
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
動画像信号を復号 復号手段と、

ＹＣｂＣｒ形式の映像信号をＲＧＢ形式に変換する演算手段と、
映像信号のコントラスト／ブライトを調整する調整手段と

、
及び前記調整手段を動作させる制御手段と、前記調整手段で調整後の映像信号を表示す

る表示手段と、を具備することを特徴とする動画像復号表示装置。
【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】
請求項１から請求項３いずれかに記載の動画像復号表示装置を具備することを特徴とする
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してＹＣｂＣｒ形式の映像信号を出力する 前記復号手段よ
り出力された 前記演算手
段にてＲＧＢ形式に変換された

映像信号が前フレームに対して更新されたことを示す信号が入力した場合に前記演算手
段

コントラスト／ブライトを調整するためのパラメータ値の変化を検出する検出手段を具備
し、前記制御手段は、前記検出手段によりパラメータ値の変化が検出された場合に前記変
換手段及び前記調整手段をＯＮ動作させることを特徴とする請求項１記載の動画像復号表
示装置。

前記調整手段にてコントラスト／ブライトを調整された映像信号を記憶する記憶手段を具
備し、前記制御手段は、前記変換手段及び前記調整手段のＯＮ動作時に、前記調整手段で
調整後の前記映像信号が前記記憶手段にて記憶されるように制御を行うことを特徴とする
請求項１又は請求項２記載の動画像復号表示装置。



移動局装置。
【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動体通信システムにおける携帯電話機や通信機能及びコンピュータ機能を備
えた情報通信端末装置等の移動局装置などに搭載され、動画像復号器からの輝度信号Ｙお
よび色差信号Ｃｂ，Ｃｒを含む映像信号を、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）およびＢ（青）の３原色
信号形式の映像信号に変換して映像を映し出す動画像復号表示装置及び動画像復号表示方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電池駆動の携帯型端末機において、消費電力を少なくする液晶表示装置が考案されている
。一例として、ビデオメモリへのアクセスを一定時間監視して表示装置の駆動手段を制御
する特開平５－５３５４１号公報や、表示データの更新部分のみを表示メモリへ転送する
特開平９－２１２１３４号公報などがある。液晶表示装置である従来の動画像復号表示装
置について図６を参照して説明する。
【０００３】
図６は、従来の動画像復号表示装置の構成を示すブロック図である。一般に、ＩＴＵ－Ｔ
　Ｈ．２６３やＭＰＥＧ等の動画像符復号方式においては、ＣＩＦ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｉｎ
ｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　Ｆｏｒｍａｔ）やＱＣＩＦ（Ｑｕａｒｔｅｒ　ＣＩＦ）等の画像
フォーマットが扱われる。ここでは、画像フォーマットをＣＩＦ４：２：２（有効表示領
域３５２画素×２８８走査線）とした場合を例に取り上げ説明を行う。
【０００４】
図６に示す動画像復号表示装置６００は、動画像復号器６０１と、映像信号変換器６０２
と、この映像信号変換器６０２の構成要素であるディレイライン部６０３及びＲＧＢマト
リックス演算部６０４と、液晶表示モジュール部６０５と、この液晶表示モジュール部６
０５の構成要素であるビデオＲＡＭ６０６と、コントラスト／ブライト調整器６０７と、
駆動信号変換器６０８と、液晶パネル６０９とを備えて構成されている。
【０００５】
動画像復号器６０１は、ＹＣｂＣｒ形式の映像信号を出力する。ＹＣｂＣｒ形式の映像信
号とは、輝度信号Ｙと、２つの色差信号ＣｂおよびＣｒが時分割多重された色差信号Ｃと
、垂直同期信号ＶＤＮと、水平同期信号ＨＤＮと、映像データを転送するクロック信号Ｖ
ＣＫとを含む映像信号である。
【０００６】
映像信号変換器６０２は、輝度信号Ｙおよび色差信号Ｃを用いて、ＹＣｂＣｒ形式の映像
信号をＲＧＢ形式ＬＣＤ＿Ｒ、ＬＣＤ＿Ｇ、ＬＣＤ＿Ｂに変換出力するＲＧＢマトリック
ス演算部６０４と、動画像復号器６０１から出力された垂直同期信号ＶＤＮと水平同期信
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動画像信号を復号してＹＣｂＣｒ形式の映像信号を出力し、出力されたＹＣｂＣｒ形式の
映像信号をＲＧＢ形式に変換処理し、前記変換処理後のＲＧＢ形式の映像信号のコントラ
スト／ブライトを調整処理し、映像信号が前フレームに対して更新されたことを示す信号
が入力した場合に前記変換処理及び前記調整処理を行うように制御し、前記調整処理後の
映像信号を表示することを特徴とする動画像復号表示方法。

