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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準信号を発生する単一の基準信号発生手段を有し、映像信号を構成する複数の画像信
号の各画像信号であって複数の伝送路のそれぞれで伝送される各画像信号に前記基準信号
を挿入して複数の画像信号として前記複数の伝送路のそれぞれに出力する映像信号送出機
とともに映像表示システムを構成し、前記複数の映像信号を前記複数の伝送路を介して入
力し、該複数の映像信号に基づいた映像を表示する映像表示装置であって、
　前記複数の映像信号に対応して設けられ、特性が設定可能なフィルタ回路を備えた複数
の波形等化器と、
　前記複数の伝送路を介して入力された前記複数の映像信号中に前記基準信号を検出した
場合には前記基準信号の検出された前記映像信号の伝送された前記伝送路の特性を解析し
、前記基準信号の検出された前記映像信号に対応する前記波形等化器の前記フィルタ回路
に、解析した伝送路特性と逆の特性を設定する制御部とを有する映像表示装置。
【請求項２】
　請求項１記載の映像表示装置において、
　前記制御部は、波形等化を行うための補正周波数特性の取得を前記基準信号のサンプリ
ング周波数の１／２まで行い、それ以上の補正周波数特性は補間により求めることを特徴
とする映像表示装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の映像表示装置において、
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　前記制御部は、波形等化を行うための補正周波数特性を記憶する記憶部をさらに有し、
前記フィルタ回路に解析した伝送路特性と逆の特性を設定した後に、前記基準信号の第１
のサンプリング周波数が前記基準信号の第２のサンプリング周波数に変更され、前記基準
信号の第２のサンプリング周波数が前記基準信号の第１のサンプリング周波数より高くな
った場合には、前記基準信号の第１のサンプリング周波数の１／２以上の補正周波数特性
については前記記憶部に記憶されている補正周波数特性を用いて補間により求め、前記基
準信号の第２のサンプリング周波数が前記基準信号の第１のサンプリング周波数より低く
なった場合には、前記基準信号の第２のサンプリング周波数の１／２以内についての補正
周波数特性に前記記憶部に記憶されている補正周波数特性をそのまま当てはめ、さらに前
記基準信号の第２のサンプリング周波数の１／２以上の補正周波数特性については前記記
憶部に記憶されている補正周波数特性を用いて補間により求め、これらにより得られた補
正周波数特性により、波形等化を行うことを特徴とする映像表示装置。
【請求項４】
　請求項２または請求項３に記載の映像表示装置において、
　前記制御部は、画像信号のサンプリング周波数のｎ倍のサンプリング周波数で前記基準
信号をサンプリングして波形等化を行うための補正周波数特性を求め、その後、前記画像
信号のサンプリング周波数に当てはめるリサンプリングを行うことを特徴とする映像表示
装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の映像表示装置において、
　各波形等化器は、フィルタ回路によるＳ／Ｎ劣化を補正するノイズ軽減回路を具備し、
　前記ノイズ軽減回路は、その補正量が可変とされ、制御部はフィルタ回路に設定した特
性に応じて前記ノイズ低減回路による補正量を調整することを特徴とする映像表示装置。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の映像表示装置において、
　波形等化回路は映像信号をデジタル信号に変換してフィルタ回路へ出力するＡ／Ｄコン
バータを備え、制御部は、前記Ａ／ＤコンバータのゲインをＧとし、前記フィルタ回路へ
のフィルタ係数にその１／Ｇのゲインを与えることを特徴とする映像表示装置。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の映像表示装置において、
　波形等化器は制御部によるフィルタ回路への設定内容を記憶する記憶部を有し、前記制
御部による前記フィルタ回路の設定は前記記憶部に記憶されている内容により行われるこ
とを特徴とする映像表示装置。
【請求項８】
　基準信号を発生する単一の基準信号発生手段を有し、映像信号を構成する複数の画像信
号の各画像信号であって複数の伝送路のそれぞれで伝送される各画像信号に前記基準信号
を挿入して複数の画像信号として前記複数の伝送路のそれぞれに出力する映像信号送出機
と、前記複数の映像信号を前記複数の伝送路を介して入力し、該複数の映像信号に基づい
た映像を表示する映像表示装置とを具備する映像表示システムであって、
　前記映像表示装置は、
　前記複数の映像信号に対応して設けられ、特性が設定可能なフィルタ回路を備えた複数
の波形等化器と、
　前記複数の伝送路を介して入力された前記複数の映像信号中に前記基準信号を検出した
