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(57)【要約】
【課題】台形補正角度を大きくしても画質を劣化させる
ことなくフレーム欠落を防止できる映像処理装置、及び
映像表示装置等を提供する。
【解決手段】映像信号に対して台形補正処理を行う映像
処理装置１００は、映像信号に対して台形補正処理を行
う台形補正処理部１３０と、台形補正処理部１３０によ
って台形補正処理が行われる前の映像信号、及び台形補
正処理部１３０によって台形補正処理が行われた後の映
像信号の少なくとも一方をバッファリングする遅延バッ
ファー１９０と、設定された遅延フレーム数に応じたフ
レーム期間だけ遅延させて、遅延バッファー１９０から
映像信号を出力する制御を行う遅延バッファー制御部１
８０とを含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号に対して台形補正処理を行う映像処理装置であって、
　前記映像信号に対して前記台形補正処理を行う台形補正処理部と、
　前記台形補正処理部によって前記台形補正処理が行われる前の映像信号、及び前記台形
補正処理部によって前記台形補正処理が行われた後の映像信号の少なくとも一方をバッフ
ァリングする遅延バッファーと、
　設定された遅延フレーム数に応じたフレーム期間だけ遅延させて、前記遅延バッファー
から前記映像信号を出力する制御を行う遅延バッファー制御部とを含むことを特徴とする
映像処理装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記遅延バッファーは、
　前記台形補正処理部によって前記台形補正処理が行われる前の映像信号をバッファリン
グする第１の遅延バッファーを含み、
　前記台形補正処理部は、
　前記第１の遅延バッファーから出力された映像信号に対して台形補正処理を行い、
　前記遅延バッファー制御部は、
　設定された第１の遅延フレーム数に応じたフレーム期間だけ遅延させて、前記映像信号
を前記第１の遅延バッファーから前記台形補正処理部に出力する制御を行うことを特徴と
する映像処理装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記第１の遅延フレーム数がＮ（Ｎは自然数）のとき、前記遅延バッファー制御部は、
Ｎフレーム期間だけ遅延させて前記映像信号を出力する制御を行うことを特徴とする映像
処理装置。
【請求項４】
　請求項２又は３において、
　前記遅延バッファー制御部は、
　前記第１の遅延バッファーに空き領域がない状態で前記第１の遅延バッファーに入力映
像信号がバッファリングされる場合に、前記第１の遅延バッファーに前記台形補正処理部
による処理が未処理のフレームの映像信号があるとき、該フレームの映像信号に前記入力
映像信号を上書きすることを特徴とする映像処理装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記遅延バッファーは、
　前記台形補正処理部によって行われた前記台形補正処理後の映像信号をバッファリング
する第２の遅延バッファーを含み、
　前記遅延バッファー制御部は、
　設定された第２の遅延フレーム数に応じたフレーム期間だけ遅延させて、前記映像信号
を前記第２の遅延バッファーから出力する制御を行うことを特徴とする映像処理装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記第２の遅延フレーム数がＭ（Ｍは自然数）のとき、前記遅延バッファー制御部は、
Ｍフレーム期間だけ遅延させて前記映像信号を出力する制御を行うことを特徴とする映像
処理装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかにおいて、
　前記遅延バッファー制御部は、
　前記遅延バッファーへの映像信号の書き込みタイミングと独立して設けられた読み出し
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タイミングで、前記遅延バッファーから映像信号を読み出す制御を行うことを特徴とする
映像処理装置。
【請求項８】
　請求項１乃至６のいずれかにおいて、
　前記遅延バッファー制御部は、
　前記遅延バッファーへの映像信号の書き込みが完了するまで、前記遅延バッファーから
の映像信号の読み出しを抑制することを特徴とする映像処理装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか記載の映像処理装置と、
　前記台形補正処理部によって行われた前記台形補正処理後の映像信号に基づいて映像を
表示する映像表示部とを含むことを特徴とする映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像処理装置、及び映像表示装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、映像表示装置としての液晶プロジェクターは、図１７に示すように、フレームメ
モリー９００、液晶ライトバルブ駆動部９０６、液晶ライトバルブ９０８を少なくとも備
えている。更に、映像信号に対してスケーリング処理や台形補正処理等の映像処理を行う
ため、液晶プロジェクターは、映像入力インターフェイス（InterFace：Ｉ／Ｆ）部９１
０、メモリー制御部９１２、スケーラー９０２、台形補正処理部９０４を備えている。こ
のような構成の液晶プロジェクターにおいて、映像信号が映像入力Ｉ／Ｆ部９１０に入力
されると、メモリー制御部９１２により、一旦、映像信号がフレームメモリー９００にバ
ッファリングされる。その後、液晶プロジェクターでは、フレームメモリー９００から映
像信号を読み出して、該映像信号に対してスケーリング処理や台形補正処理等の映像処理
を行い、液晶ライトバルブ駆動部９０６に対して映像処理後の映像信号を供給する。
【０００３】
　このような液晶プロジェクターで行われる映像処理については、例えば特許文献１に開
示されている。この特許文献１には、スケーラーによるスケーリング処理において、映像
信号の同期信号の周波数から映像信号の解像度を決定し、映像を拡大又は縮小することに
よって、映像信号の解像度を表示デバイスの解像度に一致するように変換する技術が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－８４７３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示されているように、映像表示装置におけるこの種の映像処理は、映像
信号に対応した垂直同期信号や水平同期信号に同期させている。そのため、台形補正処理
において出力１ライン当たりに複数ライン分の映像信号が必要となり、映像処理が複雑に
なって処理時間がかかるという問題がある。その結果、台形補正角度が大きくなると映像
