
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ビデオ信号源に結合されており、第１および第２のコントラスト制御信号に応答してビデ
オ信号のコントラスト・パラメータを制御し するコントラスト制御部
と、

コントラスト調整されたビデオ信号に応答して、上記第１のコントラスト制御信号を発生
する制御ループであって、

と、
上記 コントラスト制御信号に応答して、上記第２のコントラスト制御信号を発生す
る使用者コントラスト制御部と、
を具え、

、
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、コントラスト調整

使用者により発せられたコントラスト制御のセッティング値に応答して、このセッティン
グ値に実質的に対応する第３のコントラスト制御信号を発生する手段と、

上記コントラスト制御部と協働するとき、上記コントラスト調
整されたビデオ信号が上記第２のコントラスト制御信号の関数としては非線形の特性とな
るように作用する制御ループ

第３の

上記第２のコントラスト制御信号は、上記第３のコントラスト制御信号の関数として非線
形特性を有し、この非線形特性は、上記制御ループが上記コントラスト制御部と協働する
とき、上記コントラスト調整されたビデオ信号が上記第３のコントラスト制御信号の関数
としては線形により近い特性となるような傾向を持つものであり
それによって第１のコントラスト制御信号の作用によるコントラスト制御が可能なセッテ
ィング値の範囲の制限を解消し該範囲を拡大したことを特徴とする、



ビデオ信号処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明はテレビジョン受像機やモニタのコントラストを制御するための構成に、さらに
詳しくは、自動コントラスト制御機能を有するテレビジョン受像機あるいはモニタの使用
者（視聴者）によるコントラスト制御可能範囲を大きくするための回路構成に関するもの
である。
【０００２】
最近のテレビジョンシステムにおいて、再生画像のコントラスト及び明るさを自動的に制
御することは知られている。例えば、「ホワイト・スポット・ブルーミング」を防止する
自動コントラスト制御機能を有するテレビジョンシステムが米国特許第５，００３，３９
４号「自動コントラスト及び”ホワイト・ストレッチ（白引き伸ばし）”処理部とを有す
る動的ビデオシステム」に記載されている。自動コントラスト制御（「オートピクス（ａ
ｕｔｏｐｉｘ）」（ピクスは画面の略）とも呼ばれる）は、ブルーミングによるハイライ
ト（白）領域における細部の鮮鋭度が失われることを防止する一方、信号ピークがブルー
ミング閾値より低い時には、画像を高コントラストで（従って、主観的に明るく）表示す
ることが出来るようにするものである。
【０００３】
最近のテレビジョン（ＴＶ）システムに使用されている自動コントラスト制御回路が図１
に示されている。図１には、図面を簡単にするために、この発明の説明に関係があると思
われるＴＶシステムの部分のみが示されている。
【０００４】
図１を参照すると、受像機制御器７によって制御される画面内画面、即ち、ピクチャ・イ
ン・ピクチャ（ＰＩＰ）プロセッサ５に結合された主及び副ビデオ入力１及び３が示され
ている。ＰＩＰプロセッサ５はルミナンス回路９とクロミナンス回路１１に信号（ＹとＣ
）を供給する。ルミナンス及びクロミナンス回路９と１１の出力は、図１に示す東芝製の
ＴＡ７７３０ＲＧＢ集積回路（ＩＣ）に含まれているようなＲＧＢ信号処理回路に供給さ
れる。このＩＣはクロミナンス及びルミナンス信号を処理して赤（ｒ）、緑（ｇ）及び青
（ｂ）カラー信号を生成するための回路構成と、これらのｒ、ｇ及びｂカラー信号のコン
トラスト及び明るさ（輝度）のパラメータを制御するための回路構成を含んでいる。例え
ば、図１に示すように、このＲＧＢ－ＩＣはクロミナンス回路１１から色差信号ｒ－ｙ、
ｂ－ｙ及びｇ－ｙを、ルミナンス回路９からルミナンス信号ｙを受け取るマトリクス１０
を含んでいる。マトリクス１０はカラー信号ｒ、ｇ及びｂを生成し、これらの信号はコン
トラスト制御部（ＣＯＮＴ）１３ｒ、１３ｇ及び１３ｂのそれぞれの入力に供給される。
コントラスト制御部（例えば、１３ｒ、１３ｂ及び１３ｇ）はｒ、ｇ及びｂカラー信号に
応答し、その出力は輝度（明るさ）制御部（ＢＲ）（例えば、１５ｒ、１５ｂ及び１５ｇ
）に供給され、輝度制御部の出力は駆動回路（ＤＲ）（例えば、１７ｒ、１７ｂ及び１７
ｇ）を介して映像管（例えば、１９）に供給される。
【０００５】
自動コントラスト制御構成は、輝度部の出力から「合成（組合せ）」信号（例えば、ＳＵ
ＭＹ）を取り出すための合成回路４７を含んでいる。この明細書でいう「合成信号」（例
えば、信号ＳＵＭＹ）は表示画像のルミナンス成分を表している。この合成信号（ＳＵＭ
Ｙ）はオートピクス回路４１を通して処理される。このオートピクス回路４１はピーク検
出器４９と、出力がバッファ５１を通してコントラスト制御部（１３ｒ、１３ｂ及び１３
ｇ）の制御入力端子１３に帰還される比較器５０を備えている。オートピクスループ４１
はピーク検出器４９、比較器５０及びバッファ５１を含み、合成回路４７の出力端子１４
と、コントラスト制御部の閉ループ利得を決定するコントラスト制御部の入力制御端子１
３との間に結合された帰還ループを形成する。コントラスト制御部（１３ｒ、１３ｂ及び
１３ｇ）の開ループ利得は、受像機制御器７によって駆動される視聴者コントラスト制御

