
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の入力モードで入力された映像信号の走査画面の走査線上から抽出したｍ×ｎ（ｍ
及びｎは自然数）個の調整ポイントにおける映像信号の走査位置を補正する補正波形デー
タをそれぞれ記憶する記憶手段と、
　上記第１の入力モードとは異なる第２の入力モードの映像信号を入力する入力手段と、
　上記入力手段に入力された上記第２の入力モードの映像信号の入力モードに応じて、上
記記憶手段に記憶された上記補正波形データから所定の補正波形データを読み出す読み出
し手段と、
　上記入力手段に入力された上記第２の入力モードの映像信号の入力モードに基づいて、
上記調整ポイント間を補間する走査線数を決定する補間走査線決定手段と、
　上記読み出し手段によって読み出された上記補正波形データ及び上記補間走査線決定手
段によって決定された補間走査線数に基づいて、上記調整ポイント及び上記調整ポイント
間を走査する映像信号の走査位置を補正する補正波形信号を補間計算して生成する補正波
形信号生成手段と
　

ことを特徴とするレジストレーション調整装置。
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、
上記入力手段から入力される上記第２の入力モードの映像信号のサイズを自動的且つ所

定の周期で変化させるサイズ制御手段を備え、
　上記補間走査線決定手段は、上記サイズ制御手段によって上記第２の入力モードの映像
信号のサイズが変化させられたことに応じて、上記調整ポイント間を補間する走査線数を
上記所定の周期で変化させる



【請求項２】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、３つの陰極線管（ＣＲＴ： Cathode-Ray Tube）を用いた３管式ＣＲＴプロジェ
クタなどで、画歪などを補正するために用いられるレジストレーション調整装置及びレジ
ストレーション調整方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図１３に示すようにＲ信号、Ｇ信号、Ｂ信号の３原色の画像をそれぞれ出力する３つの陰
極線管（ＣＲＴ： Cathode-Ray Tube）、ＣＲＴ３０Ｒ，３０Ｇ，３０Ｂを備え、スクリー
ンに上記Ｒ信号、Ｇ信号、Ｂ信号の合成画像を投射する３管式ＣＲＴプロジェクタがある
。３管式ＣＲＴプロジェクタは、ＣＲＴ３０Ｒ，３０Ｇ，３０Ｂのそれぞれから投射され
るＲ信号、Ｇ信号、Ｂ信号のスクリーン上の投射位置が互いに異なることからスクリーン
に結像する画像が歪んだり、色ズレが発生してしまうといった問題があった。
【０００３】
このような画像の歪みや色ズレを補正するために、３管式ＣＲＴプロジェクタは、レジス
トレーション装置を備えている。レジストレーション装置は、補正波形信号を生成し、生
成した補正波形信号に応じた偏向電流を各ＣＲＴが備える所定のレジストレーション用の
偏向ヨークに供給することで画像の歪みや色ズレなどを補正する装置である。
【０００４】
この３管式ＣＲＴプロジェクタでは、図１４のフローチャートに示す手順でレジストレー
ション調整がなされている。まず、水平同期信号及び垂直同期信号に基づいて各ＣＲＴに
画像を走査させるメイン偏向調整（ステップＳ２１）が行われた後、レジストレーション
装置によってスクリーンに投射された画面全体の歪みや色ズレなどを調整する粗調整（以
下、粗調と呼び、粗調を行うモードを粗調モードと呼ぶ）が実行され（ステップＳ２２）
、続いて、画面上に設けられた複数の調整ポイントの歪みや色ズレなどを独立して調整す
る微調整（以下、微調と呼び、微調を行うモードを微調モードと呼ぶ）が実行される（ス
テップＳ２３）。このように、レジストレーション調整には、粗調モードと、微調モード
とがある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
このような３管式ＣＲＴプロジェクタでは、ＮＴＳＣ（ National Television System Com
mittee）方式、ＰＡＬ（ Phase-Alternation Line system）方式、ＨＤ（ High-Definition
 television）方式といった様々な入力ビデオモードで入力される映像信号への対応や、
表示形態の異なる映像を出力できる画面表示モード、例えば、Ｆｕｌｌモード、所定の箇
所を拡大した映像を出力させるＺｏｏｍモード、垂直方向成分だけ圧縮した映像を出力さ
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第１の入力モードで入力された映像信号の走査画面の走査線上から抽出したｍ×ｎ（ｍ
及びｎは自然数）個の調整ポイントにおける映像信号の走査位置を補正する補正波形デー
タをそれぞれ記憶し、上記第１の入力モードとは異なる第２の入力モードの映像信号を入
力し、上記入力された第２の入力モードの映像信号の入力モードに応じて、上記記憶され
た補正波形データから所定の補正波形データを読み出し、上記入力された上記第２の入力
モードの映像信号の入力モードに基づいて、上記調整ポイント間を補間する走査線数を決
定し、上記読み出された補正波形データ及び上記決定された補間走査線数に基づいて、上
記調整ポイント及び上記調整ポイント間を走査する映像信号の走査位置を補正する補正波
形信号を補間計算して生成するレジストレーション調整方法であって、
　上記入力される第２の入力モードの映像信号のサイズを自動的且つ所定の周期で変化さ
せ、上記第２のモードの映像信号のサイズの変化に応じて、上記調整ポイント間を補間す
る走査線数を上記所定の周期で変化させることを特徴とするレジストレーション調整方法
。



