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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　６０Ｈｚのフレーム信号を受け、当該フレーム信号が２－３プルダウン信号であるか否
かを検出する検出部と、
　前記６０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第１の挿入パターンによる１２０Ｈｚの第１
フレーム信号を生成する第１生成手段と、
　前記６０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第２の挿入パターンによる１２０Ｈｚの第２
フレーム信号を生成するもので、前記６０Ｈｚの２－３プルダウン信号の各フレームが、
“Ａ”“Ａ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｃ”“Ｃ”……と与えられるとき、前記１２０Ｈｚの
各フレームを“Ａ”“Ａ”“Ａ”“ＡＢ（フレームＡとＢとに基づいて生成されたフレー
ム）”“ＡＢ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｂ”“ＢＣ（フレームＢとＣとに基づいて生成されたフレ
ーム）”“ＢＣ”“Ｃ”“Ｃ”“Ｃ” ……と生成する第２生成手段と、
　前記フレーム信号が２－３プルダウン信号でない場合には前記第１フレーム信号を出力
し、前記フレーム信号が２－３プルダウン信号の場合には前記第２フレーム信号を出力す
る選択部とを具備するフレーム内挿装置。
【請求項２】
　６０Ｈｚのフレーム信号を受け、当該フレーム信号が２－３プルダウン信号であるか否
かを検出する検出部と、
　前記６０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第１の挿入パターンによる１２０Ｈｚの第１
フレーム信号を生成する第１生成手段と、



(2) JP 5002249 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

　前記６０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第２の挿入パターンによる１２０Ｈｚの第２
フレーム信号を生成するもので、前記６０Ｈｚの２－３プルダウン信号の各フレームが、
“Ａ”“Ａ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｃ”“Ｃ”……と与えられるとき、前記１２０Ｈｚの
各フレームを“Ａ”“Ａ”“Ａ”“ＡＢ（フレームＡとＢとに基づいて生成されたフレー
ム）”“ＡＢ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｂ”“ＢＣ（フレームＢとＣとに基づいて生成されたフレ
ーム）”“ＢＣ”“Ｃ”“Ｃ”“Ｃ” ……と生成する第２生成手段と、
　前記フレーム信号が２－３プルダウン信号でない場合には前記第１フレーム信号を出力
し、前記フレーム信号が２－３プルダウン信号の場合には前記第２フレーム信号を出力す
る選択部と、
　前記選択部が前記１２０Ｈｚの第２フレーム信号を出力した場合に、当該第２フレーム
信号に基づき映像を画面に表示する表示部を具備する画像表示装置。
【請求項３】
　６０Ｈｚのフレーム信号を受け、当該フレーム信号が２－３プルダウン信号であるか否
かを検出し、
　前記６０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第１の挿入パターンによる１２０Ｈｚの第１
フレーム信号を生成し、
　前記６０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第２の挿入パターンによる１２０Ｈｚの第２
フレーム信号を生成する際、前記６０Ｈｚの２－３プルダウン信号の各フレームが、“Ａ
”“Ａ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｃ”“Ｃ”……と与えられるとき、前記１２０Ｈｚの各フ
レームを“Ａ”“Ａ”“Ａ”“ＡＢ（フレームＡとＢとに基づいて生成されたフレーム）
”“ＡＢ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｂ”“ＢＣ（フレームＢとＣとに基づいて生成されたフレーム