前記調整処理のためのパラメータ値の変化を検出した場合に前記変換処理及び前記調整処
理を行うように制御することを特徴とする請求項５記載の動画像復号表示方法。

前記調整処理を行うように制御された場合に前記調整処理後の映像信号が一時記憶される
ように制御し、一時記憶された前記映像信号を表示することを特徴とする請求項５又は請
求項６記載の動画像復号表示方法。



号ＨＤＮに対してＲＧＢマトリックス演算部６０４と同等の遅延量を与えて、液晶表示モ
ジュール部６０５に対する垂直同期信号ＶＳＹＮＣＮと水平同期信号ＨＳＹＮＣＮとを出
力するディレイライン部６０３とを備える。
【０００７】
液晶表示モジュール部６０５は、映像信号変換器６０２から出力されたＲＧＢ形式の映像
信号を一旦格納するビデオＲＡＭ６０６と、ビデオＲＡＭ６０６から読み出されたＲＧＢ
形式の映像信号についてダイナミックレンジ及びオフセット量を調整するコントラスト／
ブライト調整器６０７と、映像信号変換器６０２から出力された垂直同期信号ＶＳＹＮＣ
Ｎと水平同期信号ＨＳＹＮＣＮとコントラスト／ブライト調整器６０７から出力されるＲ
’Ｇ’Ｂ’信号とから液晶パネル６０９を駆動するための駆動信号を生成する駆動信号変
換器６０８と、その駆動信号に応じて映像を映し出す液晶パネル６０９とを備える。
【０００８】
このような構成の動画像復号表示装置６００の動作を、図７、図８及び図９を参照して説
明する。図７は、従来の動画像復号表示装置における映像信号変換器の入出力信号のタイ
ミング図、図８はコントラスト／輝度調整器の処理を説明するための入出力特性図、図９
は、液晶パネルに映像が映し出される様子を示す様態図である。
【０００９】
まず、動画像復号器６０１は、映像信号変換器６０２に対して、図７に示すように、クロ
ック信号ＶＣＫの立ち下りエッジに同期して、垂直同期信号ＶＤＮ、水平同期信号ＨＤＮ
、輝度信号Ｙ（８ビット）、および、２つの色差信号Ｃｂ，Ｃｒが、時分割多重された色
差信号Ｃ（８ビット）を動画映像信号として出力する。
【００１０】
ＲＧＢマトリックス演算部６０４には、動画像復号器６０１からの輝度信号Ｙおよび色差
信号Ｃが入力されている。ＣＩＦ４：２：２フォーマットの映像信号では、図７のように
２つの色差成分Ｃｂ，Ｃｒが時分割されており、奇数画素番号の色差成分については偶数
画素番号の色差を補間した上でＲＧＢ形式へ変換し、信号ＬＣＤ＿Ｒ、ＬＣＤ＿Ｇ、ＬＣ
Ｄ＿Ｂを出力する。具体的には、以下の演算処理を行っている。
【００１１】
ＬＣＤ＿Ｒ＝Ｙ＋１．４０２×Ｃｒ
ＬＣＤ＿Ｇ＝Ｙ－０．３４４×Ｃｂ－０．７１４×Ｃｒ
ＬＣＤ＿Ｂ＝Ｙ＋１．７７２×Ｃｂ
ここでは、例として各々６Ｂｉｔとしている。
【００１２】
一方、ディレイライン部６０３には、動画像復号器６０１から垂直同期信号ＶＤＮと水平
同期信号ＨＤＮが入力されている。ディレイライン部６０３は、それらの入力信号に対し
てＲＧＢマトリックス演算部６０４の処理遅延量を与えて液晶表示モジュール部６０５へ
の垂直同期信号ＶＳＹＮＣＮ及び水平同期信号ＨＳＹＮＣＮを出力する。
【００１３】
液晶表示モジュール部６０５では、送られてきた映像信号ＬＣＤ＿Ｒ，ＬＣＤ＿Ｇ，ＬＣ
Ｄ＿Ｂを、ＶＣＫの立ち上がりエッジ毎にビデオＲＡＭ６０６へ一旦格納する。ビデオＲ
ＡＭ６０６は、これを各々Ｒ、Ｇ、Ｂとして読み出して、コントラスト／ブライト調整器
６０７へ出力する。
【００１４】
コントラスト／ブライト調整器６０７の作用である入出力特性は、図８に示すように、入
力をＸ、出力をＹとすると、Ｙ＝Ｃｏｎｔｒａｓｔ（Ｘ－３２）＋３２＋Ｂｒｉｇｈｔで