せるＶ（垂直）圧縮モードなどで入力される映像信号に対応できるようになっている。
【０００６】
ところで、例えば、図１５（ａ），（ｂ）に示すように、ＮＴＳＣのＦｕｌｌモードでの
レジストレーション調整において有効な補正波形信号を、上述したＶ圧縮モードにて用い
ると、補正波形信号は映像信号の水平同期信号及び垂直同期信号に同期しているため、映
像信号と同様に垂直方向に圧縮されＣＲＴ管面位置に対する波形が変わってしまう。
【０００７】
これを時間軸を基準にして考えると、Ｆｕｌｌモード、Ｖ圧縮モードのどちらのモードも
映像信号がＣＲＴ管面を１フィールド走査する時間（走査時間１６．６７ｍｓ）は同じで
あるため、補正波形信号としては同じである。
【０００８】
したがって、従来のレジストレーション装置を備えた３管式ＣＲＴプロジェクタでは、各
入力モードによって異なる補正波形信号が必要となり、ユーザは各入力モード毎にマニュ
アル操作でレジストレーション調整を行う必要があるため、レジストレーション調整に非
常に多くの時間を要してしまうという問題がある。
【０００９】
そこで、本発明は上述したような問題を解決するために案出されたものであり、入力モー
ドの異なる映像信号に対応し、レジストレーション調整に要する時間を短縮できるレジス
トレーション調整装置及びレジストレーション調整方法を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上述の目的を達成するために、本発明に係るレジストレーション調整装置は、第１の入
力モードで入力された映像信号の走査画面の走査線上から抽出したｍ×ｎ（ｍ及びｎは自
然数）個の調整ポイントにおける映像信号の走査位置を補正する補正波形データをそれぞ
れ記憶する記憶手段と、上記第１の入力モードとは異なる第２の入力モードの映像信号を
入力する入力手段と、上記入力手段に入力された上記第２の入力モードの映像信号の入力
モードに応じて、上記記憶手段に記憶された上記補正波形データから所定の補正波形デー
タを読み出す読み出し手段と、上記入力手段に入力された上記第２の入力モードの映像信
号の入力モードに基づいて、上記調整ポイント間を補間する走査線数を決定する補間走査
線決定手段と、上記読み出し手段によって読み出された上記補正波形データ及び上記補間
走査線決定手段によって決定された補間走査線数に基づいて、上記調整ポイント及び上記
調整ポイント間を走査する映像信号の走査位置を補正する補正波形信号を補間計算して生
成する補正波形信号生成手段と

ことを特徴とする。
【００１１】
　 上述の目的を達成するために、 第１の入力モードで入力された映像信
号の走査画面の走査線上から抽出したｍ×ｎ（ｍ及びｎは自然数）個の調整ポイントにお
ける映像信号の走査位置を補正する補正波形データをそれぞれ記憶し、上記第１の入力モ
ードとは異なる第２の入力モードの映像信号を入力し、上記入力された第２の入力モード
の映像信号の入力モードに応じて、上記記憶された補正波形データから所定の補正波形デ
ータを読み出し、上記入力された上記第２の入力モードの映像信号の入力モードに基づい
て、上記調整ポイント間を補間する走査線数を決定し、上記読み出された補正波形データ
及び上記決定された補間走査線数に基づいて、上記調整ポイント及び上記調整ポイント間
を走査する映像信号の走査位置を補正する補正波形信号を補間計算して生成する

ことを特徴とする
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、上記入力手段から入力される上記第２の入力モードの映
像信号のサイズを自動的且つ所定の周期で変化させるサイズ制御手段を備え、上記補間走
査線決定手段は、上記サイズ制御手段によって上記第２の入力モードの映像信号のサイズ
が変化させられたことに応じて、上記調整ポイント間を補間する走査線数を上記所定の周
期で変化させる

