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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置に接続可能な撮像装置であって、
　被写体の撮像画像を生成する撮像手段と、
　グラフィックス画像を生成する画像生成手段と、
　前記表示装置に入力される表示用画像の画素値と前記表示用画像を前記表示装置に表示
した状態での表示輝度値との関係を示す表示レンジ変換特性情報を前記表示装置から取得
する情報取得手段と、
　前記表示レンジ変換特性情報に基づいて前記グラフィックス画像の画素値を補正した補
正グラフィックス画像を、前記撮像画像とともに前記表示装置に出力する出力手段と、を
有し、
　前記表示レンジ変換特性情報は、前記表示用画像の全ての画素値を上限表示輝度値以下
の異なる表示輝度値に変換するノーマライズ方式の第１変換特性の情報と、前記上限表示
輝度値に対応する上限画素値以上の前記表示用画像の画素値を前記上限表示輝度値に変換
するリミット方式の第２変換特性の情報と、を含み、
　前記出力手段は、前記表示装置から取得した前記表示レンジ変換特性情報が前記第１変
換特性の情報であった場合、第１補正グラフィックス画像を前記表示装置に出力し、前記
表示装置から取得した前記表示レンジ変換特性情報が前記第２変換特性の情報であった場
合、前記第１の補正グラフィックス画像と画素値が異なる第２補正グラフィックス画像を
前記表示装置に出力する
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ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記グラフィックス画像の画素値を補正して前記補正グラフィックス画像を生成する補
正手段を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記情報取得手段は、前記表示装置で前記表示レンジ変換特性情報が変更された場合に
変更後の前記表示レンジ変換特性情報を取得し、
　前記補正手段は、前記情報取得手段が前記表示レンジ変換特性情報を取得したことに応
じて前記補正グラフィックス画像の画素値を補正する
ことを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記表示装置は、前記第１変換特性の情報と前記第２変換特性の情報とを記憶する記憶
手段と、
　前記表示レンジ変換特性情報のユーザによる設定を受け付ける設定受付手段と、を有し
、
　前記情報取得手段は、前記設定受付手段により前記表示レンジ変換特性情報が変更され
た場合に変更後の前記表示レンジ変換特性情報を取得する
ことを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、表示装置及び画像処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示画面上にテキストを含む設定画面を重畳して表示する技術が知られている。
特許文献１には、表示画像及びＯＳＤ（On Screen Display）画像の輝度レベルに基づい
て表示画像及びＯＳＤ画像の画質を補正する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２２１７５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　表示装置においては、入力された画像の画素値の範囲が表示可能な輝度の範囲を超えて
いる場合、入力される画像の画素値を表示可能な輝度の範囲に割り当てる表示レンジ変換
処理が行われる。このような表示装置に、画素値の範囲が広い表示画像、及び表示画像に
重畳されて表示されるＯＳＤ画像等のグラフィクス画像が入力された場合、表示画像だけ
でなくＯＳＤ画像に対しても表示レンジ変換処理が行われる。
【０００５】
　ユーザが、表示画像の輝度に合わせて表示レンジ変換特性を変更すると、入力された画
像の画素値に対する表示輝度の割り当てが変更される。その結果、ＯＳＤ画像の表示輝度
も変化してしまうことにより、ＯＳＤ画像の視認性が低下する場合があるという問題があ
った。
【０００６】
　そこで、本発明は上述した点に鑑みてなされたものであり、ディスプレイに表示される
グラフィックス画像の視認性の低下を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】



(3) JP 6755701 B2 2020.9.16

10

20

30

40

50

　本発明の撮像装置は、表示装置に接続可能な撮像装置であって、被写体の撮像画像を生
成する撮像手段と、グラフィックス画像を生成する画像生成手段と、前記表示装置に入力
される表示用画像の画素値と前記表示用画像を前記表示装置に表示した状態での表示輝度
値との関係を示す表示レンジ変換特性情報を前記表示装置から取得する情報取得手段と、
前記表示レンジ変換特性情報に基づいて前記グラフィックス画像の画素値を補正した補正
グラフィックス画像を前記撮像画像とともに前記表示装置に出力する出力手段と、を有し
、前記表示レンジ変換特性情報は、前記表示用画像の全ての画素値を上限表示輝度値以下
の異なる表示輝度値に変換するノーマライズ方式の第１変換特性の情報と、前記上限表示
輝度値に対応する上限画素値以上の前記表示用画像の画素値を前記上限表示輝度値に変換
するリミット方式の第２変換特性の情報と、を含み、
　前記出力手段は、前記表示装置から取得した前記表示レンジ変換特性情報が前記第１変
換特性の情報であった場合、第１補正グラフィックス画像を前記表示装置に出力し、前記
表示装置から取得した前記表示レンジ変換特性情報が前記第２変換特性の情報であった場
合、前記第１の補正グラフィックス画像と画素値が異なる第２補正グラフィックス画像を
前記表示装置に出力することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ディスプレイに表示されるグラフィックス画像の視認性の低下を抑制
することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る表示システム１の構成を示す図である。
【図２】撮像装置１００の構成を示す図である。
【図３】表示装置２００の構成を示す図である。
【図４】表示レンジ変換特性の例を示す図である。
【図５】表示レンジ設定値の例を示す図である。
【図６】撮像装置１００と表示装置２００との間で行われる処理シーケンスを示す図であ
る。
【図７】撮像装置１００においてグラフィックス画像にゲインを付加する処理の流れを示
すフローチャートである。
【図８】表示装置２００における処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】補正グラフィックス画像データの映像信号レベルと表示輝度との関係を示す図で
