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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤、緑及び青に係るカラーフィルタ並びに各色と補色関係にあるシアン、マゼンタ及び
黄色の内の少なくとも一つの補色に係るカラーフィルタを有する液晶パネルと、該液晶パ
ネルを照明するバックライトとを備え、入力されたカラー映像信号を、カラー映像に係る
赤、緑、青及び前記補色を示す信号に変換し、変換された各信号を用いてカラー映像を表
示するようにしてある液晶表示装置において、
　前記補色と補色関係にない原色の赤、緑又は青を表示する場合、該原色の赤、緑又は青
に該補色を混色させる混色処理部を備える
　ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記液晶パネルは、
　赤、緑及び青に係るカラーフィルタ並びに黄色に係るカラーフィルタを有し、
　前記混色処理部は、
　赤又は緑を表示する場合、赤又は緑に黄を混色させるようにしてある
　ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記混色処理部は、
　赤又は緑の信号レベルが第１信号レベル以上であり、かつ他の色の信号レベルが該第１
信号レベルより小さい第２信号レベル未満である場合、黄の信号レベルを増大させる処理
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を行うようにしてある
　ことを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　緑の信号レベルが第１信号レベル以上である場合に黄の信号レベルを増大させる量は、
赤の信号レベルが第１信号レベル以上である場合に黄の信号レベルを増大させる量よりも
大きい
　ことを特徴とする請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　赤又は緑を表示する場合、赤又は緑の信号レベルを増大させる増大処理部を備える
　ことを特徴とする請求項３又は請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　黄を表示する場合、赤及び緑の信号レベルを増大させ、黄の信号レベルを低下させる変
更処理部を備える
　ことを特徴とする請求項３から請求項５までのいずれか一つに記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　黄の混色量を受け付ける混色量受付部を備え、
　前記混色処理部は、
　前記混色量受付部にて受け付けた混色量に応じて、黄の信号レベルを増大させる処理を
行うようにしてある
　ことを特徴とする請求項３から請求項６までのいずれか一つに記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　混色の要否を受け付ける混色要否受付部を備え、
　前記混色処理部は、
　前記混色要否受付部にて混色を要することを受け付けた場合、黄を混色する処理を行う
ようにしてある
　ことを特徴とする請求項２から請求項７までのいずれか一つに記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　表示モードの切替を受け付ける表示モード受付部と、
　赤又は緑に黄を混色させる量を記憶したテーブルと
　を備え、
　前記混色処理部は、
　所定の表示モードに切り替えられた場合、前記テーブルを用いて、赤又は緑に黄を混色
させるようにしてある
　ことを特徴とする請求項２から請求項８までのいずれか一つに記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記カラー映像の種類を判定する判定部を備え、
　前記混色処理部は、前記判定部の判定結果に応じた混色処理を行うようにしてある
　ことを特徴とする請求項１から請求項９までのいずれか一つに記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記カラー映像信号の送出元の機器を判定する判定部を備え、
　前記混色処理部は、前記判定部の判定結果に応じた混色処理を行うようにしてある
　ことを特徴とする請求項１から請求項９までのいずれか一つに記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記混色処理部が行う混色処理に応じたガンマ補正処理を各色の信号に行うガンマ補正
処理部を備える
　ことを特徴とする請求項１から請求項１１までのいずれか一つに記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　カラー映像信号を受信する映像受信部と、
　請求項１から請求項１２までのいずれか一つに記載の液晶表示装置と
　を備え、
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　前記液晶表示装置が、前記映像受信部が受信したカラー映像信号に基づいてカラー映像
を表示するようにしてあることを特徴とする液晶テレビ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、４原色のカラー映像を表示する液晶表示装置及び液晶テレビに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶テレビの高画質化が進んでおり、液晶パネルを３原色から４原色にすること
で、色再現範囲を拡大させた４原色液晶表示装置が提案されている（例えば、特許文献１
）。例えば、赤、緑、青及び黄を４原色とすることによって、液晶パネルの黄色及びシア
ンの色域を広げることができる。原色として黄色を追加することによって、緑の色域を広
げ、これにより緑及び青の補色であるシアンの色域を広げることが可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４０３４０２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、４原色液晶表示装置においては、３原色液晶表示装置に比べて、単位表
示面積あたりの赤、緑、青及び黄の画素の面積が小さく、各画素の輝度が低下するという
問題があった。この輝度低下の問題は、原色に近い色、特に赤及び緑を表示する際、顕著
になる。
　なお、この問題を解決する方法として、バックライトの色味を変更する或いは、緑及び
赤のカラーフィルタの色味を変更する方法が考えられるがどちらの方法でも、画素の大き
さが同一で輝度を増加させる為には、色純度を落とす必要があり、通常の緑及び赤の色域
を再現できなくなってしまう。
【０００５】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、４原色の色純度を極力低下させるこ
となく、各画素の輝度を増加させることができる液晶表示装置及び液晶テレビを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る液晶表示装置は、赤、緑及び青に係るカラーフィルタ並びに各色と補色関
