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(57)【要約】
【課題】画像の彩度の低下による画質劣化を抑制する色
変換装置、表示装置、電子機器及び色変換方法を提供す
る。
【解決手段】第１色変換回路２３Ａは、リニア変換回路
２２から受信したＲＧＢデータに対して所定の行列を乗
算する第１色変換を実行して定義色域判定データを導出
し、色域外補正回路２３Ｂは、定義色域判定データに基
づいて、入力信号で特定される色が定義色域外にあると
判定した場合、定義色域判定データに対して色域外補正
を実行して、補正データを導出し、第２色変換回路２３
Ｃは、補正データに対して所定の行列の逆行列を乗算す
る第２色変換を実行して定義色域内データを導出する。
【選択図】図４



(2) JP 2014-155024 A 2014.8.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から入力する入力信号に基づいて表示デバイスの画素の動作を制御する出力信号を
生成する信号処理部と、
　該信号処理部によって生成された前記出力信号に基づいて、前記画素の駆動信号を出力
する信号出力部と、
　を備え、
　前記信号処理部は、
　前記入力信号に基づく色データによって所定の色空間内で特定される色が、該色空間内
で定義された定義色域外の色である場合、該定義色域の境界上又は内部の色を特定する定
義色域内データを生成し、
　前記入力信号に基づく色データによって前記色空間内で特定される色が、前記定義色域
の境界上又は内部の色である場合、前記入力信号に基づく色データによって特定される色
とは異なる色の色データに変換せずに、前記入力信号に基づく色データと同一の前記定義
色域内データを生成し、
　前記定義色域内データに基づいて、前記出力信号を生成することを特徴とする色変換装
置。
【請求項２】
　前記画素が２次元マトリクス状に配列された前記表示デバイスと、
　請求項１に記載の色変換装置と、
　を備えたことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　前記信号処理部は、
　前記入力信号に基づく色データに基づいて、該色データによって特定される色が前記定
義色域の境界上又は内部の色であるか否かを判定するための定義色域判定データを生成す
る第１色変換部と、
　該第１色変換部によって生成された前記定義色域判定データに基づいて、前記入力信号
に基づく色データによって特定される色が前記定義色域の境界上又は内部の色であるか否
かを判定し、前記定義色域外の色であると判定した場合、前記定義色域判定データを、前
記定義色域の境界上又は内部の色であると判定されるように補正した補正データを生成し
、前記定義色域の境界上又は内部の色であると判定した場合、前記定義色域判定データを
そのまま前記補正データとして生成する色域外補正部と、
　該色域外補正部によって生成された前記補正データに基づいて、前記定義色域の境界上
又は内部の色を特定する定義色域内データを生成する第２色変換部と、
　を有したことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１色変換部は、前記入力信号に基づく色データに所定の第１行列を乗算すること
によって、前記定義色域判定データを生成し、
　前記第２色変換部は、前記補正データに前記第１行列の逆行列である第２行列を乗算す
ることによって前記定義色域内データを生成することを特徴とする請求項３に記載の表示
装置。
【請求項５】
　前記信号処理部は、前記入力信号に基づく色データによって特定される色が前記定義色
域外の色である場合、前記定義色域の境界上の色を特定する前記定義色域内データを生成
することを特徴とする請求項２～４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記表示デバイスの画像表示面とは反対側の背面側に配置され、前記表示デバイスの略
全面に向けて白色光を照射する面光源装置と、
　該面光源装置を制御する光源装置制御部と、
　を備え、
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　前記表示デバイスの前記画素は、第１の色を表示するための第１副画素、第２の色を表
示するための第２副画素、第３の色を表示するための第３副画素、及び、白色を表示する
ための第４副画素を含み、
　前記信号処理部は、前記定義色域内データに基づいて、前記出力信号及び光源装置制御
信号を生成する４色生成部を有し、
　前記信号出力部は、前記４色生成部によって生成された前記出力信号に基づいて、前記
第１副画素、前記第２副画素、前記第３副画素及び前記第４副画素に前記駆動信号を出力
し、
　前記光源装置制御部は、前記４色生成部によって生成された前記光源装置制御信号に基
づいて、前記面光源装置に前記白色光を照射させる駆動電圧を出力することを特徴とする
請求項２～５のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記信号処理部は、
　γ補正の処理が施されている前記入力信号をγ補正が施される前のデータに変換するリ
ニア変換部と、前記定義色域内データに対してγ補正するγ補正部とを有し、
　前記リニア変換部によって変換されたデータを、前記入力信号に基づく色データとし、
前記γ補正部によってγ補正された前記定義色域内データに基づいて前記出力信号を生成
することを特徴とする請求項２～６のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項８】
　請求項２～７のいずれか一項に記載の表示装置と、
　画像を表示させるための前記入力信号を前記表示装置に送信する制御装置と、
　を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　入力信号に基づく色データに基づいて、該色データによって特定される色が所定の色空
間内で定義された定義色域の境界上又は内部の色であるか否かを判定するための定義色域
判定データを生成する第１色変換を実行するステップと、
　前記定義色域判定データに基づいて、前記入力信号に基づく色データによって特定され
る色が前記定義色域の境界上又は内部の色であるか否か判定するステップと、
　該ステップにおいて、前記定義色域外の色であると判定した場合、前記定義色域判定デ
ータを、前記定義色域の境界上又は内部の色であると判定されるように補正した補正デー
タを生成し、前記定義色域の境界上又は内部の色であると判定した場合、前記定義色域判
定データをそのまま前記補正データとして生成するステップと、
　前記補正データに基づいて、前記定義色域の境界上又は内部の色を特定する定義色域内
データを生成する第２色変換を実行するステップと、
　を有したことを特徴とする色変換方法。
【請求項１０】
　前記定義色域内データに基づいて、表示デバイスに配列された画素に含まれる第１副画
素、第２副画素、第３副画素及び第４副画素の動作を制御する出力信号を生成するステッ
プを有したことを特徴とする請求項９に記載の色変換方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、所定の色域の範囲内に収まるような画像表示のための出力信号に変換して、
