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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平方向に複数列にわたりかつ垂直方向に複数行にわたって配列された光電変換素子，
　垂直方向にのびる上記光電変換素子に隣接して配置され，フィールド・シフト・パルス
が与えられることにより上記光電変換素子に蓄積された信号電荷がシフトされ，かつ転送
パルスが与えられることにより上記光電変換素子からシフトされた信号電荷を垂直方向に
転送し出力する垂直転送路，
　上記垂直転送路に転送パルスが１回与えられることにより上記垂直転送路の最も下側に
蓄積されていた信号電荷が与えられるものであり，上記垂直転送路により転送された信号
電荷を水平転送し出力する水平転送路，
　上記垂直転送路に転送パルスが２回与えられることにより上記垂直転送路の最も下側に
蓄積されていた信号電荷が与えられるものであり，上記垂直転送路により転送された信号
電荷を掃出するためのドレイン，
　高画質画像再生のための全画素読出しのときは，すべての上記光電変換素子に蓄積され
た信号電荷を上記水平転送路に転送するように上記垂直転送路を駆動する第１の駆動制御
手段，ならびに
　ムービ再生のためのムービ読出しのときは，第１フィールド用の信号電荷と第２フィー
ルド用の信号電荷とに分けて読出し，第１フィールド用の信号電荷の読出しにおいては上
記垂直転送路にフィールド・シフト・パルスが与えられた直後に，上記垂直転送路に垂直
転送パルスが１回与えられ，この１回の垂直転送パルスが与えられたことにより上記垂直
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転送路の最も下側に蓄積されていた信号電荷を上記水平転送路に与え，上記水平転送路に
与えられた信号電荷の水平転送後に上記垂直転送路への垂直転送パルスの２回の付与と上
記垂直転送路から与えられた信号電荷の上記水平転送路における水平転送と上記信号電荷
掃出ドレインからの信号電荷の掃出しとを繰り返し，第２フィールド用の信号電荷の読出
しにおいては上記垂直転送路にフィールド・シフト・パルスが与えられた直後から上記垂
直転送路への垂直転送パルスの２回の付与と上記垂直転送路から与えられた信号電荷の上
記水平転送路における水平転送と上記信号電荷掃出しドレインからの信号電荷の掃出しと
を繰り返すように駆動する第２の駆動制御手段，
　を備えた固体電子撮像装置。
【請求項２】
　上記光電変換素子によって表わされる画素の数が，一駒の画像について所定の画像デー
タ量をもつ単位画像データによって表わされる単位画像の画素数のｎ（ｎは２の倍数）倍
である，請求項１に記載の固体電子撮像装置。
【請求項３】
　上記水平転送路が，第１の水平転送路と第２の水平転送路とから構成され，上記第１の
水平転送路が奇数列の上記光電変換素子に蓄積された信号電荷を転送するものであり，上
記第２の水平転送路が偶数列の上記光電変換素子に蓄積された信号電荷を転送するもので
ある，請求項１に記載の固体電子撮像装置。
【請求項４】
　奇数列の上記光電変換素子および偶数列の上記光電変換素子のうち一方の列の上記光電
変換素子の受光面上に緑色のカラーフィルタが設けられ，奇数列の上記光電変換素子およ
び偶数列の上記光電変換素子のうち他方の列の上記光電変換素子の受光面上に赤色または
青色のカラーフィルタが設けられている請求項３に記載の固体電子撮像装置。
【請求項５】
　請求項１に記載された固体電子撮像装置，
　上記固体電子撮像装置の上記全画素読出しまたは上記ムービ読出しを設定するモード設
定手段，
　上記モード設定手段により設定されたモードが上記全画素読出しモードのときは，上記
すべての光電変換素子に蓄積され上記水平転送路から出力された信号電荷を１駒分のスチ
ル画像データとして圧縮し，上記モード設定手段により設定されたモードが上記ムービ読
出しモードのときは上記第１フィールド用の信号電荷を第１フィールド画像の画像データ
として圧縮し，上記第２フィールド用の信号電荷を第２フィールド画像の画像データとし
て圧縮するデータ圧縮手段，および
　上記データ圧縮手段によりデータ圧縮された画像データを記録媒体に記録する記録手段
，
　を備えたディジタル画像データ記録装置。
【請求項６】
　上記記録媒体から画像データを読取る読取手段，
　スチル再生モードとムービ再生モードを選択的に設定する再生モード設定手段，
　スチル再生モードが設定されているときに，上記読取手段によって読取られた上記スチ
ル画像データから静止画像を生成する静止画像生成手段，および
　ムービ再生モードが設定されているときに，上記読取手段によって読取られた上記第１
フィールド画像データと上記第２フィールド画像データとを交互に出力して動画像を生成
する動画像生成手段，
　を備えた請求項５に記載のディジタル画像データ記録装置。
【請求項７】
　水平方向に複数列にわたりかつ垂直方向に複数行にわたって配列された光電変換素子，
垂直方向にのびる上記光電変換素子に隣接して配置され，フィールド・シフト・パルスが
与えられることにより上記光電変換素子に蓄積された信号電荷がシフトされ，かつ転送パ
ルスが与えられることにより上記光電変換素子からシフトされた信号電荷を垂直方向に転
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送し出力する垂直転送路，および上記垂直転送路により転送された信号電荷を水平方向に
転送し出力する水平転送路を備えた固体電子撮像装置において，
　上記水平転送路は，上記垂直転送路に転送パルスが１回与えられることにより上記垂直
転送路の最も下側に蓄積されていた信号電荷が与えられるものであり，
　上記垂直転送路に転送パルスが２回与えられることにより上記垂直転送路の最も下側に
蓄積されていた信号電荷が与えられるものであり，上記垂直転送路により転送された信号
電荷を掃出するためのドレインを設け，
　高画質画像再生のための全画素読出しのときは，すべての上記光電変換素子に蓄積され
た信号電荷を上記水平転送路に転送し，
　ムービ再生のためのムービ読出しのときは，第１フィールド用の信号電荷と第２フィー
ルド用の信号電荷とに分けて読出し，
　第１フィールド用の信号電荷の読出しにおいては上記垂直転送路にフィールド・シフト
・パルスが与えられた直後に，上記垂直転送路に垂直転送パルスが１回与えられ，この１
回の垂直転送パルスが与えられたことにより上記垂直転送路の最も下側に蓄積されていた
信号電荷を上記水平転送路に与え，上記水平転送路に与えられた信号電荷の水平転送後に
上記垂直転送路への垂直転送パルスの２回の付与と上記垂直転送路から与えられた信号電
荷の上記水平転送路における水平転送と上記信号電荷掃出しドレインからの信号電荷の掃
出しとを繰り返し，
　第２フィールド用の信号電荷の読出しにおいては上記垂直転送路にフィールド・シフト
・パルスが与えられた直後から上記垂直転送路への垂直転送パルスの２回の付与と上記垂
直転送路から与えられた信号電荷の上記水平転送路における水平転送と上記信号電荷掃出
しドレインからの信号電荷の掃出しを繰り返す，
　固体電子撮像装置の信号電荷読出し方法。
【請求項８】
　上記光電変換素子によって表わされる画素の数が，一駒の画像について所定の画像デー
タ量をもつ単位画像データによって表わされる単位画像の画素数のｎ（ｎは２の倍数）倍
である，請求項７に記載の固体電子撮像装置の信号電荷読出し方法。
【請求項９】
　上記水平転送路を，第１の水平転送路と第２の水平転送路とから構成し，上記第１の水
平転送路を用いて奇数列の上記光電変換素子に蓄積された信号電荷を転送し，上記第２の
水平転送路を用いて偶数列の上記光電変換素子に蓄積された信号電荷を転送する，請求項
７に記載の固体電子撮像装置の信号電荷読出し方法。
【請求項１０】
　奇数列の上記光電変換素子および偶数列の上記光電変換素子のうち一方の列の上記光電
変換素子の受光面上に緑色のカラーフィルタが設けられ，奇数列の上記光電変換素子およ
び偶数列の上記光電変換素子のうち他方の列の上記光電変換素子の受光面上に赤色または
青色のカラーフィルタが設けられている請求項９に記載の固体電子撮像装置の信号電荷読
出し方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載された固体電子撮像装置を用いて被写体を撮像し，上記固体電子撮像装
置の上記全画素読出しまたは上記ムービ読出しを設定可能としておき，
　設定されたモードが上記全画素読出しモードのときは，上記すべての光電変換素子に蓄
積され上記水平転送路から出力された信号電荷を１駒分のスチル画像データとして圧縮し
，
　設定されたモードが上記ムービ読出しモードのときは上記第１フィールド用の信号電荷
を第１フィールド画像の画像データとして圧縮し，上記第２フィールド用の信号電荷を第
２フィールド画像の画像データとして圧縮し，
　データ圧縮された画像データを記録媒体に記録する，
　ディジタル画像データの記録再生方法。
【請求項１２】
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　上記記録媒体から画像データを読取り，
　スチル再生モードとムービ再生モードを選択的に設定可能としておき，
　スチル再生モードが設定されているときに，読取られた上記スチル画像データから静止
画像を生成し，
　ムービ再生モードが設定されているときに，読取られた上記第１フィールド画像データ
と上記第２フィールド画像データとを交互に出力して動画像を生成する，
　請求項11に記載のディジタル画像データの記録再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
この発明はディジタル・ビデオ・テープ・レコーダ（ＤＶＴＲ），ディジタル・カメラ等
を含むディジタル画像データ記録装置，ＤＶＴＲにおけるディジタル画像データの記録方
法，ならびにこのＤＶＴＲまたはこの記録方法によって磁気テープに記録されたディジタ
ル画像データの再生装置および方法ならびに固体電子撮像装置および固体電子撮像装置の
信号電荷読出し方法に関する。
【０００２】
【発明の背景】
ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダ（ＤＶＴＲ）は，ＣＣＤのような固体電子撮像素
子を用いて被写体を撮像し，撮像により得られた被写体像を表わす映像信号をディジタル
画像データに変換して磁気テープに記録するものである。ＤＶＴＲに用いられるＣＣＤは
水平方向720 画素×垂直方向480 画素＝約35万画素のものが一般的である。ＤＶＴＲに用
いられる固体電子撮像素子に蓄積され被写体像を表わす信号電荷は，ノンインターレース
読出し（全画素読出し）とインターレース読出し（ムービ読出し）とが可能である。
【０００３】
ノンインターレース読出しは，固体電子撮像素子に蓄積された信号電荷を１／30秒周期ご
とにすべて出力するものである。したがってノンインターレース読出しでは高画質の被写
体像を得ることができ，静止画再生を考慮した場合に適した読出し方法である。インター
レース読出しは，固体電子撮像素子に蓄積された信号電荷のうち奇数行の光電変換素子に
蓄積された信号電荷と偶数行の光電変換素子に蓄積された信号電荷とを１／60周期で交互
に出力するものである。インターレース読出しでは，ノインインターレース読出しに比べ
信号電荷の出力の周期を早くすることができ，動画再生を考慮した場合に適した読出し方
法である。
【０００４】
ノンインターレース読出しでは，２フィールドで１フレームを構成しフレーム画像を記録
するフレーム記録が行なわれ，インタレース読出しでは１フィールドごとのフィールド画
像を記録するフィールド記録が行なわれる。フレーム記録およびフィールド記録のいずれ
においても１フレーム分の画像データは１／30秒の時間をかけて，かつ10トラックの記録
領域を用いて磁気テープに記録される。
【０００５】
このようにディジタル・ビデオ・テープ・レコーダにおいては，35万画素のＣＣＤを用い
て被写体を撮影して得られるディジタル画像データのうち１フレーム分の画像データを１
／30秒かけて10トラックに記録するのが一般的であり，この記録方式が業界における標準
的な規格となっている（たとえば，NIKKEI ELECTRONICS BOOKS「データ圧縮とディジタル
変調」第137 頁～第152 頁，日経ＢＰ社，1993年を参照）。
【０００６】
一方，ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの撮像部における画質は，ＣＣＤの画素数
に依存し，ＣＣＤの画素数が多ければ多いほど向上する。しかしながら，画質を向上させ
るために画素数の多いＣＣＤを用い，このＣＣＤから得られた画像データを磁気テープに
記録するには画像データの記録に１／30秒以上の時間，10トラック以上の記録領域が必要
となりディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの上述した規格に合わなくなってしまう。
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【０００７】
また，ＤＶＴＲの撮像部に従来の約35万画素の画素数よりも多い画素数をもつＣＣＤを用
いた場合には，そのＣＣＤに適した，インターレース読出しおよびノンインターレース読
出しが要求されるようになる。
【０００８】
【発明の開示】
この発明は，ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの上述したような既存の規格との互
換性を保ちながら，高画質の静止画像を得ることを目的とする。
【０００９】
また，この発明は，固体電子撮像素子の画素数に応じて，適切な信号電荷の読出しならび
に記録および再生を実現できるようにすることを目的とする。
【００１０】
この発明は，一駒の画像を所定の画像データ量をもつ単位画像データによって表わし，上
記単位画像データの記録領域の大きさおよび上記単位画像データを記録するために要する
