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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力映像信号の現フィールド信号と、この現フィールド信号を１フィールド遅延した１
フィールド遅延信号との差分を演算する差分回路と、
　前記差分回路からの前記差分と第１比較値とを比較し、該比較結果を１フィールド毎に
加算し、該加算結果と第２比較値とをフィールド毎に比較し、フィールド間相関レベルを
判定するフィールド間相関判定回路と、
　前記フィールド間相関判定回路から得られる連続する複数の前記フィールド間相関レベ
ルのパターンに基づいて、前記入力映像信号が第１プルダウン信号であるか第２プルダウ
ン信号であるか、フィールド周期で判定する第１判定回路と、
　前記第１判定回路が、前記入力映像信号は前記第１プルダウン信号であると判定した回
数をカウントする第１カウンタを具備し、該カウンタの値が第１所定値を超えた場合、前
記入力映像信号を前記第１プルダウン信号であると判定する第２判定回路と、
　前記第１判定回路が、前記入力映像信号は前記第１及び第２プルダウン信号以外の信号
であると判定した場合、前記第１カウンタの値を０にリセットし、前記第１判定回路が、
前記入力映像信号は前記第２プルダウン信号であると判定した場合、前記第１カウンタの
値を維持する手段と、を具備し、
　前記第１プルダウン信号は、全て異なるフレーム画像で構成される２４フィールド／秒
のプログレッシブ映像信号を、２－３プルダウン信号又は２－２プルダウン信号に変換し
た信号であって、前記第２プルダウン信号は、連続する同一フレーム画像を含む２４フィ
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ールド／秒のプログレッシブ映像信号を、２－３プルダウン信号又は２－２プルダウン信
号に変換した信号であることを特徴とするプルダウン信号検出装置。
【請求項２】
　前記第１判定回路が、前記入力映像信号は前記第１プルダウン信号であると判定した場
合にフラグを立て、該フラグの状態を前記第１フラグ情報として前記第１判定回路に提供
する第１フラグ手段を更に具備し、
　前記第１判定回路は、前記入力映像信号が前記第１プルダウン信号ではなく、前記第１
フラグが立っているとき、前記入力映像信号が前記第２プルダウン信号か判定することを
特徴とする請求項１記載のプルダウン信号検出装置。
【請求項３】
　前記第１判定回路が、前記入力映像信号は前記第２プルダウン信号であると判定した回
数をカウントする第２カウンタを具備し、該カウンタの値が第２所定値を超えた場合、前
記入力映像信号を前記第１及び第２プルダウン信号以外の信号と判定し、前記第１及び第
２カウンタの値を０にリセットする第３判定回路を具備することを特徴とする請求項１又
は２記載のプルダウン信号検出装置。
【請求項４】
　入力映像信号の現フィールド信号を１フィールド期間遅延した１フィールド遅延信号と
、前記１フィールド遅延信号を更に１フィールド期間遅延した２フィールド遅延信号を提
供するフィールド遅延回路と、
　前記現フィールド信号、前記１フィールド遅延信号及び前記２フィールド遅延信号の少
なくとも１つから第１補間信号を生成する補間信号生成回路と、
　前記現フィールド信号、前記１フィールド遅延信号及び前記２フィールド遅延信号から
、プルダウン信号を検出するプルダウン信号検出回路と、
　前記プルダウン信号検出回路の検出結果に基づいて、前記現フィールド信号及び２フィ
ールド遅延信号の一方を選択し、ペアフィールド信号として提供する第１セレクタと、
　前記プルダウン信号検出回路の検出結果に基づいて、前記第１補間信号及び前記ペアフ
ィールド信号の一方を選択し、第２補間信号として提供する第２セレクタと、
　前記１フィールド遅延信号と前記第２補間信号とを合成し、順次走査変換信号を提供す
る順次走査変換回路とを具備し、
　前記プルダウン信号検出回路は、
　前記現フィールド信号と、前記１フィールド遅延信号との差分を提供する差分回路と、
　前記差分回路からの前記差分と第１比較値とを比較し、該比較結果を１フィールド毎に
加算し、該加算結果と第２比較値とをフィールド毎に比較し、フィールド間相関レベルを
判定するフィールド間相関判定回路と、
　前記フィールド間相関判定回路から得られる連続する複数の前記フィールド間相関レベ
ルのパターンに基づいて、前記入力映像信号が第１プルダウン信号であるか第２プルダウ
ン信号であるか、フィールド周期で判定する第１判定回路と、
　前記第１判定回路が、前記入力映像信号は前記第１プルダウン信号であると判定した回
数をカウントする第１カウンタを具備し、該カウンタの値が第１所定値を超えた場合、前
記入力映像信号を前記第１プルダウン信号であると判定する第２判定回路と、
　前記第１判定回路が、前記入力映像信号は前記第１及び第２プルダウン信号以外の信号
であると判定した場合、前記カウンタの値を０にリセットし、前記第１判定回路が、前記
入力映像信号は前記第２プルダウン信号であると判定した場合、前記第１カウンタの値を
