
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被写体からの撮像光を第１のフレームレートの映像信号に変換する変換手段と、
前記映像信号を動き補償付予測符号化により符号化する符号化手段と、
前記符号化手段により符号化した前記映像信号を格納するメモリと、
前記メモリから読み出した前記映像信号を伸張する伸張手段と、
前記伸張手段により伸張した前記映像信号に対して駒落とし処理を施すことで前記第１の
フレームレートよりも低い第２のフレームレートの映像信号を出力する信号処理手段と、
前記信号処理手段の後段に配置 ローパスフィルタ
と、
を備えたことを特徴とする映像システム。
【請求項２】
前記第２のフレームレートは、ＮＴＳＣ規格またはＰＡＬ規格に対応したフレームレート
であることを特徴とする請求項１に記載の映像システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、映像情報の記録再生を行う映像システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
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従来、動画像情報を記録／再生する場合、再生する地域の標準的なテレビ方式に準ずるの
が一般的であった。そのため、日本やアメリカ等のＮＴＳＣ圏内では毎秒３０画面で、欧
州等のＰＡＬ圏内では毎秒２５画面の撮像が行われていた。
【０００３】
【発明が解決しようとしている課題】
しかしながら上記従来例では、再生する地域別にＮＴＳＣ圏内ではＮＴＳＣ、ＰＡＬ圏内
ならＰＡＬというようにテレビ方式を選択する必要があり、撮像された映像情報に汎用性
を持たせられないという問題点を有していた。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、前記した課題を解決するためになされたものであり、請求項１に記載の映像シ
ステムは、被写体からの撮像光を第１のフレームレートの映像信号に変換する変換手段と
、前記映像信号を動き補償付予測符号化により符号化する符号化手段と、前記符号化手段
により符号化した前記映像信号を格納するメモリと、前記メモリから読み出した前記映像
信号を伸張する伸張手段と、前記伸張手段により伸張した前記映像信号に対して駒落とし
処理を施すことで前記第１のフレームレートよりも低い第２のフレームレートの映像信号
を出力する信号処理手段と、前記信号処理手段の後段に配置

ローパスフィルタと、を備えたことを特徴とする。
【０００６】
【実施例】
以下、図面を用いて本発明の実施例について説明する。
【０００７】
《実施例１》
図１に本発明実施例の映像システムの構成ブロック図を示す。まず記録時は、アナログ音
声信号入力端子１，２より各々左（以下Ｌと略す）、右（以下Ｒと略す）のステレオ音声
信号が入力され、Ａ／Ｄ変換器３，４にてデジタル音声信号に変換される。デジタル音声
信号は、各々オーディオ信号処理回路５，６にて各種雑音除去やダイナミックレンジの制
限等の処理を施し、オーディオデータ圧縮回路７において音声信号用のデータ圧縮処理を
行う。例えば、動画圧縮専門家グループ（ＭＰＥＧ）で提案されている適応変換符号化（
ＡＴＡＣ，ＡＴＲＡＣ，ＡＳＰＥＣ等）や帯域分割符号化（ＭＵＳＩＣＡＭ，ＳＢ／ＡＤ
ＰＣＭ等）を用いてもよいし、Ｌ／Ｒの相関を用いた２チャンネル混合でのベクトル符号
化等を用いても構わない。
【０００８】
次に、ビデオ信号入力端子８より入力された映像信号は、Ａ／Ｄ変換器３，４よりも高速
処理が可能なＡ／Ｄ変換器９にて、デジタルビデオ信号に変換される。このデジタルビデ
オ信号はビデオ信号処理回路１０において前処理を行った後に、ビデオデータ圧縮回路１
１にて、データ量を数１０～数１００分の１程度に圧縮される。例えば動画を例に取れば
