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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　面ホールド型の表示処理を行なう表示部に対する画像表示処理を実行する画像表示装置
であり、
　インタレース信号を入力し、補間処理による補間画素を含むプログレッシブ信号を生成
する信号変換処理を実行するＩＰ変換部と、
　入力画像フレームを時分割して複数のサブフレームを生成するフレーム制御部と、
　前記フレーム制御部の生成したサブフレームに対するフィルタリング処理を行い、高域
強調サブフレームを生成する高域強調サブフレーム生成部と、
　前記フレーム制御部の生成したサブフレームに対するフィルタリング処理を行い、高域
抑圧サブフレームを生成する高域抑圧サブフレーム生成部と、
　前記高域強調サブフレーム生成部の生成した高域強調サブフレームと、前記高域抑圧サ
ブフレーム生成部の生成した高域抑圧サブフレームとを交互に出力する第１出力制御部と
、
　前記第１出力制御部の出力するサブフレーム画像の出力レベル調整を行なうゲイン制御
部と、
　前記第１出力制御部の出力と、前記ゲイン制御部の出力を入力し、前記ＩＰ変換部の生
成した補間画素をゲイン制御部の出力する出力レベル調整信号とし、補間画素以外のオリ
ジナル画素信号を前記第１出力制御部の出力するレベル非調整信号として出力する第２出
力制御部と、
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　前記第２出力制御部の出力する高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームとを交互
に表示する表示部と、
　を有することを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記画像表示装置は、さらに、
　前記ゲイン制御部の実行する出力レベル調整処理の実行レベルを設定する設定値を入力
するユーザ入力部を有し、
　前記ゲイン制御部は、
　前記ユーザ入力部において入力された設定値に従った出力レベル調整処理を実行する構
成であることを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記ゲイン制御部は、
　前記第１出力制御部の出力するサブフレーム画像に対して１倍以下の０～１倍の範囲で
の出力レベル調整処理を実行する構成であることを特徴とする請求項１に記載の画像表示
装置。
【請求項４】
　前記高域強調サブフレーム生成部は、
　高域通過フィルタ（Ｈｉｇｈ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）と、加算処理部を有し、高域
通過フィルタによるサブフレームに対するフィルタリング結果と、該フィルタリング実行
前のサブフレームとの加算結果を高域強調サブフレームとする構成であることを特徴とす
る請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記高域抑圧サブフレーム生成部は、
　低域通過フィルタ（Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）を有し、低域通過フィルタによ
るサブフレームに対するフィルタリング結果を高域抑圧サブフレームとする構成であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記高域強調サブフレーム生成部を構成する高域通過フィルタ（Ｈｉｇｈ　Ｐａｓｓ　
Ｆｉｌｔｅｒ）と、前記高域抑圧サブフレーム生成部を構成する低域通過フィルタ（Ｌｏ
ｗ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）は、各周波数における通過およびカット割合が相互に補完
的な設定となるフィルタリング特性を有するフィルタとして構成されていることを特徴と
する請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記フレーム制御部は、
　入力画像としての６０Ｈｚ画像フレームを２つに時分割して１２０Ｈｚ画像サブフレー
ムを生成し、
　前記高域強調サブフレーム生成部および前記高域抑圧サブフレーム生成部の各々は、
　前記フレーム制御部の生成した１２０Ｈｚ画像サブフレームに対応する高域強調サブフ
レームと、高域抑圧サブフレームとを生成する構成であり、
　前記表示部は、
　高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームとを１／１２０ｓｅｃ間隔で交互に表示
する処理を実行する構成であることを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記表示部は、
　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）または有機ＥＬによって構成される面ホールド型表示を行
なう表示部であることを特徴とする請求項１から請求項７いずれかに記載の画像表示装置
。
【請求項９】
　画像信号の生成処理を実行する信号処理装置であり、
　インタレース信号を入力し、補間処理による補間画素を含むプログレッシブ信号を生成
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する信号変換処理を実行するＩＰ変換部と、
　入力画像フレームを時分割して複数のサブフレームを生成するフレーム制御部と、
　前記フレーム制御部の生成したサブフレームに対するフィルタリング処理を行い、高域
強調サブフレームを生成する高域強調サブフレーム生成部と、
　前記フレーム制御部の生成したサブフレームに対するフィルタリング処理を行い、高域
抑圧サブフレームを生成する高域抑圧サブフレーム生成部と、
　前記高域強調サブフレーム生成部の生成した高域強調サブフレームと、前記高域抑圧サ
ブフレーム生成部の生成した高域抑圧サブフレームとを交互に出力する第１出力制御部と
、
　前記第１出力制御部の出力するサブフレーム画像の出力レベル調整を行なうゲイン制御
部と、
　前記第１出力制御部の出力と、前記ゲイン制御部の出力を入力し、前記ＩＰ変換部の生
成した補間画素をゲイン制御部の出力する出力レベル調整信号とし、補間画素以外のオリ
ジナル画素信号を前記第１出力制御部の出力するレベル非調整信号として出力する第２出
力制御部と、
　を有することを特徴とする信号処理装置。
【請求項１０】
　前記ゲイン制御部は、
　ユーザ入力部から入力された設定値に従った出力レベル調整処理を実行する構成である
ことを特徴とする請求項９に記載の信号処理装置。
【請求項１１】
　前記ゲイン制御部は、
　前記第１出力制御部の出力するサブフレーム画像に対して１倍以下の０～１倍の範囲で
の出力レベル調整処理を実行する構成であることを特徴とする請求項９に記載の信号処理
装置。
【請求項１２】
　前記高域強調サブフレーム生成部は、
　高域通過フィルタ（Ｈｉｇｈ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）と、加算処理部を有し、高域
通過フィルタによるサブフレームに対するフィルタリング結果と、該フィルタリング実行
前のサブフレームとの加算結果を高域強調サブフレームとする構成であることを特徴とす
る請求項９に記載の信号処理装置。
【請求項１３】
　前記高域抑圧サブフレーム生成部は、
　低域通過フィルタ（Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）を有し、低域通過フィルタによ
るサブフレームに対するフィルタリング結果を高域抑圧サブフレームとする構成であるこ
とを特徴とする請求項９に記載の信号処理装置。
【請求項１４】
　画像表示装置において画像処理を実行する画像処理方法であり、
　ＩＰ変換部において、インタレース信号を入力し、補間処理による補間画素を含むプロ
グレッシブ信号を生成する信号変換処理を実行するＩＰ変換ステップと、
　フレーム制御部において、入力画像フレームを時分割して複数のサブフレームを生成す
るフレーム制御ステップと、
　高域強調サブフレーム生成部において、前記フレーム制御部の生成したサブフレームに
対するフィルタリング処理を行い、高域強調サブフレームを生成する高域強調サブフレー
ム生成ステップと、
　高域抑圧サブフレーム生成部において、前記フレーム制御部の生成したサブフレームに
対するフィルタリング処理を行い、高域抑圧サブフレームを生成する高域抑圧サブフレー
ム生成ステップと、
　第１出力制御部において、前記高域強調サブフレーム生成部の生成した高域強調サブフ
レームと、前記高域抑圧サブフレーム生成部の生成した高域抑圧サブフレームとを交互に
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出力する第１出力制御ステップと、
　ゲイン制御部において、前記第１出力制御部の出力するサブフレーム画像の出力レベル
調整を行なうゲイン制御ステップと、
　第２出力制御部において、前記第１出力制御部の出力と、前記ゲイン制御部の出力を入
力し、前記ＩＰ変換部の生成した補間画素をゲイン制御部の出力する出力レベル調整信号
とし、補間画素以外のオリジナル画素信号を前記第１出力制御部の出力するレベル非調整
信号として出力する第２出力制御ステップと、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１５】
　画像表示装置における画像処理を実行させるコンピュータ・プログラムであり、
　ＩＰ変換部において、インタレース信号を入力し、補間処理による補間画素を含むプロ
グレッシブ信号を生成する信号変換処理を実行させるＩＰ変換ステップと、
　フレーム制御部において、入力画像フレームを時分割して複数のサブフレームを生成さ
せるフレーム制御ステップと、
　高域強調サブフレーム生成部において、前記フレーム制御部の生成したサブフレームに
対するフィルタリング処理を行い、高域強調サブフレームを生成させる高域強調サブフレ
ーム生成ステップと、
　高域抑圧サブフレーム生成部において、前記フレーム制御部の生成したサブフレームに
対するフィルタリング処理を行い、高域抑圧サブフレームを生成させる高域抑圧サブフレ
ーム生成ステップと、
　第１出力制御部において、前記高域強調サブフレーム生成部の生成した高域強調サブフ
レームと、前記高域抑圧サブフレーム生成部の生成した高域抑圧サブフレームとを交互に
出力させる第１出力制御ステップと、
　ゲイン制御部において、前記第１出力制御部の出力するサブフレーム画像の出力レベル
調整を行なわせるゲイン制御ステップと、