その色域内で画像の色を表示させる色変換装置、表示装置、電子機器及び色変換方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、画素Ｒ（赤）、Ｇ（緑）及びＢ（青）に加え、画素Ｗ（白）を追加したＲＧ
ＢＷ方式の液晶パネルを用いた液晶表示装置が採用されている。このＲＧＢＷ方式の液晶
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表示装置は、画像表示を決定付けるＲＧＢデータに基づくバックライトからの光の画素Ｒ
、Ｇ及びＢにおける透過量を、画素Ｗに振り分けて画像を表示させることによって、バッ
クライトの輝度を低減させることを可能とし、消費電力を低減している。
【０００３】
　しかし、彩度が高い画像の場合、画素Ｗにバックライトの光の透過量を振り分けること
ができず、あるいは、振り分けられる量が少なくなるので、バックライトの消費電力を低
減することができない。この問題を解決するための液晶表示装置として、彩度が高い画像
に対して彩度を低下させることによって、画素Ｗに振り分けることができるバックライト
の光の透過量を増加させて、バックライトの消費電力を図っているものがある（特許文献
１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１７６２４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された液晶表示装置は、ＲＧＢデータに基づく画像の
すべての色の彩度を低下させているので、表示される画像の見栄えが悪くなるという可能
性がある。特に、人間の視覚特性に対して敏感な記憶色（人の肌色及び空の青色等）の見
栄えも変化するため、彩度を低下させる前と比較して、表示される画像の画質劣化の影響
が大きくなるという可能性がある。
【０００６】
　本開示は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、画像の彩度の低下
による画質劣化を抑制する色変換装置、表示装置、電子機器及び色変換方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示に係る色変換装置は、外部から入力する入力信号に基づいて表示デバイスの画素
の動作を制御する出力信号を生成する信号処理部と、該信号処理部によって生成された前
記出力信号に基づいて、前記画素の駆動信号を出力する信号出力部と、を備え、前記信号
処理部は、前記入力信号に基づく色データによって所定の色空間内で特定される色が、該
色空間内で定義された定義色域外の色である場合、該定義色域の境界上又は内部の色を特
定する定義色域内データを生成し、前記入力信号に基づく色データによって前記色空間内
で特定される色が、前記定義色域の境界上又は内部の色である場合、前記入力信号に基づ
く色データによって特定される色とは異なる色の色データに変換せずに、前記入力信号に
基づく色データと同一の前記定義色域内データを生成し、前記定義色域内データに基づい
て、前記出力信号を生成することを特徴とする。
【０００８】
　上記の色変換装置によって、画像のすべての色の彩度を下げる場合と比較して、画像の
彩度の低下による画質劣化を抑制することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示に係る色変換装置、表示装置、電子機器及び色変換方法によれば、定義色域の境
界上又は内部の色よりも彩度が高い定義色域外の色のみ色変換の対象とし、定義色域外の
色を、色相を変えることなく定義色域の境界上又は内部の色に変換することができる。こ
の変換によって、画像のすべての色の彩度を下げる場合と比較して、画像の彩度の低下に
よる画質劣化を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】図１は、本開示の実施形態１に係る液晶表示装置の構成の一例を示すブロック図
である。
【図２】図２は、図１の液晶表示装置における画像表示デバイス及び画像表示デバイス駆
動回路の配線図である。
【図３】図３は、図１の液晶表示装置における画像表示デバイスの概略断面図である。
【図４】図４は、図１の液晶表示装置における信号処理部のブロック構成図である。
【図５】図５は、ＸＹＺ表色系におけるｓＲＧＢ色空間内の定義色域を示す図である。
【図６】図６は、本開示の実施形態１に係る液晶表示装置のリニア変換回路、色変換回路
及びγ補正回路の動作を示すフローチャートである。
【図７】図７は、本開示の実施形態２に係る電子機器の外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本開示の実施形態につき、図面を参照しつつ、次に示す順序で詳細に説明する。
　　１．実施形態１
　　２．実施形態２
　　３．本開示の構成
［１．実施形態１］
（液晶表示装置１０の構成）
　図１は、本開示の実施形態１に係る液晶表示装置の構成の一例を示すブロック図であり
、図２は、図１の液晶表示装置における画像表示デバイス及び画像表示デバイス駆動回路
の配線図である。図１及び図２を参照しながら、本実施形態に係る液晶表示装置１０の構
成について説明する。なお、本実施形態において、表示装置として、液晶を用いた液晶表
示装置１０を例に説明するが、これに限定されるものではなく、例えば、有機ＥＬ等を用
いた表示装置であってもよい。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置１０は、入力信号（ＲＧＢデータ）
を入力して所定のデータ変換処理を行って出力する信号処理部２０と、信号処理部２０か
ら出力された出力信号に基づいて画像を表示する画像表示デバイス３０と、画像表示デバ
イス３０の表示動作を制御する画像表示デバイス駆動回路４０と、画像表示デバイス３０
を背面から白色光を面状に照射する面光源装置５０と、面光源装置５０の動作を制御する
光源装置制御回路６０（光源装置制御部）と、を備える。なお、液晶表示装置１０は、特
開２０１１－１５４３２３号公報に記載されている画像表示装置組立体と同様の構成であ
り、特開２０１１－１５４３２３号公報に記載されている各種変形例が適用可能である。
【００１３】
　信号処理部２０は、画像表示デバイス３０及び面光源装置５０の動作を制御する演算処
理部である。また、信号処理部２０は、画像表示デバイス３０を駆動する画像表示デバイ
ス駆動回路４０、及び、面光源装置５０を駆動する光源装置制御回路６０と電気的に接続
されている。また、信号処理部２０は、外部から入力した入力信号（ＲＧＢデータ）に対
してデータ処理を行って、出力信号及び光源装置制御信号を生成して出力する。具体的に
は、信号処理部２０は、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）のエネルギー比で表されるＲＧＢ
データである入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）に対して、後述するように、所定の色変換処
理を行い、さらに、第４色であるＷ（白）を加えた、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）、Ｗ