、時間的な画像相関を用いたフレーム間相関処理と、上記の手法における画質劣化を減少
させるための動き補償、さらにこれを時間軸で前方向から行う前方向予測フレーム（Ｐピ
クチャ）や、前後（過去と未来）から行う両方向予測フレーム（Ｂピクチャ）による圧縮
等を適宜組み合わせることで実現可能である。具体的には、ＭＰＥＧで提案されているア
ルゴリズムのＭＰＥＧ－１では、１／２インチＶＴＲ程度の標準画質、ＭＰＥＧ－２では
ＮＴＳＣ以上の画質を確保することができる。
【０００９】
次に後述するＩＤ信号発生回路１２からのデータと、音声データ及び映像データとをデー
タ合成回路１３にて合成し、メインメモリ１４へ格納する。このメインメモリ１４は、メ
モリコントローラ１５によってメモリアドレスや書き込み／読み出し等の制御が行われて
いる。さらにメモリコントローラ１５は、システムコントローラ１６にて、動作の切り換
え等の装置全体としての制御が行われている。このシステムコントローラ１６は、操作キ
ー１７により記録／再生／検索及び動作モード（動画記録モード、静止画記録モード等）
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の指示が入力され、これを受けてメモリコントローラ１５の制御を行うと同時に、メモリ
の残量や動作状況及び記録／再生時間等を示すタイムコード等の情報を表示部１８に表示
し、アドレス情報生成回路１９へもタイムコード等を知らせる。このタイムコードには主
に２種類ある。１つ目は記録媒体もしくは映像プログラムの冒頭からの経過時間やカメラ
撮影の累積時間等であり、２つ目は記録またはカメラ撮影時の年月日や時分秒フレームの
時刻等である。後者のタイムコード発生のために、カレンダクロック発生回路２０を備え
ている。
【００１０】
アドレス情報生成回路１９は、メモリコントローラ１５からの情報格納状況等のデータを
受け取り、各情報のデータ量等を示す情報としてＩＤ信号発生回路１２へデータを転送す
る。ＩＤ信号発生回路１２では、システムコントローラ１６からの情報に基づいて、タイ
ムコード、画質や音声のモード選択信号等を生成し、またメモリコントローラ１５からの
情報に基づいて、映像や音声のデータ量（可変長符号化の場合はデータ長）と、データを
格納したメモリ上の先頭アドレス値を生成し、各ＩＤごとに１データブロックとしてひと
まとめにし、データ合成回路１３にてデータブロックを構成する。このデータブロックの
格納されているメインメモリの先頭番地を順次メインメモリ１４中のＩＤファイルに書き
込んでいく。
【００１１】
図２に固体メモリで構成されたメインメモリ１４中のデータ格納例を示す。図２の上部に
示すように横軸を時間軸とした場合、所定時間Ｔ０ 　毎にＩＤデータが生成され、先頭か
ら０１，０２，０３・・・と番号がつけられる。そしてその下に示した固体メモリのアド
レス空間に格納され、そのＩＤデータの後には、可変長符号化により処理期間ごとにデー
タ量の異なる映像及び音声の情報データが順次格納されていく。そのためＩＤデータ発生
は一定間隔（Ｔ０ 　）であるが、メモリ上のアドレス空間では図示のように等間隔にはな
らない。そこで、検索時にデータブロックに高速アクセスできるようにするために、デー
タブロックの格納場所を示すアドレスをひとまとめにしたＩＤファイルを生成しておく。
このＩＤファイルは、データブロックの先頭番地だけを整然とメインメモリの記憶容量に
応じて、予め設定されたエリアに格納するものである。
【００１２】
このようなデータブロックにおいて、ＩＤデータは固定長で、図２の例では合計１０種類
の基本情報を有している。これらの基本情報は、タイムコード、記録時間とのトレードオ
フで画質や音質を選択し、可変長のオーディオ及びビデオの各データの先頭番地及びデー
タ量を格納する。映像方式の判別は、入力映像情報に応じて伸張や圧縮の方式を選択する