記録時間があらかじめそれぞれ定められ，上記記録時間の周期で上記単位画像データを順
次記録媒体に記録するディジタル画像データ記録装置において，上記単位画像データの画
像データ量のｎ倍のデータ量をもつ画像データを入力する入力手段，上記入力手段から得
られた画像データを，それぞれが一駒の画像を表わすようにｎ個の単位画像データに分割
する画像データ分割手段，および上記画像データ分割手段によって分割されたｎ個の単位
画像データを，ｎ個の記録領域にわたってｎ倍の記録時間で，上記記録媒体に記録する記
録手段を備えていることを特徴とする。
【００１１】
この発明はディジタル画像データの記録方法も提供している。このディジタル画像データ
記録方法は，一駒の画像を所定の画像データ量をもつ単位画像データによって表わし，上
記単位画像データの記録領域の大きさおよび上記単位画像データを記録するために要する
記録時間があらかじめそれぞれ定められ，上記記録時間の周期で上記単位画像データを順
次記録媒体に記録するディジタル画像データ記録装置において，上記単位画像データの画
像データ量のｎ倍のデータ量をもつ画像データを得，得られた画像データを，それぞれが
一駒の画像を表わすようにｎ個の単位画像データに分割し，分割によって得られたｎ個の
単位画像データを，ｎ個の記録領域にわたってｎ倍の記録時間で，上記記録媒体に記録す
るものである。
【００１２】
好ましい実施態様ではムービ記録モードとスチル記録モードが設けられ，上記の記録方法
はスチル記録モードが設定されたときに実行される。後述するように，スチル記録モード
で記録された画像データに基づいて動画の再生も可能である。
【００１３】
単位画像データは上述した現在の業界規格でいえば１フレーム画像データに相当する。
【００１４】
テレビジョンなどの他の画像データ処理装置から出力される画像データを入力し，上記単
位画像データの画像データ量のｎ倍のデータ量をもつ画像データを得てもよいし，ディジ
タル画像データ記録装置に撮像手段を備え，この撮像手段を用いて被写体を撮像すること
により，被写体像を表わし，上記単位画像データの画像データの画像データ量のｎ倍のデ
ータ量をもつ画像データを得てもよい。
【００１５】
一駒の画像について上記単位画像データの画像データ量のｎ倍のデータ量を生成する単板
の固体電子撮像素子を用いて被写体を撮像し，被写体像を表わす画像データを得てもよい
し，３板の固体電子撮像素子を用いて被写体を撮像し，被写体像を表わし上記単位画像デ
ータの画像データ量のｎ倍のデータ量をもつ画像データを得てもよい。
【００１６】
いずれにしても被写体像を表わし，上記単位画像データの画像データ量のｎ倍のデータ量
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をもつ画像データが得られるから，撮像の段階で高画質の画像の捕捉が行なわれる。
【００１６】
このようにして得られた高画質の画像を生じさせることのできる画像データを，既存の規
格にしたがう記録方式と互換性を保ちながら，かつ画像データを損うことなく記録するた
めに，この発明では，被写体像を表わす画像データがｎ個の単位画像データに分割される
。分割により得られたｎ個の単位画像データは，規格の記録方式にしたがって記録媒体に
記録されることになる。
【００１７】
このようにして，撮像により得られた高画質の画像データの画質がそのまま保存され，か
つ従来の規格に合致した形で記録されることになる。したがって，後に述べるように，高
画質の静止画の再生が可能となる。
【００１８】
画像データのｎ分割は，分割された画像データによって表わされる画像もまた一駒の画像
を表現できるように行なわれる。分割により得られた一単位画像データによっても一駒の
画像が表わされるから，一単位画像データごとに行なわれる動画の再生に適したものとな
る。
【００１９】
この発明によるディジタル画像データの再生装置および方法は上述のようにして記録され
た記録媒体からの画像データの再生を行うものである。この再生装置および方法は，上述
したディジタル・ビデオ・テープ・レコーダに適用することもできるし，独立したディジ
タル画像データ再生装置として実現することもできる。
【００２０】
ディジタル画像データ再生装置を，静止画像の再生という観点から規定すると，この再生
装置は，上記記録媒体から画像データを読取る読取手段，および上記読取手段によって読
取られた，一駒の画像データからの分割により生成されたｎ個の単位画像データを合成す
ることにより一駒の静止画像を表わす画像データを生成する静止画像生成手段を備えてい
るものとして特徴づけられる。
【００２１】
また，ディジタル画像データ再生方法は，上記記録媒体から画像データを読取り，読取ら
れた，一駒の画像データからの分割により生成されたｎ個の単位画像データを合成するこ
とにより一駒の静止画像を表わす画像データを生成するものとして特徴づけられる。
【００２２】
ディジタル画像データ再生装置を，静止画と動画の再生という観点から規定すると，この
再生装置は，上記記録媒体から画像データを読取る読取手段，スチル再生モードとムービ
再生モードを選択的に設定する再生モード設定手段，スチル再生モードが設定されている
ときに，上記読取手段によって読取られた，一駒の画像データの分割により生成されたｎ
個の単位画像データを合成することにより一駒の静止画像を表わす画像データを生成する
静止画像生成手段，およびムービ再生モードが設定されているときに，上記読取手段によ
って読取られた単位画像データを表示に適した信号に変換して上記記録時間の周期で順次
出力する動画生成手段によって特徴づけられる。
【００２３】
また，ディジタル画像データ再生方法は，上記記録媒体から画像データを読取り，スチル
再生モードとムービ再生モードを選択的に設定可能としておき，スチル再生モードが設定
されているときには，読取られた，一駒の画像データの分割により生成されたｎ個の単位
画像データを合成することにより一駒の静止画像を表わす画像データを生成し，ムービ再
生モードが設定されているときには，読取られた単位画像データを表示に適した信号に変
換して上記記録時間の周期で順次出力することによって特徴づけられる。
【００２４】
記録媒体から画像データが読出される。記録動作において一駒の画像データの分割により
生成されかつ記録されたｎ個の単位画像データが一駒の元の静止画像を表わすように合成
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される。この合成された静止画像データが表示装置に与えられ表示されるか，またはプリ
ンタに与えられ静止画像がプリントされる。
【００２５】
画素数の多い画像データがそのまま復元されるので高画質の静止画が得られることになる
。
【００２６】
記録媒体から読出された画像データに基づいて動画の再生も可能であり，通常のディジタ
ル・ビデオ・テープ・レコーダによって得られた動画の再生と同じように取扱うことがで
きる。
【００２７】
上述の静止画再生において，上記記録媒体から読取られた画像データの垂直方向において
画像データを補間し，垂直方向に補間処理された画像データによって静止画像を生成する
ことが好ましい。
【００２８】
これにより実質的に垂直方向の解像度が向上するので，より高画質なスチル画像が得られ
る。
【００２９】
この発明の固体電子撮像装置は，水平方向に複数列にわたりかつ垂直方向に複数行にわた
って配列された光電変換素子，垂直方向にのびる上記光電変換素子列に隣接して配置され
，上記光電変換素子に蓄積された信号電荷を垂直方向に転送する垂直転送路，上記垂直転
送路により転送された信号電荷を水平方向に転送し出力する水平転送路，上記垂直転送路
により転送された信号電荷を掃出するためのドレイン，高画質画像再生のための全画素読
出しのときは，すべての上記光電変換素子に蓄積された信号電荷を上記水平転送路に転送
するように上記垂直転送路を駆動する第１の駆動制御手段，ならびにムービ再生のための
ムービ読出しのときは，第１フィールド用の信号電荷と第２フィールド用の信号電荷とに
分けて読出し，第１フィールド用の信号電荷の読出しにおいては水平方向にのびる奇数行
および偶数行のうち一方の画素を表わす上記光電変換素子に蓄積された信号電荷を上記水
平転送路に転送し，奇数行および偶数行のうち他方の画素を表わす光電変換素子に蓄積さ
れた信号電荷を上記ドレインに転送し，第２フィールド用の信号電荷の読出しにおいては
奇数行および偶数行のうち上記他方の上記光電変換素子に蓄積された信号電荷を上記水平
転送路に転送し，奇数行および偶数行のうち上記一方の光電変換素子に蓄積された信号電
荷を上記ドレインに転送するように上記垂直転送路を駆動する第２の駆動制御手段を備え
ていることを特徴とする。
【００３０】
この発明は，上記固体電子撮像装置の信号電荷読出し方法も提供している。すなわち，水
平方向に複数列にわたりかつ垂直方向に複数行にわたって配列された光電変換素子，垂直
方向にのびる上記光電変換素子列に隣接して配置され，上記光電変換素子に蓄積された信
号電荷を垂直方向に転送する垂直転送路，および上記垂直転送路により転送された信号電
荷を水平方向に転送し出力する水平転送路を備えた固体電子撮像装置において，上記垂直
転送路により転送された信号電荷を掃出するためのドレインを設け，高画質再生のための
全画素読出しのときは，すべての上記光電変換素子に蓄積された信号電荷を上記水平転送
路に転送し，ムービ再生のためのムービ読出しのときは，第１フィールド用の信号電荷と
第２フィールド用の信号電荷とに分けて読出し，第１フィールド用の信号電荷の読出しに
おいては水平方向にのびる奇数行および偶数行のうち一方の画素を表わす上記光電変換素
子に蓄積された信号電荷を上記水平転送路に転送し，奇数行および偶数行のうち他方の画
素を表わす光電変換素子に蓄積された信号電荷を信号電荷掃出しドレインから掃出し，第
２フィールド用の信号電荷の読出しにおいては奇数行および偶数行のうち上記他方の光電
変換素子に蓄積された信号電荷を上記水平転送路に転送し，奇数行および偶数行のうち上
記一方の光電変換素子に蓄積された信号電荷を信号電荷掃出しドレインから掃出すことを
特徴とする。
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【００３１】
この発明によると，固体電子撮像装置には信号電荷を掃出するための上記ドレインが設け
られている。
【００３２】
上記ムービ読出しを行なうときは，光電変換素子に蓄積された信号電荷は上記第１フィー
ルド用の信号電荷と上記第２フィールド用の信号電荷とに分けて読出される。上記第１フ
ィールド用の信号電荷を読出すときには奇数行および偶数行のうち一方の行の光電変換素
子に蓄積された信号電荷が固体電子撮像装置の出力となる。奇数行および偶数行のうち他
方の行の光電変換素子に蓄積された信号電荷は上記ドレインから掃出される。上記第２フ
ィールド用の信号電荷を読出すときには，上記第１フィールド用の信号電荷の読出しにお
いて上記ドレインから掃出された信号電荷を蓄積していた光電変換素子に蓄積された信号
電荷が固体電子撮像装置の出力となる。上記第２フィールド用の信号電荷を読出すときに
は，上記第１フィールド用の信号電荷の読出しにおいて出力となった信号電荷を蓄積して
いた光電変換素子に蓄積された信号電荷がドレインから掃出される。第１フィールド用の
信号電荷の読出しと第２フィールド用の信号電荷の読出しとでは，奇数行の光電変換素子
に蓄積された信号電荷と偶数行の光電変換素子に蓄積された信号電荷とが交互に読出され
る。したがってインターレース読出しが達成される。
【００３３】
上記全画素読出しを行なうときには，上記光電変換素子に蓄積された信号電荷が水平転送
路に転送され，固体電子撮像装置の出力となる。これによりノンインターレース読出しが
達成される。
【００３４】
このような固体電子撮像装置がＤＶＴＲの撮像部に設けられることによってインターレー
ス読出しまたはノンインターレース読出しにより固体電子撮像装置から出力される信号電
荷は，被写体像を表わす画像データとして磁気テープに記録される。ノンインターレース
読出しにもとづいて得られる画像データを再生することによりたとえば高画質な静止画像
が得られ，インターレース読出しにもとづいて得られる画像データを再生することにより
たとえば動きの滑かな動画像が得られる。
【００３５】
この発明は，固体電子撮像装置を構成する上記光電変換素子において，上記光電変換素子
によって表わされる画素の数が，一駒の画像について所定の画像データ量をもつ単位画像
データによって表わされる単位画像の画素数のｎ倍であっても適用することができる。
【００３６】
この場合であっても，上記全画素読出しおよび上記ムービ読出しを実現することができ，
それぞれの読出しに応じて得られる画像データを磁気テープに記録することができる。ま
た全画素読出しにもとづいて得られる画像データを再生することにより高画質な静止画像
が得られ，ムービ読出しにもとづいて得られる画像データを再生することにより動きの滑
かな動画像が得られる。とくに上記光電変換素子は，上記ｎ倍の信号電荷量の信号電荷を
蓄積するものであるから，ムービ読出しにおいて上記ドレインから信号電荷を掃出しても
，充分な明るさの被写体像を表わす画像データが磁気テープに記録される。したがってム
ービ読出しにもとづいて得られる画像データを再生して動画像を得る場合であっても，再
生される動画像は充分な明るさをもつ。
【００３７】
固体電子撮像装置を構成する上記水平転送路を，第１の水平転送路と第２の水平転送路と
から構成するようにしてもよい。この場合，第１の水平転送路と第２の水平転送路は異な
る列の光電変換素子に蓄積された信号電荷を転送する。たとえば，第１の水平転送路は，
奇数列の光電変換素子に蓄積された信号電荷を転送し，第２の水平転送路は偶数列の光電
変換素子に蓄積された信号電荷を転送する。
【００３８】
第１の水平転送路および第２の水平転送路を利用して信号電荷を転送するので，１つの水