係にあるシアン、マゼンタ及び黄色の内の少なくとも一つの補色に係るカラーフィルタを
有する液晶パネルと、該液晶パネルを照明するバックライトとを備え、入力されたカラー
映像信号を、カラー映像に係る赤、緑、青及び前記補色を示す信号に変換し、変換された
各信号を用いてカラー映像を表示するようにしてある液晶表示装置において、前記補色と
補色関係にない原色の赤、緑又は青を表示する場合、該原色の赤、緑又は青に該補色を混
色させる混色処理部を備えることを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る液晶表示装置は、前記液晶パネルは、赤、緑及び青に係るカラーフィルタ
並びに黄色に係るカラーフィルタを有し、前記混色処理部は、赤又は緑を表示する場合、
赤又は緑に黄を混色させるようにしてあることを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る液晶表示装置は、前記混色処理部は、赤又は緑の信号レベルが第１信号レ
ベル以上であり、かつ他の色の信号レベルが該第１信号レベルより小さい第２信号レベル
未満である場合、黄の信号レベルを増大させる処理を行うようにしてあることを特徴とす
る。
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【０００９】
　本発明に係る液晶表示装置は、緑の信号レベルが第１信号レベル以上である場合に黄の
信号レベルを増大させる量は、赤の信号レベルが第１信号レベル以上である場合に黄の信
号レベルを増大させる量よりも大きいことを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る液晶表示装置は、赤又は緑を表示する場合、赤又は緑の信号レベルを増大
させる増大処理部を備えることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る液晶表示装置は、黄を表示する場合、赤及び緑の信号レベルを増大させ、
黄の信号レベルを低下させる変更処理部を備えることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る液晶表示装置は、黄の混色量を受け付ける混色量受付部を備え、前記混色
処理部は、前記混色量受付部にて受け付けた混色量に応じて、黄の信号レベルを増大させ
る処理を行うようにしてあることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る液晶表示装置は、混色の要否を受け付ける混色要否受付部を備え、前記混
色処理部は、前記混色要否受付部にて混色を要することを受け付けた場合、黄を混色する
処理を行うようにしてあることを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る液晶表示装置は、表示モードの切替を受け付ける表示モード受付部と、赤
又は緑に黄を混色させる量を記憶したテーブルとを備え、前記混色処理部は、所定の表示
モードに切り替えられた場合、前記テーブルを用いて、赤又は緑に黄を混色させるように
してあることを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る液晶表示装置は、前記カラー映像の種類を判定する判定部を備え、前記混
色処理部は、前記判定部の判定結果に応じた混色処理を行うようにしてあることを特徴と
する。
【００１６】
　本発明に係る液晶表示装置は、前記カラー映像信号の送出元の機器を判定する判定部を
備え、前記混色処理部は、前記判定部の判定結果に応じた混色処理を行うようにしてある
ことを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る液晶表示装置は、前記混色処理部が行う混色処理に応じたガンマ補正処理
を各色の信号に行うガンマ補正処理部を備えることを特徴とする。
【００１８】
　本発明に係る液晶テレビは、カラー映像信号を受信する映像受信部と、上述したいずれ
かの液晶表示装置とを備え、前記液晶表示装置が、前記映像受信部が受信したカラー映像
信号に基づいてカラー映像を表示するようにしてあることを特徴とする。
【００１９】
　本発明にあっては、液晶パネルが赤、緑及び青に係るカラーフィルタ並びに各色と補色
関係にあるシアン、マゼンタ及び黄色の内の少なくとも一つの補色に係るカラーフィルタ
を有する場合、該補色と補色関係にない原色の赤、緑又は青を表示するとき、該原色に前
記補色を混色させることによって、該原色の輝度を増加させることができる。前記原色と
、前記補色とは相性が良く、該補色の混色によって色合いが損なわれることは無い。
【００２０】
　本発明にあっては、赤を表示する際、黄を混色させることによって、赤の輝度を増加さ
せることができる。同様に、緑を表示する際、黄を混色させることによって、緑の輝度を
増加させることができる。赤及び緑と、黄とは相性が良く、黄の混色によって色合いが損
なわれることは無い。
【００２１】
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　本発明にあっては、赤の信号レベルが第１信号レベル以上であり、かつ他の色の信号レ
ベルが第２信号レベル未満である場合、黄の信号レベルを増大させる。つまり、緑、青及
び黄の信号レベルが小さく、赤の輝度低下が顕著に現れる状態になった場合、黄の信号レ
ベルを増大させることによって、赤の輝度不足を補う。
　同様に、緑の信号レベルが第１信号レベル以上であり、かつ他の色の信号レベルが第２
信号レベルより小さい場合、黄の信号レベルを増加させる。つまり、赤、青及び黄の信号
レベルが小さく、緑の輝度低下が顕著に現れる状態になった場合、黄の信号レベルを増大
させることによって、緑の輝度不足を補う。
【００２２】
　本発明にあっては、緑は、赤に比べて輝度の低下の問題が大きい。そこで、原色の緑を
表示する際、原色の赤を表示する場合に比べて、黄の信号レベルをより大きく増大させる
。
【００２３】
　本発明にあっては、輝度が飽和していない赤を表示する際、赤の信号レベルを増大させ
ることによって、赤の輝度不足を補う。同様に、輝度が飽和していない緑を表示する際、
緑の信号レベルを増大させることによって、緑の輝度不足を補う。
【００２４】
　本発明にあっては、黄を表示する場合、赤及び緑の信号レベルを増大させ、黄の信号レ
ベルを低下させる。従って、ＣＣＩＲ（国際無線通信諮問委員会）のＲＥＣ７０９等の色
再現性に近づけることが可能である。
【００２５】
　本発明にあっては、使用者が黄の信号レベルの増大量を調整することによって、所望の
色再現性及び明るさを得ることが可能である。
【００２６】
　本発明にあっては、混色要否受付部で混色の要否を受け付け、混色を要することを受け
付けた場合、赤及び緑に黄を混色させる。使用者は、色再現性と、カラー映像の明るさと
のいずれを優先するかを選択することができる。
【００２７】
　本発明にあっては、表示モード受付部で表示モードの切替を受け付ける。所定の表示モ
ードに切り替えられた場合、混色処理部は、赤又は緑に黄を混色させる量を記憶したテー
ブルを用いて、赤又は緑に黄を混色させる。
【００２８】