。削除済フラグは、一度記録したデータを消去する際に、物理的なデリーと処理の前に復
帰可能な論理消去状態として、前記フラグにて通常の再生を禁止するものである。
【００１３】
ここで音声データは、Ｌ，Ｒ各チャンネルの初期化情報（リセットデータ）と圧縮処理を
施した可変長のオーディオデータで構成される。映像データは、例えばフレーム内符号化
等による初期化画面（映像リセットデータ）と各種の圧縮方式により、可変長符号化され
た圧縮データにより構成されている。各ＩＤデータ毎に、以上の構成の映像データと音声
データが一組としてデータブロックを構成しており、本データブロックは、時間軸により
定義された間隔で生成される点に特徴がある。
【００１４】
次に図３に、入力端子８から入力される映像信号の構成図を示す。この映像信号は、アメ
リカや日本等で使用されているテレビジョン方式であり秒間３０フレーム（２：１インタ
ーレースでは６０フィールド）で構成されるＮＴＳＣと欧州にて使用されているテレビジ
ョン方式である秒間２５フレーム（２：１インターレースでは５０フィールド）で構成さ
れるＰＡＬの双方を満足するもので、時間軸方向の構造は図３のＦ０１からＦ１６の様に
なる。
【００１５】
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そしてＮＴＳＣの場合はＦ０１，Ｆ０６，Ｆ１１，Ｆ１６の各画面を用い、ＰＡＬの場合
はＦ０３，Ｆ０９，Ｆ１５の各画面を用いれば良い。ここでＮＴＳＣとＰＡＬの各構成画
面は必ずしもＦ０１とＦ０３から開始する必要は無く、各方式間にて所定間隔を維持して
いれば相対関係は変化するものであり、どの位置から開始しても良いことはいうまでもな
い。
【００１６】
次により高い時間分解能を確保する為に２：１インターレースで画面を構成する場合の画
素構成を図４に示す。ここでは後述するＭＰＥＧ（動画像符号化標準化グループ）の標準
入力画面として規定されているＳＩＦ（入力源規格）の有効画素数でＮＴＳＣとＰＡＬの
大きい方の数値（垂直２８８画素×水平３５２画素）を選ぶ。このＳＩＦ画面はノンイン
タレースのフレーム構造を想定しており、記録時には前記画素すべてを処理しておき、再
生時に必要に応じてインターレース構造に変換して出力する。例えば、ＮＴＳＣでは図３
のＦ０１を奇数フィールドとして再生し、Ｆ０６を偶数フィールドとして再生する。
【００１７】
ＰＡＬとの互換再生を考慮しない場合には記録時にインターレース構造に変換しておくこ
とでデータ量を更に削減することも可能である。また、ＰＡＬ再生の場合には図３のＦ０
３を奇数フィールドとして再生し、Ｆ０９を偶数フィールドとして再生すればよい。これ
と偶数画面おきの繰り返し周期なので、再生時にインターレース変換処理が必要となる。
ＮＴＳＣとＰＡＬをそれぞれ再生する場合、一画面内では、垂直方向の余分な走査線情報
を捨てるか、或は補間フィルターにて走査線数の変換を行い出力／表示をすれば良い。
【００１８】
図５に、画像の時間軸方向のサンプリングタイミングを示す。基本サンプリング周期は、
秒間３００画面であり、そのうち５画面周期でＮＴＳＣのサンプリングが行われ、６画面
周期でＰＡＬのサンプリングが行われる。このような周期でサンプリングされた画面にお
ける動きベクトルを図６及び図７に概念的に示す。図６は本発明の秒間３００駒の隣接画
面Ｔ０ 　とＴａ 　間で動きベクトルＭＶ ａ を検出する図であり、ボールの放物線運動が短
時間では動きベクトルにより直線運動で良く近似されている様子がわかる。また図７は、
ＮＴＳＣの例でＴ０ 　とＴｂ 　間の５駒間おいた画面内で動きベクトルＭＶ ｂ を検出する
図である。
【００１９】
これらを踏まえ図８に時間あたりのフレーム数に応じた画像情報量を模式的に示す。Ａは
毎秒３００フレームの場合であり、Ｂは毎秒６０フレームの場合である。フレーム間の時
