
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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（ａ）外部より供給される同期信号に同期したサンプリングクロック信号の周波数を設定
するための周波数制御信号を生成する周波数最適化手段と、
（ｂ）前記サンプリングクロック信号の位相を設定するため位相制御信号を生成する位相
最適化手段と、
（ｃ）前記同期信号，前記周波数制御信号及び前記位相制御信号を受信して、前記周波数
制御信号によって決定される前記周波数及び前記位相制御信号によって決定される前記位
相を有し且つ前記同期信号に同期した前記サンプリングクロック信号を生成するクロック
生成手段と、
（ｄ）アナログ映像信号と前記サンプリングクロック信号とを受信して、前記サンプリン
グクロック信号のタイミングで前記アナログ映像信号をサンプリングホールドした上で前
記アナログ映像信号をデジタル映像信号に変換する変換手段と、
（ｅ）前記デジタル映像信号を受信して、前記デジタル映像信号が与える１画面分の画質
を検出して画質判定データ信号を生成する画質検出手段と、
（ｆ）前記画質検出手段が出力する前記画質判定データと前記画質判定データに対応した
前記サンプリングクロック信号の前記位相を与える位相データとを記憶する記憶手段とを
備え、
前記位相最適化手段は、
（ｂ－１）前記記憶手段が前記１画面分の前記画質判定データとそれに対応する前記位相



前記画質検出手段は、前記１画面の全範囲についての前記差分の絶対値のデータの中で、
最大値のものを与えるデータ信号を前記画質判定データ信号として決定することを特徴と
する、
画質自動調整装置。
【請求項２】

前記位相制御信号変更手段は、
前記１画面が複数のブロックに分割されている場合において、前記複数のブロックに属す
る各ブロック毎に、当該ブロックにおける前記初期値が他のブロックのそれと互いに異な
る値となるように指令する前記位相制御信号を順次に生成・出力すると共に、前記位相制
御信号が与える当該ブロックに関する前記位相を当該ブロックの前記初期値から前記所定
の位相変化量だけを順次に変化させる手段であり、
前記各ブロックについての位相変化量の合計は前記位相変化範囲に相当しており、
前記画質検出手段は、前記１画面につき、前記各ブロック毎に画質を検出して、それらの
検出結果を前記画質判定データ信号として生成・出力することを特徴とする、
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データとを記憶する毎に、前記サンプリングクロック信号の１周期に相当する位相変化範
囲内で、前記位相制御信号が与える前記位相を、その初期値から所定の位相変化量だけを
順次に変化させる位相制御信号変更手段と、
（ｂ－２）前記サンプリングクロック信号の前記位相の変化量が前記位相変化範囲に到る
までに前記記憶手段に格納されている前記１画面毎の前記画質判定データより成るデータ
群の中から最大のものを抽出して、前記最大のものに対応する前記サンプリングクロック
信号の前記位相を最適位相として決定すると共に、前記最適位相を与える最適位相制御信
号を前記位相制御信号に最終的に決定する最適位相決定手段とを備え、
前記画質検出手段は、前記１画面中の互いに隣り合う画素同士のデータの差分の絶対値の
データに基づき、前記画質判定データ信号を生成し、

（ａ）外部より供給される同期信号に同期したサンプリングクロック信号の周波数を設定
するための周波数制御信号を生成する周波数最適化手段と、
（ｂ）前記サンプリングクロック信号の位相を設定するため位相制御信号を生成する位相
最適化手段と、
（ｃ）前記同期信号，前記周波数制御信号及び前記位相制御信号を受信して、前記周波数
制御信号によって決定される前記周波数及び前記位相制御信号によって決定される前記位
相を有し且つ前記同期信号に同期した前記サンプリングクロック信号を生成するクロック
生成手段と、
（ｄ）アナログ映像信号と前記サンプリングクロック信号とを受信して、前記サンプリン
グクロック信号のタイミングで前記アナログ映像信号をサンプリングホールドした上で前
記アナログ映像信号をデジタル映像信号に変換する変換手段と、
（ｅ）前記デジタル映像信号を受信して、前記デジタル映像信号が与える１画面分の画質
を検出して画質判定データ信号を生成する画質検出手段と、
（ｆ）前記画質検出手段が出力する前記画質判定データと前記画質判定データに対応した
前記サンプリングクロック信号の前記位相を与える位相データとを記憶する記憶手段とを
備え、
前記位相最適化手段は、
（ｂ－１）前記記憶手段が前記１画面分の前記画質判定データとそれに対応する前記位相
データとを記憶する毎に、前記サンプリングクロック信号の１周期に相当する位相変化範
囲内で、前記位相制御信号が与える前記位相を、その初期値から所定の位相変化量だけを
順次に変化させる位相制御信号変更手段と、
（ｂ－２）前記サンプリングクロック信号の前記位相の変化量が前記位相変化範囲に到る
までに前記記憶手段に格納されている前記１画面毎の前記画質判定データより成るデータ
群の中から最大のものを抽出して、前記最大のものに対応する前記サンプリングクロック
信号の前記位相を最適位相として決定すると共に、前記最適位相を与える最適位相制御信
号を前記位相制御信号に最終的に決定する最適位相決定手段とを備え、



画質自動調整装置。
【請求項３】

前記画質検出手段は、前記１画面の全範囲についての前記差分の絶対値のデータの中で、
最大値から大きい順に選んだ数データの平均値を与えるデータ信号を前記画質判定データ
信号として決定することを特徴とする、
画質自動調整装置。
【請求項４】
請求項１ 記載の画質自動調整装置であって、
（ｇ）前記最適位相の決定後に所定の定期点検時間が経過したか否かを判定するタイマ手
段と、
（ｈ）前記タイマ手段が前記所定の定期点検時間が経過したと判定したときには、前記最
適位相に対して正負の方向にそれぞれ前記所定の位相変化量だけ変化させて得られる位相
をそれぞれ指示する第１及び第２定期点検用位相制御信号を前記位相制御信号として生成
・出力すると共に、その結果、前記画質検出手段が出力する前記画質判定データ信号を前
記記憶手段から読出して、読出した前記画質判定データ信号に基づき新たな最適位相を決
定する定期的位相補正手段とを更に備えることを特徴とする、
画質自動調整装置。
【請求項５】
請求項１ないし のいずれかに記載の前記画質自動調整装置と、
前記最適位相を有する前記サンプリングクロック信号に基づき前記変換手段が前記アナロ
グ映像信号を変換して出力する前記デジタル映像信号が与えるデジタル画像を表示する表
示手段とを備えることを特徴とする、
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（ａ）外部より供給される同期信号に同期したサンプリングクロック信号の周波数を設定
するための周波数制御信号を生成する周波数最適化手段と、
（ｂ）前記サンプリングクロック信号の位相を設定するため位相制御信号を生成する位相
最適化手段と、
（ｃ）前記同期信号，前記周波数制御信号及び前記位相制御信号を受信して、前記周波数
制御信号によって決定される前記周波数及び前記位相制御信号によって決定される前記位
相を有し且つ前記同期信号に同期した前記サンプリングクロック信号を生成するクロック
生成手段と、
（ｄ）アナログ映像信号と前記サンプリングクロック信号とを受信して、前記サンプリン
グクロック信号のタイミングで前記アナログ映像信号をサンプリングホールドした上で前
記アナログ映像信号をデジタル映像信号に変換する変換手段と、
（ｅ）前記デジタル映像信号を受信して、前記デジタル映像信号が与える１画面分の画質
を検出して画質判定データ信号を生成する画質検出手段と、
（ｆ）前記画質検出手段が出力する前記画質判定データと前記画質判定データに対応した
前記サンプリングクロック信号の前記位相を与える位相データとを記憶する記憶手段とを
備え、
前記位相最適化手段は、
（ｂ－１）前記記憶手段が前記１画面分の前記画質判定データとそれに対応する前記位相
データとを記憶する毎に、前記サンプリングクロック信号の１周期に相当する位相変化範
囲内で、前記位相制御信号が与える前記位相を、その初期値から所定の位相変化量だけを
順次に変化させる位相制御信号変更手段と、
（ｂ－２）前記サンプリングクロック信号の前記位相の変化量が前記位相変化範囲に到る
までに前記記憶手段に格納されている前記１画面毎の前記画質判定データより成るデータ
群の中から最大のものを抽出して、前記最大のものに対応する前記サンプリングクロック
信号の前記位相を最適位相として決定すると共に、前記最適位相を与える最適位相制御信
号を前記位相制御信号に最終的に決定する最適位相決定手段とを備え、
前記画質検出手段は、前記１画面中の互いに隣り合う画素同士のデータの差分の絶対値の
データに基づき、前記画質判定データ信号を生成し、