与えられる。これをＲ、Ｇ、Ｂ各々について処理する。出力レンジが６ビットとしたとき
には、０から６３であるため、出力Ｙがこの範囲を超える場合には、０から６３の範囲へ
クリップ処理される。
【００１５】
これらの特性は、Ｃｏｎｔｒａｓｔ及びＢｒｉｇｈｔ（コントラスト／ブライト）の値を
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外部よりパラメータとして与えることで特性を変えることが可能である。この処理を経た
出力信号Ｒ’、Ｇ’、Ｂ’は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣＮ、水平同期信号ＨＳＹＮＣＮと
合わせて駆動信号変換器６０８に送られ、液晶パネル６０９を駆動する信号を生成するこ
とで、映像が映し出される。
【００１６】
映像信号を液晶パネル６０９は、表示画像のちらつきを抑えるために、一般に６０Ｈｚ程
度で駆動しなければならないことが知られている。すなわち、図９における映像表示間隔
が、１／６０秒である必要がある。ここまで説明してきた従来の動画像復号表示装置６０
０では、動画像復号器６０１の映像信号出力は６０Ｈｚで出力され、以後の映像信号変換
器６０２の処理も一貫して６０Ｈｚでの処理となっている。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の装置においては、以下に述べるような問題がある。動画像復号器６
０１の復号処理は、それ自身のパフォーマンスや扱う画像サイズ、復号画質、符号化ビッ
トレートなどに依存し、復号された映像は必ずしも６０Ｈｚ毎に異なった映像ではない。
すなわち、６０ｆｐｓのフレームレートで出力されても、実際には、同じ画像が何枚か送
られてくる。例えば図９に示すように、Ａの画像が３枚、Ｃが２枚というように、内容が
同一の画像フレームが存在する。携帯ＴＶ電話機などでは、実質のフレームレートは、１
５ｆｐｓ程度と見込まれている。６０Ｈｚで処理する必要があるのは、ビデオＲＡＭ６０
６の読み出し以降であり、ビデオＲＡＭ６０６の前段に配置される映像信号変換器６０２
が６０Ｈｚで処理することは、消費電流の浪費につながるという問題がある。
【００１８】
また、ビデオＲＡＭ６０６の後段に配置されるコントラスト／ブライト調整器６０７も、
常時６０Ｈｚの処理を行うことになり、消費電流的に不利となる問題がある。
【００１９】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、実質フレームレートに基づいて必要な映
像信号処理の動作のＯＮ／ＯＦＦを行うことで、装置全体の消費電力を抑えることができ
る動画像復号表示装置及び動画像復号表示方法を提供することを目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
本発明の動画像復号表示装置は、動画像信号を復号

復号手段と、 ＹＣｂＣｒ形式の映像信号をＲＧＢ形式に
変換する演算手段と、 映像信号のコントラスト
／ブライトを調整する調整手段と、

及び前記調整手段を動作させる制御手段と、前記調整
手段で調整後の映像信号を表示する表示手段と、を具備する構成を採る。
【００２１】
この構成によれば、実質のフレームレートに合わせて、映像内容が変換されたときのみ、
ＲＧＢ変換処理や、コントラスト／ブライト調整処理が行われるので、その変換手段や調
整手段の消費電力を低減することができる。
【００２２】
本発明の動画像復号表示装置は、上記構成において、