　第２出力制御部において、前記第１出力制御部の出力と、前記ゲイン制御部の出力を入
力し、前記ＩＰ変換部の生成した補間画素をゲイン制御部の出力する出力レベル調整信号
とし、補間画素以外のオリジナル画素信号を前記第１出力制御部の出力するレベル非調整
信号として出力させる第２出力制御ステップと、
　を実行させることを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置、信号処理装置、および画像処理方法、並びにコンピュータ・
プログラムに関する。さらに、インタレース信号をプログレッシブ信号に変換するＩＰ変
換を行って、例えば液晶ディスプレイなどの面ホールド型ディスプレイに画像表示を行な
う構成において、画像のぼけであるブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象を低減させた画像表
示装置、信号処理装置、および画像処理方法、並びにコンピュータ・プログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）や有機ＥＬ等を利用したフラットパネルディスプレイ（Ｆ
ＰＤ）を利用した表示処理では、点順次インパルス駆動であるＣＲＴと異なり面ホールド
表示による表示を行う。すなわち、例えば一般的なフレーム周波数６０Ｈｚで動作する場
合、１つのフレームの表示期間（１／６０ｓｅｃ＝１６．７ｍｓｅｃ）毎にディスプレイ
面全体で同一の画像をホールドする面ホールド型の表示を行なう。
【０００３】
　このような面ホールド型の表示では、網膜残像による動画ぼけが発生する。すなわち、
ＦＰＤなどの面ホールド型表示部に動く物体を表示した場合、目が移動表示物体を追従視
することにより網膜上で画像がスリップして移動物体がぼけて見える所謂ブラー（Ｂｌｕ
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ｒｒｉｎｇ）現象が発生し動画品質を劣化させていた。
【０００４】
　このブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象を低減するための１つの構成として、高速応答性
を有する表示装置を適用し、例えば１２０Ｈｚで表示切り替えを実行して、実際の表示画
像を１／１２０ｓｅｃの期間に表示して、次の１／１２０ｓｅｃの期間に黒を表示し、次
の１／１２０ｓｅｃの期間に次の実際の画像を表示し、さらに次に黒を表示するというよ
うに、表示されるフレーム間に黒を挿入してＦＰＤをインパルス駆動に近づける所謂黒挿
入が提案されている。しかし、このように単純に黒を挿入した場合、その画像を観察する
視聴者は、網膜上で黒を含めて明るさを積分する為、明るさやコントラストが半減してし
まうという問題が発生する。
【０００５】
　このような問題を解決する構成として、例えば特許文献１は、フレームをｎ倍速化した
上で元フレーム未満の輝度レベルの映像をサブフレームとして挿入する構成とすることで
インパルス駆動とコントラスト、明るさのトレードオフを実現する構成を提案している。
【０００６】
　また、特許文献２においては、１フレーム期間の映像信号を複数のサブフレームに時分
割して、時分割した複数のサブレーム間での輝度配分を調整して、時分割した複数のサブ
レームの輝度を積分した積分輝度を、オリジナルの１フレームの輝度と変わらない様に設
定することで、明るさを低減させることなくインパルス駆動に近づける構成を開示してい
る。
【０００７】
　しかしながら、上述の特許文献１の構成では、インパルス駆動とコントラスト、明るさ
がトレードオフになり、ある程度のコントラストや明るさの低下は避けられないという問
題がある。また、特許文献２の構成では、オリジナルフレームの画素の輝度レベルによっ
ては、適切な輝度配分を行なって時分割フレームを設定しても十分な効果を得ることがで
きない場合もある。特許文献２の構成においても、オリジナル画像の画素の画素値より低
輝度の画素値を持つ時分割フレームを設定することが必要となるが、オリジナル画像の画
素が元々低輝度である場合には、適切な画素値を持つ時分割フレームの設定が困難になる
という問題がある。
【０００８】
　さらに、画像表示に適用するコンテンツや放送信号の多くは、ＣＲＴ対応のインタレー
ス方式に従った画像データとして生成されているのが現状である。すなわち、例えばＣＲ
Ｔの水平走査線に表示する１つの画像を２フィールドで構成し、まず、最初のフィールド
で画面の上から１本おきに水平走査線を走査して下端に至った後、再度、上から、走査さ
れていない１本おきの走査線を次フィールドで走査する処理によって画像表示を行なう。
このように水平走査線を１本おきに下まで走査する処理を繰り返して実行することで１つ
の画面を生成するインタレース方式の画像コンテンツが多数ある。
【０００９】
　ＬＣＤ等、面ホールド型の表示を行なう表示装置において、このようなインタレース方
式の画像コンテンツの表示を行なうと、各表示フレームにおいて、表示画像信号が存在す
るラインと存在しないラインが交互に発生しフリッカが目立ち、かつ輝度が半減するとい
う問題を発生させる。この問題を解決するため、インタレース信号をプログレッシブ信号
に変換して表示する処理が行われる。インタレース信号をプログレッシブ信号に変換する
処理はＩＰ変換と呼ばれる。
【００１０】
　一般に、ＣＲＴにおいて、上述したような画面の上から１本おきに水平走査線を走査す
る処理をインタレース方式と呼び、画面を構成する複数本の水平走査線（水平表示ライン
）を１本ずつ順番に走査する方式をプログレッシブ方式（順次走査方式）と呼ぶ。プログ
レッシブ方式では、全てのラインに対応する画素信号が提供されることになる。
【００１１】
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　インタレース方式の信号をプログレッシブ信号に変換するＩＰ変換においては、インタ
レース信号に含まれる信号の無いラインの信号を補間処理によって生成する。この補間処
理によって生成した擬似的な信号を適用してインタレース信号をプログレッシブ信号とし
て全ての画素に信号を含むプログレッシブ信号として表示が実行される。
【００１２】
　ＩＰ変換における補間処理は、例えば空間あるいは時間方向における周囲画素の画素値
に基づいて実行される。しかしながら、このように補間処理によって生成される画素は、
例えば周囲の画素の画素値に類似する画素値を設定するといった処理が行なわれることが
多く、上述した画像のぼけとしてのブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象をさらに悪化させる
ことがある。
【００１３】
　またインタレース信号をプログレッシブ信号に変換するＩＰ変換では、本来、存在しな
いデータである画素の画素値を空間あるいは時間方向における周囲画素の画素値に基づい
て類推して決定して表示する処理を実行するため、本来のインタレース信号を忠実に再現
していることにはならない。従って、視聴者は、擬似的な画素値によって改変されたコン
テンツを見ることになり、忠実なオリジナルコンテンツの再生を望むユーザにとっては迷
惑となってしまうことがある。
【特許文献１】特開２００５－１２８４８８号公報
【特許文献２】特開２００５－１７３３８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、液晶ディスプレイなどの面ホ
ールド型ディスプレイにおいて発生する画像のぼけであるブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現
象を、コントラストや明るさの低下を抑えながら低減させることを可能とした画像表示装
置、信号処理装置、および画像処理方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供するこ
とを目的とする。
【００１５】
　さらに、ＩＰ変換における補間処理によって生成される補間画素の表示制御により、忠
実なオリジナルコンテンツの再生表示を可能とした画像表示装置、信号処理装置、および
画像処理方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することを目的とする。
【００１６】
　さらに、詳細には、本発明は、入力画像を時分割したサブフレームを生成して、コント
ラスト変化が激しい部分（エッジ）、や輪郭等、周波数の高い画像領域（高域）を強調し
た高域強調サブフレームと、これらの高周波数領域を抑圧した高域抑圧サブフレームを生
成して交互に出力することで、コントラストや明るさの低下を抑えてブラー（Ｂｌｕｒｒ
ｉｎｇ）現象を低減させることを可能とし、さらに、ＩＰ変換に際して生成する補間画素
の出力のゲイン制御により、補間された画素の表示制御を可能としてプログレッシブ信号
として表示のみならず、忠実なオリジナルコンテンツの再生表示をも可能とする画像表示
装置、信号処理装置、および画像処理方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の第１の側面は、
　面ホールド型の表示処理を行なう表示部に対する画像表示処理を実行する画像表示装置
であり、
　インタレース信号を入力し、補間処理による補間画素を含むプログレッシブ信号を生成
する信号変換処理を実行するＩＰ変換部と、
　入力画像フレームを時分割して複数のサブフレームを生成するフレーム制御部と、
　前記フレーム制御部の生成したサブフレームに対するフィルタリング処理を行い、高域
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強調サブフレームを生成する高域強調サブフレーム生成部と、
　前記フレーム制御部の生成したサブフレームに対するフィルタリング処理を行い、高域
抑圧サブフレームを生成する高域抑圧サブフレーム生成部と、
　前記高域強調サブフレーム生成部の生成した高域強調サブフレームと、前記高域抑圧サ
ブフレーム生成部の生成した高域抑圧サブフレームとを交互に出力する第１出力制御部と
、
　前記第１出力制御部の出力するサブフレーム画像の出力レベル調整を行なうゲイン制御
部と、
　前記第１出力制御部の出力と、前記ゲイン制御部の出力を入力し、前記ＩＰ変換部の生
成した補間画素をゲイン制御部の出力する出力レベル調整信号とし、補間画素以外のオリ
ジナル画素信号を前記第１出力制御部の出力するレベル非調整信号として出力する第２出
力制御部と、
　前記第２出力制御部の出力する高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームとを交互
に表示する表示部と、
　を有することを特徴とする画像表示装置にある。