ないし３の何れかに

４



表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、パーソナルコンピュータやワークステーション等が出力するアナログ映像信
号をデジタル映像信号に変換して表示する表示装置に関するものであり、特に、画面の画
質を自動的に最適に調整するための技術に関する。本発明は、例えば液晶表示装置に代表
される、デジタル画像を表示可能なフラットディスプレイ装置への適用に好適な技術であ
る。
【０００２】
【従来の技術】
図９は、特開平７－２１９４８５号公報に開示された従来の液晶表示装置の構成を示すブ
ロック図である。同装置は、パーソナルコンピュータ等が出力する映像出力信号をサンプ
リングして画像を液晶パネルに表示する。次に、同装置の動作について説明する。
【０００３】
図９において、一定の位相のサンプリングによって、第１のフレーム内の少なくとも所定
の部分の画素データを第１メモリに格納する。次に、この第１のフレームからｎフレーム
だけ経過したフレームを第２のフレームと定義し、この第２のフレームの上記第１のフレ
ームと同一部分の画素データを上記位相でサンプリングし、サンプリングした当該画素デ
ータと第１のフレームの上記画素データとを比較回路において比較し、同回路は両者が概
ね一致しているか否かを水平走査線毎に判断する。そして、コントローラは、比較回路が
出力する比較結果に基づき、概ね一致している水平走査線数を計数する。以上の処理を、
コントローラはサンプリング位相を変化させながら繰り返し行い、この計数値とその時の
サンプリング位相を第２のメモリに格納する。そして、コントローラは、第２のメ に
格納した結果を比較することで、ｎフレーム後の所定部分の画素データが第１フレーム内
の所定部分の画素データと概ね一致している水平走査線の数が最も多いときのサンプリン
グ位相を抽出し、その抽出サンプリング位相をサンプリングクロックの最適な位相として
映像信号の表示に用いる。これにより、サンプリング位相を画素のほぼ中央付近に自動的
に設定することが可能となり、適切なサンプリングを実行することができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の液晶表示装置においては、位相の一致を判定する動作に先立って、
映像信号の取り込み位置を手動で調整する必要がある。
【０００５】
加えて、従来の液晶表示装置においては、位相の一致を判定する手段として、あるフレー
ムの所定の部分の画素データとｎフレーム経過後の前記所定の部分に対応する画素データ
とを比較する方式を採用しているため、入力映像信号にノイズが重畳している場合や、パ
ーソナルコンピュータの出力が安定していない場合などにおいては、最適な位相の検出が
困難となる。
【０００６】
更に、従来の液晶表示装置においては、定期的な自動調整が何ら考慮されていないため、
パーソナルコンピュータ側または本装置のサンプリングクロック発生回路などの温度ドリ
フト等によってサンプリングクロックの位相が変化する場合に当該位相の変化に対応でき
ないという問題点がある。仮に、従来の液晶表示装置において定期的な自動調整を行うも
のとしても、そのときに上記の方式を採用する限りにおいては、位相の調整を行っている
間はｎフレーム分毎にサンプリング位相を動かしているため、その調整期間中に正常な画
面が出力されないという問題点がある。
【０００７】
更に従来の液晶表示装置では、走査線数の計測値を計測する毎にｎフレーム分の映像デー
タを使っているので、最終的に判定を行うために要する処理時間が長くなるという問題点
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モリ



も生じている。
【０００８】
このような問題点は図９に例示した液晶表示装置に限るものではなく、同様な方式を採用
してアナログ映像信号をデジタル映像信号に変換してデジタル画像を表示する装置にも当
てはまるものである。
【０００９】
この発明は上記の問題点を解消するためになされたものであり、画質調整をユーザーが手
動で行うことなく、また温度ドリフトによるクロックの位相ずれの影響を受けることなく
、更には自動調整中の画面の画質劣化を招くことも無く、従来装置よりも高速で画質調整
を自動的に行い得る表示装置を提供することを目的としている。
【００１２】
【 】
請求項 発明は、 質自動調節装置であって、

前記画質検出手段は、前記１画面の全範囲についての前記差分の絶
対値のデータの中で、最大値のものを与えるデータ信号を前記画質判定データ信号として
決定することを特徴とする。
【００１５】
請求項 発明は、請求項１ 記載の画質自動調整装置であって、
（ｇ）前記最適位相の決定後に所定の定期点検時間が経過したか否かを判定するタイマ手
段と、（ｈ）前記タイマ手段が前記所定の定期点検時間が経過したと判定したときには、
前記最適位相に対して正負の方向にそれぞれ前記所定の位相変化量だけ変化させて得られ
る位相をそれぞれ指示する第１及び第２定期点検用位相制御信号を前記位相制御信号とし
て生成・出力すると共に、その結果、前記画質検出手段が出力する前記画質判定データ信
号を前記記憶手段から読出して、読出した前記画質判定データ信号に基づき新たな最適位
相を決定する定期的位相補正手段とを更に備えることを特徴とする。
【００１６】
請求項 発明は、 質自動調整装置であって、
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課題を解決するための手段
１に係る 画 （ａ）外部より供給される同期信号

