複数種類の異なる画質調整処理を施して、前記複数種類の
異なる画質調整処理それぞれの結果を表す複数の調整画像データを生成する画質調整手段
と、
　前記複数の調整画像データが表す複数の静止画像を同一画面上に表示するように表示器
を制御する表示制御手段と、を備え、
　前記画質調整手段が生成する前記複数の調整画像データが所定数以上である場合は、前
記画像処理手段は前記抽出画像データにトリミング処理を施し、前記画質調整手段が生成
する前記複数の調整画像データが前記所定数よりも少ない場合は、前記画像処理手段は前
記抽出画像データに解像度変換処理を施すことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記画像処理手段は、前記抽出画像データにトリミング処理を施す際には、前記抽出画
像データの中央の領域をトリミングする
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
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【請求項３】
　動画像データを入力する入力手段と、
　前記動画像データを復号化して復号化動画像データを生成する復号化手段と、
　前記復号化動画像データにトリミング処理及び解像度変換処理のうちのいずれか一方を
施して加工動画像データを生成する画像処理手段と、
　前記加工動画像データに対して複数種類の異なる画質調整処理を施すと共に時間軸方向
のフィルタ処理を施して、前記複数種類の異なる画質調整処理それぞれの結果を表す複数
の調整動画像データを生成する画質調整手段と、
　前記複数の調整動画像データが表す複数の動画像を同一画面上に表示するように表示器
を制御する表示制御手段と、を備え、
　前記画質調整手段が生成する前記複数の調整動画像データが所定数以上である場合は、
前記画像処理手段は前記復号化動画像データにトリミング処理を施し、前記画質調整手段
が生成する前記複数の調整動画像データが前記所定数よりも少ない場合は、前記画像処理
手段は前記復号化動画像データに解像度変換処理を施すことを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　動画像データを含んだテレビジョン信号を受信する受信手段と、
　前記動画像データから特定のフレームの画像データを抽出して抽出画像データを生成す
る抽出手段と、
　前記抽出画像データにトリミング処理及び解像度変換処理のうちのいずれか一方を施し
て加工画像データを生成する画像処理手段と、
　前記加工画像データに対して複数種類の異なる画質調整処理を施して、前記複数種類の
異なる画質調整処理それぞれの結果を表す複数の調整画像データを生成する画質調整手段
と、
　前記複数の調整画像データが表す複数の静止画像を同一画面上に表示するように表示器
を制御する表示制御手段と、
　前記同一画面上に表示された複数の静止画像から選択された静止画像に対応する画質調
整処理を前記動画像データの各フレームの画像に施して前記動画像データを前記表示器に
表示するように、前記画質調整手段及び前記表示制御手段をそれぞれ制御する制御手段と
、を備え、
　前記画質調整手段が生成する前記複数の調整画像データが所定数以上である場合は、前
記画像処理手段は前記抽出画像データにトリミング処理を施し、前記画質調整手段が生成
する前記複数の調整画像データが前記所定数よりも少ない場合は、前記画像処理手段は前
記抽出画像データに解像度変換処理を施すことを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項５】
　入力手段が、動画像データを入力する入力ステップと、
　抽出手段が、前記動画像データから特定のフレームの画像データを抽出して抽出画像デ
ータを生成する抽出ステップと、
　画像処理手段が、前記抽出画像データにトリミング処理及び解像度変換処理のうちのい
ずれか一方を施して加工画像データを生成する画像処理ステップと、
　画質調整手段が、前記加工画像データに対して複数種類の異なる画質調整処理を施して
、前記複数種類の異なる画質調整処理それぞれの結果を表す複数の調整画像データを生成
する画質調整ステップと、
　表示制御手段が、前記複数の調整画像データが表す複数の静止画像を同一画面上に表示
するように表示器を制御する表示制御ステップと、を備え、
　前記画質調整ステップが生成する前記複数の調整画像データが所定数以上である場合は
、前記画像処理ステップは前記抽出画像データにトリミング処理を施し、前記画質調整ス
テップが生成する前記複数の調整画像データが前記所定数よりも少ない場合は、前記画像
処理ステップは前記抽出画像データに解像度変換処理を施すことを特徴とする画像処理方
法。
【請求項６】
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　入力手段が、動画像データを入力する入力ステップと、
　復号化手段が、前記動画像データを復号化して復号化動画像データを生成する復号化ス
テップと、
　画像処理手段が、前記復号化動画像データにトリミング処理及び解像度変換処理のうち
のいずれか一方を施して加工動画像データを生成する画像処理ステップと、
　画質調整手段が、前記加工動画像データに対して複数種類の異なる画質調整処理を施す
と共に時間軸方向のフィルタ処理を施して、前記複数種類の異なる画質調整処理それぞれ
の結果を表す複数の調整動画像データを生成する画質調整ステップと、
　表示制御手段が、前記複数の調整動画像データが表す複数の動画像を同一画面上に表示
するように表示器を制御する表示制御ステップと、を備え、
　前記画質調整ステップが生成する前記複数の調整動画像データが所定数以上である場合
は、前記画像処理ステップは前記復号化動画像データにトリミング処理を施し、前記画質
調整ステップが生成する前記複数の調整動画像データが前記所定数よりも少ない場合は、
前記画像処理ステップは前記復号化動画像データに解像度変換処理を施すことを特徴とす
る画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表示する画像の明るさ、コントラスト、色相等を操作者が調節可能なテレビジ
ョン受像機及びその画質調整方法に関する。
【０００２】
【従来技術】
従来、テレビジョン受像機或いはコンピュータモニター等における画質調整は、操作者が
、輝度、コントラスト、色相等について、個別にＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ）表示を頼りにして調整つまみを調整することにより行われている。
【０００３】
また、特公平８－２２０３４号に開示されているように、複数種類の画質調整項目のデー
タセット（組み）を予め複数記憶しておき、それら記憶された複数のセットの中から操作
者が所望のセットを選択可能な画質調整装置が提案されている。ここで、従来より提案さ
れている画質調整装置について、図１７を参照して説明する。
【０００４】
同図において、３．８は、画質調整回路３．３の前段ないし後段の映像信号に対して一般
的な処理を施すことにより、その映像信号から輝度信号や色信号を分離するＹ／Ｃ分離回
路や色同期回路や色復調回路等を含む映像回路である。３．９は、表示器３．６の偏向、
高圧関係を司る偏向高圧回路である。３．１０は、スピーカをドライブするパワーアンプ
である。
【０００５】
３．５は、映像及び音声についてそれぞれＡ～Ｄまである選択肢の中から何れか所望する
選択肢を選択可能なメニューである。３．１３は、メニュー３．５の選択肢に対応して、
前記デジタル信号データを複数記憶しているメニューメモリである。このメニューメモリ
３．１３には、画質設定要素毎に該要素を調整する画質制御信号である映像メニューデー
タＡ～Ｄと、音声制御信号である音声メニューデータＡ～Ｄとが記憶されている。
【０００６】
３．１１は、マイクロコンピュータ（マイコン）３．１２からデジタル信号として出力さ
れるところの、画質調整回路３．３の画質制御データ及び音質調整回路３．４を制御する
音声制御データを、アナログ信号に変換するＤ／Ａコンバータである。
【０００７】
上記の構成において、メニュー３．５にて映像及び音声について何れかの選択肢が選択さ
れると、マイコン３．１２は、その選択された映像及び音声の選択肢に対応する画質制御
信号及び音声制御信号のデータをメニューメモリ３．１３から読み出し、その読み出した