）”“ＢＣ”“Ｃ”“Ｃ”“Ｃ” ……と生成し、
　前記フレーム信号が２－３プルダウン信号でない場合には前記第１フレーム信号を出力
し、
　前記フレーム信号が２－３プルダウン信号である場合には前記第２フレーム信号を出力
するフレーム内挿方法。
【請求項４】
　５０Ｈｚのフレーム信号を受け、当該フレーム信号が２－２プルダウン信号であるか否
かを検出する検出部と、
　前記５０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第１の挿入パターンによる１００Ｈｚの第１
フレーム信号を生成する第１生成手段と、
　前記５０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第２の挿入パターンによる１００Ｈｚの第２
フレーム信号を生成するもので、前記５０Ｈｚの２－２プルダウン信号の各フレームが、
“Ａ”“Ａ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｃ”“Ｃ”……と与えられるとき、前記１００Ｈｚの各フレ
ームを“Ａ”“Ａ”“ＡＢ（フレームＡとＢとに基づいて生成されたフレーム）”“ＡＢ
”“Ｂ”“Ｂ”“ＢＣ（フレームＢとＣとに基づいて生成されたフレーム）”“ＢＣ”“
Ｃ”“Ｃ” ……と生成する第２生成手段と、
　前記フレーム信号が２－２プルダウン信号でない場合には前記第１フレーム信号を出力
し、前記フレーム信号が２－２プルダウン信号の場合には前記第２フレーム信号を出力す
る選択部とを具備するフレーム内挿装置。
【請求項５】
　５０Ｈｚのフレーム信号を受け、当該フレーム信号が２－２プルダウン信号であるか否
かを検出する検出部と、
　前記５０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第１の挿入パターンによる１００Ｈｚの第１
フレーム信号を生成する第１生成手段と、
　前記５０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第２の挿入パターンによる１００Ｈｚの第２
フレーム信号を生成するもので、前記５０Ｈｚの２－２プルダウン信号の各フレームが、
“Ａ”“Ａ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｃ”“Ｃ”……と与えられるとき、前記１００Ｈｚの各フレ
ームを“Ａ”“Ａ”“ＡＢ（フレームＡとＢとに基づいて生成されたフレーム）”“ＡＢ
”“Ｂ”“Ｂ”“ＢＣ（フレームＢとＣとに基づいて生成されたフレーム）”“ＢＣ”“
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Ｃ”“Ｃ” ……と生成する第２生成手段と、
　前記フレーム信号が２－２プルダウン信号でない場合には前記第１フレーム信号を出力
し、前記フレーム信号が２－２プルダウン信号の場合には前記第２フレーム信号を出力す
る選択部と、
　前記選択部が前記１００Ｈｚの第２フレーム信号を出力した場合に、当該第２フレーム
信号に基づき映像を画面に表示する表示部を具備する画像表示装置。
【請求項６】
　５０Ｈｚのフレーム信号を受け、当該フレーム信号が２－２プルダウン信号であるか否
かを検出し、
　前記５０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第１の挿入パターンによる１００Ｈｚの第１
フレーム信号を生成し、
　前記５０Ｈｚのフレーム信号に基づいて、第２の挿入パターンによる１００Ｈｚの第２
フレーム信号を生成する際、前記５０Ｈｚの２－２プルダウン信号の各フレームが、“Ａ
”“Ａ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｃ”“Ｃ”……と与えられるとき、前記１００Ｈｚの各フレーム
を“Ａ”“Ａ”“ＡＢ（フレームＡとＢとに基づいて生成されたフレーム）”“ＡＢ”“
Ｂ”“Ｂ”“ＢＣ（フレームＢとＣとに基づいて生成されたフレーム）”“ＢＣ”“Ｃ”
“Ｃ” ……と生成し、
　前記フレーム信号が２－２プルダウン信号でない場合には前記第１フレーム信号を出力
し、
　前記フレーム信号が２－２プルダウン信号である場合には前記第２フレーム信号を出力