10

20

30

40

50

(2) JP 3563088 B2 2004.9.8



ユニット６０によって一部決まる。
【０００６】
コントラスト制御ユニット６０は、通常の制御マイクロプロセッサ６３、バッファ増幅器
６５及び低域通過フィルタ６７を含んでいる。マイクロプロセッサ６３はピーキング、コ
ントラスト、あるいは明るさ等の種々の機能を制御するために用いられている。マイクロ
プロセッサ６３とＮ６３で代表させたスイッチング素子の制御の下に、パルス信号（ＰＳ
）とその論理補数（ＰＳＮ）が生成される。パルス信号ＰＳとＰＳＮは、視聴者によるコ
ントラスト制御のセッティング値（視聴者制御ステップ）を表すようにパルス幅変調（Ｐ
ＷＭ）される。信号ＰＳＮ（これはＰＳの論理補数である）がマイクロプロセッサ６３の
ノード２９に生成され、バッファ増幅器６５の入力に加えられる。
【０００７】
増幅器６５はパルス幅変調されたパルス信号（ＰＳＮ）に応答し、その出力ノード７５に
増幅されバッファされたパルス幅変調出力信号（ＰＳ信号と同相）を生成する。この出力
パルスは低域通過フィルタ６７の入力に与えられる。直列抵抗Ｒ７と分路接続されたキャ
パシタＣ１で表されているフィルタ６７は、増幅器６５によって生成されたパルス幅変調
信号を濾波してノード６７０に直流の視聴者コントラスト制御電圧（Ｖｃ）を生成する。
この視聴者コントラスト制御電圧（Ｖｃ）は、コントラスト制御入力端子１３に結合され
る。
【０００８】
図１に示す構成には、さらに、自動ビーム電流制限器５２が端子１３に接続されている。
従って、低域通過フィルタ６７のキャパシタＣ１は視聴者コントラスト制御ユニット６０
、自動ビーム電流制限器５２及び自動コントラスト制御ユニット４１に共通に用いられて
、これらの回路によって生成されるそれぞれの制御信号を濾波し記憶する。従って、キャ
パシタＣ１の両端間に現れる制御電圧（Ｖｃ）は制御ユニット６０、５２及び４１のそれ
ぞれによって生成される各制御電圧を組み合わせたものとなる。
【０００９】
図示の例においては、直流コントラスト制御電圧（Ｖｃ）を増大させることは利得を増加
させること、従って、コントラストを増加させることに相当し、また、直流コントラスト
制御電圧（Ｖｃ）を小さくすることは利得とコントラストとを下げることに相当するもの
と前提している。（この前提は、さらに、処理されたルミナンス出力信号（ＳＵＭＹ）の
白方向の部分が正向きであるということに相当する。）
【００１０】
図１に示すように、自動コントラスト制御ユニット（オートピクス）４１は、処理された
ルミナンス出力信号ＳＵＭＹの白方向部分のピークを検出するピーク検出器４９を含んで
いる。白ピーク検出器４９の出力電圧は比較器５０に供給される。ピーク検出器４９と比
較器５０は、ルミナンス出力信号ＳＵＭＹのピークがある予め定められている電圧を超え
た時、コントラスト制御電圧を、このルミナンス出力信号のピーク振幅の関数として減少
させるように構成されている。
【００１１】
図１に示すこのＴＶシステムの問題は、ある種の信号については、オートピクス帰還ルー
プがコントラスト制御が変化する範囲を制限してしまうという点である。制御範囲に制限
があることに伴う問題点は次のようなものである。即ち、オートピクスというのは比較的
新しい機能であるため、使用者がコントラストの調整をしようとする時、それまで慣れて
いた方法によってはコントラストが変わらないために、そのＴＶ受像機が故障しているの
ではないかと思ってしまう可能性がある。
【００１２】
この制限の程度は、端子１４における合成出力信号ＳＵＭＹを示す、図２の曲線Ａを参照
すればより良く理解できよう。図２において、縦軸（ｙ軸）は、図１の端子１４に生成さ
れるビデオ出力電圧（ＳＵＭＹ）の振幅を（ボルトで）表してあり、横軸（ｘ軸）は６３
個の制御ステップ（セッティング値）を表し、使用者はコントラストをこの６３制御ステ