維持する手段と、を具備し、
　前記第１プルダウン信号は、全て異なるフレーム画像で構成される２４フィールド／秒
のプログレッシブ映像信号を、２－３プルダウン信号又は２－２プルダウン信号に変換し
た信号であって、前記第２プルダウン信号は、連続する同一フレーム画像を含む２４フィ
ールド／秒のプログレッシブ映像信号を、２－３プルダウン信号又は２－２プルダウン信
号に変換した信号であることを特徴とする順次走査変換装置。
【請求項５】
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　前記第１判定回路が、前記入力映像信号は前記第１プルダウン信号であると判定した場
合にフラグを立て、該フラグの状態を前記第１フラグ情報として前記第１判定回路に提供
する第１フラグ手段を更に具備し、
　前記第１判定回路は、前記入力映像信号が前記第１プルダウン信号ではなく、前記フラ
グが立っているとき、前記入力映像信号が前記第２プルダウン信号であるか判定すること
を特徴とする請求項６記載の順次走査変換装置。
【請求項６】
　前記順次走査変換回路から提供される前記順次走査変換信号を表示する表示手段を具備
することを特徴とする請求項４又は５記載の順次走査変換装置。
【請求項７】
　入力映像信号の現フィールド信号と、この現フィールド信号を１フィールド遅延した１
フィールド遅延信号との差分を演算するステップと、
　前記差分と第１比較値とを比較し、該比較結果を１フィールド毎に加算し、該加算結果
と第２比較値とをフィールド毎に比較し、フィールド間相関レベルを判定し、該フィール
ド間相関レベルを提供するステップと、
　連続する複数の前記フィールド間相関レベルのパターンに基づいて、前記入力映像信号
が第１プルダウン信号であるか第２プルダウン信号であるかフィールド周期で判定し、該
判定結果を信号判定結果として提供するステップと、
　前記入力映像信号が前記第１プルダウン信号であると判定された回数をカウントし、該
カウンタ値が第１所定値を超えた場合、前記入力映像信号を前記第１プルダウン信号であ
ると最終的に判定するステップと、
　前記信号判定結果が、前記入力映像信号は前記第１及び第２プルダウン信号以外の信号
であることを示す場合、前記第１カウンタの値を０にリセットし、前記信号判定結果が、
前記入力映像信号は前記第２プルダウン信号であることを示す場合、前記第１カウンタの
値を維持するステップと、を具備し、
　前記第１プルダウン信号は、全て異なるフレーム画像で構成される２４フィールド／秒
のプログレッシブ映像信号を、２－３プルダウン信号又は２－２プルダウン信号に変換し
た信号であって、前記第２プルダウン信号は、連続する同一フレーム画像を含む２４フィ
ールド／秒のプログレッシブ映像信号を、２－３プルダウン信号又は２－２プルダウン信
号に変換した信号であることを特徴とするプルダウン信号検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターレース方式映像信号を順次走査方式映像信号に変換する装置に関し
、特に映画等の２－３プルダウンあるいは２－２プルダウン形式で生成されたインターレ
ース方式映像信号を検出する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン放送波として一般に用いられるＮＴＳＣ方式映像信号ではインターレース
走査方式で映像が走査され、等価的な毎秒画像数を多くして面フリッカを低減している。
一方、近年になって液晶表示装置あるいはプラズマ表示装置のような薄型のテレビジョン
受像機が普及し始めている。このような表示装置を用いてインターレース方式映像信号を
そのまま各走査線に表示すると、画面の輝度が著しく低下し鑑賞に堪えない映像となる。
従ってこのような表示装置は、順次走査方式で映像が表示される。インターレース走査方
式の信号を液晶表示装置のような順次走査の表示デバイスに表示する場合、インターレー
ス走査／順次走査変換回路が必要となる。
【０００３】
　ＮＴＳＣ方式等の標準テレビジョン方式の映像信号の中には、映画フィルム画像に基づ
いて生成された映像信号が含まれていることがある。映画フィルムは、毎秒２４コマであ
り、一方、標準テレビジョン方式の映像信号は毎秒３０フレーム（毎秒６０フィールド）
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のインターレース走査の映像信号である。そのため、映画フィルムを２－３プルダウンあ
るいは２－２プルダウン形式で変換して標準テレビジョン方式の映像信号を得ている。映
画フィルムより変換して得られるインターレース走査の映像信号を、以下プルダウン信号
という。
【０００４】
　例えば２－３プルダウン方式では、先ず映画フィルムを走査してフレーム周波数２４Ｈ
ｚの順次走査の映像信号を生成し、次に映画フィルムの第１フレームを第１及び第２フィ
ールド（２フィールド）、第２フレームを第３～第５フィールド（３フィールド）、第３
フレームを第６及び第７フィールド（２フィールド）、第４フレームを第８～第１０フィ
ールド（３フィールド）というように対応させて変換している。このように２－３プルダ