場合には前記基準信号の検出された前記映像信号の伝送された前記伝送路の特性を解析し
、前記基準信号の検出された前記映像信号に対応する前記波形等化器の前記フィルタ回路
に、解析した伝送路特性と逆の特性を設定する制御部とを有する映像表示システム。
【請求項９】
　請求項８記載の映像表示システムにおいて、
　映像信号送出機は持ち運び可能な記録媒体に格納されたプログラムを取り込んで動作し
、前記基準信号を発生することを特徴とする映像表示システム。
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【請求項１０】
　請求項８記載の映像表示システムにおいて、
　映像信号送出機および映像表示装置のいずれも通信インターフェース部を備え、
　映像信号送出機は持ち運び可能な記録媒体に格納されたプログラムを取り込んで動作し
、前記基準信号を発生するとともに前記通信インターフェース部を介して波形等化動作を
行う旨のコマンドを前記映像表示装置へ送出し、
　前記制御部は、前記コマンドに応じて波形等化動作を行うことを特徴とする映像表示シ
ステム。
【請求項１１】
　請求項８記載の映像表示システムにおいて、
　映像信号送出機は第１の通信インターフェース部を備え、
　映像表示装置は第２の通信インターフェース部および入力手段を備え、
　前記入力手段は波形等化動作を行う旨の入力がなされると、該内容のコマンドを制御部
および前記第１のインターフェース部と第２のインターフェース部を介して前記映像信号
送出機へ送出し、前記映像信号送出機は前記コマンドに応じて前記基準信号を発生し、前
記制御部は、前記コマンドに応じて波形等化動作を行うことを特徴とする映像表示システ
ム。
【請求項１２】
　請求項８記載の映像表示システムにおいて、
　映像信号送出機は第１の通信インターフェース部を備え、
　映像表示装置は第２の通信インターフェース部および入力手段を備え、
　映像信号送出機は持ち運び可能な記録媒体に格納されたプログラムを取り込んで動作し
、第１の基準信号を発生するとともに前記通信インターフェース部を介して波形等化動作
を行う旨の第１のコマンドを前記映像表示装置へ送出し、
　前記制御部は、前記第１のコマンドに応じて波形等化動作を行い、
　前記入力手段は波形等化動作を終了する旨の入力がなされると、該内容の第２のコマン
ドを制御部および前記第１のインターフェース部と第２のインターフェース部を介して前
記映像信号送出機へ送出し、前記映像信号送出機は前記第２のコマンドに応じて前記基準
信号の発生を停止し、前記制御部は、前記第２のコマンドに応じて波形等化動作を終了す
ることを特徴とする映像表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像信号送出機と、該映像信号送出機より伝送された映像信号に基づいた表
示を行う映像表示装置と、これらからなるシステムに関し、特に、伝送経路に起因して発
生するアナログ映像信号の波形劣化を補正する映像信号送出機と、映像表示装置と、これ
らからなるシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　映像信号送出機と、該映像信号送出機より伝送された映像信号に基づいた表示を行う映
像表示装置からなるシステムでは、映像信号は映像信号送出機と映像表示装置とを結ぶケ
ーブルにより伝送されることが多い。ケーブルによりアナログ映像信号を伝送する場合、
ケーブル特性やケーブル長に応じて映像信号が劣化するため、補正が必要となる。
【０００３】
　従来、ケーブル伝送による劣化の補正は、基準となる映像信号を送信し、伝送路で発生
する周波数劣化を受信機内部で持っている基準となる映像信号と比較し、高周波数成分を
強調することで補正していた。このような従来の映像表示装置として特許文献１（特開平
０８－３３１４１９号公報）に記載されたものがある。
【０００４】
　特許文献１に記載の映像表示装置は、映像信号の垂直帰線期間に重畳されたロールオフ
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率１０％のインパルス信号を波形等化用基準信号として用い、時間軸上で理想インパルス
信号との相関演算を行うことにより、トランスバーサルフィルタのタップ係数を逐次修正
して波形等化を行うものであり、信号のS/N比を測定し、S/N比に応じて波形等化用基準信
号の高域周波数特性を変化させるものである。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されている技術は、放送用無線技術であり、送信側よ
り送信される映像信号は帯域が制限されたものであるため、ＰＣ（パーソナルコンピュー
タ）等の映像信号出力のように帯域制限されていないシステムにはそのまま応用すること
ができない。
【０００６】
　ＰＣの出力映像信号には、ＶＧＡ（Video Graphics Array）、ＳＶＧＡ（Super Video 
Graphics Array）、ＸＧＡ（Extended Video Graphics Array）、ＳＸＧＡ（Super Exten
