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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着目フレームの１つ前のフレームのノイズ除去後のデータを記憶する記憶手段、
　前記着目フレームが与えられると、前記記憶した１つ前のフレームのノイズ除去後のデ
ータを用いて、注目フレームのノイズ除去データを生成するノイズ除去手段、
　を備え、
　前記記憶手段は、既に記憶されている前記１つ前のフレームのノイズ除去後のデータに
代えて、前記ノイズ除去手段から出力されたノイズ除去後のデータを上書き記憶するよう
構成されている、巡回型ノイズ除去装置において、
　前記着目フレームについてのノイズ除去後のデータと、前記記憶手段に記憶された前記
１つ前のフレームのノイズ除去後のデータが一致するか否か判断する判断手段、
　前記判断手段によって両者が一致すると判断された場合には、前記注目フレームについ
て、ノイズ除去前のデータと前記ノイズ除去後のデータとを比較し、前者が後者を越える
場合には前記ノイズ除去後のデータの値を１量子化ステップ増加させ、後者が前者を越え
る場合には前記ノイズ除去後のデータの値を１量子化ステップ減少させる残像除去手段、
　を備えたことを特徴とする巡回型ノイズ除去装置。
【請求項２】
　時間軸によって値が変化する時間軸変化データを、量子化する単位時間である量子化単
位時間が１つ前の過去データを巡回的に用いて入力データのノイズを除去する巡回型ノイ
ズ除去装置であって、
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　特定時刻に対して前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後の入力デー
タを記憶する記憶手段、
　前記特定時刻の入力データが与えられると、前記記憶手段に記憶されたノイズ除去後の
入力データを参照して、ノイズ除去を行うノイズ除去手段、
　を備え、
　前記記憶手段は、既に記憶されているデータに代えて、前記ノイズ除去手段から出力さ
れたノイズ除去後のデータを記憶するよう構成されている、巡回型ノイズ除去装置におい
て、
　前記特定時刻における前記ノイズ除去手段が出力したノイズ除去後のデータと、前記記
憶手段に記憶された前記特定時刻に対して前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるデ
ータが一致するか否か判断する判断手段、
　前記判断手段によって両者が一致すると判断された場合には、前記ノイズ除去手段から
出力されるノイズ除去後のデータについて、入力データとの差であるバイアス成分補正処
理を行うバイアス成分補正処理手段、
　を備えたことを特徴とする巡回型ノイズ除去装置。
【請求項３】
　請求項２の巡回型ノイズ除去装置において、
　前記バイアス成分補正処理手段は、さらに、
　前記判断手段が両者が一致しないと判断した場合には、前記バイアス成分補正処理は、
前記ノイズ除去手段から出力されるノイズ除去後のデータについて、入力データとの差で
あるバイアス成分補正処理を行わないこと、
　を特徴とする巡回型ノイズ除去装置。
【請求項４】
　請求項２または請求項３の巡回型ノイズ除去装置において、
　前記バイアス成分補正処理は、
　前記ノイズ除去手段に入力されたデータと、前記ノイズ除去手段が出力したデータを比
較し、前者が後者を越える場合には前記ノイズ除去手段が出力したデータの値を１量子化
ステップ増加させる処理であり、後者が前者を越える場合には前記ノイズ除去手段が出力
したデータの値を１量子化ステップ減少させる処理であること、
　を特徴とする巡回型ノイズ除去装置。
【請求項５】
　請求項２または請求項３の巡回型ノイズ除去装置において、
　前記バイアス成分補正処理は、
　前記ノイズ除去手段に入力されたデータを前記ノイズ除去手段を通過させ、ノイズ除去
後のデータとして出力すること、
　を特徴とする巡回型ノイズ除去装置。
【請求項６】
　時間軸によって値が変化する時間軸変化データを、量子化する単位時間である量子化単
位時間が１つ前の過去データを巡回的に用いて入力データのノイズを除去する巡回型ノイ
ズ除去装置であって、