ウン方式では、同じ映像内容のフィールドが２回又は３回繰り返し用いられる。プルダウ
ン信号に変換されたフィールド信号は奇数フィールド、偶数フィールドを交互に繰り返し
て再生される。
【０００５】
　このようにして、映画フィルムの２コマを標準テレビジョン方式の映像信号の５フィー
ルドに対応させ、映画フィルムのコマに対応して２フィールド映像信号と３フィールドの
映像信号とを交互に繰り返す映像信号に変換している。
【０００６】
　このようなプルダウン信号を順次走査信号に変換するには、映画フィルムの同一のコマ
から生成された２フィールドを１フレームに合成する必要がある。これを実現する順次走
査変換装置は、入力されている映像信号がプルダウン信号であるか否か判断し、プルダウ
ン信号であった場合に、各フィールドに合成すべきフィールド（これをペアフィールドと
いう）を判断し、それらフィールドを合成することで順次走査信号を生成する。このよう
な信号処理をプルダウン補間処理という。
【０００７】
　プルダウン補間処理を行うには、先ず入力映像信号がプルダウン信号であるか否か精度
良く検出する必要がある。下記特許文献１及び２は、このようなプルダウン信号を検出す
る装置を開示している。特許文献１は、フィールド間及びフレーム間の動静判定のパター
ンを利用してプルダウン信号を検出する装置を開示している。特許文献２は、プルダウン
信号の周期がとれずに乱れた場合でもプルダウン信号を判定する装置を開示している。
【特許文献１】特開２００６－２０１１９号公報
【特許文献２】特開２００５－９４０９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来のプルダウン信号を検出あるいは判定する装置では、プルダウン信号の基となる順
次走査（プログレッシブ）画像（２４フレーム／秒）の各フレームが全て異なる画像の場
合が想定されていた。しかし、上記した２－３プルダウン信号あるいは２－２プルダウン
信号の中には、プルダウン信号の基となるプログレッシブ画像が、フレームを間引き、同
一のフレーム画像を２つずつ続けて使用した映像信号となっている場合がある。このよう
な画像信号は、アニメ映像などで現れてくる信号である。
【０００９】
　このようなフレームを間引いたプルダウン信号が入力されると、従来の方法では、同じ
フレーム画像が続いた場合に、フレーム間の動静判定のパターンが一般的なプルダウン信
号パターンと一致せず、プルダウン信号検出の判定までに長い時間が必要となる。
【００１０】
　本発明は、このようにフレームを間引き、同一のフレーム画像を例えば２つずつ続けて
使用したプログレッシブ画像を元に生成されたプルダウン信号を精度良く検出し、該プル
ダウン信号に対する適切なプルダウン処理を実施することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　本発明に係るプルダウン信号検出装置は、入力映像信号の現フィールド信号と、この現
フィールド信号を１フィールド遅延した１フィールド遅延信号との差分を演算する差分回
路と、前記差分回路からの前記差分と第１比較値とを比較し、該比較結果を１フィールド
毎に加算し、該加算結果と第２比較値とをフィールド毎に比較し、フィールド間相関レベ
ルを判定するフィールド間相関判定回路と、前記フィールド間相関判定回路から得られる
連続する複数の前記フィールド間相関レベルのパターンと、入力される第１フラグ情報と
に基づいて、前記入力映像信号が第１プルダウン信号であるか第２プルダウン信号である
か、フィールド周期で判定する第１判定回路と、前記第１判定回路が、前記入力映像信号
は前記第１プルダウン信号であると判定した場合にフラグを立て、該フラグの状態を前記
第１フラグ情報として前記第１判定回路に提供する第１フラグ手段と、前記第１判定回路
が、前記入力映像信号は前記第１プルダウン信号であると判定した回数をカウントする第
１カウンタを具備し、該カウンタの値が第１所定値を超えた場合、前記入力映像信号を前
記第１プルダウン信号であると判定する第２判定回路と、前記第１判定回路が、前記入力
映像信号は前記第１及び第２プルダウン信号以外の信号であると判定した場合、前記第１
カウンタの値を０にリセットする手段とを具備する。
【発明の効果】
【００１２】
　フレームを間引き、同一のフレーム画像を例えば２つずつ続けて使用したプログレッシ
ブ画像を元に生成されたプルダウン信号を精度良く検出し、該プルダウン信号に対する適
切なプルダウン処理を実施することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
【００１４】
　図１は本発明に係るプルダウン信号検出回路が適用された順次走査変換装置の一実施例
の構成を示すブロック図である。
【００１５】
　インターレース走査の入力映像信号である現フィールド信号Ｓ１は第１フィールド遅延
回路１１に入力され、１フィールド後に１フィールド遅延信号Ｓ２として読み出される。
フィールド遅延回路１１は、例えば１フィールド分のメモリ領域を２つ有し、入力される
