
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）補間しようとする各画素に対して現フィールドの１フィールド前のデータと３フィ
ールド前のデータをもって第１の動き値を，前記現フィールドの２フィールド前のデータ
と４フィールド前のデータをもって第２の動き値を，前記現フィールドまたは前記現フィ
ールドの４フィールド前のデータと１フィールド前のデータおよび２フィールド前のデー
タをもって第３の動き値を抽出する第１ステップと，
（２）前記現フィールドのデータと１フィールド前のデータをもって動き値を抽出し，そ
の抽出された動き値を累積して第１の動き程度値を抽出する第２ステップと，
（３）前記現フィールドの１フィールド前のデータと２フィールド前のデータをもって第
４の動き値を抽出・累積して第２の動き程度値を抽出する第３ステップと，
（４）前記現フィールドの２フィールド前のフィールド内の現ラインと，前記現ラインに
対して１ライン，２ラインおよび３ライン前のラインの画素をもって面領域抽出と補間し
ようとする画素の境界方向性を探し，フィールド内補間する画素値を求める第４ステップ
と，
（５）前記第１の動き値と面領域および第１，第２の動き値によって求められたヒストリ
ー値をもって現フィールドが速い動きのある映像であるかを判断する第５ステップと，
（６）前記第１，第３の動き値と前記ヒストリー値をもって動き境界維持映像を，前記第
１の動き値と前記ヒストリー値をもって２つの隣接するフィールド間のノイズ映像をそれ
ぞれ抽出する第６ステップと，
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（７）前記第１の動き値と前記第２の動き程度値を順次累積・カウントして現フィールド
が静止画フィールドであるかを判断する第７ステップと，
（８）前記第１の動き値と第１，第２の動き程度値をいくつかのフィールドにわたって順
次累積したデータを用いて現フィールドがフィルム映像であるかを判断する第８ステップ
と，
（９）前記フィルム映像である場合，前記第１の動き程度値をもってベッドエディト映像
と，字幕映像で静止字幕と動く字幕とをそれぞれ抽出する第９ステップと，
（１０）前記判断の結果，フィルム映像でない場合，前記フィルム映像でベッドエディト
映像である場合，前記字幕領域で静止字幕または動く字幕である場合，および前記速い動
きのある映像である場合は，前記求めたフィールド内補間する画素値に補間する第１０ス
テップと，
（１１）前記第１０ステップの条件を含む前記現フィールドが静止画である場合，前記第
２の動き値によって画素の動きがないものと判断される場合，前記速い動きのある映像に
属する画素でない場合，前記動き境界維持映像に属する画素と判断される場合，および前
記フィールド間ノイズ映像に属する画素と判断される場合は，前記フィールド間補間を行
って補間画素値を求める第１１ステップと，
（１２）前記現フィールドが静止画と判断される場合，前記各画素の第２の動き値が小さ
な場合，前記求めたフィールド内画素値とフィールド間画素値とを比較して予め定めた基
準値の以下である場合は，動きの少ない映像と判断してフィールド内補間する画素値に補
間する第１２ステップと，
を含むことを特徴とする，映像信号のデインターレース方法。
【請求項２】
　前記補間しようとするフィールドを現フィールドの２フィールド前のフィールドと設定
し，補間しようとするフィールドのラインを現ラインの２ライン前のラインと３ライン前
のラインとの間に設定することを特徴とする，請求項１に記載の映像信号のデインターレ
ース方法。
【請求項３】
　前記第１の動き値の抽出は，前記現フィールドの１フィールド前のフィールドと３フィ
ールド前のフィールドとにおいて，同一の位置にある周辺の画素間の差の絶対値で求めら
れることを特徴とする，請求項１または２に記載の映像信号のデインターレース方法。
【請求項４】
　前記第２の動き値の抽出は，前記現フィールドの２フィールド前のフィールドと４フィ
ールド前のフィールドとにおいて，同一の位置にある画素間の差の絶対値で求められるこ
とを特徴とする，請求項１～３のいずれかに記載の映像信号のデインターレース方法。
【請求項５】
　前記面領域の抽出は，
（４－１）前記２フィールド前のフィールド内の現ラインの１ライン前のラインと２ライ
ン前のラインのそれぞれにおいて水平方向画素の第１の差値を求めるステップと，
（４－２）前記現ラインの１ライン前のラインと２ライン前のラインとにおいて垂直方向
画素の第２の差値を求めるステップと，
（４－３）前記現ラインと１ライン前のラインの垂直画素と，左右４５°の画素と，左右
２６°の画素との第３の差値を求めるステップと，
（４－４）前記現ラインの２ライン前のラインと３ライン前のラインの垂直画素と，左右
４５°の画素と，左右２６°の画素との第４の差値を求めるステップと，
（４－５）前記現ラインの１ライン前のラインと２ライン前のラインの画素と，左右４５
°の画素と，左右２６°の画素との第５の差値を求めるステップと，
（４－６）前記第１，第２の差値が予め定められた基準値の以下であるか，前記第３～第
５の差値が予め定められた基準値の以下である場合，面領域として抽出するステップと，
を含むことを特徴とする，請求項１～４のいずれかに記載の映像信号のデインターレース
方法。
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【請求項６】
　前記面領域を抽出するとき，第１～第５の差値は，前記現ラインの１ライン前のライン
と２ライン前のラインとをもって求められることを特徴とする，請求項５に記載の映像信
号のデインターレース方法。
【請求項７】
　前記ヒストリー値の抽出は，
（５－１）前記第１の動き値と前記第２の動き値の最小値が，基準値の以上である場合は
，動きがあると判断して予め定められた値を引くステップと，
（５－２）前記第１の動き値と前記第２の動き値の最小値が，基準値の以下である場合は
，動きがないと判断して予め定められた値を加えるステップと，
（５－３）前記引いた値がゼロ以下である場合は，０を，前記引いた値が計算しようと定
めたフィールド数を超過する場合は，フィールドの数を付与し，その他は，前記引いた値
を抽出するステップと，
を含むことを特徴とする，請求項１～６のいずれかに記載の映像信号のデインターレース
方法。
【請求項８】
　前記速い動きのある映像の抽出は，
　前記第１の動き値が予め決めた基準値の以上である場合，速い動きのある映像と，前記
ヒストリー値が予め定めた基準値の以下であり前記面領域に抽出される場合，前記補間す
る画素を速い動きのある映像として抽出することを特徴とする，請求項１～７のいずれか
に記載の映像信号のデインターレース方法。
【請求項９】
　前記第４の動き値の抽出は，
　前記現フィールドの２フィールド前のフィールドの補間しようとする画素の垂直に上方
の画素と前記現フィールドの１フィールド前のフィールドにおいて２フィールド前のフィ
ールドの補間しようとする同一の位置にある画素間の差の絶対値を求め，
　前記現フィールドの２フィールド前のフィールドの補間しようとする画素の垂直に下方
の画素と前記１フィールド前のフィールドにおいて同一の位置にある画素間の差の絶対値
を求めることを特徴とする，請求項１～８のいずれかに記載の映像信号のデインターレー
ス方法。
【請求項１０】
　前記動き境界維持映像の抽出は，
　前記第２の動き値の最小値と第１の動き値および第４の動き値が予め定めた基準値の以
下であり前記ヒストリー値が基準値の以上である場合，前記補間する画素を動き境界維持
映像として抽出することを特徴とする，請求項１～９のいずれかに記載の映像信号のデイ
ンターレース方法。
【請求項１１】
　前記フィールド間ノイズ映像の抽出は，
　前記第２の動き値の最小値と前記ヒストリー値が予め定めた基準値の以下であり前記第
１の動き値が予め定めた基準値の以上である場合，前記補間しようとする画素をフィール
ド間ノイズ映像として抽出することを特徴とする，請求項１～１０のいずれかに記載の映
像信号のデインターレース方法。
【請求項１２】
　映像信号のラインとラインとを補間する装置において，
（１）現フィールドの２フィールド前のフィールド内の現ラインと１ライン，２ラインお
よび３ライン遅延された画素をもって面領域と補間するデータをフィールド内で検出する
フィールド内ピクセル処理手段と，
（２）前記現フィールドの１フィールド前のデータと３フィールド前のデータ，前記現フ
ィールドの２フィールド前のデータと４フィールド前のデータ，前記現フィールドまたは
前記現フィールドの４フィールド前のデータと１フィールド前のデータおよび２フィール
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ド前のデータをもってそれぞれ第１～第３の動き値と第１，第２の動き程度値を検出する
動き値発生手段と，
（３）前記動き値発生手段で得られた第１，第２の動き値をもって複数のフィールド情報
を用いることができるヒストリー値を検出するヒストリー制御手段と，
（４）前記動き検出手段で検出された第１の動き値と前記フィールド内ピクセル処理手段
で得られた面領域および前記ヒストリー制御手段で得られたヒストリー値をもって速い動
きの映像を検出する速い映像処理手段と，
（５）前記動き値発生手段で検出された第１，第２の動き程度値と第１の動き値および外
部の字幕領域垂直／水平位置信号に基づいてフィルム映像と字幕領域を検出し，その検出
されたフィルム映像および字幕領域によって補間するフィールドデータを決定するフィル
ム映像処理手段と，
（６）前記動き値発生手段で得られた第１の動き値と第２の動き程度値を累積・カウント
して静止画を検出する静止画処理手段と，
（７）前記動き値発生手段の第１の動き値と前記ヒストリー制御手段で得られたヒストリ
ー値をもって隣接するフィールド間のノイズ映像を検出するフィールド間ノイズ映像処理
手段と，
（８）前記動き値発生手段の第１，第３の動き値と前記ヒストリー制御手段で得られたヒ
ストリー値をもって動き境界維持映像を検出する動き境界維持映像処理手段と，
（９）前記検出された第２の動き値と前記速い動きの映像，静止画，フィールド間ノイズ
映像，動き境界維持映像および前記フィルム映像処理手段で得られたフィルム映像と字幕
映像の決定によって前記検出されたフィールド内補間するデータと前記現フィールドの１
フィールド前または３フィールド前のフィールド間データを選択的に補間して出力する合
成手段と，
を備えたことを特徴とする，映像信号のデインターレース装置。
【請求項１３】
　前記フィールド内ピクセル処理手段は，
（１－１）前記現フィールドの３フィールド前のフィールド内の現ライン，１ライン，２
ライン，３ライン遅延された画素を用いて補間しようとする画素周辺の境界方向性を探し
，その方向性によって補間するデータをフィールド内で検出して出力するフィールド内境
界処理手段と，
（１－２）前記現フィールドの３フィールド前のフィールド内の現ライン，１ライン，２
ライン，３ライン遅延された画素のうちから空間的に上下の画素をもって前記種々の角度
の方向性のうちから所定の傾きを有する画素の差値と予め定めた基準値との比較で面領域
を検出する面領域検出手段と，
を備えたことを特徴とする，請求項１２に記載の映像信号のデインターレース装置。
【請求項１４】
　前記フィールド内境界処理手段は，
（１－１－１）前記現フィールドの３フィールド前のフィールド内の現ラインに対して１
ライン遅延された画素と２ライン遅延された画素をもって種々の角度の境界方向性に対す
る差値を出力する境界ピクセル差発生手段と，
（１－１－２）前記現フィールドの３フィールド前のフィールド内の現ラインに対して１
ライン遅延された画素と２ライン遅延された画素をもって種々の角度の境界方向性に対す
る画素の平均値を出力する境界ピクセル値発生手段と，
（１－１－３）前記現フィールドの３フィールド前のフィールド内の現ラインと前記現ラ
インに対して１ライン，２ライン，３ライン遅延された画素をもって種々の角度の方向性
に対する画素の変化値を求め，基準値との比較で境界の存在有無を検出して境界存在信号
を出力する境界選択手段と，
（１－１－４）前記境界ピクセル差発生手段から入力される種々の角度の方向性に対する
差値と前記境界選択手段から入力される境界存在信号によって最終的に補間する境界の方
向性を求める方向性選択手段と，
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（１－１－５）前記方向性選択手段の境界方向選択値に基づいて前記境界ピクセル値発生
手段の平均値のうちから１つを選択して現在補間する画素値を出力する画素選択手段と，
を備えたことを特徴とする，請求項１３に記載の映像信号のデインターレース装置。
【請求項１５】
　前記方向性選択手段は，
（１－１－４－１）前記境界ピクセル差発生手段と境界選択手段で得られた種々の角度の
境界方向性に対する差値と前記種々の角度の境界方向性に対する境界存在信号をもって１
である角度の境界方向性に対する右方向最小値を選択する右最小値選択手段と，
（１－１－４－２）前記境界ピクセル差発生手段と境界選択手段で得られた種々の角度の
境界方向性に対する差値と前記種々の角度の境界方向性に対する境界存在信号をもって１
である角度の境界方向性に対する左方向最小値を選択する左最小値選択手段と，
（１－１－４－３）前記選択された右方向最小値と左方向最小値のうち最小値を選択して
補間する境界方向選択値を出力する左右方向最小値選択手段と，
を備えたことを特徴とする，請求項１４に記載の映像信号のデインターレース装置。
【請求項１６】
　前記動き値発生手段は，
（２－１）前記現フィールドの１フィールド遅延されたフィールドと３フィールド遅延さ
れたデータをもって第１の動き値を検出する第１の動き計算手段と，
（２－２）前記現フィールドの２フィールド遅延されたデータと４フィールド遅延された