(4) JP 4564613 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

データに応じた画質及び音質にて出力を行う。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来例のうち、各画質調整項目（輝度、コントラスト等）について個別に調整つ
まみを調節する方式は、操作者が好みの画質に調整できるものの操作がやや複雑であり、
また図１７に示す従来例では、メニュー３．５の何れかの選択肢を選択する操作になるた
め、選択した何れかの選択肢が所望する好みの画質の画像を表示させることができる設定
であるとは限らない。このため、操作者は、所望する好みの画質で表示画像が表示される
まで、メニューの選択操作とその選択した画質に応じて表示される画像の確認とを何度も
繰り返す必要が有り不便である。
【０００９】
　そこで本発明は、表示画像を所望する画質に容易に調整可能な画像処理装置、テレビジ
ョン受像機、及び、画像処理方法の提供を目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するため、第１の本発明は、動画像データを入力する入力手段と、前
記動画像データから特定のフレームの画像データを抽出して抽出画像データを生成する抽
出手段と、前記抽出画像データにトリミング処理及び解像度変換処理のうちのいずれか一
方を施して加工画像データを生成する画像処理手段と、前記加工画像データに対して複数
種類の異なる画質調整処理を施して、前記複数種類の異なる画質調整処理それぞれの結果
を表す複数の調整画像データを生成する画質調整手段と、前記複数の調整画像データが表
す複数の静止画像を同一画面上に表示するように表示器を制御する表示制御手段と、を備
え、前記画質調整手段が生成する前記複数の調整画像データが所定数以上である場合は、
前記画像処理手段は前記抽出画像データにトリミング処理を施し、前記画質調整手段が生
成する前記複数の調整画像データが前記所定数よりも少ない場合は、前記画像処理手段は
前記抽出画像データに解像度変換処理を施すことを特徴とする画像処理装置を提供する。
【００１１】
　また、第２の本発明は、動画像データを入力する入力手段と、前記動画像データを復号
化して復号化動画像データを生成する復号化手段と、前記復号化動画像データにトリミン
グ処理及び解像度変換処理のうちのいずれか一方を施して加工動画像データを生成する画
像処理手段と、前記加工動画像データに対して複数種類の異なる画質調整処理を施すと共
に時間軸方向のフィルタ処理を施して、前記複数種類の異なる画質調整処理それぞれの結
果を表す複数の調整動画像データを生成する画質調整手段と、前記複数の調整動画像デー
タが表す複数の動画像を同一画面上に表示するように表示器を制御する表示制御手段と、
を備え、前記画質調整手段が生成する前記複数の調整動画像データが所定数以上である場
合は、前記画像処理手段は前記復号化動画像データにトリミング処理を施し、前記画質調
整手段が生成する前記複数の調整動画像データが前記所定数よりも少ない場合は、前記画
像処理手段は前記復号化動画像データに解像度変換処理を施すことを特徴とする画像処理
装置を提供する。
【００１２】
　また、第３の本発明は、動画像データを含んだテレビジョン信号を受信する受信手段と
、前記動画像データから特定のフレームの画像データを抽出して抽出画像データを生成す
る抽出手段と、前記抽出画像データにトリミング処理及び解像度変換処理のうちのいずれ
か一方を施して加工画像データを生成する画像処理手段と、前記加工画像データに対して
複数種類の異なる画質調整処理を施して、前記複数種類の異なる画質調整処理それぞれの
結果を表す複数の調整画像データを生成する画質調整手段と、前記複数の調整画像データ
が表す複数の静止画像を同一画面上に表示するように表示器を制御する表示制御手段と、
前記同一画面上に表示された複数の静止画像から選択された静止画像に対応する画質調整
処理を前記動画像データの各フレームの画像に施して前記動画像データを前記表示器に表
示するように、前記画質調整手段及び前記表示制御手段をそれぞれ制御する制御手段と、
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を備え、前記画質調整手段が生成する前記複数の調整画像データが所定数以上である場合
は、前記画像処理手段は前記抽出画像データにトリミング処理を施し、前記画質調整手段
が生成する前記複数の調整画像データが前記所定数よりも少ない場合は、前記画像処理手
段は前記抽出画像データに解像度変換処理を施すことを特徴とするテレビジョン受像機を
提供する。
【００１３】
　また、第４の本発明は、入力手段が、動画像データを入力する入力ステップと、抽出手
段が、前記動画像データから特定のフレームの画像データを抽出して抽出画像データを生
成する抽出ステップと、画像処理手段が、前記抽出画像データにトリミング処理及び解像
度変換処理のうちのいずれか一方を施して加工画像データを生成する画像処理ステップと
、画質調整手段が、前記加工画像データに対して複数種類の異なる画質調整処理を施して
、前記複数種類の異なる画質調整処理それぞれの結果を表す複数の調整画像データを生成
する画質調整ステップと、表示制御手段が、前記複数の調整画像データが表す複数の静止
画像を同一画面上に表示するように表示器を制御する表示制御ステップと、を備え、前記
画質調整ステップが生成する前記複数の調整画像データが所定数以上である場合は、前記
画像処理ステップは前記抽出画像データにトリミング処理を施し、前記画質調整ステップ
が生成する前記複数の調整画像データが前記所定数よりも少ない場合は、前記画像処理ス
テップは前記抽出画像データに解像度変換処理を施すことを特徴とする画像処理方法を提
供する。
【００１４】
　また、第５の本発明は、入力手段が、動画像データを入力する入力ステップと、復号化
手段が、前記動画像データを復号化して復号化動画像データを生成する復号化ステップと
、画像処理手段が、前記復号化動画像データにトリミング処理及び解像度変換処理のうち
のいずれか一方を施して加工動画像データを生成する画像処理ステップと、画質調整手段
が、前記加工動画像データに対して複数種類の異なる画質調整処理を施すと共に時間軸方
向のフィルタ処理を施して、前記複数種類の異なる画質調整処理それぞれの結果を表す複
数の調整動画像データを生成する画質調整ステップと、表示制御手段が、前記複数の調整
動画像データが表す複数の動画像を同一画面上に表示するように表示器を制御する表示制
御ステップと、を備え、前記画質調整ステップが生成する前記複数の調整動画像データが
所定数以上である場合は、前記画像処理ステップは前記復号化動画像データにトリミング
処理を施し、前記画質調整ステップが生成する前記複数の調整動画像データが前記所定数
よりも少ない場合は、前記画像処理ステップは前記復号化動画像データに解像度変換処理
を施すことを特徴とする画像処理方法を提供する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るテレビジョン受像機を、図面を参照して詳細に説明する。
【００１８】
［第１の実施形態］
図１は、第１の実施形態に係るテレビジョン受像機の構成例を示すブロック図であり、実
線はデータライン、破線はコントロールラインを表す。
【００１９】
同図に示すテレビジョン受像機は、チューナユニット１．１、デコーダユニット１．２、
画像処理ユニット１．３、第１メモリユニット１．４、スイッチユニット１．５、画質調
整ユニット１．６、表示制御ユニット１．７、外部入力ユニット１．８、システム制御ユ
ニット１．９、第２メモリユニット１．１０、並びに表示ユニット１．１１を備える。
【００２０】
はじめに、上記の構成を備えるテレビジョン受像機の動作について概説する。
本実施形態に係るテレビジョン受像機は、表示画像の画質調整が可能な「調整モード」と
、画質調整は行わずにテレビジョン受像機としての通常の視聴が可能な「通常モード」と
の２種類の動作モードを採ることができる。