　本発明にあっては、使用者が視聴しているコンテンツ（カラー映像）の種類に応じた混
色処理に自動的に切り替えることが可能である。よって、それぞれのコンテンツを最適な
画質で表示できる。
【００２９】
　本発明にあっては、表示すべきカラー映像信号の送出元の機器に応じた混色処理に自動
的に切り替えることが可能である。よって、使用者が選択した入力ソース（機器）毎に、
各入力ソースから出力される映像信号を最適な画質で表示できる。例えば、ＢＤ（Blu-ra
y Disc）レコーダからの映像信号を表示する場合には、映画に適した混色処理を行い、ゲ
ーム機からの映像信号を表示する場合には、ゲームに適した混色処理を行うことができる
。
【００３０】
　本発明にあっては、原色の赤、緑又は青に補色が混色される場合に、実行される混色処
理に応じたガンマ補正処理を行う。よって、入力されたカラー映像信号（３色信号）を、
赤、緑、青及び補色を示す信号（４色信号）に変換する際に、混色処理を行うと共に、混
色処理に応じたガンマ補正処理の実行が可能である。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、４原色の色純度を極力低下させることなく、各画素の輝度を増加させ
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ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係る液晶テレビの一構成例を示す正面側の分解斜視図である。
【図２】液晶テレビの要部の一構成例を示したブロック図である。
【図３】４原色カラーフィルタの一構成例を模式的に示した説明図である。
【図４】テレビ信号処理部の一構成例を示したブロック図である。
【図５】黄の混色量等を示した図表である。
【図６】テレビ信号処理部の処理手順を示したフローチャートである。
【図７】テレビ信号処理部の信号処理による各原色の輝度変化を示した図表である。
【図８】テレビ信号処理部による信号処理の効果を示したＸＹ色度図である。
【図９】補正の前後における各原色が白を構成する輝度の割合、及びＲＥＣ７０９規格に
おける白を構成する各原色の輝度の割合を示した図表である。
【図１０】変形例１に係る４原色カラーフィルタの一構成例を模式的に示した説明図であ
る。
【図１１】変形例１におけるシアンの混色量等を示した図表である。
【図１２】変形例２に係る４原色カラーフィルタの一構成例を模式的に示した説明図であ
る。
【図１３】変形例２におけるマゼンタの混色量等を示した図表である。
【図１４】テレビ信号処理部の一構成例を示したブロック図である。
【図１５】実施の形態２のテレビ信号処理部の処理手順を示したフローチャートである。
【図１６】実施の形態２のテレビ信号処理部の処理手順を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
【００３４】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態に係る液晶テレビの一構成例を示す正面側の分解斜視図で
ある。本実施の形態に係る液晶テレビは、従来の４原色液晶パネルでは不可能であった緑
及び赤の輝度低下を抑え、３原色液晶パネルと同等の明るさを維持することを可能にする
ものである。液晶テレビは、前側に表示面を有し、横長板状の略直方体をなす液晶パネル
モジュール１と、液晶パネルモジュール１の周縁部を取り囲むフロントキャビネット２と
、液晶パネルモジュール１の後側を覆うバックキャビネット３と、映像信号を受信するチ
ューナ（映像受信部）４と、電気回路５と、液晶パネルモジュール１を起立状態で支持す
るスタンド６とを備える。
【００３５】
　図２は、液晶テレビの要部の一構成例を示したブロック図である。
　液晶テレビは、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）及び黄（Ｙ）の４原色カラーフィルタ１
３を有する液晶パネル１１と、液晶パネル１１を背面側から照明するバックライト１２と
、後述するテレビ信号処理部７により変換された赤、緑、青及び黄の信号に従って液晶パ
ネル１１を駆動し、カラー映像を表示させる液晶駆動回路部１４とよりなる液晶パネルモ
ジュール１と、チューナ４で受信したカラー映像信号を、カラー映像に係る赤、緑、青及
び黄を示す信号に変換するテレビ信号処理部７と、各種操作を受け付ける受付部８とを有
する。なお、テレビ信号処理部７及び液晶パネルモジュール１によって、本発明に係る液
晶表示装置が実現される。
【００３６】
　液晶パネル１１は、スペーサを介して対向配置された略長方形の２枚のガラス基板間に
液晶を封入してなり、正面側のガラス基板の対向面には、４原色カラーフィルタ１３と、
対向電極とが配されている。背面側のガラス基板の対向面には、横方向の走査線及び縦方
向の信号線がマトリクス状に配されており、走査線と信号線との交差部分には、各画素に
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対応した液晶部分に電圧を印加するためのアクティブ素子、例えばＴＦＴ（Thin Film Tr
ansistor）及び画素電極が設けられている。各ＴＦＴのゲート電極は走査線に接続され、
ソース電極は信号線に接続されている。また、各ガラス基板の外側には、ＴＦＴがオフの
状態でバックライト１２の光が透過するように図示しない偏光フィルムが配されている。
【００３７】
　図３は、４原色カラーフィルタ１３の一構成例を模式的に示した説明図である。
　４原色カラーフィルタ１３は、図３Ａのように、液晶パネル１１の各画素に対応するよ
うに配列した赤、緑、青及び黄色の４色の画素フィルタを有する。画素フィルタの配列方
法は特に限定されるものではないが、例えば図３Ａに示すように、横方向に赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）、青（Ｂ）、黄色（Ｙ）の各画素フィルタを配列すれば良い。他の例としては、液
晶パネル１１の各画素に対応するように配列した赤、緑、青及び黄の４色の画素フィルタ
が図３Ｂに示すように横方向に赤（Ｒ）及び青（Ｂ）の画素フィルタが交互に配列したＲ
Ｂ横列と、横方向に黄（Ｙ）及び緑（Ｇ）の画素フィルタが交互に配列したＹＧ横列とが
、縦方向に隣り合うように配列させたものでも、図３Ｃに示すように、赤（Ｒ）、青（Ｂ
）、黄（Ｙ）及び緑（Ｇ）の画素ファイルを横方向にこの順で繰り返し配列したＲＢＹＧ
列を上下方向に配列させ、上下方向に隣り合った各ＲＢＹＧ列は横方向に２画素分ずらす
ようにしたものでも良い。
【００３８】
　バックライト１２は、平皿状のバックライトシャーシ、バックライトシャーシに配され
た反射シート及び複数の光源を有する。光源は、例えば、白色ＬＥＤ、冷陰極蛍光管であ
る。バックライト１２の正面側には、バックライト１２からの光を均一に拡散させ、液晶
パネル１１に入射させるための光学シートが配されている。
【００３９】
　液晶駆動回路部１４は、液晶パネル１１の走査線に接続された走査信号駆動回路１４ａ
と、信号線に接続された信号電極駆動回路１４ｂとを有する。走査信号駆動回路１４ａは
、例えば、シフトレジスタ回路で構成されており、走査信号を各走査線に順次与えること