に同期したサンプリングクロック信号の周波数を設定するための周波数制御信号を生成す
る周波数最適化手段と、（ｂ）前記サンプリングクロック信号の位相を設定するため位相
制御信号を生成する位相最適化手段と、（ｃ）前記同期信号，前記周波数制御信号及び前
記位相制御信号を受信して、前記周波数制御信号によって決定される前記周波数及び前記
位相制御信号によって決定される前記位相を有し且つ前記同期信号に同期した前記サンプ
リングクロック信号を生成するクロック生成手段と、（ｄ）アナログ映像信号と前記サン
プリングクロック信号とを受信して、前記サンプリングクロック信号のタイミングで前記
アナログ映像信号をサンプリングホールドした上で前記アナログ映像信号をデジタル映像
信号に変換する変換手段と、（ｅ）前記デジタル映像信号を受信して、前記デジタル映像
信号が与える１画面分の画質を検出して画質判定データ信号を生成する画質検出手段と、
（ｆ）前記画質検出手段が出力する前記画質判定データと前記画質判定データに対応した
前記サンプリングクロック信号の前記位相を与える位相データとを記憶する記憶手段とを
備え、前記位相最適化手段は、（ｂ－１）前記記憶手段が前記１画面分の前記画質判定デ
ータとそれに対応する前記位相データとを記憶する毎に、前記サンプリングクロック信号
の１周期に相当する位相変化範囲内で、前記位相制御信号が与える前記位相を、その初期
値から所定の位相変化量だけを順次に変化させる位相制御信号変更手段と、（ｂ－２）前
記サンプリングクロック信号の前記位相の変化量が前記位相変化範囲に到るまでに前記記
憶手段に格納されている前記１画面毎の前記画質判定データより成るデータ群の中から最
大のものを抽出して、前記最大のものに対応する前記サンプリングクロック信号の前記位
相を最適位相として決定すると共に、前記最適位相を与える最適位相制御信号を前記位相
制御信号に最終的に決定する最適位相決定手段とを備え、前記画質検出手段は、前記１画
面中の互いに隣り合う画素同士のデータの差分の絶対値のデータに基づき、前記画質判定
データ信号を生成し、

４に係る ないし３の何れかに

２に係る 画 （ａ）外部より供給される同期信号
に同期したサンプリングクロック信号の周波数を設定するための周波数制御信号を生成す



前記位相制御信号変更手段は、
前記１画面が複数のブロックに分割されている場合において、前記複数のブロックに属す
る各ブロック毎に、当該ブロックにおける前記初期値が他のブロックのそれと互いに異な
る値となるように指令する前記位相制御信号を順次に生成・出力すると共に、前記位相制
御信号が与える当該ブロックに関する前記位相を当該ブロックの前記初期値から前記所定
の位相変化量だけを順次に変化させる手段であり、前記各ブロックについての位相変化量
の合計は前記位相変化範囲に相当しており、前記画質検出手段は、前記１画面につき、前
記各ブロック毎に画質を検出して、それらの検出結果を前記画質判定データ信号として生
成・出力することを特徴とする。
【００１７】
請求項 発明は、 質自動調整装置であって、
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る周波数最適化手段と、（ｂ）前記サンプリングクロック信号の位相を設定するため位相
制御信号を生成する位相最適化手段と、（ｃ）前記同期信号，前記周波数制御信号及び前
記位相制御信号を受信して、前記周波数制御信号によって決定される前記周波数及び前記
位相制御信号によって決定される前記位相を有し且つ前記同期信号に同期した前記サンプ
リングクロック信号を生成するクロック生成手段と、（ｄ）アナログ映像信号と前記サン
プリングクロック信号とを受信して、前記サンプリングクロック信号のタイミングで前記
アナログ映像信号をサンプリングホールドした上で前記アナログ映像信号をデジタル映像
信号に変換する変換手段と、（ｅ）前記デジタル映像信号を受信して、前記デジタル映像
信号が与える１画面分の画質を検出して画質判定データ信号を生成する画質検出手段と、
（ｆ）前記画質検出手段が出力する前記画質判定データと前記画質判定データに対応した
前記サンプリングクロック信号の前記位相を与える位相データとを記憶する記憶手段とを
備え、前記位相最適化手段は、（ｂ－１）前記記憶手段が前記１画面分の前記画質判定デ
ータとそれに対応する前記位相データとを記憶する毎に、前記サンプリングクロック信号
の１周期に相当する位相変化範囲内で、前記位相制御信号が与える前記位相を、その初期
値から所定の位相変化量だけを順次に変化させる位相制御信号変更手段と、（ｂ－２）前
記サンプリングクロック信号の前記位相の変化量が前記位相変化範囲に到るまでに前記記
憶手段に格納されている前記１画面毎の前記画質判定データより成るデータ群の中から最
大のものを抽出して、前記最大のものに対応する前記サンプリングクロック信号の前記位
相を最適位相として決定すると共に、前記最適位相を与える最適位相制御信号を前記位相
制御信号に最終的に決定する最適位相決定手段とを備え、

３に係る 画 （ａ）外部より供給される同期信号
に同期したサンプリングクロック信号の周波数を設定するための周波数制御信号を生成す
る周波数最適化手段と、（ｂ）前記サンプリングクロック信号の位相を設定するため位相
制御信号を生成する位相最適化手段と、（ｃ）前記同期信号，前記周波数制御信号及び前
記位相制御信号を受信して、前記周波数制御信号によって決定される前記周波数及び前記
位相制御信号によって決定される前記位相を有し且つ前記同期信号に同期した前記サンプ
リングクロック信号を生成するクロック生成手段と、（ｄ）アナログ映像信号と前記サン
プリングクロック信号とを受信して、前記サンプリングクロック信号のタイミングで前記
アナログ映像信号をサンプリングホールドした上で前記アナログ映像信号をデジタル映像
信号に変換する変換手段と、（ｅ）前記デジタル映像信号を受信して、前記デジタル映像
信号が与える１画面分の画質を検出して画質判定データ信号を生成する画質検出手段と、
（ｆ）前記画質検出手段が出力する前記画質判定データと前記画質判定データに対応した
前記サンプリングクロック信号の前記位相を与える位相データとを記憶する記憶手段とを
備え、前記位相最適化手段は、（ｂ－１）前記記憶手段が前記１画面分の前記画質判定デ
ータとそれに対応する前記位相データとを記憶する毎に、前記サンプリングクロック信号
の１周期に相当する位相変化範囲内で、前記位相制御信号が与える前記位相を、その初期
値から所定の位相変化量だけを順次に変化させる位相制御信号変更手段と、（ｂ－２）前
記サンプリングクロック信号の前記位相の変化量が前記位相変化範囲に到るまでに前記記
憶手段に格納されている前記１画面毎の前記画質判定データより成るデータ群の中から最
大のものを抽出して、前記最大のものに対応する前記サンプリングクロック信号の前記位
相を最適位相として決定すると共に、前記最適位相を与える最適位相制御信号を前記位相



