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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力フレームの輝度を複数のサブフレームに分配してフレームレート変換を行なうフレ
ームレート変換装置であって、
　前記入力フレームにおける画像の動き度を検出する動き検出手段と、
　前記動き検出手段により検出された動き度に応じて前記複数のサブフレームの輝度分配
量を決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された輝度分配量に応じて前記入力フレームの輝度を前記複数
のサブフレームに分配して出力する出力手段と、を具備し、
　前記決定手段は、前記動き検出手段により検出された動き度が予め定められた値より小
さければ、該動き度が予め定められた値よりも大きい場合よりも、前記出力手段により出
力される前記複数のサブフレーム間の輝度差を小さくすることを特徴とするフレームレー
ト変換装置。
【請求項２】
　前記決定手段は、
　前記動き検出手段により検出された動き度に応じて前記複数のサブフレームの輝度分配
量を補正する分配補正係数を生成することにより前記輝度分配量を決定し、
　前記出力手段は、
　前記決定手段により生成された分配補正係数に応じて入力フレームの輝度をサブフレー
ムに分配する分配処理手段と、
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　前記分配処理手段により分配されたサブフレームの輝度と前記入力フレームの輝度との
差分からサブフレームを生成する差分処理手段と、
　前記分配処理手段により輝度が分配されたサブフレームと前記差分処理手段により生成
されたサブフレームとを切り替えて出力する切替手段と
　を具備することを特徴とする請求項１記載のフレームレート変換装置。
【請求項３】
　前記動き検出手段は、
　前記入力フレームと該入力フレームよりも前に入力されたフレームとからフレーム間差
分を算出し、該算出したフレーム間差分において閾値を越える画素の総数を該入力フレー
ムの動き度として検出する
　ことを特徴とする請求項１記載のフレームレート変換装置。
【請求項４】
　前記動き検出手段は、
　前記入力フレームと該入力フレームよりも前に入力されたフレームとからフレーム間差
分を算出し、該フレーム間差分において閾値を越える差分値を有する画素の差分値の合計
を該入力フレームの動き度として検出する
　ことを特徴とする請求項１記載のフレームレート変換装置。
【請求項５】
　前記決定手段は、
　前記動き検出手段により検出された動き度が予め定められた値より小さければ、該動き
度が予め定められた値よりも大きい場合よりも、前記出力手段により時間的に後方に出力
されるサブフレームの輝度分配量を高くすることで、前記複数のサブフレーム間の輝度差
を小さくする
　ことを特徴とする請求項１記載のフレームレート変換装置。
【請求項６】
　前記決定手段は、
　前記動き検出手段により検出された動き度が予め定められた値より大きければ、該動き
度が予め定められた値よりも小さい場合よりも、前記出力手段により時間的に後方に出力
されるサブフレームの輝度分配量を低くすることで、前記複数のサブフレーム間の輝度差
を大きくする
　ことを特徴とする請求項１又は５に記載のフレームレート変換装置。
【請求項７】
　第１の値と該第１の値よりも大きな第２の値とが予め定められており、
　前記決定手段は、
　前記動き検出手段により検出された動き度が前記第１の値から前記第２の値の間であれ
ば、該動き度が該第１の値より小さい場合に前記出力手段により時間的に後方に出力され
るサブフレームの輝度分配量よりも低くし、かつ該動き度が大きくなる程、該輝度分配量
を低くすることで、前記複数のサブフレーム間の輝度差を大きくする
　ことを特徴とする請求項１記載のフレームレート変換装置。
【請求項８】
　前記決定手段は、
　前記動き検出手段により検出された動き度が前記第１の値より小さければ、該動き度が
該第１の値より大きい場合よりも、前記出力手段により時間的に後方に出力されるサブフ
レームの輝度分配量を高くすることで、前記複数のサブフレーム間の輝度差を小さくし、
前記動き検出手段により検出された動き度が前記第２の値より大きければ、該動き度が該
第２の値より小さい場合よりも、前記出力手段により時間的に後方に出力されるサブフレ
ームの輝度分配量を低くすることで、前記複数のサブフレーム間の輝度差を大きくする