１フィールド分の映像信号が２つのメモリ領域に交互に記録される。記録された映像信号
の読出しも、２つのメモリ領域に対して交互に行われる。従って、記録された現フィール
ド信号が第１フィールド遅延回路１１から１フィールド遅延信号Ｓ２として読み出されて
いるとき、次の現フィールド信号が、フィールド信号Ｓ１として第１フィールド遅延回路
１１に記録される。１フィールド遅延信号Ｓ２は第２フィールド遅延回路１２に入力され
、１フィールド後に２フィールド遅延信号Ｓ３として読み出される。第２フィールド遅延
回路１２の構成及び動作は、第１フィールド遅延回路１１と同様である。
【００１６】
　動画系補間信号生成回路１３は、現フィールド信号Ｓ１、１フィールド遅延信号Ｓ２、
２フィールド遅延信号Ｓ３から、１フィールド遅延信号Ｓ２の走査ライン間に位置される
動画系補間信号を、例えば動きベクトルによる動き補償補間により生成する。静画系補間
信号生成回路１４は、現フィールド信号Ｓ１、２フィールド遅延信号Ｓ３から、１フィー
ルド遅延信号Ｓ２の走査ライン間に位置される静画系補間信号を、例えば現フィールド信
号Ｓ１と２フィールド遅延信号Ｓ３の平均により、あるいは２フィールド遅延信号Ｓ３そ
のものの値を用いて生成する。
【００１７】
　動き検出回路１５は、現フィールド信号Ｓ１、２フィールド遅延信号Ｓ３から、フレー
ム間の動きを検出し、動き検出信号を混合回路１６に出力する。混合回路１６は、混合比
率を前記動き検出信号に応じて変化させて、前記動画系補間信号と前記静画系補間信号を
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混合し、動き適応補間信号を生成する。
【００１８】
　本発明に係るプルダウン信号検出回路１７は、現フィールド信号Ｓ１、１フィールド遅
延信号Ｓ２、２フィールド遅延信号Ｓ３から、１フィールド遅延信号Ｓ２がプルダウン信
号であるかの検出を行い、プルダウン信号検出信号とペアフィールド選択信号を生成する
。プルダウン信号検出回路１７の詳細動作は後述される。
【００１９】
　第１のセレクタ１８はペアフィールド選択信号に応じて、１フィールド遅延信号Ｓ２と
ペアになるフィールドとして、現フィールド信号Ｓ１と２フィールド遅延信号Ｓ３のどち
らか一方を選択し、ペアフィールド信号として第２のセレクタ１９に出力する。第２のセ
レクタ１９は、プルダウン信号検出信号がプルダウン信号を示す場合にはペアフィールド
信号を、そうでない場合には動き適応補間信号を選択し、選択した信号を補間信号として
出力する。順次走査変換回路２０は、前記補間信号と直接信号である１フィールド遅延信
号Ｓ２とを、順次走査順に整列（合成）して順次走査変換信号を生成する。
【００２０】
　映像再生回路２１は、順次走査変換信号に対してＤ／Ａ変換及び増幅等の処理を施し、
映像再生信号を生成する。表示部２２は映像再生信号を基に映像を表示する。
【００２１】
　図２は本発明に係るプルダウン信号検出回路１７の一実施例の構成を示すブロック図で
ある。
【００２２】
　現フィールド信号Ｓ１は、フィールド間差分絶対値回路３１及びフレーム間差分絶対値
回路３２に入力される。１フィールド遅延信号Ｓ２は、フィールド間差分絶対値回路３１
に入力され、２フィールド遅延信号Ｓ３は、フレーム間差分絶対値回路３２に入力される
。
【００２３】
　フィールド間差分絶対値回路３１では、現フィールド信号Ｓ１と１フィールド遅延信号
Ｓ２間の差分絶対値を算出し、その出力は信号Ｓ１と信号Ｓ２間のフィールド間相関を求
めるために使用される。一方、フレーム間差分絶対値回路３２では、現フィールド信号Ｓ
１と２フィールド遅延信号Ｓ３間の差分絶対値を算出し、その出力は信号Ｓ１と信号Ｓ３
間のフレーム間相関のレベルを求めるために使用される。
【００２４】
　フィールド間差分絶対値回路３１の出力信号はフィールド間比較器３３に入力され、フ
ィールド間比較レベルＦＤ１と比較される。この比較結果は累積加算器３４により１フィ
ールド期間累積加算され、フィールド間動静判定回路３５に入力される。フィールド間動
静判定回路３５は累積加算器３４からの累積加算結果とフィールド間累積加算値比較レベ
ルＦＤ２とを比較することで、フィールド間相関のレベルを強／弱に分け、相関が強い場
合“静”、相関が弱い場合“動”としてフィールド間の動静判定結果を提供する。
【００２５】
　また、フレーム間差分絶対値回路３２の出力信号はフレーム間比較器３８に入力され、
フレーム間比較レベルＦＭ１と比較される。この比較結果は累積加算器３９により１フィ
ールド期間累積加算され、フレーム間動静判定回路４０に入力される。フレーム間動静判
定回路４０は累積加算器３９からの累積加算結果とフレーム間累積加算値比較レベルＦＭ
２とを比較することで、フレーム間相関のレベルを強／弱に分け、相関が強い場合“静”
、相関が弱い場合“動”としてフレーム間の動静判定結果を提供する。
【００２６】
　次に、フィールド間プルダウンパターン検出回路３６は、複数フィールド、例えば連続
５フィールドのフィールド間動静判定結果が、後述する２－３プルダウン信号や、２－２
プルダウン信号などプルダウン信号特有のパターンと一致しているかを検出あるいは判定