　特定時刻に対して前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後の入力デー
タを記憶する記憶手段、　
　特定時刻におけるノイズ除去前の入力データ値および特定時刻に対して前記量子化単位
時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後のデータ値から決定される特定時刻におけるノ
イズ除去後の入力データ値の一覧表を記憶する一覧表記憶手段、
　前記特定時刻の入力データが与えられると、前記一覧表記憶手段に記憶された一覧表を
参照して、前記特定時刻におけるノイズ除去後の入力データ値を決定する一覧表参照型ノ
イズ除去手段、
　を備え、
　前記記憶手段は、既に記憶されているデータに代えて、前記一覧表ノイズ除去手段から
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出力されたノイズ除去後のデータを記憶するよう構成されている、巡回型ノイズ除去装置
において、
　前記一覧表参照型ノイズ除去手段は、前記特定時刻における前記ノイズ除去手段が出力
したノイズ除去後のデータと、前記記憶手段に記憶された前記特定時刻に対して前記量子
化単位時間が１つ前の時刻におけるデータが一致するか否か判断し、両者が一致すると判
断した場合には、前記一覧表参照型ノイズ除去手段から出力するノイズ除去後のデータに
ついて、入力データとの差であるバイアス成分補正処理を行い、バイアス成分補正処理後
のデータをノイズ除去後のデータとして出力すること、
　を特徴とする巡回型ノイズ除去装置。
【請求項７】
　時間軸によって値が変化する時間軸変化データを、量子化する単位時間である量子化単
位時間が１つ前の過去データを巡回的に用いて入力データのノイズを除去する巡回型ノイ
ズ除去方法であって、
　特定時刻に対して前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後の入力デー
タを記憶しておき、
　前記特定時刻の入力データが与えられると、前記記憶されたノイズ除去後の入力データ
を参照して、ノイズ除去を行うとともに、前記記憶されているデータに代えて、前記ノイ
ズ除去後のデータを上書きする巡回型ノイズ除去方法において、
　前記特定時刻におけるノイズ除去後のデータと、前記記憶された前記特定時刻に対して
前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるデータが一致するか否か判断し、
　両者が一致する場合には、前記ノイズ除去後のデータについて、入力データとの差であ
るバイアス成分補正処理を行うこと、
　を特徴とする巡回型ノイズ除去方法。
【請求項８】
　時間軸によって値が変化する時間軸変化データを、量子化する単位時間である量子化単
位時間が１つ前の過去データを巡回的に用いて入力データのノイズを除去する巡回型ノイ
ズ除去方法であって、
　特定時刻に対して前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後の入力デー
タを記憶するとともに、特定時刻におけるノイズ除去前の入力データ値および特定時刻に
対して前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後のデータ値から決定され
る特定時刻におけるノイズ除去後の入力データ値の一覧表を記憶しておき、
　前記特定時刻の入力データが与えられると、前記記憶された一覧表を参照して、前記特
定時刻におけるノイズ除去後の入力データ値を決定するとともに、前記記憶されているデ
ータに代えて、前記ノイズ除去後のデータを上書きする巡回型ノイズ除去方法において、
　前記特定時刻におけるノイズ除去後のデータと、前記記憶された前記特定時刻に対して
前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるデータが一致するか否か判断し、
　両者が一致する場合には、前記ノイズ除去後のデータについて、入力データとの差であ
るバイアス成分補正処理を行うこと、
　を特徴とする巡回型ノイズ除去方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、巡回型ノイズ除去装置に関し、特にその精度向上に関する。
【背景技術】
【０００２】