ある。
【図１０】第２の実施形態の表示装置２２００の構成を示す図である。
【図１１】第２の実施形態における撮像装置１００と表示装置２２００との間で行われる
処理シーケンスを示す図である。
【図１２】第２の実施形態における表示装置２２００の処理のフローチャートである。
【図１３】第３の実施形態の撮像装置３１００の構成を示す図である。
【図１４】第３の実施形態の表示装置３２００の構成を示す図である。
【図１５】第４の実施形態の撮像装置４１００の構成を示す図である。
【図１６】第４の実施形態の表示装置４２００の構成を示す図である。
【図１７】第５の実施形態の表示システム１０の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜第１の実施形態＞
［表示システム１の概要］
　図１は、本実施形態に係る表示システム１の構成を示す図である。表示システム１は、
撮像装置１００と表示装置２００とを有する。撮像装置１００は、動画又は静止画を撮影
して撮像画像を生成するカメラである。撮像装置１００は、本発明の画像処理装置の一実
施形態である。
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【００１３】
　表示装置２００は、外部装置と接続可能であり、図１に示す例においては、ケーブル又
は無線により撮像装置１００と接続されている。表示装置２００は、例えば撮像装置１０
０から出力される撮像画像を表示するディスプレイである。撮像装置１００と表示装置２
００との間の通信方式は、例えばＳＤＩ（Serial Digital Interface）、ＨＤＭＩ（登録
商標、High-Definition Multimedia Interface）、無線のＩＥＥＥ８０２．１１、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又は有線のＩＥＥＥ８０２．３である。
【００１４】
　撮像装置１００を用いて被写体を撮影するユーザは、撮影した画像を表示装置２００に
表示させ、表示された画像を確認しながら撮影をすることができる。撮像装置１００は、
撮像画像とともに、操作メニュー等のＯＳＤ画像を含むグラフィックス画像を表示装置２
００に送信し、表示装置２００は、撮像画像にグラフィックス画像を重畳して表示させる
。表示装置２００においては、入力される画像の画素値と表示輝度とを関連付ける表示レ
ンジ変換特性を切り替えることができる。ユーザは、表示レンジ変換特性を切り替えるこ
とにより、撮像画像の表示輝度を変化させることができる。
【００１５】
　この際、表示レンジ変換特性が切り替わることにより、グラフィックス画像の表示輝度
が変化してしまうと、グラフィックス画像の視認性が低下し、操作性が悪くなってしまう
場合がある。そこで、表示システム１においては、表示装置２００において設定された表
示レンジ変換特性を示す表示レンジ変換特性情報を撮像装置１００に通知する。表示レン
ジ変換特性情報は、表示装置２００に入力される表示用画像の画素値と表示用画像を表示
装置２００に表示した状態での表示輝度値との関係を示す情報である。
【００１６】
　撮像装置１００においては、通知された表示レンジ変換特性情報に基づいて、グラフィ
ックス画像の表示輝度が目標値（以下、目標表示輝度という場合がある）になるようにグ
ラフィックス画像データの画素値を補正した補正グラフィックス画像データを生成する。
撮像装置１００が、補正グラフィックス画像データを表示装置２００に送信することで、
表示装置２００における表示レンジ変換特性が変化しても、グラフィックス画像は一定の
表示輝度で表示されるので、視認性が低下することを防止できる。
【００１７】
［撮像装置１００の構成］
　図２は、撮像装置１００の構成を示す図である。撮像装置１００は、光学系１０２と、
撮像素子１０３と、内部バス１０１に接続されたカメラ信号処理部１０４、ＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）１０５、記憶部１０６、操作部１０７、ビデオ出力部１０８、通
信制御部１０９、ゲイン算出部１１０、ゲイン付加部１１１、グラフィックス画像生成部
１１２及びグラフィックス画像合成部１１３を有する。内部バス１０１に接続されている
各部は、内部バス１０１を介して互いにデータのやりとりを行うことができる。
【００１８】
　光学系１０２は、フォーカス及び絞り機構等を含む撮影レンズを有する。光学系１０２
は、被写体の光学像を形成する。
　撮像素子１０３は、例えばＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）素
子を有する。撮像素子１０３は、アナログ／デジタル変換器を含み、光学系１０２におい
て形成された光学像をアナログ電気信号に変換した後、アナログ電気信号をデジタル信号
に変換することにより、撮像画像データを生成する。撮像素子１０３は、変換して生成し
た撮像画像データをカメラ信号処理部１０４に入力する。
【００１９】
　カメラ信号処理部１０４は、撮像素子１０３から入力された撮像画像データに対して、
所定の画素補間及び縮小等のリサイズ処理、並びに色変換処理等の各種補正処理を行う。
　ＣＰＵ１０５は、記憶部１０６に格納されたプログラムを実行することにより、撮像装
置１００の各部を制御する。
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【００２０】
　記憶部１０６は、ＲＯＭ（Read Only Memory）及びＲＡＭ（Random Access Memory）を
有している。記憶部１０６は、撮像画像データを記憶する。また、記憶部１０６は、ＣＰ
Ｕ１０５を制御するためのプログラム、及びグラフィックス画像を表示装置２００に表示
させる際の目標表示輝度を記憶する。
【００２１】
　操作部１０７は、ユーザ操作を受け付け、操作に応じた制御信号を生成してＣＰＵ１０
５に通知する。例えば、操作部１０７は、ユーザ操作を受け付ける入力デバイスとして、
キーボード又はタッチパネル等を有する。操作部１０７は、例えば、グラフィックス画像
を表示装置２００に出力するための操作を受け付ける。
【００２２】
　ビデオ出力部１０８は、表示装置２００に表示する画像データを含む映像信号を出力す
る。ビデオ出力部１０８は、ＳＤＩ、無線のＩＥＥＥ８０２．１１、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
又はＩＥＥＥ８０２．３等のインタフェースを介して、撮像画像データ及びグラフィック
ス画像データを表示装置２００に対して出力する。ビデオ出力部１０８は、操作部１０７
が、グラフィックス画像を表示装置２００に出力する操作を受け付けたことに応じて、表
示レンジ変換特性情報と目標表示輝度とに基づいてグラフィックス画像データの画素値が
補正された補正グラフィックス画像データを含む映像信号を表示装置２００に出力する。