データをもって最小動き値と最大動き値を有する第２の動き値を検出する第２の動き計算
手段と，
（２－３）前記現フィールドまたは前記現フィールドの４フィールド前のデータと１フィ
ールド前のデータ，２フィールド前のデータおよび前記第２の動き値の最大値をもって前
記第３の動き値を検出する動き境界維持計算手段と，
（２－４）前記現フィールドと前記現フィールドの１フィールド遅延されたフィールドの
データをもって累積し，前記第１の動き程度値を検出するベッドエディト計算手段と，
（２－５）前記現フィールドの１フィールド前のデータと２フィールド前のデータをもっ
て累積し，２：２フィルム映像の探知に使用される前記第１の動き程度値を検出するフィ
ルム計算手段と，
を備えたことを特徴とする，請求項１２～１５のいずれかに記載の映像信号のデインター
レース装置。
【請求項１７】
　前記フィルム映像処理手段は，
（５－１）前記動き値発生手段で得られた第１の動き値をいくつかのフィールドにわたっ
て順次累積して基準値との比較で現在入力される映像が３：２フィルム映像であるかを検
出する第１のフィルム検出手段と，
（５－２）前記動き値発生手段で得られた第２の動き程度値によって現フィールド内の画
素別の動き値を累積して基準値との比較で２：２フィルム適応基準値を発生するフィルム
基準値計算手段と，
（５－３）前記動き値発生手段の第２の動き程度値をいくつかのフィールドにわたって順
次累積して前記フィルム基準値計算手段のフィルム適応基準値との比較で現在入力される
映像が２：２フィルム映像であるかを検出する第２のフィルム検出手段と，
（５－４）前記第１，第２のフィルム検出手段で検出されたフィルム映像モードによって
前記動き値発生手段で得られた第１の動き程度値をもってベッドエディト映像を検出する
ベッドエディト検出手段と，
（５－５）前記検出されたフィルムモードおよびベッドエディト映像モードによってフィ
ルム映像において補間するフィールドを選択するフィルム選択手段と，
（５－６）前記フィルム選択手段で選択されたフィルム映像モードによって既に設定され
た字幕垂直／水平位置と前記動き値発生手段の第１の動き程度値をもって字幕領域を定め
，その字幕領域から字幕映像を検出する字幕領域検出手段と，
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を備えたことを特徴とする，請求項１２～１６のいずれかに記載の映像信号のデインター
レース装置。
【請求項１８】
　ベッドエディト検出手段は，
（５－４－１）前記動き値発生手段の第１の動き程度値を任意のフィールドにわたって累
積し，前記累積された任意のフィールド内の動き程度値から最大値と最小値を除いた残り
の値を計算して３：２および２：２フィルム適応基準値を発生する第１，第２のフィルム
ベッドエディト基準値計算手段と，
（５－４－２）前記第１のフィルム検出手段の３：２フィルム映像モードによって前記３
：２フィルム適応基準値と前記動き値発生手段で得られた第１の動き程度値とを比較し，
次の進行して行くフィールドが３：２フィルムベッドエディト映像であることを検出する
第１のフィルムベッドエディト検出手段と，
（５－４－３）前記第２のフィルム検出手段の２：２フィルム映像モードによって前記２
：２フィルム適応基準値と前記第１の動き程度値とを比較し，次の進行して行くフィール
ドが２：２フィルムベッドエディト映像であることを検出する第２のフィルムベッドエデ
ィト検出手段と，
（５－４－４）前記第１，第２のフィルムベッドエディト検出手段で検出された３：２お
よび２：２フィルムベッドエディト映像を論理和して出力する第１の論理和手段と，
を備えたことを特徴とする，請求項１７に記載の映像信号のデインターレース装置。
【請求項１９】
　前記字幕領域検出手段は，
（５－６－１）前記フィルム選択手段で選択されたフィルム映像モードおよび前記設定さ
れた字幕垂直／水平位置によって前記第１の動き程度値を任意のフィールドにわたって累
積して計算した値と前記字幕領域で求められた動き値と比較し，次の進行して行くフィー
ルドが静止字幕および動く字幕であることをそれぞれ検出する静止の字幕および動く字幕
検出手段と，
（５－６－２）前記静止字幕検出手段で検出された静止した字幕と前記動く字幕検出手段
で検出された動く字幕とを論理和して出力する第２の論理和手段と，
を備えたことを特徴とする，請求項１７または１８に記載の映像信号のデインターレース
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，映像信号のデインターレース（ｄｅｉｎｔｅｒｌａｃｅ）方法およびデイン
ターレース装置にかかり，より詳しくは，フィールドからなる飛越走査（ｉｎｔｅｒｌａ
ｃｅｄ　ｓｃａｎｎｉｎｇ）方式の映像を同数のフレームからなる順次走査（ｐｒｏｇｒ
ｅｓｓｉｖｅ　ｓｃａｎｎｉｎｇ）方式の映像に変換するとき，映像モードによって発生
する各種の現象，すなわち，階段状，水平櫛歯状の残像，ノイズ発生現象などを解決して
，よりきれいな画質を保障し，また，静止画，フィルムモードの映像および字幕映像につ
いては，写真に近い映像に再生するとともに元の映像に近く復元して画質を向上させる，
映像信号のデインターレース方法およびデインターレース装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に，飛越走査方式の映像のディスプレイは，画面の奇数ラインの集合である奇数フ
ィールド（ｏｄｄ　ｆｉｅｌｄ）と偶数ラインの集合である偶数フィールド（ｅｖｅｎ　
ｆｉｅｌｄ）とが交互に時間差を置いて繰り返して示される形で表現される。
【０００３】
　飛越走査方式を使用するシステムとしては，既存のアナログＴＶ，ビデオカメラまたは
ビデオカセットレコーダ（ＶＣＲ）などが挙げられ，これらはいずれも，信号処理，すな
わち，転送，格納，ディスプレイなどが飛越走査方式で行われる。そして，ＡＴＳＣ規格
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のデジタルＴＶにおいても，１９２０×１０８０ｉと７２０×４８０ｉフォーマットは，
飛越走査方式である。順次走査方式を使用するシステムとしては，パソコンが中心となる
が，現在，多くのパソコンのディスプレイは，順次走査方式を採っている。そして，デジ
タルＴＶにおいて，１９２０×１０８０ｐ，１２８０×７６８ｐ，１２８０×７２０ｐ，
７２０×４８０ｐフォーマットは，順次走査の方式である。画面の処理方式が飛越走査と
順次走査とに分けられる理由は，表現しようとする画面の内容が互いに異なっているため
であると言える。すなわち，同様な周波数帯域幅が与えられるとすれば，動きのある動画
の表現には飛越走査の方式が良い画質が得られる点から有利であり，線や点が多く静止画
面の多いパソコンの画面の表現においては，順次走査方式の方がより良い画質が得られる
点から有利である。
【０００４】
　なお，通常，動画とパソコン画面とを同時に１つの装置にディスプレイする場合は，順
次走査方式でディスプレイしている。この理由としては，点や線などからなる静止画を飛
越走査方式でディスプレイすると，画質の劣化が目立つためである。そして，ディスプレ
イ装置にもよるが，一般のＴＶに多く使用されている陰極線管（ＣＲＴ）を用いたディス
プレイ装置は，高圧のディフレクションを行う必要があり，高圧の電流の変動を少なくす
るため，水平周波数の小さな飛越走査を採用するのが有利である。その反面，ＰＤＰ，Ｌ
ＣＤ，ＤＬＰなどを用いたフラットなディスプレイ装置では，高圧のディフレクションを
行う必要がないため，ラインフリッカ（ｌｉｎｅ　ｆｌｉｃｋｅｒ）や画面フリッカ（ｌ
ａｒｇｅ　ａｒｅａ　ｆｌｉｃｋｅｒ），走査線の感知などの欠点を有する飛越走査方式
よりは，通常，順次走査方式を採用している。
【０００５】
　デジタル時代には，多くの映像をデジタルとして処理するようになり，これをパソコン
のＨＤＤに格納したりパソコンでディスプレイしたりするが，これとは反対に，パソコン
画面をＴＶに連結してディスプレイするのを希望するユーザも出ている。そして，デジタ
ルＴＶ時代には，大画面・高画質でありながら，既存のＣＲＴを中心としたディスプレイ
装置から，軽くて大画面が表示可能なフラットディスプレイ装置へと中心が移りつつある
。
【０００６】
　かかる理由から，飛越走査方式の動画を順次走査方式のものに変換するデインターレー
ス過程を行う必要があるが，かかるデインターレースを簡単なハードウェアで構成できる
方法としては，ライン繰り返し法（ｌｉｎｅ　ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ），フィールド内補
間法（ｉｎｔｒａ－ｆｉｅｌｄ　ｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎ），フィールド間補間法（
ｉｎｔｅｒ－ｆｉｅｌｄ　ｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎ），動き適応補間法（ｍｏｔｉｏ
ｎ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎ）などが挙げられる。
【０００７】
　ライン繰り返し法は，補間しようとするラインを同一のフィールド内の上方のラインを
単純に繰り返して生成する方式である。このライン繰り返し法は，最も単純なハードウェ
アにて実現できるが，補間後，斜線状の境界が階段状に見えるなど，画質が非常に低下す
るという短所がある。
【０００８】
　フィールド内補間法は，補間しようとする画素の同一のフィールド内の上下方の画素を
用いて足し算や割り算などの算術的な計算によって補間する画素値を求める方式である。
かかるフィールド内補間法は，ライン繰り返し法に比べて階段状が発生する現象は，減少
されるが，静止画については，１フィールドの情報のみを用いてフレームを作り出す結果
となるため，垂直解像度が半分に低下してしまう短所がある。
【０００９】
　また，フィールド間補間法は，現フィールドの補間しようとするラインを前フィールド
の同一位置にあるラインを持ってきて挿入することで行われる。かかるフィールド間補間
法では，静止画に対しては垂直解像度が良くなる結果が得られるが，時間が少し異なる２
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つの画面が重なり合うようになるため，全体として動きのある画面では，揺れの現象が発
生し，局部的に動く物体がある画面では，水平櫛歯状の残像が，物体が動く方向を追うよ
うな現象が起こる短所がある。
【００１０】
　さらに，動き適応補間法は，補間しようとする画素の位置で周辺の画素の動き状態を検
出し，検出された動き値によって，フィールド内補間法とフィールド間補間法のうちのい
ずれか一方を選択するようにする方式である。この方式は，前述の２つの方式に比べて，
動きのある画面乃至静止画については垂直解像度が良くなる結果が得られるが，種々の形
態の映像に対する補間機能は，低下する。特に，ノイズの多い映像では，部分的な揺れ現
象が激しくなり，多くの映像では，動きが多く一部分で動きがない場合，動き値抽出時に
発生するノイズにより，動きのある映像と静止している映像との境界部分でノイズが発生
する。そして，奇数フィールドは，奇数フィールド同士，偶数フィールドは，偶数フィー
ルド同士，動き値を発生しており，これによって，非常に速い映像において動きの抽出が
できなくなって水平櫛歯状の残像が発生する。
【００１１】
　前述のように，簡単なハードウェアでは，飛越走査方式の映像を順次走査方式の映像に
変換するのは，画質低下の問題点があり，好ましくない。前述の問題点を解決するために
は，ハードウェアが複雑化するとしても，補間しようとする画素の位置で周辺画素の動き
状態を検出し，検出された動き値によって，フィールド内補間法とフィールド間補間法と
のいずれか１つを選択するようにする。このようにすれば，静止している物体に対しては
，垂直解像度がそのまま維持されるフィールド間補間を行い，また，動きのある映像に対
しては，水平櫛歯状の残像が残らないようにフィールド内補間を行うようになる。上記の
ようなデインターレース方法を，向上した動き適応デインターレース方法と呼ぶ。向上し
た動き適応デインターレース方法は，動きを検出するために使用されるフィールドメモリ
の数によって，その複雑さや画質の改善の程度が大きく変化するが，一般に，３フィール
ドまたは４フィールドのメモリを使用して３２フィールドまで使用可能となるように，ヒ
ストリー（Ｈｉｓｔｏｒｙ）を用いて具現する。
【００１２】
【特許文献１】米国特許第５９２９９１８号明細書
【特許文献２】米国特許第６２６２７７３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は，上記のような向上した動き適応デインターレースを行いながらも画質を既存
の方法に比べて一層向上させるためにいくつかの技術を提供するためのものであり，本発
明で新しく提案する技術は，大きく１０に分けられる。
【００１４】
　第一に，動きのあるものと判断された画素に対してフィールド内補間を行うとき，単に
上下の画素を平均値として取って補間するのではなく，周辺の境界方向に応じて補間する
方向の角度を異ならせ，また，境界の方向を安定して探すため種々の非線型フィルタを適
用する技術である。
【００１５】
　第二に，瞬間的に１フィールドでのみ現われてから消えるか他の部分に移動する，非常
に速い動きを有する部分に対して正確に検出することで，誤った検出による水平櫛歯状残
像の発生を防止する技術である。
【００１６】
　第三に，複数のフィールドにわたって静止画である場合，静止画であることを抽出し，
ノイズが起こるとしても，フィールド間補間を行って，写真のようにきれいな画面を表示
する技術である。
【００１７】

10

20

30

40

50