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平転送路において転送する信号電荷量が減少する。したがって比較的速くない水平転送ク
ロック・パルスを用いて信号電荷を水平方向に転送することができる。
【００３９】
上記水平転送路を，上記第１の水平転送路と上記第２の水平転送路とから構成した場合，
奇数列の上記光電変換素子および偶数列の上記光電変換素子のうち一方の列の上記光電変
換素子の受光面上に緑色のカラーフィルタを設け，奇数列の上記光電変換素子および偶数
列の上記光電変換素子のうち他方の列の上記光電変換素子の受光面上に赤色または青色の
カラーフィルタを設けるとよい。これにより，上記第１の水平転送路および上記第２の水
平転送路のうち一方の水平転送路から，緑色成分を表わす信号電荷が出力され，他方の水
平転送路から青色成分および赤色成分を表わす信号電荷が出力される。色成分ごとに水平
転送路から分けて出力されるので，色成分ごとに分けて行なわれる後処理が比較的容易と
なる。
【００４０】
上記固体電子撮像装置を用いて被写体を撮像した場合には，上記固体電子撮像装置の上記
全画素読出しまたは上記ムービ読出しを設定可能としておき，設定されたモードが上記全
画素読出しモードのときは，上記すべての光電変換素子に蓄積され上記水平転送路から出
力された信号電荷を１駒分のスチル画像データとして圧縮し，設定されたモードが上記ム
ービ読出しモードのときは上記第１フィールド用の信号電荷を第１フィールド画像の画像
データとして圧縮し，上記第２フィールド用の信号電荷を第２フィールド画像の画像デー
タとして圧縮し，データ圧縮された画像データを記録媒体に記録することができる。
【００４１】
またこのように記録した場合には，上記記録媒体から画像データを読取り，スチル再生モ
ードとムービ再生モードを選択的に設定可能としておき，スチル再生モードが設定されて
いるときに，読取られた上記スチル画像データから静止画像を生成し，ムービ再生モード
が設定されているときに，読取られた上記第１フィールド画像データと上記第２フィール
ド画像データとを交互に出力して動画像を生成することができる。
【００４２】
【実施例の説明】
ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの構成および動作の説明に先だち，ディジタル・
ビデオ・テープ・レコーダによる磁気テープへの記録方式に関する既存の標準的な業界規
格について説明しておく。
【００４３】
磁気テープの記録フォーマットが図17(A) および(B) に示されている。図17(A) は磁気テ
ープ８のトラックＴｒを示すもので，磁気テープ８の長手方向に対して斜め方向に一定の
角度で多数のトラックＴｒが形成される。これらの多数のトラックＴｒのうち連続する10
個のトラックを用いて１フレーム分のディジタル画像データが記録される。
【００４４】
図17(B) にトラック・フォーマットが示されている。１つのトラックＴｒには，サブコー
ド記録領域，ビデオ記録領域，補助記録領域，オーディオ記録領域およびトラック情報記
録領域が含まれている。サブコード記録領域には高速検索のためのタイムコードや絶対ト
ラック番号などの情報が記録される。ビデオ記録領域には被写体像を表わすディジタル画
像データが記録される。オーディオ記録領域には音を表わすデータが記録される。トラッ
ク情報記録領域には磁気ヘッドがトラックＴｒの中心をトレースするための，トラックＴ
ｒの基準となる情報が記録される。補助記録領域は飛び飛びに設けられ，この補助記録領
域には付加情報が記録される。後に詳述するこの発明の実施例においては，補助記録領域
には，ビデオ記録領域に記録された画像データに関する情報が記録される。各領域の間に
設けられるギャップは図示が省略されている。
【００４５】
ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダに用いられるＣＣＤは一般的には（従来）水平方
向720 画素，垂直方向480 画素の約35万画素の画素数をもつものが用いられる。このよう
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なＣＣＤを用いて得られた１フレーム分のディジタル画像データが，磁気テープ８の10ト
ラックに記録される。これが既存の規格である。
【００４６】
磁気テープ８に記録される画像データによって表わされる画像の画質を向上させるために
は，画素数の多いＣＣＤを用いれば良い。しかしながら，ディジタル・ビデオ・テープ・
レコーダにおいては水平方向720 画素，垂直方向480 画素の画像を表わすディジタル画像
データを，10個のトラックに記録するようにその規格が定められているので，35万画素の
画素数よりも画素数の多い画像を表わすディジタル画像データを磁気テープ８に記録する
と，この規格から外れてしまう。この発明によるディジタル・ビデオ・テープ・レコーダ
は，35万画素の画素数よりも画素数の多い画像を表わす画像データを得，ディジタル・ビ
デオ・テープ・レコーダの従来からの記録規格に合致した画像データの記録を可能とする
ものである。
【００４７】
図１はこの発明の実施例を示すもので，ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダ（ＤＶＴ
Ｒ）の電気的構成を示すブロック図である。ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの全
体の動作はシステム・コントローラ10によって統括される。
【００４８】
ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダは，被写体の撮影に加えて磁気テープ８に記録さ
れた画像データの再生が可能である。また被写体の撮影は，ムービ撮影とスチル撮影とが
可能である。これらのモードを設定するために，ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダ
には操作パネル50が含まれている。
【００４９】
図２を参照して，操作パネル50には，ムービ撮影の準備を設定するためのムービ・スタン
バイ・ボタン40，ムービ撮影の開始および終了を設定するためのムービ撮影スイッチ41，
スチル撮影の準備を設定するためのスチル・スタンバイ・ボタン42，スチル撮影のための
シャッタ・レリーズ・ボタン43および高画質スチル撮影と通常画質スチル撮影とのうちい
ずれか一方のスチル撮影モードを選択するためのスチル・セレクト・スイッチ44が含まれ
ている。スチル・シャッタ・レリーズ・ボタン43は二段ストローク・タイプのものである
。また操作パネル50にはムービ再生の開始および終了を設定するためのムービ再生スイッ
チ45Ａ，高画質スチル画の合成処理を設定するためのスチル再生ボタン45Ｂ，スチル撮影
で得られた画像を検索し表示するスチル自動検索モードを設定するためのスチル自動検索
ボタン46，磁気テープ８の早送りボタン47，巻戻しボタン48および一時停止ボタン49が含
まれている。操作パネル50に含まれる各種ボタンおよびスイッチの設定信号は，システム
・コントローラ10に与えられる。
【００５０】
図２に示す例では１枚の操作パネル50上に各種ボタンおよびスイッチが配置されているが
，実際はカメラの操作性を考慮してカメラのキャビネット上に分けて配置されることとな
ろう。
【００５１】
図３にＣＣＤ（Charge Coupled Device ）を含む撮像光学系が示されている。
【００５２】
ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの撮像光学系には３枚のＣＣＤ14Ｒ，14Ｇおよび
14Ｂが含まれている。ＣＣＤ14Ｒ，14Ｇおよび14Ｂはそれぞれ水平方向640 画素垂直方向
480 画素の画素数をもつ。ＣＣＤ14Ｒ，14Ｇおよび14Ｂはそれぞれ赤色，緑色および青色
の映像信号を出力するもので，それぞれ前方には赤色フィルタ13Ｒ，緑色フィルタ13Ｇお
よび青色フィルタ13Ｂが配置されている。
【００５３】
被写体像を表わす光線束は撮像レンズ11によって集光され，プリズム12に導かれる。集光
された光線束はプリズム12によって３つの光線束に分けられ，ＣＣＤ14Ｒ，14Ｇおよび14
Ｂに入射する。３つに分けられる光線束の光学的距離がそれぞれ等しくなるようにプリズ
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ム12が設計されている。
【００５４】
図１を参照して，ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの撮像部は撮像コントローラ20
によって制御される。この撮像コントローラ20によってＣＣＤ駆動回路21が制御される。
ＣＣＤ駆動回路21によってＣＣＤ14Ｒ，14Ｇおよび14Ｂを含む撮像回路14が制御され，Ｃ
ＣＤ14Ｒ，14Ｇおよび14Ｂへの信号電荷の蓄積および掃出しが制御される。これにより，
ＣＣＤ14Ｒ，14Ｇおよび14Ｂにそれぞれ蓄積された信号電荷がすべて映像信号として１／
60秒（厳密には 1.001／60秒）周期で出力される（全画素読出し）。
【００５５】
ＣＣＤ14Ｒ，14Ｇおよび14Ｂから出力される赤色，緑色および青色の映像信号は信号電荷
検出回路15に含まれるＣＤＳ（相関二重サンプリング）回路15Ｒ，15Ｇおよび15Ｂに与え
られｋＴＣノイズ成分が除去される。赤色，緑色および青色の映像信号は，アナログ／デ
ィジタル（Ａ／Ｄ）変換ユニット16に含まれるＡ／Ｄ変換回路16Ｒ，16Ｇおよび16Ｂにお
いて赤色，緑色および青色のディジタル画像データに変換される。
【００５６】
赤色，緑色および青色のディジタル画像データはＤＳＰ（Disital Signal Processor）17
に含まれる色信号処理回路18に与えられる。色信号処理回路18において，入力する赤色，
緑色および青色のディジタル画像データから水平方向1280画素垂直方向960 画素の輝度デ
ータならびに水平方向320 画素垂直方向960 画素のＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差データが生
成される。この輝度データならびにＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差データの生成は次のように
して行なわれる。
【００５７】
図４は赤色，緑色および青色のディジタル画像データによって表わされる画像を同一平面
に表わした様子を示している。赤色，緑色および青色の画像データによって表わされる画
素は，ここでは水平方向および垂直方向ともに１画素おきに飛び飛びに配置されている。
また緑色の画素と赤色および青色の画素とは異なる列および異なる行に配置されている。
これらの画素が飛び飛びに設けられている間の画素は，画像データが無く空領域である。
この空領域の画素の画像データが生成される。
【００５８】
図５は画素の生成手法を示している。図５においては，符号ａ，ｂ，ｃ，ｄおよびｅが画
像データが無い画素であり，符号ｘ1 ，ｘ2 ，ｘ3 およびｘ4 が画像データが存在する画
素である。符号ａ，ｂ，ｃ，ｄおよびｅの画素の画像データは次のように生成される。
【００５９】
ａ＝（ｘ1 ＋ｘ2 ）／２
ｂ＝（ｘ1 ＋ｘ3 ）／２
ｃ＝（ｘ1 ＋ｘ2 ＋ｘ3 ＋ｘ4 ）／４
ｄ＝（ｘ2 ＋ｘ4 ）／２
ｅ＝（ｘ3 ＋ｘ4 ）／２
【００６０】
これらの演算により，水平方向640 画素垂直方向480 画素の赤色，緑色および青色の画像
データから水平方向および垂直方向ともに倍の画素数をもつ水平方向1280画素垂直方向96
0 画素の赤色，緑色および青色の画像データが得られる。水平方向1280画素垂直方向960 
画素の赤色，緑色および青色の画像データから，水平方向1280画素垂直方向960 画素の輝
度データならびにＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差データが生成される。Ｒ－ＹおよびＢ－Ｙの
色差データについては水平方向の画素が１／４の画素数となるようにサンプリング処理が
行なわれる。これによりＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差データは水平方向320 画素垂直方向96
0 画素の色差データとなる。色信号処理回路18から出力される輝度データならびにＲ－Ｙ
およびＢ－Ｙの色差データは画素出力レート切替回路19に与えられる。
【００６１】
画素出力レート切替回路19は，操作パネル50において設定されたモードに応じて画像デー
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タの出力方法および画像データ量を変える回路である。
【００６２】
操作パネル50によって高画質スチル画記録モードが設定されているときには，画像データ
補間処理が行なわれ，水平方向1280画素垂直方向960 画素の輝度データから図６に示すよ
うに水平方向1440画素垂直方向960 画素の輝度データが生成される。これにより従来の１
フレーム分（約35万画素）の４倍のデータ量の約140 万画素の輝度データが得られる。こ
の約140 万画素の輝度データは４フレームに分けて画素出力レート切替回路19から出力さ
れる。この分け方は次の通りである。
【００６３】
図８は図６に示す画素の輝度データが４フレームに分割される様子を模式的に表わすもの
である。水平方向および垂直方向とも，図示の便宜上，画素数はきわめて少なく描かれて
いる。図８の上部に示すように，１駒分の輝度データは図６に示す水平方向および垂直方
向のすべての画素（水平方向1440画素，垂直方向960 画素）についての画像データを含ん
でいる。フレーム・メモリ22には，図６に示すすべての画素に対応する輝度データが記憶
される。
【００６４】
輝度データのフレーム・メモリ22からの読出しは第１フレームから第４フレームまで４フ
レームにわたって行なわれる（図８の下部参照）。
【００６５】
第１回目に読出される第１フレームの輝度データおよび第３回目に読出される第３フレー