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ップにわたって（ステップ０からステップ６３まで）増加させることが出来るようにされ
ているものである。曲線Ａはオートピクスループ４１が閉じている時、即ち、端子１４か
らコントラスト制御端子１３へ帰還ループ４１を介して帰還が与えられている時のビデオ
（ＶＩＤＥＯ）出力、即ち、ＳＵＭＹ出力を表す。
【００１３】
これから分かるように、ＶＩＤＥＯ出力はステップ０からステップ２１までの範囲では、
使用者制御ステップに応じて直線的に変化している。しかし、使用者制御ステップ２１を
越えると、応答は平坦になっている。即ち、オートピクス帰還ループの動作のために、使
用者による制御ステップ２１より上におけるコントラスト変更機能が制限され、ＶＩＤＥ
Ｏ出力電圧は約３．５Ｖに維持される。従って、理論的には６３の制御ステップを持つシ
ステムにおいて、最初の２１ステップしか有効に用いることが出来なくなってしまうとい
う可能性がある。
【００１４】
この発明は、上述した従来技術における問題点を考慮し、使用者がコントラスト制御でき
る範囲を拡げるための回路を提供するものである。
【００１５】
【発明の概要】
この発明を実施したＴＶシステムにおいては、使用者の操作に応答するコントラスト制御
電圧発生回路は、意図的に非線形にされており、使用者がＴＶ受像機コントラストを制御
できる範囲を拡張するような態様でコントラスト制御部に供給される非直線的な（非線形
の）制御電圧を発生する。
【００１６】
ある１つの実施例においては、ＴＶシステムはコントラスト制御部と輝度（明るさ）制御
部とを有し、コントラスト制御部と輝度制御部の各々は入力及び出力を備え、コントラス
ト制御部の出力は輝度制御部の入力に結合されている。カラー信号は、コントラスト及び
輝度制御部を通して処理するために、コントラスト制御部の入力に供給される。輝度制御
部の出力は互いに組合わされて合成信号が生成される。この合成信号に応答する帰還ルー
プ（オートピクス）が輝度制御部の出力とコントラスト制御部の入力の間に結合されてい
る。この帰還ループはコントラストを変えることのできる範囲を制限する機能を持つ。コ
ントラスト制御部の入力には、使用者の操作に応答するコントラスト制御電圧回路が接続
されており、コントラスト制御部の入力に、使用者によるコントラストの可変範囲を拡張
するための、使用者制御信号の非線形関数であるコントラスト制御電圧を供給する。
【００１７】
【実施例の詳細な説明】
以下、添付の図面を参照して、この発明を説明するが、全ての図において同じ参照番号あ
るいは記号等は同じ素子を表す。
【００１８】
図３はこの発明を実施した使用者コントラスト制御電圧発生回路、特に、図１のバッファ
増幅器６５の代わりに用いることのできる増幅器／フィルタ８１を示す。
【００１９】
図３において、パルス変調された使用者コントラスト制御パルス信号（ＰＳ）がスイッチ
Ｎ６３のゲートに供給されて、このスイッチのターンオン及びターンオフを制御しており
、また、論理補数信号ＰＳＮが、プルアップ抵抗Ｒ１を通して＋５Ｖの電源に接続された
マイクロプロセッサ６３の出力端子２９に生成されている。この論理補数信号ＰＳＮは、
エミッタが接地されているＮＰＮバイポーラトランジスタＱ１のベースに抵抗Ｒ２を通し
て供給されている。抵抗Ｒ４がトランジスタＱ１のコレクタとノード７１との間に接続さ
れており、また抵抗Ｒ３がノード７１と、例えば、正の１２Ｖとすることができる、電圧
Ｖｃｃが供給されている電源端子１７との間に接続されている。
【００２０】
ノード７１とエミッタホロワとして動作するＮＰＮバイポーラトランジスタＱ２のベース
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との間には、非線形低域通過フィルタ７３が接続されている。フィルタ７３はノード７１