するフレーム内挿方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、フレーム内挿装置に関し、特にプルダウン信号を扱うフレーム内挿装置及
びフレーム内挿方法並びに画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、大型の液晶表示装置等の平面表示装置が、従来のブラウン管表示装置に代わり開
発され普及してきている。このような液晶表示装置においては、映像信号が例えばＮＴＳ
Ｃであれば６０Ｈｚ（ＰＡＬ，ＳＥＣＡＭであれば５０Ｈｚ）の規格により表示されてい
る。これに対して、シネマ信号であれば、毎秒２４フレームで作成されているため、この
ままではテレビジョンに表示することができず、プルダウン処理を施す必要がある。
【０００３】
　特許文献１は、２４Ｈｚのシネマ信号２枚に対し、内挿フレームを１枚作成することで
、２４Ｈｚを４８Ｈｚの動画にし、その４８Ｈｚのフレーム４枚毎にオリジナルフレーム
を２枚続けて表示して、４枚のフレームを５枚にし、４８Ｈｚを６０Ｈｚにするという方
法を示している。
【特許文献１】特開２００４－１５９２９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の従来技術は、以下のような課題を解決することができない。すな
わち、例えば、６０Ｈｚの映像信号が与えられた表示装置である液晶表示装置において、
動きの早い映像等にがたつきや残像が発生するという課題があるがこのような課題には対
応することができない。この従来技術では、４枚のフレームを内挿することで、１２０Ｈ
ｚ表示するという映像信号の処理方法も述べられてはいるが、オリジナルフレーム２枚か
ら複数枚の内挿フレームを作成するには、回路規模が非常に大きくなってしまうため困難
である。従って、表示装置の内部等で６０Ｈｚの映像信号に内挿処理を施すことで例えば
１２０Ｈｚの映像信号等にして滑らかな映像を実現するという課題には対応していないと
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いう問題がある。更に、この従来技術は、６０Ｈｚの映像信号がプルダウン信号であるか
否かに基づき異なる処理を行なって、より円滑な映像表示を行なうことが開示されていな
いという問題がある。
【０００５】
　本発明は、６０Ｈｚのプルダウン信号を内挿処理して１２０Ｈｚの映像信号を出力する
ことができるフレーム内挿装置及びフレーム内挿方法並びに画像表示装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　課題を解決するための一実施形態として、６０Ｈｚのフレーム信号を受け、当該フレー
ム信号が２－３プルダウン信号であるか否かを検出する検出部（１６）と、前記６０Ｈｚ
のフレーム信号に基づいて、第１の挿入パターンによる１２０Ｈｚの第１フレーム信号（
ＦＮ１）を生成する第１生成手段（１２，１３，１４，１５）と、前記６０Ｈｚのフレー
ム信号に基づいて、第２の挿入パターンによる１２０Ｈｚの第２フレーム信号（ＦＮ２）
を生成するもので、前記６０Ｈｚの２－３プルダウン信号の各フレームが、“Ａ”“Ａ”
“Ｂ”“Ｂ”“Ｂ”“Ｃ”“Ｃ”……と与えられるとき、前記１２０Ｈｚの各フレームを
“Ａ”“Ａ”“Ａ”“ＡＢ（フレームＡとＢとに基づいて生成されたフレーム）”“ＡＢ
”“Ｂ”“Ｂ”“Ｂ”“ＢＣ（フレームＢとＣとに基づいて生成されたフレーム）”“Ｂ
Ｃ”“Ｃ”“Ｃ”“Ｃ” ……と生成する第２生成手段（１２，１３，１４，１５）と、
前記フレーム信号が２－３プルダウン信号でない場合には前記第１フレーム信号（ＦＮ１
）を出力し、前記フレーム信号が２－３プルダウン信号の場合には前記第２フレーム信号
（ＦＮ２）を出力する選択部（１７）とを具備するフレーム内挿装置である。
【発明の効果】
【０００７】
　６０Ｈｚのフレーム信号が２－３プルダウン信号であれば、非２－３プルダウン信号と
は異なる内挿処理を行なうことで、滑らかな映像表示を可能とするフレーム内挿装置を提
供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【０００９】
　＜本発明に係る一実施形態であるフレーム内挿装置＞
　次に、本発明に係る一実施形態であるフレーム内挿装置の一例を図１を用いて詳細に説