前記画質検出手段は、前記１画面の全範囲についての前記差分の絶
対値のデータの中で、最大値から大きい順に選んだ数データの平均値を与えるデータ信号
を前記画質判定データ信号として決定することを特徴とする。
【００１８】
請求項 発明は、表示装置において、請求項１ないし のいずれかに記載の前記画
質自動調整装置と、前記最適位相を有する前記サンプリングクロック信号に基づき前記変
換手段が前記アナログ映像信号を変換して出力する前記デジタル映像信号が与えるデジタ
ル画像を表示する表示手段とを備えることを特徴とする。
【００１９】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
図１は、この発明に係る表示装置の構成の一例を示すブロック図である。同図１において
、後述する各部２，５～１０は画質自動調整装置に該当している。以下、図１中の各参照
符号は次のものを示す。
【００２０】
即ち、０は外部のパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣと称す）であり、ＰＣ０はその内
部でデジタル映像信号をアナログ映像信号Ｖ０にＤ／Ａ変換した上で、同信号Ｖ０を同期
信号ＶＳと共に本表示装置１００へ出力する。同装置１００は、第１及び第２入力端子Ｉ
Ｔ１，ＩＴ２のそれぞれにおいて、外部から供給される上記信号Ｖ０，ＶＳを受信する。
１は、アナログ映像信号Ｖ０を後述のＡＤＣ回路部２の入力に最適なレベルにまで増幅す
る映像信号増幅部である。２は、アナログ映像信号Ｖ１をデジタル映像信号Ｖ２に変換す
るアナログ－デジタル変換器（以下、ＡＤＣ回路部と称す）である。即ち、ＡＤＣ回路部
２は、本装置１００内部で生成するサンプリングクロック信号ＣＬＫの立上がりタイミン
グ（立下がりタイミングでも可）でアナログ映像信号Ｖ１をサンプリングホールドし、サ
ンプリングホールドした１画素分の映像信号をデジタル値に変換する変換部である。３は
デジタル画像の拡大縮小、γ補正等を行うデジタル映像処理部であり、４は、例えば液晶
表示装置やプラズマディスプレイパネル装置や電界発光ディスプレイ装置等のフラットデ
ィスプレイパネル装置で構成された、デジタル画像を表示するための表示部である。６は
、同期信号ＶＳ中の水平同期信号に同期した、任意の周波数と初期位相とを有するサンプ
リングクロック信号ＣＬＫ０を生成するクロック発生部である。又、５は、クロック発生
部６で生成・出力するサンプリングクロック信号ＣＬＫ０の水平同期信号に対する位相を
任意に変えられるクロック位相調整部である。両部５，６は、後述するＭＰＵ８が生成・
出力する周波数制御信号Ｖ６及び位相制御信号Ｖ５並びに同期信号ＶＳを受信して、上記
信号Ｖ６が指示する周波数及び上記信号Ｖ５が指示する位相を有する、同期信号ＶＳに同
期したサンプリングクロック信号ＣＬＫを生成するクロック生成部をなしており、両者５
，６は共にＩＣ化されている。７はデジタル映像信号Ｖ２を受信し、同信号Ｖ２が与える
１画面分の画質（１フレーム内の全画素データの画質）を検出してその画質を判定する画
質判定データを生成する、画質検出部である。即ち、同部７は、１画面中に属する、画素
と当該画素に隣り合う別の画素との差分の絶対値のデータに基づき、画質判定データ信号
Ｖ７を生成する。特にここでは、１画面の全範囲について上記差分の絶対値のデータを求
め、それらの絶対値のデータ中で最大値を与えるデータ信号を以て画質判定データ信号Ｖ
７としている。従って、同部７はデジタル映像データの水平方向に隣り合う画素同士のデ
ータの差分の絶対値の最大値を検出する部分であり、同部７は差分器とレジスタとを備え
ており、ＡＳＩＣ化されている。８は、本装置１００の各部への初期値の設定、周波数及
び位相の検出判定、表示部 の画面の位置合わせなど、回路動作の全体を制御するＭＰＵ
（マイクロコンピュータ）であり、図示しないメモリを、各種の信号Ｖ２，Ｖ５～Ｖ７，
Ｖ９，Ｖ１０が与えるデータを格納するための記憶部として有している。特にＭＰＵ８は
、 信号Ｖ９，Ｖ１０に基づきサンプリングクロック信号ＣＬＫ０の周波数を設定する
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制御信号に最終的に決定する最適位相決定手段とを備え、前記画質検出手段は、前記１画
面中の互いに隣り合う画素同士のデータの差分の絶対値のデータに基づき、前記画質判定
データ信号を生成し、

５に係る ４

４

１）



ための周波数制御信号Ｖ６を生成・出力する周波数最適化部、 １フレーム毎に画質検
出部７が出力する画質判定データと、そのときのサンプリングクロック信号ＣＬＫの位相
を与える位相データとを記憶する記憶部（上記のメモリの一部に該当）、及び サンプ
リングクロック信号ＣＬＫの位相を、その初期値から、同信号ＣＬＫの１周期に相当する
範囲までに渡って、所定の位相変化量である１ステップずつ順次に変更することで、サン
プリングクロック信号ＣＬＫの位相を設定するための位相制御信号Ｖ５を生成・出力する
と共に、その後、得られた上記の画質判定データより成るデータ群の中から最大のものを
抽出して、当該最大のものに対応するサンプリングクロック信号ＣＬＫの位相を以て同信
号ＣＬＫの最適位相に決定する位相最適化部として、機能する。その意味では、ＭＰＵ８
は本発明の中核的な機能を実現する部分である。又、ＭＰＵ８はタイマ（図示せず）を有
しており、このタイマが刻む所定の時間の経過毎に、後述する位相の定期点検ないし定期
調整を行う。
【００２１】
９は、同期信号（水平，垂直同期信号）ＶＳの有り無し、その周波数及び極性（図２の符
号ｃ，ｆ参照）を検出する同期信号検出部である。即ち、同期信号検出部９は、同期信号
ＶＳの周波数（図２の符号ｃで与えられる時間の逆数）の計測と極性の判別とを行う。極
性の判別については、同期信号ＶＳに１周期の中で信号の高レベル期間が５０％以上の場
合に負極性と判別し、５０％未満の場合には正極性と判別する。尚、同部９自体はＩＣ化
された既知の回路である。
【００２２】
１０は、デジタル映像信号Ｖ２が与える１フレーム分のデジタル映像データを表示する際
の開始点と終了点（図２の符号ａ，ｂ，ｄ，ｅ参照）を検出する映像開始終了検出部であ
る。同部１０は、映像信号のデジタル処理回路として使用されることの多い既知の回路で
あり、ＩＣ化されている。即ち、同部１０は、▲１▼図２に示す符号ａ～ｆで与えられる
水平及び垂直同期信号の長さを、一定周波数で発振する内部発振器のクロックをカウント
してそのカウント値として計測する部分と、▲２▼レベル比較回路とを有している。
【００２３】
本発明の表示装置１００は、入力アナログ映像信号Ｖ０をデジタル映像信号Ｖ２に変換す
る際に用いるサンプリングクロック信号ＣＬＫの位相（サンプリングクロック位相）を自
動的に最適化して画面の画質を最適化することに特徴がある。そこで、先ず、画面の画質
の向上を図るために本発明がその をおくところの、位相最適化の動作原理について、
図３のタイミングチャートを用いて説明する。
【００２４】
図３の（Ｂ）に示すように、図１のＰＣ０が出力するアナログ映像信号Ｖ０は、ＰＣ０の
内部でデジタル映像信号をアナログ映像信号に変換するＤＡＣ回路の動作クロック（図３
（Ａ））の変化点から、そのレベルを変化し始める。このときの時定数変化の速度は、Ｐ
Ｃ０から本表示装置１００の第１入力端ＩＴ１までの配線容量等によって決まる。今、映
像信号取り込み側のサンプリングクロック信号ＣＬＫの位相が最適な位相にある場合には
（図３（Ｃ））、図３（Ｂ）に示すように、隣り合う画素間の差分データａは大きくなる
。逆に、サンプリングクロック信号ＣＬＫの位相が不適な場合には（図３（Ｄ））、上記
差分データｂは小さくなる。そして、この違いは、隣り合うデータ（図３（Ａ）の画素１
と画素２間のデータ）の変化が大きい映像データほど、よりはっきりと現われることにな
る。従って、最大の差分の絶対値のデータを使用すれば、検出精度が向上することになる
。
【００２５】
かかる点を踏まえて、本発明の表示装置１００では、１フレーム（１画面）毎に、当該１
フレーム内の隣り合う画素間のデータの差分の絶対値の中から、その最大値を画質判定デ
ータとして求めると共に、そのような最大差分データのデータ群の中で最大となるものを
抽出し、かかる最大値を画質判定データとして与えるときの位相を最終的に設定すべきサ
ンプリングクロックＣＬＫの最適位相として決定することにしている。
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２）