する。また、フレーム間プルダウンパターン検出回路４１は、複数フィールド、例えば連
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続５フィールドのフレーム間動静判定結果が、２－３プルダウン信号及び２－２プルダウ
ン信号などプルダウン信号特有のパターンと一致しているかを検出あるいは判定する。
【００２７】
　プルダウン信号判定回路４２は、フィールド間プルダウンパターン検出結果及びフレー
ム間プルダウンパターン検出結果が、所定フィールド数の期間においてプルダウン信号条
件を満たすか否かにより２－３プルダウン信号及び２－２プルダウン信号などのプルダウ
ン信号であるかを判定する。プルダウン信号であるかの判定結果は、プルダウン信号検出
信号Ｋ１として出力され、プルダウン信号である場合には、１フィールド遅延信号Ｓ２と
ペアになるフィールドが現フィールド信号Ｓ１であるか２フィールド遅延信号Ｓ３である
かを示すペアフィールド選択信号Ｋ２が出力される。
【００２８】
　図３に２－３プルダウン信号のフィールド間、及びフレーム間の動静判定パターンを示
す。２－３プルダウン信号は、走査周波数２４フレーム／秒のプログレッシブ画像の、偶
数ライン及び奇数ラインから、インターレースのトップフィールド画像、及びボトムフィ
ールド画像を作成することで、走査周波数６０フレーム／秒のインターレース画像を作成
する。この２４フレーム／秒のプログレッシブ画像から６０フレーム／秒のインターレー
ス画像への変換では、プログレッシブ画像から、２枚のフィールド画像と３枚のフィール
ド画像を交互に生成する。このようにして生成された画像では、フィールド間、及びフレ
ーム間の相関にそれぞれ５フィールドの周期性が現れ、２－３プルダウン信号特有の動静
パターンが検出される。この特有の動静パターンは図３のように、フィールド間の場合、
例えば左端から“静、動、静、静、動”の繰り返しとなり、フレーム間の場合、例えば左
端から“動、動、静、動、動”の繰り返しとなる。
【００２９】
　図４に２－２プルダウン信号のフィールド間、及びフレーム間の動静判定パターンを示
す。２－２プルダウン信号は走査周波数２４フレーム／秒のプログレッシブ画像の、偶数
ライン、及び奇数ラインから、インターレースのトップフィールド画像、ボトムフィール
ド画像を作成することで、走査周波数５０フレーム／秒のインターレース画像を作成する
。この２４フレーム／秒のプログレッシブ画像から５０フレーム／秒のインターレース画
像への変換では、各プログレッシブ画像から、２枚のフィールド画像を生成する。このよ
うにして生成された画像では、フィールド間、及びフレーム間の相関に周期性が現れ、２
－２プルダウン信号特有の動静パターンが検出される。この特有の動静パターンは図４の
ように、フィールド間の場合、例えば左端から“静、動”の繰り返しとなり、フレーム間
の場合は全て“動”となる。
【００３０】
　以上説明したプルダウン信号は、プルダウン信号の基となるプログレッシブ画像（２４
フレーム／秒）の各フレームが全て異なる画像の場合が想定されていた。しかし、上記し
た２－３プルダウン信号あるいは２－２プルダウン信号の中には、プルダウン信号の基と
なるプログレッシブ画像が、同一のフレーム画像を２つずつ続けて使用してフレームを間
引いた映像信号となっている場合がある。このような画像信号は、通常のプルダウン信号
内に、例えば数秒間に数フレーム続いて挿入されていることがある。
【００３１】
　従来は、このような入力信号をプルダウン信号と判定することができない。その結果、
入力プルダウン信号に対して適切なプルダウン信号処理を行うことができず、表示される
画像の品質が低下することになる。
【００３２】
　図５は、このように同一のフレームを２つずつ続けて作成したプログレッシブ画像を２
－３プルダウン信号に変換し、フィールド間及びフレーム間動静判定を行った様子を示し
ている。動静判定結果は矩形枠で示すように、フィールド間の場合、例えば“静、静、静
、動、静”の繰り返しパターンとなり、フレーム間の場合、例えば“静、静、静、動、動
”の繰り返しパターンとなる。このように動静判定結果には、５フィールド周期及び５フ
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レーム周期の特有な動静パターンが現れる。このような特有のパターンをここでは待機状
態判定パターンと呼ぶ。この待機状態判定パターンを検出することにより、フレームを間
引いたプログレッシブ画像から作成されたプルダウン信号の検出が可能となる。
【００３３】
　尚、図５では、元のプログレッシブ画像のフレームが、Ａ、Ａ、Ｃ、Ｃ、Ｅ、Ｆのよう
に構成されている場合を示したが、これに限らず例えば、Ａ、Ｂ、Ｂ、Ｄ、Ｄ、Ｆあるい
はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｃ、Ｅ、Ｆのように構成されていた場合も、動静判定結果には同様な待機
状態パターンが現れる。
【００３４】
　また、本実施例では、同一のフレーム画像を２つ続けて作成したプログレッシブ画像を