(8) JP 3927557 B2 2007.6.13



　第四に，動きの多い部分と静止している部分との境界において補間時に発生するノイズ
を，フィールド間補間を用いて除去する技術である。
【００１８】
　第五に，フィールド間に発生するノイズを抽出して除去する技術である。
【００１９】
　第六に，動きの少ない映像を抽出して水平櫛歯状の発生を防止する技術である。
【００２０】
　第七に，動き値のヒストリーを用い，少ない格納装置をもって複数のフィールド情報を
把握して補間を行う技術である。
【００２１】
　第八に，元の映像がフィルムであるものに対しては，元の映像において同一のフレーム
に相当するフィールドを共に付けることで最も良いデインターレースを行うことができる
が，他の外部的な情報無しに入力される映像のみをもって元の映像がフィルム映像である
かが判断できるようにする技術と，同一のフレーム内のフィールドを他のフレームのフィ
ールドと混同することなく付けるための技術とに分けられる。
【００２２】
　第九に，フィルムモードの映像に対して元の映像に近く復元して編集上で誤りのあるフ
ィルム映像を抽出し，その誤って抽出されたフィルム映像で発生する階段状に見える現象
を解決する技術である。
【００２３】
　第十に，フィルムモードの映像に対して字幕領域を設定することで，静止字幕が現われ
る時と消える時に発生する水平櫛歯状をなくし，動く字幕で発生する階段状に見える現象
の問題を解決することで，画質を向上した技術である。
【００２４】
　上記第一の技術と類似した技術が，米国特許第５９２９９１８号明細書と同第６２６２
７７３号明細書に開示されている。米国特許第５９２９９１８号明細書では，動きが検出
されてフィールド内補間を行うとき，１つのラインメモリを用いて補間するが，補間する
角度は，垂直方向または正負４５°の３方向の境界に沿って補間を行うようになっており
，また，米国特許第６２６２７７３号明細書では，１１つの方向の境界に沿って補間を行
うようになっているが，ラインメモリを３つ使用している。上記２つの特許によれば，ラ
インメモリが多く使用される場合，回路設計が複雑化するが，多数の方向の境界によって
補間をすることができるため画質が向上し，また，ラインメモリを少なく使用する場合は
，ハードウェアは簡単であるが，補間できる方向が少ないため画質が低下することが考え
られる。
【００２５】
　本発明では，ラインメモリを３つ使用し，１５つの境界方向に対して補間を行うように
なっているが，ここで重要な点は，１５つ方向の境界を，誤りの発生確率が少なくなるよ
うにして探す技術である。
【００２６】
　上記第二～第六の技術は，一般の映像で発生し得る種々の状況で誤った補間によるノイ
ズと画質劣化，櫛歯状残像，ブロック発生などを防止することで，きれいな映像が表現で
きるようにする技術である。
【００２７】
　上記第七の技術は，制限された格納装置から複数のフィールド情報を利用することがで
きるようにして上記第二～第六の技術を具現可能とする技術である。
【００２８】
　上記第八の技術によれば，デジタルＴＶ時代を迎え，これから良質の映画フィルムをＨ
ＤＴＶ飛越走査フォーマットのうちの１つである１９２０×１０８０ｉで放送することが
増加すると予想されるが，受信装置で完璧に元の映像と同じ順次走査の画面に再現するこ
とができ，一層映画鑑賞の楽しみが増大できるようになる。
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【００２９】
　第九の技術は，映画フィルムの編集中に発生するベッドエディト（ｂａｄ　ｅｄｉｔ）
を抽出することで，より元の映像に近く補間する技術である。
【００３０】
　第十の技術は，デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）やＶＣＲで字幕を生成する時に発生
する問題点を解決することで，字幕部分に発生する画質低下を防止する技術である。
【００３１】
　本発明で提案するまた他の技術については，以下の詳細な説明と添付の図面からより明
確になるだろう。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　上記の目的を達成するための本発明に係る映像信号のデインターレース方法によれば，
補間しようとする各画素に対して現フィールドと１フィールド前のデータと３フィールド
前のデータをもって第１の動き値を，前記現フィールドの２フィールド前のデータと４フ
ィールド前のデータをもって第２の動き値を，前記現フィールドまたは前記現フィールド
の４フィールド前のデータと１フィールド前のデータおよび２フィールド前のデータをも
って第３の動き値を抽出するステップと，前記現フィールドのデータと１フィールド前の
データをもって動き値を抽出し，その抽出された動き値を累積して第１の動き程度値を抽
出するステップと，前記現フィールドの１フィールド前のデータと２フィールド前のデー
タをもって第４の動き値を抽出・累積して第２の動き程度値を抽出するステップと，前記
現フィールドの２フィールド前のフィールド内の現ラインと前記現ラインに対して１ライ
ン，２ラインおよび３ライン前のラインの画素をもって面領域抽出と補間しようとする画
素の境界方向性を探してフィールド内補間する画素値を求めるステップと，前記第１の動
き値と面領域および第１，第２の動き値によって求められたヒストリー値をもって現フィ
ールドが速い動きのある映像であるかを判断するステップと，前記第１，第３の動き値と
前記ヒストリー値をもって動き境界維持映像を，前記第１の動き値と前記ヒストリー値を
もって２つの隣接するフィールド間のノイズ映像をそれぞれ抽出するステップと，前記第
１の動き値と前記第２の動き程度値を順次累積・カウントして現フィールドが静止画フィ
ールドであるかを判断するステップと，前記第１の動き値と第１，第２の動き程度値をい
くつかのフィールドにわたって順次累積したデータを用いて現フィールドがフィルム映像
であるかを判断するステップと，前記フィルム映像である場合，前記第１の動き程度値を
もってベッドエディト映像と字幕領域から静止字幕と動く字幕とをそれぞれ抽出するステ
ップと，前記判断の結果，フィルム映像でない場合，前記フィルム映像でベッドエディト
映像である場合，前記字幕領域で静止字幕または動く字幕である場合，および前記速い動
きの映像である場合は，前記求めたフィールド内補間する画素値に補間するステップと，
前記フィルム映像でない場合，前記フィルム映像でベッドエディト映像である場合，前記
字幕領域で静止字幕や動く字幕である場合，前記現フィールドが静止画である場合，前記
第２の動き値によって画素の動きがないものと判断される場合，前記速い動きのある映像
に属する画素でない場合，前記動き境界維持映像に属する画素と判断される場合，および
前記フィールド間ノイズ映像に属する画素と判断される場合は，前記フィールド間補間を
行って補間画素値を求めるステップと，前記現フィールドが静止画と判断される場合，前
記各画素の第２の動き値が小さな場合，前記求めたフィールド内画素値とフィールド間画
素値とを比較して予め定めた基準値の以下である場合は，動きの少ない映像と判断してフ
ィールド内補間する画素値に補間するステップと，を含む。
【００３３】
　好ましくは，前記面領域の抽出は，前記２フィールド前のフィールド内の現ラインの１
ライン前のラインと２ライン前のラインのそれぞれにおいて水平方向画素の第１の差値を
求めるステップと，前記現ラインの１ライン前のラインと２ライン前のラインとにおいて
垂直方向の画素の第２の差値を求めるステップと，前記現ラインと１ライン前のラインの
垂直画素と，左右４５°の画素と，左右２６°の画素との第３の差値を求めるステップと
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，前記現ラインの２ライン前のラインと３ライン前のラインの垂直画素と，左右４５°の
画素と，左右２６°の画素との第４の差値を求めるステップと，前記現ラインの１ライン
前のラインと２ライン前のラインの画素と，左右４５°の画素と，左右２６°の画素との
第５の差値を求めるステップと，前記第１，第２の差値が予め定められた基準値の以下で
あるか，前記第３～第５の差値が予め定められた基準値の以下である場合，面領域として
抽出するステップと，を含む。
【００３４】
　好ましくは，前記ヒストリー値の抽出は，前記第１の動き値と前記第２の動き値の最小
値が基準値の以上である場合は，動きがあると判断して予め定めた値を引くステップと，
前記第１の動き値と前記第２の動き値の最小値が基準値の以下である場合は，動きがない
と判断して予め定めた値を加えるステップと，前記引いた値がゼロ以下である場合は，０
を，前記引いた値が計算しようと定めたフィールド数を超過する場合は，フィールドの数
を付与し，その他には，前記引いた値を抽出するステップと，を含む。
【００３５】
　好ましくは，前記速い動きの映像の抽出は，前記第１の動き値が予め決めた基準値の以
上である場合は速い動きの映像と，前記ヒストリー値が予め定めた基準値の以下であり前
記面領域として抽出される場合は前記補間する画素を速い動きのある映像として抽出する
ことを特徴とする。
【００３６】
　好ましくは，前記第４の動き値の抽出は，前記現フィールドの２フィールド前のフィー
ルドの補間しようとする画素の垂直に上方の画素と前記現フィールドの１フィールド前の
フィールドにおいて２フィールド前のフィールドの補間しようとする同一の位置にある画
素間の差の絶対値を求め，前記現フィールドの２フィールド前のフィールドの補間しよう
とする画素の垂直に下方の画素と前記１フィールド前のフィールドにおいて同一の位置に
ある画素間の差の絶対値を求めることを特徴とする。
【００３７】
　好ましくは，前記動き境界維持映像の抽出は，前記第２の動き値の最小値と第１の動き
値および第４の動き値が予め定めた基準値の以下であり前記ヒストリー値が基準値の以上
である場合，前記補間する画素を動き境界維持映像として抽出することを特徴とする。
【００３８】
　好ましくは，前記フィールド間ノイズ映像の抽出は，前記第２の動き値の最小値と前記
ヒストリー値が予め定めた基準値の以下であり前記第１の動き値が予め定めた基準値の以
上である場合，前記補間しようとする画素をフィールド間ノイズ映像として抽出すること
を特徴とする。
【００３９】
　本発明に係る映像信号のデインターレース装置によれば，現フィールドの２フィールド
前のフィールド内の現ラインと１ライン，２ラインおよび３ライン遅延された画素をもっ
て面領域と補間するデータをフィールド内で検出するフィールド内ピクセル処理手段と，
前記現フィールドの１フィールド前のデータと３フィールド前のデータ，前記現フィール
ドの２フィールド前のデータと４フィールド前のデータ，前記現フィールドまたは前記現
フィールドの４フィールド前のデータと１フィールド前のデータおよび２フィールド前の
データをもってそれぞれ第１～第３の動き値と第１，第２の動き程度値を検出する動き値
発生手段と，前記動き値発生手段で得られた第１，第２の動き値をもって複数のフィール
ド情報を用いることができるヒストリー値を検出するヒストリー制御手段と，前記動き検
出手段で検出された第１の動き値と前記フィールド内ピクセル処理手段で得られた面領域
および前記ヒストリー制御手段で得られたヒストリー値をもって速い動きの映像を検出す
る速い映像処理手段と，前記動き値発生手段で検出された第１，第２の動き程度値と第１
の動き値および外部の字幕領域垂直／水平位置信号に基づいてフィルム映像と字幕領域を
検出し，その検出されたフィルム映像および字幕領域によって補間するフィールドデータ
を決定するフィルム映像処理手段と，前記動き値発生手段で得られた第１の動き値と第２
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の動き程度値を累積・カウントして静止画を検出する静止画処理手段と，前記動き値発生
手段の第１の動き値と前記ヒストリー制御手段で得られたヒストリー値をもって隣接する
フィールド間のノイズ映像を検出するフィールド間ノイズ映像処理手段と，前記動き値発
生手段の第１，第３の動き値と前記ヒストリー制御手段で得られたヒストリー値をもって
動き境界維持映像を検出する動き境界維持映像処理手段と，前記検出された第２の動き値
と前記速い動きの映像，静止画，フィールド間ノイズ映像，動き境界維持映像および前記
フィルム映像処理手段で得られたフィルム映像と字幕映像の決定によって前記検出された
フィールド内補間するデータと前記現フィールドの１フィールド前または３フィールド前
のフィールド間データを選択的に補間して出力する合成手段と，を備える。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明によれば，飛越走査方式の映像を順次走査方式の映像に変換するとき，当該映像
信号から種々の角度の境界部分を自動に探し，その境界部分に沿ってラインとラインとを
補間し，また，フィルム映像と静止画，字幕映像および速い動きのある映像などを自動に
感知して補間することが可能となる。
【００４１】
　その結果，飛越走査方式の映像を順次走査方式の映像に変換するとき，斜線状の直線境
界が階段状に見える現象の問題点が解決されるとともに，境界部分がスムースな直線状に
連結され，また，速い動きのある部分映像および動きの少ない映像に対して水平櫛歯状の
残像が発生する問題点が解決される。さらに，フィルムモード映像に対して元の映像に近
く復元することで，元の映像の画質が維持される。
【００４２】
　また，動きの多い映像で複数のフィールドの間静止している部分映像と静止画で発生す
るノイズを除去することで，写真に近く再生するだけでなく，編集中に誤って抽出された
フィルム映像と動く字幕で発生する階段状，静止字幕が現われる時および消える時に発生
する水平櫛歯状などをなくすことで画質が向上するという利点が得られる。