３）

基礎



【００２６】
図４は、ＰＣ０から出力されるアナログ映像信号Ｖ０と表示装置１００側で生成するサン
プリングクロック信号ＣＬＫとの位相関係を示すタイミングチャートである。同図４中、
（Ａ）はＰＣ０内部のサンプリングクロックを、（Ｂ）はＰＣ０が出力する理想的なアナ
ログ映像信号Ｖ０を、（Ｃ）は、ＰＣ０から本表示装置１００までの配線容量等によって
、なまった波形となったアナログ映像信号Ｖ０を、（Ｄ）はサンプリングクロック信号Ｃ
ＬＫの最適位相を、（Ｅ）は（Ｄ）のサンプリングクロック信号ＣＬＫでアナログ映像信
号Ｖ０をサンプリングした上でＡ／Ｄ変換した後のデジタル映像信号Ｖ２を、（Ｆ）はサ
ンプリングクロック信号ＣＬＫの調整不適切な段階での位相を、（Ｇ）は（Ｆ）のサンプ
リングクロック信号ＣＬＫでアナログ映像信号Ｖ０をサンプリングした上でＡ／Ｄ変換し
て得られるデジタル映像信号Ｖ２を、各々示している。但し、図４の（Ｅ）、（ ）の波
形の図示に際しては、本来はデジタル映像信号Ｖ２は数値データの信号として与えられる
のではあるが、ここでは便宜上、同信号Ｖ２をアナログ信号の波形として表記している。
又、図４の（Ｃ），（Ｇ）においては、ジッタの影響を表示すべく、両信号Ｖ０，Ｖ２は
３本の重なり合う線で表記している。
【００２７】
次に、図１の本装置１００の動作について説明する。ここでは、その説明をより明瞭化さ
せるために、表示装置１００、主として既述した画質自動調整装置の部分における動作フ
ローを機能として示す図５及び図６を図１と共に参照しつつ、説明する。
【００２８】
図１及び図５の機能Ｆ１において、先ずＭＰＵ８は、両信号Ｖ９，Ｖ１０に基づき、サン
プリングクロック信号ＣＬＫの最適な周波数を決定し、決定した周波数の設定を指令する
周波数制御信号Ｖ６を生成する。その際のサンプリングクロック信号ＣＬＫ０の周波数の
決定は、次の通りに行われる。即ち、ＭＰＵ８は、同期信号検出部９によって検出された
、同期信号判定データ信号Ｖ９が与える同期信号ＶＳの周波数と極性、及び映像開始終了
検出部１０によって検出された、検出信号Ｖ１０が与える映像開始点、映像終了点のデー
タを基にして、予めＭＰＵ８内に記憶している標準の映像信号タイミングデータより、上
記周波数を決定する。ここで標準の映像信号タイミングデータとは、ＰＣ０で一般的に用
いられるタイミングである。即ち、図２の符号ａ～ｆで示す期間の標準値は、ＶＥＳＡ（
Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）
によって規定されている。このようなデータをＭＰＵ８はその内部のメモリに記憶してお
り、ＭＰＵ８は、各検出部９，１０から得られた既述のデータとメモリ中の上記タイミン
グデータとを比較して、最も似通っていると思われるデータを基にサンプリングクロック
信号ＣＬＫの最適周波数（サンプリング周波数）を選択する。そして、ＭＰＵ８は、この
サンプリング周波数を得るために、クロック発生部６中の各種設定（同期信号ＶＳに対す
る発生クロックＣＬＫ０の倍数、内部の発生部応答速度を決めるフィルタ常数の設定等）
を行い、その設定条件を指令する周波数制御信号Ｖ６を生成する。
【００２９】
次にＭＰＵ８は、信号Ｖ１０に基づき画面の表示位置の最適化を行う（画面の位置合わせ
機能Ｆ２）。この処理は、それ以降に行うサンプリングクロック信号ＣＬＫの位相調整処
理の前提となるものである。即ち、１画面における映像の開始点及び終了点は表示してい
る映像により変わるため、例えば画面の右半分が黒表示の場合には横方向の映像の終了点
が標準の信号の半分になってしまう。このため、ＭＰＵ８は、図２の期間ｂ以外の期間ａ
，ｃ～ｆに関する検出データを基に、正しい映像の終了点ｂを類推して、その位置情報を
信号Ｖ４として生成し、同信号Ｖ４を表示部４へ出力する。
【００３０】
次にＭＰＵ８は、クロック位相調整部５が行うサンプリングクロック信号ＣＬＫ０の位相
調整における位相設定を指令するための位相制御信号Ｖ５を生成する。この段階では、Ｍ
ＰＵ８は、サンプリングクロック信号ＣＬＫの位相の初期値を設定するために、即ち、位
相変化のステップが０の状態のサンプリングクロック信号ＣＬＫを設定するための指令を
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生成する（機能Ｆ３）。
【００３１】
ここで、上記の位相制御信号Ｖ５の設定との関連で、クロック位相調整部５の回路構造に
ついて説明する。同部５は、位相制御信号Ｖ５によって制御される多段のトランジスタ回
路より成り、サンプリングクロック信号ＣＬＫ０が多段のトランジスタ回路に入力すると
、各段のトランジスタ回路の出力信号が少しずつ遅延して出力される。従って、どの段の
トランジスタ回路からクロック信号をサンプリングクロック信号ＣＬＫとして取り出すか
によって、目的とする位相を有するサンプリングクロック信号ＣＬＫが決定される。この
場合、トランジスタ一段当たりの遅延量は使用トランジスタによって決まっているので、
サンプリングクロック信号ＣＬＫ０の１周期当たりの調整ステップ数はサンプリングクロ
ック周波数に依存することとなる。
【００３２】
ここでは、サンプリング周波数が最大の場合に、サンプリングクロック信号ＣＬＫの１周
期分が２０～３０ステップから成る位相変化範囲に相当するように、１ステップ（トラン
ジスタ回路１段）分の遅延量（所定の遅延量）を決定している。そして、合計のステップ
数で与えられる位相変化量が、サンプリング周波数が最小の場合においてもサンプリング
クロック信号ＣＬＫ０の１周期分に相当するように、合計ステップ数を設定している。
【００３３】
このように１ステップ分の遅延量とステップ合計数とが予め設定されているので、ＭＰＵ
８は、ＡＤＣ回路部２に供給するサンプリングクロック信号ＣＬＫの位相を初期値に設定