基に作成されたプルダウン信号の検出について説明するが、これに限らず、同一のフレー
ム画像を３つ以上続けて作成したプログレッシブ画像を基に作成されたプルダウン信号も
、他の待機状態パターンを用いて同様に検出することが可能である。このように、待機状
態判定パターンを多数持つことで、元画像の２４フレーム／秒プログレッシブ画像におけ
る、間引きされたフレームの数（連続する同一フレーム画像の数）の多様性に対応できる
。
【００３５】
　図６は、２－２プルダウン信号のフィールド間及びフレーム間の動静判定結果に含まれ
る待機状態判定パターンの例を表す。元のプログレッシブ画像が、同一フレーム画像を２
つ続けて構成されているため、矩形枠で囲まれた４つの判定値で示される待機状態判定パ
ターンが検出される。この待機状態判定パターンは、フィールド間動静判定結果の場合は
、静、静、動、静であり、フレーム間の動静判定結果の場合は、静、静、動、動である。
【００３６】
　図７（ａ）及び図８（ａ）は、フィールド間プルダウンパターン検出回路３６が、フィ
ールド間動静判定結果から、待機状態判定パターンを検出するために参照する参照パター
ンを示し、これら参照パターンはパターン検出回路３６内に格納されている。図７（ｂ）
及び図８（ｂ）はフレーム間プルダウンパターン検出回路４１が、フレーム間動静判定結
果から、待機状態判定パターンを検出するために参照する参照パターンを示し、これら参
照パターンはパターン検出回路４１内に格納されている。
【００３７】
　例えば図７（ａ）の各参照パターンは、“静、静、静、動、静”の判定パターンを１デ
ータずつシフトしたデータで構成される。パターン検出回路３６は連続するフィールド間
動静判定結果を例えばＦＩＦＯメモリに格納する。格納されたフィールド間動静判定結果
は、フィールド期間毎に例えば右シフトされると共に、新たな１判定結果がＦＩＦＯメモ
リの先頭（左端）に格納される。パターン検出回路３６はフィールド期間毎に、ＦＩＦＯ
メモリに格納された判定結果が待機状態判定パターンに一致するか否かを、図７（ａ）及
び図８図（ａ）に示す参照パターンを用いて判定する。同様に、フレーム間プルダウンパ
ターン検出回路４１は、図７（ｂ）及び図８（ｂ）の参照パターンを参照して、フレーム
間動静判定結果から、待機状態判定パターンを検出する。
【００３８】
　図５あるいは図６を用いて説明した待機状態パターンは、前述したように通常のプルダ
ウンパターン信号の合間に（例えば数秒間の通常プルダウンパターン信号内に数フレーム
期間）現れる可能性が高い。パターン検出回路３６は通常のプルダウンパターンの検出の
後、プルダウンパターンが検出されなくなった場合、直ぐにプルダウンパターン未検出信
号を出力するのではなく、待機状態パターンの検出を行い、待機状態パターンを検知して
いる間は、待機状態パターン検知信号を出力する。
【００３９】
　プルダウン信号判定回路４２は、待機状態パターンの連続する時間が所定時間以下であ
り、待機状態パターンに続いて通常のプルダウンパターンが連続して検出される場合はプ
ルダウン信号検出信号を出力を維持する。
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【００４０】
　図９はフィールド間プルダウンパターン検出回路３６の動作、図１１はフレーム間プル
ダウンパターン検出回路４１の動作をそれぞれ示すフローチャートである。これらの動作
は同様であるので、プルダウンパターン検出動作を代表して、図９のフィールド間プルダ
ウンパターン検出回路３６の動作を詳細に説明する。また、図１０はパターン検出回路３
６の検出出力を利用したプルダウン信号判定回路４２によるプルダウン信号判定動作、図
１２はパターン検出回路４１の検出出力を利用したプルダウン信号判定回路４２によるプ
ルダウン信号判定動作をそれぞれ示すフローチャートである。これらの動作は同様である
ので、プルダウン信号判定動作を代表して、図１０のプルダウン信号判定動作のみを詳細
に説明する。
【００４１】
　前述したようにプルダウン信号判定回路４２は、フィールド間プルダウンパターン検出
結果及びフレーム間プルダウンパターン検出結果が、所定フィールド数の期間においてプ
ルダウン信号条件を満たすとき、入力フィールド信号が２－３プルダウン信号又は２－２
プルダウン信号などのプルダウン信号であると判定し、プルダウン信号検出信号を出力す
る。
【００４２】
　先ず、図９を参照してフィールド間プルダウンパターン検出回路３６の動作を説明する
。このフローチャートが示す処理動作は１フィールド毎に実行される。
【００４３】
　パターン検出回路３６は、フィールド間動静判定回路３５からのフィールド間動静判定
結果を基に、図３及び図４で示したように、指定数分（図３では５、図４では２）のフィ
ールド間動静判定結果が、プルダウンパターン特有のパターンに完全に一致しているか判
断し（Ｓ１０１）、一致している場合にはプルダウンパターン検出信号を出力する（Ｓ１
０６）。
【００４４】
　フィールド間動静判定結果が、プルダウンパターン特有のパターンに一致していてない