(6) JP 4564613 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

【００２１】
即ち、「通常モード」において、デコーダユニット１．２は、チューナユニット１．１か
らの出力信号、或いは外部より入力されたビットストリームをデコードする。そのデコー
ドされた信号は、スイッチユニット１．５を介して画質調整ユニット１．６に送られ、そ
の画質調整ユニット１．６にて現在設定されている画質に調整する所定の画質調整処理（
以下、画質調整コンポ処理）が施されてコンポジット信号に変換され、表示制御ユニット
１．７は、そのコンポジット信号に基づく画像を表示ユニット１．１１に表示する。
【００２２】
一方、「調整モード」において、デコーダユニット１．２は、入力信号をデコードした信
号から任意の１フレーム分の静止画像を抜き取って画像処理ユニット１．３に出力し、画
像処理ユニット１．３は、その入力された静止画像を所望のサイズに縮小、或いはトリミ
ングする。その縮小或いはトリミングされた静止画像（以下、加工静止画像）は、第１メ
モリユニット１．４に保存される。画質調整ユニット１．６は、第１メモリユニット１．
４に保存された加工静止画像を複数回シーケンシャルに読み出すと共に、その読み出した
加工静止画像毎に、それぞれ異なる画像調整処理（以下、画質調整コンポ処理）を施す。
そして、画質調整ユニット１．６にて処理が施されることによってそれぞれ異なる画質と
なった各加工静止画像は、１フレーム分の画像信号として表示制御ユニット１．７に出力
され、画質調整用のサンプル画像として、図１０または図１１に例示する如く表示ユニッ
ト１．１１に表示される。
【００２３】
次に、図１に示すテレビジョン受像機の各ブロックについて詳細に説明する。
【００２４】
＜チューナユニット１．１＞
チューナユニット１．１は、操作者が所望のチャンネルを指定すると、予め記憶している
ＰＡＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）、或いはＰＭＴ（Ｐｒ
ｏｇｒａｍ　Ｍａｐ　Ｔａｂｌｅ）を参照することにより、そのチャンネルを構成するコ
ンポーネントを伝送するパケットのＰＩＤ（Ｐｒｏｇｒａｍ　ＩＤ）番号を入手し、その
入手した番号に応じてトランスポンダ（不図示）を切り替え、そのトランスポンダを介し
て外部より入力される各種デジタルテレビジョン放送の受信データに対する復調、誤り訂
正等を行うことによってＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）を生成し、その生成
したＴＳを後段のデコーダユニット１．２に出力する。
【００２５】
＜デコーダユニット１．２＞
図３は、第１の実施形態に係るテレビジョン受像機に含まれるデコーダユニットの構成を
示すブロック図である。
【００２６】
デコーダユニット１．２は、バッファユニット４．１、可変長復号化ユニット４．２、逆
量子化ユニット４．３、逆ＤＣＴ（Discrete Cosine Transform）ユニット４．４、動き
補償予測ユニット４．５、ビデオメモリユニット４．６、フォーマット変換ユニット４．
７を備える。
【００２７】
（バッファユニット４．１）
バッファユニット４．１は、チューナユニット１．１から出力される映像信号、或いは外
部より入力されたビットストリーム（符号化データ）を、一時的に記憶するバッファであ
る。
【００２８】
（可変長復号化ユニット４．２）
可変長復号化ユニット４．２では、バッファユニット４．１でバッファリングされた符号
化データ（ＴＳ）を読み出し、その読み出した符号化データの中からマクロブロック符号
化情報が復号されると共に、符号化モード、動きべクトル、量子化情報、並びに量子化Ｄ
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ＣＴ係数が分離される。ここで、送信装置（不図示）が備える符号器で行われる可変長符
号化処理は、出現頻度がより高いデータにはより短いコードを割り当てることにより行わ
れ、受信側の可変長復号化ユニット４．２にて行われる可変長復号化処理においては、そ
の符号化処理と逆の処理が行われる。
【００２９】
（逆量子化ユニット４．３）
逆量子化ユニット４．３では、可変長復号化ユニット４．２にて復号された８×８の量子
化ＤＣＴ係数を逆量子化してＤＣＴ係数に復元する。ここで、量子化処理は、人の視覚特
性に応じて予め定められた量子化テーブルを用いて、送信装置（不図示）が備える符号器
において送信すべき情報の空間的な圧縮を行うために行われ、受信側の逆量子化ユニット
４．３における逆量子化処理は、その量子化処理と逆の処理を、所定の逆量子化テーブル
を参照することによって行われる。
【００３０】
（逆ＤＣＴユニット４．４）
逆ＤＣＴユニット４．４は、上述のＤＣＴ係数を画素空間データに変換する。
ＤＣＴ及び逆ＤＣＴ演算は実数演算で定義されているが、その間に量子化処理が入るため
、デコーダユニット１．２における逆ＤＣＴ演算結果は、ＤＣＴ入力値とは必ずしも一致
せず、しかも整数になるとも限らない。そのため、演算結果の小数点以下の値が０．５と
なる場合には、その演算結果を整数化する際に切り上げになる場合と、切り下げになる場
合とが生じる。このミスマッチは、演算精度を如何に高く規定しても解決できないため、
その対策として、本実施形態では、逆量子化処理後の係数値を微小に変化させることによ
り、誤差を伴わない逆ＤＣＴ演算結果の小数点以下の値が０．５となる確立を小さくする
対策を採る。
【００３１】
（動き補償予測４．５）
動き補償予測ユニット４．５は、動き補償予測モードと、イントラ符号化モードとを採り
得ることが可能であり、そのモードの切り替えは、後述するシステム制御ユニット１．９
の制御により行われる。
【００３２】
動き補償予測ユニット４．５は、動き補償予測モードの場合に、動き補償予測された画像
ブロックのデータを、上述した逆ＤＣＴユニット４．４からの出力データに加算する。但
し、イントラ符号化モードの場合には、この処理は行われない。尚、この符号化モードは
、各マクロブロック単位に決定され、動き補償予測モードは、時間的な相関が高い場合に
高い符号化効率が期待でき、イントラ符号化モードは、シーンの大きな変化等により、時
間的な相関が期待できない場合に用いられる。
【００３３】
（ビデオメモリユニット４．６）
ビデオメモリユニット４．６は、復号処理で用いる参照画素としてＩ（Ｉｎｔｒａ　ｃｏ
ｄｅｄ）ピクチャ、Ｐ（Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　ｃｏｄｅｄ）ピクチャを保存する。
【００３４】
（フォーマット変換ユニット４．７）
フォーマット変換ユニット４．７は、符号化効率を向上させるために可変長復号化ユニッ
ト４．２にて並べ替えられた、Ｉピクチャ、Ｐピクチャ、Ｂ（Ｂｉｄｉｒｅｃｔｉｏｎａ
ｌｌｙ　ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　ｃｏｄｅｄ）ピクチャを、元の入力順序への並べ替えを
行うと共に、必要に応じて画像サイズの変換を行う。
【００３５】
＜画像処理ユニット１．３＞
画像処理ユニット１．３は、上述したデコーダユニット１．２から任意の１フレーム分の
ビデオ信号を読み出し、その読み出したビデオ信号に対して、画質調整用のベースとなる
部分画像を作成すべく、解像度変換による縮小処理、或いはトリミング（切り抜き）処理
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を行う。
【００３６】
ここで、画像処理ユニット１．３にて行われる解像度変換処理及びトリミング処理につい
て説明する。
【００３７】
（解像度変換処理）
画像処理ユニット１．３における解像度変換処理は、例えば６４０×４８０画素の水平及
び垂直解像度を有する１フレーム分のビデオ信号全体を、３２０×２４０画素の解像度に
縮小変換すれば良い（水平及び垂直とも１／２の場合）。
【００３８】
図４は、第１の実施形態に係るテレビジョン受像機に含まれる画像処理ユニットによる解
像度変換処理を説明する図である。
【００３９】
解像度変換処理方法としては、最近隣内挿法や、線形補間法、３次たたみ込み内挿法等の
ＦＩＲ（Finite Impulse Response）フィルタを用いて解像度変換画素を用いる方法等を
採用すれば良い。
【００４０】
最近隣内挿法は、出力画素（補間のために挿入される画素：補間画素）に最も近い入力画
素（補間のために挿入される画素を作成するために利用される画素）を、補間画素とする
方法である。即ち、図４（ａ）において、距離間隔１で並んでいる入力画素ａ１、ａ２か
らそれぞれｕ、ｖの距離にある位置（画素ａ１とａ２の間）に画素ｂを内挿する場合を考
える。もし距離ｕが距離ｖよりも小さければ、内挿画素ｂとしてａ１を用いる。また、距
離ｕと距離ｖとが等しい場合（解像度変換比が整数倍の場合）には、前データａ１を内挿
データｂとして用いる。
もちろん逆に後データａ２を用いても良い。
【００４１】
ここで、一例として、図４（Ｃ）に示すように、１／２倍に解像度を変換（縮小）する場
合について説明する。この場合、４画素の入力データから、２画素の出力データを作成す
る。そのため、最近隣内挿法による解像度変換後の画素データｂｎは、入力データａｎを
用いてそれぞれ式（１）で与えられる。
【００４２】
ｂn+1＝ａ2n+1　　　（ｎ＝０，１，２…）　　　（１），
或いは、次式のようにしてもよい。
【００４３】
ｂn+1＝ａ2n+2　　　（ｎ＝０，１，２…）　　　（２），
また、線形補間法は、画素を内挿する位置の両脇にある画素の画素データを用いて、その
位置に内挿すべき画素の画素データを求める方法である。例えば図５（ａ）に示すように
、距離間隔１で並んでいる画素ａ１、ａ２からそれぞれｕ、ｖの距離にある位置（画素ａ