ded Video Graphics Array）など画面表示画素数の異なる信号があり、また同じ画面表示
画素数でも走査周波数（垂直周波数、水平周波数、ドットクロック）の異なる信号がある
。ＰＣが出力する映像信号を対象とした補正を行う従来技術として特許文献２（特開２０
００－３０５５０６号公報）に開示される技術がある。
【０００７】
　特許文献２に記載の表示装置は、ＰＣが出力する映像信号の画素周波数を算出し、その
Ｎ倍のドットクロックで１画素についてＮ個サンプリングして伝送系フィルタの特性を測
定し、伝送系フィルタの逆特性のフィルタ係数を設定したデジタルフィルタを通すことに
より映像信号を再現するものである。
【特許文献１】特開平０８－３３１４１９号公報
【特許文献２】特開２０００－３０５５０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に開示されている技術は、放送用無線技術であり、送信側より送信される映
像信号は帯域が制限されたものであるため、ＰＣ等の映像信号出力のように帯域制限され
ていないシステムにはそのまま応用することができない。また、放送であるため一つの信
号（チャンネル）の伝送路特性の補正のみ可能であり、ＰＣのＲＧＢ信号のように複数の
画像信号からなる映像信号が送出されるシステムにおいて各画像信号における映像遅延の
差を補正することはできない。ＲＧＢそれぞれの画像信号は当然ながら異なるケーブルで
伝送され、また、その信号内容も異なるものである。このような信号に対しては特許文献
１に開示される技術では各ケーブルの特性やケーブル長の違いによる映像遅延の差を補正
することはできない。
【０００９】
　特許文献２に開示されている技術ではＰＣが出力する映像信号の画素周波数を算出して
これを利用するものであることから各種信号に対応可能なものとなっているものの、１画
素についてＮ個サンプリングして伝送系フィルタの逆特性のフィルタ係数を設定したデジ
タルフィルタを通すことにより映像信号を再現するものであり、行っていることは波形再
生であって、伝送系によって周波数成分に応じて生じる映像信号の劣化を補正することは
できない。
【００１０】
　本発明は上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、複
数の画像信号からなる映像信号の補正を可能とする伝送歪み補正システム、映像信号送出
機および映像表示装置を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明では、基準となる映像信号として伝送路周波数特性を
解析するための基準信号を送出し、受信機側において、この信号をフーリエ変換などの手
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段により周波数特性を解析し、その逆特性をデジタルフィルタに与えることで伝送路の周
波数特性の補償を行う波形等化部を信号の数だけ有する。

                                                                        
【００１２】
　従って、本発明の伝送歪み改善システムによれば、ケーブル等の伝送路における補正を
行うことができる。また複数のケーブル間や映像信号切替機内部で発生するクロストーク
によるゴースト妨害も同様に改善できる。加えて、RGB信号間のケーブル長の違いに起因
する群遅延特性の補償も自動的に可能なため、複数の信号で送出されるシステムにおける
各信号の遅延補償も可能となる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の伝送歪み改善システムは映像信号送出機の出力ばらつき、伝送路で発生する周
波数劣化、ケーブルの長さなどで異なる信号間の遅延差、ケーブル間や映像信号切替機な
どで発生するクロストーク、伝送路インピーダンスのミスマッチで発生するリンギング、
ビデオ分配器などで発生するレベルの変化などを補正することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１は本発明の一実施例の要部の概略構成を示すブロック図である。ＰＣやＤＶＤ再生
機器などＲＧＢ映像信号を出力する映像信号送出器１００とプロジェクタなどのＲＧＢ映
像信号に基づいた表示を行う映像表示装置３００とこれらの間を結ぶ伝送路２００から構
成されている。
【００１６】
　映像信号送出器１００にはＲＧＢ映像信号を発生する映像信号発生回路１０２と、伝送
路解析を行うための基準信号を発生する基準信号発生手段１０１とが設けられている。基
準信号発生手段１０１が発生する基準信号は、図２（ａ）に示すようなインパルス信号、
図２（ｂ）に示すようなステップ信号、図２（ｃ）に示すようなスイープ信号であり、イ
ンパルス信号とスイープ信号は周波数特性が平坦な信号であり、ステップ信号は基準信号
のサンプリング周波数の1クロック分の差分を取るとインパルス信号と同様に周波数特性
が平坦となる。このことから基準信号は周波数解析が容易である信号で、かつ、黒レベル