場合（Ｓ１０２のＮＯ）、パターン検出回路３６は待機状態検出フラグ（後述される）が
立っているか判断する（Ｓ１０２）。待機状態検出フラグが立っていない場合（Ｓ１０２
のＮＯ）、プルダウンパターン未検出信号を出力する（Ｓ１０４）。
【００４５】
　一方、待機状態検出フラグが立っている場合（Ｓ１０２のＹＥＳ）、プルダウンパター
ン検出回路３６は、入力した前記指定数分のフィールド間動静判定結果が、待機状態パタ
ーンに完全に一致するか判断し（Ｓ１０３）、完全に一致する場合は待機状態パターン検
出信号を出力する（Ｓ１０５）。
【００４６】
　次に、図１０を用いてフィールド間プルダウンパターン検出回路３６の検出出力を利用
したプルダウン信号判定回路４２によるプルダウン信号判定動作を説明する。このフロー
チャートが示す処理動作は１フィールド毎に実行される。
【００４７】
　信号判定回路４２は、パターン検出回路３６にてプルダウンパターンを検出したか判断
し（Ｓ２０１）、検出している場合はフィールド間待機状態検出フラグ４２ａを立てる（
Ｓ２０２）。次に、待機状態パターン検出期間カウンタ４２ｃをクリアし（Ｓ２０３）、
プルダウンパターン検出期間カウンタ４２ｄをカウントアップする（Ｓ２０４）。
【００４８】
　信号判定回路４２は、プルダウンパターン検出期間カウンタ４２ｄの値がしきい値ＴＨ
ｐより大きいか判断する（Ｓ２０５）。プルダウンパターン検出期間カウンタ４２ｄの値
がしきい値ＴＨｐ以下の場合（Ｓ２０５のＮＯ）、プルダウン信号未検出信号を出力する
（Ｓ２１３）。
【００４９】
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　プルダウンパターン検出期間カウンタ４２ｄの値がしきい値ＴＨｐより大きい場合（Ｓ
２０５のＹＥＳ）、信号判定回路４２は、プルダウンパターン検出期間カウンタ４２ｄを
クリアし（Ｓ２０６）、プルダウン信号検出信号を出力し（Ｓ２０７）、プルダウンモー
ドとなる（Ｓ２０８）。このように、プルダウン信号判定回路４２は、パターン検出回路
３６がプルダウンパターンを閾値ＴＨｐ回より多く検知した場合に、プルダウン信号検出
信号を出力する。これによって、安定したプルダウン信号処理を行うことができる。
【００５０】
　このプルダウンモードにおいて、プルダウン信号判定回路４２は、フィールド間プルダ
ウンパターン検出回路３６からのプルダウンパターン未検出信号のみをモニタする。つま
り、このプルダウンモードでは、待機状態パターン検出信号またはプルダウンパターン検
出信号が入力されても、信号判定回路４２はなにもしない。
【００５１】
　このプルダウンモードの間に、図５、図６で示したような待機状態パターンがパターン
検出回路３６に入力されると、パターン検出回路３６はステップＳ１０１、Ｓ１０２、Ｓ
１０３、Ｓ１０５の処理を実行する結果、待機状態パターン検出信号を出力するが、前述
したようにプルダウンモードは維持される。このような場合、従来はステップＳ１０４の
ようにプルダウン未検出信号を出力するので、プルダウンモードは解除され、フィールド
信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３は通常のビデオ信号として処理される。その結果、表示部２２で表
示される画像の品質が低下する。本実施例では、フィールド間動静判定結果が待機状態パ
ターンとなった場合、フィールド信号Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３はプルダウン信号として処理され
るので、上記したような画像品質の低下は生じない。
【００５２】
　また、プルダウンモードの間に、フィールド信号として通常のビデオ信号（図３～図６
のような２－３プルダウン信号及び２－２プルダウン信号以外の信号）が入力されると、
パターン検出回路３６はプルダウンパターン未検出信号を出力する（Ｓ１０４）。
【００５３】
　このプルダウンパターン未検出信号に応答してプルダウン信号判定回路４２は、ステッ
プＳ２０１、Ｓ２０９の判断ステップを実行し、プルダウンパターン検出期間カウンタ４
２ｄをクリアし（Ｓ２１０）、待機状態パターン検出期間カウンタ４２ｃをクリアし（Ｓ
２１１）、状態検出フラブ４２aをリセットする（Ｓ２１２）。更に、プルダウン信号未
検出信号を出力し（Ｓ２１３）、プルダウンモードから通常モードになる（Ｓ２１４）。
つまりプルダウン信号判定回路４２は、プルダウンパターン検出信号／未検出信号、待機
状態パターン検出信号をモニタする。
【００５４】
　通常のビデオ信号がしばらくの間続いた後（通常モード時）、再びプルダウンパターン
信号が連続して入力し始め、プルダウンパターン検出期間カウンタのカウント値が閾値Ｔ
Ｈｐ以下のときに、図５、図６で示したような待機状態パターンがパターン検出回路３６
に入力されると、パターン検出回路３６はステップＳ１０１、Ｓ１０２、Ｓ１０３、Ｓ１
０５の処理を実行し、その結果、待機状態パターン検出信号を出力する。このときのモー
ドは通常モードであるから、信号判定回路４２は、この待機状態パターン検出信号に応答
して、ステップＳ２０１、Ｓ２０９、Ｓ２１５を実行し、待機状態パターン検出期間カウ