によって、横方向に並んだＴＦＴのゲートをオン状態にする。信号電極駆動回路１４ｂは
、例えばシフトレジスタ回路とサンプルホールド回路とから構成され、各信号線に、赤、
緑、青及び黄の信号を出力する。該信号は、縦方向に並んだＴＦＴゲートのドレイン又は
ソースに印加される。
　走査信号駆動回路１４ａが一の走査線に走査信号を印加することによって、水平方向の
ＴＦＴを一斉にオン状態とし、その間に信号電極駆動回路１４ｂが一水平ライン分の赤、
緑、青及び黄のカラー映像に係る信号を信号線に印加することで、走査線及び信号線の交
点画素にカラー映像に係る情報を書き込むことができる。これを縦方向に順次走査するこ
とにより、赤、緑、青及び黄のカラー映像に係る信号の電圧が液晶パネル１１の全画素に
対応する画素電極に印加される。液晶層を通過する光透過量は、画素電極に印加された電
圧によって変化するため、バックライト１２の光透過量がカラー映像に係る信号の大きさ
によって制御される。赤、緑、青及び黄の各画素フィルタを透過した４色の光は、加法混
色の原理により、フルカラー映像として視聴者に表示される。
【００４０】
　受付部８は、例えば図示しない遠隔操作装置から送信された赤外線の遠隔操作信号を受
信する赤外線受信素子を備え、表示モード受付部（混色要否受付部）８ａ及び混色量受付
部８ｂとして機能する。
　表示モード受付部８ａは、本実施の形態に係る信号処理が実行する第１表示モードと、
本実施の形態に係る信号処理が実行しない第２表示モードとの選択を受け付ける。第１モ
ードは、例えば、いわゆるシネマモード及び、ＴＨＸモードであり、第２表示モードは、
ダイナミックモードである。
　混色量受付部８ｂは、後述するように、赤及び緑の輝度低下を補うために、赤及び緑に
混色する黄の混色量を受け付ける。
【００４１】
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　図４は、テレビ信号処理部７の一構成例を示したブロック図である。テレビ信号処理部
７は、色属性変更回路７１と、ガンマ補正回路７２と、色変換回路７３とを有する。
【００４２】
　色属性変更回路７１は、入力されたカラー映像信号の色属性を変更し、赤（Ｒ）、緑（
Ｇ）、青（Ｂ）、黄（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）の信号をそれぞれ適宜変更す
る処理を行う回路であり、赤を基準にして色属性を変更するＲ系統色属性変更部７１Ｒを
有する。Ｒ系統色属性変更部７１Ｒは、飽和度（彩度）を変更する飽和度制御回路７１１
Ｒ、輝度（明度）を変更する輝度制御回路７１２Ｒ、及び色相を変更する色相制御回路７
１３Ｒから構成されており、受付部８で受け付けた操作指示に従って、カラー映像信号の
飽和度、輝度及び色相を変更する。同様に、色属性変更回路７１は、緑、青、黄、シアン
、マゼンタをそれぞれ基準にして色属性を変更するＧ系統色属性変更部７１Ｇ、Ｂ系統色
属性変更部７１Ｂ、Ｙ系統色属性変更部７１Ｙ、Ｃ系統色属性変更部７１Ｃ及びＭ系統色
属性変更部７１Ｍを有する。そして、色属性変更回路７１は、色属性の変更処理を終えた
赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、黄（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）の信号をガン
マ補正回路７２に与える。
【００４３】
　ガンマ補正回路７２は、各色の信号のガンマ補正処理を行い、ガンマ補正された赤（Ｒ
）、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）の信号を色変換回路７３に与える。
【００４４】
　色変換回路７３は、ガンマ補正回路７２から与えられた赤、緑及び青の信号を、４原色
カラーフィルタ１３の各カラー画素に対応する赤、緑、青及び黄の信号に変換する。この
変換処理は、赤、緑及び青の信号レベルと、赤、緑、青及び黄の信号レベルとの関係を記
憶した図示しないルックアップテーブル（ＬＵＴ：Look Up Table）を用いて行うと良い
。また、マトリクス変換等の線形変換によって、各色の信号を変換するようにしても良い
。
【００４５】
　また、色変換回路７３は、原色の赤又は緑を液晶パネル１１に表示させる場合、赤又は
緑に黄を混色させる処理を行う混色処理部７３ａを備える。具体的には、混色処理部７３
ａは、赤の信号レベルが第１信号レベル以上であり、かつ他の色の信号レベルが該第１信
号レベルより小さい第２信号レベル未満である場合、黄の信号レベルを増大させる処理を
実行する。ここでは、各色が２５５階調で表現されるものとした場合、第１信号レベルは
２５５、第２信号レベルは１である例を説明する。また色変換回路７３は、黄の信号レベ
ルを増大させる量を記憶したテーブル７３ｅを備えており、混色処理部７３ａは、テーブ
ル７３ｅを参照して、黄の信号レベルを増大させるように構成されている。
【００４６】
　更に、色変換回路７３は、赤を表示させる場合、赤の信号レベルを増大させるＲ増大処
理部７３ｂと、緑を表示させる場合、緑の信号レベルを増大させるＧ増大処理部７３ｃと
を有する。Ｒ増大処理部７３ｂは、赤の信号レベルが第１信号レベル未満であり、かつ他
の色の信号レベルが第２信号レベル未満である場合、赤の信号レベルを増大させる処理を
実行する。同様にＧ増大処理部７３ｃは、緑の信号レベルが第１信号レベル未満であり、
かつ他の色の信号レベルが第２信号レベル未満である場合、緑の信号レベルを増大させる
処理を実行する。
【００４７】
　更にまた、色変換回路７３は、ガンマ補正回路７２から与えられた赤、緑及び青の信号
を、４原色カラーフィルタ１３の各カラー画素に対応する赤、緑、青及び黄の信号に変換
するＲＧＢ→ＲＧＢＹ変更処理部７３ｄを有する。ＲＧＢ→ＲＧＢＹ変更処理部７３ｄは
、黄を表示させる場合、赤及び緑の信号レベルを増大させ、黄の信号レベルを低下させる
。ＲＧＢ→ＲＧＢＹ変更処理部７３ｄは、例えば、黄の信号レベルが第１信号レベル以上
であり、かつ他の色の信号レベルが第２信号レベル未満である場合、赤及び緑の信号レベ
ルを増大させ、黄の輝度信号を低下させる処理を実行する。なお、赤、緑及び黄の信号レ
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ベルの変更量は、変更後の各色の信号レベルが所定の規格、例えばＣＣＩＲ（国際無線通
信諮問委員会）のＲＥＣ７０９に合うように設定すると良い。
　なお、色変換回路７３で処理される信号は、アナログの信号、デジタルデータの信号の
いずれであっても良い。
【００４８】
　図５は、黄の混色量等を示した図表である。図５Ａは、混色前の赤、緑、青及び黄の信
号レベルを示し、図５Ｂは、混色後の赤、緑、青及び黄色の信号レベル及び混色させる割
合を示している。混色処理部７３ａは、原色の赤を表示する場合、つまり、図５Ａに示す
ように、赤の信号レベルが２５５、緑、青及び黄色の信号レベルが０である場合、黄の信
号レベルを０から２０に増大させる。また、混色処理部７３ａは、原色の緑を表示する場
合、つまり、図５Ａに示すように、緑の信号レベルが２５５、赤、青及び黄の信号レベル