明する。図１は、本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置の構成の一例を示すブロッ
ク図である。図２は、本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置に含まれるプルダウン
検出回路の構成の一例を示すブロック図である。
【００１０】
　本発明に係る一実施形態であるフレーム内挿装置１は、図１に示すように、５０Ｈｚ（
ＰＡＬ，ＳＥＣＡＭ仕様）または６０Ｈｚ（ＮＴＳＣ仕様）の現フレーム信号が供給され
現フレーム信号を遅延して一フレーム遅延信号を生成するフレーム遅延回路１１と、フレ
ーム遅延回路１１の出力を更に遅延するフレーム遅延回路１２と、現フレーム信号と一フ
レーム遅延信号から内挿フレームを生成する内挿フレーム生成回路１３を有する。更に、
フレーム内挿装置１は、内挿フレーム生成回路１３の出力に接続されフレーム遅延を行な
うフレーム遅延回路１４と、フレーム遅延回路１４を再びフレーム遅延するフレーム遅延
回路１５と、現フレーム信号と１フレーム遅延信号からプルダウン信号を検出するプルダ
ウン検出回路１６を有している。更に、フレーム内挿装置１は、フレーム遅延回路１２と
フレーム遅延回路１５とフレーム遅延回路１４とプルダウン検出回路１６のプルダウン検
出信号Ｐ１及びプルダウン位相信号Ｐ２が供給される出力フレーム選択回路１７を有して
おり、出力フレーム選択回路１７からは、１００Ｈｚ（ＰＡＬ，ＳＥＣＡＭ仕様）または
１２０Ｈｚ（ＮＴＳＣ仕様）の出力フレームが出力される。
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【００１１】
　更に、プルダウン検出回路１６は、その詳細が図２に示されており、現フレーム信号が
供給される遅延部２１と、現フレーム信号及び１フレーム遅延信号がそれぞれ供給される
水平垂直ＬＰＦ２２，２３と、それぞれの出力の差分を検出するフレーム間差分絶対値回
路２４と、この値を積分処理する小領域内積分２５と、動ブロックの存在を判定する動ブ
ロック判定回路２６と、画面内の動ブロックの数をカウントする画面内動ブロック数カウ
ント２７と、判定レベルを参照して動フレームを判定する動フレーム判定回路２８と、こ
の結果によりプルダウンパターンが存在したかどうかを検出するプルダウンパターン検出
回路２９を有している。
【００１２】
　このような構成を有するフレーム内挿装置１において、出力フレーム選択回路１７は、
プルダウン検出信号Ｐ１、及びプルダウン位相信号Ｐ２を元に、出力するフレームを２フ
レーム遅延オリジナル信号Ｆ３と、現フレーム内挿信号Ｆ４を１フレーム遅延させた１フ
レーム遅延内挿信号Ｆ５と、１フレーム遅延内挿信号Ｆ５を更に１フレーム遅延させた２
フレーム遅延内挿信号Ｆ６の３つの信号から選択して出力を行う。
【００１３】
　通常は２フレーム遅延オリジナル信号Ｆ３と１フレーム遅延内挿信号Ｆ５が交互に出力
されるが、プルダウン信号を検出した場合は、同時に検出したプルダウン位相に応じて出
力するフレームをオリジナルフレームから１フレーム遅延内挿信号Ｆ５、または２フレー
ム遅延内挿信号Ｆ６に切り替える。
【００１４】
　上記のような処理を行うことにより、従来の装置に比べて、大規模な回路などは必要と
せず、かつ、プルダウン処理されたシネマ信号が入力された場合でも、動画シーンをスム
ーズに表示することが可能となっている。以下に、このフレーム内挿処理を図面を用いて
詳細に説明する。
【００１５】
　＜本発明に係る一実施形態であるフレーム内挿処理＞
　次に、本発明に係る一実施形態であるフレーム内挿処理を図面を用いて、詳細に説明す
る。
【００１６】
　この実施形態のフレーム内挿処理の２つのポイントをあげる。
【００１７】
１．現フレーム信号とそれを１フレーム遅延させた１フレーム遅延信号より新規のフレー
ムを作成、内挿処理を行い、かつプルダウン信号を検出する装置において、通常は現フレ
ーム信号と１フレーム遅延信号との間に新規作成した内挿フレームを挿入し、オリジナル
フレームと内挿フレームを交互に出力するが、プルダウン信号を検出し、かつプルダウン
シーケンスのうち特定の位相時は、出力するフレームの順序を変更し、オリジナルのフレ
ームを出力する代わりに内挿フレームを出力する。
【００１８】