間間隔が短い毎秒３００フレームの場合の方が毎秒６０フレームの場合に比較して動き量
の変化が１／５と少ないため、画素差分の出現頻度がＡの方がＢに比べてゼロ軸への集中
度が極めて高い傾向を示すことがわかる。この傾向をデータ量削減に利用することが可能
であり、例えば図９に示すようなＶＬＣ（可変長符号）をこの発生頻度に対応させると、
動き量が少ないために動きベクトルそのものが小さくなり、動きベクトルの予測精度が向
上するので予測誤差データの発生量を抑圧することができる。なお映像信号としては、Ｈ
ＤＴＶ方式やＨ．２６１により規定されるテレビ電話の国際規格であるＱＣＩＦ、ＣＩＦ
等の他の形態であっても構わない。以上のようなデータ処理により、図１のメインメモリ
１４にＡＶデータを格納することになるが、ＩＣカード等の交換可能なメモリ形態を採る
ことも可能である。
【００２０】
次に、図１０にデータの検索性向上のために採られたデータファイル構成を示し、以下こ
れについて説明する。インデックス情報は、レベルＩからレベルＩＶまで設定可能で、本
実施例では前述の大中小の見出しを各々レベルＩからＩＩＩに割り当て、レベルＩＶは未
使用のため、すべてゼロを割り当てている。この最小レベル単位にインデックスワードを
構成している。
【００２１】
ＩＤファイルの項目には、開始ＩＤ番号と終了ＩＤ番号が、時刻ファイル項目には開始時
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刻の年月日及び時分秒が、目次ファイルの項目には必要に応じてインデックス情報の項目
には必要に応じてインデックスの目次名称が登録される。もちろんブランクでも構わない
。
【００２２】
時刻ファイルは、インデックス情報の生成指示の出された時刻を、入力中のＡＶデータと
対応したＩＤファイルに時刻データとして格納するためのもので、時刻を元にした検索作
業が迅速に行える。すでに説明したとおりＩＤファイルは、一定時間間隔で生成している
ので、撮影開始時刻と終了時刻がわかれば、途中の任意の時刻とＡＶデータの対応づけが
可能である。また、目次ファイルの目次情報は、書籍で言うところの章や段落等に相当し
、音楽で言えば楽章や小節等に相当するものである。
【００２３】
次に図１１は図１の回路構成を概略的に示したものである。図１１において、インデック
ス生成回路４１は、図１のＩＤ信号発生回路１２内にあり、時刻ファイル４２と目次ファ
イル４３を生成し、ＩＤファイル４４に格納する。そしてさらにメインメモリ１４内に形
成されるＡＶデータファイル４５に格納される。また、情報処理回路４６は、図１のオー
ディオ信号、ビデオ信号の処理回路を１つで表したもので、情報入出力回路４７は図１の
Ａ／ＤあるいはＤ／Ａ変換器等を１つで表したものである。
【００２４】
次に記録時のファイル作成動作を図１２のフローチャートに沿って説明する。入力端子か
ら映像及び音声信号が入力されている状態で、ステップ６０１において操作キー１７によ
り指示が入力されると、ステップ６０２において記録開始命令かどうか判断し、記録命令
である場合にはステップ６０３に進む。そしてステップ６０３では日付が変わったかどう
かを判断し、変わった場合にはステップ６０４に進みインデックスの大見出しであるレベ
ルＩを更新し、ステップ６０５に進む。日付が変わっていない場合にはステップ６０５に
直接進む。
【００２５】
ステップ６０５では電源が操作されたかどうかを判断し、操作された場合にはステップ６
０６に進みインデックスの中見出しであるレベルＩＩを更新し、ステップ６０７に進む。
電源が操作されていない場合にはステップ６０７に直接進む。ステップ６０７ではインデ
ックスの小見出しであるレベルＩＩＩを更新し、ステップ６０８に進む。ステップ６０８
では年月日を時刻ファイルに格納し、ステップ６０９では時分秒を時刻ファイルに格納す