が０である場合、黄の信号レベルを０から３０に増大させる。
　一方、ＲＧＢ→ＲＧＢＹ変更処理部７３ｄは、原色の黄を表示する場合、つまり、図５
Ａに示すように、黄の輝度信号レベルが２５５、赤、緑及び青の信号レベルが０である場
合、赤及び緑の信号レベルを０から２０に増大させ、黄の輝度信号を２５５から２３０に
低下させる。
【００４９】
　図６は、テレビ信号処理部７の処理手順を示したフローチャートである。テレビ信号処
理部７は、表示モード受付部８ａで、第１表示モードを受け付けた場合、以下の処理を実
行する。テレビ信号処理部７は、４原色に変換された信号が赤の原色であるか否かを判定
する（ステップＳ１１）。例えば、テレビ信号処理部７は、赤の信号レベルが２５５、緑
、青及び黄の信号レベルが０であるか否かを判定する。赤の原色であると判定した場合（
ステップＳ１１：ＹＥＳ）、テレビ信号処理部７は、赤に黄を混色させ（ステップＳ１２
）、処理を終える。具体的には、テレビ信号処理部７は、黄の信号レベルを増大させる。
例えば、テレビ信号処理部７は、テーブル７３ｅを読み出し、図５に示すように、黄の信
号レベルを０から２０に増大させる。一方、混色量受付部８ｂが黄の混色量を受け付けた
場合、受け付けた混色量がテーブル７３ｅに記録されており、テレビ信号処理部７は、該
混色量に応じて、黄の信号レベルを増大させる。
【００５０】
　赤の原色で無いと判定した場合（ステップＳ１１：ＮＯ）、テレビ信号処理部７は、４
原色に変換された信号が緑の原色であるか否かを判定する（ステップＳ１３）。例えば、
テレビ信号処理部７は、緑の信号レベルが２５５、赤、青及び黄の信号レベルが０である
か否かを判定する。緑の原色であると判定した場合（ステップＳ１３：ＹＥＳ）、テレビ
信号処理部７は、緑に黄を混色させ（ステップＳ１４）、処理を終える。具体的には、テ
レビ信号処理部７は、緑の信号レベルを増大させる。例えば、テレビ信号処理部７は、テ
ーブル７３ｅを読み出し、図５に示すように、黄の信号レベルを０から３０に増大させる
。ステップＳ１２と同様、混色量受付部８ｂが黄の混色量を受け付けた場合、受け付けた
混色量がテーブル７３ｅに記録されており、テレビ信号処理部７は、該混色量に応じて、
黄の信号レベルを増大させる。
【００５１】
　４原色に変換された信号が緑の原色では無いと判定した場合（ステップＳ１３：ＮＯ）
、テレビ信号処理部７は、４原色に変換された信号が、輝度非飽和の赤であるか否かを判
定する（ステップＳ１５）。例えば、赤の信号レベルが２５５未満、緑、青及び黄の信号
レベルが０であるか否かを判定する。４原色に変換された信号が輝度非飽和の赤であると
判定した場合（ステップＳ１５：ＹＥＳ）、テレビ信号処理部７は、赤の信号レベルを増
大させ（ステップＳ１６）、処理を終える。
【００５２】
　４原色に変換された信号が輝度非飽和の赤では無いと判定した場合（ステップＳ１５：
ＮＯ）、テレビ信号処理部７は、４原色に変換された信号が輝度非飽和の緑であるか否か
を判定する（ステップＳ１７）。４原色に変換された信号が輝度非飽和の緑であると判定
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した場合（ステップＳ１７：ＹＥＳ）、テレビ信号処理部７は、緑の信号レベルを増大さ
せ（ステップＳ１８）、処理を終える。
【００５３】
　４原色に変換された信号が輝度非飽和の緑では無いと判定した場合（ステップＳ１７：
ＮＯ）、制御部は、４原色に変換された信号が原色の黄であるか否かを判定する（ステッ
プＳ１９）。４原色に変換された信号が原色の黄で無いと判定した場合（ステップＳ１９
：ＮＯ）、テレビ信号処理部７は処理を終える。４原色に変換された信号が原色の黄であ
ると判定した場合（ステップＳ１９：ＹＥＳ）、テレビ信号処理部７は、赤及び緑の信号
レベルを増大させる（ステップＳ２０）。次いで、テレビ信号処理部７は、黄の信号レベ
ルを低下させ（ステップＳ２１）、処理を終える。
【００５４】
　図７は、テレビ信号処理部７の信号処理による各原色の輝度変化を示した図表、図８は
、テレビ信号処理部７による信号処理の効果を示したＸＹ色度図である。図７Ａは、補正
前の赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、黄（Ｙ）及び白（Ｗ）のｘ値、ｙ値、輝度を示し、
図７Ｂは補正後、即ち上述の処理を実行した後の各色のｘ値、ｙ値、輝度を示している。
また、補正の前後で各色が白色を構成する輝度の割合を示している。図７及び図８に示す
ように、補正前においては、赤、緑、青及び黄が白色を構成する輝度の割合は、それぞれ
１６％、３１％、８％及び９５％であり、所定の規格、例えば欧州規格のＥＢＵ（Europe
an Broadcasting Union：ヨーロッパ放送連合）と異なる色再現範囲を有している。
　補正後の赤、緑、青及び黄が白色を構成する輝度の割合は、それぞれ２１％、７１％、
８％及び９３％であり、赤、緑、青の原色の輝度が向上していることが分かる。また、補
正後の色再現範囲は所定の規格により適合したものとなる。一般的に色再現範囲は広い方
が好ましいが、色再現範囲が所定の規格に準拠していることが望まれる場合もあり、この
場合、補正後の色再現範囲は好適なものとなる。
【００５５】
　図９は、補正の前後における各原色が白を構成する輝度の割合、及びＲＥＣ７０９規格
における白を構成する各原色の輝度の割合を示した図表である。図９に示すように、４原
色の液晶パネルモジュール１においては、単位表示面積あたりの赤、緑、青及び黄の画素
の面積が小さく、信号補正前の赤、緑、青及び黄色が白を構成している輝度の割合は、青
を除きＲＥＣ７０９規格で定められている輝度の割合よりも低くなっている。一方、信号
補正後の赤、緑、青及び黄色が白を構成している輝度の割合は、それぞれ２１％、７１％
、８％、９３％であり、ＲＥＣ７０９規格を満足している。
【００５６】
　実施の形態にあっては、４原色の色純度を極力低下させることなく、各画素の輝度、特
に赤及び緑の輝度を増加させることができる。４原色の液晶パネルモジュール１では、単
位表示面積あたりの各画素カラーフィルタの面積が３原色液晶パネルに比べて小さく、原
色の輝度が低下するという点が問題であるが、原色の赤及び緑を表示する際、黄を混色さ
せることによって、赤及び緑の輝度低下を補うことができる。なお、黄を混色させた場合
、赤及び緑の色味が変化する事となるが、元々の赤、緑及び青の色域が図８に示すように
３原色液晶パネルに比較して４原色の液晶パネルモジュールは広い為にＥＢＵ規格に近づ
くことになり、特に問題とはならない。また、黄は、赤及び緑の加法混色によって生成す
ることができる色であり、赤及び緑と、黄とは相性が良い。このため、黄の混色によって
、赤及び緑の色合いが損なわれることは無く、赤及び緑の輝度低下を抑えることが可能に
なる。
　また、緑は、赤に比べて輝度の低下の問題が大きいため、原色の緑を表示する際、原色
の赤を表示する場合に比べて、黄の信号レベルをより大きく増大させるように構成してあ
る。従って、赤及び緑の色合いを損なわないよう、より効果的に赤及び緑の輝度低下を防
止することができる。
【００５７】
　更に、輝度が飽和していない赤又は緑を表示する際、赤又は緑の信号レベルを増大させ