２．現フレーム信号と１フレーム遅延信号より相関関係を検出し、その相関関係がプルダ
ウンシーケンスに一致するかどうかを判定し、一致した場合はプルダウン検出信号、及び
プルダウンシーケンス中のどの位相であるかのプルダウン位相信号を出力する。
【００１９】
　（シネマ信号を一度に１２０フレームの倍速表示とすることの困難性）
　シネマ信号を秒間１２０(１００)フレームの倍速表示を行う場合、秒間２４コマのシネ
マ信号から、複数枚の内挿フレームを作成することで、秒間１２０(１００)フレーム出力
を行う方法や、シネマ信号を２－３／２－２プルダウン処理し、秒間６０(５０)フレーム
にしたプルダウン信号をオリジナルフレームとして扱い、そのプルダウン信号から内挿フ
レームを作成する方法などが考えられる。図３は、２４コマのシネマ信号を１２０フレー
ムの映像信号に変換する際の模式図、図４は、２４コマのシネマ信号を１００フレームの
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映像信号に変換する際の模式図である。
【００２０】
　図３に示すとおり、２枚のオリジナルフレームからそれぞれ異なる内挿フレームを４枚
作成することにより、秒間１２０フレームの倍速表示が可能となる。しかし、非常に大き
な回路を必要とするため、実現するのは非常に困難である。図４に示すとおり、２枚のオ
リジナルフレームからそれぞれ異なる内挿フレームを３枚作成することにより、秒間１０
０フレームの倍速表示が可能となる。しかし、図３の場合同様、実現するには非常に大き
な回路を必要とする。
【００２１】
　図３及び図４に示したような２枚のオリジナルフレームから複数枚の内挿フレームを作
成するためには非常に大きな回路が必要となるため、実用上困難である。そのため、従来
はプルダウン処理された信号をオリジナルフレームとして扱い、内挿フレームを作成する
ことが一般的である。
【００２２】
　（フローチャートを用いた内挿処理の説明）
　図５は、本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置の内挿処理の一例を示すフローチ
ャートである。なお、以下の図５のフローチャートの各ステップは、回路ブロックに置き
換えることができ、従って、各フローチャートのステップは、全てブロックに定義しなお
すことが可能である。
【００２３】
　図５のフローチャートにおいて、図１に示す出力フレーム選択回路１７は、プルダウン
信号が検出されていない場合（ステップＳ１１）、ステップＳ１３に進み、オリジナルフ
レームと１フレーム後のオリジナルフレームとの内挿フレームを交互に出力する（ステッ
プＳ１３）。
【００２４】
　しかし、出力フレーム選択回路１７は、２－３プルダウン信号を検出した場合は（ステ
ップＳ１１）、プルダウン位相によってはオリジナルフレームを出力しない。
【００２５】
　プルダウン位相が「ＡＡ[Ｂ]ＢＢ」の場合は（ステップＳ１５）、出力フレーム選択回
路１７は、１フレーム前との内挿フレームと１フレーム後との内挿フレームを出力する（
ステップＳ１７）。しかし、「ＡＡＢＢ[Ｂ]」の時には（ステップＳ１６）、出力フレー
ム選択回路１７は、１フレーム後との内挿フレームを連続して出力する（ステップＳ１４
）。同様に２－２プルダウンを検出し（ステップＳ１１）、かつプルダウン位相が「Ａ[
Ａ]」の場合は（ステップＳ１２）、出力フレーム選択回路１７は、その１フレーム後と
の内挿フレームを連続出力するものである（ステップＳ１４）。
【００２６】
　（６０Ｈｚフレームの内挿処理）
　次に、具体的なフレーム処理を図面を用いて説明する。図６は、本発明の一実施形態に
係るフレーム内挿装置の２－３プルダウン信号の内挿処理の一例を示す説明図である。
【００２７】
　図６の２－３プルダウン信号（６０フレーム／s）Ｆ０１に示すように、通常、シネマ
信号は秒間２４コマである為、シネマ信号１コマから同一のフレームを３枚連続し、次の
コマのシネマ信号からは同一のフレームが２枚連続して表示するプルダウン処理を行い、
これを繰り返すことによって秒間６０フレームの２－３プルダウン信号に変換されて表示
される。そのため、２－３プルダウンシーンでは「３－２－３－２－・・・」という周期
で同一のフレームが表示される。
【００２８】
　その２－３プルダウン信号に対して、図６の通常フレーム内挿信号ＦＮ１に示すように