１とａ２の間）に画素ｂを内挿する場合、画素ｂの画素データは式（３）で求められる。
【００４４】
ｂ＝ａ１×ｖ／（ｕ＋ｖ）＋ａ２×ｕ／（ｕ＋ｖ）　　　（３），
３次たたみ込み補間法は、画素を内挿する位置の両脇にある２画素ずつの画素データと、
３次たたみ込み関数（Ｃｕｂｉｃ関数）を用いて、内挿すべき画素の画素データを求める
方法である。３次たたみ込み関数ｆは、式（４）で与えられるＳｉｎ関数を、内挿する画
素と、距離間隔１で並んでいる両脇２画素ずつの５タップの領域とで断ち切るべく窓関数
処理することにより得られる。従って、３次たたみ込み関数ｆは、画素を内挿すべき位置
と、両脇２画素間の距離ｔの範囲により、式（５）、（６）、（７）のように与えられる
。
【００４５】
ｆ（ｔ）＝Ｓｉｎ（πｔ）／（πｔ）　　　（４），



(9) JP 4564613 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

ｆ（ｔ）＝１－２×｜ｔ｜２＋｜ｔ｜３　　　（０≦｜ｔ｜＜１）　　　（５），
ｆ（ｔ）＝４－８×｜ｔ｜＋５×｜ｔ｜２－｜ｔ｜３（１≦｜ｔ｜＜２）（６），
ｆ（ｔ）＝０　　　（２≦｜ｔ｜）　　　（７），
例えば図４（ｂ）に示すように、距離間隔１で並んでいる画素ａ１、ａ２、ａ３、ａ４か
らそれぞれｕ１、ｕ２、ｕ３、ｕ４の距離にある位置（画素ａ２とａ３の間）に画素ｂを
内挿する場合、画素ｂの画素データは、該３次たたみ込み関数ｆを用いて式（８）で求め
られる。
【００４６】
ｂ＝ａ１×（４－８×ｕ１＋５×ｕ１２－ｕ１３）＋ａ２×（１－２×ｕ２２＋ｕ２３）
＋ａ３×（１－２×ｕ３２＋ｕ３３）＋ａ４×（４－８×ｕ４＋５×ｕ４２－ｕ４３）　
　　（８），
以上の説明は、拡大時、縮小時共に共通であるが、本実施形態では、図４（Ｃ）を用いて
説明した縮小処理のみ行い、また上述したように整数比以外の解像度変換比にも対応する
ことができる（例えば３／１６等）。
【００４７】
更に、２次元の画像データについて解像度変換を行う場合には、水平及び垂直方向それぞ
れについて上述の処理を順次行うことにより、２次元の画像データを解像度変換処理する
ことができる。
【００４８】
また、水平及び垂直方向の処理を独立に連続して行うことにより、水平及び垂直で異なる
倍率で解像度変換することも可能である。
【００４９】
（トリミング処理）
画像処理ユニット１．３におけるトリミング処理は、例えば６４０×４８０画素の水平及
び垂直解像度を有する１フレーム分のビデオ信号の一部分（例えば３２０×２４０画素）
の領域のみを選択して出力すれば良い。例えば、図７（ａ）に示すように、入力信号全領
域の左上の１／４（水平及び垂直共に１／２）の面積の領域のみを出力する、或いは、図
７（ｂ）に示すように中央の領域を出力しても良い。係るトリミングすべき領域の指定は
、後述するシステム制御ユニット１．９により指定され、水平及び垂直方向におけるトリ
ミング開始位置と、トリミング領域の水平及び垂直幅とが指定されることによりなされる
。また、トリミングされる領域と入力画像（１フレーム分のビデオ信号）との比率は、後
述のシステム制御ユニット１．９により任意に設定可能とする。
【００５０】
＜第１メモリユニット１．４＞
第１メモリユニット１．４は、上述した画像処理ユニット１．３によって縮小或いはトリ
ミングされたビデオ信号のデータを一時保存すると共に、高速読み出しに対応可能なメモ
リユニットである。
【００５１】
例えば図７（ａ）に示すように、画像処理ユニット１．３によって入力解像度の１／４の
面積（水平及び垂直ともに１／２）に縮小、或いはトリミングされた場合、第１メモリユ
ニット１．４に一時保存されたビデオ信号は、後述する画質調整ユニット１．６により４
回読み出される。即ち、水平方向には１／Ｌに縮小、或いはトリミングされ、垂直方向に
は１／Ｍに縮小、或いはトリミングされた場合において、第１メモリユニット１．４に格
納されたビデオ信号は、Ｌ×Ｍ回読み出される。
【００５２】
＜スイッチユニット１．５＞
スイッチユニット１．５は、後述するシステム制御ユニット１．９による制御により、「
通常モード」と、操作者が輝度、コントラスト等の画質調整の組み合わせ処理（以下、画
質調整コンポと称する）を選択可能な「調整モード」とを切り替える。
【００５３】