【００２３】
　通信制御部１０９は、ＣＰＵ１０５の制御に基づいて、表示装置２００が有する通信制
御部（後述する通信制御部２１０）との間でデータを送受信する。通信制御部１０９は、
表示装置２００において表示レンジ変換特性が変更された場合に表示レンジ変換特性情報
を受信する情報取得手段として機能する。表示レンジ変換特性情報は、ユーザが設定した
表示レンジ設定値を含んでいる。表示レンジ設定値は、表示装置２００に入力された表示
画像の画素値に対する表示輝度を規定する設定値である。通信制御部１０９は、受信した
表示レンジ変換特性情報をゲイン算出部１１０に通知する。
【００２４】
　ゲイン算出部１１０は、通信制御部１０９から通知された表示レンジ変換特性情報に含
まれる表示レンジ設定値を用いて、グラフィックス画像に付加するゲイン値を算出する。
ゲイン値の算出方法については後述する。算出したゲイン値はゲイン付加部１１１に出力
される。
【００２５】
　ゲイン付加部１１１は、グラフィックス画像生成部１１２が生成したグラフィックス画
像を取得する画像取得手段として機能し、グラフィックス画像にゲイン値を付加して補正
グラフィックス画像を生成する。ゲイン付加部１１１は、例えば、グラフィックス画像の
各画素値にゲイン値を乗算することによりゲイン値を付加する。具体的には、ゲイン付加
部１１１は、各画素がＲ、Ｇ、Ｂの３つの画素データから構成されている場合、Ｒ、Ｇ、
Ｂの各画素値に対してゲイン値を乗算する。ゲイン付加部１１１は、ゲインを付加した補
正グラフィックス画像をグラフィックス画像合成部１１３に出力する。
【００２６】
　このように、ゲイン算出部１１０及びゲイン付加部１１１は、グラフィックス画像生成
部１１２が生成したグラフィックス画像の画素値を補正して補正グラフィックス画像を生
成する補正手段として機能する。ゲイン算出部１１０は、通信制御部１０９が表示レンジ
変換特性情報を取得したことに応じて新たなゲイン値を算出してゲイン値を変更し、ゲイ
ン付加部１１１は、変更後のゲイン値に基づいて補正グラフィックス画像を生成する。
【００２７】
　グラフィックス画像生成部１１２は、ＣＰＵ１０５の制御に基づいて、カメラ信号処理
部１０４から出力される撮像画像データに合成するグラフィックス画像を生成する画像生
成手段である。グラフィックス画像生成部１１２は、例えば、輝度値の統計値や色の分布
を示す波形モニタ画像、及び撮像画像に含まれているエッジ領域を強調するためのピーキ
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ングモニタ画像を生成する。なお、グラフィックス画像生成部１１２は、予め記憶部１０
６に記憶されたグラフィックス画像を読み出して使用してもよい。
【００２８】
　グラフィックス画像合成部１１３は、ＣＰＵ１０５の制御に基づいて、カメラ信号処理
部１０４が出力する撮像画像データに補正グラフィックス画像データを合成する。グラフ
ィックス画像合成部１１３は、合成後の画像データをビデオ出力部１０８に出力する。
【００２９】
［表示装置２００の構成］
　図３は、表示装置２００の構成を示す図である。表示装置２００は、内部バス２０１に
接続された、ビデオ入力部２０２、表示レンジ変換部２０３、画像処理部２０４、表示部
２０５、記憶部２０６、ＣＰＵ２０７、操作部２０８、表示レンジ設定部２０９及び通信
制御部２１０を有する。内部バス２０１に接続された各部は、内部バス２０１を介して互
いにデータのやりとりを行うことができる。
【００３０】
　ビデオ入力部２０２は、ＣＰＵ２０７の制御に基づいて、ビデオ出力部１０８が出力し
た撮像画像データ及びグラフィックス画像データを取得する。ビデオ出力部１０８は、Ｓ
ＤＩ、無線のＩＥＥＥ８０２．１１、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ又はＩＥＥＥ８０２．３等のイ
ンタフェースを介して撮像画像データ及びグラフィックス画像データを取得する。
【００３１】
　表示レンジ変換部２０３は、表示レンジ変換特性情報に基づいて、ビデオ入力部２０２
が取得した撮像画像データ及びグラフィックス画像データを、表示パネルの表示データに
変換する。表示レンジ変換特性情報は、表示装置２００に入力される表示用画像の画素値
と、表示用画像を表示装置２００の表示部２０５に表示した状態での表示輝度値と、の関
係を示す情報であり、例えば記憶部２０６に記憶されている。表示レンジ変換特性情報の
詳細については、後述する。表示レンジ変換部２０３は、表示レンジ変換特性情報に基づ
いて撮像画像データ及びグラフィックス画像データを変換した後の表示データを画像処理
部２０４に出力する。
【００３２】
　画像処理部２０４は、表示レンジ変換部２０３から入力された表示データの拡大・縮小
及びバックライト制御等の画像処理を行う。画像処理部２０４は、画像処理後の表示デー
タを表示部２０５に出力する。
　表示部２０５は、画像処理部２０４から入力された画像処理後の表示データを表示する
ディスプレイである。
【００３３】
　記憶部２０６は、ＲＯＭ及びＲＡＭを有している。記憶部２０６は、ビデオ入力部２０
２が取得した撮像画像データ及びグラフィックス画像データを一時的に記憶する。また、
記憶部２０６は、ＣＰＵ２０７を制御するためのプログラムを記憶する。また、記憶部２
０６は、表示レンジ変換特性情報を記憶する。記憶部２０６は、例えば、表示レンジ変換
特性情報として、表示用画像の画素値を異なる表示輝度値に変換する第１変換特性（後述
のノーマライズ方式の変換特性）と、所定の上限画素値以上の表示用画像の画素値を上限
画素値に変換する第２変換特性（後述のリミット方式の変換特性）とを記憶する。
　ＣＰＵ２０７は、表示装置２００の各部を制御する。
【００３４】
　操作部２０８はユーザ操作を受け付け、操作に応じた制御信号を生成してＣＰＵ２０７
に通知する。操作部２０８は、ユーザ操作を受け付ける入力デバイスとしてキーボード又
はタッチパネル等を有する。操作部２０８は、例えば、ユーザが使用する表示レンジ変換
特性情報の種別や表示レンジ設定値の設定を受け付ける設定受付手段として機能する。
【００３５】
　表示レンジ設定部２０９は、ユーザが操作部２０８を用いて行った操作に基づいて、表
示レンジ変換特性情報に含まれる表示レンジ設定値を設定する。表示レンジ設定部２０９
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は、記憶部２０６に記憶されている表示レンジ設定値を、ユーザが操作部２０８を用いて
入力した設定値に更新することにより、表示レンジ設定値を再設定する。表示レンジ設定
部２０９は、設定した表示レンジ設定値を含む表示レンジ変換特性情報を通信制御部２１
０に出力する。なお、本実施形態に係る表示装置２００は、複数種別の表示レンジ変換特
性情報に対応しており、表示レンジ設定部２０９は、ユーザの操作に基づいて、どの表示