処理がリアルタイムで処理できなくなり、フレームの欠落を招き、台形補正角度を大きく
することが困難であった。或いは、フレームの欠落をある程度許容して画質を劣化させな
がら、台形補正角度を大きくせざるを得なかった。
【０００６】
　本発明は、以上のような技術的課題に鑑みてなされたものである。本発明の幾つかの態
様によれば、台形補正角度を大きくしても画質を劣化させることなくフレーム欠落を防止
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できる映像処理装置、及び映像表示装置等を提供することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）本発明の一態様は、映像信号に対して台形補正処理を行う映像処理装置が、前記
映像信号に対して前記台形補正処理を行う台形補正処理部と、前記台形補正処理部によっ
て前記台形補正処理が行われる前の映像信号、及び前記台形補正処理部によって前記台形
補正処理が行われた後の映像信号の少なくとも一方をバッファリングする遅延バッファー
と、設定された遅延フレーム数に応じたフレーム期間だけ遅延させて、前記遅延バッファ
ーから前記映像信号を出力する制御を行う遅延バッファー制御部とを含む。
【０００８】
　本態様においては、台形補正処理部によって台形補正処理が行われる前の映像信号、及
び台形補正処理部によって前記台形補正処理が行われた後の映像信号の少なくとも一方を
バッファリングする遅延バッファーを設けている。そして、設定された遅延フレーム数に
応じたフレーム期間だけ遅延させて、遅延バッファーから映像信号を出力する制御を行う
ようにしている。これにより、台形補正角度が大きくなって台形補正処理の処理時間が長
くなり入力同期や出力同期に間に合わない場合であっても、台形補正処理を継続できるよ
うになる。これにより、台形補正角度を大きくしても画質を劣化させることなくフレーム
欠落を防止できる映像処理装置を提供できるようになる。
【０００９】
　（２）本発明の他の態様に係る映像処理装置では、前記遅延バッファーは、前記台形補
正処理部によって前記台形補正処理が行われる前の映像信号をバッファリングする第１の
遅延バッファーを含み、前記台形補正処理部は、前記第１の遅延バッファーから出力され
た映像信号に対して台形補正処理を行い、前記遅延バッファー制御部は、設定された第１
の遅延フレーム数に応じたフレーム期間だけ遅延させて、前記映像信号を前記第１の遅延
バッファーから前記台形補正処理部に出力する制御を行う。
　本態様によれば、可変の遅延フレーム数に応じて第１の遅延バッファーから映像信号を
遅延させて読み出すようにしたので、台形補正角度が大きくなって台形補正処理の処理時
間が長くなり入力同期に間に合わない場合であっても、画質を劣化させることなくフレー
ム欠落を防止できる映像処理装置を提供できるようになる。
【００１０】
　（３）本発明の他の態様に係る映像処理装置では、前記第１の遅延フレーム数がＮ（Ｎ
は自然数）のとき、前記遅延バッファー制御部は、Ｎフレーム期間だけ遅延させて前記映
像信号を出力する制御を行う。
　本態様によれば、上記の効果に加えて、第１の遅延フレーム数を変更することで、台形
補正処理の処理時間に応じた適切な遅延時間で映像処理を行うことができるようになる。
【００１１】
　（４）本発明の他の態様に係る映像処理装置は、前記遅延バッファー制御部は、前記第
１の遅延バッファーに空き領域がない状態で前記第１の遅延バッファーに入力映像信号が
バッファリングされる場合に、前記第１の遅延バッファーに前記台形補正処理部による処
理が未処理のフレームの映像信号があるとき、該フレームの映像信号に前記入力映像信号
を上書きする。
　本態様によれば、上記の効果に加えて、未処理の古いフレームの映像信号を破棄するこ
とで、入力同期が間に合わない場合でも、完全な１フレームを構成し、画質の劣化を防止
できる。
【００１２】
　（５）本発明の他の態様に係る映像処理装置では、前記遅延バッファーは、前記台形補
正処理部によって行われた前記台形補正処理後の映像信号をバッファリングする第２の遅
延バッファーを含み、前記遅延バッファー制御部は、設定された第２の遅延フレーム数に
応じたフレーム期間だけ遅延させて、前記映像信号を前記第２の遅延バッファーから出力
する制御を行う。
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【００１３】
　本態様によれば、台形補正角度が大きくなって台形補正処理の処理時間が長くなり出力
同期に間に合わない場合でも、完全な１フレームの処理後の映像信号をバッファリングで
きる。そのため、画質を劣化させることなく、フレームの欠落を防止できる映像処理装置
を提供できるようになる。
【００１４】
　（６）本発明の他の態様に係る映像処理装置では、前記第２の遅延フレーム数がＭ（Ｍ
は自然数）のとき、前記遅延バッファー制御部は、Ｍフレーム期間だけ遅延させて前記映
像信号を出力する制御を行う。
　本態様によれば、上記の効果に加えて、出力同期に間に合わない場合でも、完全な１フ
レームの処理後の映像信号をバッファリングでき、画質を劣化させることなく、フレーム
の欠落を防止できる映像処理装置を提供できるようになる。
【００１５】
　（７）本発明の他の態様に係る映像処理装置では、前記遅延バッファー制御部は、前記
遅延バッファーへの映像信号の書き込みタイミングと独立して設けられた読み出しタイミ
ングで、前記遅延バッファーから映像信号を読み出す制御を行う。
　本態様によれば、上記の効果に加えて、遅延バッファーの書き込み側と読み出し側とで
フレームの更新速度が異なる場合であっても、１フレームの映像信号の出力を継続でき、
映像信号の更新制御が簡素化できるようになる。
【００１６】
　（８）本発明の他の態様に係る映像処理装置では、前記遅延バッファー制御部は、前記
遅延バッファーへの映像信号の書き込みが完了するまで、前記遅延バッファーからの映像
信号の読み出しを抑制する。
　本態様によれば、上記の効果に加えて、遅延バッファーの書き込み側と読み出し側とで
フレームの更新速度が異なる場合であっても２つの異なるフレームの映像信号が同時に出
力される事態を回避できる。
【００１７】
　（９）本発明の一態様は、映像表示装置が、上記のいずれか記載の映像処理装置と、前
記台形補正処理部によって行われた前記台形補正処理後の映像信号に基づいて映像を表示
する映像表示部とを含む。
【００１８】
　本態様によれば、台形補正角度が大きくなって台形補正処理の処理時間が長くなり入力
同期に間に合わない場合であっても、画質を劣化させることなくフレーム欠落を防止でき
る映像表示装置を提供できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る映像表示装置としての液晶プロジェクターが適用され
た表示システムの構成例のブロック図。