(10) JP 4564613 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

即ち、「通常モード」が選択されているときに、スイッチユニット１．５は、上述したデ
コーダユニット１．２から出力されたビデオ信号（通常のテレビジョン放送等）を後述の
画質調整ユニット１．６に転送する。一方、「調整モード」が選択されているとき、スイ
ッチユニット１．５は、上述した第１メモリユニット１．４から出力されたビデオ信号（
画質調整用の縮小或いはトリミングされた静止画像）を後述する画質調整ユニット１．６
に転送する。
【００５４】
＜画質調整ユニット１．６＞
次に、画質調整ユニット１．６にて行われる画質調整について、図８から図１１を参照し
て説明する。
【００５５】
画質調整ユニット１．６では、例えばブライトネス（明るさ）、コントラスト、シャープ
ネス、ヒュー（色相）等の調整が組み合わせて行われる。
【００５６】
「通常モード」では、先に行われた「調整モード」において操作者により選択された画質
モード、或いは工場出荷時（操作者による設定が行われていない場合）のデフォルト状態
における画質モードに表示画像を調整する処理が、上述したデコーダユニット１．２から
の出力信号に対して行われる。
【００５７】
「調整モード」では、上述した第１メモリユニット１．４から縮小或いはトリミングされ
たビデオ信号データを、Ｌ×Ｍ回シーケンシャルに読み出し、図１０または図１１に例示
する調整用の画面を表示すべく、その読み出しを１回行う度に予め定められた異なる画質
調整のコンポ処理を行う。
【００５８】
図８及び図９は、第１の実施形態における画質調整ユニットが「調整モード」において行
う画質調整の組み合わせパターン例を説明する図であり、図８は４通りの組み合わせパタ
ーンの場合、図９は９通りの組み合わせパターンの場合を示す。
【００５９】
図８に示す組み合わせの各設定において、例えばコンポ（組み合わせパターン）ＩＤ１は
、工場出荷時のままの標準状態である。コンポＩＤ２は、ブライトネスを強くし、コント
ラスト及びシャープネスを弱くした柔らかい画質設定である。コンポＩＤ３は、ブライト
ネスを弱くし、コントラスト及びシャープネスを強くしたきらびやかな画質設定である。
【００６０】
図８に示した組み合わせパターン例は、操作者が「調整モード」において表示ユニット１
．１１を見ながら画質調整を行う際に表示される調整画面（図１０及び図１１参照）にお
ける画像の分割数と１対１に対応させるため、後述するシステム制御ユニット１．９の制
御により、組み合わせパターン数に合わせて上述の画像処理ユニット１．３において縮小
或いはトリミング処理が行われる。
【００６１】
例えば、後述する表示ユニット１．１１の水平及び垂直表示解像度（サイズ）が６４０×
４８０画素であり、前述のデコーダユニット１．２からの出力画像が６４０×４８０画素
であり、且つ画質調整コンポ数（組み合わせパターン）が４通りの場合、上述の画像処理
ユニット１．３では、抽出した１フレーム分のビデオ信号（静止画像）を、水平及び垂直
方向共に１／２に縮小、或いはトリミングする。
【００６２】
図１０及び図１１は、第１の実施形態における「調整モード」において表示ユニットに表
示される調整画面を例示する図であり、図１０は縮小画像を表示した場合、図１１は、ト
リミング画像を表示した場合を示しており、何れの場合も図８に示す４通りの組み合わせ
パターンに対応している。
【００６３】
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＜表示制御ユニット１．７＞
表示制御ユニット１．７は、「通常モード」において、上述した画質調整ユニット１．６
からの出力信号を、後述する表示ユニット１．１１に出力可能な信号に変換して出力する
。
【００６４】
また、表示制御ユニット１．７は、「調整モード」において、後述するシステム制御ユニ
ット１．９の制御により、上述した画質調整ユニット１．６によってそれぞれ異なる画質
調整コンポ処理が施されたビデオ信号を、例えば図１０または図１１に示すようなレイア
ウトの操作画面を構成し、後述する表示ユニット１．１１に出力可能な信号に変換して出
力する。
【００６５】
＜外部入力ユニット１．８＞
外部入力ユニット１．８は、例えばリモートコントロール等の外部入力ユニットであり、
操作者が上述した複数通りの画質調整コンポ画像（図１０及び図１１）の中から好みの画
質調整コンポを選択設定することができる。
【００６６】
外部入力ユニット１．８にて入力された情報は、後述するシステム制御ユニット１．９に
て判断され、その判断に応じて図１に示す各ユニットが調整される。
尚、図１０に示すモード１、及び図１１に示すモード３における白枠は、操作者が外部入
力ユニット１．８により選択している画質調整コンポを示している。
【００６７】
＜表示ユニット＞
表示ユニット１．１１は、例えば液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ等のドットマ
トリクスディスプレイ、或いはＣＲＴディスプレイであり、表示制御ユニット１．７の出
力信号に基づいて画像を表示する。
【００６８】
＜第２メモリユニット＞
第２メモリユニット１．１０は、リセット時に読み出される所定のデフォルト状態（工場
出荷時の設定値）における画質モードを実現する画質調整の組み合わせパターンのＩＤ（
例えば図８に示すコンポＩＤ１）が格納されていると共に、「調整モード」において操作
者が選択した画質調整の組み合わせパターン（例えば図８に示すコンポＩＤ２乃至４）が
保存される。システム制御ユニット１．９は、操作者によって「調整モード」が選択され
たときに、第２メモリユニット１．１０に格納されているコンポＩＤを、現行の設定値と
して判別可能に画質調整画面（図１０または図１１）に表示する（例えば図１０及び図１
１に示す画像において、現在選択されている画質に対応する部分画像に色枠を付けて表示
すれば良い）。
【００６９】
＜システム制御ユニット１．９＞
次に、システム制御ユニット１．９について、図１２及び図１３を参照して説明する。
【００７０】
図１２は、第１の実施形態に係るテレビジョン受像機に含まれるシステム制御ユニットに
おける設定調整処理を示すフローチャートであり、システム制御ユニット１．９内の不図
示のマイコンにて実行される処理手順を示す。この設定調整処理は、図１に示すテレビジ
ョン受像機に電源が投入されることによって開始される。
【００７１】
同図において、ステップＳ１１．１：チューナユニット１．１、デコーダユニット１．２
、並びに画像処理ユニット１．３に所定の初期設定を行うと共に、スイッチユニット１．
５、画質調整ユニット１．６、並びに表示制御ユニット１．７を、上述した「通常モード
」に設定する。
【００７２】