【００１８】
　さらに、本発明の画像表示装置の一実施態様において、前記画像表示装置は、さらに、
前記ゲイン制御部の実行する出力レベル調整処理の実行レベルを設定する設定値を入力す
るユーザ入力部を有し、前記ゲイン制御部は、前記ユーザ入力部において入力された設定
値に従った出力レベル調整処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００１９】
　さらに、本発明の画像表示装置の一実施態様において、前記ゲイン制御部は、前記第１
出力制御部の出力するサブフレーム画像に対して１倍以下の０～１倍の範囲での出力レベ
ル調整処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００２０】
　さらに、本発明の画像表示装置の一実施態様において、前記高域強調サブフレーム生成
部は、高域通過フィルタ（Ｈｉｇｈ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）と、加算処理部を有し、
高域通過フィルタによるサブフレームに対するフィルタリング結果と、該フィルタリング
実行前のサブフレームとの加算結果を高域強調サブフレームとする構成であることを特徴
とする。
【００２１】
　さらに、本発明の画像表示装置の一実施態様において、前記高域抑圧サブフレーム生成
部は、低域通過フィルタ（Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）を有し、低域通過フィルタ
によるサブフレームに対するフィルタリング結果を高域抑圧サブフレームとする構成であ
ることを特徴とする。
【００２２】
　さらに、本発明の画像表示装置の一実施態様において、前記高域強調サブフレーム生成
部を構成する高域通過フィルタ（Ｈｉｇｈ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）と、前記高域抑圧
サブフレーム生成部を構成する低域通過フィルタ（Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）は
、各周波数における通過およびカット割合が相互に補完的な設定となるフィルタリング特
性を有するフィルタとして構成されていることを特徴とする。
【００２３】
　さらに、本発明の画像表示装置の一実施態様において、前記フレーム制御部は、入力画
像としての６０Ｈｚ画像フレームを２つに時分割して１２０Ｈｚ画像サブフレームを生成
し、前記高域強調サブフレーム生成部および前記高域抑圧サブフレーム生成部の各々は、
前記フレーム制御部の生成した１２０Ｈｚ画像サブフレームに対応する高域強調サブフレ
ームと、高域抑圧サブフレームとを生成する構成であり、前記表示部は、高域強調サブフ
レームと高域抑圧サブフレームとを１／１２０ｓｅｃ間隔で交互に表示する処理を実行す
る構成であることを特徴とする。
【００２４】
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　さらに、本発明の画像表示装置の一実施態様において、前記表示部は、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）または有機ＥＬによって構成される面ホールド型表示を行なう表示部である
ことを特徴とする。
【００２５】
　さらに、本発明の第２の側面は、
　画像信号の生成処理を実行する信号処理装置であり、
　インタレース信号を入力し、補間処理による補間画素を含むプログレッシブ信号を生成
する信号変換処理を実行するＩＰ変換部と、
　入力画像フレームを時分割して複数のサブフレームを生成するフレーム制御部と、
　前記フレーム制御部の生成したサブフレームに対するフィルタリング処理を行い、高域
強調サブフレームを生成する高域強調サブフレーム生成部と、
　前記フレーム制御部の生成したサブフレームに対するフィルタリング処理を行い、高域
抑圧サブフレームを生成する高域抑圧サブフレーム生成部と、
　前記高域強調サブフレーム生成部の生成した高域強調サブフレームと、前記高域抑圧サ
ブフレーム生成部の生成した高域抑圧サブフレームとを交互に出力する第１出力制御部と
、
　前記第１出力制御部の出力するサブフレーム画像の出力レベル調整を行なうゲイン制御
部と、
　前記第１出力制御部の出力と、前記ゲイン制御部の出力を入力し、前記ＩＰ変換部の生
成した補間画素をゲイン制御部の出力する出力レベル調整信号とし、補間画素以外のオリ
ジナル画素信号を前記第１出力制御部の出力するレベル非調整信号として出力する第２出
力制御部と、
　を有することを特徴とする信号処理装置にある。
【００２６】
　さらに、本発明の信号処理装置の一実施態様において、前記ゲイン制御部は、ユーザ入
力部から入力された設定値に従った出力レベル調整処理を実行する構成であることを特徴
とする。
【００２７】
　さらに、本発明の信号処理装置の一実施態様において、前記ゲイン制御部は、前記第１
出力制御部の出力するサブフレーム画像に対して１倍以下の０～１倍の範囲での出力レベ
ル調整処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００２８】
　さらに、本発明の信号処理装置の一実施態様において、前記高域強調サブフレーム生成
部は、高域通過フィルタ（Ｈｉｇｈ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）と、加算処理部を有し、
高域通過フィルタによるサブフレームに対するフィルタリング結果と、該フィルタリング
実行前のサブフレームとの加算結果を高域強調サブフレームとする構成であることを特徴
とする。
【００２９】
　さらに、本発明の信号処理装置の一実施態様において、前記高域抑圧サブフレーム生成
部は、低域通過フィルタ（Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）を有し、低域通過フィルタ
によるサブフレームに対するフィルタリング結果を高域抑圧サブフレームとする構成であ
ることを特徴とする。
【００３０】
　さらに、本発明の第３の側面は、
　画像表示装置において画像処理を実行する画像処理方法であり、
　ＩＰ変換部において、インタレース信号を入力し、補間処理による補間画素を含むプロ
グレッシブ信号を生成する信号変換処理を実行するＩＰ変換ステップと、
　フレーム制御部において、入力画像フレームを時分割して複数のサブフレームを生成す
るフレーム制御ステップと、
　高域強調サブフレーム生成部において、前記フレーム制御部の生成したサブフレームに
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対するフィルタリング処理を行い、高域強調サブフレームを生成する高域強調サブフレー
ム生成ステップと、
　高域抑圧サブフレーム生成部において、前記フレーム制御部の生成したサブフレームに
対するフィルタリング処理を行い、高域抑圧サブフレームを生成する高域抑圧サブフレー
ム生成ステップと、
　第１出力制御部において、前記高域強調サブフレーム生成部の生成した高域強調サブフ
レームと、前記高域抑圧サブフレーム生成部の生成した高域抑圧サブフレームとを交互に
出力する第１出力制御ステップと、
　ゲイン制御部において、前記第１出力制御部の出力するサブフレーム画像の出力レベル
調整を行なうゲイン制御ステップと、
　第２出力制御部において、前記第１出力制御部の出力と、前記ゲイン制御部の出力を入
力し、前記ＩＰ変換部の生成した補間画素をゲイン制御部の出力する出力レベル調整信号
とし、補間画素以外のオリジナル画素信号を前記第１出力制御部の出力するレベル非調整
信号として出力する第２出力制御ステップと、
　を有することを特徴とする画像処理方法にある。
【００３１】
　さらに、本発明の第４の側面は、
　画像表示装置における画像処理を実行させるコンピュータ・プログラムであり、
　ＩＰ変換部において、インタレース信号を入力し、補間処理による補間画素を含むプロ
グレッシブ信号を生成する信号変換処理を実行させるＩＰ変換ステップと、
　フレーム制御部において、入力画像フレームを時分割して複数のサブフレームを生成さ
せるフレーム制御ステップと、
　高域強調サブフレーム生成部において、前記フレーム制御部の生成したサブフレームに
対するフィルタリング処理を行い、高域強調サブフレームを生成させる高域強調サブフレ
ーム生成ステップと、
　高域抑圧サブフレーム生成部において、前記フレーム制御部の生成したサブフレームに
対するフィルタリング処理を行い、高域抑圧サブフレームを生成させる高域抑圧サブフレ
ーム生成ステップと、
　第１出力制御部において、前記高域強調サブフレーム生成部の生成した高域強調サブフ
レームと、前記高域抑圧サブフレーム生成部の生成した高域抑圧サブフレームとを交互に
出力させる第１出力制御ステップと、
　ゲイン制御部において、前記第１出力制御部の出力するサブフレーム画像の出力レベル
調整を行なわせるゲイン制御ステップと、
　第２出力制御部において、前記第１出力制御部の出力と、前記ゲイン制御部の出力を入
力し、前記ＩＰ変換部の生成した補間画素をゲイン制御部の出力する出力レベル調整信号
とし、補間画素以外のオリジナル画素信号を前記第１出力制御部の出力するレベル非調整
信号として出力させる第２出力制御ステップと、
　を実行させることを特徴とするコンピュータ・プログラムにある。
【００３２】
　なお、本発明のコンピュータ・プログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実
行可能な汎用コンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶
媒体、通信媒体、例えば、ＣＤやＦＤ、ＭＯなどの記憶媒体、あるいは、ネットワークな
どの通信媒体によって提供可能なコンピュータ・プログラムである。このようなプログラ
ムをコンピュータ可読な形式で提供することにより、コンピュータ・システム上でプログ
ラムに応じた処理が実現される。
【００３３】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基
づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
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【発明の効果】
【００３４】
　本発明の一実施例の構成によれば、フレームを時分割して生成したサブフレームに基づ
いて、高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームとを生成して、これらを例えば１／