【図２】本実施形態における台形補正角度の説明図。
【図３】本実施形態における台形補正処理の処理内容の説明図。
【図４】台形補正角度とフレームレートの関係を模式的に示す図。
【図５】図１の映像処理装置の構成例のブロック図。
【図６】図５の入力遅延バッファー制御部の要部の構成例のブロック図。
【図７】入力完了通知及び台形補正処理完了通知の説明図。
【図８】図５の出力遅延バッファー制御部の要部の構成例のブロック図。
【図９】台形補正処理完了通知及び出力垂直同期信号の説明図。
【図１０】本実施形態におけるマージン値についての説明図。
【図１１】本実施形態におけるマージン値についての説明図。
【図１２】本実施形態におけるマージン値についての説明図。
【図１３】映像処理装置の動作タイミングの一例を示す図。
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【図１４】映像処理装置の動作タイミングの他の例を示す図。
【図１５】独立カウンター制御方式の説明図。
【図１６】フレーム更新待ち合わせ方式の説明図。
【図１７】従来の液晶プロジェクターの構成を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明す
る実施の形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではな
い。また以下で説明される構成のすべてが本発明の課題を解決するために必須の構成要件
であるとは限らない。
　以下では、本発明に係る映像表示装置として液晶プロジェクターを例に説明するが、本
発明はこれに限定されるものではなく、種々の態様の映像表示装置に適用することができ
るのは言うまでもない。
【００２１】
　図１に、本発明の一実施形態に係る映像表示装置としての液晶プロジェクターが適用さ
れた表示システムの構成例のブロック図を示す。なお、図１における液晶プロジェクター
の構成は、簡略化して図示されている。
　表示システム１０は、映像供給装置（画像供給装置）２０と、映像表示装置（画像表示
装置）としての液晶プロジェクター３０と、スクリーン２００とを含む。映像供給装置２
０は、液晶プロジェクター３０に供給する映像に対応した映像信号（画像信号）、該映像
信号に対応した垂直同期信号及び水平同期信号を生成する。映像供給装置２０からの映像
信号、垂直同期信号及び水平同期信号は、液晶プロジェクター３０に入力される。このよ
うな映像供給装置２０の機能は、ＰＣ（Personal Computer）やＤＶＤ（Digital Versati
le Disc）プレーヤー等によって実現される。なお、液晶プロジェクター３０に入力され
る映像信号等は、図示しないコンピューターで読取可能な記憶媒体から読み出されたもの
であってもよい。このコンピューターで読取可能な記憶媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＤＶＤ、ＦＤ、ＭＤ、メモリーカード等のいずれでもよい。
【００２２】
　液晶プロジェクター３０は、光変調部として液晶ライトバルブを採用したプロジェクタ
ーであり、映像処理装置（画像処理装置）１００と、液晶ライトバルブ駆動部３２、液晶
ライトバルブ（光変調部）３４と、投写レンズ３６と、光源部４０とを含む。光源部４０
は、ランプ４２と、レンズ４４とを含む。液晶プロジェクター３０は、映像供給装置２０
からの映像信号に基づいて、映像（画像）をスクリーン２００に表示する。液晶プロジェ
クター３０では、映像処理装置１００が、スクリーン２００における投写面に対する設置
位置に応じて決定される台形補正角度に従って、映像供給装置２０からの映像信号に対し
て台形補正処理を行う。そのため、映像処理装置１００は、台形補正処理の前段及び後段
に遅延バッファーを備えており、台形補正処理前後の映像信号を各遅延バッファーにバッ
ファリングする。各遅延バッファーは、設定されたマージン値に応じたフレーム期間（１
フレーム分の映像信号に対応する期間）だけ遅延させて映像信号を出力する。このマージ
ン値は、遅延フレーム数に対応しており、可変である。こうすることで、台形補正角度が
大きくなってもフレームが欠落することなく映像信号を処理できるようになる。映像処理
装置１００によって行われた台形補正処理後の映像信号は、該映像信号に対応した垂直同
期信号及び水平同期信号と共に液晶ライトバルブ駆動部３２に入力される。
【００２３】
　液晶ライトバルブ駆動部３２は、液晶ライトバルブ３４を駆動する回路である。液晶ラ
イトバルブ３４は、液晶ライトバルブ駆動部３２で生成された信号を映像化する光変調素
子である。この液晶ライトバルブ駆動部３２は、出力水平同期信号及び出力垂直同期信号
を生成し、これらの同期信号に同期して、映像処理装置１００からの映像信号に基づく画
像を表示する。具体的には、液晶ライトバルブ３４は、光源部４０から射出される光を、
液晶ライトバルブ駆動部３２で生成された信号に基づいて変調して投写に必要な光をスク
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リーン２００側へ向けて射出する。光源部４０は、画像を投写するための光源であり、主
に、ランプ４２が発する光をレンズ４４により平行光とする。この平行光は、液晶ライト
バルブ３４で変調された後、投写レンズ３６に入射する。投写レンズ３６は、光源部４０
から射出され、液晶ライトバルブ３４で変調された光をスクリーン２００に拡大して表示
させる。このスクリーン２００は、液晶プロジェクター３０から投写される投写像を表示
する投写面を有している。上記の液晶ライトバルブ駆動部３２、液晶ライトバルブ３４、
投写レンズ３６及び光源部４０により、映像表示部の機能を実現できる。
【００２４】
　ここで、本実施形態における台形補正処理について説明する。台形補正処理は、スクリ
ーン２００における投写面に対する液晶プロジェクター３０の傾きによって生じる映像の
歪を補正する処理である。
　図２に、本実施形態における台形補正角度の説明図を示す。図２は、液晶プロジェクタ
ー３０及びスクリーン２００の投写面を横から見た図であり、縦方向の台形補正角度を模
式的に表す。
　液晶プロジェクター３０の投写光軸Ｃに対して所与の角度（例えば、垂直）となるよう
にスクリーン２００の投写面が設けられているとき、該投写面に表示される映像が基準映
像であるものとする。このとき、図２に示すように液晶プロジェクター３０の投写光軸Ｃ
が基準より角度Ｈだけ傾けて設定されていると、投写面の画像が歪む。そこで、液晶プロ
ジェクター３０は、この角度Ｈに応じた台形補正処理を行って、基準映像と同様の映像を
表示させる。この角度Ｈは、縦方向の台形補正角度であり、映像処理装置１００において
、台形補正角度に応じて映像の歪みを補正する。なお、図２では縦方向の台形補正角度の
例を説明したが、横方向の台形補正角度も同様であり、液晶プロジェクター３０は、縦方