　ことを特徴とする請求項７記載のフレームレート変換装置。
【請求項９】
　前記出力手段は、
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　時間的に後方に出力するサブフレームに高周波数成分を除去したものを用いる
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載のフレームレート変換装置。
【請求項１０】
　入力フレームの輝度を複数のサブフレームに分配してフレームレート変換を行なうフレ
ームレート変換装置におけるフレームレート変換方法であって、
　動き検出手段が、前記入力フレームにおける画像の動き度を検出する動き検出工程と、
　決定手段が、前記動き検出工程により検出された動き度に応じて前記複数のサブフレー
ムの輝度分配量を決定する決定工程と、
　出力手段が、前記決定工程により決定された輝度分配量に応じて前記入力フレームの輝
度を前記複数のサブフレームに分配して出力する出力工程と、を含み、
　前記決定工程では、前記動き検出工程において検出された動き度が予め定められた値よ
り小さければ、該動き度が予め定められた値よりも大きい場合よりも、前記出力工程にお
いて出力される前記複数のサブフレーム間の輝度差を小さくすることを特徴とするフレー
ムレート変換方法。
【請求項１１】
　入力フレームの輝度を複数のサブフレームに分配してフレームレート変換を行なうフレ
ームレート変換装置に内蔵されたコンピュータを、
　前記入力フレームにおける画像の動き度を検出する動き検出手段、
　前記動き検出手段により検出された動き度に応じて前記複数のサブフレームの輝度分配
量を決定する決定手段、
　前記決定手段により決定された輝度分配量に応じて前記入力フレームの輝度を前記複数
のサブフレームに分配して出力する出力手段
　として機能させるためのプログラムであって、
　前記決定手段は、前記動き検出手段により検出された動き度が予め定められた値より小
さければ、該動き度が予め定められた値よりも大きい場合よりも、前記出力手段により出
力される前記複数のサブフレーム間の輝度差を小さくすることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力画像（入力フレーム）のフレームレート変換を行なうフレームレート変
換装置、方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置をその表示特性から分類すると、インパルス型とホールド型に大別される。図
１２（ｂ）のように、１フレーム期間中の表示をほぼ一定に保持する液晶パネルなどの装
置をホールド型表示装置と呼ぶ。これに対し、図１２（ａ）のように、１フレーム中の発
光期間が短いものをインパルス型表示装置と呼ぶ。
【０００３】
　インパルス型表示装置には、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）や、フィールドエミッション
タイプのディスプレイなどが挙げられる。インパルス型表示は画素が点滅を繰り返すため
、画面がちらついて見えるフリッカを起こす特性がある。フリッカは高輝度・大面積にな
るほど検知され易い特性があるため、近年のディスプレイの大画面化によって、インパル
ス型表示装置のフリッカは一層改善すべき問題となっている。
【０００４】
　フリッカを低減する方法としては、入力フレームを任意の割合で複数のサブフレームに
分配することでフレームレートを上げて表示する方法が挙げられる。例えば、入力フレー
ムを６対４の割合で２つのサブフレームに分配してフレームレートを倍に上げた場合、点
滅の周波数が高くなるためフリッカは検知されにくくなる。
【０００５】
　しかし、この表示を視覚した場合、図１３に示すように、１フレーム期間中において時
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間的に後方にあるサブフレームが視線の追従からずれてしまうため、視覚特性に依存した
擬似輪郭が発生する。
【０００６】
　そこで、擬似輪郭を低減するためにサブフレームの空間周波数のうち高周波成分を増減
させて擬似輪郭を低減する方法が開示されている（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００２－３５３８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に開示された技術では、高周波成分しか制御しないため、画