る。そしてステップ６１０に進み、目次情報をつけるかどうかを判断し、つける場合には
ステップ６１１に進み、つけられた目次情報を目次ファイルに格納し、ステップ６１２に
進む。つけない場合にはステップ６１２に直接進む。
【００２６】
ステップ６１２では開始ＩＤ番号を設定し、ステップ６１３に進んでＩＤファイルの更新
を開始する。そしてステップ６１４において撮影が終了したかどうかを判断し、終了した
場合にはステップ６１５に進んで、終了番号を設定する。そしてステップ６１６に進んで
ＩＤファイルの更新を終了し、一連の動作が終了する。これらの処理は、図１のＩＤ発生
回路１２で行われる。
【００２７】
次に図１３は図１に示した映像記録再生システムにおける記録系回路の詳細図である。撮
像光学系５０から入射した被写体からの光線像はＣＣＤ５１の焦点面上に結像する。ＣＣ
Ｄ５１で光電変換された映像信号は信号処理回路５２にてテレビジョン信号に準拠した形
態に変換される。処理された映像信号は１画面メモリ５３を用いた動き検出回路５４で画
像の動き情報を検出し、この動き情報に基づき動き補償予測回路５５において動き補償予
測を行い現信号との差を演算し、残差演算回路５６において予測残差（誤差）を演算する
。その結果と画像の動き情報ＭＶを符号化回路５７にて符号化する。符号量確認回路５８
にて符号量を確認し、ゲート回路５９において符号量制御の他にも図１４に示すように画
面変化量（デルタ）が所定値以下であると判断された場合（Ｆ０５，Ｆ０９，Ｆ１２，Ｆ
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１４）には、ＩＤ発生回路６０にて生成された画面の識別情報はデータ多重化回路６１で
処理するが画像情報は符号化していない。これらの符号化処理の結果をメモリ６２へ格納
する。
【００２８】
次に再生時の動作について説明する。図１において操作キー１７にて再生を指示すると、
システムコントローラ１６は、表示部１８に再生動作中の旨を表示し、メモリコントロー
ラ１５でメモリアドレスとリード／ライトを制御し、メインメモリ１４から格納された情
報信号である映像情報とステレオ（または２チャンネル分の）音声信号とこれらの検索の
ためのＩＤ情報を読み出す。
【００２９】
上記したようにＩＤ、オーディオ、ビデオの３種類のデータが混合された状態（シリアル
データ情報）でデータ分配回路２１へ情報供給される。データ分配回路２１にて、データ
は各々以下の通り分配される。ビデオデータは、ビデオデータ伸張回路２２にて、記録時
のデータ圧縮処理とは逆のデータ伸張処理を施し、前記した記録時の入力信号と同等のビ
デオ信号を再生して、データ選択回路２３へ出力する。データ選択回路２３では、アナロ
グの映像モニタ用の映像信号を加算器２４へ、そしてデジタルビデオ出力端子２５へ供給
するデータを出力する。
【００３０】
ＩＤデータは、検索情報再生回路２６にて各ＩＤ毎に図２に示した情報を検出し、モニタ
のための表示情報を表示情報生成回路２７にて生成し、復元されたビデオデータと加算器
２４にて合成し、Ｄ／Ａ変換器２８にて汎用性のあるアナログ信号に変換し、映像モニタ
２９に表示する。
【００３１】
オーディオデータも、オーディオデータ伸張回路３０にてビデオデータと同様にデータ伸
張処理を施し、記録時の入力信号と同等の音声信号を再生する。データ選択回路２３にて
音響モニタ３１に出力するためにアナログ変換するＡ／Ｄ変換器３２とデジタルオーディ
オ端子３３に供給するデータを出力する。映像と音声の各データは、前記のＩＤ信号を用
いて、再生信号処理に要する遅延時間等によるずれを補正し再生する。そして表示情報生
成回路２７からの情報に同期させ、各々の映像及び音声の再生信号をデータ選択回路２３
より出力する。
【００３２】
再生時のファイル検索動作を図１５のフローチャートに沿って説明する。まず、ステップ