向の台形補正角度及び横方向の補正角度に応じて映像の歪みを補正する。
【００２５】
　図３に、本実施形態における台形補正処理の処理内容の説明図を示す。図３は、台形補
正処理前の元画像ＩＭＧ０と台形補正処理後の出力画像ＩＭＧ１を模式的に表す。
　元画像ＩＭＧ０の映像信号に基づいてスクリーンＳＣＲの投写面に投写した画像が出力
画像ＩＭＧ１となったものとする。このとき、液晶ライトバルブ３４上における左下隅領
域ＡＲ１と右上隅領域ＡＲ２に着目すると、右上隅領域ＡＲ２における元画像に対する縮
小率は、左下隅領域ＡＲ１における元画像に対する縮小率より高くなる。即ち、右上隅領
域ＡＲ２では元画像に対する変形率が大きく、左下隅領域ＡＲ１では元画像に対する変形
率が小さくなり、１画面内の画素位置によって変形率が異なる。このように１画面内で種
々の処理速度で処理する台形補正処理を行うためには、予め映像信号をバッファリングさ
せておく必要がある。また、台形補正処理では、台形補正角度が大きくなるほど、別の走
査ラインの映像信号を参照する必要があり、台形補正角度に応じて処理速度が変化する。
【００２６】
　図４に、台形補正角度とフレームレートの関係を模式的に示す。図４では、１フレーム
分の映像信号に対する台形補正処理に要する時間をフレームレートとして表し、横方向の
台形補正角度と縦方向の台形補正角度とに対応した台形補正処理のフレームレートを模式
的に表している。
　図４では、縦方向の台形補正角度及び横方向の台形補正角度のそれぞれについて、台形
補正角度が大きくなるほどフレームレートが低下することを示している。これにより、縦
方向の台形補正角度及び横方向の台形補正角度が最大となるとき、フレームレートが最低
となる。ここで、液晶ライトバルブ３４に対する映像信号の出力周期は、例えば６０ｆｐ
ｓ等の固定周期であるため、例えば図４に示す領域ＢＲでは６０ｆｐｓ以下となり、フレ
ームの欠落が発生する。そこで、本実施形態では、台形補正処理の前段及び後段に遅延バ
ッファーを設けることで、映像出力のフレーム欠落を抑制する。
【００２７】
　図５に、図１の映像処理装置１００の構成例のブロック図を示す。図５において、映像
処理装置１００の他に液晶ライトバルブ駆動部３２もあわせて図示している。
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　映像処理装置１００は、映像入力Ｉ／Ｆ部１１０、遅延バッファー制御部１８０、遅延
バッファー１９０、台形補正処理部１３０を含む。遅延バッファー制御部１８０は、入力
遅延バッファー制御部１２０、フレームメモリー制御部１２２、出力遅延バッファー制御
部１４０、フレームメモリー制御部１４２を含む。遅延バッファー１９０は、台形補正処
理部１３０によって台形補正処理が行われる前の映像信号、及び台形補正処理部１３０に
よって台形補正処理が行われた後の映像信号の少なくとも一方をバッファリングする。遅
延バッファー制御部１８０は、設定された遅延フレーム数に応じたフレーム期間だけ遅延
させて、遅延バッファー１９０から映像信号を出力する制御を行う。
【００２８】
　このような遅延バッファー１９０は、入力遅延バッファー（第１の遅延バッファー）１
２４、出力遅延バッファー（第２の遅延バッファー）１４４を含む。入力遅延バッファー
１２４は、４フレーム分の映像信号を記憶する入力フレームメモリー０～入力フレームメ
モリー３を有する。入力遅延バッファー１２４は、設定されたマージン値に応じたフレー
ム期間（垂直走査期間）だけ映像信号を遅延させて出力する遅延バッファーとして機能す
る。マージン値は、ある映像信号の入力に対してこの映像信号の出力を遅延させるフレー
ム数であり、図示しないプロセッサーによって入力側マージン値設定レジスターへ設定さ
れる。ここでは、設定されたマージン値である第１の遅延フレーム数がＮ（Ｎは自然数）
のとき、遅延バッファー制御部１８０は、Ｎフレーム期間だけ遅延させて映像信号を入力
遅延バッファー１２４から台形補正処理部１３０に出力する制御を行う。本実施形態では
、入力遅延バッファー１２４に対してマージン値は０～３のいずれかを設定できるものと
する。
【００２９】
　同様に、出力遅延バッファー１４４もまた、４フレーム分の映像信号を記憶する出力フ
レームメモリー０～出力フレームメモリー３を有する。出力遅延バッファー１４４は、設
定されたマージン値に応じたフレーム期間（垂直走査期間）だけ映像信号を遅延させて出
力する遅延バッファーとして機能する。マージン値は、ある映像信号の入力に対してこの
映像信号の出力を遅延させるフレーム数であり、図示しないプロセッサーによって出力側
マージン値設定レジスターへ設定される。ここでは、設定されたマージン値である第２の
遅延フレーム数がＭ（Ｍは自然数）のとき、遅延バッファー制御部１８０は、Ｍフレーム
期間だけ遅延させて映像信号を出力遅延バッファー１４４から出力する制御を行う。本実
施形態では、出力遅延バッファー１４４に対してマージン値は０～３のいずれかを設定で
きるものとする。
【００３０】
　映像入力Ｉ／Ｆ部１１０は、映像供給装置２０からの映像信号ＶＩＤＥＯｉ、映像信号
ＶＩＤＥＯｉに対応した入力垂直同期信号等を受け付ける。映像入力Ｉ／Ｆ部１１０は、
受け付けた映像信号ＶＩＤＥＯｉを映像信号ＶＩＤＥＯ１として入力遅延バッファー制御
部１２０に出力する。また映像入力Ｉ／Ｆ部１１０は、１フレーム分の映像信号ＶＩＤＥ
Ｏｉの入力が完了すると、入力完了通知を入力遅延バッファー制御部１２０に対して出力
する。映像入力Ｉ／Ｆ部１１０が受け付けた入力垂直同期信号は、台形補正処理部１３０
に出力される。
【００３１】
　入力遅延バッファー制御部１２０は、入力完了通知及び台形補正処理部１３０からの台
形補正処理完了通知に基づいて、入力遅延バッファー１２４への映像信号の書き込み指示
や、入力遅延バッファー１２４からの映像信号の読み出し指示を行う。このとき、入力遅
延バッファー制御部１２０は、映像信号ＶＩＤＥＯ１をバッファリングする入力遅延バッ
ファー１２４内の入力フレームメモリーの選択、及び映像信号を読み出す入力遅延バッフ
ァー１２４内の入力フレームメモリーの選択も行う。
【００３２】
　図６に、図５の入力遅延バッファー制御部１２０の要部の構成例のブロック図を示す。
　入力遅延バッファー制御部１２０は、カウンター更新判定部１５０、入力側マージン値



(9) JP 2012-44505 A 2012.3.1

10

20

30

40

50

設定レジスター１５２、第１の入力フレームカウンター１５４、第２の入力フレームカウ
ンター１５６、メモリーアドレス変換部１５８を含む。
【００３３】
　カウンター更新判定部１５０は、入力側マージン値設定レジスター１５２の設定値に対
応したマージン設定信号、入力完了通知、及び台形補正処理完了通知に基づいて、入力遅
延バッファー１２４の各入力フレームメモリーに対応するカウント値の更新判定を行う。