(12) JP 4564613 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

ステップＳ１１．２，ステップＳ１１．３：操作者による画質調整要求が外部入力ユニッ
ト１．８に入力されるまで待機し（ステップＳ１１．２）、画質調整要求が入力されたこ
とを検出したときには、画像処理ユニット１．３、メモリユニット１．４、スイッチユニ
ット１．５、画質調整ユニット１．６、並びに表示制御ユニット１．７を、上述した「調
整モード」に変更する（ステップＳ１１．３）。
【００７３】
ステップＳ１１．４，ステップＳ１１．５：図１３を参照して後述する画質調整コンポ選
択処理を行い（ステップＳ１１．４）、その処理にて選択された画質モード（画質調整コ
ンポ）に、画質調整ユニット１．６を設定する（ステップＳ１１．５）。
【００７４】
ステップＳ１１．６：スイッチユニット１．５、画質調整ユニット１．６、表示制御ユニ
ット１．７に対して再び「通常モード」の設定を行い、ステップＳ１１．２に戻る。
【００７５】
ここで、ステップＳ１１．４の画質調整コンポ選択処理の詳細について説明する。
【００７６】
図１３は、図１２に示す設定調整処理に含まれる画質調整コンポ選択処理の詳細を示すフ
ローチャートである。
【００７７】
同図において、ステップＳ１２．１：画像処理ユニット１．３、メモリユニット１．４、
スイッチユニット１．５、画質調整ユニット１．６、並びに表示制御ユニット１．７を制
御することにより、表示ユニット１．１１上に、例えば図１０または図１１に例示した表
示画面において、前回選択された画質モードを色枠付き等で判別可能とした画質調整コン
ポ選択画面を表示する。
【００７８】
ステップＳ１２．２～ステップＳ１２．４：外部入力ユニット１．８に設けられた不図示
の矢印キー（上下および左右）、セットキー（確定キー）、リセットキーの何れかが押下
されるまで待機し（ステップＳ１２．２）、ステップＳ１２．３にて矢印キーが押下され
たことを検出したときには、その押下された矢印キーに対応する方向に応じて色枠を移動
すると共に選択モードを変更し（ステップＳ１２．４）、ステップＳ１２．２に戻る。
【００７９】
ステップＳ１２．５～ステップＳ１２．７：一方、ステップＳ１２．３にてセットキーま
たはリセットキーが押下されたときには、リセットキーが押下されかを判断し、その判断
でＹＥＳのとき（リセットキーが押下されたとき）にはデフォルト設定（工場出荷時の設
定画質調整コンポ）を新たな選択モードとして確定し（ステップＳ１２．７）、ＮＯのと
き（セットキーが押下されたとき）には、現在選択されている画質調整コンポを新たな選
択モードとして確定する（ステップＳ１２．６）。
【００８０】
ステップＳ１２．８：確定した選択モードを第２メモリユニット１．１０に保存する。
【００８１】
以上説明したように、本実施形態によれば、操作者は、表示ユニット１．１１に表示され
た調整画面（図１０または図１１）の中から所望する好みの画質の静止画像を選択するだ
けで、テレビジョン受像機を所望する画質に容易に調整することができる。
【００８２】
［第２の実施形態］
次に、上述した第１の実施形態に係るテレビジョン受像機を基本とする第２の実施形態を
説明する。以下の説明においては、第１の実施形態と同様な構成については重複する説明
を省略し、本実施形態における特徴的な部分を中心に説明する。
【００８３】
図２は、第２の実施形態に係るテレビジョン受像機の構成例を示すブロック図であり、実
線はデータライン、破線はコントロールラインを表す。
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【００８４】
同図に示すテレビジョン受像機は、チューナユニット２．１、デコーダユニット２．２、
画像処理ユニット２．３、画質調整ユニット２．４．１乃至２．４．ｎ、画質調整ユニッ
ト２．５、第２スイッチユニット２．６、表示制御ユニット２．７、外部入力ユニット２
．８、システム制御ユニット２．９、メモリユニット２．１０、並びに表示ユニット２．
１１を備える。
【００８５】
はじめに、本実施形態が上述した第１の実施形態と異なる点について説明すれば、画像処
理ユニット２．３が選択するビデオ信号が１フレーム分の静止画像ではなく、動画像であ
る点が異なる。より詳しくは、第１の実施形態ではデコーダユニット１．２から任意の１
フレーム分の静止画像を抜き取って縮小或いはトリミング処理し、これに複数種類の画質
調整コンポ処理を施し、表示ユニット１．１１に表示された調整画面を見ながら操作者が
所望の画質を選択可能に構成したのに対し、本実施形態では、デコーダユニット２．２か
ら出力される動画像データを縮小或いはトリミング処理し、複数種類の画質調整コンポ処
理を並列に施し、その処理された複数の動画像サンプルを用いて操作者が所望の画質を選
択可能に構成する。従って、本実施形態では、それぞれ画質が異なる動画像サンプルをリ
アルタイムで表示するため、第１の実施形態における第１メモリユニット１．４に相当す
るメモリは備えていない。
【００８６】
更に、本実施形態における画質調整コンポ処理においては、時間軸方向のフィルタ処理（
ハイパス、ローパス）が施される。
【００８７】
はじめに、上記の構成を備えるテレビジョン受像機の動作について概説する。
本実施形態に係るテレビジョン受像機においても、表示画像の画質調整が可能な「調整モ
ード」と、画質調整は行わずにテレビジョン受像機としての通常の視聴が可能な「通常モ
ード」との２種類の動作モードを採ることができる。
【００８８】
即ち、「通常モード」において、デコーダユニット２．２は、チューナユニット２．１か
らの出力信号、或いは外部より入力されたビットストリームをデコードする。そのデコー
ドされた信号は、スイッチユニット２．５を介して画質調整ユニット２．５に送られ、そ
の画質調整ユニット２．６にて現在設定されている画質に調整する所定の画質調整処理（
画質調整コンポ処理）が施されてコンポジット信号に変換され、表示制御ユニット２．７
は、そのコンポジット信号に基づく画像を表示ユニット２．１１に表示する。
【００８９】
一方、「調整モード」において、デコーダユニット２．２は、入力信号をデコードした信
号を画像処理ユニット２．３に出力する。画像処理ユニット２．３は、入力される動画像
を所望のサイズに縮小、或いはトリミングする。その縮小或いはトリミングされた動画像
（以下、加工動画像）は、画質調整ユニット２．４．１～２．４．ｎに転送され、それら
画質調整ユニットでは、入力された加工動画像に対して、それぞれ異なる画質に調整する
画質調整コンポ処理が施される。
そして、画質調整ユニット２．４．１～２．４．ｎにて処理が施されることによってそれ
ぞれ異なる画質となった各加工動画像は、第２スイッチユニット２．６を介して表示制御
ユニット２．７に出力され、画質調整用のサンプル動画像として、図１０または図１１（
但し本実施形態では動画像のあるフレームに相当）に例示する如く表示ユニット２．１１
に表示される。
【００９０】
次に、本実施形態の特徴であるところの、画質調整ユニット２．４．１～２．４．ｎにて
行われる画質調整コンポ処理について説明する。
【００９１】
画質調整ユニット２．４．１～２．４．ｎは、入力される縮小或いはトリミングされた加
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工動画像に対して画質調整コンポ処理を施すに際して、上述した第１の実施形態と同様な
画質調整コンポ処理に、時間軸のフィルタ処理を追加することによって時間軸方向の高画