とトランジスタＱ２のベースとの間に接続された抵抗Ｒ８、陰極がノード７１に結合され
陽極がトランジスタＱ２のベースに結合されているダイオードＤ１及びトランジスタＱ２
のベースと接地点との間に接続されたキャパシタＣ２とを含んでいる。
【００２１】
トランジスタＱ２のコレクタは端子１７に、エミッタは出力ノード７５にそれぞれ接続さ
れている。接地 用エミッタ抵抗Ｒ５がノード７５と接地点との間に接続されてい
る。図１のフィルタ６７と同じタイプのものを用いることができる低域通過フィルタ６７
１がノード７５とＲＧＢ－ＩＣのコントラスト制御端子１３の間に接続されている。図１
の場合と同様に、抵抗Ｒ７がノード７５とコントラスト制御端子１３の間に接続されてお
り、フィルタキャパシタＣ１が端子１３と接地点との間に接続されている。図１の場合と
同様に、オートピクス回路網４１の出力とビーム制限器５２の出力が端子１３に帰還接続
されている。
【００２２】
図３の回路の動作と、特に、非線形回路網７３の役割を説明する。
【００２３】
回路網７３において、抵抗Ｒ８、ダイオードＤ１及びキャパシタＣ２の組合せは、非線形
直流コントラスト制御電圧Ｖｃを生成する働きをする。図３の回路において、キャパシタ
Ｃ２はキャパシタＣ１（及び端子１３）から分離されており、従って、キャパシタＣ２は
異なる速度で充電及び／または放電することができる。Ｃ２はトランジスタＱ１が完全に
ターンオフされている時に抵抗Ｒ３とＲ８の直列接続によって充電され、Ｑ１がターンオ
ンされると、Ｒ８を分路する（順方向に導通するような極性で接続されている）ダイオー
ドＤ１と抵抗Ｒ３とＲ４の並列接続体とを介して放電される。従って、充電時定数（Ｔｃ
）は約（Ｒ３＋Ｒ８）（Ｃ２）であるのに対し、放電時定数（Ｔｄ）は約〔Ｒ３・Ｒ４／
（Ｒ３＋Ｒ４）〕Ｃ２となる。Ｒ３＝１．８ＫΩ、Ｒ８＝１０ＫΩ、Ｒ４＝４．７ＫΩと
すると、Ｒ３とＲ８の直列抵抗値は約１２ＫΩとなり、Ｒ３とＲ４の並列回路の値は約１
．３ＫΩとなる。従って、充電時定数（Ｔｃ）は放電時定数（Ｔｄ）の９倍以上大きいこ
とが分かる。図３の回路網７３の充電時定数と放電時定数が異なることにより、図２、図
５及び図６の曲線Ｂに示されるような種々の曲線が作られる。
【００２４】
フィルタ７３の役割を理解するために忘れてはならないのは、図３の回路においても（図
１の場合と同様）、使用者が６３ステップに分けてコントラストを変える（増減させる）
ことが出来るということである。使用者による制御は図４に示す形のパルス幅変調された
パルス信号ＰＳの発生によって表される。マイクロプロセッサ６３の端子２９に生じるＰ
ＳＮ信号はＰＳ信号の論理補数で、バッファ増幅器８１の入力に供給される。
【００２５】
図４に示されているように、パルス信号の周期（ＴＰ 　 ）は６４のステップに（即ち、６
３の増分に）分割される。第１ステップはゼロの直流電圧レベルで、スイッチＮ６３の完
全なターンオフが行われるようにするものであり、第６４番目のステップは、スイッチＮ
６３を完全にターンオンすることができるような充分な振幅の直流レベルに対応する。パ
ルス周期Ｔｐは６３の互いに等しい増分に分割され、１ステップ高くなる毎に、前のステ
ップよりもＴＰ 　 ／６３だけ大きなパルス幅となるようにされている。従って、ステップ
１とステップ６３の間の任意のステップ（Ｎｉ）の高レベルパルス幅（ＴＨ 　 ）は（Ｎｉ
／６３）（ＴＰ 　 ）で表すことができる。ここで、ＴＰ 　 はＴＨ 　 ＋ＴＬ 　 に等しいパル
ス幅で、ＴＨ 　 とＴＬ 　 はそれぞれパルスが高及び低の時間の長さである。パルス持続時
間（ＴＰ 　 ）に対するパルスが高である時間の長さ（例えば、ＴＨ 　 ）を変えることは、
増幅器／フィルタ組合せ回路に供給されるパルス列のデューティサイクル（即ち、（ＴＨ