、白レベルのように解析する手段の前にクリップしても歪を受けない信号とされている。
基準信号発生手段１０１は発生した基準信号を、映像信号発生回路１０２が発生したＲＧ
Ｂ映像信号のそれぞれに対し、例えば、垂直帰線期間に複数のラインに渡って基準信号を
挿入する。このような構成とすると、複数のラインに渡って基準信号を加算平均すること
で基準信号のS/N比を改善することができる。または基準信号は1ラインのみ挿入し、複数
のフレームに渡って基準信号を加算平均しても同様の効果を得ることができる。
【００１７】
　映像表示装置３００は、ＲＧＢ映像信号に基づいた映像を表示するための映像表示機能
を備えるものであるが、これらは一般的な構成であるため、図示および説明は省略する。
映像表示装置３００には映像表示機能の他に、ＲＧＢ映像信号を構成するＲ信号、Ｇ信号
、Ｂ信号のそれぞれに対して設けられた波形等化部３０１～３０３、各波形等化部の制御
を行う制御部３０４、映像信号送出器１００に設けられた基準信号発生手段１０１と同様
の基準信号を発生する基準信号発生手段３０５が設けられている。
【００１８】
　図３（ａ）～（ｃ）のそれぞれは、各波形等化部３０１～３０３と制御部３０４および
基準信号発生手段３０５との関係を示す回路図である。
【００１９】
　各波形等化部３０１～３０３のそれぞれには、Ｒ信号、Ｇ信号、Ｂ信号をそれぞれ入力
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し、デジタル信号に変換するＡ／Ｄコンバータ３０１１，３０２１，３０３１、Ａ／Ｄコ
ンバータ３０１１，３０２１，３０３１の出力を入力するＦＩＲ（Finite impulse Respo
nse）フィルタ３０１２，３０２２，３０３２、ＦＩＲフィルタ３０１２，３０２２，３
０３２の出力を入力するＩＩＲ（Infinite Impulse Response）フィルタ３０１３，３０
２３，３０３３、ＩＩＲフィルタ３０１３，３０２３，３０３３の出力および各Ａ／Ｄコ
ンバータ３０１１，３０２１，３０３１の出力を入力するノイズ低減回路（NR: Noise Re
duction）３０１４，３０２４，３０３４、およびメモリ３０１５，３０２５，３０３５
が設けられている。メモリ３０１５，３０２５，３０３５はRGB信号にそれぞれ含まれる
第1の基準信号を抜き出すためのバッファ用メモリである。例えば1ライン分の映像信号を
保持することができるだけの容量を用意しておき、第1の基準信号かその他の映像信号か
を制御部に格納されている波形パターンと比較し、第1の基準信号と判断した場合は制御
部に取り込む。
【００２０】
　図４にその構成が示されるように、ＦＩＲフィルタ３０１２（３０２２，３０３２）は
インパルス応答を有限として捉え、シフトレジスタとして機能するカスケードに接続され
た複数のレジスタＤの出力をそれぞれ乗算した後に加算するもので、ＩＩＲフィルタ３０
１３（３０２３，３０３３）は、無限インパルス応答に対応させるために加算器出力をフ
ィードバックさせたものである。
【００２１】
　制御部３０４は、伝送されてきたＲ信号中の基準信号をメモリ３０１５を介して検出し
、基準信号発生手段３０５が発生した基準信号と比較してＦＩＲフィルタ３０１２および
ＩＩＲフィルタ３０１３のフィルタ係数（使用するレジスタＤ）を決定する。この動作は
Ｇ信号およびＢ信号についても同様に行われるものであるため、以下ではＲ信号に対する
動作についてのみ説明を行う。
【００２２】
　図５は、本実施例で制御部３０４により行われる補正の概念を示す図であり、図６は制
御部３０４の動作を示すフローチャート、図７は図６に示したフローチャートの要所毎の
波形を具体的に示す図である。
【００２３】
　図５（ａ）は基準信号発生手段１０１，３０５が発生する基準信号をインパルス信号と
して表したものであり、図５（ｂ）は基準信号発生手段１０１が発生した基準信号が伝送
路２００を伝送することにより歪んだ波形をインパルス信号として表したものであり、図
５（ｃ）は、図５（ｂ）に示した波形を補正するために必要となるインパルス応答を示す
図である。また、図５（ｄ）は基準信号発生手段１０１，３０５が発生する基準信号の周
波数特性を示す図であり、図５（ｅ）は基準信号発生手段１０１が発生した基準信号が伝
送路２００を伝送することにより歪んだ波形の周波数特性を示す図であり、図５（ｆ）は
、図５（ｂ）に示した波形を補正するために必要となる補正周波数特性を示す図である。
【００２４】
　制御部３０４はメモリ３０１５を介して基準信号を取り込み、格納データを参照して以
下の制御を行う。
【００２５】
　図７（ｂ）にインパルス信号として示されるようなＲ信号中の基準信号を検出すると、
図７（ａ）にインパルス信号として示されるような基準信号のインパルス応答を取得する
（ステップＳ１）。このインパルス応答の取得に際し、基準信号が図２（ｂ）に示したよ
うなステップ信号である場合には１クロックの差分を取得し、図２（ａ）に示すようなイ
ンパルス信号の場合には１クロック幅のインパルス信号としてそのままの信号を取得し、