が動いた時に尾引きが発生してしまうおそれがある。図１４は、特許文献１の技術を適用
した場合における表示出力の概要とそれを視覚により捉えた場合の見え方との関係を示す
図である。図１４を参照すると、１フレーム期間中において時間的後方のサブフレームに
低周波成分の輝度が残っているのが分かる。この場合、この低周波成分の輝度により、尾
引きが発生してしまう。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、フリッカを低減する効果を維持しつ
つ、擬似輪郭及び尾引きを低減させるようにしたフレームレート変換装置、方法及びプロ
グラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様は、入力フレームの輝度を複数のサブフレー
ムに分配してフレームレート変換を行なうフレームレート変換装置であって、
　前記入力フレームにおける画像の動き度を検出する動き検出手段と、
　前記動き検出手段により検出された動き度に応じて前記複数のサブフレームの輝度分配
量を決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された輝度分配量に応じて前記入力フレームの輝度を前記複数
のサブフレームに分配して出力する出力手段と、を具備し、
　前記決定手段は、前記動き検出手段により検出された動き度が予め定められた値より小
さければ、該動き度が予め定められた値よりも大きい場合よりも、前記出力手段により出
力される前記複数のサブフレーム間の輝度差を小さくすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、入力フレームにおける画像の動き度を検出し、その検出結果に応じて
サブフレームの分配量を決定する。これにより、フリッカを低減する効果を維持しつつ、
擬似輪郭及び尾引きを低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明に係わるフレームレート変換装置、方法及びプログラムの一実施の形態に
ついて添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の実施形態において示す構成は、
あくまで一例に過ぎず、本発明は図示された構成に限定されるものではない。
【００１４】
　（実施形態）
　図１は、本発明の一実施の形態に係わるフレームレート変換装置の概略構成の一例を示
すブロック図である。
【００１５】
　フレームレート変換装置には、コンピュータが組み込まれている。コンピュータには、
ＣＰＵ等の主制御部、ＲＯＭ(Read Only Memory)、ＲＡＭ(Random Access Memory)等の記
憶部が具備される。この他、コンピュータには、例えば、ディスプレイ又はタッチパネル
等の入出力部、ネットワークカード等の通信部等が具備されていてもよい。なお、これら
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各構成部は、バス等により接続され、主制御部が記憶部に記憶されたプログラムを実行す
ることで制御される。
【００１６】
　フレームレート変換装置は、入力画像（以下、入力フレームと言う）を複数のサブフレ
ームに分配してフレームレートを複数倍（整数）にして出力する。入力フレームの分配に
際しては、フレーム間差分から動きを検出し、その動きの検出結果をフレーム単位で反映
させて分配量を決定する。なお、本実施形態においては、フレームレート変換により入力
フレームを２倍のフレームレートに変換する場合を例に挙げて説明する。
【００１７】
　フレームレート変換装置は、画面のちらつき、すなわち、フリッカの発生を低減させる
ように、入力フレームのフレームレート変換を行なう。フリッカが起きる度合いは、分配
されたサブフレーム間のコントラストに関係する。すなわち、図１の場合には、サブフレ
ームｓ２０３とサブフレームｓ２０４とのコントラストの関係によりフリッカの発生が左
右される。これらの輝度差が大きい程、フリッカは検知され易いが、輝度差が小さい程、
フリッカは検知されにくい。なお、サブフレームｓ２０３は、１フレーム期間中において
時間的に後方に出力され、サブフレームｓ２０４は、１フレーム期間中において時間的に
先方に出力されるフレームとする。
【００１８】
　フレームレート変換装置は、サブフレームｓ２０３とサブフレームｓ２０４とのコント