このカウント値により、入力遅延バッファー１２４の入力フレームメモリー０～入力フレ
ームメモリー３のいずれかが特定される。まず、カウンター更新判定部１５０は、マージ
ン設定信号に対応したカウンター初期値を第１の入力フレームカウンター１５４及び第２
の入力フレームカウンター１５６にそれぞれ出力する。そして、カウンター更新判定部１
５０は、入力完了通知、及び台形補正処理完了通知に基づく更新判定結果に対応したカウ
ント値更新信号を、第１の入力フレームカウンター１５４及び第２の入力フレームカウン
ター１５６にそれぞれ出力する。
【００３４】
　第１の入力フレームカウンター１５４は、カウンター更新判定部１５０からのカウンタ
ー初期値を基準に、カウント値更新信号が入力されるたびにカウント値を更新し、更新さ
れたカウント値を第１の入力フレームメモリーカウント値としてメモリーアドレス変換部
１５８に出力する。第２の入力フレームカウンター１５６も同様に、カウンター更新判定
部１５０からのカウンター初期値を基準に、カウント値更新信号が入力されるたびにカウ
ント値を更新し、更新されたカウント値を第２の入力フレームメモリーカウント値として
メモリーアドレス変換部１５８に出力する。第１の入力フレームカウンター１５４により
更新されるカウント値は、入力遅延バッファー１２４の入力フレームメモリー０～入力フ
レームメモリー３のうち映像信号が書き込まれる入力フレームメモリーを特定するカウン
ト値である。第２の入力フレームカウンター１５６により更新されるカウント値は、入力
遅延バッファー１２４の入力フレームメモリー０～入力フレームメモリー３のうち映像信
号が読み出される入力フレームメモリーを特定するカウント値である。
【００３５】
　メモリーアドレス変換部１５８は、入力遅延バッファー１２４の入力フレームメモリー
０～入力フレームメモリー３のうち第１の入力フレームメモリーカウント値に対応する入
力フレームメモリーのアドレスを第１の入力フレームメモリーアドレスとして出力する。
メモリーアドレス変換部１５８は、入力遅延バッファー１２４の入力フレームメモリー０
～入力フレームメモリー３のうち第２の入力フレームメモリーカウント値に対応する入力
フレームメモリーのアドレスを第２の入力フレームメモリーアドレスとして出力する。以
上のように、入力遅延バッファー制御部１２０は、入力遅延バッファー１２４に映像信号
を書き込むと共に、遅延フレーム数に対応するマージン値に応じたフレーム数だけ遅延さ
せて映像信号を読み出すことができる。
【００３６】
　図５において、フレームメモリー制御部１２２は、入力遅延バッファー制御部１２０か
らの書き込み指示又は読み出し指示やフレームメモリーアドレスに応じて、入力遅延バッ
ファー１２４に対するアクセス制御信号を生成する。例えば、入力遅延バッファー制御部
１２０からの書き込み指示に応じて、フレームメモリー制御部１２２が入力遅延バッファ
ー１２４に対してメモリーアドレス及び書き込み制御信号を出力して、映像信号を対応す
る入力フレームメモリーに書き込む。また、例えば、入力遅延バッファー制御部１２０か
らの読み出し指示に応じて、フレームメモリー制御部１２２が入力遅延バッファー１２４
に対してメモリーアドレス及び読み出し制御信号を出力して、対応する入力フレームメモ
リーから映像信号を読み出す。入力遅延バッファー制御部１２０によって読み出された映
像信号ＶＩＤＥＯ２は、台形補正処理部１３０に入力される。
【００３７】
　台形補正処理部１３０は、入力垂直同期信号及び出力垂直同期信号に同期して、入力遅
延バッファー制御部１２０からの映像信号ＶＩＤＥＯ２に対し、台形補正角度に応じた台
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形補正処理を行う。台形補正処理部１３０が行う台形補正処理は、図３に示すように、公
知の処理であり、詳細な説明を省略する。台形補正処理部１３０による台形補正処理後の
映像信号ＶＩＤＥＯ３は、出力遅延バッファー制御部１４０に出力される。台形補正処理
後に生成される台形補正完了通知は、入力遅延バッファー制御部１２０及び出力遅延バッ
ファー制御部１４０に出力される。
【００３８】
　図７に、入力完了通知及び台形補正処理完了通知の説明図を示す。図７は、１フレーム
毎に、入力される映像信号が台形補正処理される様子を模式的に示し、これらに対応して
出力される入力完了通知及び台形補正処理完了通知のタイミングの一例を表す。
　映像入力Ｉ／Ｆ部１１０を介して映像信号が入力され、１フレーム分の映像信号の受け
付けが完了すると、映像入力Ｉ／Ｆ部１１０は、入力完了通知を出力する。受け付けられ
た映像信号は、入力遅延バッファー１２４にバッファリングされた後、映像信号ＶＩＤＥ
Ｏ２として台形補正処理の処理対象となる。台形補正処理部１３０は、映像信号ＶＩＤＥ
Ｏ２に対して台形補正処理を行い、当該フレームの映像信号の台形補正処理が完了すると
、台形補正処理完了通知を出力する。本実施形態では、図７に示すような各通知をモニタ
ーすることで、入力遅延バッファー１２４への書き込み、入力遅延バッファー１２４から
の読み出し、台形補正処理を１フレーム単位で行うことができる。
【００３９】
　図５において、出力遅延バッファー制御部１４０は、台形補正処理完了通知及びデータ
送出完了通知に基づいて、出力遅延バッファー１４４への映像信号の書き込み指示や、出
力遅延バッファー１４４からの映像信号の読み出し指示を行う。データ送出完了通知は、
出力遅延バッファー１４４から読み出された１フレーム分の映像信号が液晶ライトバルブ
駆動部３２において受け付けが完了されたときに、液晶ライトバルブ駆動部３２から通知
される。出力遅延バッファー制御部１４０は、映像信号ＶＩＤＥＯ３をバッファリングす
る出力遅延バッファー１４４内の出力フレームメモリーの選択、及び映像信号を読み出す
出力遅延バッファー１４４内の出力フレームメモリーの選択も行う。
【００４０】
　図８に、図５の出力遅延バッファー制御部１４０の要部の構成例のブロック図を示す。
　出力遅延バッファー制御部１４０の構成は、入力遅延バッファー制御部１２０と同様で
ある。即ち、出力遅延バッファー制御部１４０は、カウンター更新判定部１６０、出力側
マージン値設定レジスター１６２、第１の出力フレームカウンター１６４、第２の出力フ
レームカウンター１６６、メモリーアドレス変換部１６８を含む。
【００４１】
　カウンター更新判定部１６０は、出力遅延バッファー１４４の各出力フレームメモリー
に対応するカウント値の更新判定を行う。この更新判定は、出力側マージン値設定レジス
ター１６２の設定値に対応したマージン設定信号、台形補正処理完了通知、出力垂直同期
信号及びデータ送出完了通知に基づいて行われる。このカウント値により、出力遅延バッ
ファー１４４の出力フレームメモリー０～出力フレームメモリー３のいずれかが特定され
る。まず、カウンター更新判定部１６０は、マージン設定信号に対応したカウンター初期