　 ／ＴＰ 　 ）×１００％）を変えるための１つの手段である。この後さらに詳しく説明す
るように、コントラスト制御電圧の直流レベルは、このパルス列のデューティサイクルを
変えることにより変えられる。
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【００２６】
説明を簡単にするために、初めに、２つの両極端条件における図３の回路の応答を検討す
る。以下の説明において、ＰＳが「低」あるいは”０”の時、ＰＳＮは「高」で、トラン
ジスタＱ１を完全にターンオンするに充分な振幅を持ち、また、ＰＳが「高」即ち論理”
１”の時は、ＰＳＮは「低」即ち”０”で、トランジスタＱ１を完全にターンオフするよ
うな振幅を持つものとする。
【００２７】
１．最初に、ステップ０においては、ＰＳは「低」即ち”０”で、ＰＳＮは「高」となり
、Ｑ１は充分にオン状態にある。この条件では、抵抗Ｒ３とＲ４からなる分圧器回路がノ
ード７１における電圧を８．６Ｖにほぼ等しくする。Ｑ２のベースはこの電圧より低いが
これに近い電圧となり、Ｑ２のエミッタ（ノード７５）はＱ２のベース電圧よりも約０．
７Ｖ低い電圧となる。この条件が、図５及び図６に示すように、Ｑ２のエミッタに生成さ
れる最小電圧と、出力ノード６７０に生成され端子１３に供給される、７．９Ｖにほぼ等
しい最小電圧（Ｖｃ）とを決める。
【００２８】
２．ステップ６３において、ＰＳは「高」直流レベルにあり、ＰＳＮは「低」レベルにあ
って、従って、Ｑ１は完全にターンオフされる。Ｑ１が非導通なので、Ｑ２のベースはＲ
３とＲ８の直列接続を通してＶｃｃ電源に結合される。Ｑ２のエミッタホロワ作用により
、Ｒ３とＲ８の両端間の電圧降下は、Ｑ２に流れ込むベース電流の関数で、比較的小さい
。Ｖｃｃが１２Ｖの時、Ｒ３とＲ８の両端間の電圧降下は約０．４Ｖと考えられ、従って
、Ｑ２のベースの電圧は約１１．６Ｖである。ＶＢ Ｅ が約０．７Ｖであるとすると、Ｑ２
のエミッタの電圧（Ｖ４）は、図５に示すように、約１０．９Ｖとなる。従って、Ｑ２の
エミッタ、従って、ノード６７０に現れ、端子１３に供給される最大電圧（ＶＭＡＸまた
はＶｃＭＡＸ）は約１０．９Ｖとなり、一方、最小電圧（ＶＭＩＮまたはＶｃＭＩＮ）は
約７．９Ｖとなる。その結果、使用者制御ステップを用いると、コントラスト制御電圧（
Ｖｃ）を最低値（例えば、７．９Ｖ）と最大値（例えば、１０．９Ｖ）の間で変化させる
ことができる。
【００２９】
前述したように、図示の実施例に関しては、直流コントラスト制御電圧（Ｖｃ）を増加さ
せることは、利得を増大させること、従って、コントラストを増大させることに相当し、
直流コントラスト制御電圧（Ｖｃ）を低下させることは、利得及びコントラストを低下さ
せることに相当するものとしている。さらに、図１の従来の回路と対照的に、この発明を
実施した回路においては、直流コントラスト制御電圧（Ｖｃ）は、制御ステップ（セッテ
ィング）の増加（または減少）の関数として直線的に増加（または減少）するものではな
い。
【００３０】
この発明によって与えられる非線形の補正の効果をより良く理解するために、図１、図３
の回路と、図５の曲線を参照する。図１の回路を再び参照すると、増幅器６５は、キャパ
シタＣ１を、放電時定数（Ｔｄ）にほぼ等しい充電時定数（Ｔｃ）で充電する。その結果
、図１の回路においては、パルス信号は、Ｑ２のエミッタにおいてキャパシタＣ１の両端
間に生成されるコントラスト制御電圧を、制御セッティング（ステップ）の０から６３へ
の増加に応じて直線的に増加させる。図１の回路の開ループ動作の効果が図５に曲線Ａで