 　動画の映像信号は、フレーム周期で類似の画像情報が繰り返される信号であり、フレ
ーム間の相関が非常に強い。一方、映像信号に含まれるノイズ成分には相関がない。した
がって、映像信号をフレーム単位で時間平均すると、信号成分はほとんど変化せず、ノイ
ズ成分のみが小さくなるので、ノイズを低減することができる。この特性を利用してノイ
ズを低減する装置として、適応型ノイズ除去フィルタが知られている。
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【０００３】
　特許文献１には、適応型ノイズ除去フィルタの一例が開示されている。以下、図１を用
いて簡単に説明する。入力映像信号は、乗算器１０１によって（１－Ｋ）倍に減衰される
。ここで、Ｋは、０～１の間の値をとる巡回係数である。乗算器１０１の出力は、加算器
１０６の入力となる。一方、ノイズ低減されたのち、フレームメモリで１フレーム遅延さ
れた前フレームの映像信号は、他の乗算器１０２によってＫ倍に減衰されて、加算器１０
６の入力となる。（１－Ｋ）倍に減衰された入力映像信号と、Ｋ倍に減衰された前フレー
ムの映像信号とが加算器１０６で加算され、出力映像信号となるとともに、フレームメモ
リ１０５に蓄積される。巡回係数Ｋは、巡回帰還量制御回路１０３によって、調整される
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－８８２３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記適応型ノイズ除去フィルタには、同じ画像が入力され続けていた状
態から、すこし変動した場合に、残像として表示されてしまうという問題があった。
【０００６】
　たとえば、特定画素について、時刻t0～t12まで、入力輝度値「32」が与えられていた
場合に、時刻t13に、入力輝度値「31」に変動したとする。この場合、Ｋ＝1/32とした適
応型ノイズ除去フィルタでは、加算機１０６の出力は、式(1)となる。
【０００７】
　（1/32）＊32＋（１－1/32）＊32＝1/32＋31/32＝32・・・式（１）
　一方、入力輝度値が「31」に変化した後は式（２）となる。
【０００８】
　（1/32）＊31＋（１－1/32）＊32＝31.97・・・式（２）
この場合、式(2)の値は、四捨五入されて、「32」のまま変化しない。
【０００９】
　このように過去のデータにより平均化することにより、ノイズを取り除く巡回型フィル
タの場合には、どうしても残像が発生するという問題があった。
【００１０】
　なお、残像をなくすために、ノイズ除去フィルタに、量子化器を設け、「入力画素＞過
去画素」の時に切り上げを行い、「過去画素＞入力画素」の時に切り捨てを行う構成とす
ることも考えられる。しかし、かかる方法では、全レンジで浮動小数精度の値との誤差が
大きくなり、ノイズ除去性能が悪化するという問題があった。
【００１１】
　かかる問題は適応型ノイズ除去フィルタ以外でも、巡回型ノイズ除去装置については同
様に問題となる。さらに、映像以外の音声についても、さらに、通信におけるノイズ除去
についても、巡回型ノイズ除去を行う場合には同様に問題となる。
【００１２】
　この発明は、上記問題を解決し、入力変化値の変動による影響を回避できる巡回型ノイ
ズ除去装置またはその方法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】
【００１３】
　(1)本発明にかかる巡回型ノイズ除去装置は、Ａ）着目フレームの１つ前のフレームの
ノイズ除去後のデータを記憶する記憶手段、Ｂ）前記着目フレームが与えられると、前記
記憶した１つ前のフレームのノイズ除去後のデータを用いて、注目フレームのノイズ除去
データを生成するノイズ除去手段、を備え、Ｃ）前記記憶手段は、既に記憶されている前
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記１つ前のフレームのノイズ除去後のデータに代えて、前記ノイズ除去手段から出力され
たノイズ除去後のデータを上書き記憶するよう構成されている、巡回型ノイズ除去装置に
おいて、Ｄ）前記着目フレームについてのノイズ除去後のデータと、前記記憶手段に記憶
された前記１つ前のフレームのノイズ除去後のデータが一致するか否か判断する判断手段