値を第１の出力フレームカウンター１６４及び第２の出力フレームカウンター１６６にそ
れぞれ出力する。そして、カウンター更新判定部１６０は、台形補正処理完了通知及びデ
ータ送出完了通知に基づく更新判定結果に対応したカウント値更新信号を、第１の出力フ
レームカウンター１６４及び第２の出力フレームカウンター１６６にそれぞれ出力する。
【００４２】
　第１の出力フレームカウンター１６４は、カウンター更新判定部１６０からのカウンタ
ー初期値を基準に、カウント値更新信号が入力されるたびにカウント値を更新し、更新さ
れたカウント値を第１の出力フレームメモリーカウント値としてメモリーアドレス変換部
１６８に出力する。第２の出力フレームカウンター１６６も同様に、カウンター更新判定
部１６０からのカウンター初期値を基準に、カウント値更新信号が入力されるたびにカウ
ント値を更新し、更新されたカウント値を第２の出力フレームメモリーカウント値として
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メモリーアドレス変換部１６８に出力する。第１の出力フレームカウンター１６４により
更新されるカウント値は、出力遅延バッファー１４４の出力フレームメモリー０～出力フ
レームメモリー３のうち映像信号が書き込まれる出力フレームメモリーを特定するカウン
ト値である。第２の出力フレームカウンター１６６により更新されるカウント値は、出力
遅延バッファー１４４の出力フレームメモリー０～出力フレームメモリー３のうち映像信
号が読み出される出力フレームメモリーを特定するカウント値である。
【００４３】
　メモリーアドレス変換部１６８は、出力遅延バッファー１４４の出力フレームメモリー
０～出力フレームメモリー３のうち第１の出力フレームメモリーカウント値に対応する出
力フレームメモリーのアドレスを第１の出力フレームメモリーアドレスとして出力する。
メモリーアドレス変換部１６８は、出力遅延バッファー１４４の出力フレームメモリー０
～出力フレームメモリー３のうち第２の出力フレームメモリーカウント値に対応する出力
フレームメモリーのアドレスを第２の出力フレームメモリーアドレスとして出力する。以
上のように、出力遅延バッファー制御部１４０は、出力遅延バッファー１４４に映像信号
を書き込むと共に、遅延フレーム数に対応するマージン値に応じたフレーム数だけ遅延さ
せて映像信号を読み出すことができる。
【００４４】
　図５において、フレームメモリー制御部１４２は、出力遅延バッファー制御部１４０か
らの書き込み指示又は読み出し指示やフレームメモリーアドレスに応じて、出力遅延バッ
ファー１４４に対するアクセス制御信号を生成する。例えば、出力遅延バッファー制御部
１４０からの書き込み指示に応じて、フレームメモリー制御部１４２が出力遅延バッファ
ー１４４に対してメモリーアドレス及び書き込み制御信号を出力して、映像信号を対応す
る出力フレームメモリーに書き込む。また、例えば、出力遅延バッファー制御部１４０か
らの読み出し指示に応じて、フレームメモリー制御部１４２が出力遅延バッファー１４４
に対してメモリーアドレス及び読み出し制御信号を出力して、対応する出力フレームメモ
リーから映像信号を読み出す。出力遅延バッファー制御部１４０によって読み出された映
像信号ＶＩＤＥＯｏは、液晶ライトバルブ駆動部３２に対して出力される。液晶ライトバ
ルブ駆動部３２は、１フレーム分の映像信号ＶＩＤＥＯｏの入力の受け付けを完了すると
、出力遅延バッファー制御部１４０に対してデータ送出完了通知を出力する。
【００４５】
　図９に、台形補正処理完了通知及び出力垂直同期信号の説明図を示す。図９は、１フレ
ーム毎に、台形補正処理された後に出力される映像信号の様子を模式的に表し、これらに
対応して出力される台形補正処理完了通知及び出力垂直同期信号のタイミングの一例を表
す。
　台形補正処理部１３０は、映像信号ＶＩＤＥＯ２に対して台形補正処理を行い、当該フ
レームの映像信号の台形補正処理が完了すると、台形補正処理完了通知を出力する。一方
、出力垂直同期信号に同期して出力遅延バッファー１４４から読み出された映像信号は、
液晶ライトバルブ駆動部３２に供給される。この１フレーム分の映像信号ＶＩＤＥＯｏが
液晶ライトバルブ駆動部３２に受け付けられると、データ送出完了通知が出力されるよう
になっている。本実施形態では、図９に示すような各通知をモニターすることで、台形補
正処理後の出力遅延バッファー１４４への書き込み、出力遅延バッファー１４４からの読
み出しを１フレーム単位で行うことができる。
【００４６】
　ここで、本実施形態における入力遅延フレーム数に対応したマージン値及び出力遅延フ
レーム数に対応したマージン値について説明する。２つのマージン値は同様であるため、
以下では出力遅延フレーム数に対応したマージン値を例に説明する。
　図１０、図１１及び図１２に、マージン値についての説明図を示す。図１０は、マージ
ン値「０」のときのフレーム単位の処理の流れを模式的に表す。図１１は、マージン値「
１」のときのフレーム単位の処理の流れを模式的に表す。図１２は、マージン値「２」の
ときのフレーム単位の処理の流れを模式的に表す。図１０～図１２において、映像信号Ｖ
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ＩＤＥＯ３については第１の出力フレームメモリーカウント値、映像信号ＶＩＤＥＯｏに
ついては第２の出力フレームメモリーカウント値を示している。
　図１０に示すように、マージン値「０」のとき、出力遅延バッファー１４４の例えば出
力フレームメモリー０にバッファリングされた映像信号は、次のフレームで映像信号ＶＩ
ＤＥＯｏとして出力される。即ち、遅延フレーム数が「０」である。これに対して、マー
ジン値「１」のとき、図１１に示すように、出力遅延バッファー１４４の例えば出力フレ
ームメモリー０にバッファリングされた映像信号は、マージン値「０」の場合よりも１フ
レーム期間だけ遅延させた後に映像信号ＶＩＤＥＯｏとして出力される。即ち、遅延フレ
ーム数が「１」である。
【００４７】
　一方、図１２に示すように、マージン値「２」のとき、出力遅延バッファー１４４の例
えば出力フレームメモリー０にバッファリングされた映像信号は、マージン値「０」の場
合よりも２フレーム期間だけ遅延させた後に映像信号ＶＩＤＥＯｏとして出力される。即
ち、遅延フレーム数が「２」である。このように、本実施形態では、第１の出力フレーム
メモリーカウント値で特定される出力フレームメモリーに映像信号が書き込まれ、第２の
出力フレームメモリーカウント値で特定される出力フレームメモリーから映像信号が読み
出される。このとき、図８で示したように、２つのカウント値を、（遅延フレーム数＋１
）だけ互いにずらしながら更新することで、書き込み側及び読み出し側の出力フレームメ
モリーを容易に特定でき、マージン値に対応した読み出し制御を簡素化できる。