また、 本発明は、

レジスト
レーション調整方法であって、上記入力される第２の入力モードの映像信号のサイズを自
動的且つ所定の周期で変化させ、上記第２のモードの映像信号のサイズの変化に応じて、
上記調整ポイント間を補間する走査線数を上記所定の周期で変化させる



。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るレジストレーション調整装置及びレジストレーション調整方法の実施
の形態を図面を参照にして詳細に説明する。
【００１３】
本発明は、図１にブロック図として示した３管式ＣＲＴ（ Cathode-Ray Tube）プロジェク
ターに適用される。ＣＲＴプロジェクタは、当該ＣＲＴプロジェクタに供給される映像信
号を拡大して所定のスクリーンなどに投射する装置である。
【００１４】
３管式ＣＲＴプロジェクターは、映像信号処理ブロック１と、ＣＲＴドライバー２と、メ
イン偏向回路３と、レジストレーション補正用回路ブロック４（以下、サブ偏向ブロック
４とも呼ぶ）と、ＣＲＴ５Ｒ，５Ｇ，５Ｂと、ＣＰＵ８とを備えている。特に、ＣＲＴ５
Ｒ，５Ｇ，５Ｂは、それぞれ３原色のＲ、Ｇ、Ｂ信号が入力される図示しないカソード電
極を備えた陰極線管であり、入力されたＲ、Ｇ、Ｂ信号を偏向させて走査するための偏向
ヨーク６Ｒ，６Ｇ，６Ｂが当該ＣＲＴ５Ｒ，５Ｇ，５Ｂのネック部にそれぞれ備えられて
いる。また、ＣＲＴ５Ｒ，５Ｇ，５Ｂには、偏向ヨーク６Ｒ，６Ｇ，６Ｂとは別に、レジ
ストレーション調整用のサブ偏向ヨーク７Ｒ，７Ｇ，７Ｂが、上記ネック部の図示しない
カソード電極側にそれぞれ配設されている。図示しないが、偏向ヨーク６Ｒ，６Ｇ，６Ｂ
及びサブ偏向ヨーク７Ｒ，７Ｇ，７Ｂは、ＣＲＴ５Ｒ，５Ｇ，５Ｂの図示しなカソード電
極から入力されたＲ、Ｇ、Ｂ信号を偏向させるための磁界を形成する水平偏向コイル、垂
直偏向コイルをそれぞれ備えており、この水平偏向コイル及び垂直偏向コイルに偏向電流
が印加されることでＲ、Ｇ、Ｂ信号が偏向され走査線を形成する。
【００１５】
映像信号処理ブロック１は、入力された所定の信号を水平同期信号（Ｈ）、垂直同期信号
（Ｖ）からなる同期信号と、映像信号とに分離する。映像信号処理ブロック１は、水平同
期信号（Ｈ）、垂直同期信号（Ｖ）からなる同期信号をＣＲＴドライバー２及びサブ偏向
ブロック４に送出し、映像信号をＣＲＴドライバー２へ送出する。映像信号処理ブロック
１に入力される映像信号は、例えば、ＮＴＳＣ、ＰＡＬ、ＨＤなどの入力ビデオ信号であ
る。映像信号処理ブロック１は、ユーザの要求に応じて映像信号として入力された上記入
力ビデオ信号をＦｕｌｌモード、Ｖ圧縮モード、Ｚｏｏｍモードなどの画像表示モードに
変換して出力する。
【００１６】
ＣＲＴドライバー２は、映像信号処理ブロック１から送出された映像信号をＲ信号、Ｇ信
号、Ｂ信号に分離して、ＣＲＴ５Ｒ、ＣＲＴ５Ｇ、ＣＲＴ５Ｂのそれぞれが備える図示し
ないカソード電極に供給する。また、ＣＲＴドライバー２は、水平同期信号（Ｈ）、垂直
同期信号（Ｖ）からなる同期信号をメイン偏向回路３に供給する。
【００１７】
メイン偏向回路３は、ＣＲＴドライバー２から供給された水平同期信号（Ｈ）及び垂直同
期信号（Ｖ）にそれぞれ同期した、水平周期及び垂直周期の偏向電流、例えば、のこぎり
波電流を生成し、ＣＲＴ５Ｒ，５Ｇ，５Ｂの偏向ヨーク６Ｒ，６Ｇ，６Ｂに供給する。図
示しないが、メイン偏向回路３は、偏向ヨーク６Ｒ，６Ｇ，６Ｂのそれぞれが備える水平
偏向コイル、垂直偏向コイルにそれぞれ偏向電流を供給するための出力を２系統備えてい
る。
【００１８】
レジストレーション調整用回路ブロック（サブ偏向ブロック）４は、システムＩＣ１１と
、アンプ１２Ｒ，１２Ｂ，１２Ｇとを備えており、当該３管式ＣＲＴプロジェクタのレジ
ストレーション調整を行う。レジストレーション調整とは、当該３管式ＣＲＴプロジェク
タにおいて生ずるスクリーンなどに投射された画像の歪みや、色ズレを補正するための処
理であり、例えば、Ｒ，Ｇ，Ｂ信号によって生成される画像に現れる歪み成分などを補正