ムの輝度データは奇数行の画素の輝度データである。これらの奇数行の輝度データは黒三
角印と白三角印によって表現されている。黒三角印が奇数列，白三角印が偶数列の輝度デ
ータである。第１フレームの輝度データは，奇数列と偶数列の輝度データが垂直方向に交
互に繰返すことにより構成される。第３フレームの輝度データは，偶数列の輝度データと
奇数列の輝度データとが垂直方向に交互に繰返すことにより構成され，これらは第１フレ
ームに含まれないものである。
【００６６】
第２回目に読出される第２フレームの輝度データおよび第４回目に読出される第４フレー
ムの輝度データは偶数行の画素の輝度データである。これらの偶数行の輝度データは白丸
印と黒丸印によって表現されている。白丸印が奇数列，黒丸印が偶数列の輝度データであ
る。第２フレームの輝度データは，奇数列と偶数列の輝度データが垂直方向に交互に繰返
すことにより構成される。第４フレームの輝度データは，偶数列の輝度データと奇数列の
輝度データとが垂直方向に交互に繰返すことにより構成され，これらは第２フレームに含
まれないものである。
【００６７】
このようにして，すべての画素の輝度データが１回のみ，いずれかのフレームにおいて読
出されることになる。しかも，各フレームを構成する輝度データの画素は，垂直方向およ
び水平方向に飛び飛びになっていて，どのフレームの輝度データによっても被写体像の全
体を表現することができる。
【００６８】
これらの４フレームにわたる画像データの読出しはフレーム・メモリ22のアドレッシング
の制御により容易に表現することができる。たとえば，第１フレームの読出しにおいては
，垂直アドレスとして奇数行を指定する。水平アドレスとしては，（４ｍ＋１）行のとき
は奇数列を，（４ｍ＋３）行のときは偶数列を指定するアドレス信号を発生させればよい
（ｍ＝０，１，２，…）。１フレーム分の画像データの読出しは１／30秒で行なえばよい
。このようなアドレス信号発生はシステム・コントローラ10に行なわせてもよいしカウン
タ，分周回路，論理回路等で構成することもできる。
【００６９】
またＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差データについては画素出力レート切替回路19において画素
補間処理が行なわれ，水平方向320 画素垂直方向960 画素から図７に示すように水平方向
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360 画素垂直方向960 画素の色差データが生成され，フレーム・メモリ22に与えられ記憶
される。フレーム・メモリ22に記憶された色差データも輝度データと同様に４フレームに
分割され，フレーム・メモリ22から読出される。
【００７０】
フレーム・メモリ22は４フレーム分の輝度データならびにＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差デー
タを記憶できるのはいうまでもない。
【００７１】
画素出力レート切替回路19から，４フレームに分割されて出力される輝度データはデータ
並び換え回路23に与えられる。またＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差データは所定のデータ量ず
つ交互に，画素出力レート切替回路19から出力され，データ並び換え回路23に与えられる
。
【００７２】
操作パネル50において，通常スチル画記録モードが設定されているときには，画素出力レ
ート切替回路19において，間引き処理が行なわれ，入力する水平方向1280画素垂直方向96
0 画素の輝度データから水平方向720 画素垂直方向480 画素の輝度データが生成され，か
つ入力する水平方向320 画素垂直方向960 画素の色差データから水平方向180 画素垂直方
向480 画素の色差データが生成される。生成された輝度データならびにＲ－ＹおよびＢ－
Ｙの色差データはデータ並び換え回路23に与えられる。
【００７３】
操作パネル50によって，ムービ記録モードが設定されているときには，通常スチル画記録
モードと同様に一旦水平方向720 画素垂直方向480 画素の輝度データならびに水平方向18
0 画素垂直方向480 画素のＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差データが生成される。生成された輝
度データおよび色差データの画像データのうち，１／60秒の時間がずれた２つの画像デー
タから第１フィールドの画像データと第２フィールドの画像データとが得られる。すなわ
ち最初に得られた画像データのうち奇数行の画像データが第１フィールドの画像データと
擬制され，その１／60秒後に得られた画像データのうち偶数行の画像データが第２フィー
ルドの画像データと擬制される。第１フィールドの画像データ（輝度データおよび色差デ
ータ）と第２フィールドの画像データとが交互に画素出力レート切替回路19から出力され
，データ並び換え回路23に与えられる。
【００７４】
画素出力レート切替回路19から出力された画像データはデータ並び換え回路23を通過して
フレーム・メモリ24に与えられ，一旦記憶される。フレーム・メモリ24に記憶された画像
データはデータ並び換え回路23に与えられ８×８画素ごとの多数のブロックに分ける処理
，その他ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの規格に応じた画像データの並び換え処
理が行なわれる。
【００７５】
データ並び換え回路23から出力された画像データは，第１フレームの画像データから順次
データ圧縮回路25に与えられる。データ圧縮回路25においてＤＣＴ（Discrete Cosine Tr
ansform ）処理，量子化処理などが行なわれることにより，画像データにデータ圧縮が施
される。データ圧縮処理回路25において圧縮された画像データは誤り訂正符号付加回路26
を介して（単に通過して）フレーム・メモリ28に与えられ一旦記憶される。
【００７６】
フレーム・メモリ28に記憶された画像データは順次誤り訂正符号付加回路26に与えられ，
誤り訂正符号が付加される。誤り訂正符号が付加された画像データは再びフレーム・メモ
リ28に与えられ記憶される。画像データはフレーム・メモリ28から再び読出され誤り訂正
符号付加回路26に与えられる。誤り訂正符号付加回路26にはシステム・コントローラ10か
ら補助領域データも与えられている。
【００７７】
補助領域データは，被写体の撮影によって得られたディジタル画像データに関する情報そ
の他の情報を表わすデータである。補助領域記録データの一例が図９(A) および(B) に示
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されている。図９(A) および(B) に示すように補助領域記録データは，８ビット・データ
であり，５種類のデータが１つの補助記録領域に記録される。
【００７８】
補助領域データには，ソース・コントロール・パックとソース・パックに加えてメーカ・
オプション・データがある。メーカ・オプション・データにはヘッダ，メーカー・コード
，ソース・コントロール・パック，オプション・パック・トータル数，記録方式のモード
設定，ソース・パック，分割方法，本フレームが何枚めかを表わす情報，表示装置でのデ
ータ表示方法または挿入方法を示す情報，分割された画像データが記録されるビデオ記録
領域を表わす記録領域データなどがある。ソース・コントロール・パックはたとえば磁気
テープ８に記録されるディジタル画像データのコピーの禁止の有無を表わすデータである
。ソース・パックは，たとえばフレーム画のムービ記録とフィールド画のムービ記録との
両方のムービ記録が可能な場合にどちらの記録がされているかを示すデータである。
【００７９】
ヘッダは１つの補助記録領域に記録される５種類のデータのうち先頭のデータであり，残
りの４種類のデータがどのような種類のデータかを示すデータである。メーカー・コード
はどのようなメーカーのディジタル・ビデオ・テープ・レコーダによって記録されたディ
ジタル画像データかを示すコードである。オプション・パック・トータル数は補助記録領
域に記録することができる補助領域データの数を示している。記録方式のモード設定は，
ディジタル画像データの記録時においてＤＳＰ回路17に設定される画像データ出力モード
設定を表わしている。分割方法は，ディジタル画像データの記録時に図８に示すように画
像データを分割する場合にどのように分割しているかを表わすものである。本フレームが
何枚めかを表わす情報は，１駒を構成する画像データを複数に分割した場合に何番めの画
像データかを表わすものである。表示装置でのデータ表示方法，挿入方法は，記録時に画
像データを分割した場合において再生時にどのようにして１駒を生成し表示装置に表示す
るかを示すものである。
【００８０】
これらの補助領域データはシステム・コントローラ10によって生成され，画像データのそ
れぞれに付加される（補助領域）。図17(B) に示すようにトラック・フォーマットはあら
かじめ定められており，補助記録領域Ａ3 の位置も定められている。したがってこの記録
位置から補助領域記録データとそのほかのデータとを区別できる。
【００８１】
図８上段に示すような高画質画像から図８下段に示すように，第１フレームの画像を表わ
す画像データについては本フレームが何枚めかを表わす補助領域データはたとえば図９(B
) に示すように「００００００１０」で表わされ，図８下段に示すように，第２フレーム
の画像を表わす画像データについては本フレームが何枚めかを表わす補助領域記録データ
はたとえば「０００００００１」で表わされる。
【００８２】
誤り訂正符号付加回路26から出力される画像データは変調回路27に与えられ，符号化（た
とえばＮＲＺＩ符号化）されて記録再生増幅回路29に与えられる。記録再生増幅回路29に
おいて増幅された画像データは磁気ヘッド30に与えられる。これにより磁気ヘッド30によ
って磁気テープ８の各トラックのうちビデオ記録領域Ａ2 に画像データが記録され，補助
記録領域Ａ3 に補助領域データが記録される。オーディオ・データやトラック情報の記録
ももちろん行なわれる。
【００８３】
高画質スチル画記録モードにおいて得られた約140 万画素の画像データ量をもつ画像デー
タ，すなわち４フレーム分の画像データのうち最初の１フレーム分の画像データは，一般
的に用いられる35万画素ＣＣＤを用いて被写体を撮影して得られた１フレーム分の画像デ
ータのデータ量に相当するから，連続する10個のトラックのビデオ記録領域Ａ2 に記録さ
れる。４フレーム分の画像データのうち次の１フレーム分の画像データは，最初の１フレ
ーム分の画像データが既に記録された画像データの次の10個のトラックのビデオ記録領域



(15) JP 4047943 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

Ａ2 に記録される。４フレーム分の画像データのうち次の１フレーム分の画像データは，
さらに次の10個のトラックのビデオ記録領域Ａ2 に記録され，４フレーム分の画像データ
のうち最終の１フレーム分の画像データは，さらに次の10個のトラックのビデオ記録領域
Ａ2 に記録される。約140 万画素の画像データ量をもつ１駒分の画像データは一般的に用
いられる35万画素ＣＣＤを用いて得られた１フレーム分の画像データの４倍のデータ量を
もつことから，40トラックを用いて磁気テープ８に記録されることとなる。４フレーム分
の記録動作は４フレーム分の撮影動作と同じように１／7.5 秒の周期で行なわれる。
【００８４】
通常スチル画記録モードにおいて得られた約35万画素の画像データ量をもつ画像データお
よびムービ記録モードにおいて得られた約35万画素の画像データ量をもつ画像データは，
連続する10個のトラックのビデオ記録領域Ａ2 に記録される。
【００８５】
高画質または通常スチル画記録モードによって磁気テープ８に画像データが記録されたと
きには，サブ・コード領域にスチル画識別符号が記録される。
【００８６】
図１に示すディジタル・ビデオ・テープ・レコーダは，磁気テープ８に記録されたディジ
タル画像データの再生も可能である。再生モードにはムービ再生モードとスチル自動検索
モードとがある。
【００８７】
ディジタル画像データの再生モードにおいて，磁気テープ８に記録された画像データ，補
助領域データ，その他のデータが磁気ヘッド31によって読取られ記録再生増幅回路29に与
えられる。記録再生増幅回路29において増幅されたデータは復調回路32に与えられる。復
調回路32においてデータ復調が行なわれ，誤り訂正回路33を介してフレーム・メモリ28に
与えられ一旦記憶される。フレーム・メモリ28に記憶されたデータは読み出され誤り訂正
回路33に与えられる。復調回路32において復調されたデータにデータ誤りがあると，誤り
訂正回路33において誤り訂正処理が行なわれる。誤り訂正処理が行なわれたデータのうち
被写体像を表わすディジタル画像データはデータ伸張回路34に与えられ，補助領域データ
はシステム・コントローラ10に与えられる。この再生動作も４フレーム分の画像データに
ついて１／7.5 秒の周期で行なわれる。
【００８８】
ムービ再生モードではデータ伸張回路34において，圧縮された画像データのデータ伸張処
理が行なわれる。データ伸張回路34においてデータ伸張されたディジタル画像データはデ
ータ並び換え回路35に与えられ，ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの規格に合致し
た画像データの配列からモニタ表示装置52における表示画像の配列に戻される。
【００８９】
ムービ再生モードにおいては，データ並び換え回路35から出力される画像データはインタ
フェイス37に与えられるように，データ並び換え回路35がシステム・コントローラ10によ
って制御される。
【００９０】
データ並び換え回路35から出力されるディジタル画像データはインタフェイス37を介して