ラストを制御する。この制御は、各フレーム間で検出される動きとフリッカとの関係に基
づいて行なわれる。サブフレームｓ２０３とサブフレームｓ２０４とを足し合わせると入
力フレームｓ２０１の輝度に一致する。すなわち、輝度はフレームレート変換前後で同等
となる。
【００１９】
　ここで、フレームレート変換装置は、その機能的な構成として、フレームメモリ１０２
と、動き検出部１０３と、分配補正係数生成部１０４と、分配処理部１０６と、差分処理
部１０７と、切替器１０８とを具備して構成される。
【００２０】
　フレームメモリ１０２は、入力フレームを１枚以上順次保持し、動き検出部１０３は、
フレームメモリ１０２に保持されたフレームと入力フレームｓ２０１とを比較し、入力フ
レームｓ２０１における画像の動き度Ｍを算出し出力する。
【００２１】
　分配補正係数生成部１０４は、動き度Ｍに応じて分配補正係数ＲＬを算出し、分配処理
部１０６に出力する。分配処理部１０６は、入力フレームｓ２０１の値を基本分配関数及
び分配補正係数ＲＬに応じて変換し、サブフレームｓ２０３として出力する。
【００２２】
　差分処理部１０７は、サブフレームｓ２０３と入力フレームｓ２０１とに基づいてサブ
フレームｓ２０４を算出し出力する。切替器１０８は、サブフレームｓ２０３とサブフレ
ームｓ２０４とを交互に切り替えて出力する。
【００２３】
　図２は、分配処理部１０６における入出力関係の一例を示す図である。分配処理部１０
６では、入力フレームｓ２０１の各信号を分配関数に従って変換し、サブフレームｓ２０
３の信号として出力する。分配関数は、分配補正係数生成部１０４から入力される分配補
正係数ＲＬと基本分配関数との積で算出される。基本分配関数は、入力が静止画の場合の
サブフレームｓ２０３の値を示している。
【００２４】
【数１】

【００２５】
　サブフレームｓ２０３は、フレーム単位で入力される分配補正係数ＲＬによって動的に
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増減する。例えば、入力フレームの動き度Ｍが大きい場合、分配補正係数ＲＬは小さい値
となり、出力されるサブフレームｓ２０３の値は小さくなる。これにより、入力フレーム
の動きが大きい場合には、１フレーム期間中において時間的後方に出力されるサブフレー
ムの信号量が小さくなるため、疑似輪郭及び尾引きが改善される。
【００２６】
　図３は、動き検出部１０３における処理の一例を示すフローチャートである。動き検出
部１０３では、入力フレームと、当該入力フレームよりも前（例えば、直前）に入力され
たフレームとからフレーム間差分を算出する（ステップＳ１０１及びステップＳ１０２）
。そして、その差分（絶対値）において閾値Ｄを越える画素の総数を入力フレームの動き
度Ｍとして出力する（ステップＳ１０３及びステップＳ１０４）。
【００２７】
【数２】

【００２８】
　図４は、分配補正係数生成部１０４における入出力関係の一例を示す図である。ここで
、入力値は動き度Ｍであり、出力値は動き度Ｍに応じて出力される分配補正係数ＲＬであ
る。
【００２９】
　分配補正係数生成部１０４は、入力された動き度Ｍが（予め定められた）閾値ｍ１以下
であればｒ２を出力し、入力された動き度Ｍが閾値ｍ１よりも大きければｒ１を出力する
。ｒ１とｒ２は、例えば、０以上１以下の値であり、ｒ２はｒ１より大きい。
【００３０】
　動領域の面積が小さく動き度Ｍが小さい場合は、フリッカが検知され易いので、サブフ
レームｓ２０３の出力値は大きい方がいい。そのため、サブフレームｓ２０３の信号量が
静止画に必要な信号量と同程度になるように分配補正係数ＲＬを定める。この場合におけ
る分配補正係数ＲＬは１に近い値ｒ２となる。
【００３１】
　一方、動領域の面積が大きく動き度Ｍが大きい場合には、フリッカは検知され難いので
、サブフレームｓ２０３の出力値は小さくても問題ない。また更に、サブフレームｓ２０
３の出力値が小さい方が疑似輪郭及び尾引きが低減されるので分配補正係数ＲＬは０に近
い値ｒ１となる。このように本実施形態における分配補正係数生成部１０４は、閾値処理
により分配補正係数ＲＬを生成するため、演算が簡単となる。
【００３２】
　差分処理部１０７は、入力フレームｓ２０１からサブフレームｓ２０３の差分をとった
結果をサブフレームｓ２０４として出力する。したがって、出力されるサブフレームの合
計は入力フレームと一致する。インパルス型表示装置の場合には、任意の時間内に表示さ