図２（ｃ）に示すようなスイープ信号の場合には、基準信号の時間軸を反転させ、畳み込
み演算を行った信号を取得する。
【００２６】
　続いて、補正を行う範囲のデータを抜き取り（ステップＳ２）、Ｓ／Ｎ比の改善を目的
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として加算積分を行う（ステップＳ３）。その後、フーリエ変換を行うことにより伝送路
の周波数特性Ｈ（ω）を取得する（ステップＳ４）。
【００２７】
　次に、基準信号をフーリエ変換した結果であるＲ（ω）を求め、Ｒ（ω）／Ｈ（ω）を
取得する（ステップＳ５）。これは伝送路特性の逆補正は１／Ｈ（ω）となるが、基準信
号の帯域外については無限大となるため、Ｒ（ω）により制限する。その後、逆フーリエ
変換を行い（ステップＳ６）、図７（ｃ）のインパルス信号に示される補正に必要なＦＩ
Ｒフィルタ係数のうち、破線部で囲まれた範囲を窓とし、その範囲内のフィルタ係数を補
正に必要なフィルタ係数として取得する（ステップＳ７）。この後、ＦＩＲフィルタ３０
１２内のレジスタＤを選択することによりフィルタ係数を設定する（ステップＳ８）。
【００２８】
　次に、ＩＩＲフィルタ３０１３の設定に移る。まず、ステップＳ７で取得したフィルタ
係数をフーリエ変換してＨ'（ω）を取得し（ステップＳ９）、続いて、ステップＳ４で
取得したＨ（ω）とステップＳ９で取得したＨ'（ω）よりＩＩＲフィルタで補正する伝
送路ＸＦＩＲの特性としてＨ（ω）ＸＨ'（ω）を取得する（ステップＳ１０）。これは
、ＩＩＲフィルタで実現する伝送路ＸＦＩＲの特性を補正する伝達関数は１／（Ｈ（ω）
ＸＨ'（ω））であり、ＩＩＲフィルタのトランスバーサルフィルタ部の伝達関数をＸ（
ω）とすると１／（Ｈ（ω）ＸＨ'（ω））＝１／（１－Ｘ（ω））、Ｘ（ω）＝１－（
Ｈ（ω）ＸＨ'（ω））となる。ＩＩＲフィルタの係数を取得するのに必要な窓処理で"１
"は削除されるので、実際に求める必要があるものはＨ（ω）ＸＨ'（ω）となる。
【００２９】
　次に、逆フーリエ変換を行い（ステップＳ１１）、図７（ｄ）のインパルス信号に示さ
れる補正に必要なＩＩＲフィルタ係数のうち、破線部で囲まれた範囲を窓とし、その範囲
内のフィルタ係数を補正に必要なフィルタ係数として取得する（ステップＳ１２）。この
後、ＩＩＲフィルタ３０１３内のレジスタＤを選択することによりフィルタ係数を設定す
る（ステップＳ１３）。
【００３０】
　なお、波形等化部３０１にはメモリ３０１５の他に、制御部３０４によるＦＩＲフィル
タ３０１２およびＩＩＲフィルタ３０１３への設定内容を記憶する記憶部（不図示）を有
し、制御部３０４によるステップＳ８、ステップＳ１３における各フィルタ回路の設定内
容は記憶部に記憶されて、実行される。
【００３１】
　上述したような過程によりフィルタ係数が設定されたＦＩＲフィルタ３０１２およびＩ
ＩＲフィルタ３０１３を通過させることにより、図７（ｅ）にインパルス信号として示さ
れる最終出力が得られる。
【００３２】
　なお、上述した実施例では、フィルタとしてＦＩＲフィルタ３０１２およびＩＩＲフィ
ルタ３０１３を使用するものとして説明したが、ＦＩＲフィルタ３０１２のみを使用する
こととしてもよい。この場合、図６に示したフローチャートはステップＳ１～Ｓ８のみが
行われることとなる。
【００３３】
　図８はノイズ低減回路３０１４の構成を示す回路図である。ノイズ低減回路３０１４は
、バンドパスフィルタ８０１、コアリング回路８０２、遅延回路８０３，８０４、減算器
８０５，８０６，８０９、加算器８０７，８０８から構成されている。減算器８０５はＩ
ＩＲフィルタフィルタ出力からＡ／Ｄコンバータ３０１１出力を減算し、加算器８０７は
ＩＩＲフィルタ出力とＡ／Ｄコンバータ３０１１出力を加算する。
【００３４】
　ＩＩＲフィルタ出力は波形等化のために周波数特性の高域を持ち上げた結果高周波のノ
イズ成分ΔＨが重畳された等化信号Ａを出力する。このため、減算器８０５は高周波のノ
イズ成分ΔＨをバンドパスフィルタ８０１および遅延回路８０３へ出力し、加算器８０７
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は２Ａ＋ΔＨを遅延回路８０４へ出力する。
【００３５】
　バンドパスフィルタ８０１は直流近傍成分ΔＤＣを除去するために設けられたもので、
ΔＨ－ΔＤＣをコアリング回路８０２および減算器８０６へ出力する。なお、バンドパス
フィルタ８０１の目的は単に直流近傍成分を除去することのみなので、ハイパスフィルタ
であってもよい。
【００３６】
　コアリング回路８０２は閾値以上、閾値以下の成分のみを通過させることによりノイズ
が除去されたスライス信号とする。この閾値は各フィルタにより決定される周波数のブー
スト量に応じて変更され、ブースト量に応じて閾値も高い（低い）ものとされる。
【００３７】
　遅延回路８０３は、バンドパスフィルタ８０１の遅延時間を補償するために設けられた
もので、減算器８０６は遅延回路出力である高周波のノイズ成分ΔＨからバンドパスフィ