、Ｅ）前記判断手段によって両者が一致すると判断された場合には、前記注目フレームに
ついて、ノイズ除去前のデータと前記ノイズ除去後のデータとを比較し、前者が後者を越
える場合には前記ノイズ除去後のデータの値を１量子化ステップ増加させ、後者が前者を
越える場合には前記ノイズ除去後のデータの値を１量子化ステップ減少させる残像除去手
段、を備えている。
【００１４】
　このように、前記ノイズ除去手段が出力したノイズ除去後のデータと、前記記憶手段に
記憶されたデータが一致する場合に、前記残像除去処理を行うことにより、残像除去が必
要な場合に処理がなされる。これにより、残像が生じている場合にこれを取り除くことが
できる。
【００１５】
　(2)本発明にかかる巡回型ノイズ除去装置は、Ａ）時間軸によって値が変化する時間軸
変化データを、量子化する単位時間である量子化単位時間が１つ前の過去データを巡回的
に用いて入力データのノイズを除去する巡回型ノイズ除去装置であって、Ｂ）特定時刻に
対して前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後の入力データを記憶する
記憶手段、Ｃ）前記特定時刻の入力データが与えられると、前記記憶手段に記憶されたノ
イズ除去後の入力データを参照して、ノイズ除去を行うノイズ除去手段、を備え、Ｄ）前
記記憶手段は、既に記憶されているデータに代えて、前記ノイズ除去手段から出力された
ノイズ除去後のデータを記憶するよう構成されている、巡回型ノイズ除去装置において、
Ｅ）前記特定時刻における前記ノイズ除去手段が出力したノイズ除去後のデータと、前記
記憶手段に記憶された前記特定時刻に対して前記量子化単位時間が１つ前の時刻における
データが一致するか否か判断する判断手段、Ｆ）前記判断手段によって両者が一致すると
判断された場合には、前記ノイズ除去手段から出力されるノイズ除去後のデータについて
、入力データとの差であるバイアス成分補正処理を行うバイアス成分補正処理手段を備え
ている。このように、前記ノイズ除去手段が出力したノイズ除去後のデータと、前記記憶
手段に記憶されたデータが一致する場合に、前記バイアス成分補正処理を行うことにより
、バイアス成分補正が必要な場合に処理がなされる。これにより、量子化による誤差があ
る場合にこれを取り除くことができる。
【００１６】
　(3)本発明にかかる巡回型ノイズ除去装置においては、前記バイアス成分補正処理手段
は、さらに、前記判断手段が両者が一致しないと判断した場合には、前記バイアス成分補
正処理は、前記ノイズ除去手段から出力されるノイズ除去後のデータについて、入力デー
タとの差であるバイアス成分補正処理を行わない。したがって、量子化による誤差がある
場合にのみ、これを取り除くことができる。
【００１７】
　(4)本発明にかかる巡回型ノイズ除去装置においては、前記バイアス成分補正処理は、
前記ノイズ除去手段に入力されたデータと、前記ノイズ除去手段が出力したデータを比較
し、前者が後者を越える場合には前記ノイズ除去手段が出力したデータの値を１量子化ス
テップ増加させる処理であり、後者が前者を越える場合には前記ノイズ除去手段が出力し
たデータの値を１量子化ステップ減少させる処理である。したがって、ノイズ除去手段に
おける量子化誤差が１量子化ステップ以上生じた場合でも、変化が徐々に生ずるノイズ除
去が可能となる。
【００１８】
　(5)本発明にかかる巡回型ノイズ除去装置においては、前記バイアス成分補正処理は、
前記ノイズ除去手段に入力されたデータを前記ノイズ除去手段を通過させ、ノイズ除去後
のデータとして出力する。したがって、簡単な回路で量子化誤差を取り除くことができる
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。
【００１９】
　(6)本発明にかかる巡回型ノイズ除去装置は、時間軸によって値が変化する時間軸変化
データを、量子化する単位時間である量子化単位時間が１つ前の過去データを巡回的に用
いて入力データのノイズを除去する巡回型ノイズ除去装置であって、Ａ）特定時刻に対し
て前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後の入力データを記憶する記憶
手段、Ｂ）特定時刻におけるノイズ除去前の入力データ値および特定時刻に対して前記量