構成を採る。
【００２３】
この構成によれば、復号手段が停止された状態で、調整手段に対するパラメータ値を変更
した場合であっても、円滑にその値を反映した映像を表示手段に表示することができる。
【００２４】
本発明の動画像復号表示装置は、上記構成において、
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してＹＣｂＣｒ形式の映像信号を出力
する 前記復号手段より出力された

前記演算手段にてＲＧＢ形式に変換された
映像信号が前フレームに対して更新されたことを示す

信号が入力した場合に前記演算手段

コントラスト／ブライトを調整する
ためのパラメータ値の変化を検出する検出手段を具備し、前記制御手段は、前記検出手段
によりパラメータ値の変化が検出された場合に前記変換手段及び前記調整手段をＯＮ動作
させる

前記調整手段にてコントラスト／ブ



構成を採る。
【００２５】
この構成によれば、変換手段及び調整手段のＯＮ動作時にのみ、記憶手段に映像信号が記
憶（一時記憶）されるので、無駄な記憶動作が無くなり、その分、消費電力を低減するこ
とができる。
【００２６】
本発明の移動局装置は、上記いずれかと同構成の動画像復号表示装置を具備する構成を採
る。
【００２７】
この構成によれば、移動局装置において、上記いずれかと同様の作用効果を得ることがで
きる。
【００２８】
本発明の動画像復号表示方法は、

【００２９】
この方法によれば、実質のフレームレートに合わせて、映像内容が変換されたときのみ、
ＲＧＢなどの変換処理や、コントラスト／ブライトの調整処理が行われるので、その変換
や調整時の消費電力を低減することができる。
【００３０】
本発明の動画像復号表示方法は、上記方法において、

ようにした
。
【００３１】
この方法によれば、復号処理が停止された状態で、調整処理に対するパラメータ値が変更
された場合であっても、円滑にその値を反映した映像を表示することができる。
【００３２】
本発明の動画像復号表示方法は、上記方法において、

ようにした。
【００３３】
この方法によれば、変換及び調整のＯＮ動作時にのみ、表示される映像信号が一時記憶さ
れるので、無駄な記憶動作が無くなり、その分、消費電力を低減することができる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００３５】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係る動画像復号表示装置の構成を示すブロック図である
。
【００３６】
この図１に示す動画像復号表示装置１００は、動画像復号器１０１と、ディレイライン部
１０２、ＲＧＢマトリックス演算部１０３、コントラスト／ブライト調整部１０４及び動
作制御部１０５を有する映像信号変換器１０６と、ビデオＲＡＭ１０７、駆動信号変換器
１０８及び液晶パネル１０９を有する液晶表示モジュール部１１０とを備えて構成されて
いる。
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ライトを調整された映像信号を記憶する記憶手段を具備し、前記制御手段は、前記変換手
段及び前記調整手段のＯＮ動作時に、前記調整手段で調整後の前記映像信号が前記記憶手
段にて記憶されるように制御を行う

動画像信号を復号してＹＣｂＣｒ形式の映像信号を出力
し、出力されたＹＣｂＣｒ形式の映像信号をＲＧＢ形式に変換処理し、前記変換処理後の
ＲＧＢ形式の映像信号のコントラスト／ブライトを調整処理し、映像信号が前フレームに
対して更新されたことを示す信号が入力した場合に前記変換処理及び前記調整処理を行う
ように制御し、前記調整処理後の映像信号を表示するようにした。