７０１において時刻ファイルを用いて検索するのかどうかを判断し、検索する場合にはス
テップ７０２に進み開始年月日、開始時刻等の検索条件を設定する。そしてステップ７０
３に進み、検索条件式を生成し、ステップ７０４で時刻ファイルをサーチする。そしてス
テップ７０５において条件を満足しているかどうかを判断し、満足している場合にはステ
ップ７０６に進んで、そのインデックスを抽出する。満足していない場合にはステップ７
０４を繰り返す。
【００３３】
またステップ７０１で時刻ファイルによる検索を行わない場合には、ステップ７０８に進
んでインデックスサーチを行う。そしてステップ７０９に進んでインデックスの変化を検
索する場合には、ステップ７０９に進んで目次があるかどうかを判断し、検索しない場合
にはステップ７０８に戻る。目次がある場合にはステップ７１０に進んで、目次名称の表
示を行い、ステップ７１２に進む。目次がない場合にはステップ７１２に直接進む。ステ
ップ７１２ではインデックスを選択し、ステップ７１３に進む。
【００３４】
ステップ７１３では開始ＩＤの読み込みを行い、ステップ７１４に進んで終了ＩＤ番号の
読み込みを行う。そしてステップ７１５でＩＤファイルにアクセスし、ステップ７１６で
開始ＡＶアドレスを読み込む。そしてステップ７１７で終了ＡＶアドレスを読み込み、ス
テップ７１８でＡＶファイルにアクセスする。そしてステップ７１９でＡＶデータを再生
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し、ステップ７２０においてそのアドレスが終了したかどうかを判断する。終了していな
い場合にはステップ７１９に戻り、終了した場合にはステップ７２１に進んで時刻ファイ
ルの検索を行い、一連の動作を終了する。
【００３５】
次に図１６は、図１に示した映像記録再生システムにおける再生系回路の詳細図であり、
以下これに沿って説明する。希望の再生モード及び再生画面を入力キー６３からシスコン
（システムコンピュータ）６４へ指示すると、この再生指示に対応したメモリアドレス設
定をアドレス回路６５が実行する。そして読み出しアドレスに応じてメインメモリ６６か
ら格納された情報が読み出される。読み出された情報は、画像データとＩＤ情報に分配器
６７で分離され、画像等の主情報は復号器６８へ転送され、ＩＤ再生回路６９にて再構成
されたＩＤデータに応じて動き補償回路７０にて動き補償画像補間を行い、信号処理回路
７１で標準テレビ信号に準拠させた信号として出力する。
【００３６】
ここで、撮像系で秒間３００画面の時間分解能を確保しているので、再生時にＮＴＳＣや
ＰＡＬで再生すると１／５～１／６の駒落とし処理を施すわけだが、各画面が最大でも１
／３００秒の露光時間となり時間軸方向でのサンプリングの折り返しが発生する。そこで
、視覚特性的に違和感を生じない様にするために信号処理回路７１の後段にＬＰＦ（ロー
パスフィルタ）７２が設けられている。このＬＰＦはフィールドメモリ等の画面遅延回路
を巡回型で係数加算した構成が一般的である。このＬＰＦ７２の循環係数を再生モードに
応じて最適化することで、不要な時間分解能の低下を防止できる。
【００３７】
次に図１７は、ＮＴＳＣ規格の標準速度再生の場合の画面構成である。図１７の上部にメ
モリ格納状態の画面構成を示し、下部が１／５駒落とし処理を施した結果ＮＴＳＣ規格と
なった状態である。また図１８は、ＰＡＬ規格の１／２速度再生の場合の画面構成であり
、その上部がメモリ格納状態の画面構成で、下部が１／３駒落とし処理を施した結果ＰＡ
Ｌ規格の２倍の画面枚数となった状態である。読み出しの時間あたりの枚数はＰＡＬ規格
そのものなので、２倍の時間をかけて出力処理することとなり、結果的に１／２速度のス
ローモーション再生が実現できる。ここで、斜線で示したＦ０１，Ｆ０７，Ｆ１３が標準