示されている。
【００３１】
図１の回路において、開ループ状態（オートピクス４１の出力がノード１３に接続されて
いない時）では、コントラスト制御電圧Ｖｃは、使用者制御ステップ（セッティング）が
０の時の約７．９Ｖの直流最小値ＶｃＭＩＮから、６３番目の使用者制御ステップにおけ
る約１１．４Ｖ直流の値まで直線的に上昇する。
【００３２】
図３を再び参照する。ここで、回路７３においては、充電時定数（Ｔｃ）は放電時定数（
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Ｔｄ）より遙かに大きくされていることを想起する必要がある。従って、Ｑ２のエミッタ
（ノード７５）とノード６７０に生成される開ループ直流電圧は、使用者による制御ステ
ップの設定値が小さく、パルス信号のパルス幅が小さい時には、ゆっくりと上昇し、使用
者制御セッティングの値が高くなって、パルス信号のパルス幅が大きくなると、より急速
に上昇する。これを図５の曲線Ｂで示す。曲線ＢとＡを比較すると、補償された（非線形
の）曲線Ｂは、使用者による制御ステップ（セッティング）が増加するにつれて、その関
数として、補償を受けていない（線形の）曲線Ａよりも緩やかに上昇していることが明ら
かである。
【００３３】
従って、充電時定数を放電時定数よりも大きくする（即ち、Ｔｃ　＞Ｔｄとする）ことに
より、フィルタ６７１の出力に生成されコントラスト制御部の端子１３に供給されるコン
トラスト制御電圧（Ｖｃ）は、ＴｃがほぼＴｄに等しい時に生成されるＶｃの値よりも小
さくなる。抵抗Ｒ８の両端間の付加的な電圧降下があるために、曲線ＡとＢの終点は異な
っている。しかし、Ｑ２がもっと大きな利得を持つ装置であれば、これらの２つの終点間
の距離はもっと近くなろう。
【００３４】
図３の回路によって（図１の回路との比較において）、低い値の制御ステップに対して制
御電圧（Ｖｃ）の増分を小さくすれば、そのような低い値の制御ステップに対するコント
ラスト制御部１３ｂ、１３ｇ及び１３ｒの駆動及び利得が実効的に小さくなる。その結果
、図５の曲線Ｂの制御電圧Ｖｃが端子１３に加えられて帰還ループが閉じると（即ち、オ
ートピクス４１が回路接続されると）、システムの応答特性は図６の曲線Ｂに示すように
なる。
【００３５】
図６は、コントラスト制御部の端子１３に加えられる図５の開ループ電圧Ｖｃが、オート
ピクス４１のループが閉じられて動作可能となった時に、どの様に変化するかを示してい
る。即ち、図６は、ノード６７０がＲＧＢ　ＩＣの端子１３に接続され、オートピクス帰
還ループ４１がＲＧＢ　ＩＣの端子１４と１３の間で閉じられたときに相当する。図６の
曲線Ａは、図１の増幅器／フィルタ６０が回路接続された時の動作を示す。ステップ０か
ら２１までは、制御電圧は直線的に増加し、その後は、使用者制御セッティングの残りの
部分（ステップ２１－６３）は平坦である。これに対し、図６の曲線Ｂは図３の増幅器／
フィルタ回路８１を図１の増幅器６５の代わりに用いた時の回路の閉ループ応答特性を示
す。図３の増幅器／フィルタを回路接続すると、制御電圧はステップ０から４９までの範
囲にわたって変化する。このように、図６の曲線Ｂを観察すると、増幅器／フィルタ回路
８１を用いた時は、コントラスト制御電圧は、ステップ０から少なくともステップ４９ま
での範囲にわたる使用者制御ステップに応答することが分かる。
【００３６】
再び図２を参照すると、図２はビデオ出力を示すビデオ出力電圧（端子１４におけるＳＵ
ＭＹ信号）の、使用者制御ステップ（セッティング）の関数としての応答特性を示す。前