【００４８】
　次に、上記した映像処理装置１００の動作例について説明する。
　図１３に、映像処理装置１００の動作タイミングの一例を示す。図１３は、入力遅延バ
ッファー１２４にマージン値「０」、出力遅延バッファー１４４にマージン値「１」を設
定したときの映像処理装置１００の動作例のタイミング図を表す。
　まず、図示しないプロセッサーが、入力遅延バッファー１２４に対して入力遅延フレー
ム数に対応するマージン値を設定する。ここでは、マージン値「０」が設定される（第１
の遅延フレーム数設定ステップ）。続いて、このプロセッサーが、出力遅延バッファー１
４４に対して出力遅延フレーム数に対応するマージン値を設定する。ここでは、マージン
値「１」が設定される（第２の遅延フレーム数設定ステップ）。その後、入力垂直同期信
号に同期して映像信号が入力される。入力遅延バッファー制御部１２０等は、この映像信
号を、入力遅延バッファー１２４にバッファリングする（第１の書き込みステップ）。そ
の後、入力遅延バッファー制御部１２０等は、マージン値「０」に対応する遅延フレーム
数「０」で、入力遅延バッファー１２４から映像信号を読み出す（第１の読み出しステッ
プ）。そして、台形補正処理部１３０が、入力遅延バッファー１２４から読み出した映像
信号に対して台形補正処理を行う（台形補正処理ステップ）。
【００４９】
　次に、出力遅延バッファー制御部１４０等は、台形補正処理後の映像信号を出力遅延バ
ッファー１４４にバッファリングする（第２の書き込みステップ）。その後、出力遅延バ
ッファー制御部１４０等は、マージン値「１」に対応する遅延フレーム数「１」で、出力
遅延バッファー１４４から映像信号を読み出す（第２の読み出しステップ）。その後、出
力垂直同期信号に同期して映像信号が出力される。こうすることで、複雑な台形補正処理
によって処理時間がかかる場合であっても、台形補正処理を継続して、映像出力を行うこ
とができるようになる。
【００５０】
　図１４に、映像処理装置１００の動作タイミングの他の例を示す。図１４は、入力遅延
バッファー１２４にマージン値「０」、出力遅延バッファー１４４にマージン値「２」を
設定したときの映像処理装置１００の動作例のタイミング図を表す。
　図１４では、入力垂直同期信号に同期して映像信号が入力される。この映像信号は入力
遅延バッファー１２４にバッファリングされるが、マージン値「０」であるため、次の台
形補正処理完了通知をトリガーとして、台形補正処理の処理対象となる。台形補正処理後
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の映像信号は出力遅延バッファー１４４にバッファリングされるが、マージン値「２」で
あるため、マージン値「２」に対応する２フレーム期間（２フレーム分）だけ遅れて、出
力垂直同期信号に同期して映像信号が出力される。こうすることで、複雑な台形補正処理
によって処理時間がかかる場合であっても、台形補正処理を継続して、映像出力を行うこ
とができるようになる。
【００５１】
　また、入力遅延バッファー１２４にマージン値「１」や「２」を設定することで、台形
補正処理の処理時間がかかり、入力同期に間に合わない場合であっても、フレームを欠落
させることなく映像信号を取り込めるようになる。
【００５２】
　このような映像処理装置１００は、入力遅延バッファー１２４に空き領域がない状態で
映像信号ＶＩＤＥＯ１をバッファリングする際に、台形補正処理が未処理のフレームの映
像信号があるとき、未処理の映像信号に映像信号ＶＩＤＥＯ１を上書きする。このとき、
上書きされる未処理のフレームは、表示されることなく破棄されることになる。このよう
に、入力遅延バッファー１２４にバッファリングされている未処理の古いフレームの映像
信号を破棄することで、入力同期が間に合わない場合でも、完全な１フレームを構成し、
画質の劣化を防止できる。
【００５３】
　また、入力遅延バッファー１２４又は出力遅延バッファー１４４の書き込み側と読み出
し側とでフレーム更新速度が異なる場合に、次のように各遅延バッファー内の映像信号を
更新することができる。１つは、独立カウンター制御方式であり、もう１つは、フレーム
更新待ち合わせ方式である。独立カウンター制御方式では、遅延バッファー制御部１８０
が、遅延バッファー１９０への映像信号の書き込みタイミングと独立して設けられた読み
出しタイミングで、遅延バッファー１９０から映像信号を読み出す制御を行う。フレーム
更新待ち合わせ方式では、遅延バッファー制御部１８０は、遅延バッファー１９０への映
像信号の書き込みが完了するまで、遅延バッファー１９０からの映像信号の読み出しを抑
制する。以下では、出力遅延バッファー１４４への映像信号の更新制御を例に説明するが
、入力遅延バッファー１２４への映像信号の更新制御も同様である。
【００５４】
　図１５に、独立カウンター制御方式の説明図を示す。図１５は、出力遅延バッファー１
４４への映像信号の書き込み動作と出力遅延バッファー１４４からの映像信号の読み出し
動作のタイミング例を表す。図１５では、倍速駆動で、２回毎に映像信号ＶＩＤＥＯｏを
更新している。図１５において、映像信号ＶＩＤＥＯ３については第１の出力フレームメ
モリーカウント値、映像信号ＶＩＤＥＯｏについては第２の出力フレームメモリーカウン
ト値を示している。
　独立カウンター制御方式では、第１の出力フレームメモリーカウント値及び第２の出力
フレームメモリーカウント値が独立して更新される。図１５において、例えばマージン値
「１」であるものとすると、映像信号ＶＩＤＥＯ３が、映像信号ＶＩＤＥＯｏとして出力
される。具体的には、遅延バッファー制御部１８０では、第１の出力フレームカウンター
１６４のカウント値にかかわらず、第２の出力フレームカウンター１６６のカウント値に
より特定されるフレームの映像信号を出力遅延バッファー１４４から読み出す制御を行う
。即ち、出力遅延バッファー１４４に書き込まれる映像信号のフレームを特定するカウン
ト値は、出力遅延バッファー１４４から読み出される映像信号のフレームを特定するカウ
ント値に対して独立に更新される。
【００５５】
　同様に、入力遅延バッファー１２４については、遅延バッファー制御部１８０では、第
１の入力フレームカウンター１５４のカウント値にかかわらず、第２の入力フレームカウ
ンター１５６のカウント値により特定されるフレームの映像信号を入力遅延バッファー１
２４から読み出す制御を行う。即ち、入力遅延バッファー１２４に書き込まれる映像信号
のフレームを特定するカウント値は、入力遅延バッファー１２４から読み出される映像信
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号のフレームを特定するカウント値に対して独立に更新される。
【００５６】
　以上のように、フレーム更新速度が異なる場合であっても、１フレームの映像信号の出