レンジ変換特性情報を使用するかを設定することもできる。
【００３６】
　通信制御部２１０は、通信制御部１０９との間でデータを送受信する。通信制御部２１
０は、表示レンジ設定部２０９が、ユーザにより入力された設定値に表示レンジ設定値を
更新したことに応じて、更新後の表示レンジ設定値を通信制御部１０９に送信する。
【００３７】
［表示レンジ変換特性について］
　続いて、表示レンジ変換特性について説明する。
　図４は、表示レンジ変換特性の例を示す図である。図４（ａ）は、第１の種別の表示レ
ンジ変換特性を示しており、図４（ｂ）は、第２の種別の表示レンジ変換特性を示してい
る。図４（ａ）及び図４（ｂ）の縦軸は、映像信号レベルと表示輝度値を示している。映
像信号レベルは、撮像装置１００において生成された撮像画像データのＲＡＷデータが所
定のビット数（例えば８ビット）のＬＯＧデータに変換された後の画素値に相当する。
【００３８】
　ＬＯＧデータは、露光量と映像信号レベルとの関係を示すＬＯＧカーブに基づいて、Ｒ
ＡＷデータが変換されたデータであり、映像信号レベルの単位はパーセント（％）で示さ
れる。映像信号レベルの数値が大きいほど明るい画像であり、映像信号レベルの数値が小
さいほど暗い画像である。本実施形態においては、撮像装置１００が出力する撮像画像デ
ータの映像信号レベルは、０％から８００％までの階調範囲であるものとする。
【００３９】
　図４（ａ）は、表示レンジ変換部２０３が、ビデオ入力部２０２が取得した画像データ
の階調範囲の全領域にわたって階調を圧縮することにより表示データを生成するノーマラ
イズ方式の表示レンジ変換特性を示している。図４（ａ）においては、ビデオ入力部２０
２が取得した画像データの映像信号レベルの最大値が８００％であり、表示レンジ変換部
２０３が生成する表示データの表示輝度の最大値が４００ｎｉｔとなっている。表示レン
ジ変換部２０３は、０％から８００％までの階調の映像信号レベルの画像データを、表示
部２０５に表示したときの輝度値である表示輝度値が４００ｎｉｔ以内に収まるように階
調を圧縮する。
【００４０】
　図４（ｂ）は、表示レンジ変換部２０３が、ビデオ入力部２０２が取得した画像データ
の階調範囲の所定の閾値以上の領域の映像信号レベルを、閾値に変換するリミット方式の
表示レンジ変換特性を示している。表示レンジ変換部２０３は、リミット方式が選択され
た場合、０％から４００％までの階調の映像信号レベルの画像データを表示させる時の表
示輝度値を０ｎｉｔから４００ｎｉｔとする。そして、表示レンジ変換部２０３は、４０
０％から８００％までの階調の映像信号レベルの画像データを表示させるときの表示輝度
値を４００ｎｉｔとする。
【００４１】
　図４（ａ）及び図４（ｂ）に示す表示レンジ変換特性は、表示レンジ設定値によって表
される。表示レンジ設定値は、表示レンジ変換特性の種別、映像信号レベルと表示輝度値
との関係を示す情報である。
　図５は、表示レンジ設定値の例を示す図である。図５（ａ）は、変換特性種別の設定値
が「１」とされたノーマライズ方式における信号基準値と表示輝度との関係を示している
。信号基準値は、表示レンジ設定値に含まれる映像信号レベルの値に相当する。ノーマラ
イズ方式の表示レンジ変換特性においては、全ての映像信号レベルがそれぞれ異なる表示
輝度に割り当てられている。
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【００４２】
　図５（ｂ）は、変換特性種別の設定値が「２」とされたリミット方式における信号基準
値と表示輝度との関係を示している。リミット方式の表示レンジ変換特性においては、４
００％以上の映像信号レベルが、４００ｎｉｔの表示輝度に割り当てられている。表示装
置２００は、図５に示す表示レンジ設定値が更新されるたびに、更新後の表示レンジ設定
値を含む表示レンジ変換特性情報を撮像装置１００に送信する。
【００４３】
　撮像装置１００は、受信した表示レンジ変換特性情報が示す変換特性種別に応じて異な
るゲイン値により補正された補正グラフィックス画像データを、ビデオ出力部１０８から
出力する。具体的には、ビデオ出力部１０８は、表示レンジ変換特性情報が、表示用画像
の画素値を異なる表示輝度値に変換するノーマライズ方式の特性（第１変換特性）を示し
ている場合に、グラフィックス画像生成部１１２が生成したグラフィックス画像データの
画素値を補正した補正グラフィックス画像を出力する。そして、ビデオ出力部１０８は、
表示レンジ変換特性情報が、所定の上限画素値以上の表示用画像の画素値を上限画素値に
変換するリミット方式の特性（第２変換特性）を示している場合に、グラフィックス画像
生成部１１２が生成したグラフィックス画像を補正グラフィックス画像として出力する。
【００４４】
［撮像装置１００と表示装置２００との間の処理シーケンス］
　図６は、撮像装置１００と表示装置２００との間で行われる処理シーケンスを示す図で
ある。以下、図６を参照しながら、撮像装置１００と表示装置２００との間で行われる処
理の流れを説明する。
【００４５】
　まず、ユーザが、撮像装置１００と表示装置２００を接続して、撮像装置１００が撮影
した映像をリアルタイムに表示装置２００に出力するライブビュー出力モードに切り替え
ると、撮像装置１００は、表示装置２００への撮像画像データの出力を開始する（Ｓ１０
）。
【００４６】
　撮像装置１００は、ユーザが、グラフィックス画像の表示をオンする操作を実行したこ
とに応じて（Ｓ１１）、撮影した映像に基づく撮像画像データ及びグラフィックス画像デ
ータを表示装置２００に出力する（Ｓ１２）。撮像装置１００は、撮像画像とグラフィッ
クス画像を合成した合成画像データを表示装置２００に出力してもよい。表示装置２００
は、入力された撮像画像データ及びグラフィックス画像データを表示部２０５に表示する
。
【００４７】
　続いて、ユーザが、表示装置２００の表示レンジ変換特性を変更すると（Ｓ１３）、表
示装置２００は、表示レンジ変換特性が変更されたことを示す設定変更通知を撮像装置１
００に送信する（Ｓ１４）。設定変更通知には、例えば、変更後の表示レンジ変換特性に
対応する表示レンジ設定値が含まれている。
【００４８】
　続いて、撮像装置１００においては、ゲイン算出部１１０が、設定変更通知により通知
された変更後の表示レンジ設定値に基づいて、グラフィックス画像に付加するゲインを算
出する。ゲイン付加部１１１は、算出されたゲインをグラフィックス画像生成部１１２が
生成したグラフィックス画像に付加することにより、グラフィックス画像データの画素値
を変更する（Ｓ１５）。撮像装置１００は、画素値が変更されたグラフィックス画像デー
タを撮像画像データとともに表示装置２００に送信する（Ｓ１６）。なお、撮像装置１０
０においては、表示レンジ変換特性の変更がない間は、最後に更新された表示レンジ設定
値に基づいて算出されたゲインを用いて画素値が決定されたグラフィックス画像データを
、撮像画像データとともに表示装置２００に出力し続ける。