１フィールドずつモニタ表示装置52に与えられ，動画再生が行なわれる。モニタ表示装置
52はディジタル・ビデオ・テープ・レコーダに設けてもよい。
【００９１】
図１に示すディジタル・ビデオ・テープ・レコーダはムービ再生に加えて高画質スチル画
再生も可能である。高画質スチル画再生においては，データ並び換え回路35から出力され
る画像データはＤＳＰ回路36に与えられる。ＤＳＰ回路36にはシステム・コントローラ10
から補助領域データも与えられている。システム・コントローラ10から与えられた補助領
域データのうち本フレームが何枚めかを表わすデータによってどの画像データを用いるこ
とにより完全な１駒の画像を生成できるかがわかり，分割方法を表わすデータにより分割
された画像データをどのように組合わせたら完全な１駒の画像を生成できるかがわかる。
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これらの，本フレームが何枚めかを表わすデータおよび分割方法を表わすデータにもとづ
いてＤＳＰ回路36において１駒の完全な画像が生成される。これによりたとえば図８下段
に示す４つの画像から図８上段に示す１駒の高画質な画像が得られる（図15参照）。
【００９２】
ＤＳＰ回路36において生成された１駒の画像データはインタフェイス37を介してプリンタ
51に与えられ，高画質の静止画がプリントされる。
【００９３】
上記においては，一般的なＣＣＤから得られる画像データ量の４倍の画像データ量をもつ
画像データを得て，これを４フレームに分割して磁気テープに記録しているが，一般的な
ＣＣＤから得られる画像データ量の４倍の画像データのみならず任意の整数ｎ倍（ｎ＝２
，３，４，５，…）の画素数の画像データ量をもつ画像データを得て１駒分の画像データ
を得るようにしても良い。この場合は画像データ量に応じて，得られた画像データはｎフ
レームに分割されて磁気テープに記録されることになる。
【００９４】
また上記においては各回路はハードウェアにより構成されているが，ハードウェア回路の
一部を，ソフトウェアによって実現することもできる。
【００９５】
図10は，ムービ記録中に高画質スチル画記録が行なわれるときの処理手順を示すフローチ
ャートであり，図11はそのときの磁気テープ８の記録の様子を示している。
【００９６】
ムービ・スタンバイ・ボタン40がオンとされ，ムービ・スタンバイとされる。ムービ・ス
タンバイとなっている状態で，ムービ撮影スイッチ41が押されると被写体の撮影が開始す
る（ステップ61）。これにより上述のように第１フィールドと第２フィールドのフィール
ド画像データが交互にデータ並び換え回路23に与えられ磁気テープ８に記録されていく。
【００９７】
ムービ記録中に，スチル・シャッタ・ボタン43が半押しされると（ステップ52でYES ），
そのタイミングでピントが固定される（ステップ63）。スチル・シャッタ・レリーズ・ボ
タン43が全押しされると（ステップ64でYES ），被写体像を表わす画像データが上述のよ
うにしてフレーム・メモリ22に記憶される。高画質スチル画記録を行なうときには，スチ
ル・セレクト・スイッチ44により高画質スチル画記録モードが設定される。これにより，
ＤＳＰ17において約140 万画素の高画質の画像データが生成され，フレーム・メモリ22に
記憶される（ステップ65，66）。
【００９８】
つづいて，ソース・コントロール・パックおよびソース・パックが設定される（ステップ
67）。フレーム・メモリ22に記憶されている約140 万画素の高画質スチル画像データが読
出される。高画質スチル画像データは，図８に示すようにそれぞれが約35万画素の画像デ
ータ量をもちかつ，１駒の画像を表わすように４フレームに分割される。４フレームに分
割された画像データは，１フレーム分ずつデータ並び換え回路23に与えられる（ステップ
68）。また，設定済であるソース・コントロール・パックおよびソース・パックを除く補
助領域データ（メーカ・オプション・データ）が設定される（ステップ69）。設定された
補助領域データは誤り訂正符号付加回路26において，４フレームに分割された画像データ
のそれぞれに付加される。
【００９９】
高画質スチル画記録モードにおいては，同一のスチル画像を40駒記録する。これはムービ
再生中におけるスチル画の検索を容易にするためである。高画質スチル画記録モードにお
いては１駒分の約140 万画素の画像データを磁気テープ８に記録するのに４フレーム分の
40トラック用いるから，同一のスチル画像を40駒記録するのに160 フレーム分の1600トラ
ック用いる。40駒の記録が終るまで画像データの記録が繰返される（ステップ70）。
【０１００】
40駒の記録が終了すると（ステップ70でYES ），ムービ記録に復帰するためにムービ記録
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モードのコマンドが撮像コントローラ20に与えられる（ステップ71）。ムービ記録モード
において得られる画像データについてのソース・コントロール・パックおよびソース・パ
ックが設定され（ステップ72），高画質スチル画像データについての補助領域データの設
定は終了する（ステップ73）。もちろん，ムービ記録モードにより得られた画像データに
ついての補助領域データの設定はムービ記録が行なわれている間中続けられ，設定された
補助領域データは画像データに付加される。
【０１０１】
ムービ撮影スイッチ41がオフとされるまで図10に示す処理は続けられる（ステップ74）。
【０１０２】
図10に示す処理により，図11に示すようにムービ記録中に高画質のスチル画像データが記
録される。
【０１０３】
図12はディジタル・ビデオ・カメラをスチル・ビデオ・カメラとして用いる場合の処理手
順を示すフローチャートである。図12において図10に示す処理と同一の処理には同一符号
を付して説明を省略する。図13はディジタル・ビデオ・カメラをスチル・ビデオ・カメラ
として用いた場合の磁気テープ８の記録の様子を示している。
【０１０３】
スチル・シャッタ・レリーズ・ボタン43が全押しされることにより，スチル・セレクト・
スイッチ44により指定されたモード（高画質スチル画記録モードまたは通常スチル画記録
モード）に応じたデータ量をもつ画像データがフレーム・メモリ22に記憶される。ここで
はスチル・セレクト・スイッチ44により高画質スチル画記録モードが設定されているもの
とする。
【０１０４】
スチル・ビデオ・カメラとして用いる場合，撮影前は磁気テープ８は停止しており，磁気
テープ８を駆動するモータも停止している。この駆動モータは回転を開始してから正常な
回転となるまで，少し時間が必要である。このためスチル・シャッタ・レリーズ・ボタン
43が全押しされると画像データを磁気テープ８に記録する前に駆動機構コントローラ38に
駆動コマンドが与えられ駆動モータの回転が開始する（ステップ75）。また，磁気テープ
８の再生が行なわれ，磁気テープ８のサブコード記録領域に記録されている絶対トラック
番号が読取られる。読取られた絶対トラック番号にもとづいて最後に画像データが記録さ
れたトラックが検索される（ステップ76）。
【０１０５】
40駒分のスチル画の画像データが磁気テープ８に記録されると（ステップ70でYES ），駆
動機構コントローラ38に停止コマンドが与えられ，磁気テープ８の駆動モータが停止する
（ステップ77）。次のスチル画の記録が行なわれる場合に駆動モータが正常回転とならな
いうちに磁気テープ８が移送され，空トラックが生じることを防止するため，駆動モータ
が正常回転となったときに次の空トラックに磁気ヘッド18が位置決めされるように，磁気
テープ８が少し巻戻される。
【０１０６】
図12に示す処理により，図13に示すようにスチル画像データが記録される。
【０１０７】
図14はムービ再生を行ない，プリントする画像を検索してプリントするときの処理手順を
示すフローチャートである。
【０１０８】
まず所望の磁気テープ８が，ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダにセットされる。ム
ービ再生スイッチ45Ａがオンとされ，磁気テープ８に記録された画像データが磁気ヘッド
31によって読取られる。読取られた画像データは復調回路32における復調などの再生処理
が行なわれ（ステップ81），モニタ表示装置52に与えられる。これによりモニタ表示装置
52の表示画面上にムービ画像が表示される（ステップ82）。
【０１０９】
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モニタ表示装置52に表示されたムービ画像を見ながら，プリントする画像がユーザによっ
て見つけ出される（ステップ83）。必要に応じて早送りボタン47または巻戻しボタン48が
押され，早送りムービ再生または巻戻しムービ再生が行なわれる。プリントする画像がユ
ーザによって見つけ出されると，一時停止ボタン49が押される。これにより所望の画像が
モニタ表示装置52の表示画面上に停止した状態で表示される。停止して表示されている画
像の一部には，その画像が高画質スチル画撮影モードによって磁気テープ８に記録された
ものか，通常スチル画撮影モードによって磁気テープ８に記録されたものか，ムービ撮影
モードによって磁気テープ８に記録されたものかを表わす撮影モードも表示される。ユー
ザは撮影モードを見ることにより，モニタ表示装置52に表示されている画像の画質をチェ
ックすることができる。
【０１１０】
モニタ表示装置52に表示されている画像の画質が満足できる場合には，ユーザによってプ
リンタ51からディジタル・ビデオ・テープ・レコーダにプリント指令が与えられる（ステ
ップ84でYES ）。モニタ表示装置52に表示されている画像の画質が満足できない場合には
，早送りボタン47または巻戻しボタン48が押され所望の画質をもつ画像が見つけ出される
。プリンタ51からディジタル・ビデオ・テープ・レコーダに与えられたプリント指令はイ
ンタフェイス37を介してシステム・コントローラ10に入力する。
【０１１１】
サブコード領域に記録されているスチル画識別符号が読取られ，高画質スチル画記録かど
うか判断される（ステップ85）。モニタ表示装置52に表示されている画像が高画質スチル
画撮影モードによって磁気テープ８に記録されたものであれば（ステップ85でYES ），１
駒の高画質画像が４フレームに分割されて記録されているから，スチル再生ボタン45Ｂが
押されＤＳＰ回路36において画像合成処理が行なわれる（スチル再生モード）（ステップ
86）。この画像合成処理は図15に示すように４つのフレーム画像データから１駒の高画質
の画像データが生成されることにより行なわれる。モニタ表示装置52に表示されている画
像が通常スチル画撮影モードまたはムービ撮影モードにより磁気テープ８に記録されたも
のであれば（ステップ85でNO），画像合成処理は行なわれない。生成された高画質の画像
データ，通常スチル画撮影モードにより得られたフレーム画像データまたはムービ撮影モ
ードにより得られたフィールド画像データはプリンタ51に与えられプリントされる（ステ
ップ87）。ムービ再生スイッチ45がオフとされることにより，ムービ再生は終了する。
【０１１２】
図16はスチル自動検索再生モードにおける処理手順を示すフローチャートである。
【０１１３】
スチル自動検索再生モードは，高画質または通常のスチル画撮影によって磁気テープ８に
記録された画像データを検出し，その画像データによって表わされる画像のみを一定期間
表示し，ムービ撮影によって磁気テープ８に記録された画像データについては早送りする
モードである。
【０１１４】
所望の磁気テープ８がディジタル・ビデオ・テープ・レコーダにセットされスチル自動再
生スイッチ46が押されると，ムービ再生が行なわれる（ステップ91）。ムービ再生におい
て，サブコード領域にスチル画識別符号が記録されているトラックが検索される（ステッ
プ92）。サブコード領域にスチル画識別符号が記録されているトラックの画像データが一
定期間順次モニタ表示装置52に与えられ，スチル画撮影の画像が表示される（ステップ93
）。
【０１１５】
モニタ表示装置52の表示画面上に順次表示される画像を見ながら，プリントする画像がユ
ーザによって見つけ出される（ステップ94）。プリントする画像が見つかると一時停止ボ
タン49が押される。モニタ表示装置52に表示されている画像が，高画質プリント画撮影モ
ードにより得られた場合にはスチル再生ボタン45Ｂが押されＤＳＰ回路36において，図15
に示すように画像データの生成処理が行なわれる（スチル再生モード）（ステップ96，97
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）。
【０１１６】
生成された高画質の画像データまたは通常スチル画撮影モードにより得られたフレーム画
像データはプリンタ51に与えられ，プリントされる（ステップ98）。
【０１１７】
上記においてはスチル再生ボタン45Ｂが押されることにより，ＤＳＰ回路36において高画
質スチル画の合成処理が行なわれているが，スチル再生ボタン45Ｂを設けずプリンタから
の高画質スチル画のプリント指令に応じて高画質スチル画の合成処理を行なってもよい。
【０１１８】
図18は，他の実施例を示すもので，ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの電気的構成
を示すブロック図である。この図において図１に示すものと同一物には同一符号を付して
説明を省略する。
【０１１９】
ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの撮像部に用いられるＣＣＤ100 は高画素のＣＣ
Ｄである。ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダ全体の説明に先立ち，まずＣＣＤ100 
の構造および動作について説明する。
【０１２０】
図19はＣＣＤ100 の模式図，図20(A) はＣＣＤ100 に含まれる受光領域の一部の拡大図，