ルタ８０１の出力ΔＨ－ΔＤＣを減算し、直流近傍成分ΔＤＣを加算器８０８へ出力する
。
【００３８】
　加算器８０８ではコアリング回路８０２によりコアリングされたΔＨ－ΔＤＣと減算器
８０６出力の直流近傍成分ΔＤＣとを加算し、コアリングされたΔＨを減算器８０９へ出
力する。
【００３９】
　遅延回路８０４はバンドパスフィルタ８０１、コアリング回路８０２および加算器８０
８での遅延時間を補償するために設けられたもので、２Ａ＋ΔＨを減算器８０９へ出力す
る。
【００４０】
　減算器８０９では遅延回路８０４出力である２Ａ＋ΔＨからコアリング回路８０２出力
であるコアリングされたΔＨを減算し、信号２Ａを出力する。
【００４１】
　ＩＩＲフィルタ回路３０１３の出力は、Ｓ／Ｎが下がったものとなっているが、ノイズ
低減回路を通ることにより、Ｓ／Ｎが向上したものとなる。
【００４２】
　次に、本実施例で、ＦＩＲフィルタおよびＩＩＲフィルタで補正可能な範囲の係数を取
得する際に用いられる補正周波数特性の取得について説明する。
【００４３】
　図９はサンプリング周波数（Ｆｓ）が基準信号の周波数の２倍の場合の補正周波数特性
の取得を説明するための図である。
【００４４】
　本実施例において、Ｆｓは映像信号のサンプリング周波数を用いて生成される。このと
き、補正性能を向上させるために映像信号送出機のサンプリング周波数のｎ倍のサンプル
リング周波数でサンプリングし、波形等化を行い、波形等化後に映像送出機のサンプリン
グ周波数にリサンプリングすることとしてもよい。
【００４５】
　図９はＦｓを映像信号のサンプリング周波数の２倍とし、図１０はＦｓを映像信号のサ
ンプリング周波数としたときの動作を示す図である。
【００４６】
　Ｆｓが図９（ａ）にその周波数特性が示される基準信号の２倍の周波数であることから
、図９（ｂ）にその周波数特性が示される伝送過程で歪んだ基準信号の周波数特性をその
まま取得することができる。図９（ｂ）に示すような序々に減少する周波数特性の場合に
は補正周波数特性は図５（ｆ）に示したように序々に増加することとなるが、本実施例に
おいてはＦｓ／２以上の領域については高調波として捉え、図９（ｃ）に示すＦｓ／２ま
での補正周波数特性を折り返して足し合わせ、図９（ｄ）に示す補正周波数特性としてい
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る。
【００４７】
　図１０はサンプリング周波数（Ｆｓ）が基準信号の周波数と同じ場合の補正周波数特性
の取得を説明するための図である。
【００４８】
　Ｆｓが図１０（ａ）にその周波数特性が示される基準信号の２倍の周波数であることか
ら、図１０（ｂ）にその周波数特性が示される伝送過程で歪んだ基準信号の周波数特性に
は折り返しスペクトルが加算される、図１０（ｃ）斜線部に示されるようなエイリアス現
象が発生する。しかしながらこの領域は、ＰＣのＲＧＢ信号の場合は元の信号と周波数ス
ペクトラムが一致するためエイリアスノイズとはならず、基準波形の周波数特性としてそ
のまま使用する。また、本実施例においては先述したようにＦｓ／２以上の領域について
は高調波として捉え、Ｆｓ／２までの補正周波数特性を折り返して足し合わせるため、図
１０（ｄ）に示す補正周波数特性とする。
【００４９】
　上記のように構成される本実施例の映像表示装置では、常に波形等化処理を行うことが
できるため、気温や湿度等の伝送路の環境の変化や伝送路特性の経年変化に対しても常に
最適化された画像を表示することが可能である。
【００５０】
　また、複数の映像信号はＲＧＢ信号だけとは限らず、色差信号（ＹＣｂＣｒ又はＹＰｂ
Ｐｒ）であってもよい。本実施例のように映像信号の一部に基準信号を埋め込む形態の場
合は輝度信号Ｙと色差信号ＣｂＣｒ／ＰｂＰｒに同一の周波数帯域の基準信号を使用する
ことができる。
【００５１】
　図１１は本発明の第２の実施例の概略構成を示すブロック図である。
【００５２】
　本実施例は、図１に示した第１の実施例における映像信号送出機１００に通信インター
フェース部１０３を設け、映像表示装置３００には通信インターフェース部３０６および
入力手段３０７を設けたものである。
【００５３】
　基準信号発生手段１０１は、電源投入時や所定時間経過ごとに、基準信号を発生して伝
送路２００へ送出するとともに、通信インタフェース部１０３より通信ケーブル２０１を
介して通信インタフェース部３０６へ波形等化動作を行う旨のコマンドを送出する。制御
部３０４は通信インタフェース部３０６を介して波形等化動作を行う旨のコマンドを受け
取って波形等化動作を行う。基準信号発生手段１０１は制御部３０４による波形等化処理
が終了するに十分な時間が経過すると、基準信号の送出を停止するとともに、通信インタ
フェース部１０３より通信ケーブル２０１を介して通信インタフェース部３０６へ波形等
化動作を終了する旨のコマンドを送出する。制御部３０４は通信インタフェース部３０６
を介して波形等化動作を終了する旨のコマンドを受け取って波形等化動作を終了する。
【００５４】
　また、波形等化動作は入力手段３０７への入力によっても行われる。映像表示装置３０