【００４９】
［撮像装置１００の処理のフローチャート］
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　図７は、撮像装置１００においてグラフィックス画像にゲインを付加する処理の流れを
示すフローチャートである。
　撮像装置１００は、ライブビュー出力モードに設定されると、撮影された映像に基づく
撮像画像データを表示装置２００に送信することにより、映像のライブ出力を開始する（
Ｓ１０１）。続いて、ユーザの操作によって撮影アシスト機能が有効にされると（Ｓ１０
２）、グラフィックス画像生成部１１２が、グラフィックス画像により構成されるメニュ
ー画像を生成する（Ｓ１０３）。
【００５０】
　メニュー画像には、例えば、撮像画像内の被写体画像のエッジを強調するためのピーキ
ング画像を重畳表示するためのピーキング表示設定、撮像画像を拡大表示するためのピク
セルズーム表示設定、及び所定の輝度レベルの領域を縞模様で表示するためのゼブラ表示
設定等の各種の設定をするためのメニューが含まれている。なお、メニュー画像に含まれ
る内容は任意であり、撮像装置１００のカメラ機能の基本設定を行うメニューを含んでい
てもよい。
【００５１】
　続いて、ＣＰＵ１０５は、表示装置２００から表示レンジ設定値の変更通知を受信して
いるかどうかを確認する（Ｓ１０４）。ＣＰＵ１０５は、表示レンジ設定値の変更通知が
ある場合（Ｓ１０４においてＹＥＳ）、ステップＳ１０５に進んで、ゲイン算出部１１０
に、変更された表示レンジ設定値に基づいてゲイン値を算出させる（Ｓ１０５）。ゲイン
付加部１１１は、ステップＳ１０３において生成されたグラフィックス画像の画素値に算
出されたゲイン値を乗算することにより、ゲインを付加する（Ｓ１０６）。なお、ＣＰＵ
１０５は、ステップＳ１０４において、表示レンジ設定値の変更通知がないと判定した場
合、ステップＳ１０６において、過去に算出されたゲイン値に基づいてグラフィックス画
像にゲインを付加する。
【００５２】
　続いて、ＣＰＵ１０５は、グラフィックス画像合成部１１３に、ゲインが付加されたグ
ラフィックス画像とカメラ信号処理部１０４が出力する撮像画像とを合成させる（Ｓ１０
７）。ＣＰＵ１０５は、グラフィックス画像を表示させる機能を終了するまでの間（Ｓ１
０８においてＮＯ）、ステップＳ１０３からＳ１０７までの処理を繰り返す。ＣＰＵ１０
５は、ユーザ操作によってグラフィックス画像を表示させる機能を終了する場合（Ｓ１０
８においてＹＥＳ）、グラフィックス画像にゲインを付加する処理を終了する。
　なお、撮像装置１００から出力する撮像画像データは、ライブビュー映像に基づく撮像
画像データに限らず、撮像装置１００に記憶された撮像画像データであってもよい。
【００５３】
［表示装置２００の処理のフローチャート］
　図８は、表示装置２００における処理の流れを示すフローチャートである。
　表示装置２００は、ＣＰＵ２０７の制御に基づいて、ビデオ入力部２０２に画像データ
を含む映像信号が入力されると（Ｓ２０１）、入力された映像信号に含まれる画像データ
を表示レンジ変換部２０３に出力する。
【００５４】
　続いて、表示レンジ変換部２０３は、表示レンジ変換特性情報に基づいて、画像データ
の画素値に表示レンジ変換を施すことにより、表示データを生成する（Ｓ２０２）。画像
処理部２０４が表示データの拡大・縮小処理、及び表示部２０５のデバイス特性に応じた
画像処理を施した後に、表示部２０５が画像処理後の表示データを表示する（Ｓ２０３）
。
【００５５】
　表示部２０５が表示データを表示している間に、ＣＰＵ２０７は、ユーザが、操作部２
０８を介して表示レンジ変換特性を変更したかどうかを監視する（Ｓ２０４）。ＣＰＵ２
０７は、表示レンジ変換特性が変更されたことを検出すると（Ｓ２０４においてＹＥＳ）
、表示レンジ設定部２０９に表示レンジ設定値を変更させる。そして、ＣＰＵ２０７は、
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通信制御部２１０に指示して、変更後の表示レンジ変換特性情報を含む設定変更通知を撮
像装置１００に送信させる（Ｓ２０５）。ＣＰＵ２０７は、表示レンジ変換特性が変更さ
れたことを検出しない場合（Ｓ２０４においてＮＯ）、ステップＳ２０６に進む。
【００５６】
　ＣＰＵ２０７は、ユーザが、撮像装置１００から入力された画像データを表示する動作
を終了する操作を行うまでの間（Ｓ２０６においてＮＯ）、ステップＳ２０２からＳ２０
５までの処理を繰り返す。ＣＰＵ２０７は、ユーザが、撮像装置１００から入力された画
像データを表示する動作を終了する操作を行った場合（Ｓ２０６においてＹＥＳ）、処理
を終了する。
【００５７】
［ゲイン値の算出方法］
　続いて、撮像装置１００のゲイン算出部１１０がゲイン値を算出する方法について説明
する。ここでは、一例として、グラフィックス画像生成部１１２が、映像信号レベルが１
００％のグラフィックス画像を生成し、表示装置２００においてグラフィックス画像を表
示する際の表示輝度の目標値が１００ｎｉｔである場合について説明する。
【００５８】
　まず、変換特性種別がノーマライズ方式である場合にゲイン算出部１１０がゲイン値を
算出する方法について説明する。ゲイン算出部１１０は、図４（ａ）及び図５（ａ）に示
したノーマライズ方式の表示レンジ変換特性情報と、グラフィック画像の目標表示輝度と
に基づいて、ゲイン値を算出する。具体的には、ゲイン算出部１１０は、表示レンジ変換
特性情報に基づいて特定される、グラフィックス画像の画素値とグラフィックス画像を表
示手段に表示した状態での表示輝度値との比、及び目標表示輝度に基づいてゲイン値を算
出する。
【００５９】
　より具体的には、ゲイン算出部１１０は、以下の式によりゲイン値を算出する。
　　ゲイン値＝目標表示輝度÷（１００ｎｉｔ×信号基準値の表示輝度÷信号基準値）
　上記の式における信号基準値は、図５（ａ）に示した映像信号レベルのいずれかの値で
ある。信号基準値の表示輝度は、図５（ａ）に示した表示輝度のうち、選択された信号基
準値に対応する表示輝度である。図５（ａ）に示す例の場合、ゲイン算出部１１０は、任
意の信号基準値を選択することができる。例えば、信号基準値が８００％であり、８００
％の信号基準値に対応する表示輝度が４００ｎｉｔである場合に、以下の計算式に基づい
て、ゲイン算出部１１０はゲイン値を２．０とする。
　　ゲイン値＝１００÷（１００×４００÷８００）＝２．０
【００６０】
　信号基準値と表示輝度との関係が、信号基準値によって異なる場合、ゲイン算出部１１
０は、目標表示輝度に最も近い表示輝度に対応する信号基準値と、当該信号基準値と表示
輝度との関係に基づいてゲイン値を算出してもよい。ゲイン算出部１１０は、例えば目標
表示輝度が１００ｎｉｔである場合、信号基準値として２００％を選択し、２００％の信
号基準値に対応する表示輝度が２００ｎｉｔであることからゲイン値を２．０と算出する