子化単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後のデータ値から決定される特定時刻に
おけるノイズ除去後の入力データ値の一覧表を記憶する一覧表記憶手段、Ｃ）前記特定時
刻の入力データが与えられると、前記一覧表記憶手段に記憶された一覧表を参照して、前
記特定時刻におけるノイズ除去後の入力データ値を決定する一覧表参照型ノイズ除去手段
を備え、Ｄ）前記記憶手段は、既に記憶されているデータに代えて、前記一覧表ノイズ除
去手段から出力されたノイズ除去後のデータを記憶するよう構成されている、巡回型ノイ
ズ除去装置において、Ｅ）前記一覧表参照型ノイズ除去手段は、前記特定時刻における前
記ノイズ除去手段が出力したノイズ除去後のデータと、前記記憶手段に記憶された前記特
定時刻に対して前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるデータが一致するか否か判断
し、両者が一致すると判断した場合には、前記一覧表参照型ノイズ除去手段から出力する
ノイズ除去後のデータについて、入力データとの差であるバイアス成分補正処理を行い、
バイアス成分補正処理後のデータをノイズ除去後のデータとして出力する。
【００２０】
　このように、前記ノイズ除去手段が出力したノイズ除去後のデータと、前記記憶手段に
記憶されたデータが一致する場合に、前記バイアス成分補正処理を行うことにより、バイ
アス成分補正が必要な場合に処理がなされる。これにより、量子化による誤差がある場合
にこれを取り除くことができる。
【００２１】
　(7)本発明にかかる巡回型ノイズ除去方法は、時間軸によって値が変化する時間軸変化
データを、量子化する単位時間である量子化単位時間が１つ前の過去データを巡回的に用
いて入力データのノイズを除去する巡回型ノイズ除去方法であって、Ａ）特定時刻に対し
て前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後の入力データを記憶しておき
、Ｂ）前記特定時刻の入力データが与えられると、前記記憶されたノイズ除去後の入力デ
ータを参照して、ノイズ除去を行うとともに、前記記憶されているデータに代えて、前記
ノイズ除去後のデータを上書きする巡回型ノイズ除去方法において、Ｃ）前記特定時刻に
おけるノイズ除去後のデータと、前記記憶された前記特定時刻に対して前記量子化単位時
間が１つ前の時刻におけるデータが一致するか否か判断し、Ｄ）両者が一致する場合には
、前記ノイズ除去後のデータについて、入力データとの差であるバイアス成分補正処理を
行う。このように、前記ノイズ除去後のデータと、前記記憶されている１つ前の時刻にお
けるノイズ除去後の入力データが一致する場合に、前記バイアス成分補正処理を行うこと
により、バイアス成分補正が必要な場合に処理がなされる。これにより、量子化による誤
差がある場合にこれを取り除くことができる。
【００２２】
　(8)本発明にかかる巡回型ノイズ除去方法は、時間軸によって値が変化する時間軸変化
データを、量子化する単位時間である量子化単位時間が１つ前の過去データを巡回的に用
いて入力データのノイズを除去する巡回型ノイズ除去方法であって、Ａ）特定時刻に対し
て前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後の入力データを記憶するとと
もに、特定時刻におけるノイズ除去前の入力データ値および特定時刻に対して前記量子化
単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去後のデータ値から決定される特定時刻におけ
るノイズ除去後の入力データ値の一覧表を記憶しておき、Ｂ）前記特定時刻の入力データ
が与えられると、前記記憶された一覧表を参照して、前記特定時刻におけるノイズ除去後
の入力データ値を決定するとともに、前記記憶されているデータに代えて、前記ノイズ除
去後のデータを上書きする巡回型ノイズ除去方法において、Ｃ）前記特定時刻におけるノ
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イズ除去後のデータと、前記記憶された前記特定時刻に対して前記量子化単位時間が１つ
前の時刻におけるデータが一致するか否か判断し、Ｄ）両者が一致する場合には、前記ノ