図20(B) はＣＣＤ100 に含まれる垂直転送路の転送電極を示しており，図20(C) は図20(A
) のXX－XX線に沿う断面図である。
【０１２１】
図19を参照して，ＣＣＤ100 は受光領域130 ，第１の水平転送路（ＨＣＣＤ）123 ，第２
の水平転送路124 ，ドレイン125 ，フローティングディフュージョンアンプ126 および12
7 を含んでいる。
【０１２２】
受光領域130 には水平方向および垂直方向に多数配列されたフォトダイオード122 および
垂直方向のフォトダイオード122 に隣接して設けられた垂直転送路121 が含まれている。
フォトダイオード122 は水平方向に1440個，垂直方向に960 個設けられている。奇数列の
フォトダイオード122 にはその受光面上に赤（Ｒ）または青（Ｂ）のカラーフィルタが２
個のフォトダイオード122 ごとに交互に設けられている。偶数列のフォトダイオード122 
にはその受光面上に緑（Ｇ）のカラーフィルタが設けられている。入射光量に応じてフォ
トダイオード122 に信号電荷が蓄積され，蓄積された信号電荷は垂直転送路121 にシフト
される。フォトダイオード122 から垂直転送路121 にシフトされた信号電荷のうち，第２
ｎ（ｎは正の整数）＋１行のフォトダイオード122 に蓄積された信号電荷と第２ｎ＋２行
のフォトダイオード122 に蓄積された信号電荷とは後述のように垂直転送路121 において
混合される。したがってＣＣＤ100 に含まれるフォトダイオードの数は1440個×960 個＝
約140 万個であるが，垂直転送路121 において２個のフォトダイオードに蓄積された信号
電荷を混合しているので画素数に換算すると垂直方向の画素数は１／２となり，水平方向
1440画素×垂直方向480 画素＝約70万画素となる。図２においては２つのフォトダイオー
ド122 から構成される画素が符号Ｐｉで示されている。
【０１２３】
垂直転送路121 には，図20(A) および(B) に示すように，φＶ1 ～φＶ4 の転送電極が含
まれており，２つのフォトダイオード122 に隣接する４個の転送電極φＶ1 ～φＶ4 が１
つの転送電極の組を構成している。垂直転送路121 の転送電極φＶ1 ，φＶ2 ，φＶ3 お
よびφＶ4 に転送パルスφＶ1 ，φＶ2 ，φＶ3 およびφＶ4 （転送パルスも転送電極と
同じ符号φＶ1 ～φＶ4 を用いる）が与えられることにより，信号電荷が垂直方向に転送
する。垂直転送路121 上には遮光膜129 が，フォトダイオード122 の受光面上には赤，青
または緑のカラーフィルタ128 が設けられている。またフォトダイオード122 と垂直転送
路121 との間にはフォトダイオード122 に蓄積された信号電荷を垂直転送路121 にシフト
するためのトランスファ・ゲートＴＧおよび水平方向に隣接する画素間で電荷混合が生じ
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るのを防止するためのアイソレーション領域ＩＲが設けられている。
【０１２４】
図19ならびに図20(A) ，(B) および(C) に示すＣＣＤ100 においては，高画質のスチル画
像を記録するのに適したスチル（全画素）読出しと動きのある画像を記録するのに適した
ムービ読出しとが可能である。スチル読出しは，ＣＣＤ100 のフォトダイオード122 に蓄
積された信号電荷をすべてＣＣＤ100 の出力とする読出し方式である。ムービ読出しは，
１駒分の画像を奇数フィールドの画像と偶数フィールドの画像とに分け，奇数行の画素Ｐ
ｉを表わす信号電荷（図19に示すＣＣＤ100 では第４ｎ（ｎは０または正の整数）＋１行
と第４ｎ＋２行のフォトダイオード122 に蓄積された信号電荷をＣＣＤ100 の出力とし，
偶数行の画素Ｐｉを表わす信号電荷（図19に示すＣＣＤ100 では第４ｎ＋３行と第４ｎ＋
４行のフォトダイオード122 に蓄積された信号電荷）をＣＣＤ100 の出力とする読出し方
式である。ムービ読出しにおいては，ＣＣＤ100 の出力とならない信号電荷は掃出される
。この信号電荷の掃出しに用いられるのがドレイン125 である。
【０１２５】
図19ならびに図20(A) ，(B) および(C) に示すＣＣＤ100 においては，第１の水平転送路
123 および第２の水平転送路124 が含まれており，第１の水平転送路123 は奇数列のフォ
トダイオード122 に蓄積された信号電荷，すなわちＲ（赤）データおよびＢ（青）データ
を水平方向に転送し，第２の水平転送路124 は偶数列のフォトダイオード122 に蓄積され
た信号電荷，すなわちＧ（緑）データを水平方向に転送する。第１の水平転送路123 およ
び第２の水平転送路124 から出力される信号電荷はフローティングディフュージョンアン
プ126 および127 において電圧信号に変換されＣＣＤ100 の出力となる。
【０１２６】
奇数列のフォトダイオード122 に蓄積された信号電荷を転送する垂直転送路121 は，その
出力が第１の水平転送路123 およびドレイン125 に与えられるように構成されている。こ
の構成は，第２の水平転送路124 と垂直転送路121 とを絶縁することにより実現すること
ができる。また偶数列のフォトダイオード122 に蓄積された信号電荷を転送する垂直転送
路121 はその出力が第２の水平転送路124 およびドレイン125 に与えられるように構成さ
れている。この構成は，第１の水平転送路123 と垂直転送路121 とを絶縁することにより
実現することができる。
【０１２７】
図20(A) ，(B) および(C) ならびに図21(A) を参照して，奇数行のフォトダイオード122 
に蓄積された信号電荷と偶数行のフォトダイオード122 に蓄積された信号電荷との電荷混
合について説明する。
【０１２８】
フォトダイオード122 に光が照射すると入射光量に応じてフォトダイオード122 に信号電
荷が蓄積される。フォトダイオード122 に信号電荷が蓄積されると，時刻ｔ1Aにおいて転
送電極φＶ2 に，フィールド・シフト・パルスＦＳとしてパルスφＶ2 が与えられる。こ
れにより第２ｎ＋１行のフォトダイオード122 に蓄積されていた信号電荷がトランスファ
・ゲートＴＧを越えて垂直転送路121 にシフトされる。つづいて時刻ｔ2Aにおいて転送電
極φＶ4 に，フィールド・シフト・パルスＦＳとしてパルスφＶ4 が与えられる。これに
より第２ｎ＋２行のフォトダイオード122 に蓄積されていた信号電荷がトランスファ・ゲ
ートＴＧを越えて垂直転送路121 にシフトされる。さらに時刻ｔ3Aにおいて転送電極φＶ

3 にパルスφＶ3 が与えられる。すると，転送電極φＶ2 下の信号電荷と転送電極φＶ4 
下の信号電荷とが混合される。時刻ｔ5Aにおいて転送電極φＶ1 にもパルスφＶ1 が与え
られると，信号電荷は転送電極φＶ1 およびφＶ2 下に蓄積されることとなる。
【０１２９】
つづいて図20(A) ，(B) および(C) ならびに図21(B) を参照して垂直転送路121 において
混合された信号電荷の転送の手順について説明する。
【００３０】
転送電極φＶ1 およびφＶ2 下に信号電荷が蓄積されている場合に，転送電極のφＶ3 ，
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φＶ4 ，φＶ1 およびφＶ2 の順に転送パルスφＶ3 ，φＶ4 ，φＶ1 およびφＶ2 を与
え，転送電極φＶ1 ，φＶ2 ，φＶ3 およびφＶ4 の順に転送パルスφＶ3 ，φＶ4 ，φ
Ｖ1 およびφＶ2 を与えるのを停止すると，信号電荷はφＶ1 ，φＶ2 ，φＶ3 およびφ
Ｖ4 の方向，すなわち図19において下方向に転送させられる。図21(B) に示すように１組
の転送電極φＶ1 ～φＶ4 に転送パルスφＶ1 ～φＶ4 が与えられると，垂直方向に２個
のフォトダイオード122 分，すなわち垂直方向に１画素分，信号電荷が転送する。
【０１３０】
次にＣＣＤ100 においてスチル読出しが行なわれるときの動作手順を説明する。図22(A) 
および図23はスチル読出しを行なうときのタイム・チャートを示している。図22(A) に示
すタイム・チャートは図23の上部に示すタイム・チャートに比べて時間軸が拡大して示さ
れており，図23においても下部に時間軸が拡大されたタイム・チャートが示されている。
【０１３１】
図22(A) に示すようにスチル読出しの場合は，１／15秒の周期で転送電極φＶ2 およびφ
Ｖ4 にフィールド・シフト・パルスＦＳが与えられる。すなわち，１／15秒周期で被写体
の撮影（信号電荷の蓄積）が繰返される。転送電極φＶ2 およびφＶ4 にフィールド・シ
フト・パルスＦＳが与えられるとフォトダイオード122 に蓄積された信号電荷は垂直転送
路121 にシフトされ，奇数行のフォトダイオード122 に蓄積された信号電荷と偶数行のフ
ォトダイオード122 に蓄積された信号電荷とが混合させられる。
【０１３２】
信号電荷が混合させられると，図21(B) に示すように一組の転送パルスφＶ1 ～φＶ4 が
転送電極φＶ1 ～φＶ4 に与えられる。すると垂直転送路121 に蓄積されている信号電荷
は１画素分垂直下方向に移動する。したがって，図19において垂直転送路121 の最も下側
に蓄積されられている信号電荷は垂直転送路121 から出力することとなる。奇数行のフォ
トダイオード122 に蓄積した信号電荷は第１の水平転送路123 に与えられ，偶数行のフォ
トダイオード122 に蓄積した信号電荷は第２の水平転送路123 に与えられるように垂直転
送路121 と水平転送路122 および123 とが接続されているから，ＲデータおよびＢデータ
を表わす信号電荷は第１の水平転送路123 を転送し，Ｇデータを表わす信号電荷を表わす
信号電荷は第２の水平転送路124 を転送する。第１の水平転送路123 および第２の水平転
送路124 における信号電荷の転送は次の垂直転送パルスφＶ1 ～φＶ4 が転送電極φＶ1 
～φＶ4 に与えられる前に終了する。この発明のＣＣＤ100 においては，全画素のデータ
のうちＲデータおよびＢデータについては第１の水平転送路123 を用いて転送し，Ｇデー
タについては第２の水平転送路124 を用いて転送しているから，１つの水平転送路におい
て転送するデータ量は全画素のデータ量の半分となる。したがって画素数の多いＣＣＤ10
0 であっても比較的速くない水平転送パルスを用いて信号電荷の転送が可能となる。垂直
転送電極φＶ1 ～φＶ4 への垂直転送パルスφＶ1 ～φＶ4 の印加，水平転送路への水平
転送パルスへの印加が交互に繰返され，約70万画素全画素の信号電荷がＲデータおよびデ
ータとＧデータとに分けてＣＣＤ100 から出力される。
【０１３３】
次にＣＣＤ100 においてムービ読出しが行なわれるときの動作手順を説明する。図22(B) 
にムービ読出しを行なうときのタイム・チャートが示されている。図22(B) に示すように
，ムービ読出しが行なわれるときは偶数フィールドの画像データの読出しと奇数フィール
ドの画像データの読出しが１／30秒の周期で交互に行なわれる。
【０１３４】
図24は偶数フィールドにおけるムービ読出しのタイム・チャートを示している。ムービ読
出しの場合は１／30秒の周期で転送電極φＶ2 およびφＶ4 にフィールド・シフト・パル
スＦＳが与えられる。すなわち，１／30秒周期で被写体の撮影（信号電荷の蓄積）が繰返
される。転送電極φＶ2 およびφＶ4 にフィールド・シフト・パルスＦＳが与えられ垂直
転送路121 において信号電荷の混合が行なわれると，図21(B) に示すような一組の転送パ
ルスφＶ1 ～φＶ4 が転送電極φＶ1 ～φＶ4 に，水平ブランキング期間ＨＢＬＫの間に
２回与えられる（図24右下の図参照）。したがって垂直転送路121 に蓄積されている信号
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電荷は２画素分垂直下方向に移動する。このため図19において垂直転送路121 の最も下側
に蓄積させられている信号電荷は水平転送路123 または124 を通過してドレイン125 に与
えられる。ドレイン125 に与えられた信号電荷は，ドレイン125 から掃出される。また図
19において下から２番めの画素に対応して蓄積させられている信号電荷のうち奇数列のフ
ォトダイオード122 に蓄積していた信号電荷は第１の水平転送路123 に与えられ，偶数列
のフォトダイオード122 に蓄積していた信号電荷は第２の水平転送路124 に与えられる。
第１の水平転送路123 および第２の水平転送路124 に与えられた信号電荷は，水平転送路
123 および124 を転送し出力する。
【０１３５】
このようにムービ読出しにおいては，信号電荷が，水平ブランキング期間ＨＢＬＫ内に２
画素分垂直方向に移送させられるように垂直転送電極φＶ1 ～φＶ4 に垂直転送パルスφ
Ｖ1 ～φＶ4 が与えられる。このため偶数フィールドにおいては，偶数行の画素に相当す
るフォトダイオード122 に蓄積させられていた信号電荷はドレイン125 に与えられ，奇数
行の画素に相当するフォトダイオード122 に蓄積させられていた信号電荷は水平転送路12
3 または124 に与えられる。したがってムービ読出しでの偶数フィールドにおいては奇数
行の画素に相当するフォトダイオード122 に蓄積させられていた信号電荷のみがＣＣＤ10
0 の出力となる。
【０１３６】
図25は奇数フィールドにおけるムービ読出しのタイム・チャートを示している。
【０１３７】
図22(B) および図25に示すように奇数フィールドにおいては垂直転送電極φＶ2 およびφ
Ｖ4 にフィールド・シフト・パルスＦＳが与えられた直後に垂直転送電極φＶ1 ～φＶ4 
に与えられる垂直転送パルスφＶ1 ～φＶ4 の組は水平ブランキング期間内において１回
とされている。したがって，図20において垂直転送路121 の最下段に蓄積させられている
信号電荷はドレイン125 に与えられず水平転送路123 または124 に与えられる。フィール
ド・シフト・パルスＦＳが与えられた直後に垂直転送電極φＶ1 ～φＶ4 に垂直転送パル