【００４３】
　なお，本発明の実施例は，多数実施できるが，以下では，好適な実施例をあげて詳細に
説明する。
【００４４】
　本発明の目的，特徴および利点は，例示のために添付された図面および本発明の好適な
実施例に関する以下の説明からより明確になるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下に添付図面を参照しながら，本発明にかかる映像信号のデインターレース方法およ
びデインターレース装置の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお，本明細書お
よび図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素については，同一の符号を
付することにより重複説明を省略する。
【００４６】
　図１は，本発明に係る映像信号のデインターレース装置の全体を示すブロック図である
。
【００４７】
　本実施形態に係る映像信号のデインターレース装置は，同図に示されたように，入力端
子２１０から入力される現フィールド映像データ（Ｔ＋２）を，第１～第４フィールド遅
延部１０２，１０４，１０６，１０８を介してフィールド単位に格納して順次出力する順
次フィールド遅延部１００と，現フィールド映像データ（Ｔ＋２）と現フィールド映像デ
ータに対して１フィールド遅延された映像データ（Ｔ＋１），２フィールド遅延された映
像データ（Ｔ），３フィールド遅延された映像データ（Ｔ－１）および４フィールド遅延
された映像データ（Ｔ－２）を外部の字幕表示モード信号（ＥＮ５）とフィルムモード信
号（ＥＮ１）およびフィールド間補間する選択信号（ＰＦＳ）によってそれぞれピクセル
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単位に処理してピクセル遅延されたライン映像データ（Ｃ１，Ａ，Ｂ，Ｊ１）と補間する
フィールド間データ（ＩＮＴＥＲ０）を出力するフィールド処理部１１０と，フィールド
処理部１１０から入力される現フィールド映像データ（Ｔ＋２）に対する２フィールド前
のフィールド（Ｔ）内の現ライン映像データ（Ｃ１）を第１～第３のライン遅延部１２２
，１２４，１２６を介してライン単位に格納して出力し，ライン映像データ（Ｊ１）を第
４のライン遅延部１２８を介してライン単位に格納して出力する順次ライン処理部１２０
と，フィールド処理部１１０から入力される現ライン映像データ（Ｃ１）と第１～第３の
ライン遅延部１２２～１２６を介して遅延されたライン映像データ（Ｃ２～Ｃ４）をもっ
て種々の角度の境界部分を探し，その境界部分の方向性によって補間するフィールド内デ
ータ（ＩＮＴＲＡ０）を出力し，速い動きの映像であることを判断するために面領域であ
ることを知らせるデータ（ＶＦＣ）を出力するフィールド内ピクセル処理部１３０と，第
１，第２，第４のライン遅延部１２２，１２４，１２８からそれぞれライン遅延されて入
力される映像データ（Ｃ２，Ｃ３，Ｊ２）と，フィールド処理部１１０から入力されるラ
イン映像データ（Ａ，Ｂ，Ｊ１）を用いて動き値（Ｎ－ＭＡＸ），最小動き値（Ｍ－ＭＩ
Ｎ），最大動き値（Ｍ－ＭＡＸ），動き境界維持条件信号（Ｂ－ＣＯＮ），動き程度値（
ＦＶ，ＢＥＶ）をそれぞれ発生する動き値発生部１４０と，発生された最小動き値（Ｍ－
ＭＩＮ）と動き値（Ｎ－ＭＡＸ）を用いて複数フィールドの情報を利用することができる
ヒストリー値（ＨＴＶ）を出力するヒストリー制御部１５０と，動き値発生部１４０から
出力された動き値（Ｎ－ＭＡＸ）とフィールド内ピクセル処理部１３０から出力された面
領域であることを知らせるデータ（ＶＦＣ）およびヒストリー制御部１５０から出力され
たヒストリー値（ＨＴＶ）をもって速い動きの映像を検出する速い映像処理部１６０と，
動き値発生部１４０で発生した動き値（Ｎ－ＭＡＸ）と動き境界維持条件信号（Ｂ－ＣＯ
Ｎ）およびヒストリー制御部１５０のヒストリー値（ＨＴＶ）をもって動き境界維持信号
（ＥＮ３）を検出する動き境界維持映像処理部１７０と，動き値発生部１４０の動き値（
Ｎ－ＭＡＸ）とヒストリー制御部１５０のヒストリー値（ＨＴＶ）をもって隣接するフィ
ールド間ノイズ信号（ＥＮ４）を検出するフィールド間ノイズ映像処理部１７５と，動き
値発生部１４０から出力された動き値（Ｎ－ＭＡＸ）と動き程度値（ＦＶ，ＢＥＶ）およ
び外部から入力される字幕領域垂直／水平位置信号（ＣＶＰ／ＣＨＰ）をもってフィルム
映像と字幕領域を検出し，その検出されたフィルム映像および字幕領域によって字幕表示
モード信号（ＥＮ５）とフィルムモード信号（ＥＮ１）およびフィールド間補間する選択
信号（ＰＦＳ）を出力するフィルム映像処理部１８０と，動き値発生部１４０から出力さ
れた動き値（Ｎ－ＭＡＸ）と動き程度値（ＦＶ）を累積・カウントして静止画信号（ＥＮ
６）を検出する静止画処理部１９０と，動き値発生部１４０の最大動き値（Ｍ－ＭＡＸ）
と速い映像処理部１６０の速い映像動き信号（ＥＮ２），動き境界維持映像処理部１７０
の動き境界維持信号（ＥＮ３），フィールド間ノイズ映像処理部１７５のフィールド間の
ノイズ信号（ＥＮ４），フィルム映像処理部１８０の字幕表示モード信号（ＥＮ５）とフ
ィルムモード信号（ＥＮ１）および静止画処理部１９０の静止画信号（ＥＮ６）によって
フィールド内ピクセル処理部１３０で検出されたフィールド内データ（ＩＮＴＲＡ０）と
フィールド処理部１１０で処理された現フィールドの１フィールド前または３フィールド
前のフィールド間データ（ＩＮＴＥＲ０）を選択的に補間して出力端子２２０に出力する
合成部２００と，で構成される。
【００４８】
　上記で，フィールド処理部１１０は，図２に示されたように，第１～第３フィールド遅
延部１０２～１０６から現フィールド映像データ（Ｔ＋２）に対してそれぞれ１フィール
ドと２フィールドおよび３フィールド遅延された映像データ（Ｔ＋１，Ｔ，Ｔ－１）を入
力されてピクセル単位に遅延させ，それぞれライン映像データ（Ａ，Ｃ１，Ｂ）として出
力する第１～第３のピクセル遅延部１１１～１１３と，フィルム映像処理部１８０の字幕
表示モード信号（ＥＮ５）とフィルムモード信号（ＥＮ１）によって入力端子２１０から
入力された現フィールド映像データ（Ｔ＋２）と第４のフィールド遅延部１０８から４フ
ィールド遅延されて入力されるフィールド映像データ（Ｔ－２）を選択し，その選択され
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たフィールド映像データをピクセル単位に遅延させてライン映像データ（Ｊ１）として出
力するフィールド選択部１１４と，フィルム映像処理部１８０のフィールド間補間する選
択信号（ＰＦＳ）によって第１のピクセル遅延部１１１でピクセル遅延されたライン映像
データ（Ａ）と第３のピクセル遅延部１１３でピクセル遅延されたライン映像データ（Ｂ
）を選択してフィールド間データ（ＩＮＴＥＲ０）として出力するフィールド間ピクセル
処理部１１５と，で構成される。
【００４９】
　上記で，フィールド内ピクセル処理部１３０は，図３に示されたように，第２のピクセ
ル遅延部１１２と第１～第３のライン遅延部１２２～１２６からそれぞれ入力されるライ
ン映像データ（Ｃ１～Ｃ４）を用いて補間しようとするピクセル周辺の境界方向性を探し
，その方向性によって補間するデータをフィールド内で検出して補間するフィールド内デ
ータ（ＩＮＴＲＡ０）を出力するフィールド内境界処理部１３１と，第２のピクセ遅延部
１１２と第１～第３のライン遅延部１２２～１２６からそれぞれ入力されるライン映像デ
ータ（Ｃ１～Ｃ４）のうちから空間的に上・下方の画素をもって種々の角度の方向性のう
ち所定の傾きを有する画素の差値と予め定めた基準値との比較で面領域を検出し，面領域
であることを知らせるデータ（ＶＦＣ）を出力する面領域検出部１３２と，で構成される
。
【００５０】
　フィールド内境界処理部１３１は，図４に示されたように，第１，第２のライン遅延部
１２２，１２４で現ライン映像データ（Ｃ１）に対して１ライン遅延されたライン映像デ
ータ（Ｃ２）と２ライン遅延されたライン映像データ（Ｃ３）をもって種々の角度の境界
方向性に対する差値（ｄ１，ｒｄ１～ｒｄ７，ｌｄ１～ｌｄ７）を出力する境界ピクセル
差発生部１３３と，入力されるライン映像データ（Ｃ２，Ｃ３）をもって種々の角度の境
界方向性に対する画素の平均値（Ｐ１，ｒｐ１～ｒｐ７，ｌｐ１～ｌｐ７）を求めて出力
する境界ピクセル値発生部１３４と，第２のピクセル遅延部１１２から入力される現ライ
ン映像データ（Ｃ１）と第１～第３のライン遅延部１２２～１２６から入力される現ライ
ン映像データ（Ｃ１）に対して１ライン，２ライン，３ライン遅延されたライン映像デー
タ（Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４）をもって種々の角度の方向性に対する画素の変化値を求めて基準
値との比較で境界の存在有無を検出し，その検出された境界の存在有無によって境界存在
信号（ＥＤＧＥ－ＥＮ）を出力する境界選択部１３５と，境界選択部１３５から入力され
る境界存在信号（ＥＤＧＥ－ＥＮ）によって境界ピクセル差発生部１３３から入力される
種々の角度の方向性に対する差値（ｄ１，ｒｄ１～ｒｄ７，ｌｄ１～ｌｄ７）をもって最
終的に補間する境界の方向性を求めて境界方向選択信号（ＥＤＧＥ－ＳＥＬ）を出力する
方向性選択部１３６と，境界方向選択信号（ＥＤＧＥ－ＳＥＬ）によって境界ピクセル値
発生部１３４で求められた平均値（Ｐ１，ｒｐ１～ｒｐ７，ｌｐ１～ｌｐ７）のうちから
１つを選択して補間するフィールド内データ（ＩＮＴＲＡ０）として出力する画素選択部
１３７と，で構成される。
【００５１】
　また，上記で，方向性選択部１３６は，図５に示されたように，境界ピクセル差発生部
１３３から入力される補間する可能性のある種々の角度の境界方向性に対する差値（ｄ１
，ｒｄ１～ｒｄ７，ｌｄ１～ｌｄ７）のうちから右境界の方向性に対する差値（ｄ１，ｒ
ｄ１～ｒｄ７）を入力されて境界選択部１３５の境界存在信号（ＥＤＧＥ－ＥＮ）が１で
ある角度の差値のうち最小値を選択して出力する右最小値選択部１３６ａと，境界ピクセ
ル差発生部１３３から入力される補間する可能性のある種々の角度の境界方向性に対する
差値（ｄ１，ｒｄ１～ｒｄ７，ｌｄ１～ｌｄ７）のうちから左境界の方向性に対する差値
（ｄ１，ｌｄ１～ｌｄ７）を入力されて境界選択部１３５の境界存在信号（ＥＤＧＥ－Ｅ
Ｎ）が１である角度の差値のうち最小値を選択して出力する右最小値選択部１３６ｂと，
右最小値選択部１３６ａと左最小値選択部１３６ｂから入力される右方向最小値と左方向
最小値のうちから１つを選択し，これに相当する境界の方向性を最終的な境界の方向性と
決定して境界方向選択信号（ＥＤＧＥ－ＳＥＬ）を出力する左右方向最小値選択部１３６
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ｃと，で構成される。
【００５２】
　上記で，動き値発生部１４０は，図６に示されたように，図２の第１，第３のピクセル
遅延部１１１，１１３でピクセル単位に遅延されて入力されるライン映像データ（Ａ，Ｂ
）において同一の位置にある画素間の差の絶対値を求めて動き値（Ｎ－ＭＡＸ）を検出す
る第１の動き計算部１４１と，図１の第１，第２，第４のライン遅延部１２２，１２４，
１２８から入力されるライン映像データ（Ｃ２，Ｃ３，Ｊ２）とフィールド処理部１１０
のフィールド選択部１１４から入力されるライン映像データ（Ｊ１）において同一の位置
にある画素間の差の絶対値を求めて最小動き値（Ｍ－ＭＩＮ）と最大動き値（Ｍ－ＭＡＸ
）とを検出する第２の動き計算部１４２と，入力されるライン映像データ（Ａ，Ｃ２，Ｃ
３，Ｊ１，Ｊ２）および第２の動き計算部１４２の最大動き値（Ｍ－ＭＡＸ）をもって補
間しようとする画素の垂直に上方の画素と下方の画素に対して同一の位置にある画素間の
差の絶対値を求めて動き境界維持条件信号（Ｂ－ＣＯＮ）を検出する動き境界維持計算部
（１４３）と，図２のフィールド選択部１１４で選択されて入力される現フィールドまた
は４フィールド前のライン映像データ（Ｊ１）と第４のライン遅延部１２８から入力され
るライン映像データ（Ｊ２）および１フィールド前のライン映像データ（Ａ）を累積して
ベッドエディト映像の探知に使用される動き程度値（ＢＥＶ）を検出するベッドエディト
計算部１４４と，入力される現フィールドの１フィールド前のライン映像データ（Ａ）と
２フィールド前のライン映像データ（Ｃ２，Ｃ３）を累積して２：２フィルム映像の探知
に使用される動き程度値（ＦＶ）を検出するフィルム計算部１４５と，で構成される。
【００５３】
　また，上記で，フィルム映像処理部１８０は，図７に示されたように，動き値発生部１
４０で検出された各画素の動き値（Ｎ－ＭＡＸ）をいくつかのフィールドにわたって順次
累積し，その累積された動き値と基準値との比較で現在入力される映像が３：２フィルム
映像であるかを検出して第１のフィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ１）と第１のフィールド
補間選択信号（ＦＰＦＳ１）を出力する第１のフィルム検出部１８１と，動き値発生部１
４０で検出された動き程度値（ＦＶ）を累積して基準値との比較で２：２フィルム適応基
準値を求めるフィルム基準値計算部１８３と，動き値発生部１４０で検出された動き程度
値（ＦＶ）をいくつかのフィールドにわたって順次累積し，その累積された動き程度値と
フィルム基準値計算部１８３の２：２フィルム適応基準値との比較で現在入力される映像
が２：２フィルム映像であるかを検出して第２のフィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ２）と
第２のフィルム補間選択信号（ＦＰＦＳ２）を出力する第２のフィールド検出部１８２と
，第１，第２のフィルム検出部１８１，１８２で検出された第１，第２のフィルム映像認