、出力されるフレームの周期が「３－１－５－１－３－１－・・・」となり、スムーズな
出力順序ではなくなる。
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【００２９】
　そこで、図７のフレーム内装装置１に
現フレームオリジナル信号Ｆ１、及び１フレーム遅延オリジナル信号Ｆ２から２－３プル
ダウン信号Ｐ１を検出した場合は、図６の２－３プルダウン時のフレーム内挿信号ＦＮ２
に示すように、オリジナルフレームと内挿フレームを交互に出力するだけでなく、プルダ
ウンシーケンスのうち特定の位相（元のシネマ信号が切り替わる位相）の時、つまり、「
３－１－５－１－３－・・・」と周期的に出力されるフレームのうち、同一のフレームが
５枚連続して出力されるフレームの最初と最後のフレームを出力する際（Ｒ１，Ｒ２）は
、オリジナルフレームではなくその前後の内挿フレームを出力することで、スムーズな動
画を出力することが可能となる。
【００３０】
　（５０Ｈｚフレームの内挿処理）
　次に、５０Ｈｚフレームの内挿処理を図７を用いて説明する。図７は、本発明の一実施
形態に係るフレーム内挿装置の２－２プルダウン信号の内挿処理の一例を示す説明図であ
る。
【００３１】
　図７において、２－３プルダウン信号の場合と同様、シネマ信号は秒間２４コマである
為、シネマ信号１コマから同一のフレームを２枚連続して表示するプルダウン処理を行い
、これを繰り返すことによって秒間５０フレームの２－２プルダウン信号に変換されて表
示される。そのため、図７の２－２プルダウン信号（５０フレーム／ｓ）Ｆ０２は、２－
２プルダウンシーンでは「２－２－２－２－・・・」という周期で同一のフレームが表示
される。
【００３２】
　図７の通常のフレーム内挿信号（１００フレーム／ｓ）ＦＮ３に示すように、その２－
２プルダウン信号に対して従来のフレーム内挿処理を適用した場合、出力されるフレーム
の周期が「３－１－３－１－・・・」となり、スムーズな出力順序ではなくなる。
【００３３】
　そこで、図１のフレーム内挿装置１に示される現フレームオリジナル信号Ｆ１及び１フ
レーム遅延オリジナル信号Ｆ２から２－２プルダウン信号を検出した場合は、図７の２－
２プルダウン時のフレーム内挿信号（１００フレーム／ｓ）ＦＮ４に示すように、オリジ
ナルフレームと内挿フレームを交互に出力するだけでなく、プルダウンシーケンスのうち
特定の位相（元のシネマ信号が切り替わる位相）の時、つまり、「３－１－３－１－・・
・」と周期的に出力されるフレームのうち、同一のフレームが３枚連続して出力されるフ
レームの最後（または最初）のフレームを出力する際（Ｒ３，Ｒ４，Ｒ５）は、オリジナ
ルフレームではなくその後（または前）の内挿フレームを出力することで、スムーズな動
画を出力することが可能となる。
【００３４】
　（出力フレーム選択回路１７での処理）
　次に、上記の６０Ｈｚフレームの内挿処理及び５０Ｈｚフレームの内挿処理を図８及び
図９の具体的な説明図により説明する。図８は、本発明の一実施形態に係るフレーム内挿
装置の２－３プルダウン信号の内挿処理の一例を示す説明図、図９は、本発明の一実施形
態に係るフレーム内挿装置の２－２プルダウン信号の内挿処理の一例を示す説明図である
。
【００３５】
　図８及び図９において、図１のフレーム内挿装置１に示される各フレーム信号Ｆ１乃至
Ｆ７及びプルダウン検出信号Ｐ１，プルダウン位相信号Ｐ２が、図８及び図９の各信号Ｆ
１乃至Ｆ７，Ｐ１，Ｐ２にそれぞれ対応している。
【００３６】
　現フレームオリジナル信号Ｆ１と１フレーム遅延オリジナル信号Ｆ２より、プルダウン
検出回路１６は、プルダウン検出信号Ｐ１、及びプルダウン位相信号Ｐ２を生成し、その
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結果は現フレーム信号により２フレーム遅延させた出力フレームの選択に利用される。通
常は、オリジナルフレームとして２フレーム遅延オリジナル信号Ｆ３を、内挿フレームと
して１フレーム遅延内挿信号Ｆ５を出力する。
【００３７】
　・２－３プルダウン処理
　すなわち、図８において、図１のフレーム内挿装置１に示される各フレーム信号Ｆ１乃
至Ｆ７及びプルダウン検出信号Ｐ１，プルダウン位相信号Ｐ２が、図８及び図９の各信号
Ｆ１乃至Ｆ７，Ｐ１，Ｐ２にそれぞれ対応する。現フレームオリジナル信号Ｆ１、１フレ