（白）のエネルギー比で表される出力信号（Ｒｏ，Ｇｏ，Ｂｏ，Ｗｏ）を生成する。そし
て、信号処理部２０は、生成した出力信号（Ｒｏ，Ｇｏ，Ｂｏ，Ｗｏ）を画像表示デバイ
ス駆動回路４０に出力し、光源装置制御信号を光源装置制御回路６０に出力する。なお、
入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）は、例えば、ｓＲＧＢ色空間における特定の色を示すＲＧ
Ｂデータとする。
【００１４】
　画像表示デバイス３０は、カラー液晶表示デバイスであり、図２に示すように、第１色
（赤色）を表示する第１副画素４９Ｒ、第２色（緑色）を表示する第２副画素４９Ｇ、第
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３色（青色）を表示する第３副画素４９Ｂ、及び、第４色（白色）を表示する第４副画素
４９Ｗを含む画素４８が、２次元マトリクス状に配列されている。第１副画素４９Ｒと画
像表示デバイス３０の表示面との間には、第１色（赤）の光を透過させる第１カラーフィ
ルタが配置され、第２副画素４９Ｇと画像表示デバイス３０の表示面との間には、第２色
（緑）の光を透過させる第２カラーフィルタが配置され、第３副画素４９Ｂと画像表示デ
バイス３０の表示面との間には、第３色（青）の光を透過させる第３カラーフィルタが配
置されている。また、第４副画素４９Ｗと画像表示デバイス３０の表示面との間には、全
ての色を透過させる透明の樹脂層が配置されている。なお、第４副画素４９Ｗと画像表示
デバイス３０の表示面との間には、何も備えられない構成としてもよい。
【００１５】
　また、画像表示デバイス３０は、図２に示す例では、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４
９Ｇ、第３副画素４９Ｂ及び第４副画素４９Ｗがストライプ配列に類似した配列によって
配置されている。なお、１つの画素に含まれる副画素の構成及びその配置は、特に限定さ
れるものではない。例えば、画像表示デバイス３０は、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４
９Ｇ、第３副画素４９Ｂ及び第４副画素４９Ｗがダイアゴナル配列（モザイク配列）に類
似した配列によって配置されるものとしてもよい。また、例えば、デルタ配列（トライア
ングル配列）に類似した配列、又は、レクタングル配列に類似した配列等によっては配列
されるものとしてもよい。一般的には、ストライプ配列に類似した配列は、パーソナルコ
ンピュータ等においてデータ及び文字列を表示するのに好適である。これに対して、モザ
イク配列に類似した配列は、ビデオカメラレコーダ及びデジタルスチルカメラ等において
自然画を表示するのに好適である。
【００１６】
　画像表示デバイス駆動回路４０は、信号出力回路４１（信号出力部）及び走査回路４２
を備えている。信号出力回路４１は、図２に示すように、配線ＤＴＬによって画像表示デ
バイス３０の各画素４８中の副画素にそれぞれ電気的に接続されている。この信号出力回
路４１は、信号処理部２０から出力される出力信号（Ｒｏ，Ｇｏ，Ｂｏ，Ｗｏ）に基づい
て、各副画素に含まれる液晶に印加する駆動電圧を出力し、各画素の面光源装置５０から
照射される光の透過率を制御する。走査回路４２は、図２に示すように、配線ＳＣＬによ
って画像表示デバイス３０の各画素４８中の副画素の動作を制御するためのスイッチング
素子にそれぞれ電気的に接続されている。この走査回路４２は、複数の配線ＳＣＬに順次
、走査信号を出力し、走査信号を各画素４８の副画素のスイッチング素子に印加すること
によってＯＮ動作させる。信号出力回路４１は、走査回路４２の走査信号が印加されてい
る副画素に対して、副画素に含まれる液晶に駆動電圧を印加する。このようにして、画像
表示デバイス３０の画面全体に画像が表示される。
【００１７】
　面光源装置５０は、画像表示デバイス３０の画像表示面の反対側の背面側に配置され、
画像表示デバイス３０の略全面に向けて白色光を照射する。
【００１８】
　光源装置制御回路６０は、信号処理部２０から出力される光源装置制御信号に基づいて
、面光源装置５０に白色光を照射させるための駆動電圧を出力し、光の光量（光の強度）
を制御する。
【００１９】
（画像表示デバイス３０の構造）
　図３は、図１の液晶表示装置における画像表示デバイスの概略断面図である。図３を参
照しながら、本実施形態の画像表示デバイス３０の構造について説明する。
【００２０】
　図３に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置１０の画像表示デバイス３０は、一
対の透明基板３３、３４と、一対の透明基板３３、３４の間に配置された液晶層３５と、
一対の透明基板３３、３４の外側にそれぞれ配置された偏光板３１、３２と、透明基板３
３と液晶層３５との間に配置されたカラーフィルタ３６とを備えている。
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【００２１】
　偏光板３１、３２は、面光源装置５０から照射される光の透過を制御する。
【００２２】
　透明基板３３、３４は、図３に図示していないが、液晶層３５の液晶に電圧を印加させ
るための電極、配線ＤＴＬ、ＳＣＬ、及び、各画素４８の副画素の動作を制御するスイッ
チング素子が実装されており、電極における電気が他の部分に漏らさない作用を有する。
【００２３】
　液晶層３５は、印加される電圧の大きさに応じて、光の透過率を調整するものであり、
例えば、ＴＮ（ツイステッドネマティック）、ＶＡ（垂直配向）、又はＥＣＢ（電界制御
複屈折）等の各種モードの液晶が用いられる。
【００２４】
　カラーフィルタ３６は、画像表示側の透明基板３３と、液晶層３５との間に配設され、
例えば、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）及びＢ（青）の３色のカラーフィルタ層（上述の第１カラー
フィルタ、第２カラーフィルタ及び第３カラーフィルタ）、及び、全ての色を透過させる
透明の樹脂層（Ｗ（白））が周期的に配列されて構成されている。
【００２５】
　なお、図３に図示していないが、透明基板３４と液晶層３５との間、及び液晶層３５と
カラーフィルタ３６との間には、それぞれ配向膜が配設されている。配光膜は、液晶層３
５の液晶分子を一定方向に並べる作用を有する。
【００２６】
（信号処理部２０の構成）
　図４は、図１の液晶表示装置における信号処理部のブロック構成図である。図４を参照
しながら、本実施形態の信号処理部２０の構成について説明する。
【００２７】
　図４に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置１０の信号処理部２０は、Ｉ／Ｆ制
御回路２１、リニア変換回路２２（リニア変換部）、色変換回路２３、Ｗ生成回路２４（
４色生成部）及びγ補正回路２５（γ補正部）を備えている。色変換回路２３は、第１色
変換回路２３Ａ（第１色変換部）、色域外補正回路２３Ｂ（色域外補正部）及び第２色変
換回路２３Ｃ（第２色変換部）を備えている。
【００２８】
　Ｉ／Ｆ制御回路２１は、外部から画像の情報（ＲＧＢデータ）である入力信号（Ｒｉ，
Ｇｉ，Ｂｉ）を入力するインターフェースである。具体的には、Ｉ／Ｆ制御回路２１は、