するための位相制御信号Ｖ５を生成すると共に、それ以後は、１フレーム分の画質判定デ
ータが得られる毎に、上記１ステップ分の遅延量だけサンプリングクロック信号ＣＬＫの
位相を上記のステップ合計数に達するまで順次に変化させるための位相制御信号Ｖ５を生
成することになる。
【００３４】
次にＭＰＵ８は、生成した周波数制御信号Ｖ６及び位相制御信号Ｖ５をそれぞれクロック
発生部６及びクロック位相調整部５へ出力して、サンプリングクロック信号ＣＬＫの位相
最適化処理を開始する（機能Ｆ４）。
【００３５】
同期信号（水平、垂直）ＶＳの水平同期信号に基づいて、クロック発生部６はＡＤＣ回路
部２に供給するための最適なサンプリング周波数と初期値の位相とを有する、同期信号に
同期したサンプリングクロック信号ＣＬＫ０を生成・出力する。そして、クロック位相調
整部５は、各信号ＶＳ，Ｖ５，ＣＬＫ０を受信して、位相制御信号Ｖ５が指令する位相を
有するサンプリングクロック信号ＣＬＫを生成・出力する。
【００３６】
ＡＤＣ回路部２は、サンプリングクロック信号ＣＬＫの入力を受けて同信号ＣＬＫの立ち
上がりタイミング毎にアナログ映像信号Ｖ１をサンプリングホールドして、デジタル映像
信号Ｖ２を生成・出力する（機能Ｆ５）。このとき、サンプリングクロック信号ＣＬＫの
１周期分の映像データが１画面の１画素データになる。この場合の画面の映像は、サンプ
リングクロック位相調整処理が終了するまで（機能Ｆ５～Ｆ８が全て終了する時点まで）
は、不変である。従って、サンプリングクロック位相を変更した後の新たなサンプリング
クロック信号ＣＬＫの入力に応じてＡ／Ｄ変換される映像データが与える画面の映像は、
位相変更前のそれと常に同一である。
【００３７】
画質検出部７は、変更後のデジタル映像信号Ｖ２を逐次取り込み、１フレーム（図２の（
ｂ－ａ）～（ｄ－ｅ）で与えられる画面）内の画素データに関する画質判定データを検出
し、そのデータを画質判定データ信号Ｖ７としてＭＰＵ８へ出力する（機能Ｆ５）。即ち
、同部７は、画素とそれに隣り合う画素との差分の絶対値のデータを求め、それらの最大
値を検出し、この最大値を当該１フレーム（当該サンプリングクロック位相）についての
画質判定データとして記億し、出力する（図４の（Ｅ）のタイミングの差分ａ又は（Ｇ）
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のタイミングの差分ｂを参照）。具体的には、画質検出部７は、奇数番目の画素データを
取り込んで同部７内のレジスタ内に格納し、次の偶数番目の画素データを取り込み且つ当
該画素データから直前の上記奇数番目の画素データを差し引き（この場合、逆に奇数番目
のデータから偶数番目のデータを差し引くようにしても良い）、その差分データの絶対値
を同部７内のレジスタに格納する。そして、新規の差分の絶対値のデータが得られたとき
に、次に同部７は、その新データと内部のレジスタに記憶している直前の差分の絶対値の
データとを比較し、新規の差分の絶対値のデータがより大きければ、新規の差分の絶対値
のデータをレジスタに格納していた前回の差分の絶対値のデータと置き換えてレジスタ内
に記憶する。このような作業を、同部７は１フレーム分だけ続行して、最終的に当該サン
プリングクロック位相での画質判定データを出力する。従って、そのような１フレーム分
の処理が終了したときには、最大の差分の絶対値のデータが同部７に記憶されていること
になる。
【００３８】
次にＭＰＵ８は、出力信号Ｖ７が与える画質判定データ（最大の差分の絶対値のデータ）
を取り込んで、同データを、このときのサンプリングクロック位相を与える位相データ（
即ち、位相のステップ値のデータ）と共に、ＭＰＵ８内のメモリに記憶する（機能Ｆ６）
。
【００３９】
次にＭＰＵ８は、サンプリングクロック位相の変化量（ステップ数）が同クロック信号Ｃ
ＬＫの１周期に相当する位相変化範囲にまで達しているか否かを判断し（機能Ｆ７）、達
していないときには、１フレーム毎に、サンプリングクロック位相を１ステップだけ変化
させるための位相制御信号Ｖ５の設定を行う（機能Ｆ８）。そして、ＭＰＵ８は、サンプ
リングクロック位相を１ステップだけ変化させるように、クロック位相調整部５に対して
上記信号Ｖ５を出力する。これにより、同部５は１ステップだけサンプリングクロック信
号ＣＬＫ０を更に遅延させ、新たなサンプリングクロック位相を有するサンプリングクロ
ック信号ＣＬＫを生成・出力することとなり、ＡＤＣ回路部２、画質検出部７及びＭＰＵ
８は、次のフレームにおいて同様の処理を行う。これにより、ＭＰＵ８は、次のフレーム
に関する、新たな画質判定データとそのときのサンプリングクロック位相のデータとを得
ることになり、位相変化量がサンプリングクロック信号ＣＬＫの１周期分（約３６０度）
に相当するに至った段階では、ＭＰＵ８は、そのメモリ内に、各フレーム毎の画質判定デ
ータから成るデータ群と各画質判定データに対応する各位相データとを保有している。
【００４０】
既述した通り、サンプリングクロック位相が最適になっていない場合（図４の（Ｆ）のク
ロック位相）には、映像データが変化する途中にあるため（図４の（Ｃ）のタイミング参
照）、差分の絶対値のデータは小さくなる。
【００４１】
以上述べた一連の操作が終了すると、機能Ｆ９として、ＭＰＵ８は得られた各フレームの
差分の絶対値のデータを互いに比較して、それらの中で最大となるデータを求め、且つそ
のときのサンプリングクロック位相のデータ（即ち、そのときの位相変化量を与えるステ
ップ数のデータ）をサンプリングクロック信号ＣＬＫの最適位相値に決定し、その最適位
相値のデータを与える信号Ｖ５を最終的に最適な信号Ｖ５に設定する。これにより、サン
プリングクロック信号ＣＬＫの位相が最適化され、画質が最適化された画面表示を表示部