前記調整処理のためのパラメータ値
の変化を検出した場合に前記変換処理及び前記調整処理を行うように制御する

前記調整処理を行うように制御され
た場合に前記調整処理後の映像信号が一時記憶されるように制御し、一時記憶された前記
映像信号を表示する



【００３７】
動画像復号器１０１は、輝度信号Ｙと２つの式差信号Ｃｂ，Ｃｒが時分割多重された式差
信号Ｃから成るＹＣｂＣｒ形式の動画表示の映像信号と、垂直同期信号ＶＤＮ及び水平同
期信号ＨＤＮと、映像信号転送クロック信号ＶＣＫと、映像信号が前フレームに対して更
新されたことを示すＶＦＬＧと、を映像信号変換器１０６へ出力する。
【００３８】
ＲＧＢマトリックス演算部１０３は、ＹＣｂＣｒ形式の映像信号をＲＧＢ形式の映像信号
に変換する。
【００３９】
コントラスト／ブライト調整部１０４は、ＲＧＢ形式の入力信号各々についてコントラス
ト及びブライト（Ｃｏｎｔｒａｓｔ及びＢｒｉｇｈｔ）を調整する。
【００４０】
動作制御部１０５は、動画像復号器１０１からの映像信号更新信号ＶＦＬＧを受けて、Ｒ
ＧＢマトリックス演算部１０３及びコントラスト／ブライト調整部１０４の動作をＯＮ／
ＯＦＦし、また、液晶表示モジュール部１１０に対して映像更新信号ＶＡＬＩＤを出力す
る。
【００４１】
ディレイライン部１０２は、動画像復号器１０１からの垂直同期信号ＶＤＮ及び水平同期
信号ＨＤＮに対して、ＲＧＢマトリックス演算部１０３及びコントラスト／ブライト調整
部１０４の処理遅延を与えて液晶表示モジュール部１１０に対する垂直同期信号ＶＳＹＮ
ＣＮ及び水平同期信号ＨＳＹＮＣＮを出力する。
【００４２】
ビデオＲＡＭ１０７は、映像信号変換器１０６から出力されたＲＧＢ形式の映像信号ＬＣ
Ｄ＿Ｒ、ＬＣＤ＿Ｇ、ＬＣＤ＿Ｂを一旦格納する。
【００４３】
駆動信号変換器１０８は、ビデオＲＡＭ１０７から読み出されたＲＧＢ形式の映像信号Ｒ
’、Ｇ’、Ｂ’及び映像信号変換器１０６からの垂直同期信号ＶＳＹＮＣＮ及び水平同期
信号ＨＳＹＮＣＮとから液晶パネルの駆動信号を生成する。
【００４４】
液晶パネル１０９は、駆動信号に応じて映像を映し出す。
【００４５】
このように構成された動画像復号表示装置１００の動作を、図２及び図３を参照して説明
する。図２は、映像信号変換器１０６の入出力信号のタイミング図、図３は、動画像復号
器１０１から出力された動画像が液晶パネル１０９に映し出されるまでの様子を示す様態
図である。
【００４６】
まず、動画像復号器１０１からは、図２に示すように、クロック信号ＶＣＫの立下りに同
期して、垂直同期信号ＶＤＮ、水平同期信号ＨＤＮ、復号された動画の輝度信号Ｙ（８ビ
ット）と、２つの色差成分Ｃｂ，Ｃｒが時分割多重された色差信号Ｃ（８ビット）と、１
フレーム前の画像とは異なった画像を出力することを示す信号ＶＦＬＧとが映像信号変換
器１０６へ出力される。なお、ＶＦＬＧ（ｆｒａｍｅＶａｌｉｄ　ＦＬａＧ）は、実際に
は、動画像復号器が有するフレームメモリに画像データの書き込みが発生したときや、そ
の内容の読み出しが行われた際に、メモリ内容が更新されたとして生成される。
【００４７】
この例では、信号ＶＦＬＧが１のとき、前フレームとは異なった動画像であることを、０
のときは、前フレームと同じ動画像であることを意味している。映像信号変換器１０６で
は、動作制御部１０５が、信号ＶＦＬＧの論理０／１に応じてＲＧＢマトリックス演算部
１０３及びコントラスト／ブライト調整部１０４に対してＯＮ／ＯＦＦ動作を制御する制
御信号及び、液晶表示モジュール部１１０に対して映像の内容が変わったことを知らせる
信号ＶＡＬＩＤを生成する。
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【００４８】
信号ＶＦＬＧが１のときは、ＲＧＢマトリックス演算部１０３及びコントラスト／ブライ
ト調整部１０４の動作をＯＮにし、信号ＶＦＬＧが０のときは、動作をＯＦＦにする。
【００４９】
ＲＧＢマトリックス演算部１０３は、動作制御部１０５からの制御信号に応じて、動作Ｏ