１２０ｓｅｃごとに交互に表示する構成とし、さらに、ＩＰ変換において生成した補間画
素の表示レベルを調整可能として例えば０～１倍のレベルでの補間画素表示を可能とした
。本構成により、明るさやコントラストを低下させることなくブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ
）現象を低減した画像表示が実現される。すなわち、ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象の
目立つ領域であるコントラスト変化が激しい部分（エッジ）、や輪郭等、周波数の高い画
像領域（高域）を抑圧した高域抑圧サブフレームを、高域強調サブフレームの間に表示す
ることで、ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象が低減され、また、高域抑圧サブフレームの
挿入による画質に対する影響を高域強調サブフレームで補うことで、明るさやコントラス
トの低下のない画像表示が実現される。
【００３５】
　また、本発明の一実施例の構成によれば、ＩＰ変換において生成した補間画素の表示レ
ベルを調整可能として例えば０～１倍のレベルでの補間画素表示を可能としたので、補間
された画素の表示によるプログレッシブ信号表示のみならず、補間された画素の表示レベ
ルを低下させることで、忠実なオリジナルコンテンツの再生表示も可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、図面を参照しながら本発明の画像表示装置、信号処理装置、および画像処理方法
、並びにコンピュータ・プログラムの詳細について説明する。説明は以下の項目
に従って行なう。
　１．ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象について
　２．ＩＰ変換について
　３．本発明の装置構成および処理の詳細
【００３７】
　　［１．ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象について］
　まず、最初に、例えば液晶ディスプレイなどの面ホールド型ディスプレイにおいて発生
する画像のぼけであるブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象について説明する。前述したよう
に、面ホールド表示による表示を行う表示装置では、表示される移動物体がぼけて見えて
しまうというブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象が発生する。すなわち、網膜残像による動
画ぼけである。この現象について、図１を参照して説明する。
【００３８】
　ディスプレイに表示された動画中の移動物体を観察する場合、観察者は移動物体の特徴
点を滑らかに追従視する。液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）や有機ＥＬ等、面ホールド表示を
行なうフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）は、１フレーム期間中同じ画像が表示され
続ける。例えば一般的なフレーム周波数６０Ｈｚで動作する場合、１つのフレームの表示
期間（１／６０ｓｅｃ＝１６．７ｍｓｅｃ）において１つの固定画像が継続して表示され
、１／６０ｓｅｃ毎に次フレーム画像へ切り替えて表示される。このような面ホールド表
示画像を観察する時、観察者の追従視している眼球の網膜上にはホールド表示された移動
オブジェクトがスリップして映ることになり、これが所謂ぼけとしてのブラー（Ｂｌｕｒ
ｒｉｎｇ）やモーションブラー（ＭｏｔｉｏｎＢｌｕｒ）と言う動画ボヤケとして認識さ
れる。
【００３９】
　この現象を説明する図が図１である。図１に示すグラフは、面ホールド型表示を行なう
表示装置における表示データの時間遷移を示している。縦軸に画面内で移動するオブジェ
クト位置を、横軸は時間方向を示している。面ホールド表示においては、上述したように
１つのフレームの表示期間（１／６０ｓｅｃ＝１６．７ｍｓｅｃ）において１つの画像が
継続して表示される。１フレーム目の表示時間はｔ０～ｔ１、２フレーム目の表示時間は
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ｔ１～ｔ２、３フレーム目の表示時間はｔ２～ｔ３となっており、各フレームの表示期間
は１／６０ｓｅｃである。
【００４０】
　オブジェクト１０が、たとえば等速で移動するオブジェクトである場合、ｔ０～ｔ１の
期間の１フレーム目におけるオブジェクト表示位置はＰ１に固定され、次のフレーム切り
替えタイミングｔ１において、オブジェクト表示位置はＰ１からＰ２に大きく移動して、
ｔ１～ｔ２の期間の２フレーム目における表示位置はＰ２に固定される。さらに、次のフ
レーム切り替えタイミングｔ２において、オブジェクト表示位置はＰ２からＰ３に大きく
移動して、ｔ２～ｔ３の期間の３フレーム目における表示位置はＰ３に固定されることに
なる。
【００４１】
　このように移動するオブジェクト１０を観察する視聴者は、図１に示す視線移動軌跡１
１に沿って、オブジェクト１０を追従視する。しかし、画面上の移動オブジェクトの表示
位置は、視線移動軌跡１１と異なる位置にある。例えばフレーム２からフレーム３に切り
替えの発生する時間ｔ２では、Ｐ２からＰ３の表示位置の切り替えが発生し、ユーザは、
Ｐ２の位置からＰ３の位置までのオブジェクトの大きなスリップ画像を観察することにな
る。結果として、このスリップ量に相当するオブジェクトのぼけ、すなわちブラー（Ｂｌ
ｕｒｒｉｎｇ）現象が発生する。図１に示すユーザ２１の網膜上には、移動するオブジェ
クト１０の画像が、図に示す領域Ｂ１に広がりを持った大きなぼけ量を有するオブジェク
ト画像が観察されることになる。
【００４２】
　一方オブジェクト１０が画面上において移動しない固定された位置にあるオブジェクト
である場合、すなわちフレーム１～３において位置Ｐ１に固定されている場合、図１に示
すユーザ２２は、オブジェクト１０の画像を固定位置で観察するため視線移動軌跡１５は
固定され、ユーザ２２の網膜上には固定されたオブジェクト像がくっきり観察され、ブラ
ー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象が発生することはない。
【００４３】
　一方、面ホールド型表示とは異なるＣＲＴのようなディスプレイにおいて行われるイン
パルス駆動型の表示処理について図２を参照して説明する。ＣＲＴでは、各画素を順次駆
動させて表示を行なっており、面ホールド型表示に比較すると各画素の表示期間が短く設
定される。
【００４４】
　このようなインパルス駆動型の表示では、図２に示すように、移動するオブジェクト３
０がディスプレイに表示されている期間は短くなる。ユーザは、先の図１を参照して説明
したと同様、図２に示す視線移動軌跡３１に沿って、オブジェクト３０を追従視する。こ
の場合、画面上において移動オブジェクトが表示される位置は、視線移動軌跡３１と大き
く離れる位置には設定されない。最も大きく離れる部分は、例えば図２に示す時間ｔａで
あるが、この場合においても、極めて小さいスリップ量となる。また、時間ｔ２において
も同様の極めて小さいスリップ量となる。結果として、ユーザ４１の網膜では、大きなぼ
け量としては観察されず、小さいぼけ量Ｂが認識される程度となり、図１を参照して説明
した面ホールド型表示のようなブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象の発生が抑制されること
になる。
【００４５】
　　［２．ＩＰ変換について］
　先に説明したように、１本おきに水平走査線を走査するインタレース方式の画像を、例
えば液晶ディスプレイなどの面ホールド型の表示装置に表示する場合、画像信号のないラ
インの画素値を補間処理によって決定して全ライン表示としたプログレッシブ方式に変換
するＩＰ変換が実行される。
【００４６】
　図３は、一般的なＩＰ変換処理構成を示す図である。図３（Ａ）はＩＰ変換前のインタ
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レース方式の出力例を示している。左から時間ｔ０～ｔ４の出力画素ラインを示している
。例えば、時間ｔ０において、表示部５１の１つのラインおきに画素値の出力が実行され
、次の時間ｔ１において、時間ｔ０で画素値出力を行わなかったラインの画素値出力が実
行される。
【００４７】
　時間ｔ０に出力されるインタレース信号が第１フィールド信号に対応し、時間ｔ１に出
力されるインタレース信号が第２フィールド信号に対応し、この２つのフィールド信号に
よって１フレームが形成されることになる。
【００４８】
　このインタレース信号を、面ホールド型表示を行なう表示部に表示すると、前述したよ
うに、表示画像信号が存在するラインと存在しないラインが交互に発生しフリッカが目立
ち、かつ輝度が半減するという問題を発生させる。この問題を解決するため、インタレー
ス信号をプログレッシブ信号に変換するＩＰ変換が実行される。
【００４９】
　ＩＰ変換後の画像が図３（Ｂ）に示す画像である。図３（Ｂ）に示すように、元々の表
示画像信号が存在するオリジナルライン６１と、元々の表示画像信号が存在しない補間ラ
イン６２が同一時間の表示画像においては、垂直に１つおきに交互に配置され、時間軸方
向にも１つおきに配置された構成となる。
【００５０】
　ＩＰ変換の方式について、図４を参照して説明する。ＩＰ変換の方式としては、図４に
示す様に、時間方向における前後のフレームのラインから補間を行うフレーム間補間と、
同一フレームの上下のラインから補間を行う面内補間があり、その切り替え、または配分
を画像特徴に応じてリアルタイムに切り替える方法が一般的である。具体的には、動き情
報を取得して、その配分比率を変更する処理などによって、補間画素の画素値を決定する
。
【００５１】
　補間画素の画素値は、このように時間方向または、面方向にある画素の画素値に基づい
て、例えば周囲画素の画素値平均を算出して設定する方法がとられる。しかし、この補間
処理によって決定される画素値は、インタレース画像の内容によっては、実際の画像に対
応する画素値とは異なる画素値が設定されてしまう場合が発生し、画質を劣化させる要因
ともなっている。
【００５２】
　このような補間処理によって生成される画素の画素値はあくまでも面方向または時間方
向の周囲画素に基づいて推定された画素値であり擬似的な画素である。従って、視聴者は
、擬似的な画素値によって改変されたコンテンツを見ることになり、忠実なオリジナルコ