知信号（Ｆ－ＥＮ１，Ｆ－ＥＮ２）によって動き値発生部１４０から入力される動き程度
値（ＢＥＶ）をもって３：２または２：２フィルム映像からベッドエディト映像を検出し
てフィルムベッドエディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ）を出力するベッドエディト検出部１８
４と，検出されたフィルムベッドエディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ）によって第１のフィル
ム検出部１８１で検出されて入力された第１のフィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ１），第
１のフィールド補間選択信号（ＦＰＦＳ１）と第２のフィルム検出部１８２で検出されて
入力された第２のフィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ２），第２のフィールド補間選択信号
（ＦＰＦＳ１，ＦＰＦＳ２）のうち補間すべき１つのフィルム映像モードを選択してフィ
ルムモード信号（ＥＮ１）とフィールド間補間する選択信号（ＰＦＳ）として出力するフ
ィルム選択部１８５と，選択されたフィルムモード信号（ＥＮ１）によって既に設定・入
力される字幕垂直／水平位置信号（ＣＶＰ／ＣＨＰ）と動き値発生部１４０の動き程度値
（ＢＥＶ）をもって字幕領域を定め，その字幕領域から静止字幕映像と動く字幕映像とを
それぞれ検出して字幕表示モード信号（ＥＮ５）として出力する字幕領域検出部１８６と
，で構成される。
【００５４】
　また，上記で，ベッドエディト検出部１８４は，図８に示されたように，動き値発生部
１４０で検出された動き程度値（ＢＥＶ）を任意のフィールドにわたって累積し，その累
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積された任意のフィールド内の動き程度値から最大値と最小値を除いた残りの値を計算し
て３：２および２：２ベッドエディト検出適応基準値をそれぞれ発生する第１，第２のフ
ィルムベッドエディト基準値計算部１８４ｂ，１８４ｄと，第１のフィルム検出部１８１
で検出されて入力される３：２フィルム映像であることを示す第１のフィルム映像認知信
号（Ｆ－ＥＮ１）によって第１のフィルムベッドエディト基準値計算部１８４ｂの３：２
ベッドエディト検出適応基準値と動き値発生部１４０で検出されたベッドエディトの動き
程度値（ＢＥＶ）とを比較し，次の進行して行くフィールドが３：２フィルム映像でベッ
ドエディト映像であることを示すベッドエディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ１）を出力する第
１のフィルムベッドエディト検出部１８４ａと，第２のフィルム検出部１８２で検出され
て入力される２：２フィルム映像であることを示す第２のフィルム映像認知信号（Ｆ－Ｅ
Ｎ２）によって第２のフィルムベッドエディト基準値計算部１８４ｄで求められた２：２
ベッドエディト検出適応基準値と動き値発生部１４０で検出されたベッドエディトの動き
程度値（ＢＥＶ）とを比較し，次の進行して行くフィールドが２：２フィルム映像でベッ
ドエディト映像であることを示すベッドエディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ２）を出力する第
２のフィルムベッドエディト検出部１８４ｃと，第１，第２のフィルムベッドエディト検
出部１８４ａ，１８４ｃで検出された３：２および２：２ベッドエディト認知信号（ＢＥ
－ＥＮ１，ＢＥ－ＥＮ２）を論理和してフィルムベッドエディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ）
として出力する第１の論理和部１８４ｅと，で構成される。
【００５５】
　上記で，字幕領域検出部１８６は，図９に示されたように，図７のフィルム選択部１８
５で選択されたフィルムモード信号（ＥＮ１）と字幕垂直／水平位置信号（ＣＶ／ＣＨＰ
）によって動き値発生部１４０のベッドエディト計算部１４４で求められたベッドエディ
トの動き程度値（ＢＥＶ）を任意のフィールドにわたって累積して計算した値と字幕領域
で求められた動き値との比較で次の進行して行くフィールドが静止字幕であるか動く字幕
であるかを検出し，それぞれ静止字幕認知信号（ＣＳ－ＥＮ）と動く字幕認知信号（ＣＭ
－ＥＮ）を出力する静止字幕検出部１８６ａおよび動く字幕検出部１８６ｂと，検出され
た静止字幕認知信号（ＣＳ－ＥＮ）と動く字幕認知信号（ＣＭ－ＥＮ）を論理和して字幕
表示モード信号（ＥＮ５）として出力する第２の論理和部１８６ｃと，で構成される。
【００５６】
　以下，前述のような構成の本実施形態の動作を，図１～図１３を参照して詳述する。
【００５７】
　まず，図１に示されたように，入力端子２１０を介して映像データ（ｄａｔａ＿ｉｎ）
が入力されると，順次フィールド遅延部１００の第１～第４のフィールド遅延部１０２～
１０８は，入力される現フィールド映像データ（Ｔ＋２）に対してフィールド単位に格納
してフィールド処理部１１０に提供し，フィールド処理部１１０は，後述のフィルム映像
処理部１８０から入力される字幕表示モード信号（ＥＮ５）とフィルムモード信号（ＥＮ
１），フィールド間補間する選択信号（ＰＦＳ）によって入力端子２１０から入力される
現フィールド映像データ（Ｔ＋２）と第１～第４のフィールド遅延部１０２～１０８から
現フィールド映像データ（Ｔ＋２）に対して１フィールド遅延されたフィールド映像デー
タ（Ｔ＋１），２フィールド遅延されたフィールド映像データ（Ｔ），３フィールド遅延
されたフィールド映像データ（Ｔ－１）および４フィールド遅延されたフィールド映像デ
ータ（Ｔ－２）をそれぞれピクセル単位に処理してライン映像データ（Ｃ１，Ａ，Ｂ，Ｊ
１）と補間するフィールド間データ（ＩＮＴＥＲ０）を出力する。
【００５８】
　前述のフィールド処理部１１０は，図２に示されたように，第１～第３のピクセル遅延
部１１１～１１３，フィールド選択部１１４およびフィールド間ピクセル処理部１１５を
有する。
【００５９】
　第１～第３のピクセル遅延部１１１～１１３は，フィールド映像データ（Ｔ＋１，Ｔ，
Ｔ－１）をピクセル単位に格納してそれぞれライン映像データ（Ａ，Ｃ１，Ｂ）を出力し
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，フィールド選択部１１４は，フィルム映像処理部１８０から入力されるフィルムモード
信号（ＥＮ１）が１であり，字幕領域で静止字幕または動く字幕であることを表示する字
幕表示モード信号（ＥＮ５）が０である時にのみ，入力端子２１０から入力される現フィ
ールド映像データ（Ｔ＋２）を選択してピクセル単位に遅延させた後，ライン映像データ
（Ｊ１）として出力し，その他の場合は，第４のフィールド遅延部１０８から入力される
フィールド映像データ（Ｔ－２）をピクセル単位に遅延させてライン映像データ（Ｊ１）
として出力する。また，フィールド間ピクセル処理部１１５は，フィルム映像処理部１８
０のフィールド間補間する選択信号（ＰＦＳ）が１である場合，第３のピクセル遅延部１
１３からピクセル単位に遅延されて入力されるライン映像データ（Ｂ）をフィールド間デ
ータ（ＩＮＴＥＲ０）として出力し，フィールド間補間する選択信号（ＰＦＳ）が０であ
る場合は，第１のピクセル遅延部１１１でピクセル単位に遅延されて入力されるライン映
像データ（Ａ）をフィールド間データ（ＩＮＴＥＲ０）として後述の合成部２００に提供
する。
【００６０】
　順次ライン処理部１２０は，フィールド処理部１１０の第２のピクセル遅延部１１２で
ピクセル遅延されて入力される現ラインの映像データ（Ｃ１）を，第１～第３のライン遅
延部１２２～１２６を介して順に遅延させてフィールド内ピクセル処理部１３０および動
き値発生部１４０に提供し，また，フィールド選択部１１４で選択されてピクセル遅延さ
れたライン映像データ（Ｊ１）を，第４のライン遅延部１２８を介して遅延させて動き値
発生部１４０に提供する。
【００６１】
　フィールド内ピクセル処理部１３０は，フィールド処理部１１０から入力される現ライ
ンのライン映像データ（Ｃ１）と第１～第３のライン遅延部１２２～１２６から入力され
るライン映像データ（Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４）をもって種々の角度の境界部分を探し，その境
界部分の方向性によって補間するフィールド内データ（ＩＮＴＲＡ０）を合成部２００に
出力し，速い動きの映像であるかを判断するため面領域であることを知らせるデータ（Ｖ
ＦＣ）を検出して後述の速い映像処理部１６０に提供する。
【００６２】
　前述のフィールド内ピクセル処理部１３０は，図３に示されたように，フィールド内境
界処理部１３１と面領域検出部１３２とで構成される。
【００６３】
　フィールド内境界処理部１３１は，図２の第２のピクセル遅延部１１２でピクセル単位
に遅延されて入力されるライン映像データ（Ｃ１）と第１～第３のライン遅延部１２２～
１２６から入力されるライン映像データ（Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４）を用いて補間しようとする
ピクセル周辺の境界方向性を探し，その方向性によって補間するデータをフィールド内で
検出して補間するフィールド内データ（ＩＮＴＲＡ０）を合成部２００に提供する。また
，面領域検出部１３２は，ライン映像データ（Ｃ１～Ｃ４）のうち空間的に上下方の画素
をもって種々の角度の方向性のうち所定の傾きを有する画素の差値と予め定めた基準値と
の比較で面領域を検出し，面領域であれば，速い動きの映像であるかを判断するため面領
域であることを知らせるデータ（ＶＦＣ）を１として出力し，面領域でなければ，速い動
きの映像であるかを判断するため面領域であることを知らせるデータ（ＶＦＣ）を０とし
て速い映像処理部１０６に提供する。
【００６４】
　上記で，面領域検出部１３２で面領域を説明するための概念図が図１０Ａ～図１０Ｆに
示されているように，入力ライン映像データ（Ｃ１～Ｃ４）のうち矢印が通る部分の画素
の差値が予め定めた値より小さくなる場合は，面領域と判断する。
【００６５】
　換言すれば，速い動きの映像であるかを判断するため面領域を抽出する方法は，先に入
力されるライン映像データ（Ｃ１～Ｃ４）を交互にラインメモリに格納した状態で，現在
入力されるライン（Ｃ１）に対して１ライン前のライン映像データ（Ｃ２）と２ライン前
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のライン映像データ（Ｃ３）のそれぞれのラインにおいて図１０Ａのように水平方向の画
素の差値（ｄｉｆｆ１）を求め，ライン映像データ（Ｃ２）とライン映像データ（Ｃ３）
のそれぞれのラインにおいて図１０Ｂのように垂直方向の画素の差値（ｄｉｆｆ２）を求
める。
【００６６】
　また，現在入力されるライン映像データ（Ｃ１）と１ライン前のライン映像データ（Ｃ
２）の垂直画素と，図１０Ｃ，図１０Ｅのように左右４５°画素と，図１０Ｄ，図１０Ｆ
のように左右２６°画素との差値（ｄｉｆｆ３）を求める。
【００６７】
　そして，現ライン（Ｃ１）に対して２ライン前のライン映像データ（Ｃ３）と３ライン
前のライン映像データ（Ｃ４）の垂直画素と，左右４５°画素と，左右２６°画素との差
値（ｄｉｆｆ４）を求める。
【００６８】
　最後に，現ライン（Ｃ１）に対する１ライン前のライン映像データ（Ｃ２）と２ライン
前のライン映像データ（Ｃ３）の垂直画素と，左右４５°画素と，左右２６°の画素との
差値（ｄｉｆｆ５）を求める。
【００６９】
　前述のように求めた差値（ｄｉｆｆ１～ｄｉｆｆ５）と予め定めた基準値との比較で面
領域であるかを判断するが，このとき，差値（ｄｉｆｆ１）が予め定められた基準値の以
下であり差値（ｄｉｆｆ２）の予め定められた基準値の以下である場合，または，それぞ
れの同じ角度の差値（ｄｉｆｆ３～ｄｉｆｆ５）が予め定められた基準値の以下である場
合は，面領域と判断し，面領域であることを知らせるデータ（ＶＦＣ）を１として出力す
る。
【００７０】
　ここで，面領域を検出するとき，画素の差値を，現ラインに対して１ライン前のライン
映像データ（Ｃ２）と２ライン前のライン映像データ（Ｃ３）とのみで求めることもでき
る。
【００７１】
　なお，フィールド内境界処理部１３１は，図４に示されたように，後述の境界ピクセル
差発生部１３３と，境界ピクセル値発生部１３４と，境界選択部１３５と，方向性選択部
１３６と，画素選択部１３７とで構成される。
【００７２】
　境界ピクセル差発生部１３３は，第１のライン遅延部１２２および第２のライン遅延部
１２４からそれぞれ入力される現フィールド（Ｔ＋２）に対して２フィールド遅延された
フィールドのライン映像データ（Ｃ２）と１ライン遅延された映像データ（Ｃ３）をもっ
て９０°，左右９°，左右１１°，左右１４°，左右１８°，左右２６°，左右４５°，
左右６４°など，種々の角度の境界の方向性を選定し，それぞれの境界の方向性に対する
差値（ｄ１，ｒｄ１～ｒｄ７，ｌｄ１～ｌｄ７）を求める。
【００７３】
　ここで，それぞれの境界の方向性に対する差値（ｄ１，ｒｄ１～ｒｄ７，ｌｄ１～ｌｄ
７）は，次の数式で求められる。
画素の差値（ｄ）＝｛ＡＢＳ（Ｄ－Ｇ）＋２×ＡＢＳ（Ｅ－Ｈ）＋ＡＢＳ（Ｆ－Ｉ）｝／
２
　ここで，Ｄ，Ｅ，Ｆは，補間しようとするラインの上方ラインの画素データであり，Ｇ
，Ｈ，Ｉは，補間しようとする下方ラインの画素データである。
【００７４】
　境界ピクセル値発生部１３４は，やはり第１のライン遅延部１２２および第２のライン
遅延部からそれぞれ入力される現フィールド（Ｔ＋２）に対して２フィールド遅延された
フィールドのライン映像データ（Ｃ２）と１ライン遅延された映像データ（Ｃ３）をもっ
て９０°，左右９°，左右１１°，左右１４°，左右１８°，左右２６°，左右４５°，