イズ除去後のデータについて、入力データとの差であるバイアス成分補正処理を行う。こ
のように、前記ノイズ除去後のデータと、前記記憶されている１つ前の時刻におけるノイ
ズ除去後の入力データが一致する場合に、前記バイアス成分補正処理を行うことにより、
バイアス成分補正が必要な場合に処理がなされる。これにより、量子化による誤差がある
場合にこれを取り除くことができる。
【００２３】
　なお、「量子化単位時間」とは、実施形態では、フレーム間の時間が該当するが、これ
に限定されず、サンプリングにかかるサンプル周期をサンプル間隔で除した値であればよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】従来のフレーム巡回型ノイズ除去装置のブロック図である。
【図２】フレーム巡回型ノイズ除去装置１の機能ブロック図である。
【図３】フレーム巡回型ノイズ除去装置１の詳細ブロック図である。
【図４】他の実施形態を示すブロック図である。
【図５】他の実施形態を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明における実施形態について、図面を参照して説明する。
【００２６】
（１.機能ブロック図について）
　フレーム巡回型ノイズ除去装置１は、図２に示すように、時間軸によって値が変化する
時間軸変化データを、量子化する単位時間である量子化単位時間が１つ前の過去データを
巡回的に用いて入力データのノイズを除去する巡回型ノイズ除去装置であって、記憶手段
２、ノイズ除去手段３、判断手段５、およびバイアス成分補正処理手段６を備えている。
【００２７】
　記憶手段２は特定時刻に対して前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるノイズ除去
後の入力データを記憶する。ノイズ除去手段３は前記特定時刻の入力データが与えられる
と、前記記憶手段に記憶されたノイズ除去後の入力データを参照して、ノイズ除去を行う
。なお、記憶手段２は、既に記憶されているデータに代えて、ノイズ除去手段３から出力
されたノイズ除去後のデータを記憶するよう構成されている。判断手段５は、前記特定時
刻におけるノイズ除去手段３が出力したノイズ除去後のデータと、記憶手段２に記憶され
た前記特定時刻に対して前記量子化単位時間が１つ前の時刻におけるデータが一致するか
否か判断する。
【００２８】
バイアス成分補正処理手段６は、判断手段５によって両者が一致すると判断された場合に
は、ノイズ除去手段３から出力されるノイズ除去後のデータについて、入力データとの差
であるバイアス成分補正処理を行う。
【００２９】
　このように、ノイズ除去手段３が出力したノイズ除去後のデータと、記憶手段２に記憶
されたデータが一致する場合に、前記バイアス成分補正処理を行うことにより、バイアス
成分補正が必要な場合に処理がなされる。これにより、量子化による誤差を取り除くこと
ができる。
【００３０】
（２.各部の構成について）
　フレーム巡回型ノイズ除去装置１の詳細ブロック図を図３に示す。フレーム巡回型ノイ
ズ除去装置１は、フレームメモリ１２、ノイズ除去時間フィルタ１３、比較器１４，符号
付き引き算器１６，セレクタ１７，数値記憶部２１、２２，２３、イネーブル付き符号付
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加算器１９を備えている。
【００３１】
　ノイズ除去時間フィルタ１３が、図２に示すノイズ除去手段３に，フレームメモリ１２
が記憶手段２にそれぞれ該当する。これらの構成は、従来と同様であるので簡単に説明す
る。
【００３２】
　フレームメモリ１２は、過去のノイズ除去画像を１フレーム分記憶する。ノイズ除去時
間フィルタ１３は、ノイズ除去対象データが与えられると、フレームメモリ１２のデータ
と適応型ノイズ除去演算式に基づき、現在のノイズ除去画像データを生成する。
【００３３】
　また、比較器１４が判断手段５を、符号付き引き算器１６，セレクタ１７，数値記憶部
２１、２２，２３、およびイネーブル付き符号付加算器１９がバイアス成分補正処理手段
６をそれぞれ構成する。
【００３４】
　ノイズ除去時間フィルタ１３が生成したノイズ除去画像データは、比較器１４、符号付
引き算器１６，およびイネーブル付き符号付き加算器１９に与えられる。比較器１４は、