外部から入力した入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）を、リニア変換回路２２、色変換回路２
３、Ｗ生成回路２４及びγ補正回路２５においてデータ処理するための適切なデータ形式
に変換して、リニア変換回路２２に出力する。
【００２９】
　リニア変換回路２２は、Ｉ／Ｆ制御回路２１を介して受信した入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，
Ｂｉ）に対して逆γ補正であるリニア変換を行う。具体的には、入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，
Ｂｉ）は、１より大きいγ値（例えば、γ＝２．２）によるγ補正が施されているため、
リニア変換回路２２は、γ値を１とするＲＧＢデータに変換（逆γ補正）する。また、リ
ニア変換回路２２は、例えば、入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）が８ビット（０～２５５）
で表されるＲＧＢデータである場合、ＲＧＢデータのＲ成分、Ｇ成分及びＢ成分のそれぞ
れの値を０以上１以下の値となるように正規化し、正規化したＲＧＢデータを色変換回路
２３に出力する。なお、上記のようにＲＧＢデータの正規化処理は、必ずしも必要ではな
く、逆γ補正をしたデータのまま取り扱ってもよい。
【００３０】
　色変換回路２３は、リニア変換回路２２から受信した正規化したＲＧＢデータに対して
、後述する第１色変換、色域外補正及び第２色変換に基づく色変換処理を実行し、正規化
したＲＧＢデータが示す色の彩度よりも低下させたＲＧＢデータ（各成分が０以上１以下
の値）を生成し、該ＲＧＢデータをＷ生成回路２４に出力する。
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【００３１】
　Ｗ生成回路２４は、色変換回路２３から受信したＲＧＢデータに基づいて、画素４８の
うち第４副画素４９Ｗを駆動させるためのＷ（白）成分のデータを含むＲＧＢＷデータ、
及び、光源装置制御信号を生成する。Ｗ生成回路２４によるＲＧＢデータに基づいたＲＧ
ＢＷデータ、及び、光源装置制御信号の生成処理は、例えば、特開２００８－１７６２４
７号公報又は特開２０１０－１５６８１７号公報等の周知の方法によって実現可能である
。そして、Ｗ生成回路２４は、生成したＲＧＢＷデータをγ補正回路２５に出力する。
【００３２】
　γ補正回路２５は、上述のように、例えば、入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）が８ビット
（０～２５５）で表されるＲＧＢデータである場合、Ｗ生成回路２４から受信したＲＧＢ
Ｗデータを入力信号と同様に８ビットデータに変換する。さらに、γ補正回路２５は、変
換した８ビットデータに対して、γ補正が施されていた入力信号のγ値（例えば、γ＝２
．２）によってγ補正の処理を実行し、γ補正したＲＧＢＷデータを出力信号（Ｒｏ，Ｇ
ｏ，Ｂｏ，Ｗｏ）として出力する。この出力信号（Ｒｏ，Ｇｏ，Ｂｏ，Ｗｏ）のＷ（白）
成分に基づいて、画素４８の第４副画素４９Ｗに面光源装置５０の光の透過量を振り分け
ることができるので、カラーフィルタ３６全体の透過率が向上し、面光源装置５０の消費
電力を削減することができる。なお、γ補正回路２５は、入力信号と同様に、ＲＧＢＷデ
ータを８ビットデータに変換するものとしたが、特に、入力信号のビット数に一致させる
必要はない。
【００３３】
　なお、リニア変換回路２２、色変換回路２３、Ｗ生成回路２４及びγ補正回路２５は、
ハードウェア又はソフトウェアのいずれかによって機能が実現されていればよく、特に限
定されるものではない。また、信号処理部２０の各回路がハードウェアによって構成され
るものであっても、それぞれの回路が物理的に独立して区別される必要はなく、物理的に
単一の回路によって複数の機能が実現されるものとしてもよい。
【００３４】
（定義色域１１１について）
　図５は、ＸＹＺ表色系におけるｓＲＧＢ色空間内の定義色域を示す図である。図５を参
照しながら、ＸＹＺ色空間内のｓＲＧＢ色空間１０２における定義色域１１１の詳細を説
明する。
【００３５】
　図５に示すグラフのうち、ｘｙ色度範囲１０１は、ＸＹＺ表色系において人間の肉眼で
判別できるとされる色の範囲を示す。ＸＹＺ表色系とは、人間が肉眼で判別できる全ての
色を、正数（Ｘ，Ｙ，Ｚ）で表現することを可能とする色の表現形式である。ここで、ｘ
＝Ｘ／（Ｘ＋Ｙ＋Ｚ）、ｙ＝Ｙ／（Ｘ＋Ｙ＋Ｚ）及びｚ＝Ｚ／（Ｘ＋Ｙ＋Ｚ）とおいた場
合、ｘ＋ｙ＋ｚ＝１となり、ｘ、ｙ、ｚは、Ｘ、Ｙ、Ｚの和に対するＸ、Ｙ、Ｚそれぞれ
の比率を示す。このとき、ｚ＝１－ｘ－ｙの関係となるので、ｘ、ｙが決定すれば、ｚが
求まることになる。したがって、ｘ、ｙのみで全ての色を表現することが可能であり、横
軸をｘとし、縦軸をｙとした座標系において、全ての色を示すｘ、ｙの範囲がｘｙ色度範
囲１０１である。具体的には、ｘｙ色度範囲１０１の周囲の線及びその周囲の線の内部に
よって全ての色が表現され、周囲の線上の点で定まる色が単色光（純色）を示す。また、
ｘｙ色度範囲１０１の周囲の線上に沿って色の色相が変わり、ｘｙ色度範囲１０１内部へ
向かう程、色の彩度が低くなる。
【００３６】
　また、ＸＹＺ表色系の（Ｘ，Ｙ，Ｚ）は、ＲＧＢデータの（Ｒ，Ｇ，Ｂ）と一対一の関
係にあり、行列によるデータ変換によって、相互に変換することが可能である。図５に示
すように、ＸＹＺ表色系のｘｙ色度範囲１０１上に、便宜的にＲＧＢデータの色空間であ
るｓＲＧＢ色空間１０２及びＡｄｏｂｅ（登録商標）ＲＧＢ色空間１０３を示している。
ここで、ｓＲＧＢとは、ＩＥＣ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｔｅｃｈ
ｎｉｃａｌ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）（国際電気標準会議)が策定した色空間の国際標準
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規格である。また、Ａｄｏｂｅ（登録商標）ＲＧＢとは、Ａｄｏｂｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓが
制定した色空間である。
【００３７】
　本実施形態に係る液晶表示装置１０においては、入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）はｓＲ
ＧＢ色空間１０２内によって表現されるＲＧＢデータであるものとする。信号処理部２０
は、ｓＲＧＢ色空間１０２内に定義色域１１１を定義し、入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）
で特定される色を定義色域１１１の周囲の線上又は内部の色となるように色変換処理を実
行する。図５に示す色サンプル配列１２１は、ｓＲＧＢ色空間１０２に含まれる色のサン
プルを配列したものである。色サンプル配列１２１のうち、点線で囲まれた色は、彩度が
実線で囲まれた色の彩度よりも高く、定義色域１１１の周囲の線上又は内部に含まれない