こともできる。
【００６１】
　ゲイン付加部１１１は、ゲイン値が２．０であり、グラフィックス画像の映像信号レベ
ルが１００％である場合、グラフィックス画像の画素値を２．０倍にして、映像信号レベ
ルが２００％の補正グラフィックス画像データを生成する。グラフィックス画像合成部１
１３は、生成された補正グラフィックス画像データを撮像画像データと合成し、ビデオ出
力部１０８が、合成後の画像データを表示装置２００に出力する。
【００６２】
　図９は、補正グラフィックス画像データの映像信号レベルと表示輝度との関係を示す図
である。図９（ａ）は、変換特性種別がノーマライズ方式の場合を示しており、図９（ｂ
）は、変換特性種別がリミット方式の場合を示している。
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【００６３】
　図９（ａ）に示すように、変換特性種別がノーマライズ方式の場合、ゲイン値が２．０
であることから、映像信号レベルが２００％の補正グラフィックス画像データが生成され
る。そして、ビデオ出力部１０８からビデオ入力部２０２に対して、映像信号レベルが２
００％の補正グラフィックス画像データが出力される。ビデオ入力部２０２に入力された
補正グラフィックス画像データは、表示レンジ変換部２０３において、表示レンジ変換特
性情報に基づいて、１００ｎｉｔの表示輝度に対応する表示データに変換される。このよ
うにすることで、表示装置２００は、目標表示輝度に等しい１００ｎｉｔのグラフィック
ス画像を表示させることができる。
【００６４】
　続いて、変換特性種別がリミット方式である場合にゲイン算出部１１０がゲイン値を算
出する方法について説明する。ゲイン算出部１１０は、図４（ｂ）及び図５（ｂ）に示し
たリミット方式の表示レンジ変換特性情報と目標表示輝度とに基づいて、以下の式により
ゲイン値を算出する。
　ゲイン値＝目標表示輝度÷１００ｎｉｔ
【００６５】
　目標表示輝度が１００ｎｉｔである場合、ゲイン値は１．０となる。ゲイン付加部１１
１は、変換特性種別がノーマライズ方式である場合と同様に、グラフィックス画像の画素
値にゲイン値を乗算することで、映像信号レベルが１００％の補正グラフィックス画像デ
ータを生成する。
【００６６】
　図９（ｂ）に示すように、変換特性種別がリミット方式の場合、ゲイン値が１．０であ
ることから、映像信号レベルが１００％の補正グラフィックス画像データが生成される。
そして、ビデオ出力部１０８からビデオ入力部２０２に対して、映像信号レベルが１００
％の補正グラフィックス画像データが出力される。映像信号レベルがリミット値である４
００％を超えていないので、ビデオ入力部２０２に入力された補正グラフィックス画像デ
ータは、表示レンジ変換部２０３において、１００ｎｉｔの表示輝度に対応する表示デー
タに変換される。このようにすることで、表示装置２００は、変換特性種別がリミット方
式である場合にも、目標表示輝度に等しい１００ｎｉｔのグラフィックス画像を表示させ
ることができる。
【００６７】
　［第１の実施形態の表示システム１による効果］
　以上説明したように、表示システム１においては、表示装置２００で表示レンジ変換特
性が変更されると、変更後の表示レンジ変換特性を示す表示レンジ設定値が撮像装置１０
０に通知される。そして、撮像装置１００においては、表示レンジ設定値と、グラフィッ
クス画像の表示輝度の目標値とに基づいてグラフィックス画像の画素値を補正した補正グ
ラフィックス画像を生成し、補正後の画素値に対応する映像信号レベルの補正グラフィッ
クス画像を表示装置２００に出力する。このようにすることで、表示装置２００において
表示レンジ変換特性が変更されても、表示装置２００が、目標表示輝度に等しい表示輝度
のグラフィックス画像を常に表示させることができる。
【００６８】
　この際、撮像装置１００は、表示レンジ変換特性が変更されても、撮影した映像に基づ
く撮像画像データの映像信号レベルは変更しない。したがって、表示装置２００において
は、撮像画像データは、撮影された映像の明るさに応じて表示レンジ変換特性に基づいて
適切に表示輝度が制御されつつ、グラフィックス画像の表示輝度は一定値が維持されるの
で、グラフィックス画像の表示輝度の変動による視認性の低下を抑制することができる。
【００６９】
　＜第２の実施形態＞
　第１の実施形態においては、撮像装置１００が、記憶部１０６に目標表示輝度を記憶し
ていたが、第２の実施形態においては、ユーザが、表示装置において目標表示輝度を設定
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することができる点で、第１の実施形態と異なる。
【００７０】
　図１０は、第２の実施形態の表示装置２２００の構成を示す図である。表示装置２２０
０は、目標輝度設定部２２１をさらに有する点で、図３に示した表示装置２００と異なり
、他の点で同じである。目標輝度設定部２２１は、操作部２０８を介してユーザにより入
力された目標値を、目標表示輝度に設定する。目標輝度設定部２２１は、設定された目標
表示輝度を、通信制御部２１０を介して撮像装置１００に通知する。
【００７１】
　図１１は、第２の実施形態における撮像装置１００と表示装置２２００との間で行われ
る処理シーケンスを示す図である。図１１に示す処理シーケンスにおいては、ステップＳ
１３の後に、目標表示輝度の変更が行われるステップＳ１７が含まれている点で異なって
いる。表示装置２２００は、目標表示輝度が変更されると、表示レンジ変換特性情報と目
標表示輝度とを含む設定変更通知を撮像装置１００に送信する。なお、表示装置２２００
は、表示レンジ変換特性及び目標表示輝度のいずれか一方だけが変更された場合、変更後
の表示レンジ変換特性情報及び変更後の目標表示輝度のいずれか一方だけを含む設定変更
通知を送信してもよい。
【００７２】
　撮像装置１００においては、通信制御部１０９が、受信した表示レンジ変換特性情報及
び目標表示輝度を記憶部１０６に記憶させる。また、ゲイン算出部１１０が、受信した表
示レンジ変換特性情報に含まれる表示レンジ設定値及び目標表示輝度に基づいてゲイン値
を算出し、ゲイン付加部１１１が補正グラフィックス画像データを生成する。
【００７３】
　例えば、目標表示輝度が、第１の実施形態における１００ｎｉｔから２００ｎｉｔに変
更された場合、目標表示輝度を含む設定変更通知を受信したことに応じて、ゲイン算出部
１１０が新たなゲイン値を算出する。変換特性種別がノーマライズ方式であり、目標表示
輝度が２００ｎｉｔであり、信号基準値が８００％であり、８００％の信号基準値に対応
する表示輝度が４００ｎｉｔである場合に、ゲイン値は４．０になる。
　　ゲイン値＝２００÷（１００×４００÷８００）＝４．０
【００７４】
　この場合、撮像装置１００は、映像信号レベルが４００％の補正グラフィックス画像デ
ータを表示装置２２００に送信する。図５（ａ）に示す表示レンジ変換特性情報において