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するための補正波形信号を生成し、ＣＲＴ５Ｒ，５Ｇ，５Ｂに備えられたサブ偏向ヨーク
７Ｒ，７Ｇ，７Ｂに供給することで調整を行う。サブ偏向ブロック４のシステムＩＣ１１
は、映像信号処理ブロック１から送出された水平同期信号（Ｈ）、垂直同期信号（Ｖ）に
同期した補正波形信号を生成し、アンプ１２Ｒ，１２Ｂ，１２Ｇを介して、後段のサブ偏
向ヨーク７Ｒ，７Ｇ，７Ｂのそれぞれに補正波形信号に対応した偏向電流を供給する。補
正波形信号は水平方向を補正する水平補正波形信号と、垂直方向を補正する垂直補正波形
信号とがあるので、図示していないが、システムＩＣ１１の偏向電流の出力は６系統ある
ことになる。また、システムＩＣ１１に映像信号処ブロック１より供給される水平同期信
号（Ｈ）、垂直同期信号（Ｖ）は、図示しないがメイン偏向回路３から送出されるように
してもよい。システムＩＣ１１による補正波形信号の生成については後で詳細に説明をす
る。
【００１９】
また、システムＩＣ１１には、レジストレーション調整をする際に用いるクロスハッチパ
ターン信号を生成する図示しないクロスハッチパターンジェネレータが備えられている。
クロスハッチパターンジェネレータは、図示しないコントロールパネルを介してユーザか
ら入力される所定の指示を受けたＣＰＵ８の制御によりクロスハッチパターン信号を生成
しＣＲＴドライバー２へ供給する。
【００２０】
アンプ１２Ｒ，１２Ｂ，１２Ｇは、送出された補正波形信号に対応した偏向電流を増幅し
てサブ偏向ヨーク７Ｒ，７Ｇ，７Ｂに供給する。偏向電流を供給されたサブ偏向ヨーク７
Ｒ，７Ｇ，７Ｂは、ＣＲＴ５Ｒ，５Ｇ，５Ｂの図示しないカソード電極それぞれに供給さ
れる映像信号を上記偏向電流に応じて偏向させることで、レジストレーション調整を行う
。図示しないが、アンプ１２Ｒ，１２Ｂ，１２Ｇは、サブ偏向ヨーク７Ｒ，７Ｇ，７Ｂの
それぞれが備える水平偏向コイル、垂直偏向コイルにそれぞれ偏向電流を供給するための
出力を２系統備えている。
【００２１】
ＣＰＵ８は、当該３管式ＣＲＴプロジェクタの各部を統括的に制御する制御部である。ま
た、ＣＰＵ８は、図示しないコントロールパネルを介して入力されるユーザからの指示に
応じて、サブ偏向ブロック４のシステムＩＣ１１を制御する。
【００２２】
次に、図２を用いて、上述したレジストレーション調整用の補正波形信号を生成するシス
テムＩＣ１１について説明をする。システムＩＣ１１は、粗調用ＲＡＭ１３と、粗調波形
生成部１４と、微調用ＲＡＭ１５と、微調波形生成部１６と、粗調・微調加算ブロック１
７と、補間計算ブロック１８とを備えている。また、システムＩＣ１１は、当該システム
ＩＣ１１の動作を制御するプログラムが格納された、水平同期信号（Ｈ）を分周したシス
テムクロックを基準にして動作する図示しないロジック部を備えている。システムＩＣは
、このロジック部によって制御される。
【００２３】
レジストレーション調整には、画面全体の歪みや、色ズレを調整する粗調モードでの調整
と、画面上の水平方向、垂直方向に所定の数だけ設けられた所定の調整ポイントを独立し
て調整する微調モードでの調整とがあり、当該３管式ＣＲＴプロジェクタでは、粗調モー
ドによって画像全体をレジストレーション調整してから微調モードで粗調モードでは補え
なかった箇所のレジストレーション調整を実行する。
【００２４】
粗調用ＲＡＭ１３は、レジストレーション調整が行われると、ＣＰＵ８によってＲ，Ｇ，
Ｂ信号それぞれに対応した粗調用補正波形データが書き込まれ、書き込まれた粗調用補正
波形データを記憶する。粗調用ＲＡＭ１３が記憶する粗調用補正波形データは、例えば、
図３、図４に示すように、水平中心を調整する”ＨＣＥＮＴ”、水平斜めひずみを調整す
る”Ｈ　ＳＫＥＷ”、水平振幅を調整する”Ｈ　ＳＩＺＥ”、水平直線性を調整する”Ｈ
　ＬＩＮ”、糸巻型ひずみを調整する”Ｈ　ＰＩＮ”、画面中心の水平直線性を調整する