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左右６４°など，種々の角度の境界の方向性を選定し，それぞれの境界の方向性に対する
画素の平均値（ｐ１，ｒｐ１～ｒｐ７，ｌｐ１～ｌｐ７）を求めて画素選択部１３７に提
供する。
【００７５】
　ここで，それぞれの境界の方向性に対する画素の平均値（ｐ１，ｒｐ１～ｒｐ７，ｌｐ
１～ｌｐ７）は，次の数式で求めることができる。
　画素の平均値（ｐ）＝（Ｅ＋Ｈ）／２
　ここで，Ｅは，補間しようとするラインの上方ラインの画素データであり，Ｈは，補間
しようとする下方ラインの画素データである。
【００７６】
　また，境界選択部１３５は，第２のピクセル遅延部１１２から入力される現ライン映像
データ（Ｃ１）と第１～第３のライン遅延部１２２～１２６から入力される現ライン映像
データ（Ｃ１）に対して１ライン，２ライン，３ライン遅延されたライン映像データ（Ｃ
２，Ｃ３，Ｃ４）をもって種々の角度の方向性に対する画素の変化値の絶対値をライン映
像データ（Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４）に対してそれぞれ求め，予め定めた基準値との比較
で境界の存在有無を検出し，その検出された境界の存在有無によって境界存在信号（ＥＤ
ＧＥ－ＥＮ）を出力して方向性選択部１３６に提供する。
【００７７】
　方向性選択部１３６は，図５に示されたように，右最小値選択部１３６ａ，左最小値選
択部１３６ｂおよび左右方向最小値選択部１３６ｃで構成される。
【００７８】
　右最小値選択部１３６ａは，０°以上でありながら１８°以下である角度の方向性のう
ち最も適した境界の方向性を選択するが，境界ピクセル差発生部１３３から入力される補
間する可能性のある種々の角度の境界の方向性に対する差値（ｄ１，ｒｄ１～ｒｄ７，ｌ
ｄ１～ｌｄ７）のうち右境界の方向性に対する差値（ｄ１，ｒｄ１～ｒｄ７）を入力され
，境界選択部１３５から入力される境界存在信号（ＥＤＧＥ－ＥＮ）が０として入力され
る方向性に対する角度の差値は，無視し，境界存在信号（ＥＤＧＥ－ＥＮ）が１として入
力される方向性に対する種々の角度の差値のうち最も小さな差値を選択して左右方向最小
値選択部１３６ｃに提供する。
【００７９】
　左最小値選択部１３６ｂは，１８°以上でありながら９０°以下である角度の方向性の
うち最も適した境界の方向性を選択するが，境界ピクセル差発生部１３３から入力される
補間する可能性のある種々の角度の境界の方向性に対する差値（ｄ１，ｒｄ１～ｒｄ７，
ｌｄ１～ｌｄ７）のうち左境界の方向性に対する差値（ｄ１，ｌｄ１～ｌｄ７）を入力さ
れ，境界選択部１３５から入力される境界存在信号（ＥＤＧＥ－ＥＮ）が０として入力さ
れる方向性に対する角度の差値は，無視し，境界存在信号（ＥＤＧＥ－ＥＮ）が１として
入力される方向性に対する種々の角度の差値のうち最も小さな差値を選択して左右方向最
小値選択部１３６ｃに提供する。
【００８０】
　左右方向最小値選択部１３６ｃは，右最小値選択部１３６ａで選択された右境界の方向
性に対する最小値と左最小値選択部１３６ｂで選択された左境界の方向性に対する最小値
のうち小さな値の方向を境界の最終方向と判定して境界方向選択信号（ＥＤＧＥ－ＳＥＬ
）を出力する。すなわち，右境界の方向性に対する最小値が左境界の方向性に対する最小
値より小さな場合は，右方向が境界の最終方向と判定され，その反対の場合は，左方向が
境界の最終方向と判定されて画素選択部１３７に提供される。
【００８１】
　画素選択部１３７は，方向性選択部１３６の左右方向最小値選択部１３６ｃから入力さ
れる境界方向選択信号（ＥＤＧＥ－ＳＥＬ）によって境界ピクセル値発生部１３４から入
力される補間する可能性のある種々の角度の境界の方向性に対する画素の平均値（ｐ１，
ｒｐ１～ｒｐ７，ｌｐ１～ｌｐ７）のうち１つを補間するフィールド内データ（ＩＮＴＲ
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Ａ０）と選択して合成部２００に提供する。
【００８２】
　なお，図１の動き値発生部１４０は，図６に示されたように，第１，第２の動き計算部
１４１，１４２，動き境界維持計算部１４３，ベッドエディト計算部１４４およびフィル
ム計算部１４５で構成される。
【００８３】
　第１の動き計算部１４１は，第１，第３のピクセル遅延部１１１，１１３から入力され
た現フィールド（Ｔ＋２）に対して１フィールド遅延されたフィールド（Ｔ＋１）のライ
ン映像データ（Ａ）と現フィールド（Ｔ＋２）に対して３フィールド遅延されたフィール
ド（Ｔ－１）のライン映像データ（Ｂ）において同一の位置にある周辺画素間の差の絶対
値を求めることにより，画素単位に動きが存在するかを知ることができ，動きのある場合
は，動き値（Ｎ－ＭＡＸ）を１として出力し，その反対の場合は，０として出力する。こ
こで，周辺画素の差値は，補間しようとする画素と同一の位置の画素のそれのみを用いる
こともできる。
【００８４】
　次いで，第２の動き計算部１４２は，補間しようとする各画素に対して現フィールド（
Ｔ＋２）に対して２フィールド遅延されたフィールド（Ｔ）のライン映像データと３フィ
ールド遅延されたフィールド（Ｔ－２）のライン映像データをもって最小動き値（Ｍ－Ｍ
ＩＮ）と最大動き値（Ｍ－ＭＡＸ）を検出する。すなわち，第１，第２のライン遅延部１
２２，１２４から入力された現フィールド（Ｔ＋２）に対して２フィールド遅延されたフ
ィールド（Ｔ）のライン映像データ（Ｃ２，Ｃ３）とフィールド選択部１１４で選択され
て入力される４フィールド前のフィールド（Ｔ－２）のライン映像データ（Ｊ１）および
ライン映像データ（Ｊ１）に対して１ライン遅延されたライン映像データ（Ｊ２）におい
て同一の位置にある周辺画素間の差の絶対値を求めることにより，画素単位に小さな動き
と大きな動きが存在するかを知ることができ，動きのある場合，最小動き値（Ｍ－ＭＩＮ
）と最大動き値（Ｍ－ＭＡＸ）を１として出力し，その反対の場合は，０として出力する
。ここで，周辺画素の差値は，補間しようとする画素の垂直に上下方の２つの画素のそれ
のみを用いることができ，また，周辺画素の差値を最大値と最小値を求めて用いることも
できる。
【００８５】
　動き境界維持計算部１４３は，第２の動き計算部１４２の最大動き値（Ｍ－ＭＡＸ）と
入力されるライン映像データ（Ａ，Ｃ２，Ｃ３，Ｊ１，Ｊ２）で補間しようとする画素の
垂直に上方の画素に対して同一の位置にある画素間の差の絶対値を求め，動き境界維持条
件信号（Ｂ－ＣＯＮ）を抽出するようになる。
【００８６】
　また，ベッドエディト計算部１４４は，補間しようとする各画素に対して隣接する現フ
ィールド（Ｔ＋２）のライン映像データ（Ｊ１，Ｊ２）と１フィールド遅延されたフィー
ルド（Ｔ＋１）のライン映像データ（Ａ）をもって累積してベッドエディト映像の探知に
使用される動き程度値（ＢＥＶ）を検出する。
【００８７】
　すなわち，動き程度値（ＢＥＶ）の検出は，まず，現在入力されるフィールド（Ｔ＋２
）のライン映像データ（Ｊ１，Ｊ２）において２フィールド前の補間しようとする画素と
同一の位置の垂直に上方の画素と，１フィールド前のフィールド（Ｔ＋１）のライン映像
データ（Ａ）において２フィールド前の補間しようとする画素と同一の位置にある画素間
の差値（ｄｂｅ１）を求める。
【００８８】
　また，現フィールド（Ｔ＋２）のライン映像データ（Ｊ１，Ｊ２）において２フィール
ド前の補間しようとする画素と同一の位置の垂直に下方の画素と，１フィールド前のフィ
ールド（Ｔ＋１）のライン映像データ（Ａ）において２フィールド前の補間しようとする
画素と同一の位置にある画素間の差値（ｄｂｅ２）を求め，このように求められた差値（
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ｄｂｅ１）と差値（ｄｂｅ２）の最大値を累積してフィールド内の画素個数で割ることに
より，ベッドエディト映像の探知に使用される動き程度値（ＢＥＶ）が求められる。ここ
で，動き程度値（ＢＥＶ）は，最大値または最小値を累積して求めることもできる。
【００８９】
　また，フィルム計算部１４５は，補間しようとする各画素に対して隣接する現フィール
ド（Ｔ＋２）の１フィールド（Ｔ＋１）前のライン映像データ（Ａ）と２フィールド（Ｔ
）前のライン映像データ（Ｃ２，Ｃ３）をもって累積し，２：２フィルム映像の探知に使
用される動き程度値（ＦＶ）を検出する。
【００９０】
　すなわち，２：２フィルム映像の探知に使用される動き程度値（ＦＶ）の検出において
は，現在入力されるフィールド（Ｔ＋２）に対して２フィールド遅延されたフィールド（
Ｔ）のライン映像データ（Ｃ２，Ｃ３）において補間しようとする画素の垂直に上方の画
素と，１フィールド遅延されたフィールド（Ｔ＋１）のライン映像データ（Ａ）において
２フィールド遅延されたフィールド（Ｔ）のライン映像データ（Ｃ２，Ｃ３）の補間しよ
うとする同一の位置にある画素間の差の絶対値を求める。
【００９１】
　また，現在入力されるフィールド（Ｔ＋２）に対して２フィールド遅延されたフィール
ド（Ｔ）のライン映像データ（Ｃ２，Ｃ３）において補間しようとする画素の垂直に下方
の画素と，１フィールド遅延されたフィールド（Ｔ＋１）のライン映像データ（Ａ）にお
いて同一の位置にある画素間の差の絶対値を求める。このように求められた絶対値を累積
することで，２：２フィルム映像の探知に使用される動き程度値（ＦＶ）が求められる。
ここで，動き程度値（ＦＶ）は，補間しようとする画素間の差の絶対値を最大値と最小値
を累積して求めることもできる。
【００９２】
　なお，図１のフィルム映像処理部１８０は，図７に示されたように，第１，第２のフィ
ルム検出部１８１，１８２とフィルム基準値計算部１８３，ベッドエディト検出部１８４
，フィルム選択部１８５および字幕領域検出部１８６で構成され，動き値発生部１４０か
ら入力される動き程度値（ＢＥＶ，ＦＶ）および動き値（Ｎ－ＭＡＸ）によって入力され
る元の映像が３：２または２：２フィルム映像であるかを検出し，その結果によって補間
するフィールド内データを決定する。
【００９３】
　図７に示されるフィルム映像処理部１８０の第１のフィルム検出部１８１は，動き値発
生部１４０から入力されるフィールド内の動き値（Ｎ－ＭＡＸ）をもって５つのタブを有
する相関フィルタ（ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　ｆｉｌｔｅｒ）を用いて入力される元の映
像が３：２フィルム映像であるかを検出し，３：２フィルム映像であることを示すフィル
ム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ１）とフィールド間選択信号（ＦＰＦＳ１）を出力する。図１
１Ａのフィルム飛越信号で示されたように，Ｔ１，Ｂ１は，同一のフレームで生成された
フィールドであり，Ｔ２，Ｂ２，Ｔ２－１は，同一のフレームで生成されたフィールドで
あり，Ｔ３，Ｂ３は，同一のフレームで生成されたフィールドであり，Ｔ４，Ｂ４，Ｔ４
－１は，同一のフレームで生成されたフィールドであって，このように繰り返して映像が
入力される。かかる場合，図１１Ａにおいて現フィールドがＴ２－１またはＴ４－１であ
るとき，これらは，それぞれＴ２，Ｂ２またはＴ４，Ｂ４と同様なフレームで生成された
フィールドであるため，動きのないフィールドとなる。
【００９４】
　第１のフィルム検出部１８１で３：２フィルム映像であるかを検出する方法は，まず，
動き値発生部１４０の第１の動き計算部１４１から入力されるフィールド内の動き値（Ｎ
－ＭＡＸ）が予め定めた基準値の以上である場合は，動きのあるフィールドと判断し，予
め定めた基準値の以下である場合は動きのないフィールドと判断する。そして，判断の結
果，動きのあるフィールドである場合は正の整数値を付与し，動きのないフィールドであ
る場合は負の整数値を付与する。
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【００９５】
　付与された整数値を時間順に整数列を作り，この整数列をフィルム映像であるかが判定
できる５の倍数タブを有する相関フィルタを通過させ，フィルタの出力値が予め定められ
たしきい値より大きな場合，元の映像が３：２フィルム映像であると判定してフィルム映
像認知信号（Ｆ－ＥＮ１）を１として出力し，しきい値より小さな場合，フィルム映像で
ないと判定してフィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ１）を０として出力する。また，３：２
フィルム映像である場合，元の映像の１フレームが，３フィールドまたは２フィールドが
交互して構成されている点を考慮し，そのフレーム同期を検出してフィルム選択部１８５
に提供する。
【００９６】
　フィルム映像処理部１８０のフィルム基準値計算部１８３は，動き値発生部１４０から
入力される動き程度値（ＦＶ）を用いるが，フィルム基準値計算部１８３は，現フィール
ドでの各画素の動き程度値（ＦＶ）の和を求めた後，各画素の動き程度値（ＦＶ）の和が
既に設定した基準値の以上である場合は，現フィールドは動きのあるフィールドと判定し
，２：２フィルム適応基準値を１にして第２のフィルム検出部１８２に提供する。また，
各画素の動き程度値（ＦＶ）の和が基準値の以下である場合，現フィールドは，動きのな
いフィールドと判定し，２：２フィルム適応基準値を０にして第２のフィルム検出部１８
２に提供する。
【００９７】
　また，第２のフィルム検出部１８２は，動き値発生部１４０から入力される動き程度値
（ＦＶ）とフィルム基準値計算部１８３から入力される２：２フィルム適応基準値をもっ
て入力される元の映像が２：２フィルム映像であるかを検出し，２：２フィルム映像であ