０の利用者が波形等化動作を行う旨の入力を入力手段３０７へ行うと、波形等化動作を行
う旨のコマンドが制御部３０４および通信インターフェース部３０６より通信ケーブル２
０１を介して通信インタフェース部１０３へ送出される。基準信号発生手段１０１は通信
インタフェース部１０３を介して波形等化動作を行う旨のコマンドを受け取って基準信号
を発生して伝送路２００へ送出する。制御部３０４は送られてきた基準信号を用いて波形
等化動作を行う。この波形等化動作においては、波形等化動作の進行状況を示すオンスク
リーンメニューを映像表示装置３００の映像表示機能部が発生し、その内容に応じて映像
表示装置３００利用者が入力手段３０７への入力を行って進行させることとしてもよい。
【００５５】
　波形等化動作を終了する旨の入力が入力手段３０７になされると、波形等化動作を終了
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する旨のコマンドが制御部３０４および通信インターフェース部３０６より通信ケーブル
２０１を介して通信インタフェース部１０３へ送出される。制御部３０４波形等化動作を
終了する旨のコマンドを受け取って波形等化動作を終了し、基準信号発生手段１０１は通
信インタフェース部１０３を介して波形等化動作を終了する旨のコマンドを受け取って基
準信号の送出を停止する。
【００５６】
　本実施例においても、複数の映像信号はＲＧＢ信号だけとは限らず、色差信号（ＹＣｂ
Ｃｒ又はＹＰｂＰｒ）であってもよい。
【００５７】
　図１２は本発明の第３の実施例の概略構成を示すブロック図である。
【００５８】
　本実施例では映像信号送出機１００は、映像信号発生回路１０２のみを内蔵して基準信
号発生手段１０１について内蔵しない。基準信号発生手段１０１は、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ、ＵＳＢメモリ、メモリカード等の持ち運び可能な媒体であり、これらに格納
されたプログラムを映像信号送出機１００が取り込んで実行することにより基準信号を送
出可能としている。映像信号送出機１００として特別な装置を必要とせず、一般的なＰＣ
（パーソナルコンピュータ）等を利用することができる。映像信号送出機１００や映像表
示装置３００の初期設置調整時に基準信号発生手段１０１により基準信号を映像信号送出
機１００より送出させ、映像表示装置３００では波形等化部３０１～３０３により伝送路
特性の補正を行う。
【００５９】
　映像信号送出機１００は基準信号発生手段１０１が取り付けられている間は基準信号の
送出を続ける。制御部３０４による波形等化処理が終了するに十分な時間が経過し、基準
信号発生手段１０１が利用者により取り外されると基準信号の送出を停止する。
【００６０】
　本実施例においても、第１および第２の実施例と同様に複数の映像信号はＲＧＢ信号だ
けとは限らず、色差信号（ＹＣｂＣｒ又はＹＰｂＰｒ）であってもよい。本実施例のよう
に基準信号発生手段が内蔵されていない場合は、輝度信号Ｙ用の基準信号と色差信号Ｃｂ
Ｃｒ／ＰｂＰｒにそれぞれ適した周波数帯域の基準信号を個別に用意することで、最適な
波形等化が可能となる。
【００６１】
　図１３は本発明の第４の実施例の概略構成を示すブロック図である。
【００６２】
　本実施例は、図１２に示した第３の実施例における映像信号送出機１００に通信インタ
ーフェース部１０３を設け、映像表示装置３００には通信インターフェース部３０６およ
び入力手段３０７を設けたものである。
【００６３】
　本実施例においても映像信号送出機１００は、映像信号発生回路１０２のみを内蔵して
基準信号発生手段１０１について内蔵しない。基準信号発生手段１０１は、ＣＤ－ＲＯＭ
やＤＶＤ－ＲＯＭ、ＵＳＢメモリ、メモリカード等の持ち運び可能な媒体であり、これら
に格納されたプログラムを映像信号送出機１００が取り込んで実行することにより基準信
号を送出可能としている。映像信号送出機１００として特別な装置を必要とせず、一般的
なＰＣ等を利用することができる。
【００６４】
　基準信号発生手段１０１に格納されたプログラムにより、映像信号送出機１００は、映
像信号発生手段１０２には波形等化動作を行うことができる状況にある旨のオンスクリー
ンメニューを示す映像信号を伝送路２００へ送出させるとともに基準信号を発生して映像
信号へ挿入する。映像表示装置３００の利用者が波形等化動作を行う旨の入力を入力手段
３０７へ行うと、波形等化動作を行う旨のコマンドが制御部３０４へ送出される。制御部
３０４は送られてきた基準信号を用いて波形等化動作を行う。
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【００６５】
　波形等化動作を終了する旨の入力が入力手段３０７になされると、波形等化動作を終了
する旨のコマンドが制御部３０４および通信インターフェース部３０６より通信ケーブル
２０１を介して通信インタフェース部１０３へ送出される。制御部３０４波形等化動作を
終了する旨のコマンドを受け取って波形等化動作を終了し、映像信号送出機１００は、通