、映像信号レベルが４００％である場合には表示輝度が２００ｎｉｔになるので、表示装
置２２００は、変更後の目標表示輝度である２００ｎｉｔでグラフィックス画像を表示す
ることができる。
【００７５】
　図１２は、第２の実施形態における表示装置２２００の処理のフローチャートである。
図１２は、ステップＳ２０５とステップＳ２０６との間に、ステップＳ２２０及びＳ２２
１が含まれている点で、図８に示したフローチャートと異なる。
【００７６】
　ステップＳ２２０において、ＣＰＵ２０７は、目標表示輝度を変更する操作が行われた
かどうかを監視する。ＣＰＵ２０７は、目標表示輝度が変更されたことを検出すると（Ｓ
２２０においてＹＥＳ）、目標輝度設定部２２１に目標表示輝度を更新させる。そして、
ＣＰＵ２０７は、通信制御部２１０を介して、更新後の目標表示輝度を含む設定変更通知
を撮像装置１００に対して送信する。なお、ＣＰＵ２０７が、図１２におけるステップＳ
２０４及びＳ２０５と、ステップＳ２２０及びＳ２２１とを実行する順序は任意である。
【００７７】
　［第２の実施形態の表示システム１による効果］
　以上説明したように、第２の実施形態の表示システム１においては、ユーザが表示装置
２２００においてグラフィックス画像の目標表示輝度を設定すると、表示装置２２００は
、変更後の目標表示輝度を撮像装置１００に通知する。そして、撮像装置１００において
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は、変更後の目標表示輝度に基づいて算出されたゲイン値に基づく映像信号レベルの補正
グラフィックス画像データを生成して表示装置２２００に出力する。このようにすること
で、ユーザが、グラフィックス画像の目標表示輝度を所望の大きさに変更した後に、表示
装置２００は、設定されている表示レンジ変換特性によらず、変更後の目標表示輝度でグ
ラフィックス画像を表示させることができる。
【００７８】
　なお、以上の説明において、ユーザが表示装置２２００において目標表示輝度を変更す
る例について説明したが、ユーザが、撮像装置１００において目標表示輝度を変更できる
ようにしてもよい。この場合、撮像装置１００は、記憶部１０６に記憶された目標表示輝
度を更新し、更新後の目標表示輝度に基づいてゲイン値を算出する。
【００７９】
＜第３の実施形態＞
　第１の実施形態及び第２の実施形態においては、撮像装置１００が、表示レンジ変換特
性情報及び目標表示輝度に基づいて補正グラフィックス画像データを生成し、撮像画像デ
ータと補正グラフィックス画像データを合成した画像データを表示装置に出力した。これ
に対して、第３の実施形態においては、表示装置が、撮像装置から入力されたグラフィッ
クス画像の輝度値を補正する点で、第１の実施形態及び第２の実施形態と異なる。
【００８０】
　図１３は、第３の実施形態の撮像装置３１００の構成を示す図である。図１４は、第３
の実施形態の表示装置３２００の構成を示す図である。
　図１３に示す撮像装置３１００は、ゲイン算出部１１０及びゲイン付加部１１１を有し
ない点で、図２に示した撮像装置１００と異なる。グラフィックス画像生成部１１２は、
ＣＰＵ１０５の指示に基づいてグラフィックス画像データを生成する。グラフィックス画
像生成部１１２は、生成したグラフィクス画像データを記憶部１０６に書き込む。
【００８１】
　通信制御部１０９は、記憶部１０６に記憶されたグラフィックス画像データを読み出し
て、読み出したグラフィックス画像データを通信制御部２１０に送信する。また、通信制
御部１０９は、ＣＰＵ１０５からの指示に基づいて、送信するグラフィックス画像データ
の属性を示す属性情報を通信制御部２１０に送信する。属性情報には、グラフィックス画
像データを表示装置３２００に表示する際の目標表示輝度が含まれている。通信制御部１
０９がグラフィックス画像データ及び属性情報を送信するタイミングは任意であり、ビデ
オ出力部１０８が出力する撮像画像データを含む映像信号の垂直同期信号に同期するタイ
ミングでもよく、一定周期のタイミングでもよく、グラフィックス画像が更新されるタイ
ミングであってもよい。
【００８２】
　表示装置３２００は、本発明の画像処理装置の一実施形態である。表示装置３２００に
おいて、通信制御部２１０は、表示部２０５に表示させるグラフィックス画像を取得する
画像取得手段として機能する。通信制御部２１０は、通信制御部１０９から受信したグラ
フィックス画像データと、グラフィックス画像データに関連付けられた属性情報とを取得
し、取得したグラフィックス画像データ及び属性情報を記憶部２０６に記憶させる。
【００８３】
　合成部３２１は、記憶部２０６に記憶されたグラフィックス画像データ及び属性情報を
読み出して、グラフィックス画像データの画素値を、表示レンジ変換特性情報と属性情報
が示す目標表示輝度とに基づいて補正することにより、補正グラフィックス画像データを
生成する補正手段として機能する。また、合成部３２１は、画像処理部２０４から入力さ
れる撮像データと補正グラフィックス画像データとを合成することにより表示データを生
成し、補正グラフィックス画像データを表示部２０５に出力する出力手段としても機能す
る。
【００８４】
　合成部３２１が補正グラフィックス画像データを生成する手順は、第１の実施形態にお
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けるゲイン算出部１１０及びゲイン付加部１１１が補正グラフィックス画像データを生成
した手順と同等である。合成部３２１は、操作部２０８が受け付けた設定の内容に基づい
て、ノーマライズ方式の変換特性に対応する補正グラフィックス画像を生成するか、リミ
ット方式の変換特性に対応する補正グラフィックス画像を生成するかを切り替える。
【００８５】
［第３の実施形態の表示システム１による効果］
　以上説明したように、第３の実施形態の表示システム１においては、表示装置３２００
の合成部３２１が、表示レンジ変換特性情報及び目標表示輝度に基づいて補正グラフィッ
クス画像を生成し、表示部２０５に出力する。このようにすることで、撮像装置３１００
が補正グラフィックス画像データを生成する機能を有していない場合であっても、表示装
置３２００は、一定の表示輝度でグラフィックス画像を表示することができる。
【００８６】
＜第４の実施形態＞
　第３の実施形態においては、撮像装置３１００から表示装置３２００に対して、撮像画
像データとグラフィックス画像データとを別々に送信した。これに対して、第４の実施形
態においては、撮像装置から表示装置に対して、撮像画像データとグラフィックス画像デ
ータとが合成された画像データを送信する点で、第３の実施形態と異なる。
【００８７】
　図１５は、第４の実施形態の撮像装置４１００の構成を示す図である。図１６は、第４
の実施形態の表示装置４２００の構成を示す図である。
　図１５に示す撮像装置４１００は、グラフィックス画像合成部１１３を有する点で、図