現在のノイズ除去時間フィルタ３からの出力と、フレームメモリ１２の出力を画素毎に比
較し、同じ値の画素を特定し、イネーブル付き符号付き加算器１９にイネーブル信号を与
える。具体的には同じ値であると特定した画素は「High」に、それ以外の画素は「low］
とする。
【００３５】
　符号付き引き算器１６には、１フレームの画像データとして、ノイズ除去時間フィルタ
１３からの出力とともに、ノイズ除去時間フィルタ１３に与えられる入力データが与えら
れる。符号付き引き算器１６は各画素について、（ノイズ除去時間フィルタ１３に与えら
れる入力データ）－（ノイズ除去時間フィルタ１３からの出力）を演算する。符号付き引
き算器１６は、結果をセレクタ１７に与える。
【００３６】
　セレクタ１７は、与えられた演算結果が「０」を越える場合（差＞０）には、数値記憶
部２１から調整値「＋１」を読み出して、演算結果が「０」であれば（差＝０）、数値記
憶部２２から調整値「０」を読み出して、演算結果が０未満（差＜０）であれば、数値記
憶部２１から調整値「－１」を読み出して、イネーブル付き符号付き加算器１９に出力す
る。
【００３７】
　イネーブル付き符号付き加算器１９は、セレクタ１７から与えられた画素毎の調整値と
、ノイズ除去時間フィルタ１３からのノイズ除去後の値を加算する。ここで、既に説明し
たように、イネーブル付き符号付き加算器１９には、比較器１４から画素毎のイネーブル
信号が与えられている。イネーブル付き符号付き加算器１９はかかるイネーブル信号が「
High」である画素について、セレクタ１７からの調整値を加算処理する。これにより、残
像である画素について、残像除去処理がなされる。
【００３８】
　イネーブル付き符号付き加算器１９は結果を出力する。また、イネーブル付き符号付き
加算器１９からの出力はフレームメモリ１２に与えられ、上書きされる。かかる上書き処
理は従来と同様である。
【００３９】
（３.変形実施形態）
　図４に示す他の実施形態を示す。この実施形態は、ノイズ除去時間フィルタの最後段に
量子化器が存在する場合、これと統合したものである。量子化により、入力データのビッ
ト数に対して出力データのビット数を増加または減少することができる。
【００４０】
　ノイズ除去フィルタ１３の最後段に存在する量子化器と統合する場合には、図４に示す
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ように、ノイズ除去時間フィルタ１３の量子化器３１、逆量子化器３３と比較器１４，符
号付き引き算器１６と接続するようにすればよい。なお、量子化器３１、逆量子化器３３
以外の構成は図３と同様である。
【００４１】
　比較器１４は、フレームメモリ１２からの画像と、ノイズ除去時間フィルタ１３からの
出力を量子化した画像とを用いて残像であるかを判断する。一方、残像除去における値の
決定は、量子化前の画像から算出する。
【００４２】
　かかる量子化としては、量子化前が細かいステップで量子化後が粗いステップの場合と
、量子化前が粗いステップで、量子化後は細かいステップの２つがある。図４の構成の場
合、量子化前が細かいステップで量子化後が粗い場合には、本件発明における残像除去効
果が高い。なぜなら、比較器１４は量子化後の粗いデータで比較するので、量子化誤差が
表示する可能性がより増大するからである。さらに、フレームメモリに蓄えるデータを小
さくできる。
【００４３】
　また、図４の構成の場合、量子化前が粗いステップで、量子化後は細かいステップであ
る場合、残像除去効果の有無には影響しないが、残像除去フィルタと量子化に起因するジ
ャギー間や階調つぶれを抑制することができる。ただ、この場合、比較器１４における比
較は完全一致ではなく、比較対象に幅を持たした判断が必要となる。
【００４４】
　また、量子化器３１、逆量子化器３３の接続関係を変更することにより、これらの効果
を逆に得ることができる。まず、接続関係としては、逆量子化器３３の出力を比較器１４
に接続するようにし、量子化器３１からではなく、ノイズ除去時間フィルタ１３からの出
力を比較器１４に接続するようにすればよい。かかる構成を採用した場合、量子化前が粗
いステップで量子化後が細かい場合には、本件発明における残像除去効果が高い。なぜな
ら、比較器１４は量子化前の粗いデータで比較するので、量子化誤差が表示する可能性が