ンテンツの再生を望むユーザにとっては迷惑となってしまうことがある。
【００５３】
　また、ＩＰ変換における補間処理は空間あるいは時間方向における周囲画素の画素値に
類似する画素値を設定するといった処理が行なわれることが多く、上述した画像のぼけと
してのブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象をさらに悪化させることがある。
【００５４】
　　［３．本発明の装置構成および処理の詳細］
　次に、本発明の装置構成および処理の詳細について説明する。本発明の画像表示装置で
は、ＬＣＤや有機ＥＬ、その他の様々な面ホールド型表示処理を実行する構成において、
ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象の発生を抑制するとともに明るさやコントラストの低減
を抑えた構成を実現する。さらに、ＩＰ変換に際して生成する補間画素の出力のゲイン制
御により、補間された画素の表示制御を行なうことで、プログレッシブ信号表示のみなら
ず、忠実なオリジナルコンテンツの再生表示をも可能とする構成を実現する。
【００５５】
　具体的には、インタレース信号をプログレッシブ信号に変換するＩＰ変換を行って、液
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晶ディスプレイなどの面ホールド型ディスプレイに画像表示を行なう構成において、フレ
ームを時分割してサブフレームを生成する際、画像に含まれるエッジや輪郭領域などの高
周波数領域を強調した高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームとを生成して、これ
らを例えば１／１２０ｓｅｃごとに交互に表示することで、コントラストや明るさの低下
を抑えてブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象を低減させる処理を行い、ＩＰ変換に際して生
成する補間画素の出力のゲイン制御により、補間された画素の表示制御を行なう。
【００５６】
　一般的にディスプレイに表示される画像を観察する視聴者が、画像のぼけを大きく感ず
る部分は、コントラスト変化が激しい部分（エッジ）や輪郭等、いわゆる空間周波数の高
い画像領域である。一方、例えばディスプレイに表示された空などの一様な空間周波数の
低い画像領域については、動きを伴う表示がなされた場合でもぼけを感じることは少ない
。本発明では、このような視覚特性に基づいて、画像に含まれるエッジや輪郭領域などの
高周波数領域と、それ以外の低周波数領域とに対して、それぞれの領域に応じた異なる処
理を施すことで、コントラストや明るさの低下を抑えてブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象
を低減させる。
【００５７】
　本発明の実行する画像表示処理では、入力画像を時分割したサブフレームを生成して、
コントラスト変化が激しい部分（エッジ）、や輪郭等、周波数の高い画像領域（高域）を
強調した高域強調サブフレームと、これらの高周波数領域を抑圧した高域抑圧サブフレー
ムを生成して交互に出力する。ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象は画像における高周波領
域でより目立つ現象であり、一方、明るさやコントラストは画像の直流成分が関係してい
る。
【００５８】
　本発明では、ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象の目立つ領域であるコントラスト変化が
激しい部分（エッジ）、や輪郭等、周波数の高い画像領域（高域）を抑圧した高域抑圧サ
ブフレームを、高域強調サブフレームの間に表示することで、ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ
）現象の効果的な低減を実現する。また、高域抑圧サブフレームの挿入による画質に対す
る影響を高域強調サブフレームで補うことで、明るさやコントラストの低下することのな
い画像表示を実現する。
【００５９】
　本発明の処理の詳細について、図５以下を参照して説明する。図５は、本発明の画像表
示装置における信号処理回路を示すブロック図である。本発明の画像処理装置は図５に示
すようにＩＰ変換部１００、フレーム制御部１０１、高域強調サブフレーム生成部１０２
と、高域抑圧サブフレーム生成部としてのローパスフィルタ（ＬＰＦ）１０３と、第１セ
レクタ１０４、ゲイン制御部１０５、第２セレクタ１０６、制御部１０７、ユーザ入力部
１０８を有する。高域強調サブフレーム生成部１０２には、ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）
１２１と、加算器１２２が含まれる。
【００６０】
　入力信号（ｉ＿ＤＡＴＡ）は、インタレース信号であり、入力信号（ｉ＿ＤＡＴＡ）が
、まずＩＰ変換部１００に入力され、インタレース信号からプログレッシブ信号への変換
処理、すなわちＩＰ変換が実行されプログレッシブ信号が生成される。ＩＰ変換部１００
におけるＩＰ変換処理は、先に図３、図４を参照して説明した処理である。
【００６１】
　すなわち、図４を参照して説明した様に、時間方向における前後のフレームのラインか
ら補間を行うフレーム間補間と、同一フレームの上下のラインから補間を行う面内補間が
あり、その切り替え、または配分を動きベクトル情報などの画像特徴に応じてリアルタイ
ムに切り替えて補間処理が実行されて補間画素の画素値が決定されてプログレッシブ信号
が生成される。
【００６２】
　ＩＰ変換部１００において生成されたプログレッシブ信号は、フレーム制御部１０１に
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入力される。フレーム制御部１０１は、入力されるプログレッシブ信号からなる画像デー
タをｎ倍速化して、１つのフレームをｎ個のサブフレームに分割して出力する。
【００６３】
　例えば、６０Ｈｚの画像を入力し、ｎ＝２とした場合、１つのフレームを２つのサブフ
レームに時分割して１２０Ｈｚの画像に変換して出力する。具体的には、フレーム制御部
１０１は、フレームメモリを有し、フレームメモリからのフレーム画像出力タイミングが
制御部１０７によって制御されて、後段の高域強調サブフレーム生成部１０２のハイパス
フィルタ（ＨＰＦ）１２１と、高域抑圧サブフレーム生成部としてのローパスフィルタ（
ＬＰＦ）１０３に出力される。
【００６４】
　ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）１２１およびローパスフィルタ１０３においては、フレー
ム制御部１０１から時分割されたサブフレームを交互に入力して、それぞれの入力サブフ
レームに対する低域カット処理または高域カットを実行して出力する。
【００６５】
　ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）１２１は、高域通過フィルタ（Ｈｉｇｈ　Ｐａｓｓ　Ｆｉ
ｌｔｅｒ）であり、入力するサブフレーム画像から空間周波数の低い部分をカットして、
コントラスト変化が激しい部分（エッジ）や輪郭等、高周波数領域を通過させるフィルタ
リング処理を実行する。ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）１２１の出力データは、加算器１２
２において、フィルタリング処理を実行する前のオリジナル画像に基づくサブフレーム画
像と加算されて、第１セレクタ１０４に出力される。加算器１２２の出力は、コントラス
ト変化が激しい部分（エッジ）や輪郭等、高周波数領域の強調された高域強調サブフレー
ム画像となる。
【００６６】
　一方、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）１０３は、低域通過フィルタ（Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ　
Ｆｉｌｔｅｒ）であり、入力するサブフレーム画像から空間周波数の高い部分をカットし
て、低周波数領域を通過させるフィルタリング処理を実行する。ローパスフィルタ（ＬＰ
Ｆ）１０３の出力データは、第１セレクタ１０４に出力される。ローパスフィルタ（ＬＰ
Ｆ）１０３の出力は、コントラスト変化が激しい部分（エッジ）や輪郭等、高周波数領域
が抑圧された高域抑圧サブフレーム画像となる。なお、このＬＰＦ処理は高域が抑圧され
るのみであり、低域成分としての直流成分に対する影響はなく、明るさやコントラストが
大きく低下することはない。
【００６７】
　第１セレクタ１０４は、加算器１２２の出力である高域強調サブフレームと、ローパス
フィルタ（ＬＰＦ）１０３の出力である高域抑圧サブフレームとを、予め定めた出力タイ
ミングで交互に出力する出力制御部として機能する。制御部１０７から出力されるタイミ
ング制御信号によって各サブフレームの出力タイミングが制御される。
【００６８】
　例えば、入力画像が６０Ｈｚの画像であり、フレーム制御部１０１において１２０Ｈｚ
のサブフレームが生成されて、ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）１２１とローパスフィルタ（
ＬＰＦ）１０３において、それぞれ１２０Ｈｚ対応のサブフレームに対するフィルタリン
グ処理がなされて、これらの結果データが第１セレクタ１０４に入力される構成とした場
合、１／１２０ｓｅｃ毎に、それぞれのサブフレーム画像、すなわち、加算器１２２の出
力である高域強調サブフレームと、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）１０３の出力である高域
抑圧サブフレームを交互に出力する。
【００６９】
　この高域強調サブフレームと、高域抑圧サブフレームは、さらに、ゲイン制御部１０５
と、第２セレクタ１０６に出力される。ゲイン制御部１０５は、入力する各フレームのゲ
イン制御を実行する。ゲイン制御は入力画素値信号の出力レベル調整を実行し、出力レベ
ルを１倍以下のレベルに低下させる処理を実行する。すなわち出力信号の輝度レベルを低
下させるゲイン制御を実行する。このゲイン低下処理の目的は、ＩＰ変換において補間処
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理によって生成された補間画素の出力レベルを低下させることが目的である。
【００７０】
　第２セレクタ１０６は、第１セレクタ１０４から出力される高域強調サブフレームと、
高域抑圧サブフレームを入力するとともに、ゲイン制御部１０５においてレベル低下され