れる信号の合計が一致すれば見かけ上の明るさは同等に見えることから、フレームレート
変換前後で同等の明るさを維持できることになる。
【００３３】
　図５（ａ）は入力フレームｓ２０１を示し、図５（ｂ）及び図５（ｃ）は分配補正係数
ＲＬが変化した場合の出力を示している。
【００３４】
　入力フレームの動き度Ｍが小さい場合には、上述した通り、分配補正係数ＲＬは大きく
なる。そのため、１フレーム期間中において時間的後方に出力されるサブフレームｓ２０
３の分配量が高くなりその信号量は大きくなる。この場合、各サブフレームの輝度は、図
５（ｂ）に示す波形で示される。入力フレームの動き度Ｍが小さい場合はフリッカが検知
され易いが、サブフレームｓ２０３の信号量は、フリッカの低減が可能なレベル分確保さ
れるため、フリッカの発生を防ぐことができる。
【００３５】
　一方、入力フレームの動き度Ｍが大きい場合には、上述した通り、分配補正係数ＲＬは
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小さくなる。そのため、１フレーム期間中において時間的後方に出力されるサブフレーム
ｓ２０３の分配量は低くなりその信号量は小さくなる。この場合、各サブフレームの輝度
は、図５（ｃ）に示す波形で示される。入力フレームの動き度Ｍが大きい場合はフリッカ
が検知され難いため、サブフレームｓ２０３の信号量が小さくても、フリッカが発生する
可能性は低い。
【００３６】
　ここで、例えば、各サブフレームの輝度が図５（ｃ）に示す波形となる場合における表
示出力の概要とそれを視覚により捉えた場合の見え方は、図６に示す関係となる。図６に
示すように、入力フレームの動き度Ｍが大きい場合には、時間的に後方にあるサブフレー
ムの信号量が低レベルに制限されるため、疑似輪郭が低減されることが分かる。
【００３７】
　次に、図７を用いて、図１に示すフレームレート変換装置における処理の流れについて
説明する。
【００３８】
　フレームレート変換装置は、入力フレームｓ２０１が入力されると（ステップＳ２０１
）、そのフレームをフレームメモリ１０２に格納する（ステップＳ２０２）。この格納が
済むと、フレームレート変換装置は、動き検出部１０３において、当該入力フレームｓ２
０１と、フレームメモリ１０２に既に格納されているフレームとを比較し動き度Ｍを算出
する（ステップＳ２０３）。
【００３９】
　続いて、フレームレート変換装置は、分配補正係数生成部１０４において、当該算出さ
れた動き度Ｍに応じた分配補正係数ＲＬを算出する（ステップＳ２０４）。分配補正係数
ＲＬの算出が済むと、フレームレート変換装置は、分配処理部１０６において、入力フレ
ームｓ２０１の値を基本分配関数及び分配補正係数ＲＬに応じて変換しサブフレームｓ２
０３を生成する（ステップＳ２０５）。
【００４０】
　サブフレームｓ２０３の生成が済むと、フレームレート変換装置は、差分処理部１０７
において、入力フレームｓ２０１とサブフレームｓ２０３との差分から得られるサブフレ
ームｓ２０４を生成する（ステップＳ２０６）。その後、フレームレート変換装置は、切
替器１０８において、サブフレームｓ２０３とサブフレームｓ２０４とを交互に切り替え
て出力する（ステップＳ２０７）。以下、入力フレームが入力される都度、上述した処理
を繰り返し実行する。
【００４１】
　上述したように本実施形態によれば、入力フレームｓ２０１から動き度を検出し、その
検出結果に応じてサブフレーム（ｓ２０３、ｓ２０４）の分配量を決定する。これにより
、フリッカを低減する効果を維持しつつ、擬似輪郭及び尾引きを低減させることができる
。
【００４２】
　以上が本発明の代表的な実施形態の一例であるが、本発明は、上記及び図面に示す実施
形態に限定することなく、その要旨を変更しない範囲内で適宜変形して実施できるもので
ある。
【００４３】
　例えば、上述した実施形態の応用として、図１に示すフレームレート変換装置における
構成に、ＬＰＦ（ローパスフィルタ）１０５を追加してもよい。ＬＰＦ１０５は、低周波
数のみを通過させるフィルタである。すなわち、雑音となりやすい高周波数域の信号を除
去する機能を果たす。例えば、図８に示すように、ＬＰＦ１０５は、分配処理部１０６の
上流位置に設けられ、分配処理部１０６に入力される高周波数域の信号を取り除く。この
ように構成した場合、表示出力の概要とそれを視覚により捉えた場合の見え方は、図９に
示す関係となる。ここでは、入力フレームの動き度Ｍが大きい場合の表示出力の概要とそ