質化処理も行う。
【００９２】
図１４及び図１５は、第２の実施形態における画質調整ユニットが「調整モード」におい
て行う画質調整の組み合わせパターン例を説明する図であり、図１４は４通りの組み合わ
せパターンの場合、図１５は９通りの組み合わせパターンの場合を示す。
【００９３】
図１４に示す組み合わせの各設定において、例えばコンポ（組み合わせパターン）ＩＤ１
は、工場出荷時のままの標準状態である。コンポＩＤ２は、ブライトネスを強くし、コン
トラスト及びシャープネスを弱くし、且つ時間軸方向にローパスフィルタ処理を施す柔ら
かい画質設定である。コンポＩＤ３は、ブライトネスを弱くし、コントラスト及びシャー
プネスを強くし、且つ時間軸方向にハイパスフィルタ処理を施すきらびやかな画質設定で
ある。
【００９４】
図１６は、第２の実施形態において画質調整ユニットが備えるフィルタを例示する図であ
り、図１６（ａ）はローパスフィルタ、図１６（ｂ）はハイパスフィルタを示す。何れの
フィルタも３タップのフィルタを例示しているが、何タップのフィルタであっても良い。
【００９５】
「調整モード」において上記の画質調整ユニット２．４．１～２．４．ｎにてそれぞれ異
なる画質に調整された加工動画像は、表示制御ユニット２．７にて画質調整用のサンプル
動画像信号に変換され、図１０または図１１に例示するレイアウトの調整用の動画像がリ
アルタイムに表示される。
【００９６】
このように、本実施形態によれば、表示ユニット２．１１に表示される動画像のサンプル
を見ながら所望の画質を選択することができ、第１の実施形態と同様に、テレビジョン受
像機を所望する画質に容易に調整することができる。
【００９７】
［第３の実施形態］
次に、上述した第１の実施形態に係るテレビジョン受像機を基本とする第３の実施形態を
説明する。以下の説明においては、第１の実施形態と同様な構成については重複する説明
を省略し、本実施形態における特徴的な部分を中心に説明する。
【００９８】
図５は、第３の実施形態に係るテレビジョン受像機の構成例を示すブロック図であり、実
線はデータライン、破線はコントロールラインを表す。
【００９９】
同図に示すテレビジョン受像機は、チューナユニット６．１、デコーダユニット６．２、
第１スイッチユニット６．３、解像度変換ユニット６．４、トリミングユニット６．５、
第１メモリユニット６．６、第２スイッチユニット６．７、画質調整ユニット６．８、表
示制御ユニット６．９、外部入力ユニット６．１０、システム制御ユニット６．１１、第
２メモリユニット６．１２、並びに表示ユニット６．１３を備える。
【０１００】
はじめに、本実施形態が上述した第１の実施形態と異なる点について説明すれば、第１の
実施形態における画像処理ユニット１．３が縮小処理（解像度変換）或いはトリミング処
理の何れかを行う構成としたのに対して、本実施形態では、これら解像度変換処理とトリ
ミング処理とが画質調整コンポ（組み合わせパターン）数に応じて切り替えられる点が異
なる。これは、例えば図１０または図１１に示す調整画面において、選択肢（モード数）
が増えるに従って１サンプルの表示サイズが小さくなるため、ある一定以上の分割数にな
った場合には、操作者にとって解像度変換により縮小するよりも、トリミングの方がサン
プルの静止画像を見易いためである。
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【０１０１】
以下、本実施形態におけるテレビジョン受像機の動作について概説する。本実施形態に係
るテレビジョン受像機においても、表示画像の画質調整が可能な「調整モード」と、画質
調整は行わずにテレビジョン受像機としての通常の視聴が可能な「通常モード」との２種
類の動作モードを採ることができる。
【０１０２】
即ち、「通常モード」において、デコーダユニット６．２は、チューナユニット６．１か
らの出力信号、或いは外部より入力されたビットストリームをデコードする。そのデコー
ドされた信号は、スイッチユニット６．７を介して画質調整ユニット６．８に送られ、そ
の画質調整ユニット６．８にて現在設定されている画質に調整する所定の画質調整処理（
以下、画質調整コンポ処理）が施されてコンポジット信号に変換され、表示制御ユニット
６．９は、そのコンポジット信号に基づく画像を表示ユニット６．１３に表示する。
【０１０３】
一方、「調整モード」において、デコーダユニット６．２は、入力信号をデコードした信
号から任意の１フレーム分の静止画像を抜き取り、第１スイッチユニット６．３を介して
、参照可能な画質調整コンポ（組み合わせパターン）数が所定数以上であるである場合に
はトリミングユニット６．５に入力されて所望のサイズにトリミングされ、当該所定値よ
り小さい場合は解像度変換ユニット６．４に入力されて所望の解像度に縮小される。解像
度変換ユニット６．４またはトリミングユニット６．５にて処理された加工静止画像は、
第１メモリユニット６．６に保存される。画質調整ユニット６．８は、第１メモリユニッ
ト６．６に保存された加工静止画像を複数回シーケンシャルに読み出すと共に、その読み
出した加工静止画像毎に、それぞれ異なる画像調整処理（以下、画質調整コンポ処理）を
施す。そして、画質調整ユニット６．８にて処理が施されることによってそれぞれ異なる
画質となった各加工静止画像は、１フレーム分の画像信号として表示制御ユニット６．９
に出力され、画質調整用のサンプル画像として、図１０または図１１に例示する如く表示
ユニット６．１３に表示される。
【０１０４】
このように、本実施形態によれば、第１の実施形態と同様な効果が得られると共に、参照
可能な画質調整コンポ（組み合わせパターン）数に応じて縮小またはトリミングが適宜選
択されるため、より利便性を向上することができる。
【０１０５】
［第４の実施形態］
次に、上述した第１乃至第３の実施形態に係るテレビジョン受像機を基本とする第４の実
施形態を説明する。以下の説明においては、第１乃至第３の実施形態と同様な構成につい
ては重複する説明を省略し、本実施形態における特徴的な部分を中心に説明する。
【０１０６】
図６は、第４の実施形態に係るテレビジョン受像機の構成例を示すブロック図であり、実
線はデータライン、破線はコントロールラインを表す。
【０１０７】
同図に示すテレビジョン受像機は、チューナユニット７．１、デコーダユニット７．２、
第１スイッチユニット７．３、解像度変換ユニット７．４、トリミングユニット７．５、
画質調整ユニット７．６．１～７．６．ｎ、画質調整ユニット７．７、第２スイッチユニ
ット７．８、表示制御ユニット７．９、外部入力ユニット７．１０、システム制御ユニッ
ト７．１１、メモリユニット７．１２、並びに表示ユニット７．１３を備える。
【０１０８】
はじめに、本実施形態が上述した第１乃至第３の実施形態と異なる点について説明すれば
、第１の実施形態における画像処理ユニット１．３が１フレーム分の静止画像に対する縮
小処理（解像度変換）或いはトリミング処理の何れかを行う構成としたのに対して、本実
施形態では、動画像に対して当該解像度変換処理とトリミング処理とが画質調整コンポ（
組み合わせパターン）数に応じて切り替えられる点が異なる。縮小処理とトリミング処理
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とを切り替える理由は、第３の実施形態にて説明した理由と同様であり、操作者による動
画像の認識を容易にするためである。
【０１０９】
また、本実施形態では、動画像を扱うため、第３の実施形態と同様に加工動画像を生成す