た高域強調サブフレームと、高域抑圧サブフレームを入力して、これらを制御信号に基づ
いて各ライン単位で選択して出力する。すなわち、ＩＰ変換において補間処理によって生
成された画素ラインについては、ゲイン制御部１０５においてレベル低下されたデータを
出力し、補間画素ライン以外のオリジナル画素ラインについては、第１セレクタ１０４か
ら直接入力され、ゲイン制御のなされていないデータを出力する。
【００７１】
　ＬＣＤ等の面ホールド型表示を実行する表示部には、この出力結果が表示される。すな
わち、高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームとが１／１２０ｓｅｃごとに交互に
表示され、かつ、ＩＰ変換において補間処理によって生成された画素ラインについては、
ゲイン制御部１０５においてレベル低下されたデータが出力表示される。
【００７２】
　なお、ゲイン制御部１０５におけるレベル低下の設定は、ユーザ入力部１０８を介して
設定が可能である。例えばゲイン制御部１０５において入力画素値信号の出力レベルを１
倍～０倍にするレベル設定が可能である。０倍とした場合は、補間画素の出力は黒画素と
して出力され、インタレース画像としてのオリジナル画像を反映した画像を表示して見る
ことができる。一方、１倍とした場合は、ＩＰ変換によって生成された補間画素の画素値
をそのまま出力することになりＩＰ変換によって生成したプログレッシブ画像を表示して
見ることができる。
【００７３】
　このように、本発明においては、ゲイン制御部１０５の制御により、補間画素のレベル
制御が可能であり、ユーザの好みの画像を調整して表示出力することが可能となる。さら
に、本発明においては、ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象の目立つ領域であるコントラス
ト変化が激しい部分（エッジ）、や輪郭等、周波数の高い画像領域（高域）を抑圧した高
域抑圧サブフレームを、高域強調サブフレームの間に表示することで、ブラー（Ｂｌｕｒ
ｒｉｎｇ）現象の低減が可能となり、また、高域抑圧サブフレームの挿入による画質に対
する影響、例えばコントラスト低下を高域強調サブフレームで補うことで、明るさやコン
トラストの低下することのない画像表示が実現される。
【００７４】
　図６以下を参照して、本発明の実行する信号処理について説明する。図６は、本発明の
装置における出力信号のベースとなるサブフレームの生成、出力処理を説明する図である
。図には、
　（ａ）入力垂直同期信号
　（ｂ）入力データ（ｉ＿ＤＡＴＡ）
　（ｃ）出力垂直同期信号
　（ｄ）出力データ（ｏｕｔ＿ＤＡＴＡ）
　これら（ａ）～（ｄ）の信号の時間遷移を示している。時間（ｔ）は、図に示す時間軸
に沿って左から右に経過する。
【００７５】
　図に示す例は、（ａ）入力垂直同期信号は６０Ｈｚ対応の同期信号であり、（ｂ）入力
データ（ｉ＿ＤＡＴＡ）はＦ０，Ｆ１，Ｆ２・・・が６０Ｈｚ対応のフレーム画像データ
に相当し、図５に示すＩＰ変換部１００の生成したプログレッシブ画像の各フレーム画像
に相当する。先に、図５を参照して説明したように、本発明の画像表示装置では、例えば
６０Ｈｚ画像を１２０Ｈｚ画像として出力する。すなわち１フレーム画像から２つのサブ
フレーム画像を生成して出力する。
【００７６】
　図に示すように、（ｃ）出力垂直同期信号は１２０Ｈｚの同期信号であり、この同期信
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号に従って、サブフレームＦ０，Ｆ０，Ｆ１，Ｆ１，Ｆ２・・・が順次、出力される。本
発明の画像表示装置では、この信号処理を基本として、さらにサブフレームＦ０，Ｆ０，
Ｆ１，Ｆ１，Ｆ２・・・を、それぞれ、高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームと
して交互に出力する構成としたものである。
【００７７】
　先に、背景技術の欄で説明した黒挿入処理に対応する入力および出力信号構成について
、図７を参照して説明する。図７も、図６と同様、
　（ａ）入力垂直同期信号
　（ｂ）入力データ（ｉ＿ＤＡＴＡ）
　（ｃ）出力垂直同期信号
　（ｄ）出力データ（ｏｕｔ＿ＤＡＴＡ）
　これら（ａ）～（ｄ）の信号の時間遷移を示している。時間（ｔ）は、図に示す時間軸
に沿って左から右に経過する。
【００７８】
　図７に示す例では、１２０Ｈｚ出力画像を構成するサブフレームをオリジナル画像と同
じ画像からなるオリジナル画像サブフレームと、画素値を黒に設定した黒画像サブフレー
ムの組み合わせとして、この２つの画像を交互に表示する構成としたものである。このよ
うな黒挿入処理によりブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象を低減させることが可能となる。
これは、この黒挿入によって、先に、［１．ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象について］
において説明した図１に示す面ホールド型表示を、図２に示すインパルス駆動と同様の表
示態様に設定することに相当するからである。しかし、この処理によって試聴者の見る画
像は、画面全体が暗くなりまたコントラストが低下した画像となってしまう。
【００７９】
　図８は、図５を参照して説明した本発明の信号処理に従った入出力信号の対応を示す図
である。図８も、図６、図７と同様、
　（ａ）入力垂直同期信号
　（ｂ）入力データ（ｉ＿ＤＡＴＡ）
　（ｃ）出力垂直同期信号
　（ｄ）出力データ（ｏｕｔ＿ＤＡＴＡ）
　これら（ａ）～（ｄ）の信号の時間遷移を示している。時間（ｔ）は、図に示す時間軸
に沿って左から右に経過する。
【００８０】
　図８に示す例も、入力画像が６０Ｈｚの画像であり、出力を１２０Ｈｚのサブフレーム
からなる画像とした例である。すなわち、図５に示すフレーム制御部１０１における画像
フレームのｎ分割処理によるサブフレーム生成を、ｎ＝２として設定して１２０Ｈｚのサ
ブフレームを生成した場合の処理に相当する。
【００８１】
　図８に示す（ｃ）出力垂直同期信号は１２０Ｈｚの同期信号であり、この同期信号に従
って、サブフレームＦ０，Ｆ０，Ｆ１，Ｆ１，Ｆ２・・・が順次、図８に示すように、サ
ブフレームＦ０，Ｆ０，Ｆ１，Ｆ１，Ｆ２・・・は、それぞれ、高域強調サブフレームと
高域抑圧サブフレームとが交互に出力される構成となっている。個の出力は、図５に示す
第１セレクタ１０４の出力に相当する。
【００８２】
　すなわち、高域強調サブフレームは、図５に示すハイパスフィルタ（ＨＰＦ）１２１に
おいて高域通過フィルタリング処理がなされたＨＰＦ処理データと、加算器１２２におい
て、フィルタリング処理実行前のデータとの加算結果として生成される高域強調サブフレ
ームであり、高域抑圧サブフレームは、図５に示すローパスフィルタ（ＬＰＦ）１０３に
おいて低域通過フィルタリング処理によって、空間周波数の高い部分がカットされた高域
抑圧サブフレームである。
【００８３】
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　この高域強調サブフレームと、高域抑圧サブフレームは、さらに、ゲイン制御部１０５
と、第２セレクタ１０６に出力され、ゲイン制御部１０５においてゲイン制御がなされて
輝度レベルを低下させたフレーム信号と、ゲイン制御のなされない信号とが、第２セレク
タ１０６に入力されて、これらを制御信号に基づいて各ライン単位で選択して出力する。
すなわち、ＩＰ変換において補間処理によって生成されたラインについては、ゲイン制御
部１０５においてレベル低下されたデータを出力し、オリジナル画素ラインについては、
第１セレクタ１０４から直接入力され、ゲイン制御のなされていないデータを出力する。
【００８４】
　ＬＣＤ等の面ホールド型表示を実行する表示部には、この出力結果が表示される。すな
わち、高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームとが１／１２０ｓｅｃごとに交互に
表示される。前述したように、ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象の目立つ領域であるコン
トラスト変化が激しい部分（エッジ）や、輪郭等、周波数の高い画像領域（高域）を抑圧
した高域抑圧サブフレームを、高域強調サブフレームの間に表示することで、ブラー（Ｂ
ｌｕｒｒｉｎｇ）現象が低減される。また、高域抑圧サブフレームの挿入による画質に対
する影響を高域強調サブフレームで補うことで、明るさやコントラストの低下することの
ない画像表示が実現される。
【００８５】
　例えば１２０Ｈｚで更新するＦＰＤ（フラットパネル・ディスプレイ）を使用して６０
Ｈｚのソース画像を表示した場合に１フレームを単純に２回表示するのではなく、高域強
調サブフレームと高域抑圧サブフレームとを１／１２０ｓｅｃごとに交互に表示すること
で、画像の特徴点である高域成分ではフレーム毎に黒が挿入されたこととほぼ同じ効果が
表れ、結果として高域成分は１／６０秒周期で表示されたインパルス駆動に近づくが低域
は、ほとんど何も処理されないデータであるため、明るさやコントラストを全く犠牲にす
ることなくブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象を低減することができる。
【００８６】
　さらに、本発明の構成では、ＩＰ変換において補間処理によって生成された画素ライン
については、ゲイン制御部１０５においてレベル低下されたデータが出力表示される。前
述したように、ゲイン制御部１０５におけるレベル低下量は、ユーザ入力部１０８を介し
て設定が可能であり、０倍とした場合は、補間画素の出力は黒画素として出力され、イン
タレース画像としてのオリジナル画像を反映した画像を見ることができ、１倍とした場合
は、ＩＰ変換によって生成された補間画素の画素値をそのまま出力することになりＩＰ変
換によって生成したプログレッシブ画像を見ることができる。
【００８７】
　なお、図５を参照して説明したハイパスフィルタ（ＨＰＦ）１２１とローパスフィルタ
（ＬＰＦ）１０３のフィルタリング特性は、高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレー
ムとが交互に表示される出力画像を見たユーザの網膜上での積分画像がオリジナル画像を
見た場合とほぼ同一のレベルとなる設定とすることが好ましい。例えば、図９に示すよう
に、ＨＰＦ、ＬＰＦの各周波数における通過およびカット割合が相互に補完的な設定とな
るフィルタリング特性となるようなフィルタとして構成とする。
【００８８】