信インタフェース部１０３を介して波形等化動作を終了する旨のコマンドを受け取ると、
映像信号発生手段１０２には波形等化動作を終了する旨のオンスクリーンメニューを示す
映像信号を伝送路２００へ送出させ基準信号を映像信号に挿入することを停止する。
【００６６】
　なお、第１ないし第３の実施例と同様に複数の映像信号はＲＧＢ信号だけとは限らず、
色差信号（ＹＣｂＣｒ又はＹＰｂＰｒ）であってもよい。
【００６７】
　波形等化動作を炊事行わない実施例の場合、波形等化処理を行った後に、映像表示装置
のサンプリング周波数が変更されることがある。このとき再度波形等化処理を行って新し
いサンプリング周波数に適した補正用フィルタ係数を求める代わりに補間処理によってフ
ィルタ係数を求めることができる。
【００６８】
　上記の補間処理について図１４を参照しながら説明する。
【００６９】
　まず、機器の初期設置調整時に映像信号送出機１００から基準信号を送出する。映像表
示装置３００では受信信号を解像度XGA（１０２４×７６８）、垂直同期周波数６０Hzと
して、図１４（ａ）に示される補正周波数特性により伝送路の波形等化処理を行う。この
とき映像表示装置におけるサンプリング周波数は６５MHｚである。
【００７０】
　その後、映像表示装置３００のサンプリング周波数がSXGA（１２８０×１０２４）、垂
直周波数６０Hzの信号用の１０８MHｚに変更され、実際に必要とされる補正周波数特性は
図１４（ｂ）に示すものとした場合、補正周波数XGA受信時に最適化したフィルタ係数で
は十分な波形等化効果を得ることができない。
【００７１】
　そこで、本実施例においては、制御部３０４は補正周波数特性を記憶する記憶部（不図
示）を備え、XGA受信時に求めた６５MHｚ／２までの補正周波数特性を制御部３０４の記
憶部に格納し、図１４（ｃ）の実線に示すように、XGA受信時に求めた６５MHｚ／２まで
の特性を、図１４（ｃ）の破線に示すように、１０８MHｚ／２まで延長してフィルタ係数
を補間することで対応することができる。または、図１４（ｄ）の実線に示すように、XG
A時に求めた６５ＭＨｚ／２までの特性はそのまま使用し、図１４（ｄ）の破線に示すよ
うに、１０８MHｚ／２のときに利得１となるようにフィルタ係数を求めても良い。
【００７２】
　次に、上記の各実施例で行われるゲイン調整について述べる。周波数軸上での周波数補
正特性のＤＣのゲインもしくは、実際にＦＩＲフィルタに与えるフィルタ係数の総和を"
Ｇ"とした場合にＡ／Ｄコンバータ３０１１には通常のゲイン設定値に対してＧ倍を行い
、実際にＦＩＲフィルタ３０１２に与える係数は１／Ｇとする（周波数領域で補正特性全
体に１／Ｇしても良い）。これにより、レベルが小さく入った場合にＡ／Ｄ変換のＳＮ劣
化を低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の一実施例の概略構成を示すブロック図である。
【図２】（ａ）～（ｃ）のそれぞれは、図１中の基準信号発生手段１０１が発生する基準
信号を示す図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）のそれぞれは、図１中の波形等化部３０１～３０３と制御部３０
４および基準信号発生手段３０５との関係を示す回路図である。



(12) JP 5242924 B2 2013.7.24

10

20

【図４】図３中のＦＩＲフィルタ３０１２およびＩＩＲフィルタ３０１３の構成を示す図
である。
【図５】図３中の制御部３０４により行われる補正の概念を示す図である。
【図６】図３中の制御部３０４の動作を示すフローチャートである。
【図７】図６に示したフローチャートの要所毎の波形を具体的に示す図である。
【図８】図３中のノイズ低減回路３０１４の構成を示す回路図である。
【図９】サンプリング周波数（Ｆｓ）が基準信号の周波数の２倍の場合の補正周波数特性
の取得を説明するための図である。
【図１０】サンプリング周波数（Ｆｓ）が基準信号の周波数と同じ場合の補正周波数特性
の取得を説明するための図である。
【図１１】本発明の第２の実施例の概略構成を示すブロック図である。
【図１２】本発明の第３の実施例の概略構成を示すブロック図である。
【図１３】本発明の第４の実施例の概略構成を示すブロック図である。
【図１４】（ａ）～（ｄ）のそれぞれは補間処理について説明するための図である。
【符号の説明】
【００７４】
　１００　　映像信号送出機
　１０１　　基準信号発生手段
　１０２，３０５　　映像信号発生回路
　２００　　伝送路
　３００　　映像表示装置
　３０１，３０２，３０３　　波形等化部
　８０１　　バンドパスフィルタ
　８０２　　コアリング回路
　３０１１，３０２１，３０３１　　Ａ／Ｄコンバータ
　３０１２，３０２２，３０３２　　ＦＩＲフィルタ
　３０１３，３０２３，３０３３　　ＩＩＲフィルタ
　３０１４，３０２４，３０３４　　ノイズ低減回路
　３０１５，３０２５，３０３５　　メモリ７
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