色であり、上記の色変換処理によって、後述するように、定義色域１１１の周囲の線上の
色となるように色変換処理が実行される。
【００３８】
　なお、定義色域１１１を定義する色空間は、ｓＲＧＢ色空間１０２であるものとしたが
、これに限定されるものではなく、図５に示すＡｄｏｂｅ（登録商標）ＲＧＢ色空間１０
３等、その他の色空間でもよい。また、ｓＲＧＢ色空間１０２及びＡｄｏｂｅ（登録商標
）ＲＧＢ色空間１０３は、ＸＹＺ表色系のｘｙ色度範囲１０１上において、三角形状の範
囲で示されるが、定義色域が定義される所定の色空間は、三角形状の範囲で定められるこ
とに限定されるものではなく、多角形状、円形状又は楕円形状等の任意の形状の範囲で定
められるものとしてもよい。
【００３９】
（リニア変換、色変換処理及びγ補正の動作）
　図６は、本開示の実施形態に係る液晶表示装置のリニア変換回路、色変換回路及びγ補
正回路の動作を示すフローチャートである。図６を参照しながら、リニア変換回路２２、
色変換回路２３、Ｗ生成回路２４及びγ補正回路２５によるリニア変換、色変換処理、４
色生成処理及びγ補正の具体的動作について説明する。
【００４０】
　まず、後述する混色肌色よりも彩度が高い原色黄色であり、８ビットのＲＧＢデータと
して表現した場合に（２５５，２５５，０）となる色を色変換処理する例を説明する。
【００４１】
（ステップＳ１）
　リニア変換回路２２は、入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）＝（２５５，２５５，０）に対
して、逆γ補正であるリニア変換を行い、さらに、リニア変換した値を０以上１以下の値
となるように正規化して（１，１，０）を導出し、この正規化したＲＧＢデータ（１，１
，０）を色変換回路２３に出力する。具体的には、入力信号のＲ成分であるＲｉ（＝２５
５）を例にして、Ｒｉは、下記の式（１）によってリニア変換される。式（１）において
、ａはリニア変換前の値（０～２５５）、ｂはリニア変換後の値（０～２５５）であり、
γはγ補正されている入力信号のγ値（ここではγ＝２．２とする）である。
【００４２】
　ｂ＝２５５×（ａ／２５５）γ＝２５５×（２５５／２５５）２．２　　　・・・（１
）
【００４３】
　式（１）によって求められたｂをさらに正規化することによって、正規化したＲＧＢデ
ータのＲ成分である「１」が求まる。リニア変換回路２２は、入力信号のＧ成分及びＢ成
分についても、同様の演算によってリニア変換及び正規化処理を行う。そして、ステップ
Ｓ２へ進む。
【００４４】
　なお、上記のように入力信号に対してリニア変換後、正規化処理をしているが、これに
限定されるものではなく、入力信号に対して正規化処理をした後、リニア変換してもよい
。いずれにおいても、結果として求まる値は同一である。
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【００４５】
　このように、入力信号に対して逆γ補正の処理を施すことによって、表示装置の見え方
に依存したγ補正の処理が施された入力信号を、γ補正前の本来の画像データに戻すこと
ができるので、適切なデータ処理が可能となる。
【００４６】
（ステップＳ２）
　色変換回路２３の第１色変換回路２３Ａは、下記の式（２）に示すように、リニア変換
回路２２から受信したＲＧＢデータ（１，１，０）に対して行列Ｍ１（第１行列）を乗算
する第１色変換を実行し、定義色域判定データとして、例えば、（０．９９６７，１．１
２６５，－０．２７１８）を導出する。なお、行列Ｍ１は、後述するように、入力信号（
Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）で特定される色が定義色域１１１の周囲の線上又は内部にあるか否か
が判定するために、リニア変換回路２２から出力されるＲＧＢデータに対して演算処理す
るためのものである。行列Ｍ１は、ｓＲＧＢ色空間１０２内で定義色域１１１の形状が変
更されれば、行列成分の値は変更されるものである。
【００４７】
【数１】

 
【００４８】
　第１色変換回路２３Ａは、導出した定義色域判定データを色域外補正回路２３Ｂに出力
する。そして、ステップＳ３へ進む。
【００４９】
（ステップＳ３）
　色変換回路２３の色域外補正回路２３Ｂは、第１色変換回路２３Ａから受信した定義色
域判定データの成分の中に０未満又は１より大きい値があるか否かを判定する。この判定
によって、入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）で特定される色が定義色域１１１の周囲の線上
又は内部にあるか否かが判定可能となる。すなわち、判定の結果、定義色域判定データの
成分の中に０未満又は１より大きい値がある場合、色域外補正回路２３Ｂは、入力信号（
Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）で特定される色が定義色域１１１外にあると判定し、ステップＳ４へ
進む。一方、定義色域判定データの成分の中に０未満又は１より大きい値がない場合、色
域外補正回路２３Ｂは、入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）で特定される色が定義色域１１１
の周囲の線上又は内部にあると判定し、定義色域判定データをそのまま補正データとして
第２色変換回路２３Ｃに出力し、ステップＳ５へ進む。色域外補正回路２３Ｂは、定義色
域判定データが（０．９９６７，１．１２６５，－０．２７１８）である場合、成分の中
に０未満の数又は１より大きい値の数を含むので、入力信号で特定される色が定義色域１
１１外にあると判定し、ステップＳ４へ進む。
【００５０】
（ステップＳ４）
　色変換回路２３の色域外補正回路２３Ｂは、定義色域判定データの成分のうち、０未満
のデータを「０」に置換し、１より大きい値のデータを「１」に置換する色域外補正の処
理を実行する。定義色域判定データが（０．９９６７，１．１２６５，－０．２７１８）
である場合、色域外補正回路２３Ｂは、色域外補正を実行して、補正データ（０．９９６
７，１，０）を導出し、第２色変換回路２３Ｃに出力する。そして、ステップＳ５へ進む
。
【００５１】
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（ステップＳ５）
　色変換回路２３の第２色変換回路２３Ｃは、下記の式（３）に示すように、色域外補正
回路２３Ｂから受信した補正データ（０．９９６７，１，０）に対して行列Ｍ２（第２行
列）を乗算する第２色変換を実行し、定義色域内データ（０．９７８３，０．９１２４，
０．１９５７）を導出する。ここで、行列Ｍ２は、行列Ｍ１の逆行列である。
【００５２】
【数２】

 
【００５３】
　以上のような第２色変換を施すことによって、ステップＳ１においてリニア変換及び正
規化処理が施されたＲＧＢデータによって特定される色を、色相を変えずに定義色域１１
１の周囲の線上の色に変換することができる。第２色変換回路２３Ｃは、導出した定義色
域内データをＷ生成回路２４に出力する。そして、ステップＳ６へ進む。
【００５４】
（ステップＳ６）
　Ｗ生成回路２４は、第２色変換回路２３Ｃから受信したＲＧＢデータ（定義色域内デー
タ）をＲＧＢＷデータに変換する。例えば、Ｗ生成回路２４は、第２色変換回路２３Ｃか