の見え方との関係を示す。この場合、１フレーム期間中において時間的に後方にあるサブ
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フレームは、その信号量が低く抑えられており、また、高周波数成分が除去され、主に低
周波数成分から構成されている。これにより、上述した構成よりも更に、尾引きを低減さ
せられる。
【００４４】
　また、上述した実施形態においては、フレーム間差分において閾値Ｄを越える画素の総
数を動き度Ｍとして入力フレームの動き度Ｍを検出する場合を例に挙げて説明したが、動
き度Ｍは、これ以外の方法により算出してもよい。例えば、フレーム間差分において閾値
Ｄを越える差分値（絶対値）を有する画素の差分値の合計を動き度Ｍとしてもよい（式３
参照）。ここで、図１０を用いて、この場合における動き検出部１０３における処理の流
れについて説明する。動き検出部１０３では、入力フレームと、当該入力フレームよりも
前（例えば、直前）に入力されたフレームとからフレーム間差分を算出する（ステップＳ
３０１及びステップＳ３０２）。そして、その差分（絶対値）において閾値Ｄを越える差
分を有する画素の差分値（絶対値）の合計を入力フレームの動き度Ｍとして出力する（ス
テップＳ３０３及びステップＳ３０４）。この動き検出方法は、同じオブジェクトでも動
き量が大きい、また同じ動き量でもオブジェクトのコントラストが高い程、フレーム間差
分が大きくなるという傾向を利用している。
【００４５】
【数３】

【００４６】
　また、上述した実施形態においては、分配補正係数生成部１０４から出力される分配補
正係数ＲＬが２値（ｒ１、ｒ２）である場合を例に挙げて説明したが、これに限られない
。ここで、図１１は、分配補正係数生成部１０４における入出力関係の一例を示す図であ
る。なお、入力値は動き度Ｍであり、出力値は動き度Ｍに応じて出力される分配補正係数
ＲＬである。
【００４７】
　分配補正係数ＲＬは、例えば、複数の関数、若しくはルックアップテーブルを用いて算
出する。分配補正係数生成部１０４では、分配補正係数ＲＬとして、入力された動き度Ｍ
が、第１の値としての閾値ｍ２以下であればｒ２を出力し、第２の値としての閾値ｍ３よ
りも大きければｒ１を出力する。また、動き度Ｍがｍ２からｍ３の間であれば、分配補正
係数ＲＬは、ｒ２からｒ１の間の値を出力する。ここで、動き度Ｍがｍ２からｍ３の間で
ある場合、分配補正係数ＲＬの値は、動き度Ｍが大きくなる程、滑らかに小さくなる。こ
の場合、動き度Ｍの変化に伴ってサブフレームｓ２０３の信号量が滑らかに低く変化する
ことになる。
【００４８】
　なお、本発明は、ソフトウェアのプログラムをシステム或いは装置に直接或いは遠隔か
ら供給し、そのシステム或いは装置に内蔵されたコンピュータが該供給されたプログラム
コードを読み出して実行することにより実施形態の機能が達成される場合をも含む。この
場合、供給されるプログラムは実施形態で図に示したフローチャートに対応したコンピュ
ータプログラムである。
【００４９】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにイ
ンストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明
は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。その場
合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより実行さ
れるプログラム、ＯＳ（Operating System）に供給するスクリプトデータ等の形態であっ
てもよい。
【００５０】
　コンピュータプログラムを供給するためのコンピュータ読み取り可能な記録媒体として
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は以下が挙げられる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不
揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などである。
【００５１】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプ
ログラムをハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることが挙げられる。この場合