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ることによって、赤又は緑の輝度不足を補うことができる。
【００５８】
　更にまた、使用者は、黄の混色量を調整して、所望の色再現性及び明るさを得ることが
できる。
【００５９】
　更にまた、４原色の液晶パネルモジュール１においては、各原色の輝度が３原色液晶パ
ネルに比べて低いため、白色を構成する各色の割合がＲＥＣ７０９から逸脱した値となっ
てしまうという問題があるが、必要に応じて、黄の信号レベルを低下させて、赤及び緑の
信号レベルを増大させることによって、白色を構成する各色の輝度の割合をＲＥＣ７０９
に極力近付けることができる。
【００６０】
（変形例１）
　変形例１に係る液晶テレビは、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）及びシアン（Ｃ）の４原
色カラーフィルタ１１３を備えており、テレビ信号処理部７の処理内容が実施の形態と異
なる。以下では、主に上記相異点について説明する。
【００６１】
　図１０は、変形例１に係る４原色カラーフィルタ１１３の一構成例を模式的に示した説
明図である。変形例１に係る４原色カラーフィルタ１１３は、図１０Ａ及び図１０Ｂに示
すように、液晶パネル１１の各画素に対応するように配列した赤、緑、青及びシアンの４
色の画素フィルタを有する。また、横方向に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、シアン（Ｃ
）の各画素フィルタを配列しても良い。
【００６２】
　変形例１に係るテレビ信号処理部７の色変換回路７３は、原色の緑又は青を液晶パネル
１１に表示させる場合、緑又は青にシアンを混色させる処理を行う図示しない混色処理部
を備える。具体的には、混色処理部は、緑又は青の信号レベルが第１信号レベル以上であ
り、かつ他の色の信号レベルが該第１信号レベルより小さい第２信号レベル未満である場
合、シアンの信号レベルを増大させる処理を実行する。
【００６３】
　また、色変換回路７３は、緑を表示させる場合、緑の信号レベルを増大させる図示しな
いＧ増大処理部と、青を表示させる場合、青の信号レベルを増大させるＢ増大処理部とを
有する。Ｇ増大処理部は、緑の信号レベルが第１信号レベル未満であり、かつ他の色の信
号レベルが第２信号レベル未満である場合、緑の信号レベルを増大させる処理を実行する
。同様にＢ増大処理部は、青の信号レベルが第１信号レベル未満であり、かつ他の色の信
号レベルが第２信号レベル未満である場合、青の信号レベルを増大させる処理を実行する
。
【００６４】
　更に、色変換回路７３は、シアンを表示させる場合、緑及び青の信号レベルを増大させ
、シアンの信号レベルを低下させる図示しないＲＧＢ→ＲＧＢＹ変更処理部を有する。具
体的には、ＲＧＢ→ＲＧＢＹ変更処理部は、シアンの信号レベルが第１信号レベル以上で
あり、かつ他の色の信号レベルが第２信号レベル未満である場合、緑及び青の信号レベル
を増大させ、シアンの輝度信号を低下させる処理を実行する。
【００６５】
　図１１は、変形例１におけるシアンの混色量等を示した図表である。図１１Ａは、混色
前の赤、緑、青及びシアンの信号レベルを示し、図１１Ｂは、混色後の赤、緑、青及びシ
アン色の信号レベル及び混色させる割合を示している。混色処理部は、原色の緑を表示す
る場合、つまり、図１１Ａに示すように、緑の信号レベルが２５５、赤、青及びシアン色
の信号レベルが０である場合、シアンの信号レベルを０から３０に増大させる。また、混
色処理部は、原色の青を表示する場合、つまり、図１１Ａに示すように、青の信号レベル
が２５５、赤、緑及びシアンの信号レベルが０である場合、シアンの信号レベルを０から
２０に増大させる。
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　一方、ＲＧＢ→ＲＧＢＹ変更処理部は、原色のシアンを表示する場合、つまり、図１１
Ａに示すように、シアンの輝度信号レベルが２５５、赤、緑及び青の信号レベルが０であ
る場合、シアンの輝度信号を２５５から２３０に低下させる。
【００６６】
　変形例１にあっては、４原色の色純度を極力低下させることなく、各画素の輝度、特に
緑及び青の輝度を増加させることができる。また、白色を構成する各色の輝度の割合をＲ
ＥＣ７０９に極力近付けることができる。
【００６７】
（変形例２）
　赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）及びマゼンタ（Ｍ）の４原色カラーフィルタ２１３を備
えており、テレビ信号処理部７の処理内容が実施の形態と異なる。以下では、主に上記相
異点について説明する。
【００６８】
　図１２は、変形例２に係る４原色カラーフィルタ２１３の一構成例を模式的に示した説
明図である。変形例２に係る４原色カラーフィルタ２１３は、図１２Ａ及び図１２Ｂに示
すように、液晶パネル１１の各画素に対応するように配列した赤、緑、青及びマゼンタの
４色の画素フィルタを有する。また、横方向に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、マゼンタ
（Ｍ）の各画素フィルタを配列しても良い。
【００６９】
　変形例２に係るテレビ信号処理部７の色変換回路は、原色の赤又は青を液晶パネル１１
に表示させる場合、赤又は青にマゼンタを混色させる処理を行う図示しない混色処理部を
備える。具体的には、混色処理部は、赤又は青の信号レベルが第１信号レベル以上であり
、かつ他の色の信号レベルが該第１信号レベルより小さい第２信号レベル未満である場合
、マゼンタの信号レベルを増大させる処理を実行する。
【００７０】
　また、色変換回路７３は、赤を表示させる場合、赤の信号レベルを増大させる図示しな
いＲ増大処理部と、青を表示させる場合、青の信号レベルを増大させるＢ増大処理部とを
有する。Ｒ増大処理部は、赤の信号レベルが第１信号レベル未満であり、かつ他の色の信
号レベルが第２信号レベル未満である場合、赤の信号レベルを増大させる処理を実行する
。同様にＢ増大処理部は、青の信号レベルが第１信号レベル未満であり、かつ他の色の信
号レベルが第２信号レベル未満である場合、青の信号レベルを増大させる処理を実行する
。
【００７１】
　更に、色変換回路７３は、マゼンタを表示させる場合、マゼンタの信号レベルを低下さ
せる図示しないＲＧＢ→ＲＧＢＹ変更処理部を有する。具体的には、ＲＧＢ→ＲＧＢＹ変
更処理部は、マゼンタの信号レベルが第１信号レベル以上であり、かつ他の色の信号レベ
ルが第２信号レベル未満である場合、赤及び青の信号レベルを増大させ、マゼンタの輝度
信号を低下させる処理を実行する。
【００７２】
　図１３は、変形例２におけるマゼンタの混色量等を示した図表である。図１３Ａは、混
色前の赤、緑、青及びマゼンタの信号レベルを示し、図１３Ｂは、混色後の赤、緑、青及
びマゼンタ色の信号レベル及び混色させる割合を示している。混色処理部は、原色の赤を
表示する場合、つまり、図１３Ａに示すように、赤の信号レベルが２５５、緑、青及びマ
ゼンタ色の信号レベルが０である場合、マゼンタの信号レベルを０から３０に増大させる