ーム遅延オリジナル信号Ｆ２がそれぞれＢ２、Ｂ１の場合を例に挙げると、２－３プルダ
ウン信号、かつ現フレームオリジナル信号のプルダウン位相が「ＡＡＢ[Ｂ]Ｂ」である。
つまり、次フレームで出力される２フレーム遅延オリジナル信号Ｆ３のプルダウン位相は
「ＡＡ[Ｂ]ＢＢ」に対応する。そのため、倍速出力Ｆ７で出力される次フレームは、通常
のオリジナルフレームＢ１、内挿フレームＢ１Ｂ２ではなく、内挿フレームＡ２Ｂ１、Ｂ
１Ｂ２を出力する。
【００３８】
　また、現フレームオリジナル信号Ｆ１、１フレーム遅延オリジナル信号Ｆ２がそれぞれ
Ｂ３、Ｃ１の場合、２－３プルダウン信号、かつ現フレームオリジナル信号Ｆ１のプルダ
ウン位相が「[Ａ]ＡＢＢＢ」である。つまり、次フレームで出力される２フレーム遅延オ
リジナル信号Ｆ３のプルダウン位相は「ＡＡＢＢ[Ｂ]」に対応している。そのため、倍速
出力Ｆ７で出力される次フレームは、通常のオリジナルフレームＢ３、内挿フレームＢ３
Ｃ１ではなく、内挿フレームＢ３Ｃ１を連続出力する。
【００３９】
　・２－２プルダウン処理
　図９において、図１のフレーム内挿装置１に示される各フレーム信号Ｆ１乃至Ｆ７及び
プルダウン検出信号Ｐ１，プルダウン位相信号Ｐ２が、図８及び図９の各信号Ｆ１乃至Ｆ
７，Ｐ１，Ｐ２にそれぞれ対応する。
【００４０】
　現フレームオリジナル信号Ｆ１、及び１フレーム遅延オリジナル信号Ｆ２がそれぞれＢ
１、Ａ２の場合は、２－２プルダウン信号、かつ現フレームオリジナル信号Ｆ１のプルダ
ウン位相が「[Ａ]Ａ」である。つまり、次フレームで出力される２フレーム遅延オリジナ
ル信号Ｆ３のプルダウン位相は「Ａ[Ａ]」に対応する。
【００４１】
　そのため、倍速出力Ｆ７で出力される次フレームは、通常のオリジナルフレームＡ２、
内挿フレームＡ２Ｂ１ではなく、内挿フレームＡ２Ｂ１を連続出力することになる。
【００４２】
　・２－３プルダウン処理の効果
　次に、上述した２－３プルダウン処理による映像の平滑化の効果を考察する。図１０は
、本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置による内挿処理による効果の一例を示した
グラフである。今、フレーム“Ａ”“Ｂ”“Ｃ”上の図示しないオブジェクトが図１０に
示すようにｘ方向に等間隔に移動していく場合を考える。この場合、時間的経過ｔに従っ
て、各フレームが理想的移動線Ｒ上に並ぶことにより、円滑な動画面を実現することがで
きる。
【００４３】
　図１０においてポイントＲ１においてフレーム“Ｂ”をフレーム“ＡＢ”とすることに
より、また、ポイントＲ２において、フレーム“Ｂ”をフレーム“ＢＣ”とすることによ
り、全体に見て円滑な１２０Ｈｚのフレーム信号ＦＮ２が実現できていることがわかる。
【００４４】
　・２－２プルダウン処理の効果
　次に、上述した２－２プルダウン処理による映像の平滑化の効果を考察する。図１１は
、本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置による内挿処理による効果の一例を示した
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グラフである。今、フレーム“Ａ”“Ｂ”“Ｃ”上の図示しないオブジェクトが図１１に
示すようにｘ方向に等間隔に移動していく場合を考える。この場合、時間的経過ｔに従っ
て、各フレームが理想的移動線Ｒ上に並ぶことにより、円滑な動画面を実現することがで
きる。
【００４５】
　図１１においてポイントＲ３においてフレーム“Ａ”をフレーム“ＡＢ”とすることに
より、また、ポイントＲ４において、フレーム“Ｂ”をフレーム“ＢＣ”とすることによ
り、また、ポイントＲ５において、フレーム“Ｃ”をフレーム“ＣＤ”とすることにより
、全体に見て円滑な１００Ｈｚのフレーム信号ＦＮ４が実現できていることがわかる。
【００４６】
　＜本発明に係る一実施形態であるフレーム内挿装置を用いた表示装置＞
　次に、本発明に係る一実施形態であるフレーム内挿装置を用いた表示装置の一例を図面
を用いて説明する。図１２は、本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置を用いた表示
装置の構成の一例を示すブロック図である。
【００４７】