Ｎのときは、輝度信号Ｙと色差信号ＣとからＲＧＢ形式の映像信号Ｒ、Ｇ、Ｂを生成する
。具体的には、次の演算を行うものであり、乗算器と加算器による構成や変換テーブルを
格納したＲＯＭなどが考えられる。
【００５０】
Ｒ＝Ｙ＋１．４０２×Ｃｒ
Ｇ＝Ｙ－０．３４４×Ｃｂ－０．７１４×Ｃｒ
Ｂ＝Ｙ＋１．７７２×Ｃｂ
動作ＯＦＦのときは、動作クロック供給を止める等の処置がとられ、消費電流が低減され
る。コントラスト／ブライト調整部１０４は、動作制御部１０５からの制御信号に応じて
、動作ＯＮのときは次の演算式に基づいた処理を行う。
【００５１】
ＬＣＤ＿Ｒ＝Ｃｏｎｔｒａｓｔ×（Ｒ－３２）＋Ｂｒｉｇｈｔ＋３２
ＬＣＤ＿Ｇ＝Ｃｏｎｔｒａｓｔ×（Ｇ－３２）＋Ｂｒｉｇｈｔ＋３２
ＬＣＤ＿Ｂ＝Ｃｏｎｔｒａｓｔ×（Ｂ－３２）＋Ｂｒｉｇｈｔ＋３２
Ｃｏｎｔｒａｓｔ及びＢｒｉｇｈｔは、パラメータ値として外部より与えられる。また、
これらのパラメータ値は、Ｒ、Ｇ、Ｂ各々に対して独立に与えられる場合もある。動作Ｏ
ＦＦの場合は、出力を黒（全Ｂｉｔ＝０）を出力して停止する。
【００５２】
ディレイライン部１０２には、動画像復号器１０１から垂直同期信号ＶＤＮと水平同期信
号ＨＤＮが入力されている。ディレイライン部１０２は、それらの入力信号に対してＲＧ
Ｂマトリックス演算部１０３及びコントラスト／ブライト調整部１０４の処理遅延量を与
えて液晶表示モジュール部１１０への垂直同期信号ＶＳＹＮＣＮ及び水平同期信号ＨＳＹ
ＮＣＮを出力する。
【００５３】
液晶表示モジュール部１１０では、信号ＶＡＬＩＤが１のときのみ、送られてきた映像信
号ＬＣＤ＿Ｒ、ＬＣＤ＿Ｇ，ＬＣＤ＿Ｂを、ＶＣＫの立ち上がりエッジ毎にビデオＲＡＭ
１０７へ一旦格納する。信号ＶＡＬＩＤが０のときは、ビデオＲＡＭ１０７へは格納され
ない。ビデオＲＡＭ１０７に格納されたＬＣＤ＿Ｒ、ＬＣＤ＿Ｇ、ＬＣＤ＿Ｂは、常時６
０ｆｐｓで信号Ｒ’、Ｇ’、Ｂ’として読み出され駆動信号変換器１０８へ出力される。
【００５４】
駆動信号変換器１０８は、垂直同期信号ＶＳＹＮＣＮと水平同期信号ＨＳＹＮＣＮ、信号
Ｒ’、Ｇ’、Ｂ’とから液晶パネル１０９を駆動するための駆動信号を生成し、映像を液
晶パネル１０９へ映し出す。
【００５５】
上記の動作説明において、動画像復号器１０１から送られてきた映像が液晶パネル１０９
までに映し出される様子を図３に示す。動画像復号器１０１から出力される輝度信号Ｙ、
式差信号Ｃは、それ自身のパフォーマンスや扱う画像サイズ、復号画質、符号化ビットレ
ートなどに依存し、復号された映像は必ずしも６０Ｈｚ毎に異なった映像ではない。
【００５６】
図３の例のように、映像Ａが３枚、Ｂが１枚、Ｃが２枚というように、同一内容の映像フ
レームが何枚か連続する。映像信号変換器１０６の出力映像ＬＣＤ＿Ｒ、ＬＣＤ＿Ｇ、Ｌ
ＣＤ＿Ｂは、信号ＶＦＬＧを使って映像の内容が変わったときだけ出力される。実際に液
晶パネル１０９に映し出される映像Ｒ’、Ｇ’、Ｂ’は、動画像復号器１０１が送るのと
同様に表示される。
【００５７】
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このように、実施の形態の動画像復号表示装置１００によれば、実質のフレームレートに
合わせて、映像内容が変換したときのみ、ＲＧＢ形式への変換処理や、コントラスト／ブ
ライト調整処理が行われるので、ＲＧＢマトリックス演算部１０３やコントラスト／ブラ
イト調整部１０４の消費電力を低減することができる。
【００５８】
（実施の形態２）
図４は、本発明の実施の形態２に係る動画像復号表示装置の構成を示すブロック図である
。但し、この図４に示す実施の形態２において図１の各部に対応する部分には同一符号を
付し、その説明を省略する。
【００５９】
この図４に示す動画像復号表示装置２００が、図１に示した動画像復号表示装置１００と
異なる点は、映像信号変換器１０６に強制画面更新検出器４０１を追加して設け、また、
動作制御部１０５の制御動作を下記に説明するようにしたことにある。
【００６０】