より増大するからである。また、かかる構成の場合、量子化前が細かいステップで、量子
化後は粗いステップである場合、残像除去効果の有無には影響しないが、残像除去フィル
タと量子化に起因するジャギー間や階調つぶれを抑制することができる。
【００４５】
　図５に他の実施形態を示す。この実施形態は、巡回フィルタにおける係数Ｋが変動する
適応型でなく、固定値であった場合の例である。係数Ｋが固定の場合、入力値とフレーム
メモリ１２からの値から、一義的に出力値が決定される。したがって、かかる三者の関係
をルックアップテーブル４２に記憶したＬＵＴ参照ノイズ除去時間フィルタ４３を設けて
いる。
【００４６】
　また、入力値とフレームメモリ１２からの値から、一義的に出力値が決定するため、上
記実施形態のように、比較器および符号付き引き算器も不要となる。入力値とフレームメ
モリ１２からの値から、符号付き加算器４９は、出力値を与え、また、セレクタ１７にい
ずれを選択するのかを指示するようにすればよい。
【００４７】
　なお、ＬＵＴではなく計算式としての実装することもできる。
【００４８】
（４．他の実施形態)
　上記各実施形態においては、残像であると判断した場合、イネーブル付き符号付き加算
器１９により、出力を「＋１」または「－１」しているが、残像処理としては、入力デー
タをそのままスルーさせるようにしてもよい。これにより簡易な回路構成で残像を取り除
くことができる。ただ、上記実施形態のように１量子化ステップだけ残像除去処理をする
ことにより、ノイズ除去時間フィルタ１３における量子化誤差が１量子化ステップ以上生
じた場合でも、急激に変化しない表示を得ることができる。たとえば、入力値「３２」が
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【００４９】
　上記実施形態では、動画像について適応した場合について説明したが、量子化誤差によ
り発生する上記問題は、音等についても同様に生ずる。この場合、比較器で比較するのは
、１サンプル時間単位前の値と、現在のノイズ除去後のデータを比較すればよく、残像除
去処理についても、全く同様に±１すればよい。
【００５０】
　また、本発明は、装置内部ではなく、通信によりノイズが混在する場合についても同様
に適応することができる。
【００５１】
　なお、上記各実施形態においては、比較器が判断手段に該当し、符号付き引き算器、セ
レクタ、および符号付き加算器が残像除去手段に該当するとして説明した。しかし、符号
付き引き算器によって差がゼロである場合も、残像でないと判断していると把握するよう
にしてもよい。すなわち、巡回型ノイズ除去において、出力データを得るための、現在の
入力値と一つ量子化単位時間前のノイズ除去後の値が同じで、かつ、現在の入力値と現在
の出力値の差がプラスマイナス１量子化単位を超えるか場合には、量子化誤差を取り除く
処理をするようにしてもよい。
【００５２】
　たとえば、図３に示すイネーブル付き符号付き加算器１９を用いるのではなく、現在の
入力値と一つ単位時間前のノイズ除去後の値と、現在のノイズ除去後の出力値を３つ入力
し、これらの比較結果によって、強制的に１量子化単位について切り上げ処理や切り捨て
処理をするようにしてもよい。
【００５３】
　また、上記各実施形態では、残像除去処理したものをフレームメモリ１２に記憶させる
ようにしたが、フレームメモリ１２には、ノイズ除去時間フィルタの出力をそのまま与え
て記憶させてもよい。
【００５４】
　また、ノイズ除去時間フィルタの構成については、従来の巡回型に用いる物であれば、
種々のものを採用することができる。
【００５５】
　上記実施形態においては、各ブロックで行っているアルゴリズムを、ハードウェア記述
言語（Hardware Description Language）で記述することにより、各ブロックを構成すれ
ばよい。
【００５６】
　上記実施形態においては、図４に示す機能を実現するために、並列処理を可能とするた
めに、全てをハードウェア処理する場合について説明した。しかし、これに限定されず、
一部をソフトウェアによって実現してもよい。その場合、プログラムの一部の処理を、オ
ペレーティングシステム（ＯＳ）にさせるようにしてもよい。
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