10

20

30

40

50

(5) JP 3675357 B2 2005.7.27



”Ｈ　ＭＬＩＮ”、画面中心の水平振幅を調整する”Ｈ　ＭＳＩＺＥ”、垂直中心を調整
する”Ｖ　ＣＥＮＴ”、垂直斜めひずみを調整する”Ｖ　ＳＫＥＷ”、垂直振幅を調整す
る”Ｖ　ＳＩＺＥ”、垂直直線性を調整する”Ｖ　ＬＩＮ”、垂直台形型ひずみを調整す
る”Ｖ　ＫＥＹ”、糸巻型ひずみを調整する”Ｖ　ＰＩＮ”に対応した波形データである
。粗調用ＲＡＭ１３に記憶される粗調用補正波形データは、レジストレーション調整が行
われる度にユーザの指示によりＣＰＵ８によって書き換えられ更新される。
【００２５】
また、ＣＰＵ８は、粗調用ＲＡＭ１３内の粗調用補正波形データを図示しないシステムＩ
Ｃ１１専用のＥＥＰＲＯＭ（ Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory）
に書き込むことで、上記ＥＥＰＲＯＭに同じ粗調用補正波形データを保存する。３管式Ｃ
ＲＴプロジェクタのシステム電源をＯＦＦにすると粗調用ＲＡＭ１３で記憶されている粗
調用補正波形データは消失するが、３管式ＣＲＴプロジェクタの起動時に上記ＥＥＰＲＯ
Ｍから書き込まれる。
【００２６】
粗調波形生成部１４は、粗調用ＲＡＭ１３から図示しないロジック部によって読み出され
た粗調補正波形データから粗調補正波形信号データを生成する。
【００２７】
微調用ＲＡＭ１５は、レジストレーション調整が行われると、ＣＰＵ８によってＲ，Ｇ，
Ｂ信号それぞれに対応した微調用補正波形データが書き込まれ、書き込まれた微調用補正
波形データを記憶する。微調用ＲＡＭ１５が記憶する微調用補正波形データは、例えば、
画面上に図５に示すように水平方向に９点、垂直方向に９点、計８１点に設けられた調整
ポイントにおける補正波形のデータである。
【００２８】
画面上の調整ポイントが図５のように８１点あったとすると、微調用ＲＡＭ１５には、例
えば、図６に示すように８１点の各調整ポイントに対して水平同期信号（Ｈ）に対応した
微調用補正波形データと、垂直同期信号（Ｖ）に対応した微調用補正波形データとが格納
されている。これがＲ，Ｇ，Ｂ信号それぞれに対応して用意されているので、微調用ＲＡ
Ｍ１５には、少なくとも８１×２×３個の独立した記憶エリアが確保されることになる。
微調用ＲＡＭ１５に記憶される微調用補正波形データは、レジストレーション調整が行わ
れる度にユーザの指示によりＣＰＵ８によって書き換えられ更新される。
【００２９】
また、ＣＰＵ８は、微調用ＲＡＭ１５内の微調用補正波形データを図示しないシステムＩ
Ｃ１１専用のＥＥＰＲＯＭ（ Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory）
に書き込むことで、上記ＥＥＰＲＯＭに同じ微調用補正波形データを保存する。３管式Ｃ
ＲＴプロジェクタのシステム電源をＯＦＦにすると微調用ＲＡＭ１５で記憶されている微
調用補正波形データは消失するが、３管式ＣＲＴプロジェクタの起動時に上記ＥＥＰＲＯ
Ｍから書き込まれる。
【００３０】
微調波形生成部１６は、図示しないロジック部によって微調用ＲＡＭ１５から読み出され
た微調補正波形データから微調補正波形信号データを生成する。
【００３１】
粗調・微調加算ブロック１７は、粗調波形生成部１４、微調波形生成部１６によってそれ
ぞれ生成された粗調補正波形信号データと、微調補正波形信号データとを加算して加算補
正波形信号データを生成する。
【００３２】
補間計算ブロック１８は、生成された加算補正波形信号データを補間計算して補正波形信
号を生成し、生成した補正波形信号に対応した偏向電流を後段のアンプ１２Ｒ，１２Ｇ，
１２Ｂに供給する。
【００３３】
続いて、本発明の実施の形態として示す３管式ＣＲＴプロジェクタで、ある入力モードに
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対応させてレジストレーション調整した補正波形データを用い、異なる入力モードの映像
信号をレジストレーション調整する際の原理について説明をする。
【００３４】
例えば、３管式ＣＲＴプロジェクタはＮＴＳＣ方式のＦｕｌｌモードでレジストレーショ
ン補正がなされたとし、そのときのＣＲＴ管面に走査される映像と補正波形との関係が図