。また、混色処理部は、原色の青を表示する場合、つまり、図１３Ａに示すように、青の
信号レベルが２５５、赤、緑及びマゼンタの信号レベルが０である場合、マゼンタの信号
レベルを０から２０に増大させる。
　一方、ＲＧＢ→ＲＧＢＹ変更処理部は、原色のマゼンタを表示する場合、つまり、図１
３Ａに示すように、マゼンタの輝度信号レベルが２５５、赤、緑及び青の信号レベルが０
である場合、マゼンタの輝度信号を２５５から２３０に低下させる。
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【００７３】
　変形例２にあっては、４原色の色純度を極力低下させることなく、各画素の輝度、特に
赤及び青の輝度を増加させることができる。また、白色を構成する各色の輝度の割合をＲ
ＥＣ７０９規格に極力近付けることができる。
【００７４】
（実施の形態２）
　図１４は、テレビ信号処理部７の一構成例を示したブロック図である。本実施の形態２
のテレビ信号処理部７は、色属性変更回路７１と、ガンマ補正回路７２と、色変換回路７
３とのほかに、システム制御部７４と、入力信号切換部７５と、コンテンツ判定部７６と
を有する。なお、その他の構成は、上述の実施の形態１と同様であるので、同様の構成に
ついては同一の符号を付して説明を省略する。
【００７５】
　入力信号切換部７５は複数の入力端子を有しており、１つの入力端子にはチューナ４が
接続されている。また、他の入力端子には、例えばＢＤレコーダ、ハードディスクレコー
ダ、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、ゲーム機、ＰＣ（Personal Compute
r）、携帯端末機等の外部機器が接続可能である。なお、ＢＤレコーダ及びハードディス
クレコーダは一体に構成されたものであってもよい。
【００７６】
　システム制御部７４は、受付部８が受け付けた信号に基づいて、テレビ信号処理部７の
各部の動作を制御する。使用者は、テレビ放送による映像信号を液晶テレビで視聴したい
場合、又は、いずれかの外部機器に記録されている映像信号を液晶テレビで再生したい場
合、遠隔操作装置（図示せず）を用いて、その旨を指示する。使用者がテレビ放送信号の
視聴を指示した場合、システム制御部７４は、チューナ４からのカラー映像信号を選択す
る指示を入力信号切換部７５に与える。また、使用者がいずれかの外部機器の再生処理を
指示した場合、システム制御部７４は、選択された外部機器からの映像信号を選択する指
示を入力信号切換部７５に与える。
【００７７】
　入力信号切換部７５は、システム制御部７４からの指示に従って１つの入力端子を選択
し、選択した入力端子を介して入力される映像信号をコンテンツ判定部７６に与える。よ
って、使用者が選択した映像信号（テレビ放送信号又は外部機器からの映像信号）が、入
力信号切換部７５によって適宜切り換えられて後段に与えられる。
【００７８】
　コンテンツ判定部（判定部）７６は、入力信号切換部７５から与えられた映像信号に基
づいて、映像信号のコンテンツとしてのジャンル（種類）を判定する。例えばテレビ放送
信号にコンテンツ情報（ジャンル情報）が付加されている場合には、コンテンツ判定部７
６は、入力された映像信号からコンテンツ情報を取得し、映像信号のジャンルを特定でき
る。コンテンツのジャンルとしては、例えば、映画、スポーツ、ニュース、バラエティ等
がある。コンテンツ判定部７６は、映像信号から取得したコンテンツ情報、又はコンテン
ツ情報から特定したジャンルをシステム制御部７４に与える。なお、システム制御部７４
は、使用者がテレビ放送信号の視聴を選択している場合にのみコンテンツ判定部７６に映
像信号のジャンルを特定させる。
【００７９】
　システム制御部７４は、コンテンツ判定部７６から与えられたコンテンツ情報又はジャ
ンルに基づいてテレビ信号処理部７の各部の動作を制御することにより、コンテンツのジ
ャンルに応じた最適な信号処理が可能となる。
　コンテンツ判定部７６は、入力信号切換部７５から与えられた映像信号をそのまま色属
性変更回路７１に与える。なお、入力信号切換部７５が、映像信号をコンテンツ判定部７
６と共に色属性変更回路７１に与える構成とした場合、コンテンツ判定部７６は、入力信
号切換部７５からの映像信号を色属性変更回路７１に与える必要はない。本実施の形態２
の色属性変更回路７１は、コンテンツ判定部７６（又は入力信号切換部７５）から与えら
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れた映像信号に対して処理を行う。
【００８０】
　図１５は、実施の形態２のテレビ信号処理部７の処理手順を示したフローチャートであ
る。本実施の形態２のテレビ信号処理部７は、受付部８が受け付けた信号に基づいて、入
力信号切換部７５がテレビ放送信号を選択するか否かを判定する（ステップＳ３１）。テ
レビ放送信号を選択すると判定した場合（ステップＳ３１：ＹＥＳ）、テレビ信号処理部
７は、コンテンツ判定部７６にて、テレビ放送によるカラー映像信号のジャンルを判別す
る（ステップＳ３２）。
【００８１】
　テレビ信号処理部７は、判別したジャンルが映画であるか否かを判定し（ステップＳ３
３）、映画であると判定した場合（ステップＳ３３：ＹＥＳ）、第１表示モードに設定し
（ステップＳ３４）、処理を終える。なお、第１表示モードに設定した場合、テレビ信号
処理部７は、上述の実施の形態１において図６で説明した信号処理と同様の処理を実行す
る。即ち、上述の実施の形態１において、表示モード受付部８ａで第１表示モードを受け
付けた場合に行う処理を実行する。一方、判別したジャンルが映画でないと判定した場合
（ステップＳ３３：ＮＯ）、テレビ信号処理部７は、第２表示モードに設定し（ステップ
Ｓ３５）、処理を終える。なお、第２表示モードに設定した場合、テレビ信号処理部７は
、上述の実施の形態１において図６で説明した信号処理を実行しない。この場合、テレビ
信号処理部７の色変換回路７３は、ＲＧＢ→ＲＧＢＹ変更処理部７３ｄにて、ガンマ補正
回路７２から与えられた赤、緑及び青の信号を、４原色カラーフィルタ１３の各カラー画
素に対応する赤、緑、青及び黄の信号に変換する処理のみを行う。
【００８２】
　ステップＳ３１で、入力信号切換部７５がテレビ放送信号を選択していないと判定した
場合（ステップＳ３１：ＮＯ）、即ち、入力信号切換部７５が外部機器からの映像信号を
選択している場合、テレビ信号処理部７は、接続機器を特定する（ステップＳ３６）。
　テレビ信号処理部７は、特定した機器がデジタルスチルカメラ又はデジタルビデオカメ
ラ（図１５ではまとめてデジタルカメラと記載）であるか否かを判定する（ステップＳ３
７）。特定した機器がデジタルカメラであると判定した場合（ステップＳ３７：ＹＥＳ）
、テレビ信号処理部７は、第２表示モードに設定し（ステップＳ３５）、処理を終える。
一方、特定した機器がデジタルカメラでないと判定した場合（ステップＳ３７：ＮＯ）、
テレビ信号処理部７は、第１表示モードに設定し（ステップＳ３８）、処理を終える。
【００８３】
　上述の処理により、使用者がテレビ放送の視聴を選択している場合には、テレビ放送に
よる映像信号のジャンルに最適な信号処理が可能となり、使用者が外部機器に記録してあ