スφＶ1 ～φＶ4 が与えられたあとは，図21(B) に示すような一組の転送パルスφＶ1 ～
φＶ4 が転送電極φＶ1 ～φＶ4 に，水平ブランキング期間ＨＢＬＫの間に２回与えられ
る。したがって奇数フィールドにおいては奇数行の画素に相当するフォトダイオード122 
に蓄積させられていた信号電荷はドレイン125 に与えられ偶数行の画素に相当するフォト
ダイオード122 に蓄積させられていた信号電荷は水平転送路123 または124 に与えられる
。このためムービ読出しでの奇数フィールドにおいては偶数行の画素に相当するフォトダ
イオード122 に蓄積させられていた信号電荷のみがＣＣＤ100 の出力となる。
【０１３８】
ムービ読出しにおいては奇数フィールドと偶数フィールドとで，読出される画素が奇数行
と偶数行と交互に変化する。このため，インターレース読出しが達成される。
【０１３９】
このディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの撮像部で用いられるＣＣＤ100 は，水平方
向1440画素，垂直方向480 画素の約70万画素の画素数をもつものであり，スチル読出しの
ときには35万画素ＣＣＤの２倍の量の画像データが得られる。このような70万画素ＣＣＤ
100 から得られる１フレーム分の画像データのデータ量は，35万画素ＣＣＤの２フレーム
分の画像データ，すなわち４フィールド分の画像データのデータ量に相当する。
【０１４０】
この実施例のディジタル・ビデオ・テープ・レコーダではスチル読出しのときにＣＣＤ10
0 から得られる１駒分の画像データを４フィールド分の画像データに分け，各２フィール
ド分をそれぞれ100 トラックずつを用いて磁気テープ８に記録することにより，高画質撮
影を達成しつつ，ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの従来からの記録規格に合致し
た画像データの記録を可能とする。
【０１４１】
４フィールド分の画像データに分ける，分け方が図26に示されている。この分け方は図８
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を参照して説明したように４フレーム分の１駒の画像データをそれぞれが１駒を構成する
ように１フレームずつに分ける分け方とほぼ同じである。但し，ＣＣＤ100 は約70万画素
であるため従来の約35万画素の倍の画素数である。このため図８に示す分け方と異なり，
図26に示す分け方は４フレームでなく４フィールドに分けられている。また第１フィール
ドと第２フィールドによって１フレームが構成され，第３フィールドと第４フィールドに
よって１フレームが構成されるように画像データが分けられる。これらの各フレームはイ
ンターレース走査に適している。したがって，動画の再生において，従来からの通常イン
ターレース走査による再生と表示が可能となる。もちろん図８と全く同じようにして４フ
ィールドに分けてもよい。逆に図８に示す分け方を図26に示す分け方と全く同じようにし
てもよい。
【０１４２】
図18を参照して，ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの全体の動作はシステム・コン
トローラ10A によって統括される。
【０１４３】
ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダには操作パネル50A が含まれており，操作パネル
50に含まれる各種スイッチ等の設定信号はシステム・コントローラ10A に与えられる。こ
れにより操作パネル50A の設定に応じた制御がシステム・コントローラ10A によって行な
われる。
【０１４４】
ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダにはＣＣＤ駆動回路５が含まれており，この駆動
回路５からＣＣＤ100 に垂直転送パルスφＶ1 ～φＶ4 および水平転送パルスφＨが与え
られることにより，操作パネル50A のモード設定に応答してスチル読出しまたはムービ読
出しが行なわれるようにＣＣＤ100 が駆動される。
【０１４５】
ＣＣＤ100 から出力される映像信号のうち第１の水平転送路123 から交互に出力されるＲ
信号およびＢ信号はＣＤＳ（Correlate Double Sampling ）回路101 に与えられ，Ｇ信号
はＣＤＳ回路102 に与えられる。Ｒ信号およびＢ信号はＣＤＳ回路101 においてｋＴＣノ
イズが除去される。Ｒ信号およびＢ信号はアナログ／ディジタル変換回路103 においてデ
ィジタル画像データに変換され，切替スイッチ105 に与えられる。切替スイッチ105 はク
ロック・パルス発生回路（図示略）から与えられるクロック・パルスに応じてａ端子とｂ
端子とを切替えるスイッチであり，Ｒ信号が入力するときはａ端子側が接続され，Ｂ信号
が入力するときはｂ端子側が接続される。切替スイッチ105 によりシリアルなＲデータお
よびＢデータがパラレルなＲデータおよびＢデータに変換され，ホワイト・バランス調整
回路106 および107 与えられる。ＲデータおよびＢデータは，ホワイト・バランス調整回
路106 および107 においてホワイト・バランス調整が行なわれガンマ補正回路108 および
109 に与えられる。Ｇ信号はＣＤＳ回路102 においてｋＴＣノイズが除去される。Ｇ信号
はアナログ／ディジタル変換回路104 においてディジタルのＧデータに変換され，ガンマ
補正回路30に与えられる。
【０１４６】
Ｒデータ，ＢデータおよびＧデータはガンマ補正回路108 ，109 および110 においてガン
マ補正が施こされ，メモリ111 ，112 および113 に与えられる。ＲデータおよびＢデータ
はＧデータに比べ半分のデータ量であるため，メモリ111 および112 の記憶容量もメモリ
113 の記憶容量の半分で済む。たとえばメモリ111 および112 の記憶容量は175 ＫＢであ
るのに対し，メモリ113 の記憶容量は350 ＫＢである。メモリ111 ，112 および113 にも
クロック・パルス発生回路（図示略）からクロック・パルスが与えられ，入力するＲデー
タ，ＢデータおよびＧデータがそれぞれ記憶される。図27に示すようにＣＣＤ100 のフィ
ルタ配列に応じて表わされるＲ，ＢおよびＧの各画像データが図28(A) ，(B) および(C) 
に示すようにＲ，ＢおよびＧの各画像データごとに分かれて，かつＣＣＤ上における同一
行の画素のデータが，メモリ111 ，112 および113 上で同一行のデータとなるようにメモ
リ111 ，112 および113 に記憶される。
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【０１４７】
メモリ111 ，112 および113 に記憶されたＲ，ＢおよびＧの各画像データはそれぞれメモ
リ111 ，112 および113 から読出されて色処理回路114 に与えられる。色処理回路114 は
入力するＲデータ，ＢデータおよびＧデータから高周波成分の輝度データＹH および低周
波成分の輝度データＹL ならびにＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差データを生成して出力する回
路である。ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダにおいては図26の上部に示すような高
画質の一駒の画像を，４つのフィールド画像に分割して磁気テープ８に記録するものであ
る。このため色処理回路114 においても４フィールドのデータに分割されるように高周波
成分の輝度データＹH および低周波成分の輝度データＹL ならびにＲ－ＹおよびＢ－Ｙの
色差データが生成されて出力される。色処理回路114 により輝度データＹH およびＹL な
らびにＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差データの生成処理について詳しくは後述する。
【０１４８】
色処理回路114 において生成された高周波成分を含む広帯域輝度データは減算回路117 お
よび115 に与えられる。また低周波成分の輝度データは減算回路115 に与えられる。減算
回路115 において高周波成分を含む広帯域データＹH から低周波成分の輝度データＹL が
減算され（ＹH －ＹL ），出力される輝度データはロウ・パス・フィルタ116 に与えられ
高周波成分が除去される。ロウ・パス・フィルタ116 において高周波成分が除去された輝
度データ（ＬＰＦ（ＹH －ＹL ））は減算回路117 に与えられる。減算回路117 において
，高周波数成分を含む輝度データＹH からロウ・パス・フィルタ116 の出力輝度データが
減算される（ＹH －ＬＰＦ（ＹH －ＹL ））。これにより減算回路117 からの高周波成分
輝度データＹH および低周波成分の輝度データＹL から構成される輝度データがデータ並
び換え回路23に与えられる。また色処理回路114 から出力されるＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色
差データも並び換え回路23に与えられる。
【０１４９】
輝度データならびにＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差データから構成される画像データはデータ
圧縮回路25，誤り訂正符号付加回路26および変調回路27が磁気ヘッド30により磁気テープ
８に記録される。
【０１５０】
70万画素のＣＣＤ100 を用いて得られた１駒分の画像データ，すなわち４フィールド分の
画像データのうち最初の２フィールド分の画像データは，一般的に用いられる35万画素Ｃ
ＣＤを用いて被写体を撮影して得られた１フレーム分の画像データのデータ量に相当する
から，連続する100 個のトラックのビデオ記録領域Ａ2 に記録される。４フィールド分の
画像データのうち残りの２フィールド分の画像データは，最初の２フィールド分の画像デ
ータが既に記録された画像データの次の100 個のトラックのビデオ記録領域Ａ2 に記録さ
れる。70万画素ＣＣＤ100 を用いて得られた１駒分の画像データは，一般的に用いられる
35万画素ＣＣＤ100 を用いて得られた１フレーム分の画像データの２倍のデータ量をもつ
ことから，20トラックを用いて磁気テープ43に記録されることとなる。４フィールド分の
記録動作は４フィールド分の撮影動作と同じように１／15秒の周期で行なわれる。
【０１５１】
つづいて色処理回路114 における高周波成分を含む広帯域輝度データＹH および低周波成
分の輝度データＹL ならびにＲ－ＹおよびＢ－Ｙの色差データを生成する処理について説
明する。
【０１５２】
図29は，メモリ111 ，112 および113 から与えられるＲデータ，ＢデータおよびＧデータ
から高周波成分を含む広帯域輝度データＹH を生成する手順を示すもので，高画素の１駒
分の画像から４つのフィールドの画像を表わす高周波成分を含む広帯域輝度データＹH を
生成する手順を示すものである。図28においてＲ(x,y) ，Ｂ(x,y) またはＧ(x,y) の添字
（ｘ，ｙ）のうちｘは列方向の画素の位置，ｙは行方向の画素の位置を表わしている。図
28の第１フィールドのデータによって表わされる画像，第２フィールドのデータによって
表わされる画像，第３フィールドのデータによって表わされる画像および第４フィールド
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の画像データによって表わされる画像が，高画素の１駒の画像から４フィードの画像に分
割された第１フィールドの画像，第２フィールドの画像，第３フィールドの画像および第
４フィールドの画像にそれぞれ相当する。
【０１５３】
図29を参照して，第１フィールドの高周波成分を含む広帯域輝度データＹH を生成する場
合には，図28(A) ，(B) および(C) において対応する列および行の位置に存在するＲデー
タ，ＢデータおよびＧデータであって，列方向においてＲデータおよびＧデータの相加平
均のデータとＢデータおよびＧデータの相加平均のデータとが交互に用いられる。第２フ
ィールドの高周波成分を含む広帯域輝度データＹH を生成する場合には，第１フィールド
のようにＲデータおよびＧデータの相加平均のデータとＢデータおよびＧデータの相加平
均のデータとが交互に用いられるが，第１フィールドの場合とはＲデータおよびＧデータ
の相加平均のデータとＢデータおよびＧデータの相加平均のデータとの出現順序が逆とな
る。
【０１５４】
第３フィールドおよび第４フィールドにおいては，第１フィールドおよび第２フィールド
に比べて，列方向に１画素分ずれている。第３フィールドの高周波成分を含む広帯域輝度
データＹH を生成する場合には，図28(A) ，(B) および(C) において対応する列および行
の位置に存在するＲデータ，ＢデータおよびＧデータであって，列方向においてＲデータ
およびＧデータの相加平均のデータとＢデータおよびＧデータの相加平均のデータとが交
互に用いられる。第４フィールドの高周波成分を含む広帯域輝度データＹH を生成する場
合には，第３フィールドのようにＲデータおよびＧデータの相加平均のデータとＢデータ
およびＧデータの相加平均のデータとが交互に用いられるが，第３フィールドの場合とは
ＲデータとＧデータの相加平均の板とＢデータおよびＧデータの相加平均のデータとの出
現順序が逆となる。
【０１５５】
低周波成分の輝度データＹL を生成する場合には，まず低周波成分の三原色データＲL ，
ＧL およびＢL が生成される。図30は低周波成分の三原色データＲL ，ＧL およびＢL を
生成する手順を示している。図30においても図29と同様に，図29の第１フィールドのデー
タによって表わされる画像，第２フィールドのデータによって表わされる画像，第３フィ
ールドのデータによって表わされる画像および第４フィールドの画像データによって表わ
される画像が，高画素の１駒の画像から４フィードの画像に分割された第１フィールドの