において得ることができる。
【００４２】
ところで、サンプリングクロック信号ＣＬＫの位相を最適値に調整していても、実際には
、電気回路の各部の温度上昇によって、最適であった筈のサンプリングクロック位相が最
適でなくなる場合が生じうる。
【００４３】
そこで、本表示装置１００においては、ＭＰＵ８内のタイマ（図示せず）が所定の定期点
検時間（例えば数十秒）を刻む毎に、ＭＰＵ８は、既に最適値として決定され固定化され
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ているサンプリングクロック位相を１ステップ前後に（正負の方向に）変化させ、検出デ
ータのピークが移動していないかどうか、即ち、現在のサンプリング位相が最適値を保ち
続けているか否かをチェックし、上記ピークが移動しているときには、そのような位相の
振り幅の中で新たにサンプリングクロック位相を調整することにしている。そのような機
能が機能Ｆ１０，Ｆ１１である。これにより、温度等により最適なサンプリングクロック
位相がずれて画質が経時劣化してしまう場合でも、サンプリングクロック位相の経時変化
を温度センサを用いることなく逐次修正することができる。この場合、サンプリングクロ
ック位相を１ステップだけ前後にふる処理は３フレーム程度で完了するため、人間の目に
は調整中であっても認識できない。従って、非常に高速に且つリアルタイムで位相の調整
ができる。この処理を、以下、機能Ｆ１０，Ｆ１１に従って詳述する。
【００４４】
ＭＰＵ８は、その内部のタイマが刻む時間に基づき、現在時刻がサンプリングクロック位
相の定期点検を行う時刻に達しているか否かを判定し（機能Ｆ１０）、達していると判定
したときには、ＭＰＵ８は、定期的位相補正機能として、次の処理を行う（機能Ｆ１１）
。
【００４５】
（ｉ）現在のサンプリングクロック位相が最適値を保ち続けているかどうかの確認をする
ために、先ずＭＰＵ８は、現在のサンプリングクロック位相のステップ数を指令する位相
制御信号（定期点検用位相制御信号と称す）Ｖ５を生成・出力して、あるフレームにおい
て、そのフレームの最大の差分の絶対値のデータを画質検出部７から得る。ここではこれ
を、データＡ（定期点検用基準画質判定データと称す）とする。
【００４６】
（ｉｉ）次に、ＭＰＵ８は、クロック位相調整部５に、現在のサンプリングクロック位相
のステップ値（最適であったサンプリングクロック位相のステップ値）よりも一つ前のサ
ンプリングクロック位相のステップ値を指示するための第１定期点検用位相制御信号Ｖ５
を出力して当該ステップ値を同部５に設定し、これにより、そのフレームの最大の差分の
絶対値のデータを画質検出部７から得る。それをデータＢ（第１定期点検用画質判定デー
タと称す）とする。
【００４７】
（ｉｉｉ）次のフレームでは、ＭＰＵ８は、最適であったサンプリングクロック位相のス
テップ値よりも一つ後のサンプリングクロック位相のステップ値を指示するための第２定
期点検用位相制御信号Ｖ５を出力して、当該ステップ値をクロック位相調整部５に設定し
、これにより、そのフレームの最大の差分の絶対値のデータを画質検出部７から得る。そ
れをデータＣ（第２定期点検用画質判定データと称す）とする。
【００４８】
（ｉｖ）このようにして得た、データＡ，データＢ，データＣをＭＰＵ８は比較して、デ
ータＡが最大であれば、現在のサンプリングクロック位相は最適を保っていると判断する
。
【００４９】
（ｖ）データＢ＞データＡ＞データＣならば、サンプリングクロック位相の最適点はデー
タＢ方向に移動したと判断して、ＭＰＵ８は、データＢが得られたときのサンプリングク
ロック位相のステップ値をクロック位相調整部５に設定する。
【００５０】
（ｖｉ）データＢ＞データＣ＞データＡならば、現在のサンプリングクロック位相はその
最悪点にあると判断して、ＭＰＵ８は、データＢまたはデータＣが得られたときのサンプ
リングクロック位相のステップ値をクロック位相調整部５に設定する。
【００５１】
（ｖｉｉ）データＣ＞データＡ＞データＢならば、サンプリングクロック位相の最適点は
データＣ方向に移動したと判断して、ＭＰＵ８は、データＣが得られたときのサンプリン
グクロック位相のステップ値をクロック位相調整部５に設定する。
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【００５２】
（ｖｉｉｉ）データＣ＞データＢ＞データＡならば、サンプリングクロック位相はその最
悪点にあると判断して、ＭＰＵ８は、データＢまたはデータＣが得られたときのサンプリ
ングクロック位相のステップ値をクロック位相調整部５に設定する。
【００５３】
以上のように、ＭＰＵ８は、定期点検時刻毎に、サンプリングクロック位相をフレーム単
位で１ステップずつ３回変え、その時に得られる３つの最大の差分の絶対値のデータを互
いに比較することで、ＭＰＵ８はサンプリングクロック位相のずれを調べている。したが
って、その処理時間は３フレーム分だけで済む。
【００５４】
（変形例１）
上述した画質検出部７における画質判定データの検出方法では、１フレーム全体に渡って
差分の絶対値のデータを求めた上で最大のものを検出しているので、もし入力映像信号Ｖ
０にノイズが混入している場合には、ノイズの影響により差分の絶対値のデータが大きく
なってしまい、検出データの信頼性が低下してしまう。
【００５５】
そこで、上述の検出方法に代えて、１フレーム内の全差分データの全平均値を画質判定デ
ータとして用いるようにしても良い。この場合には、そのようなノイズの影響を小さくす
ることができる。しかし、この場合には、画質検出部７内の差分データを記憶するための
メモリ領域が少なくて済むという上述の方法の利点が失われてしまう。
【００５６】
そこで、更なる変形例として、１フレーム内に特定の領域（例えば中央に横５０画素、縦
５０画素の四角形の領域）を定め、特定の領域中の差分の絶対値のデータの平均値を求め
る、あるいは、１フレーム中の差分の絶対値のデータについて所定の範囲の移動平均値を
求めることにより、画質判定データを得るようにしてもよい。この場合には、ノイズの影
響を受けることなく、且つメモリ容量をも少なくすることができる。
【００５７】
尚、ここでは、１フレーム全部の場合や１フレーム内の特定領域を「１フレーム内の所定
範囲」と総称する。
【００５８】
または、画質検出部７のメモリ容量削減化のために、１フレームの差分の絶対値のデータ
の最大値から小さい方へ順番に５～１０個程度の差分の絶対値のデータを同部７内に記憶
しておき、それらのデータの平均値を以て画質判定データとしても良い。
【００５９】
尚、差分の絶対値のデータの平均値を利用する場合には、最大値を利用するときと比べて
差分の絶対値のデータの値が小さくならざるを得ないため、実施の形態１の場合の方法と
比べて、表示映像（デジタル映像データ）の変化の少ない画面では、差分データの検出感
度が落ちるという面がある。裏を返せば、この点が実施の形態１の方法の利点でもある。
【００６０】
（変形例２）
実施の形態１では、フレーム単位でサンプリングクロック位相を変えて画質判定データを
得ていたが、検出速度をより一層上げるために、図７に示すように、位相検出時のみ１フ
レームの画面を垂直方向に数分割（ｎ分割）し、図８のブロック図に示すように、それぞ
れの区域（ブロック）Ｂｍ単位に画面の画質検出部７１～７ｎとクロック位相調整部５１
～５ｎとを設け、各区域Ｂｍ毎に異なる位相を設定するようにしても良い。このように表
示装置１００Ａを構成するときには、１フレーム分の映像データの処理において、数ステ
ップの位相変化とその位相変化に対する複数の画質判定データとを一度に取得することが
可能となる。
【００６１】