１３に示した撮像装置３１００と異なる。また、図１６に示す表示装置４２００は、合成
部３２１の代わりにグラフィックス輝度補正部４２１を有する点で、図１４に示した表示
装置３２００と異なる。
【００８８】
　グラフィックス画像合成部１１３は、グラフィックス画像データを撮像画像データに合
成した場合に、撮像画像データにおけるグラフィックス画像の領域を特定するための領域
情報として、グラフィックス画像の位置を示す座標情報をＣＰＵ１０５に通知する。座標
情報は、例えば、映像信号の垂直・水平有効期間の１画素目を座標（０，０）として、縦
方向及び横方向に画素数を加算して表した情報である。座標情報は、基準位置の座標（例
えば、座標（０，０））とグラフィックス画像の大きさ（縦方向の画素数及び横方向の画
素数）とを示す情報であってもよい。通信制御部１０９は、ＣＰＵ１０５の指示に基づい
て、グラフィックス画像合成部１１３が生成した座標情報を表示装置４２００に送信する
。
【００８９】
　表示装置４２００においては、通信制御部２１０が、通信制御部１０９から受信した座
標情報を含む領域情報を記憶部２０６に記憶させる。
　グラフィックス輝度補正部４２１は、ＣＰＵ２０７の指示に基づいて、記憶部２０６に
記憶されたグラフィックス画像の座標情報を取得する。グラフィックス輝度補正部４２１
は、座標情報に基づいて、画像処理部２０４から入力された画像処理後の画像データにお
けるグラフィックス画像の領域を特定し、特定した領域に対応するグラフィックス画像デ
ータの画素値を、表示レンジ変換特性情報と属性情報が示す目標表示輝度とに基づいて補
正することにより、補正グラフィックス画像データを生成する。グラフィックス輝度補正
部４２１が補正グラフィックス画像データを生成する手順は、第１の実施形態におけるゲ
イン算出部１１０及びゲイン付加部１１１が補正グラフィックス画像データを生成した手
順と同等である。
【００９０】
　なお、表示装置４２００は、撮像装置４１００が、グラフィックス画像が重畳された領
域の座標情報を送信する機能を有していない場合、グラフィックス輝度補正部４２１にお
いてグラフィックス画像が重畳された領域を検出し、検出した領域のグラフィックス画像
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の画素値が目標表示輝度になるように補正してもよい。
【００９１】
　また、撮像装置４１００が出力する画像データに含まれるグラフィックス画像データの
映像信号レベルが、リミット方式の表示レンジ変換特性におけるリミット値よりも大きい
場合、表示レンジ変換部２０３での変換処理によってグラフィックス画像データの表示輝
度が４００ｎｉｔに固定されてしまうことで、ユーザがグラフィックス画像を視認できな
い状態になってしまう。そこで、表示装置４２００は、変換特性種別としてリミット方式
が選択された場合に、リミット値を撮像装置４１００に通知し、撮像装置４１００は、グ
ラフィックス画像の画素値を、リミット値に対応する映像信号レベルである４００％以上
にならないようにしてもよい。このようにすることで、表示装置４２００に入力される画
像データにおけるグラフィックス画像データの映像信号レベルが４００％未満になるので
、ユーザがグラフィックス画像を視認できない状態になってしまうことを防止できる。
【００９２】
　［第４の実施形態の表示システム１による効果］
　以上説明したように、第４の実施形態の表示システム１においては、撮像装置４１００
が、撮像画像に重畳したグラフィックス画像の位置を示す座標情報を表示装置４２００に
送信し、表示装置４２００が、座標情報により特定される領域の画素値を補正することに
より表示データを生成する。このようにすることで、撮像装置４１００が補正グラフィッ
クス画像データを生成する機能、及び補正グラフィックス画像データを単独で送信する機
能を有していない場合であっても、表示装置４２００は、一定の表示輝度でグラフィック
ス画像を表示することができる。
【００９３】
＜第５の実施形態＞
　図１７は、第５の実施形態の表示システム１０の構成を示す図である。表示システム１
０は、撮像装置５１００、表示装置５２００、及び画像処理装置５３００を有する点で上
記の各実施形態と異なる。画像処理装置５３００は、例えばコンピュータであり、記憶媒
体に記憶されたプログラムを実行することにより、撮像装置５１００から撮像画像データ
及びグラフィックス画像データを取得する画像取得手段、及び補正グラフィックス画像デ
ータを表示装置５２００に出力する出力手段として機能する。
【００９４】
　出力手段は、第１の実施形態におけるビデオ出力部１０８のように、表示レンジ変換特
性情報及び目標表示輝度に基づいて、撮像装置５１００から入力されるグラフィックス画
像データを補正した補正グラフィックス画像データを生成し、補正グラフィックス画像デ
ータを表示装置５２００に出力する。
【００９５】
　画像処理装置５３００は、表示レンジ変換特性情報を表示装置５２００から取得するこ
とができるが、画像処理装置５３００の操作部を用いてユーザにより設定された表示レン
ジ変換特性情報を用いてもよい。また、画像処理装置５３００は、図１７（ａ）に示すよ
うに目標表示輝度を撮像装置５１００から取得してもよく、図１７（ｂ）に示すように目
標表示輝度を表示装置５２００から取得してもよい。画像処理装置５３００は、画像処理
装置５３００の操作部を用いてユーザにより設定された目標表示輝度を用いてもよい。
【００９６】
［第５の実施形態の表示システム１０による効果］
　以上説明したように、第５の実施形態の表示システム１０においては、画像処理装置５
３００が補正グラフィックス画像データを生成して表示装置５２００に出力する。このよ
うにすることで、撮像装置５１００及び表示装置５２００が、グラフィックス画像データ
を補正する機能を有していない場合であっても、表示装置５２００に一定の表示輝度のグ
ラフィックス画像を表示することができる。
【００９７】
　以上、本発明の実施の形態、およびいくつかの実施の形態をもとに説明した。これらの
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任意の組み合わせによって生じる新たな実施の形態も、本発明の実施の形態に含まれる。
組み合わせによって生じる新たな実施の形態の効果は、もとの実施の形態の効果を合わせ
持つ。また本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されず、その要旨
の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【符号の説明】
【００９８】
１００　撮像装置
２００　表示装置
１０８　ビデオ出力部
１０９　通信制御部
１１２　グラフィックス画像生成部
 

【図１】 【図２】
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