ることを示すフィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ２）とフィールド間選択信号（ＦＰＦ２）
を出力する。
【００９８】
　図１１Ｂのフィルム飛越信号で示されたように，Ｔ１，Ｂ１は，同一のフレームで生成
されたフィールドであり，Ｔ２，Ｂ２は，同一のフレームで生成されたフィールドであり
，Ｔ３，Ｂ３は，同一のフレームで生成されたフィールドであり，Ｔ４，Ｂ４は，同一の
フレームで生成されたフィールドであって，このように同一のフレームが二枚ずつ繰り返
して入力される。それで，二枚の一番目のフィールドでは次のフィールドの映像を補間し
，このとき，２：２フィルム映像であることを示すフィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ２）
は，０となる。
【００９９】
　第２のフィルム検出部１８２で２：２フィルム映像であることを検出する方法は，まず
，動き値発生部１４０のフィルム計算部１４５から入力されるフィールド内の動き程度値
（ＦＶ）を６つフィールド格納し，その格納した６フィールド内の動き値を最大値と最小
値を除いた残りの４つの値を加え，この値を４で割って適応基準値を作る。
【０１００】
　その後，フィルム計算部１４５から現在入力されるフィールド内の動き程度値（ＦＶ）
が求めた適応基準値より大きな場合と小さな場合が２フィールドにわたって連続して発生
すれば，予め定めた値を加える。そして，加えた値が予め定めた基準値となる前に抽出し
た適応値より大きな場合と小さな場合が２フィールドにわたって連続して発生しない場合
は，初期化させ，抽出された適応基準値が予め定めた基準値の以上である場合に当該フィ
ールドが２：２フィルム映像であることを判断し，フィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ２）
を１にしてフィールド間選択信号（ＦＰＦＳ２）とともに出力する。
【０１０１】
　また，ベッドエディト検出部１８４は，第１，第２のフィルム検出部１８１，１８２か
ら入力されるフィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ１，Ｆ－ＥＮ２）によって動き値発生部１
４０から入力される動き程度値（ＢＥＶ）をもって３：２または２：２フィルム映像から
ベッドエディト映像を検出してフィルムベッドエディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ）を出力す
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る。
【０１０２】
　ベッドエディト検出部１８４でベッドエディト映像を検出する方法は，第２のフィルム
検出部１８２で２：２フィルム映像と検出される場合，動き値発生部１４０から入力され
るフィールド内の動き程度値（ＢＥＶ）を６フィールド格納し，その格納した６つのフィ
ールド内動き値を，最大値と最小値を除いた残りの４つの値を加え，この値を４で割って
適応基準値を作る。そして，２：２フィルム映像である場合，フィールド順に現フィール
ドと格納された１フィールド前のフィールドとが同一のフレームを有するフィールドであ
るかを判断する。同一のフレームを有すると判断されると，フィールド内の動き程度値（
ＢＥＶ）と抽出した適応基準値とを比較し，動き程度値（ＢＥＶ）が適応基準値より大き
な場合，次の進行して行くフィールドがベッドエディト映像であることを判断してフィル
ムベッドエディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ）をフィルム選択部１８５に提供する。
【０１０３】
　また，第１のフィルム検出部１８１で３：２フィルム映像と検出される場合，動き値発
生部１４０から入力されるフィールド内の動き程度値（ＢＥＶ）を５フィールド格納し，
その格納した５つのフィールド内の動き値を，小さな値２つと最も大きな値１つを除いた
残りの２つの値を加え，この値を２で割って適応基準値を作る。そして，３：２フィルム
映像である場合，フィールド順に現フィールドと格納された１フィールド前のフィールド
とが同一のフレームを有するフィールドであるかを判断する。同一のフレームを有すると
判断されると，フィールド内の動き程度値（ＢＥＶ）と抽出した適応基準値とを比較し，
動き程度値（ＢＥＶ）が適応基準値より大きな場合，次の進行して行くフィールドがベッ
ドエディト映像であることを判断してフィルムベッドエディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ）を
フィルム選択部１８５に提供することで，３：２フィルム映像と２：２フィルム映像から
ベッドエディト映像を検出することができる。ここで，適応基準値を別に求めることなく
，予め定めた基準値を付与してベッドエディト映像を検出することができ，また，格納フ
ィールド数を任意の個数に設定することもできる。
【０１０４】
　上記で，フィルム映像処理部１８０のフィルム選択部１８５は，ベッドエディト検出部
１８４のフィルムベッドエディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ）によって第１，第２のフィルム
検出部１８１，１８２のフィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ１，Ｆ－ＥＮ２），フィールド
補間選択信号（ＦＰＦＳ１，ＦＰＦＳ２）のうち補間すべき１つのフィルム映像モードを
選択してフィルムモード信号（ＥＮ１）とフィールド間補間する選択信号（ＰＦＳ）を出
力するもので，図１１Ａの３：２フィルム映像に関する概念図および図１１Ｂの２：２フ
ィルム映像に関する概念図に示されているように，３：２フィルム映像と２：２フィルム
映像とでフィールド配列が異なっているため，同時に検出できない。
【０１０５】
　ベッドエディト映像が検出されることを示すフィルムベッドエディト認知信号（ＢＥ－
ＥＮ）が１であれば，ベッドエディトが検出されるため，フィルム映像であることを示す
フィルムモード信号（ＥＮ１）を０に付与する。３：２フィルム映像は，図１１Ａに示さ
れるように，同一のフレームが三枚，二枚ずつ繰り返される。そのため，三枚の一番目フ
ィールドと二枚の一番目フィールドでは，次のフィールドの映像を補間する必要がある。
このとき，３：２フィルム映像で補間するフィールドを選択させるフィールド補間選択信
号（ＦＰＦＳ１）は，０となる。また，２：２フィルム映像は，図１１Ｂに示されたよう
に，同一のフレームが二枚ずつ繰り返される。そのため，二枚の一番目のフィールドでは
次のフィールドの映像を補間する必要がある。このとき，２：２フィルム映像において補
間するフィールドを選択させるフィールド補間選択信号（ＦＰＦＳ２）は，０となる。フ
ィルム映像でないか，ベッドエディトが検出された場合は，前のフィールドの映像がフィ
ールド間補間する映像データとなるため，１となる。３：２フィルム映像において補間す
るフィールドを選択させるフィールド補間選択信号（ＦＰＦＳ１）が１であれば，フィル
ム映像において補間するフィールドを選択させるフィールド間補間する選択信号（ＰＦＳ
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）は，３：２フィルム映像において補間するフィールドを選択させるフィールド補間選択
信号（ＦＰＦＳ１）となり，２：２フィルム映像において補間するフィールドを選択させ
るフィールド補間選択信号（ＦＰＦＳ２）が１であれば，フィルム映像において補間する
フィールドを選択させるフィールド間補間する選択信号（ＰＦＳ）は，２：２フィルム映
像で補間するフィールドを選択させるフィールド補間選択信号（ＦＰＦＳ２）となる。
【０１０６】
　図７のベッドエディト検出部１８４は，図８に示されたように，第１，第２のフィルム
ベッドエディト検出部１８４ａ，１８４ｃ，第１，第２のフィルムベッドエディト基準値
計算部１８４ｂ，１８４ｄおよび第１の論理和部１８４ｅで構成される。
【０１０７】
　上記で，第１のフィルムベッドエディト基準値計算部１８４ｂは，動き値発生部１４０
から入力される動き程度値（ＢＥＶ）をもって前述した３：２ベッドエディト検出適応基
準値を出力し，第１のフィルムベッドエディト検出部１８４ａは，動き値発生部１４０か
ら入力される動き程度値（ＢＥＶ）と第１のフィルム検出部１８１から３：２フィルム映
像であることを示すフィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ１）および３：２ベッドエディト検
出適応基準値をもって３：２フィルム映像でベッドエディト映像であることを示すベッド
エディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ１）を出力する。
【０１０８】
　また，第２のフィルムベッドエディト計算部１８４ｄは，動き値発生部１４０から入力
される動き程度値（ＢＥＶ）をもって前述した２：２ベッドエディト検出適応基準値を出
力し，第２のフィルムベッドエディト検出部１８４ｃは，動き値発生部１４０から入力さ
れる動き程度値（ＢＥＶ）と第２のフィルム検出部１８２から２：２フィルム映像である
ことを示すフィルム映像認知信号（Ｆ－ＥＮ２）および２：２ベッドエディト検出適応基
準値をもって２：２フィルム映像でベッドエディト映像であることを示すベッドエディト
認知信号（ＢＥ－ＥＮ２）を出力し，第１の論理和部１８４ｅは，３：２フィルム映像の
ベッドエディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ１）と２：２フィルム映像のベッドエディト認知信
号（ＢＥ－ＥＮ２）とを論理和してフィルムベッドエディト認知信号（ＢＥ－ＥＮ）とし
て出力する。
【０１０９】
　図１２Ａは，３：２フィルム映像におけるベッドエディト映像に関する概念図であり，
図１２Ｂは，２：２フィルム映像におけるベッドエディト映像に関する概念図である。図
１２Ａ，図１２Ｂにおいて“ｂａｄ　Ｅｄｉｔ”と表示された部分が検出されずにフィル
ム映像に進行されると，境界面の階段状と水平櫛歯状が発生することがあり得る。従って
，第１，第２のフィルムベッドエディト検出部１８４ａ，１８４ｂでのベッドエディト検
出は，フィルム映像である時にのみ行う。
【０１１０】
　図７の字幕領域検出部１８６は，図９に示されたように，フィルム選択部１８５のフィ
ルムモード信号（ＥＮ１）と字幕垂直／水平位置信号（ＣＶＰ／ＣＨＰ）によって動き値
発生部１４０のベッドエディト計算部１４４で求められたベッドエディトの動き程度値（
ＢＥＶ）を任意のフィールドにわたって累積して計算した値と字幕領域で求められた動き
値との比較で次の進行して行くフィールドが静止字幕または動く字幕であることをそれぞ
れ静止字幕検出部１８６ａと動く字幕検出部１８６ｂを介して検出して静止字幕認知信号
（ＣＳ－ＥＮ）および動く字幕認知信号（ＣＭ－ＥＮ）を出力し，その静止字幕認知信号
（ＣＳ－ＥＮ）および動く字幕認知信号（ＣＭ－ＥＮ）は，第２の論理和部１８６ｃを介
して論理和され，字幕表示モード信号（ＥＮ５）として出力される。すなわち，前述の字
幕領域検出部１８６は，フィルム映像であることを示すフィルムモード信号（ＥＮ１）が
１である時にのみ動作し，また，字幕垂直／水平位置信号（ＣＶＰ／ＣＨＰ）による字幕
領域でのみ動作し，字幕領域でない場合，０を出力する。すなわち，フィルム映像であり
字幕領域で字幕映像であることが判断されると，１を出力し，字幕領域で字幕映像でない
ことが判断されると，０を出力する。字幕領域の設定は，２：２または３：２フィルム映
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像である場合に予め定めた水平位置と垂直位置を設定して字幕領域を定めることにより，
フィルム領域とは異なるように具現される。
【０１１１】
　図１３は，図９の字幕領域検出部１８６で字幕領域を説明するための概念図であって，
フィルム映像から字幕領域を定め，フィルム領域と字幕領域とを区分して動作する。
【０１１２】
　字幕は，フィルム映像でないため，字幕領域を設定していないと，静止字幕または動く
字幕である場合，境界面の階段状および水平櫛歯状が発生することがある。静止字幕の場
合は，字幕が現われる時と消える時に字幕に水平櫛歯状が発生し，動く字幕である場合は
，境界面の階段状と水平櫛歯状が発生することがあり得る。
【０１１３】
　図１のヒストリー制御部１５０は，動き値発生部１４０の第１，第２の動き計算部１４
１，１４２でそれぞれ求められた動き値（Ｎ－ＭＡＸ）と最小動き値（Ｍ－ＭＩＮ）を用
いて複数のフィールドの情報を利用することができるヒストリー値（ＨＴＶ）を検出し，
後述の速い映像処理部１６０，動き境界維持映像処理部１７０およびフィールド間ノイズ
映像処理部１７５に提供する。
【０１１４】
　すなわち，ヒストリー制御部１５０では，第１の動き計算部１４１から入力される動き
値（Ｎ－ＭＡＸ）が予め定めた基準値の以上である場合や第２の動き計算部１４２から入
力される動き値の最小値（Ｍ－ＭＩＮ）が基準値の以上である場合に動きがあるとみなし
て予め定めた値を減算し，それと反対に，動き値（Ｎ－ＭＡＸ）が予め定めた基準値の以
下であり動き値の最小値（Ｍ－ＭＩＮ）が基準値の以下である場合は動きがないとみなし
て予め定めた値を加算する。
【０１１５】
　このようにして求められた動き値が０であれば０を付与し，また，求められた値が計算
しようと定めたフィールド数を超過すると，フィールド数を付与し，その他は，求められ
た値をヒストリー値（ＨＴＶ）として出力する。
【０１１６】
　また，図１の速い映像処理部１６０は，動き発生部１４０の動き値（Ｎ－ＭＡＸ）とフ
ィールド内ピクセル処理部１３０の速い動きの映像であることを判断するために面領域で
あることを知らせるデータ（ＶＦＣ）およびヒストリー制御部１５０のヒストリー値（Ｈ