７（ａ）に示すようになったとする。この３管式ＣＲＴプロジェクタの映像信号処理ブロ
ック１に同じＮＴＳＣ方式の映像信号を入力し、Ｖ圧縮モードの映像信号に変換した場合
、ＣＲＴ管面に走査される映像と補正波形との関係は図７（ｂ）に示すように、Ｆｕｌｌ
モードの補正波形と同一の波形のうち実線で示した波形を用いることで正確なレジストレ
ーション調整がなされる。
【００３５】
図８に示すようにＣＲＴ管面のある箇所、例えば、ここではＣＲＴ５Ｂの×印を付した箇
所からスクリーンに投射される映像信号は、スクリーン上のある箇所に１対１で投射され
るため、映像信号がＣＲＴ管面上のどの位置からスクリーンへ向けて投射されるかが決ま
れば、当該映像信号が投射されるスクリーン上の位置も決定される。したがって、映像信
号をレジストレーション調整するための補正波形信号も映像信号がＣＲＴ管面上のどの位
置から投射されたかによって決定されるため、図７（ａ），（ｂ）で示したような補正波
形の関係が成立する。
【００３６】
上述したようにＮＴＳＣ方式のＦｕｌｌモードでレジストレーション調整がなされた補正
波形を用いて、図７（ｂ）に示すようにレジストレーション調整をするためには、図９に
示すように調整ポイント間の補間ライン数を変更することで実現できる。
【００３７】
例えば、図７（ａ）に斜線で示すようなＣＲＴ管面に走査される映像信号の走査線数が５
２５本のＮＴＳＣ方式のＦｕｌｌモードでレジストレーション調整が行われ、３管式ＣＲ
Ｔプロジェクタは、ＮＴＳＣ方式のＦｕｌｌモードに対応する補正波形データを粗調用Ｒ
ＡＭ１３、微調用ＲＡＭ１５に記憶しているとする。このとき、調整ポイントの数が８１
であった場合、Ｆｕｌｌモードの調整ポイント間の補間ライン数は１１６となる。
【００３８】
この３管式ＣＲＴプロジェクタにＮＴＳＣ方式のＦｕｌｌモードの映像信号を垂直方向に
３／４に圧縮した図７（ｂ）に斜線で示すようなＣＲＴ管面上の位置を走査するＮＴＳＣ
方式のＶ圧縮モード、つまり、垂直方向のメイン偏向電流がＦｕｌｌモードのメイン偏向
電流に対して３／４倍に変換された映像信号をレジストレーション調整をする場合につい
て考える。
【００３９】
映像信号処理ブロック１に入力されたＮＴＳＣ方式のＦｕｌｌモードの映像信号をＶ圧縮
モードに変換した場合、図１０（ａ）に示すようにＦｕｌｌモードでは１１６としていた
調整ポイント間の補間ライン数を図１０（ｂ）に示すように１５６に変更することでＶ圧
縮モードの垂直方向のサイズを変更することができる。
【００４０】
さらに、Ｖ圧縮モードでは、図１０（ｂ）に示すように走査線番号が１のときに必要な調
整ポイントの補正波形データは、垂直方向♯２及び♯３の調整ポイントの補正波形データ
である。
【００４１】
これは、ＣＲＴ管面上でＦｕｌｌモードの映像信号が走査する走査領域を、調整ポイント
間の補間ライン数を１５６本とした映像信号が３管式ＣＲＴプロジェクタに入力されると
仮定して考えることができる。つまり、走査線番号－ｎ～０までは仮想的なラインと考え
、Ｖ圧縮モードに映像信号が変換された際は、この仮想ラインはすでにＣＲＴ管面上を走
査されていると見なすことで、Ｖ圧縮モードの映像信号の走査線番号１は垂直方向♯２及
び♯３の調整ポイントにおける補正波形データを用いてレジストレーション調整がなされ
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る。
【００４２】
以下、調整ポイント間の走査線も続けて補間計算をすることでレジストレーション調整さ
れることになり、Ｆｕｌｌモードでレジストレーション調整された補正波形データを用い
て、Ｖ圧縮モードでレジストレーション調整する際には、例えば、図９のように調整ポイ
ントが設定されている場合は、調整ポイント間の補間ライン数を図１１に示すように１１
６本から１５６本に変更することで、図７（ｂ）に示すような補正波形が得られる。
【００４３】
次に、本発明の実施の形態として示す３管式ＣＲＴプロジェクタのレジストレーション調
整の実際の動作について図１２に示すフローチャートを用いて説明をする。
【００４４】
ここでは、説明のため、Ｆｕｌｌモードで入力される映像信号にレジストレーション調整
を行った後、映像処理ブロック１に入力されＶ圧縮モードに変換された映像信号をレジス