ンタ４２ｃをカウントアップする。このように、通常のビデオ信号を検出したときとは異
なり、プルダウンパターン検出期間カウンタ４２ｄの値は維持される。
【００５５】
　待機状態パターンが数フレーム期間続いた後、フィールド間動静判定結果が、待機状態
パターンから通常のプルダウンパターンに復帰すると、パターン検出回路３６はプルダウ
ンパターン検出信号を出力する（Ｓ１０６）。信号判定回路４２は、プルダウンパターン
検出信号に応答して、ステップＳ２０１～Ｓ２０３を実行し、プルダウンパターン検出期
間カウンタ４２ｄをカウントアップする(Ｓ２０４）。このとき、期間カウンタ４２ｄは
、待機状態パターンが検出される直前の値からカウントを開始する。このように、待機状
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態パターンが入力され、通常のプルダウンパターンが検出されない場合でも、検出期間カ
ウンタ４２ｄの値はリセットされない。従来、プルダウンパターン検出期間カウンタ４２
ｄの閾値以下の周期で、図５あるいは図６のような待機パターンのフィールド信号が入力
されると、プルダウンパターン検出期間カウンタ４２ｄがその度にリセットされるので、
プルダウン信号判定に著しく長い時間が費やされることがあった。しかし本実施例では、
そのような場合にプルダウンパターン検出期間カウンタ４２ｄがリセットされないので、
プルダウン信号判定に著しく長い時間が費やされることはない。
【００５６】
　また通常モードにおいて、典型的なプルダウン信号を検出した後、待機状態パターンが
ある一定期間続き、待機状態パターン検出期間カウンタ４２ｃの値がスレッショルド値Ｔ
Ｈｗを超えた場合（Ｓ２１６のＹＥＳ）、プルダウン信号判定回路４２は入力信号を通常
のビデオ信号と判定し、プルダウンパターン検出カウンタ及び待機状態パターンカウンタ
を０クリアし（Ｓ２１０、Ｓ２１１）、フィールド間待機状態検出フラグをリセットし(
Ｓ２１２）、プルダウン信号未検出信号を出力し（Ｓ２１３）、通常モードとなる（Ｓ２
１４）。
【００５７】
　以上の手法を用いることで、通常のプルダウン信号を入力した後、フレームを間引きし
たような２４フレーム／秒プログレッシブ画像から作成されたプルダウン信号が入力され
た場合でも、プルダウンパターン検出期間カウンタ４２ｄが初期化される弊害がなくなり
、プルダウン信号の検出に時間が著しくかかる現象が抑えられる。
【００５８】
　以上の説明はこの発明の実施の形態であって、この発明の装置及び方法を限定するもの
ではなく、様々な変形例を容易に実施することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明に係るプルダウン信号検出回路が適用された順次走査変換装置の一実施例
の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明に係るプルダウン信号検出回路１７の一実施例の構成を示すブロック図で
ある。
【図３】２－３プルダウン信号のフィールド間及びフレーム間の動静判定パターンを示す
図である。
【図４】２－２プルダウン信号のフィールド間及びフレーム間の動静判定パターンを示す
図である。
【図５】２－３プルダウン信号のフィールド間及びフレーム間の動静判定結果に含まれる
待機状態判定パターンの例を表す図である。
【図６】２－２プルダウン信号のフィールド間及びフレーム間の動静判定結果に含まれる
待機状態判定パターンの例を表す図である。
【図７】２－３プルダウン信号内の待機状態判定パターンを検出するために参照する参照
パターンを示す図である。
【図８】２－２プルダウン信号内の待機状態判定パターンを検出するために参照する参照
パターンを示す図である。
【図９】フィールド間プルダウンパターン検出回路３６の動作を示すフローチャートであ
る。
【図１０】パターン検出回路３６の検出出力を利用したプルダウン信号判定回路４２によ
るプルダウン信号判定動作を示すフローチャートである。
【図１１】フレーム間プルダウンパターン検出回路４１の動作を示すフローチャートであ
る。
【図１２】パターン検出回路４１の検出出力を利用したプルダウン信号判定回路４２によ
るプルダウン信号判定動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
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【００６０】
　３１…フィールド間差分絶対値回路、３２…フレーム間差分絶対値回路、３３…フィー
ルド間比較器、３４、３９…累積加算器、３５…フィールド間動静判定回路、３６…フィ
ールド間プルダウンパターン検出回路、３８…フレーム間比較器、４０…フレーム間動静
判定回路、４１…フレーム間プルダウンパターン検出回路、４２…プルダウン信号判定回
路。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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