る複数の画質調整ユニット７．６．１乃至７．６．ｎを備え、それら各ユニットにて画質
を調整する際には、時間軸方向のフィルタ処理（ハイパス、ローパス）を追加することに
よる高画質化を図る。
【０１１０】
以下、本実施形態におけるテレビジョン受像機の動作について概説する。本実施形態に係
るテレビジョン受像機においても、表示画像の画質調整が可能な「調整モード」と、画質
調整は行わずにテレビジョン受像機としての通常の視聴が可能な「通常モード」との２種
類の動作モードを採ることができる。
【０１１１】
即ち、「通常モード」における動作は第２の実施形態と同様である。一方、「調整モード
」においては、デコーダユニット７．２から出力される動画像信号に対して、第３の実施
形態と同様に、参照可能な画質調整コンポ（組み合わせパターン）数に応じて解像度変換
ユニット７．４またはトリミングユニット７．５にて縮小処理、或いはトリミング処理が
施される。解像度変換ユニット７．４またはトリミングユニット７．５から出力される加
工動画像は、画質調整ユニット７．６．１乃至７．６．ｎに入力され、それぞれ異なる画
質に調整された後、第２スイッチユニット７．８を介して表示制御ユニット７．１３に入
力され、表示制御ユニット７．１３にて画質調整用のサンプル動画像信号に変換され、図
１０または図１１に例示するレイアウトの調整用の動画像がリアルタイムに表示される。
【０１１２】
このように、本実施形態によれば、第１及び第２の実施形態と同様な効果が得られると共
に、参照可能な画質調整コンポ（組み合わせパターン）数に応じて縮小またはトリミング
が適宜選択されるため、より利便性を向上することができる。
【０１１３】
【他の実施形態】
尚、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ、
プリンタ等）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例えば、
複写機、ファクシミリ装置等）に適用してもよい。
【０１１４】
また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコ
ードを記録した記憶媒体（または記録媒体）を、システムあるいは装置に供給し、そのシ
ステムあるいは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラ
ムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。この場
合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現す
ることになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる
。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)等が実際の処理の一部または全部を
行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。
【０１１５】
更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡
張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わる
CPU等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能
が実現される場合も含まれる。
【０１１６】
　以上説明したように、本発明によれば、表示画像を所望する画質に容易に調整可能な画
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像処理装置、テレビジョン受像機、及び、画像処理方法の提供が実現する。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係るテレビジョン受像機の構成例を示すブロック図である。
【図２】第２の実施形態に係るテレビジョン受像機の構成例を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態に係るテレビジョン受像機に含まれるデコーダユニットの構成を
示すブロック図である。
【図４】第１の実施形態に係るテレビジョン受像機に含まれる画像処理ユニットによる解
像度変換処理を説明する図である。
【図５】第３の実施形態に係るテレビジョン受像機の構成例を示すブロック図である。
【図６】第４の実施形態に係るテレビジョン受像機の構成例を示すブロック図である。
【図７】第１の実施形態において行われるトリミング処理を説明する図である。
【図８】第１の実施形態における画質調整ユニットが「調整モード」において行う画質調
整の組み合わせパターン例を説明する図である。
【図９】第１の実施形態における画質調整ユニットが「調整モード」において行う画質調
整の組み合わせパターン例を説明する図である。
【図１０】画質調整を行う際に表示される調整画面を例示する図である（縮小画像を採用
する場合）。
【図１１】画質調整を行う際に表示される調整画面を例示する図である（トリミング画像
を採用する場合）。
【図１２】第１の実施形態に係るテレビジョン受像機に含まれるシステム制御ユニットに
おける設定調整処理を示すフローチャートである。
【図１３】図１２に示す設定調整処理に含まれる画質調整コンポ選択処理の詳細を示すフ
ローチャートである。
【図１４】第２の実施形態における画質調整ユニットが「調整モード」において行う画質
調整の組み合わせパターン例を説明する図である。
【図１５】第２の実施形態における画質調整ユニットが「調整モード」において行う画質
調整の組み合わせパターン例を説明する図である。
【図１６】第２の実施形態において画質調整ユニットが備えるフィルタを例示する図であ
る。
【図１７】従来例としての画質調整装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１．１，２．１，４．７，６．１，７．１　チューナユニット，
１．２，２．２，６．２，７．２　デコーダユニット，
１．３，２．３　画像処理ユニット，
１．４，６．６，７．３　第１メモリユニット，
１．５　スイッチユニット，
２．６，７．８　第２スイッチユニット，
１．６，２．４，２．５，６．８，７．６，７．７　画質調整ユニット，
１．７，２．７，２．９，６．９，７．９　表示制御ユニット，
１．８，６．１０　外部入力ユニット，
１．９，６．１１，７．１１　システム制御ユニット，
１．１０，６．７，６．１２　第２メモリユニット，
１．１１，２．１１，６．１３，７．１３　表示ユニット，
２．８，７．１０　外部入力ユニット，
２．１０，７．１２　メモリユニット，
３．３　画質調整回路，
３．４　音質調整回路，
３．５　操作キー，
３．６　表示器，
３．７　スピーカ，



(18) JP 4564613 B2 2010.10.20

10

３．１２　マイコン，
３．１３　メニューメモリ，
４．１　バッファユニット，
４．２　可変長復号化ユニット，
４．３　逆量子化ユニット，
４．４　逆ＤＣＴユニット，
４．５　動き補償予測ユニット，
４．６　ビデオメモリユニット，
６．３　第１スイッチユニット，
６．４，７．４　解像度変換ユニット，
６．５，７．５　トリミングユニット，

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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