る映像の視聴を選択している場合には、外部機器からの映像信号に最適な信号処理が可能
となる。よって、テレビ放送信号のジャンルに応じて、又は外部機器に応じてそれぞれの
映像信号に適切な画質を実現できる。
　なお、上述の処理では、テレビ放送信号のジャンルが映画であるか否かによって、色変
換回路７３による処理を切り替えたが、ジャンル毎に色変換回路７３による処理を適宜切
り替えてもよい。また、上述の処理では、外部機器がデジタルカメラであるか否かによっ
て、色変換回路７３による処理を切り替えたが、機器毎に色変換回路７３による処理を適
宜切り替えてもよい。
【００８４】
　図１５に示した処理では、テレビ放送信号が選択されている場合に、映像信号のジャン
ルに応じて信号処理を切り替えていたが、外部機器からの映像信号が選択されている場合
にも、外部機器からの映像信号のジャンルに応じて信号処理を切り替えてもよい。この場
合、システム制御部７４は、使用者がテレビ放送信号の視聴を選択している場合だけでな
く、使用者が外部機器からの再生処理を選択している場合にも、コンテンツ判定部７６に
映像信号のジャンルを特定させる。
【００８５】
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　図１６は、実施の形態２のテレビ信号処理部７の処理手順を示したフローチャートであ
る。テレビ信号処理部７は、図１５に示したフローチャート中のステップＳ３１～Ｓ３７
と同様の処理を実行する。そして、テレビ信号処理部７は、特定した機器がデジタルカメ
ラでないと判定した場合（ステップＳ３７：ＮＯ）、特定した機器がゲーム機であるか否
かを判定する（ステップＳ３９）。特定した機器がゲーム機であると判定した場合（ステ
ップＳ３９：ＹＥＳ）、テレビ信号処理部７は、第１表示モードに設定し（ステップＳ４
０）、処理を終える。
【００８６】
　一方、特定した機器がゲーム機でないと判定した場合（ステップＳ３９：ＮＯ）、即ち
、外部機器が例えばＢＤ、ハードディスク、ＰＣ又は携帯端末機であった場合、テレビ信
号処理部７は、コンテンツ判定部７６にて、外部機器から入力された映像信号のジャンル
を判別する（ステップＳ４１）。外部機器は、テレビ放送信号を記録する際に、テレビ放
送信号に付加されたコンテンツ情報も記録しており、記録してあるテレビ放送信号（映像
信号）を液晶テレビへ出力する際にコンテンツ情報も出力するように構成されている場合
がある。よって、このような外部機器を用いた場合、コンテンツ判定部７６は、外部機器
から映像信号と共に入力されたコンテンツ情報に基づいて、ジャンルを特定できる。また
、外部機器においては、テレビ放送信号以外の映像信号を記録する際に、使用者が手動で
ジャンルを登録できる機器もあり、このような機器を用いた場合、コンテンツ判定部７６
は、外部機器から映像信号と共に入力されたジャンルの情報に基づいて、ジャンルを特定
できる。
【００８７】
　テレビ信号処理部７は、判別したジャンルが映画であるか否かを判定し（ステップＳ４
２）、映画であると判定した場合（ステップＳ４２：ＹＥＳ）、第１表示モードに設定し
（ステップＳ４０）、処理を終える。一方、判別したジャンルが映画でないと判定した場
合（ステップＳ４２：ＮＯ）、テレビ信号処理部７は、第２表示モードに設定し（ステッ
プＳ４３）、処理を終える。
【００８８】
　上述の処理により、使用者が外部機器からの映像信号を選択している場合に、機器毎だ
けでなく、外部機器からの映像信号のジャンルに最適な信号処理が可能となる。
　なお、上述の処理では、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ及びゲーム機以
外の外部機器からの映像信号が選択されている場合に、映像信号のジャンルが映画である
か否かによって、色変換回路７３による処理を切り替えていた。このような構成のほかに
、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ又はゲーム機からの映像信号についても
、ジャンル毎に色変換回路７３による処理を適宜切り替えてもよい。
【００８９】
　本実施の形態２のテレビ信号処理部７は、入力信号切換部７５によって切り替えられた
映像信号に応じて、色変換回路７３による処理を切り替える構成である。更に、入力信号
切換部７５によって切り替えられた映像信号に応じて、即ち、色変換回路７３による処理
に応じて、ガンマ補正回路７２が行うガンマ補正処理を適宜切り替える構成としてもよい
。具体的には、色変換回路７３による処理に応じて、ガンマ補正回路によるガンマ補正処
理に用いるガンマカーブを変更する。この場合、使用者が選択したコンテンツ（映像信号
）に応じて、ＲＥＣ７０９規格を満足した色再現範囲を実現できるだけでなく、ガンマカ
ーブの最適化も可能となり、より最適な視聴環境を提供することができる。例えば、使用
者が映画コンテンツを視聴する場合に、映画コンテンツに最適なガンマカーブ（２．２乗
）を提供することができる。
【００９０】
　本実施の形態２における液晶テレビにおいても、変形例１，２を含み、上述の実施の形
態１で説明した変形例と同様の変形例の適用が可能である。
【００９１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものでは無いと考え
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り、その外部からパーソナルコンピューター等の映像信号を入力するものも含まれる。す
なわち、本発明の範囲は、上記した意味では無く、特許請求の範囲によって示され、特許
請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００９２】
　１　液晶パネルモジュール
　２　フロントキャビネット
　３　バックキャビネット
　４　チューナ（映像受信部）
　５　電気回路
　６　スタンド
　７　テレビ信号処理部
　８　受付部
　８ａ　表示モード受付部（混色要否受付部）
　８ｂ　混色量受付部
　１１　液晶パネル
　１２　バックライト
　１３，１１３，２１３　４原色カラーフィルタ
　１４　液晶駆動回路部
　７１　色属性変更回路
　７２　ガンマ補正回路
　７３　色変換回路
　７３ａ　混色処理部
　７３ｂ　Ｒ増大処理部（増大処理部）
　７３ｃ　Ｇ増大処理部（増大処理部）
　７３ｄ　ＲＧＢ→ＲＧＢＹ変更処理部（変更処理部）
　７３ｅ　テーブル
　７４　システム制御部
　７５　入力信号切換部
　７６　コンテンツ判定部（判定部）
【要約】
【課題】４原色の色純度を極力低下させることなく、各画素の輝度を増加させることがで
きる液晶表示装置及び液晶テレビを提供する。
【解決手段】赤、緑、青及び黄の４原色カラーフィルタ１３を有する液晶パネル１１と、
液晶パネル１１を照明するバックライト１２と、入力されたカラー映像信号を、カラー映
像に係る赤、緑、青及び黄を示す信号に変換するテレビ信号処理部７とを備えた液晶テレ
ビに、赤又は緑を表示する場合、赤又は緑に黄を混色させる混色処理部を備える。
【選択図】図２
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