　図９に示すグラフは、図５を参照して説明したハイパスフィルタ（ＨＰＦ）１２１とロ
ーパスフィルタ（ＬＰＦ）１０３の入力周波数（横軸）に対する出力周波数（縦軸）特性
を示している。ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）１２１は低域成分をカットし高域成分を通過
させ、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）１０３は高域成分をカットし低域成分を通過させる特
性であるが、図に示すように、それぞれのフィルタのカット分が、他方のフィルタの通過
分に相当する設定とすることで、交互に出力されるサブフレーム画像の積分値は、オリジ
ナル画像と等しくなり、サブフレームから構成される出力画像のユーザにおける視覚的認
識画像は、オリジナル画像と同様となる。図５に示すハイパスフィルタ（ＨＰＦ）１２１
とローパスフィルタ（ＬＰＦ）１０３は、このように相互に補完的なフィルタリング特性
を持つ設定とすることが好ましい。
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【００８９】
　図１０に図９に示すフィルタ出力特性を持つフィルタリング処理の例について説明する
。図１０（１）はフィルタリング処理を行なう前の画像の画素位置と輝度分布の例を示し
ている。図１０（２ａ）は、ＨＰＦを適用した高域強調画像であり、エッジ部分が強調さ
れた出力、すなわち高域強調サブフレームが生成されて出力される。図１０（２ｂ）は、
ＬＰＦを適用した高域抑圧画像であり、エッジ部分がなめらかにされた出力、すなわち高
域抑圧サブフレームが生成されて出力される。ユーザは、これらの高域強調画像と、高域
抑圧画像を交互に観察することになり、ユーザの網膜上ではこの２つのサブフレーム画像
の積分結果の画像を認識する。この認識画像が図１０（２ｃ）に示す画像、すなわち（２
ａ）＋（２ｂ）を認識することになる。この（２ｃ）＝（２ａ）＋（２ｂ）の画像が、図
１０（１）の処理前画像と同様のレベルであれば、サブフレームから構成される出力画像
のユーザにおける視覚的認識画像は、オリジナル画像と同様となる。図５に示すハイパス
フィルタ（ＨＰＦ）１２１とローパスフィルタ（ＬＰＦ）１０３を図９に示すように相互
に補完的なフィルタリング特性を持つ設定とすることで、図１０（２ｃ）に示す画像は、
図１０（１）の処理前画像と同様となり、サブフレームから構成される出力画像のユーザ
における視覚的認識画像は、オリジナル画像と同様となる。
【００９０】
　次に、図１１、図１２を参照して、本発明の処理を適用した場合において、ＬＣＤ等の
表示装置の表示画素に表示されるデータについて説明する。図１１（Ａ），（Ｂ）は、図
５の画像表示装置におけるＩＰ変換部１００の処理、すなわちＩＰ変換処理構成を示して
いる。図１１（Ａ）は入力するインタレース信号をディスプレイに表示した場合の垂直（
縦）方向の表示画素を時系列にｔ０，ｔ２，ｔ４，ｔ６のデータとして図に示す表示部２
０１に示される縦ラインに対応する画素データを示している。入力画像は６０Ｈｚ画像で
あるので、ｔ０，ｔ２，ｔ４，ｔ６の各々の間隔は、１／６０ｓｅｃである。
【００９１】
　ＩＰ変換部１００は、先に図３、図４を参照して説明したように、時間方向における前
後のフレームのラインから補間を行うフレーム間補間、または同一フレームの上下のライ
ンから補間を行う面内補間を動きベクトル情報などの画像特徴に応じて切り替え、または
配分調整をして補間処理を実行して補間画素の画素値を決定してプログレッシブ信号を生
成する。図１１（Ｂ）に示すように、元々の表示画像信号が存在するオリジナルラインと
、元々の表示画像信号が存在しない補間ラインが同一フレームにおいては、垂直に１つお
きに交互に配置され、時間軸方向にも１つおきに配置された構成となる。
【００９２】
　さらに、この補間処理によって生成されたプログレッシブ画像は、図５に示すフレーム
制御部１０１において、ｎ倍速化されて、１つのオリジナルフレームからｎ個のサブフレ
ームが生成される。ｎ＝２とした場合、１つのオリジナルフレームから２個のサブフレー
ムを生成して１２０Ｈｚ画像信号を生成する。
【００９３】
　この１２０Ｈｚ画像信号をディスプレイ表示した場合の例が、図１２（Ｃ）に対応する
。この表示処理例は、先に図６を参照して説明した信号処理を行ったデータをそのまま表
示した場合の表示例に相当する。時間ｔ０～ｔ１、ｔ１～ｔ２・・・の間隔は１／１２０
ｓｅｃであり、１２０Ｈｚでのサブフレーム表示がなされることになる。
【００９４】
　本発明の画像表示装置では、さらに、サブフレームの各々を交互に高域強調サブフレー
ムと高域抑圧サブフレームに設定して出力する。すなわち、高域強調サブフレームは、図
５に示すハイパスフィルタ（ＨＰＦ）１２１において高域通過フィルタリング処理がなさ
れたＨＰＦ処理データと、加算器１２２において、フィルタリング処理実行前のデータと
の加算結果として生成される高域強調サブフレームであり、高域抑圧サブフレームは、図
５に示すローパスフィルタ（ＬＰＦ）１０３において低域通過フィルタリング処理によっ
て、空間周波数の高い部分がカットされた高域抑圧サブフレームである。
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【００９５】
　この処理結果の出力が、図１２（Ｄ）に示す構成となる。図１２（Ｄ）において、時間
ｔ０～ｔ１、ｔ１～ｔ２・・・の間隔は１／１２０ｓｅｃであり、１２０Ｈｚで、高域強
調サブフレームと高域抑圧サブフレームとが交互に出力される。このようなサブフレーム
出力を行なうことで、ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象の低減とともに、明るさやコント
ラストの低下することのない画像データが生成される。
【００９６】
　さらに、本発明の構成では、ＩＰ変換において補間処理によって生成された画素ライン
について、ゲイン制御部１０５においてレベル低下を行い、第２セレクタ１０６において
、各ライン毎にデータを選択して出力する。すなわち、補間処理によって生成された画素
以外のオリジナルラインは、ゲインを変更することなく出力し、補間処理によって生成さ
れた画素ラインについては、ゲイン制御部１０５においてレベル低下された信号を出力す
る。
【００９７】
　この処理結果の出力が、図１３（Ｅ）に示す構成となる。図１３（Ｄ）は図１２（Ｄ）
と同一であり、高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームとが交互に出力される場合
のデータである。この出力が、ゲイン制御部１０５と第２セレクタ１０６に入力され、最
終的に表示部に出力される信号が、図１３（Ｅ）に示す構成となる。
【００９８】
　図１３（Ｅ）に示す構成において、時間ｔ０～ｔ１、ｔ１～ｔ２・・・の間隔は１／１
２０ｓｅｃであり、１２０Ｈｚで、高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームとが交
互に出力される。さらに、各サブフレームに含まれる補間ラインは、ゲイン制御部１０５
においてレベル低下がなされた信号とされる。
【００９９】
　ゲイン制御部１０５におけるレベル低下量は、ユーザ入力部１０８を介して設定が可能
であり、０倍とした場合は、補間画素の出力は黒画素として出力され、インタレース画像
としてのオリジナル画像を反映した画像を見ることができ、１倍とした場合は、ＩＰ変換
によって生成された補間画素の画素値をそのまま出力することになりＩＰ変換によって生
成したプログレッシブ画像を見ることができる。
【０１００】
　最後に、図１４に示すフローチャートを参照して本発明の画像表示装置において実行す
る処理シーケンスについて説明する。この図１４に示すフローに従った処理は、図５に示
す画像表示装置において実行される。なお、全体的な処理制御は、図５に示す制御部１０
７によって実行される。例えば、制御部１０７はＣＰＵを有しメモリに記録されたコンピ
ュータ・プログラムに従った処理制御を行なう。
【０１０１】
　図１４に示すフローチャートの各ステップの処理について説明する。まず、ステップＳ
１０１において、ＩＰ変換処理が実行される。インタレース信号からプログレッシブ信号
への変換処理である。この処理は、図５を参照して説明したＩＰ変換部１００において実
行される。
【０１０２】
　次に、ステップＳ１０２において、プログレッシブ信号（例えば６０Ｈｚ画像信号）を
ｎ倍速化して、１つのオリジナルフレームからｎ個のサブフレームを生成するサブフレー
ム生成処理を実行する。この処理は、図５を参照して説明したフレーム制御部１０１にお
いて実行される。
【０１０３】
　次に、ステップＳ１０３ａ，Ｓ１０３ｂにおいて、高域強調サブフレームと高域抑圧サ
ブフレームの生成処理を実行する。ステップＳ１０２３において、図５に示すハイパスフ
ィルタ（ＨＰＦ）１２１の高域通過フィルタリング処理によってＨＰＦフィルタ結果を生
成し、加算器１２２において、さらにフィルタリング処理実行前のデータとの加算処理を



(20) JP 4172495 B2 2008.10.29

10

20

30

40

50

実行して高域強調サブフレームを生成する。さらに、ステップＳ１０３ｂにおいて、図５
に示すローパスフィルタ（ＬＰＦ）１０３における低域通過フィルタリング処理によって
、空間周波数の高い部分がカットされた高域抑圧サブフレームを生成する。
【０１０４】
　次に、ステップＳ１０４において、高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームの交
互出力を行なう。この処理は、図５を参照して説明した第１セレクタ１０４において実行
される。
【０１０５】
　次に、ステップＳ１０５において、ステップＳ１０４において出力される高域強調サブ
フレームと高域抑圧サブフレームとのゲイン制御を実行する。この処理は、図５を参照し
て説明したゲイン制御部１０５において実行するレベル低下処理であり、ユーザ入力部１
０８を介して入力された出力レベル設定値：０～１倍に基づいて出力フレームのレベルが
低下される。
【０１０６】
　最後に、ステップＳ１０６において、ゲイン調整データと非調整データの選択出力が実
行される。すなわち、補間処理によって生成された画素以外のオリジナルラインは、ゲイ
ンを変更することなく出力し、補間処理によって生成された画素ラインについては、ゲイ
ン制御部１０５においてレベル低下された信号を出力する。個の処理は、図５に示す第２
セレクタ１０６において実行される。
【０１０７】
　この結果表示されるデータは、先に説明した図１３（Ｅ）に示す画像データとなり、高