、ダウンロードされるプログラムは、圧縮され自動インストール機能を含むファイルであ
ってもよい。また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに
分割し、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても
実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラム
ファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれる
ものである。
【００５２】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に格納してユーザに
配布するという形態をとることもできる。この場合、所定の条件をクリアしたユーザに、
インターネットを介してホームページから暗号を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵
情報を使用して暗号化されたプログラムを実行し、プログラムをコンピュータにインスト
ールさせるようにもできる。
【００５３】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどとの協働で実施形態の機能が実現されてもよい。この場合、ＯＳなどが、実
際の処理の一部又は全部を行ない、その処理によって前述した実施形態の機能が実現され
る。
【００５４】
　更に、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボ
ードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれて前述の
実施形態の機能の一部或いは全てが実現されてもよい。この場合、機能拡張ボードや機能
拡張ユニットにプログラムが書き込まれた後、そのプログラムの指示に基づき、その機能
拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ（Central Processing Unit）などが実際
の処理の一部又は全部を行なう。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施の形態に係わるフレームレート変換装置の概略構成の一例を示す
ブロック図である。
【図２】図１に示す分配処理部１０６における入出力関係の一例を示す図である。
【図３】図１に示す動き検出部１０３における処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】図１に示す分配補正係数生成部１０４における入出力関係の一例を示す図である
。
【図５】発光輝度の一例を示す図である。
【図６】図５（ｃ）の場合における表示出力の概要とそれを視覚により捉えた見え方の概
要の一例を示す図である。
【図７】図１に示すフレームレート変換装置における処理の流れの一例を示すフローチャ
ートである。
【図８】変形実施形態に係わるフレームレート変換装置の概略構成の一例を示すブロック
図である。
【図９】変形実施形態に係わる表示出力の概要とそれを視覚により捉えた見え方の概要の
一例を示す図である。
【図１０】変形実施形態に係わる動き検出部１０３における処理の一例を示すフローチャ
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ートである。
【図１１】変形実施形態に係わる分配補正係数生成部１０４における入出力関係の一例を
示す図である。
【図１２】表示装置における発光輝度の一例を示す図である。
【図１３】擬似輪郭が発生した場合の表示出力の概要とそれを視覚により捉えた見え方の
概要の一例を示す図である。
【図１４】ボケが発生した場合の表示出力の概要とそれを視覚により捉えた見え方の概要
の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００５６】
　　１０２　　フレームメモリ
　　１０３　　動き検出部
　　１０４　　分配補正係数生成部
　　１０５　　ＬＰＦ
　　１０６　　分配処理部
　　１０７　　差分処理部
　　１０８　　切替器

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１１】
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