述したように、公知の増幅器６５とフィルタ６７の組合せでは、使用者による制御は最初
の２１ステップ（セッティング）に制限されている。これに対し、図５と図６の曲線Ｂに
示される応答を生じるこの発明の増幅器／フィルタ８１とフィルタ６７を組み合わせて用
いた場合には、使用者制御はステップ０から４２までの範囲にわたって有効である。この
ように、図５及び図６の曲線Ｂに示されるような使用者制御ステップの関数として、端子
１３に与えられる制御電圧を非線形にすることにより、図２の曲線Ｂで示すＳＵＭＹ出力
応答が得られる。その結果、この発明を実施した回路及びシステムにおいては、ルミナン
スは使用者による４２段階の制御ステップ範囲にわたり制御され、コントラスト制御の範
囲は、図１の直線的なコントラスト制御回路によって得られる範囲よりも遙かに広い範囲
に拡げられる。
【００３７】
図３においては、コントラスト制御電圧（Ｖｃ）の非線形化は増幅器と非線形低域通過フ
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ィルタからなる回路網８１を挿入することによって行っている。しかし、同様の効果は、
パルス信号のパルス幅を使用者制御ステップの関数として非線形にし、この非線形化され
たパルス幅信号を線形増幅器／フィルタの組合せに供給することによっても得られる。
【００３８】
図３の回路において、パルス列のデュティサイクルはパルス幅変調によって変えている。
しかし、パルス列のデュティサイクルは、ビット速度マルチプライヤ（ｂｉｔ　ｒａｔｅ
　ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ）技法やその他の公知の構成を用いて変えることができる。いず
れにせよ、この発明はパルス列のデュティサイクルの非線形関数である直流（ＤＣ）コン
トラスト制御電圧（Ｖｃ）を生成するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】
従来のテレビジョンシステムの、一部をブロックで示した概略図である。
【図２】
閉ループの線形（非補償）状態と非線形（補償された）状態の時の、使用者による制御ス
テップの関数としてのビデオ出力電圧（ＳＵＭＹ）を示す図である。
【図３】
図１の回路と共に使用するこの発明を実施したコントラスト制御回路の概略図である。
【図４】
使用者による制御ステップの幾つかのものに対応する代表的なパルス幅変調されたパルス
信号を示す図である。
【図５】
開ループの線形（非補償）状態と非線形（補償された）状態の時の、使用者による制御ス
テップの関数としてのコントラスト制御電圧を示す図である。
【図６】
閉ループの線形（非補償）状態と非線形（補償された）状態の時の、使用者による制御ス
テップの関数としてのコントラスト制御電圧を示す図である。
【符号の説明】
９　ビデオ信号処理チャンネルを構成するルミナンス回路
１０　ビデオ信号処理チャンネルを構成するマトリクス
１１　ビデオ信号処理チャンネルを構成するクロミナンス回路
１３ｒ　コントラスト制御部
１３ｇ　コントラスト制御部
１３ｂ　コントラスト制御部
４１　ピーク検出器
６３　コントラスト・パラメータ非線形変更手段を構成するマイクロプロセッサ
８１　コントラスト・パラメータ非線形変更手段を構成する増幅器／フィルタ
６７１　コントラスト・パラメータ非線形変更手段を構成する低域通過フィルタ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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