のＰＡＬ規格画面で、この時間間隔の１／２で網点表示の画面Ｆ０４，Ｆ１０，Ｆ１６が
時間分解能を向上させている。また、例えば４フレーム分のデータから３画面を再生する
場合には、秒間３００フレームで撮像された映像の持つ時間分解能よりも高い分解能が必
要になるが、そのような時には各フレーム間で補間画像を作成することでより高い時間分
解能を得ることができる。
【００３８】
以上のように本実施例では、時間軸方向の分解能が向上したためにスポーツ等の動きの速
い被写体を撮影の対象とする場合にも、画面間のつながりが自然になり、見やすく高画質
の映像を提供できるようになった。また、時間軸方向の分解能を向上させると映像信号の
圧縮処理を行う際に画面間の情報量が減少するため、データの発生量を削減することが可
能になった。さらに撮像した映像情報に使用上の制約を設けないため汎用性の高い情報と
して使用することが可能になった。例えばＮＴＳＣとＰＡＬを必要に応じて同じシステム
で再生可能になったため、従来のように再生する地域に応じて記録時にテレビ方式を選択
する必要がなくなった。
【００３９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、被写体からの撮像光を実際に出力する映像信号の
フレームレートよりも高いフレームレートの映像信号に変換することで、動き補償付予測
符号化により符号化する場合の動きベクトルの予測精度を向上させることができる。
また、時間軸方向の分解能を向上させることができ、画面間の情報量を減少させ、符号化
データの発生量を削減することができる。
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さらに、モードに応じて係数を設定可能なロー
パスフィルタを設けたことにより、複数のモードで共通のローパスフィルタを使用可能で



【図面の簡単な説明】
【図１】本発明実施例の映像システムの構成ブロック図である。
【図２】本発明実施例のメインメモリのデータ格納を示す図である。
【図３】本発明実施例の映像信号の構成図である。
【図４】本発明実施例の画面構成図である。
【図５】本発明実施例のサンプリングタイミング図である。
【図６】本発明実施例の動き検出の概念図である。
【図７】本発明実施例の動き検出の概念図である。
【図８】本発明実施例の画面間差分の出現頻度分布図である。
【図９】本発明実施例のＶＬＣの符号化テーブルの図である。
【図１０】本発明実施例のデータファイル構成図である。
【図１１】本発明実施例の映像システムの該略図である。
【図１２】本発明実施例の記録時のファイル作成動作のフローチャートである。
【図１３】本発明実施例の記録系回路の詳細図である。
【図１４】本発明実施例の符号化時の画面間引きの概念図である。
【図１５】本発明実施例の再生時のファイル検索動作のフローチャートである。
【図１６】本発明実施例の再生系回路の詳細図である。
【図１７】本発明実施例のＮＴＳＣ標準再生時の画面構成図である。
【図１８】本発明実施例のＰＡＬの１／２倍速再生時の画面構成図である。
【符号の説明】
５４　動き検出回路
５５　動き補償予測回路
５７　符号化回路
５８　符号量確認回路
７０　動き補償回路
７１　信号処理回路
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あり、駒落とし処理を施すモードにおいて生じる視覚特性的な違和感を、係数を変更する
だけで軽減させることができる。



【 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 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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