　本発明に係る一実施形態であるフレーム内挿装置を用いた表示装置１０は、図１２に示
すように、アナログの地上波または衛星波及びデジタルの地上波または衛星波等を受けて
音声映像信号を出力するチューナ部１１１と、音声映像信号のＭＰＥＧデコード処理を行
うＭＰＥＧデコーダ１１４と、デコードされた信号にＩＰ変換及びスケール処理を行うＩ
Ｐ変換部・スケーラ部１１５と、画質補正処理を行う画質補正部１１６と、与えられる６
０Ｈｚ（ＰＡＬ，ＳＥＣＡＭは５０Ｈｚ）映像信号をフレーム内挿処理を施して倍速出力
である１２０Ｈｚ（ＰＡＬ，ＳＥＣＡＭは１００Ｈｚ）映像信号を出力するフレーム内挿
部１と、内挿処理が施された映像信号に応じた映像を表示するディスプレイ１１３を有す
る。
【００４８】
　このような構成をもつ表示装置１０に上述した本発明の一実施形態に係るフレーム内挿
装置１を適用することで、従来のフレーム内挿処理ではスムーズに画像を表示できなかっ
たプルダウンシーンにおいて、スムーズな画像の表示が可能となる。
【００４９】
　なお、上述した実施形態では、プルダウン検出回路からプルダウン検出信号、及びプル
ダウン位相信号を作成し、それに基づき出力フレームの選択を行ったが、別途プルダウン
検出回路がある場合、そこから得られるプルダウン検出信号、及びプルダウン位相信号を
用いて実現することも可能である。
【００５０】
　以上記載した様々な実施形態により、当業者は本発明を実現することができるが、更に
これらの実施形態の様々な変形例を思いつくことが当業者によって容易であり、発明的な
能力をもたなくとも様々な実施形態へと適用することが可能である。従って、本発明は、
開示された原理と新規な特徴に矛盾しない広範な範囲に及ぶものであり、上述した実施形
態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置の構成の一例を示すブロック図。
【図２】本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置に含まれるプルダウン検出回路の構
成の一例を示すブロック図。
【図３】２４コマのシネマ信号を１２０フレームの映像信号に変換する際の模式図。
【図４】２４コマのシネマ信号を１００フレームの映像信号に変換する際の模式図。
【図５】本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置の内挿処理の一例を示すフローチャ
ート。
【図６】本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置の２－３プルダウン信号の内挿処理
の一例を示す説明図。
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【図７】本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置の２－２プルダウン信号の内挿処理
の一例を示す説明図。
【図８】本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置の２－３プルダウン信号の内挿処理
の一例を示す説明図。
【図９】本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置の２－２プルダウン信号の内挿処理
の一例を示す説明図。
【図１０】本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置による内挿処理による効果の一例
を示したグラフ。
【図１１】本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置による内挿処理による効果の一例
を示したグラフ。
【図１２】本発明の一実施形態に係るフレーム内挿装置を用いた表示装置の構成の一例を
示すブロック図。
【符号の説明】
【００５２】
　１…フレーム内挿装置、１１…フレーム遅延回路、１２…フレーム遅延回路、１３…内
挿フレーム生成回路、１４…フレーム遅延回路、１５…フレーム遅延回路、１６…プルダ
ウン検出回路、１７…出力選択回路。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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