ら受信したＲＧＢデータのうち最も値が小さい成分を抽出し、ＲＧＢデータのそれぞれの
値から、抽出した成分の値を引いた値を新たなＲＧＢデータとする。この新たなＲＧＢデ
ータのうち、上記の抽出した成分に相当する成分は「０」となる。また、求めるＷ成分の
値は、抽出した成分の値を係数χで割った値とする。さらに、Ｗ生成回路２４は、このよ
うにして求めたＲＧＢＷデータの各成分に対して伸張係数αを乗じた値を新たなＲＧＢＷ
データとする。ここで、係数χは、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素
４９Ｂの集合体の最大輝度に対する第４副画素４９Ｗの最大輝度比である。また、伸張係
数αは、係数χ、及び、第２色変換回路２３Ｃから受信したＲＧＢデータから求められる
１以上の値であり、Ｗ成分に振り分けることができる分だけ値を大きくすることができる
係数である。具体的には、Ｗ生成回路２４は、第２色変換回路２３Ｃから受信したＲＧＢ
データ（定義色域内データ）（０．９７８３，０．９１２４，０．１９５７）に基づいて
、ＲＧＢＷデータ（α×０．７８２６，α×０．７１６７，α×０．００００，α×０．
１９５７／χ）（＝（Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｗ１））を生成する。
【００５５】
（ステップＳ７）
　γ補正回路２５は、Ｗ生成回路２４から受信したＲＧＢＷデータに対してγ補正を行い
、さらに、データ処理のためにγ補正した値を０～２５５の値に量子化する。具体的には
、定義色域内データのＲ成分である「α×０．７８２６」を例にして、下記の式（４）に
よってγ補正する。式（４）において、ｃはγ補正する前の値、ｄはγ補正後の値であり
、γはγ値（ここではγ＝２．２とする）である。
【００５６】
　ｄ＝ｃ１／γ＝（α×０．７８２６）１／２．２　　　　　　　　　　　　　・・・（
４）
【００５７】
　式（４）によって求まったｄを０～２５５の値に量子化することによって、量子化した
ＲＧＢデータのＲ成分である「２５５×（Ｒ１１／２．２）」が求まる。γ補正回路２５
は、ＲＧＢＷデータのＧ成分、Ｂ成分及びＷ成分についても、同様の演算によってγ補正
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及び量子化処理を行い、ＲＧＢＷデータ（２５５×（Ｒ１１／２．２），２５５×（Ｇ１
１／２．２），２５５×（Ｂ１１／２．２），２５５×（Ｗ１１／２．２））（混色黄色
）を導出する。
【００５８】
　なお、上記のようにＲＧＢＷデータに対してγ補正後、量子化処理をしているが、これ
に限定されるものではなく、入力信号に対して量子化処理をした後、γ補正してもよい。
いずれにおいても、結果として求まる値は同一である。
【００５９】
　このように、γ補正の処理を施すことによって、表示装置においてＲＧＢＷデータと表
示画面の明るさとの関係である表示特性を直線に近づけることができる。
【００６０】
　以上のように色変化処理の手順によって、第１色変換によって入力信号で特定される色
を、定義色域１１１の周囲の線上の色に変換することができる。
【００６１】
　次に、上述の原色黄色よりも彩度が低い混色肌色であり、ＲＧＢデータ（８ビットデー
タ）として（１９７，１５１，１３０）で表される色を色変換処理する例を説明する。
【００６２】
（ステップＳ１）
　リニア変換回路２２は、入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）＝（１９７，１５１，１３０）
に対して、逆γ補正であるリニア変換を行い、さらに、リニア変換した値を０以上１以下
の値となるように正規化して、（０．５６６８，０．３１５８，０．２２７１）を導出し
、この正規化したＲＧＢデータ（０．５６６８，０．３１５８，０．２２７１）を色変換
回路２３に出力する。具体的には、入力信号のＲ成分であるＲｉ（＝１９７）を例にして
、Ｒｉは、下記の式（５）によってリニア変換される。
【００６３】
　ｂ＝２５５×（ａ／２５５）γ＝２５５×（１９７／２５５）２．２　　　・・・（５
）
【００６４】
　式（５）によって求まったｂをさらに正規化することによって、正規化したＲＧＢデー
タのＲ成分である「０．５６６８」が求まる。リニア変換回路２２は、入力信号のＧ成分
及びＢ成分についても、同様の演算によってリニア変換及び正規化処理を行う。そして、
ステップＳ２へ進む。
【００６５】
（ステップＳ２）
　色変換回路２３の第１色変換回路２３Ａは、下記の式（６）に示すように、リニア変換
回路２２から受信したＲＧＢデータ（０．５６６８，０．３１５８，０．２２７１）に対
して行列Ｍ１を乗算する第１色変換を実行し、定義色域判定データ（０．６４５７，０．
３１５２，０．１９９４）を導出する。
【００６６】
【数３】

 
【００６７】
　第１色変換回路２３Ａは、導出した定義色域判定データを色域外補正回路２３Ｂに出力
する。そして、ステップＳ３へ進む。
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【００６８】
（ステップＳ３）
　色変換回路２３の色域外補正回路２３Ｂは、第１色変換回路２３Ａから受信した定義色
域判定データの成分の中に０未満又は１より大きい値があるか否かを判定する。この判定
によって、入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）で特定される色が定義色域１１１の周囲の線上
又は内部にあるか否かが判定可能となる。すなわち、判定の結果、定義色域判定データの
成分の中に０未満又は１より大きい値がある場合、色域外補正回路２３Ｂは、入力信号（
Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）で特定される色が定義色域１１１外にあると判定し、ステップＳ４へ
進む。一方、定義色域判定データの成分の中に０未満又は１より大きい値がない場合、色
域外補正回路２３Ｂは、入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）で特定される色が定義色域１１１
の周囲の線上又は内部にあると判定し、定義色域判定データをそのまま補正データとして
第２色変換回路２３Ｃに出力し、ステップＳ５へ進む。色域外補正回路２３Ｂは、定義色
域判定データ（０．６４５７，０．３１５２，０．１９９４）の場合、成分の中に０未満
の数、及び、１より大きい値の数のいずれも含まないので、入力信号で特定される色が定
義色域１１１の周囲の線上又は内部にあると判定し、ステップＳ５へ進む。
【００６９】
（ステップＳ５）
　色変換回路２３の第２色変換回路２３Ｃは、下記の式（７）に示すように、色域外補正
回路２３Ｂから受信した補正データ（０．６４５７，０．３１５２，０．１９９４）に対
して行列Ｍ１の逆行列である行列Ｍ２を乗算する第２色変換を実行し、定義色域内データ
（０．５６６８，０．３１５８，０．２２７１）を導出する。
【００７０】
【数４】

 
【００７１】
　以上のように、第２色変換回路２３Ｃによって第２色変換が実行された結果、定義色域
内データ（０．５６６８，０．３１５８，０．２２７１）が、ステップＳ１においてリニ