ＴＶ）をもって現在画素が速い動きを持っているかを検出し，速い動きが存在する場合は
，その結果である速い映像動き信号（ＥＮ２）を１として出力し，速い動きが存在しない
場合は，速い映像動き信号（ＥＮ２）を０として出力する。
【０１１７】
　上記で，速い映像処理部１６０が，当該画素の速い動きの映像を検出するため，動き値
（Ｎ－ＭＡＸ）が予め定めた基準値の以上である場合，速い動きの映像として抽出する。
また，動き値（Ｎ－ＭＡＸ）とヒストリー値（ＨＴＶ）が予め定めた基準値の以下であり
フィールド内ピクセル処理部１３０の面領域検出部１３２から面領域として抽出された場
合，補間する画素を速い動きの映像として抽出する。
【０１１８】
　また，動き境界維持映像処理部１７５は，動き値発生部１４０の第１の動き計算部１４
１と動き境界維持計算部１４３およびヒストリー制御部１５０からそれぞれ入力された動
き値（Ｎ－ＭＡＸ）と動き境界維持条件信号（Ｂ－ＣＯＮ）およびヒストリー値（ＨＴＶ
）をもって当該画素が動き境界維持映像であるかを検出し，動き境界維持映像である場合
は，その結果である動き境界維持信号（ＥＮ３）を１として出力し，動き境界維持映像で
ない場合は，動き境界維持信号（ＥＮ３）を０として出力するが，このとき，第１の動き
計算部１４１および動き境界維持計算部１４３で求められた動き値（Ｎ－ＭＡＸ，Ｂ－Ｃ
ＯＮ）が予め定めた基準値の以下であり，ヒストリー制御部１５０で抽出されたヒストリ
ー値（ＨＴＶ）が予め定めた基準値の以上である場合，補間する画素を動き境界維持映像
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として抽出して合成部２００に提供する。
【０１１９】
　また，図１のフィールド間ノイズ映像処理部１７５は，動き値発生部１４０の第１の動
き計算部１４１から入力される動き値（Ｎ－ＭＡＸ）とヒストリー制御部１５０で抽出さ
れたヒストリー値（ＨＴＶ）をもって隣接するフィールド間ノイズ信号（ＥＮ４）を抽出
する。すなわち，動き値（Ｎ－ＭＡＸ）とヒストリー値（ＨＴＶ）が予め定めた基準値の
以下である場合，補間する画素をフィールド間ノイズ映像として抽出して合成部２００に
提供する。
【０１２０】
　また，図１の静止画処理部１９０は，図６のフィルム計算部１４５から入力される２：
２フィルム映像の探知に使用される動き程度値（ＦＶ）と第１の動き計算部１４１から入
力される動き値（Ｎ－ＭＡＸ）をもって累積・カウントして現フィールドが静止画である
かを検出し，当該フィールドが静止画である場合は，その結果である静止画信号（ＥＮ６
）を１として出力し，静止画でない場合は，静止画信号（ＥＮ６）を０として出力する。
すなわち，図６の第１の動き計算部１４５で求めたフィールド内の動き値（Ｎ－ＭＡＸ）
を累積して動き程度値を抽出し，その抽出した動き程度値が予め定めた基準値の以下であ
る場合は，フィールドが進行し続けている間累積し，それとは反対に，フィールド内の動
き値（Ｎ－ＭＡＸ）に対して累積された動き程度値が予め定めた基準値の以上である場合
は，フィールドが進行し続けている間累積値を初期化して０を付与する。そして，累積さ
れた値が予め定めた基準値の以下である場合は，当該フィールドが静止画であると判断し
，その結果である静止画信号（ＥＮ６）を１として出力する。また，図６のフィルム計算
部１４５で抽出したフィールド内の動き程度値（ＦＶ）が予め定めた基準値の以上である
場合，当該フィールドが静止画でないと判断し，その結果である静止画信号（ＥＮ６）を
０として合成部２００に提供する。
【０１２１】
　なお，図１の合成部２００は，フィルム映像処理部１８０からフィルム映像を表示する
フィルムモード信号（ＥＮ１）が１であり，字幕領域で静止字幕や動く字幕であることを
表示する字幕表示モード信号（ＥＮ５）が０である場合，フィールド処理部１１０から入
力されるフィールド間データ（ＩＮＴＥＲ０）を補間するデータとして選択し，の条件で
なく，静止画処理部１９０から静止画であることを表示する静止画信号（ＥＮ６）が１と
して入力された場合，フィールドが静止画であることを示すことでフィールド間データ（
ＩＮＴＥＲ０）を補間するデータとして選択して出力端子２２０に出力する。そして，２
つの条件以外である場合，速い映像処理部１６０から速い映像動き信号（ＥＮ２）が１と
して入力されると，速い動きがあることが知るようになるためフィールド内ピクセル処理
部１３０のフィールド内データ（ＩＮＴＲＡ０）を補間するデータとして選択し，速い映
像動き信号（ＥＮ２）が０であり，動き境界維持映像処理部１７０の動き境界維持信号（
ＥＮ３）が１である場合，動きと静止の境界部分が存在することからフィールド間データ
（ＩＮＴＥＲ０）を補間するデータとして選択し，速い映像動き信号（ＥＮ２）が０であ
りフィールド間ノイズ映像処理部１７５のフィールド間ノイズ新語（ＥＮ４）が１である
場合，フィールド間補間する画素の同一位置の前後フィールドにノイズ信号が存在し，動
きがあると誤って判断してフィールド内データ（ＩＮＴＲＡ０）を補間するデータとして
選択するのを防止するためのもので，フィールド間データ（ＩＮＴＥＲ０）を補間するデ
ータとして選択する。また，速い映像動き信号（ＥＮ２），動き境界維持信号（ＥＮ３）
およびフィールド間ノイズ信号（ＥＮ４）が０である場合，動き値発生部１４０の最大動
き値（Ｍ－ＭＡＸ）によってフィールド内データ（ＩＮＴＲＡ０）とフィールド間データ
（ＩＮＴＥＲ０）のうちから選択して出力端子２２０に出力する。最大動き値（Ｍ－ＭＡ
Ｘ）が予め定めた値の以下である場合，少ない画素の差で発生する水平櫛歯状の現象が起
こるため，フィールド間データ（ＩＮＴＥＲ０）とフィールド内データ（ＩＮＴＲＡ０）
との差の絶対値が予め定めた値の以下である場合，フィールド内データ（ＩＮＴＲＡ０）
を選択して出力端子２２０に出力する。
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【０１２２】
　なお，比較例として，従来の技術では，すなわち，１つのライン格納装置を用いて４５
°角度の境界部分のみを補間するか，速い映像処理部やフィルム映像処理部を介して速い
動きの映像やフィルム映像を自動に探知し，補間することなく一般にフィールド内の垂直
補間やライン繰り返し法を行うことで，順次走査化以後の画質が劣化し，または，動き境
界維持を行う必要のある画素が検出できなくて順次走査化の後に動きと静止との境界部分
にノイズが発生し，フィールド間ノイズ画素が検出できなくてノイズ信号をもって補間す
ることで，画質が劣化し，または，フィルム映像における誤った編集によるベッドエディ
ト映像が検出できなくて境界面の階段状や水平櫛歯状が発生し，字幕領域を設定しない場
合，静止字幕や動く字幕である場合，境界面の階段状や水平櫛歯状が発生しているが，こ
れとは異なり，本発明では，飛越走査方式の映像を順次走査方式の映像に変換するとき，
２フィールド間の時間差により発生する斜線状の直線境界が階段状に見える現象の問題が
解決され，境界部分がスムースな直線状に連結され，速い動きを有する部分映像に対して
水平櫛歯の残像が残るという問題点が解決され，また，動きの多い映像で複数のフィール
ドの間静止している部分映像に対して発生するノイズを防止するようにし，静止画で発生
するノイズを写真に近い映像に再生し，動きの少ない映像で発生する水平櫛歯状の残像が
残るという問題点が解決され，また，フィルムモード映像に対して元の映像に近く復元し
，ベッドエディト映像を抽出して編集上で発生する誤ったフィルム映像を抽出し，誤って
抽出されたフィルム映像で発生する階段状に見える現象の問題点を解決し，字幕領域を設
定することで，静止字幕が現われる時と消える時に発生する水平櫛歯状を無くし，動く字
幕で発生する階段状に見える現象の問題を解決することで，画質が向上する利点が得られ
る。
【０１２３】
　以上，添付図面を参照しながら本発明にかかる映像信号のデインターレース方法および
デインターレース装置の好適な実施形態について説明したが，本発明はかかる例に限定さ
れない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において各種
の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それらについても当然に本発明
の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１２４】
　以上のように，本発明に係る映像信号のデインターレース方法によれば，斜線状の直線
境界が階段状に見える現象の問題点が解決され，境界部分がスムースな直線状に連結され
，速い動きを有する部分映像に対して水平櫛歯状の残像が残るという問題点が解決され，
また，動きの多い部分映像で複数のフィールドの間静止している部分映像に対して発生す
るノイズを防止するようにし，静止画で発生するノイズを除去して写真に近い映像に再生
し，動きの少ない映像で発生する水平櫛歯状の残像が残るという問題点が解決され，また
，フィルムモード映像に対して元の映像に近く復元し，ベッドエディト映像を抽出して編
集上で発生する誤ったフィルム映像を抽出し，誤って抽出されたフィルム映像で発生する
階段状に見える現象の問題点を解決し，字幕領域を設定することで，静止字幕が現われる
時と消える時に発生する水平櫛歯状を無くし，動く字幕で発生する階段状に見える現象の
問題を解決することで，画質が向上する効果が得られる。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
本発明は，映像信号のデインターレース（ｄｅｉｎｔｅｒｌａｃｅ）方法およびデインタ
ーレース装置に利用可能であり，より詳しくは，フィールドからなる飛越走査（ｉｎｔｅ
ｒｌａｃｅｄ　ｓｃａｎｎｉｎｇ）方式の映像を同数のフレームからなる順次走査（ｐｒ
ｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｓｃａｎｎｉｎｇ）方式の映像に変換するとき，映像モードによっ
て発生する各種の現象，すなわち，階段状，水平櫛歯状の残像，ノイズ発生現象などを解
決して，よりきれいな画質を保障し，また，静止画，フィルムモードの映像および字幕映
像については，写真に近い映像に再生するとともに元の映像に近く復元して画質を向上さ
せる，映像信号のデインターレース方法およびデインターレース装置に利用可能である。
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【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】映像信号のデインターレース装置の全体を示すブロック図である。
【図２】図１のフィールド処理部の詳細を示すブロック図である。
【図３】図１のフィールド内ピクセル処理部の詳細を示すブロック図である。
【図４】図３のフィールド内境界処理部の詳細を示すブロック図である。
【図５】図４の方向性選択部の詳細を示すブロック図である。
【図６】図１の動き値発生部の詳細を示すブロック図である。
【図７】図１のフィルム映像処理部の詳細を示すブロック図である。
【図８】図７のベッドエディト検出部の詳細を示すブロック図である。
【図９】図７の字幕領域検出部の詳細を示すブロック図である。
【図１０Ａ】図３の面領域検出部において面領域を概念的に説明するための説明図である
。
【図１０Ｂ】図３の面領域検出部において面領域を概念的に説明するための説明図である
。
【図１０Ｃ】図３の面領域検出部において面領域を概念的に説明するための説明図である
。
【図１０Ｄ】図３の面領域検出部において面領域を概念的に説明するための説明図である
。
【図１０Ｅ】図３の面領域検出部において面領域を概念的に説明するための説明図である
。
【図１０Ｆ】図３の面領域検出部において面領域を概念的に説明するための説明図である
。
【図１１Ａ】図７のフィルム映像処理部においてフィルム映像を説明するための概念図で
ある。
【図１１Ｂ】図７のフィルム映像処理部においてフィルム映像を説明するための概念図で
ある。
【図１２Ａ】図８のベッドエディト検出部においてベッドエディト映像を概念的に説明す
るための説明図である。
【図１２Ｂ】図８のベッドエディト検出部においてベッドエディト映像を概念的に説明す
るための説明図である。
【図１３】図９の字幕領域検出部において字幕領域を概念的に説明するための説明図であ
る。
【符号の説明】
【０１２７】
　１００　順次フィールド遅延部
　１１０　フィールド処理部
　１１４　フィールド選択部
　１１５　フィールド間ピクセル処理部
　１２０　順次ライン処理部
　１３０　フィールド内ピクセル処理部
　１３１　フィールド内境界処理部
　１３２　面領域検出部
　１４０　動き値発生部
　１５０　ヒストリー制御部
　１６０　速い映像処理部
　１７０　動き境界維持映像処理部
　１７５　フィールド間ノイズ映像処理部
　１８０　フィルム映像処理部
　１９０　静止画処理部
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　２００　合成部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ Ａ 】

【 図 １ ０ Ｂ 】

【 図 １ ０ Ｃ 】

【 図 １ ０ Ｄ 】

【 図 １ ０ Ｅ 】

【 図 １ ０ Ｆ 】
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【 図 １ １ Ａ 】 【 図 １ １ Ｂ 】

【 図 １ ２ Ａ 】 【 図 １ ２ Ｂ 】
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【 図 １ ３ 】
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