このように本変形例では、１フレーム中の１画面をｎ等分し、それぞれのブロックＢｍに
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別々のクロック位相調整部５１～５ｎを設けて各ブロックＢｍ毎に別々のサンプリングク
ロック位相のステップ数を設定可能としている。
【００６２】
例えば、サンプリングクロック信号ＣＬＫの１周期の期間中に３０ステップのサンプリン
グクロック位相を設定しているものとする。この場合、実施の形態１のようにフレーム単
位でサンプリングクロック位相を１ステップずつ変更する場合には、全位相の画質判定デ
ータを得るためには３０フレーム分の処理時間が必要となる。これに対して、１フレーム
を３ブロック（ｎ＝３）に分けた構成を採用する場合には、各ブロックの最初のサンプリ
ングクロック位相のステップの設定を次のように行うことになる。即ち、第１ブロックＢ
１では、サンプリングクロック位相の初期値に対して０ステップの位相変化量の設定を指
令する第１位相制御信号Ｖ５１をＭＰＵ８は第１ブロックＢ１に相当する第１クロック位
相調整部５１へ出力し、第２ブロックＢ２（図７のｍが２に相当の場合）では、ＭＰＵ８
は、１０ステップ分の位相変化量の設定を指令する第２位相制御信号Ｖ５２を第２ブロッ
クＢ２に相当する第２クロック位相調整部５２（図８のｍが２に相当）へ出力し、第３ブ
ロックＢ３に関しては、ＭＰＵ８は、２０ステップ分の位相変化量の設定を行うべく、こ
の設定を指令する第３位相制御信号Ｖ５３を第３ブロックＢ３に相当する第３クロック位
相調整部５３（図８のｎが３に該当）へ出力する。これにより、１フレーム分の映像デー
タの開始点から第１ブロックＢ１における終了点までの期間内では、初期値で与えられる
位相を有するサンプリングクロック信号ＣＬＫで以てサンプリングされたデジタル映像信
号Ｖ２より、第１画質検出部７１は第１ブロックＢ１内の差分の絶対値のデータの最大値
を第１画質判定データ信号Ｖ７１として検出し、次の第２ブロックＢ２の開始点からその
終了点までの期間内では、上記初期値から１０ステップ分だけ変化した値の位相を有する
サンプリングクロック信号ＣＬＫでサンプリングされて得られたデジタル映像信号Ｖ２よ
り、第２画質検出部７２は第２ブロックＢ２内の隣り合う画素間の差分の絶対値のデータ
の最大値を第２画質判定データ信号Ｖ７２として検出し、更に第３ブロックＢ３の開始点
からその終了点までの期間内では、上記初期値から２０ステップ分だけ変化した値の位相
を有するサンプリングクロック信号ＣＬＫでサンプリングして得られるデジタル映像信号
Ｖ２より、第３画質検出部７３は第３ブロックＢ３内の差分の絶対値のデータの最大値を
第３画質判定データ信号Ｖ７３として検出する。従って、１フレーム分の処理が完了した
段階で、ＭＰＵ８は３個の画質判定データを一度に取得することができる。次のフレーム
では、各ブロックＢ１～Ｂ３におけるサンプリングクロック位相の変化量を与えるステッ
プ数を各々、１，１１，２１と設定し、このような処理を繰返すことになる。このように
構成するときには、全位相のステップについての画質判定データを、ＭＰＵ８は１０フレ
ーム分の処理を終えた段階で取得することができ、実施の形態１の場合と比較して３倍の
スピードで、最適なサンプリングクロック位相を決定するのに必要な画質判定データ取得
の処理を完了することが可能となる。
【００６３】
尚、本変形例に既述した変形例１を適用することも可能である。
【００６４】
（変形例３）
本変形例は、実施の形態１とその変形例１，２とに適用可能な変形例である。
【００６５】
既述した説明では、サンプリングクロック周波数は、同期信号検出部９による同期信号周
波数と極性の検出データと、映像開始終了検出部１０による検出データとを基に、予めＭ
ＰＵ８内に記億されている標準の映像信号タイミングデータより決定している。
【００６６】
しかし、両検出信号Ｖ９，Ｖ１０と標準の映像信号タイミングデータとを用いることなく
、ＭＰＵ８はサンプリング周波数を決定することも可能である。即ち、サンプリング周波
数が最適でない場合には、サンプリングクロック位相を変化した場合の差分データの前後
の比較データが大きくなったり、小さくなったりする。この変動の周期はサンプリング周
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波数が最適値からどの程度ずれているかで決まる。そこで、ＭＰＵ８は適当な初期値をサ
ンプリング周波数として設定し、水平１ライン分の差分データの振幅の変化を観測してそ
の周期を記憶しておき、次にサンプリング周波数を１ステップ大きく変化させて、その時
の差分データの周期が前回のときよりも大きくなった場合には、更にサンプリング周波数
を１ステップだけ変化させる（小さくなった場合にはサンプリング周波数の変化を小さく
する方向に変える）。そして、ＭＰＵ８は、このような処理を繰り返すことで、差分デー
タの中に振幅の変化の周期が無くなる場合を検出し、このときのサンプリング周波数を最
適値として決定してもよい。
【００６７】
【発明の効果】
請求項１ に係る各発明によれば、画面の画質を高速で自動的に最適化することが
できる。
【００６８】
請求項 に係る発明によれば、差分の絶対値のデータの最大値を以て１画面の画質判定デ
ータとしているので、差分の絶対値のデータの検出感度を高くすることができ、高精度で
画質判定を行うことができる。
【００６９】
請求項 に係る によれば、アナログ映像信号にノイズが混入している場合であっても
、ノイズの影響を抑制して正確に画面の画質の最適化を行うことができる。
【００７０】
請求項 に係る発明によれば、定期的にサンプリングクロック信号の位相の自動調整を３
画面の映像データを用いて行っているので、温度センサ等を用いることなく、人の目には
位相補正処理の実行が判断できない程度の高速処理で、且つリアルタイムで、温度ドリフ
ト等による画質の経時劣化を適切に修正して常に画質を最適化なものに維持することがで
きる。
【００７１】
請求項 に係る発明によれば、１画面分の処理によって複数個の画質判定データを一度に
取得することができ、更なる高速処理で以て画質の最適化を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る表示装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】本発明における位相調整の原理を説明するためのタイミングチャートである。
【図３】本発明の表示装置における映像検出タイミングを示す図である。
【図４】本発明の表示装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図５】本発明の表示装置の動作を示す機能図である。
【図６】本発明の表示装置の動作を示す機能図である。
【図７】本発明の実施の形態１の変形例２におけるタイミングと画面分割とを示す図であ
る。
【図８】本発明の実施の形態１の変形例２の構成例を示すブロック図である。
【図９】従来の液晶表示装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
２　ＡＤＣ回路部、４　表示部、５　クロック位相調整部、６　クロック発生部、７　画
質検出部、８　ＭＰＵ、Ｖ０　アナログ映像信号、Ｖ２　デジタル映像信号、Ｖ５　位相
制御信号、Ｖ６　周波数制御信号、Ｖ７　画質判定データ信号。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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