ア変換及び正規化処理が施されたＲＧＢデータ（０．５６６８，０．３１５８，０．２２
７１）と同一となる。これは、ステップＳ３において入力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）で特
定される色が、定義色域１１１の周囲の線上又は内部にあると判定された場合、色変換処
理によって色が変換されることなく、定義色域１１１の周囲の線上又は内部にある色のま
まで保持されることを意味する。第２色変換回路２３Ｃは、導出した定義色域内データを
Ｗ生成回路２４に出力する。そして、ステップＳ６へ進む。
【００７２】
（ステップＳ６）
　Ｗ生成回路２４は、第２色変換回路２３Ｃから受信したＲＧＢデータ（定義色域内デー
タ）をＲＧＢＷデータに変換する。例えば、Ｗ生成回路２４は、第２色変換回路２３Ｃか
ら受信したＲＧＢデータのうち最も値が小さい成分を抽出し、ＲＧＢデータのそれぞれの
値から、抽出した成分の値を引いた値を新たなＲＧＢデータとする。この新たなＲＧＢデ
ータのうち、上記の抽出した成分に相当する成分は「０」となる。また、求めるＷ成分の
値は、抽出した成分の値を係数χで割った値とする。さらに、Ｗ生成回路２４は、このよ
うにして求めたＲＧＢＷデータの各成分に対して伸張係数αを乗じた値を新たなＲＧＢＷ
データとする。具体的には、Ｗ生成回路２４は、第２色変換回路２３Ｃから受信したＲＧ
Ｂデータ（定義色域内データ）（０．５６６８，０．３１５８，０．２２７１）に基づい
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て、ＲＧＢＷデータ（α×０．３３９７，α×０．０８８６，α×０．００００，α×０
．２２７１／χ）（＝（Ｒ２、Ｇ２、Ｂ２、Ｗ２））を生成する。
【００７３】
（ステップＳ７）
　γ補正回路２５は、Ｗ生成回路２４から受信したＲＧＢＷデータに対してγ補正を行い
、さらに、データ処理のためにγ補正した値を０～２５５の値に量子化する。具体的には
、定義色域内データのＲ成分である「α×０．３３９７」を例にして、下記の式（８）に
よってγ補正する。
【００７４】
　ｄ＝ｃ１／γ＝（α×０．３３９７）１／２．２　　　　　　　　　　　　　・・・（
８）
【００７５】
　式（８）によって求まったｄを０～２５５の値に量子化することによって、量子化した
ＲＧＢデータのＲ成分である「２５５×（Ｒ２１／２．２）」が求まる。γ補正回路２５
は、ＲＧＢＷデータのＧ成分、Ｂ成分及びＷ成分についても、同様の演算によってγ補正
及び量子化処理を行い、ＲＧＢＷデータ（２５５×（Ｒ２１／２．２），２５５×（Ｇ２
１／２．２），２５５×（Ｂ２１／２．２），２５５×（Ｗ２１／２．２））（混色肌色
）を導出する。
【００７６】
　以上のような色変換処理によって、まず、入力信号で特定される色が、所定の色空間（
ここではｓＲＧＢ色空間１０２）において定義した定義色域１１１の周囲の線上又は内部
にあるか否かが判定される。そして、入力信号で特定される色が、定義色域１１１外にあ
ると判定された場合には、色相を変えずに定義色域１１１の周囲の線上の色に変換、すな
わち、彩度が低くなる方向に色変換し、定義色域１１１の周囲の線上又は内部にあると判
定された場合には、色が変換されることなく、定義色域１１１の周囲の線上又は内部にあ
る色のままで保持される。したがって、定義色域１１１の周囲の線上又は内部の色よりも
彩度が高い定義色域１１１外の色のみ色変換の対象とし、定義色域１１１外の色を、色相
を変えることなく定義色域１１１の周囲の線上の色に変換することができる。そして、画
像のすべての色の彩度を下げる場合と比較して、画像の彩度の低下による画質劣化を抑制
することができ、さらに、画像のすべての色を定義色域１１１の周囲の線上又は内部の色
に集約することができる。このように、定義色域１１１の周囲の線上又は内部の色に集約
することによって、画素４８の第４副画素４９Ｗに振り分けることができる面光源装置５
０の光の透過量が増加するので、カラーフィルタ３６全体の透過率が向上し、面光源装置
５０の消費電力を削減することができる。
【００７７】
　なお、上述のステップＳ４において、色域外補正回路２３Ｂによる色域外補正は、定義
色域判定データの成分のうち、０未満のデータを「０」に置換し、１より大きい値のデー
タを「１」に置換する処理としたが、これに限定されるものではない。すなわち、色域外
補正回路２３Ｂによる色域外補正は、定義色域判定データの成分のうち、０未満のデータ
、及び、１より大きい値のデータを、色相の変化を所定程度に収まる範囲で、０以上１以
下のデータに置換するものとしてもよい。このような０以上１以下のデータへの置換によ
って、上述のステップＳ５の第２色変換によって、ステップＳ１においてリニア変換及び
正規化処理が施されたＲＧＢデータによって特定される色を、色相の変化を所定程度に収
まる範囲で定義色域１１１の周囲の線上又は内部の色に変換することができる。
【００７８】
　また、所定の色空間（図５においてはｓＲＧＢ色空間１０２）に定義される定義色域１
１１は、三角形状の範囲で示されているが、これに限定されるものではなく、多角形状、
円形状又は楕円形状等の任意の形状の範囲で定められるものとしてもよい。この場合、入
力信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）で特定される色が定義色域１１１の周囲の線上又は内部にあ
るか否かが判定するために、リニア変換回路２２から出力されるＲＧＢデータに対して実
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行される演算処理は、行列演算の他、定義色域１１１の形状に応じた演算処理を実行する
必要がある。
【００７９】
［２．実施形態２］
（電子機器２００の構成）
　図７は、本開示の実施形態２に係る電子機器の外観図である。図７においては、携帯電
話機を電子機器２００の例として示している。図７を参照しながら、本実施形態に係る電
子機器２００の構成について説明する。
【００８０】
　電子機器２００は、上記のように携帯電話機であり、図７に示すように、本体部２１１
と、本体部２１１に対して開閉自在に設けられた表示体部２１２とを備えている。
【００８１】
　本体部２１１は、操作ボタン２１５と、送話部２１６と、制御装置２２０とを有してい
る。表示体部２１２は、液晶表示装置２１３と、受話部２１７とを有している。
【００８２】
　液晶表示装置２１３は、電話通信に関する各種情報を、液晶表示装置２１３の表示画面
２１４に表示する。液晶表示装置２１３は、実施形態１に係る液晶表示装置１０によって
構成されている。
【００８３】
　操作ボタン２１５は、ユーザーによって操作され、その操作信号が制御装置２２０に送
信される。
【００８４】
　制御装置２２０は、操作ボタン２１５から受信した操作信号等に基づいて、液晶表示装
置２１３の表示画面２１４に表示させる画像を決定し、その画像のＲＧＢデータを入力信
号として、液晶表示装置２１３に送信する。
【００８５】
　液晶表示装置２１３は、制御装置２２０から受信した入力信号に対して、実施形態１に
おいて詳述したリニア変換、色変換処理及びγ補正を実行し、各処理が施されたＲＧＢデ
ータに基づいて出力信号及び光源装置制御信号を生成する。そして、液晶表示装置２１３