力を継続でき、独立カウンター制御方式によれば、各カウント値の更新制御が簡素化でき
るようになる。
【００５７】
　ところが、映像信号ＶＩＤＥＯ３のうちフレームＦＭ１の映像信号のように、スキップ
される場合が生じる。また、フレームＦＭ２における映像信号のように、２つの異なるフ
レームの映像信号が、同時に映像信号ＶＩＤＥＯｏとして出力される場合が生ずる。そこ
で、独立カウンター制御方式に代えてフレーム更新待ち合わせ方式で、各遅延バッファー
内の映像信号を更新するようにしてもよい。
【００５８】
　図１６に、フレーム更新待ち合わせ方式の説明図を示す。図１６は、出力遅延バッファ
ー１４４への映像信号の書き込み動作と出力遅延バッファー１４４からの映像信号の読み
出し動作のタイミング例を表す。図１６において、映像信号ＶＩＤＥＯ３については第１
の出力フレームメモリーカウント値、映像信号ＶＩＤＥＯｏについては第２の出力フレー
ムメモリーカウント値を示している。
　フレーム更新待ち合わせ方式は、出力遅延バッファー１４４への映像信号ＶＩＤＥＯ３
への更新が完了するまで、映像信号ＶＩＤＥＯｏの更新を抑制する方式である。図１６に
おいて、例えばマージン値「１」であるものとすると、映像信号ＶＩＤＥＯ３の更新が完
了するまで映像信号ＶＩＤＥＯｏは更新されない。具体的には、遅延バッファー制御部１
８０では、第１の出力フレームカウンター１６４のカウント値に対応したフレームの映像
信号の出力遅延バッファー１４４への書き込みが完了するまで、第２の出力フレームカウ
ンター１６６のカウント値に対応したフレームの映像信号の読み出しを抑制する。即ち、
第２の出力フレームカウンター１６６のカウント動作は、第１の出力フレームカウンター
１６４のカウント値に応じて抑制される。
【００５９】
　同様に、入力遅延バッファー１２４については、遅延バッファー制御部１８０では、第
１の入力フレームカウンター１５４のカウント値に対応したフレームの映像信号の入力遅
延バッファー１２４への書き込みが完了するまで、第２の入力フレームカウンター１５６
のカウント値に対応したフレームの映像信号の読み出しを抑制する。即ち、第２の入力フ
レームカウンター１５６のカウント動作は、第１の入力フレームカウンター１５４のカウ
ント値に応じて抑制される。
【００６０】
　以上のように、このフレーム更新待ち合わせ方式によれば、制御が複雑になるものの、
独立カウンター制御方式でのスキップや、２つの異なるフレームの映像信号が同時に出力
される事態を回避できる。
【００６１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、台形補正処理を行う台形補正処理部の前段
に入力遅延バッファーを設けるようにしている。このため、台形補正角度が大きくなって
台形補正処理の処理時間が長くなり入力同期に間に合わない場合であっても、台形補正処
理を継続できるようになる。また、本実施形態によれば、台形補正処理部の後段に出力遅
延バッファーを設けるようにしたので、台形補正角度が大きくなって台形補正処理の処理
時間が長くなり出力同期に間に合わない場合でも、完全な１フレームの処理後の映像信号
をバッファリングできる。そのため、画質を劣化させることなく、フレームの欠落を防止
できる映像処理装置を提供できるようになる。
【００６２】
　なお、本発明は上記の各実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も可能で
ある。
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　（１）上記の実施形態では、台形補正処理部の前段に入力遅延バッファー、台形補正処
理部の後段に出力遅延バッファーを設ける構成について説明したが、入力遅延バッファー
及び出力遅延バッファーの一方が省略された構成であってもよい。
【００６４】
　（２）上記の実施形態では、入力遅延バッファー及び出力遅延バッファーには、それぞ
れ４フレーム分の記憶領域が割り当てられる例を説明したが、本発明はこれに限定される
ものではない。
【００６５】
　（３）上記の実施形態では、マージン値を「０」、「１」又は「２」に設定する例を説
明したが、マージン値が「３」以上であってもよい。しかしながら、マージン値を大きく
するほど遅延時間が長くなるため、マージン値を「１」又は「２」に設定することが望ま
しい。
【００６６】
　（４）上記の実施形態では、映像供給装置が液晶プロジェクターと独立して設けられる
例について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば液晶プロジェク
ターが映像供給装置を内蔵するように構成されていてもよい。
【００６７】
　（５）上記の実施形態では、映像表示装置として液晶プロジェクターを例に説明したが
、本発明はこれに限定されるものではない。本発明に係る映像表示装置が有する光変調部
として、液晶ライトバルブに限定されるものではなく、例えば、ＤＭＤ（Digital Microm
irror Device）を用いることができる。また、本発明に係る映像表示装置として、プラズ
マディスプレイや有機ＥＬ（Electro Luminescence）ディスプレイ等の直視型の映像表示
装置であってもよい。
【００６８】
　（６）なお、本発明は、種々の態様で実現することが可能である。例えば、本発明に係
る映像処理方法や映像表示方法を実現するためのコンピュータープログラム、そのコンピ
ュータープログラムを記録した記録媒体等の形態で実現することができる。
【符号の説明】
【００６９】
１０…表示システム、　２０…映像供給装置、　３０…液晶プロジェクター、
３２，９０６…液晶ライトバルブ駆動部、　３４，９０８…液晶ライトバルブ、
３６…投写レンズ、　４０…光源部、　４２…ランプ、　４４…レンズ、
１００…映像処理装置、　１１０，９１０…映像入力Ｉ／Ｆ部、
１２０…入力遅延バッファー制御部、　１２２，１４２…フレームメモリー制御部、
１２４…入力遅延バッファー（第１の遅延バッファー）、
１３０，９０４…台形補正処理部、　１４０…出力遅延バッファー制御部、
１４４…出力遅延バッファー（第２の遅延バッファー）、
１５０，１６０…カウンター更新判定部、　１５２…入力側マージン値設定レジスター、
１５４…第１の入力フレームカウンター、　１５６…第２の入力フレームカウンター、
１５８，１６８…メモリーアドレス変換部、　
１６２…出力側マージン値設定レジスター、　１６４…第１の出力フレームカウンター、
１６６…第２の出力フレームカウンター、　１８０…遅延バッファー制御部、
１９０…遅延バッファー、　２００…スクリーン、　９００…フレームメモリー、
９１２…メモリー制御部、　９０２…スケーラー、
ＶＩＤＥＯｉ，ＶＩＤＥＯｏ，ＶＩＤＥＯ１～ＶＩＤＥＯ３…映像信号
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