コントラスト／ブライト調整部１０４に与えられる外部からのパラメータ値は、強制画面
更新検出器４０１にも入力される。強制画面更新検出器４０１は、パラメータ値が既に設
定された値から更新されたか否かを判定する。例えば、更新された場合には１を、更新さ
れていない場合には０を、動作制御部１０５へ出力する。
【００６１】
動作制御部１０５は、動画像復号器１０１からの動画像が更新されたことを示す信号ＶＦ
ＬＧが１のとき、または、強制画面更新検出器４０１からパラメータ値が更新されたこと
を示す信号が１のとき、ＲＧＢマトリックス演算部１０３及びコントラスト／ブライト調
整部１０４の動作をＯＮとし、また、液晶表示モジュール部１１０に対して、映像の内容
が変わったことを知らせる信号ＶＡＬＩＤを１とする。信号ＶＦＬＧが０、かつ、パラメ
ータ値が更新されたことを示す信号が０のときは、ＲＧＢマトリックス演算部１０３及び
コントラスト／ブライト調整部１０４の動作をＯＦＦとし、また、信号ＶＡＬＩＤを０と
する。
【００６２】
図５は、動画像復号器１０１から出力された動画像が液晶パネル１０９に映し出されるま
での様子を示す様態図である。動画像復号器１０１から出力された動画像がＱで停止した
場合であっても、上記のようにパラメータ値が更新されると、その値を反映して、コント
ラスト／ブライト調整部１０４で処理を施した画像Ｑ’を液晶パネル１０９へ映し出すこ
とができる。
【００６３】
このように、実施の形態２の動画像復号表示装置２００によれば、実質のフレームレート
に合わせて、映像内容が変換したときのみ、ＲＧＢ変換処理や、コントラスト／ブライト
調整処理が行われるので、ＲＧＢマトリックス演算部１０３やコントラスト／ブライト調
整部１０４の消費電力を低減することができる。
【００６４】
また、コントラスト／ブライト調整部１０４に対するパラメータ値が変更された場合には
、直ちにその変更内容を反映した映像を映し出すことができる。
【００６５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、実質フレームレートに基づいて必要な映像信号処
理の動作のＯＮ／ＯＦＦを行うことで、装置全体の消費電力を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る動画像復号表示装置の構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１に係る動画像復号表示装置における映像信号変換器の入出力信号の
タイミング図
【図３】実施の形態１に係る動画像復号表示装置における動画像復号器から出力された動
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画像が液晶パネルに映し出されるまでの様子を示す様態図
【図４】本発明の実施の形態２に係る動画像復号表示装置の構成を示すブロック図
【図５】実施の形態２に係る動画像復号表示装置における動画像復号器から出力された動
画像が液晶パネルに映し出されるまでの様子を示す様態図
【図６】従来の動画像復号表示装置の構成を示すブロック図
【図７】従来の動画像復号表示装置における映像信号変換器の入出力信号のタイミング図
【図８】従来の動画像復号表示装置におけるコントラスト／輝度調整器の処理を説明する
ための入出力特性図
【図９】従来の動画像復号表示装置における液晶パネルに映像が映し出される様子を示す
様態図
【符号の説明】
１００，２００　動画像復号表示装置
１０１　動画像復号器
１０２　ディレイライン部
１０３　ＲＧＢマトリックス演算部
１０４　コントラスト／ブライト調整部
１０５　動作制御部
１０６　映像信号変換器
１０７　ビデオＲＡＭ
１０８　駆動信号変換器
１０９　液晶パネル
４０１　強制画面更新検出器
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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