域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームとが交互に出力され、各サブフレームに含ま
れる補間ラインは、ゲイン制御部１０５においてレベル低下がなされた信号として表示さ
れる。
【０１０８】
　この表示画像は、前述したように、ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象の低減がなされ、
かつ明るさやコントラストの低下することのない画像となる。また、ゲイン制御部１０５
におけるレベル低下量は、ユーザ入力部１０８を介して設定が可能であり、０倍とした場
合は、補間画素の出力は黒画素として出力され、インタレース画像としてのオリジナル画
像を反映した画像を見ることができ、１倍とした場合は、ＩＰ変換によって生成された補
間画素の画素値をそのまま出力することになりＩＰ変換によって生成したプログレッシブ
画像を見ることができる。
【０１０９】
　なお、上述した実施例では、入力画像を６０Ｈｚ、フレーム分割数ｎ＝２、出力画像を
１２０Ｈｚとした例を説明したが、入出力画像の組み合わせはこの組み合わせに限られず
、入力画像より高速でフレーム切り替えを行なうようにオリジナルフレームに基づくサブ
フレームを設定して、設定したサブフレームを高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレ
ームが交互に表示される設定とすれば、同様の効果が得られる。
【０１１０】
　例えば、フレーム分割数ｎ＝４として、６０Ｈｚ対応の１つのオリジナルフレーム：ａ
から４つのサブフレーム：ａ１，ａ２，ａ３，ａ４を生成して、２４０Ｈｚのサブフレー
ム画像を生成し、これらの４つのサブフレームについて、高域強調サブフレームと高域抑
圧サブフレームを、例えば、
　ａ１：高域強調サブフレーム
　ａ２：高域抑圧サブフレーム
　ａ３：高域強調サブフレーム
　ａ４：高域抑圧サブフレーム
　上記ａ１～ａ４のように交互に設定して、これらのサブフレームを１／２４０ｓｅｃ間
隔で出力表示する構成としてもよい。
【０１１１】
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　また、上述の実施は例では、表示装置としてＬＣＤを例にして説明したが、ＬＣＤに限
らず面ホールド型の表示を行なう表示装置であれば、例えば有機ＥＬディスプレイなどの
その他の表示装置においても、本発明は適用可能であり、ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現
象の低減と、明るさやコントラストの低下のない画像の表示を実現することができる。
【０１１２】
　以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明であ
る。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべ
きではない。本発明の要旨を判断するためには、特許請求の範囲の欄を参酌すべきである
。
【０１１３】
　また、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、あ
るいは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実
行する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込ま
れたコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実
行可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である
。
【０１１４】
　例えば、プログラムは記録媒体としてのハードディスクやＲＯＭ（Read Only Memory)
に予め記録しておくことができる。あるいは、プログラムはフレキシブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Memory)，ＭＯ(Magneto optical)ディスク，ＤＶＤ(D
igital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体に、
一時的あるいは永続的に格納（記録）しておくことができる。このようなリムーバブル記
録媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。
【０１１５】
　なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインス
トールする他、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送したり、ＬＡＮ(Local
 Area Network)、インターネットといったネットワークを介して、コンピュータに有線で
転送し、コンピュータでは、そのようにして転送されてくるプログラムを受信し、内蔵す
るハードディスク等の記録媒体にインストールすることができる。
【０１１６】
　なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず
、処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行され
てもよい。また、本明細書においてシステムとは、複数の装置の論理的集合構成であり、
各構成の装置が同一筐体内にあるものには限らない。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　以上、説明したように、本発明の一実施例の構成によれば、フレームを時分割して生成
したサブフレームに基づいて、高域強調サブフレームと高域抑圧サブフレームとを生成し
て、これらを例えば１／１２０ｓｅｃごとに交互に表示する構成とし、さらに、ＩＰ変換
において生成した補間画素の表示レベルを調整可能として例えば０～１倍のレベルでの補
間画素表示を可能とした。本構成により、明るさやコントラストを低下させることなくブ
ラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象を低減した画像表示が実現される。すなわち、ブラー（Ｂ
ｌｕｒｒｉｎｇ）現象の目立つ領域であるコントラスト変化が激しい部分（エッジ）、や
輪郭等、周波数の高い画像領域（高域）を抑圧した高域抑圧サブフレームを、高域強調サ
ブフレームの間に表示することで、ブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）現象が低減され、また、
高域抑圧サブフレームの挿入による画質に対する影響を高域強調サブフレームで補うこと
で、明るさやコントラストの低下のない画像表示を実現する画像表示装置や信号処理装置
が提供可能となる。
【０１１８】
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　また、本発明の一実施例の構成によれば、ＩＰ変換において生成した補間画素の表示レ
ベルを調整可能として例えば０～１倍のレベルでの補間画素表示を可能としたので、補間
された画素の表示によるプログレッシブ信号表示のみならず、補間された画素の表示レベ
ルを低下させることで、忠実なオリジナルコンテンツの再生表示を実現する画像表示装置
や信号処理装置が提供可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】面ホールド型の表示装置におけるブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）の発生について説
明する図である。
【図２】インパルス駆動型の表示におけるブラー（Ｂｌｕｒｒｉｎｇ）の減少について説
明する図である。
【図３】ＩＰ変換処理について説明する図である。
【図４】ＩＰ変換処理について説明する図である。
【図５】本発明の画像表示装置における信号処理回路を示すブロック図である。
【図６】本発明の装置における出力信号のベースとなるサブフレームの生成、出力処理を
説明する図である。
【図７】黒挿入処理に対応する入力および出力信号構成について説明する図である。
【図８】本発明の信号処理に従った入出力信号の対応を示す図である。
【図９】ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）とローパスフィルタ（ＬＰＦ）の入力周波数に対す
る出力周波数特性の一例を示す図である。
【図１０】図９に示すフィルタ出力特性を持つフィルタリング処理例について説明する図
である。
【図１１】本発明の処理を適用した場合におけるデータの遷移について説明する図である
。
【図１２】本発明の処理を適用した場合におけるデータの遷移について説明する図である
。
【図１３】本発明の処理を適用した場合におけるデータの遷移について説明する図である
。
【図１４】本発明の画像表示装置において実行する処理シーケンスについて説明するフロ
ーチャートを示す図である。
【符号の説明】
【０１２０】
　　１０　オブジェクト
　　１１　視線移動軌跡
　　１５　視線移動軌跡
　　２１，２２　ユーザ
　　３０　オブジェクト
　　３１　視線移動軌跡
　　４１　ユーザ
　　５１　表示部
　　６１　オリジナルライン
　　６２　補間ライン
　１００　ＩＰ変換部
　１０１　フレーム制御部
　１０２　高域強調サブフレーム生成部
　１０３　ローパスフィルタ（ＬＰＦ）
　１０４　第１セレクタ
　１０５　ゲイン制御部
　１０６　第２セレクタ
　１０７　制御部
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　１０８　ユーザ入力部
　１２１　ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）
　１２２　加算器
　２０１　表示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１４】
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【図７】



(27) JP 4172495 B2 2008.10.29

【図８】
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【図１２】
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【図１３】
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