トレーション調整するとする。したがって、粗調用ＲＡＭ１３、微調用ＲＡＭ１５には、
Ｆｕｌｌモードでレジストレーション調整がなされた場合の粗調補正波形データ、微調補
正波形データがそれぞれ記憶されている。なお、調整ポイントは、図９に示すように８１
点であるとする。
【００４５】
ステップＳ１において、映像処理ブロック１に入力されＦｕｌｌモードからＶ圧縮モード
に変換された映像信号の水平同期信号（Ｈ）及び垂直同期信号（Ｖ）が引き込まれると、
システムＩＣ１１のロジック部は入力モードをＶ圧縮モードであると判定する。Ｖ圧縮モ
ードであることが判定されると調整ポイント間の補間ライン数が決定する。Ｖ圧縮モード
の補間ライン数は、１５６本である。
【００４６】
ステップＳ２において、図示しないロジック部は、入力モードをＶ圧縮モードであると判
定したことに応じて、粗調波形生成部１４、微調波形生成部１６を制御して、それぞれ粗
調用ＲＡＭ１３、微調用ＲＡＭ１５から所定の調整ポイントの補正波形データを読み出さ
せる。これに応じて粗調波形生成部１４、微調波形生成部１６は、それぞれ粗調補正波形
信号データ、微調補正波形信号データを生成する。
【００４７】
ステップＳ３において、図示しないロジック部は、粗調・微調加算ブロック１７を制御し
てステップＳ２で生成された粗調補正波形信号データと微調補正波形信号データとを加算
して加算補正波形信号データを生成する。
【００４８】
ステップＳ４において、図示しないロジック部は、補間計算ブロック１８を制御して、ス
テップＳ３で生成された加算補正波形信号データから補間ライン数を１５６として補正波
形信号を生成する。
【００４９】
Ｖ圧縮モードは、Ｆｕｌｌモードと走査線の数を同じにして垂直方向のサイズを圧縮させ
た入力モードであるが、他にもＮＴＳＣ方式より走査線の数を増やしたＰａｌ方式、ＨＤ
方式などの入力ビデオモード、Ｖ圧縮モードとは逆に垂直方向を拡大したＺｏｏｍモード
などの画像表示モードなどを組み合わせた映像信号でも同じように調整ポイントの補間ラ
イン数を所定の数に変更することで対応することができる。
【００５０】
以上では垂直方向のメイン偏向電流が異なる入力モードの映像信号に関してレジストレー
ション調整する場合の説明であるが、水平方向のメイン偏向電流が異なる入力モードの映
像信号が入力された場合は、上記の補間ライン数に相当するものとしてシステムクロック
数を変化させることで対応することができる。
【００５１】
また、上述の説明においては、本発明の実施の形態として示す３管式ＣＲＴプロジェクタ
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は、調整ポイント間の補間ライン数を入力モードに応じて決定するよう構成されてるが、
入力される映像信号の画面サイズを自動的且つ周期的に変化させ、これに応じて、補間ラ
イン数を周期的に変化させることでレジストレーション調整をするとともに、ＣＲＴの焼
き付けを防止することができる。
【００５２】
なお、本発明は、実施の形態として３管式ＣＲＴプロジェクタを用いているが、本発明は
これに限定されるものではなく、１管式のＣＲＴにおけるコンバージェンス回路にも適用
することができる。
【００５３】
【発明の効果】
　以上の説明からも明らかなように、本発明のレジストレーション調整装置 は、第１の
入力モードで入力された映像信号の走査画面の走査線上から抽出したｍ×ｎ（ｍ及びｎは
自然数）個の調整ポイントにおける映像信号の走査位置を補正する補正波形データをそれ
ぞれ記憶する記憶手段と、第１の入力モードとは異なる第２の入力モードの映像信号を入
力する入力手段と、入力手段に入力された第２の入力モードの映像信号の入力モードに応
じて、記憶手段に記憶された補正波形データから所定の補正波形データを読み出す読み出
し手段と、入力手段に入力された第２の入力モードの映像信号の入力モードに基づいて、
調整ポイント間を補間する走査線数を決定する補間走査線決定手段と、読み出し手段によ
って読み出された補正波形データ及び補間走査線決定手段によって決定された補間走査線
数に基づいて、調整ポイント及び調整ポイント間を走査する映像信号の走査位置を補正す
る補正波形信号を補間計算して生成する補正波形信号生成手段と