画像，第２フィールドの画像，第３フィールドの画像および第４フィールドの画像にそれ
ぞれ相当する。図29においてＲ(x,y) ，Ｂ(x,y) またはＧ(x,y) の添字（ｘ，ｙ）のうち
ｘは列方向の画素の位置，ｙは行方向の画素の位置をそれぞれ表わしている。
【０１５６】
図30を参照して，第１フィールドの低周波成分の三原色データＲL ，ＧL およびＢL を生
成する場合，ＲL データについては，図28(A) ，(B) および(C) において列方向において
隣接するデータであって先に出現するＲデータと後に出現するＲデータとを３対１の割合
で係数を乗じ加算し，ＧL データについては図28(A) ，(B) および(C) において列方向に
おいて３画素に隣接するデータであって中央のＧデータとその両端のＧデータとを２対１
の割合で係数を乗じ加算し，ＢL データについては，図28(A) ，(B) および(C) において
列方向において隣接するデータであって後に出現するＢデータと先に出現するＢデータと
を３対１の割合で係数を乗じて加算している。第２フィールドの低周波成分の三原色デー
タＲL ，ＧL およびＢL を生成する場合，ＧL データについては第１フィールドと同じよ
うにして生成され，ＲL データおよびＢL データについては第１フィールドにおけるＲL 
データの生成処理とＢL データの生成処理とが逆となっている。
【０１５７】
第３フィールドおよび第４フィールドにおいては，第１フィールドおよび第２フィールド
に比べて，列方向に１画素分ずれている。第３フィールドのＲL データ，ＧL データおよ
びＢL データの生成処理は第２フィールドのＲL データ，ＧL データおよびＢL データの
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生成処理と同様であり，第４フィールドのＲL データ，ＧL データおよびＢL データの生
成処理は第１フィールドのＲL データ，ＧL データおよびＢL データの生成処理と同様で
あるため，これ以上の説明は避ける。
【０１５８】
ＲL データ，ＧL データおよびＢL データが第１フィールド，第２フィールド，第３フィ
ールドおよび第４フィールドごとに生成されると，これらのＲL データ，ＧL データおよ
びＢL データから第１フィールド，第２フィールド，第３フィールドおよび第４フィール
ドごとに次式にしたがって低周波成分の輝度データＹL が生成される。
【０１５９】
【数１】
ＹL ＝0.30ＲL ＋0.59ＧL ＋0.11ＢL　　　　　　　　　　　　 …式１
【０１６０】
また，ＲL データ，ＧL データおよびＢL データから第１フィールド，第２フィールド，
第３フィールドおよび第４フィールドごとに次式にしたがって低周波成分のＲ－Ｙ色差デ
ータおよびＢ－Ｙ色差データが生成される。
【０１６１】
【数２】
Ｒ－Ｙ＝ＲL －ＹL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …式２
【０１６２】
【数３】
Ｂ－Ｙ＝ＢL －ＹL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …式３
【０１６３】
このようにして生成された低周波成分の輝度データＹL および高周波成分を含む広帯域輝
度データＹH から輝度データが生成され，式２および式３から得られるＲ－ＹおよびＢ－
Ｙの色差データとともに，上述のようにデータ圧縮回路38に与えられデータ圧縮が施され
る。
【０１６４】
上述の説明はＣＣＤ100 が全画素読出しを行なった場合についてであったが，ＣＣＤ100 
のムービ読出しを行なった場合には上述した第１フィールドの処理と第２フィールドの処
理を奇数フィールドと偶数フィールドとによって交互に切換えれば良い。
【０１６５】
上述の実施例においては，スチル読出しを行なう場合は１／15秒周期で被写体の撮影を行
ない，ムービ読出しを行なう場合は１／30秒ごとに偶数フィールドと奇数フィールド交互
に撮影しているが，これらの撮影周期にかかわらず，たとえばスチル読出しの場合であっ
ても１／30秒周期で被写体の撮影を行ない，ムービ読出しを行なう場合であっても１／60
秒ごとに偶数フィールドと奇数フィールド交互に撮影するようにしてもよい。
【０１６６】
図31はディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの再生系の電気的構成を示すブロック図で
ある。図31に示す再生系の回路は単独で構成することもできるし，図１に示す記録系の回
路に含ませるようにしてもよい。図31において図１に示すものと同一物には同一符号を付
して説明を省略する。
【０１６７】
図31に示すディジタル・ビデオ・テープ・レコーダにおいては操作パネル50B に含まれる
スイッチ等の設定信号はシステム・コントローラ10B に与えられる。
【０１６８】
ディジタル画像データの再生モードにおいて，磁気テープ８に記録された画像データ，記
録領域データ，その他のデータが磁気ヘッド31によって読取られ再生増幅回路29B に与え
られる。再生増幅回路29B おいて増幅されたデータのうち画像データは，復調回路32，誤
り訂正回路33およびデータ伸張回路34を経てデータ並び換え回路35に与えられる。補助領
域データはシステム・コントローラ10B に与えられる。
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【０１６９】
ムービ再生モードにおいては，データ並び換え回路35から出力されるディジタル画像デー
タは１フィールドずつモニタ表示装置55に与えられる。モニタ表示装置52により奇数フィ
ールドと偶数フィールドとでインターレース走査が行なわれ，モニタ表示装置52上におい
て動画の再生が行なわれる。すなわち図32の下部の図を参照して，第１フィールドと第２
フィールドで１フレームが，第３フィールドと第４フィールドで１フレームがそれぞれ構
成される。モニタ表示装置52をディジタル・ビデオ・テープ・レコーダに設けてもよい。
【０１７０】
図31に示すディジタル・ビデオ・テープ・レコーダはムービ再生に加えてスチル画再生も
可能である。スチル再生は図12に示すようにムービ再生中に所望のスチル画を検索する場
合または図14に示すようにスチル自動検索モードでの再生中に検索されたスチル画像再生
する場合などに行なわれる。スチル再生モードにおいては，データ伸張回路34においてデ
ータ伸張が施されたＤＳＰ回路36に与えられる。ＤＳＰ回路36おいて，システム・コント
ローラ10B に与えられた記録領域データにもとづいて一つの駒を構成する４つのフィール
ド・データが識別され，図32に示すように，識別された４つのフィルード・データから１
駒の画像データが生成される。
【０１７１】
ＤＳＰ回路36において生成された１駒の画像データは垂直補間回路37に与えられる。
【０１７２】
図18に示すディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの撮像部に用いられるＣＣＤ100 は水
平方向が1440画素あり画素数が多いが，垂直方向は480 画素であり，一般的な画素数（35
万画素）をもつＣＣＤの垂直方向の画素数とあまり変わらない。垂直方向の解像度を高め
るために，垂直方向に画素のデータを補間する処理を行なっている。この補間処理を行な
うのが垂直補間回路37である。
【０１７３】
垂直補間回路37において垂直補間処理が行なわれた画像データはインタフェイス38を介し
てプリンタ51に与えられ，高画質の静止画がプリントされる。垂直補間処理回路37はプリ
ンタ51に設けてもよい。
【０１７４】
もっとも，垂直補間処理することなく画像データをプリンタ51に与えてもよい。画像デー
タ（垂直補間されたもの，またはされないもの）をモニタ表示装置52に与え，高画質の静
止画を表示してもよい。
【０１７５】
垂直補間回路37における垂直補間処理は次の様にして行なわれる。
【０１７６】
図33は，画素配列の一部を示しており，中央の画素Ｓm,n が補間によりその画像データを
生成すべき画素である。この補間すべき画素の画像データＳm,n （以下，画像データも画
素と同じ記号を用いる）を算出する場合，補間すべき画素Ｓm,n の上下に隣接する画素Ｄ

m,n の画像データとＤm,n+1 の画像データとの差Δ1 ＝｜Ｄm,n+1 －Ｄm,n ｜，斜め上下
に隣接する画素Ｄm-1,n とＤm+1,n+1 との画像データの差Δ2 ＝｜Ｄm+1,n －Ｄm-1,n+1 
｜，ならびにＤm+1,n とＤm-1,n+1 との差Δ3 ＝｜Ｄm-1,n+1 －Ｄm+1,n ｜がそれぞれ算
出される。
【０１７７】
つづいて，これら算出された画像データの差Δ1 ，Δ2 およびΔ3 のうち最も小さいもの
が検出される。この最も小さい差を算出するのに用いられた２つの画像データの相加平均
が算出される。この相加平均により得られたデータが補間すべき画素Ｓm,n の画像データ
となる。たとえばΔ1 ～Δ3 のうちΔ1 が最も小さい場合には補間すべき画素の画像デー
タはＳm,n ＝（Ｄm,n+1 ＋Ｄm,n ）／２となる。Δ2 が最も小さい場合にはＳm,n ＝（Ｄ

m+1,n ＋Ｄm-1,n+1 ）／２となり，Δ3 が最も小さい場合にはＳm,n ＝（Ｄm-1,n+1 ＋Ｄ

m+1,n ）／２となる。
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【０１７８】
これにより上下または斜め方向に相関が強くなるように垂直補間が行なわれるので，得ら
れる静止画のエッジが滑らかになる。
【０１７９】
このような垂直補間処理がすべての列間において行なわれ，実質的に垂直方向に480 画素
の倍の画素をもつ画像データが得られる（図32の最下部の図を参照）。
【０１８０】
図31のディジタル・ビデオ・テープ・レコーダに含まれる垂直補間回路37を，図１に示す
ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダに含ませ，スチル画再生のときに垂直補間処理を
行なってもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの電気的構成を示すブロック図である。
【図２】操作パネルを示している。
【図３】撮像光学系とＣＣＤとの関係を示している。
【図４】３枚のＣＣＤにより得られる赤色，緑色および青色の画像データによって表わさ
れる画素を同一平面上に示している。。
【図５】補間する画素の生成方法を示している。
【図６】高画質スチル画撮影モードによって得られる輝度データによって表わされる画像
を示している。
【図７】高画質スチル画撮影モードによって得られる色差データによって表わされる画像
を示している。
【図８】画像の分割方法を示している。
【図９】　(A) および(B) は補助領域データを示している。
【図１０】ムービ撮影における画像データの記録中に，高画質スチル画撮影を行なう場合
の処理手順を示している。
【図１１】ムービ撮影における画像データの記録中に，高画質スチル画撮影を行なった場
合の磁気テープの様子を示している。
【図１２】高画質スチル画記録モードの処理手順を示している。
【図１３】高画質スチル画記録モードにより画像データが記録された磁気テープの様子を
示している。
【図１４】ムービ再生を行ない，プリントする画像を検索し，プリントする処理手順を示
している。
【図１５】高画質画像データの生成処理を示している。
【図１６】スチル自動検索再生モードの処理手順を示している。
【図１７】　(A) は磁気テープのフォーマットを示し，(B) はトラック・フォーマットを
示している。
【図１８】他の実施例を示すもので，ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの電気的構
成を示すブロック図である。
【図１９】ＣＣＤの模式図である。
【図２０】　(A) はＣＣＤの受光領域の一部拡大図，(B) は垂直転送電極の断面図，(C) 
は(A) のXX－XX線に沿う断面図である。
【図２１】　(A) はＣＣＤの垂直転送電極にフィールド・シフト・パルスが与えられると
きのパルスと信号電荷との関係を示しており，(B) は垂直転送電極に垂直転送パルスが与
えられるときのパルスと信号電荷との関係を示している。
【図２２】　(A) はスチル読出しのときの垂直転送パルスの波形図，(B) はムービ読出し
のときの垂直転送パルスの波形図である。
【図２３】スチル読出しのときの垂直転送パルスの波形図である。
【図２４】偶数フィールドにおけるムービ読出しのときの垂直転送パルスの波形図である
。
【図２５】奇数フィールドにおけるムービ読出しのときの垂直転送パルスの波形図である
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【図２６】画像の分割方法を示している。
【図２７】ＣＣＤのフィルタ配列を示している。
【図２８】　(A) はメモリに記憶されたＲデータの様子を，(B) はメモリに記憶されたＢ
データの様子を，(C) はメモリに記憶されたＧデータの様子をそれぞれ示している。
【図２９】高周波成分を含む広帯域輝度データの生成の仕方を示している。
【図３０】低周波成分の三原色データの生成の仕方を示している。
【図３１】ディジタル・ビデオ・テープ・レコーダの再生系の電気的構成を示すブロック
図である。
【図３２】４つのフィールド画像から１駒画像および垂直補間画像を構成する手順を示し
ている。
【図３３】画素配列の一例を示し，垂直補間を説明するための図である。
【符号の説明】
５，２１　ＣＣＤ駆動回路
８　磁気テープ
10，10A ，10B　 システム・コントローラ
14R ，14G ，14B ，100　 ＣＣＤ
17，36　ＤＳＰ
20　撮像コントローラ
121　 垂直転送路
122　 フォトダイオード
123 ，124　 水平転送路
125　 ドレイン

【図１】 【図２】

【図３】
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