【００５５】
　 本発明のレジストレーション調整方法 は、第１の入力モードで入力された映像
信号の走査画面の走査線上から抽出したｍ×ｎ（ｍ及びｎは自然数）個の調整ポイントに
おける映像信号の走査位置を補正する補正波形データをそれぞれ記憶し、第１の入力モー
ドとは異なる第２の入力モードの映像信号を入力し、入力された第２の入力モードの映像
信号の入力モードに応じて、記憶された補正波形データから所定の補正波形データを読み
出し、入力された第２の入力モードの映像信号の入力モードに基づいて、調整ポイント間
を補間する走査線数を決定し、読み出された補正波形データ及び決定された補間走査線数
に基づいて、調整ポイント及び調整ポイント間を走査する映像信号の走査位置を補正する
補正波形信号を補間計算して生成することで、入力モードの異なる映像信号に対応し、レ
ジストレーション調整に要する時間を短縮することが

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態として示す３管式ＣＲＴプロジェクタの要部構成を説明する
ためのブロック図である。
【図２】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、システムＩＣの要部構成を説明するため
のブロック図である。
【図３】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、粗調用ＲＡＭに記憶されている粗調補正
波形データについて説明するための第１の図である。
【図４】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、粗調用ＲＡＭに記憶されている粗調補正
波形データについて説明するための第２の図である。
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で

、上記入力手段から入力
される第２の入力モードの映像信号のサイズを自動的且つ所定の周期で変化させるサイズ
制御手段を備え、上記補間走査線決定手段は、サイズ制御手段によって第２の入力モード
の映像信号のサイズが変化させられたこと応じて、調整ポイント間を補間する走査線数を
所定の周期で変化させることで、入力モードの異なる映像信号に対応し、レジストレーシ
ョン調整に要する時間を短縮することができ、レジストレーション調整をするとともに、
ＣＲＴの焼き付けを防止することができる。

また、 で

でき、入力される第２の入力モード
の映像信号のサイズを自動的且つ所定の周期で変化させ、第２のモードの映像信号のサイ
ズの変化に応じて、調整ポイント間を補間する走査線数を所定の周期で変化させることで
、レジストレーション調整をするとともに、ＣＲＴの焼き付けを防止することができる。



【図５】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、微調モードにおける調整ポイントについ
て説明するための図である。
【図６】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、微調用ＲＡＭの記憶エリアについて説明
するための図である。
【図７】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、（ａ）はＦｕｌｌモードでのレジストレ
ーション調整をする際の補正波形について説明するための図であり、（ｂ）はＶ圧縮モー
ドでのレジストレーション調整をする際の補正波形について説明するための図である。
【図８】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、ＣＲＴ管面の位置とレジストレーション
調整する補正波形データとの関係について説明するための図である。
【図９】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、調整ポイント間の補間ライン数を変更す
ること様子を示した図である。
【図１０】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、（ａ）はＦｕｌｌモードでの補間ライ
ンについて説明するための図であり、（ｂ）はＶ圧縮モードでの補間ラインについて説明
するための図である。
【図１１】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、ＣＲＴ管面上の調整ポイント間のＦｕ
ｌｌモードとＶ圧縮モードの補間ライン数の違いについて示した図である。
【図１２】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、レジストレーション調整をする際の動
作について説明するためのフローチャートである。
【図１３】従来の技術として示す３管式ＣＲＴプロジェクタについて説明するための図で
ある。
【図１４】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、レジストレーション調整をする際の動
作について説明するためのフローチャートである。
【図１５】同３管式ＣＲＴプロジェクタにおいて、（ａ）はＦｕｌｌモードでのレジスト
レーション調整をする際の補正波形について説明するための図であり、（ｂ）はＶ圧縮モ
ードでのレジストレーション調整をする際の補正波形について説明するための図である。
【符号の説明】
１　映像信号処理ブロック、２　ＣＲＴドライバー、３　メイン偏向回路、４レジストレ
ーション補正回路（サブ偏向）ブロック、５Ｒ，５Ｇ，５Ｂ　ＣＲＴ、６Ｒ，６Ｇ，６Ｂ
　偏向ヨーク、７Ｒ，７Ｇ，７Ｂ　サブ偏向ヨーク、８　ＣＰＵ、１１　システムＩＣ、
１２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂ　アンプ、１３　粗調用ＲＡＭ、１４　粗調波形生成部、１５　
微調用ＲＡＭ、１６　微調波形生成部、１７　粗調・微調加算ブロック、１８　補間計算
ブロック
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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