は、出力信号及び光源装置制御信号に基づいて、表示画面２１４に画像を表示する。
【００８６】
　なお、液晶表示装置２１３が、制御装置２２０から受信した入力信号に対して、リニア
変換、色変換処理及びγ補正を実行するか否かは、制御装置２２０が保持する設定情報に
基づいて、選択可能とする構成としてもよい。また、制御装置２２０は、色変換処理を実
行するための定義色域１１１を複数保持しているものとし、適宜選択可能である構成とし
てもよい。これらの構成によって、電子機器２００が置かれている環境に応じて、リニア
変換、色変換処理及びγ補正を実行するか否かの選択し、又は、実行する場合において複
数の定義色域１１１から適切な定義色域１１１を選択することができる。
【００８７】
　以上のように、電子機器２００の液晶表示装置２１３は、実施形態１に係る液晶表示装
置１０によって構成されるものとしたので、画像の彩度の低下による画質劣化を抑制する
ことができ、消費電力を削減することができる。
【００８８】
　なお、実施形態１に係る液晶表示装置１０を適用することができきる本実施形態に係る
電子機器２００としては、上述した携帯電話機の他に、表示装置付き時計、表示装置付き
腕時計、パーソナルコンピュータ、液晶テレビ、ビューファインダ型若しくはモニタ直視
型のビデオテープレコ－ダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワー
ドプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話機又はＰＯＳ端末器等が挙げられる。
【００８９】
　また、上述した内容により実施形態が限定されるものではない。また、上述した実施形
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態の構成要素には、当業者が容易に想到できるもの、実質的に同一のもの、いわゆる均等
の範囲のものが含まれる。さらに、上述の実施形態の要旨を逸脱しない範囲で構成要素の
種々の省略、置換及び変更を行うことができる。
【００９０】
［３．本開示の構成］
　本開示は、次のような構成を採ることができる。
（１）外部から入力する入力信号に基づいて表示デバイスの画素の動作を制御する出力信
号を生成する信号処理部と、該信号処理部によって生成された前記出力信号に基づいて、
前記画素の駆動信号を出力する信号出力部と、を備え、前記信号処理部は、前記入力信号
に基づく色データによって所定の色空間内で特定される色が、該色空間内で定義された定
義色域外の色である場合、該定義色域の境界上又は内部の色を特定する定義色域内データ
を生成し、前記入力信号に基づく色データによって前記色空間内で特定される色が、前記
定義色域の境界上又は内部の色である場合、前記入力信号に基づく色データによって特定
される色とは異なる色の色データに変換せずに、前記入力信号に基づく色データと同一の
前記定義色域内データを生成し、前記定義色域内データに基づいて、前記出力信号を生成
することを特徴とする色変換装置。
【００９１】
（２）前記画素が２次元マトリクス状に配列された前記表示デバイスと、前記（１）に記
載の色変換装置と、を備えたことを特徴とする表示装置。
【００９２】
（３）前記信号処理部は、前記入力信号に基づく色データに基づいて、該色データによっ
て特定される色が前記定義色域の境界上又は内部の色であるか否かを判定するための定義
色域判定データを生成する第１色変換部と、該第１色変換部によって生成された前記定義
色域判定データに基づいて、前記入力信号に基づく色データによって特定される色が前記
定義色域の境界上又は内部の色であるか否かを判定し、前記定義色域外の色であると判定
した場合、前記定義色域判定データを、前記定義色域の境界上又は内部の色であると判定
されるように補正した補正データを生成し、前記定義色域の境界上又は内部の色であると
判定した場合、前記定義色域判定データをそのまま前記補正データとして生成する色域外
補正部と、該色域外補正部によって生成された前記補正データに基づいて、前記定義色域
の境界上又は内部の色を特定する定義色域内データを生成する第２色変換部と、を有した
ことを特徴とする前記（２）に記載の表示装置。
【００９３】
（４）前記第１色変換部は、前記入力信号に基づく色データに所定の第１行列を乗算する
ことによって、前記定義色域判定データを生成し、前記第２色変換部は、前記補正データ
に前記第１行列の逆行列である第２行列を乗算することによって前記定義色域内データを
生成することを特徴とする前記（３）に記載の表示装置。
【００９４】
（５）前記信号処理部は、前記入力信号に基づく色データによって特定される色が前記定
義色域外の色である場合、前記定義色域の境界上の色を特定する前記定義色域内データを
生成することを特徴とする前記（２）～（４）のいずれか一つに記載の表示装置。
【００９５】
（６）前記表示デバイスの画像表示面とは反対側の背面側に配置され、前記表示デバイス
の略全面に向けて白色光を照射する面光源装置と、該面光源装置を制御する光源装置制御
部と、を備え、前記表示デバイスの前記画素は、第１の色を表示するための第１副画素、
第２の色を表示するための第２副画素、第３の色を表示するための第３副画素、及び、白
色を表示するための第４副画素を含み、前記信号処理部は、前記定義色域内データに基づ
いて、前記出力信号及び光源装置制御信号を生成する４色生成部を有し、前記信号出力部
は、前記４色生成部によって生成された前記出力信号に基づいて、前記第１副画素、前記
第２副画素、前記第３副画素及び前記第４副画素に前記駆動信号を出力し、前記光源装置
制御部は、前記４色生成部によって生成された前記光源装置制御信号に基づいて、前記面
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光源装置に前記白色光を照射させる駆動電圧を出力することを特徴とする前記（２）～（
５）のいずれか一つに記載の表示装置。
【００９６】
（７）前記信号処理部は、γ補正の処理が施されている前記入力信号をγ補正が施される
前のデータに変換するリニア変換部と、前記定義色域内データに対してγ補正するγ補正
部とを有し、前記リニア変換部によって変換されたデータを、前記入力信号に基づく色デ
ータとし、前記γ補正部によってγ補正された前記定義色域内データに基づいて前記出力
信号を生成することを特徴とする前記（２）～（６）のいずれか一つに記載の表示装置。
【００９７】
（８）前記（２）～（７）のいずれか一項に記載の表示装置と、画像を表示させるための
前記入力信号を前記表示装置に送信する制御装置と、を備えたことを特徴とする電子機器
。
【００９８】
（９）入力信号に基づく色データに基づいて、該色データによって特定される色が所定の
色空間内で定義された定義色域の境界上又は内部の色であるか否かを判定するための定義
色域判定データを生成する第１色変換を実行するステップと、前記定義色域判定データに
基づいて、前記入力信号に基づく色データによって特定される色が前記定義色域の境界上
又は内部の色であるか否か判定するステップと、該ステップにおいて、前記定義色域外の
色であると判定した場合、前記定義色域判定データを、前記定義色域の境界上又は内部の
色であると判定されるように補正した補正データを生成し、前記定義色域の境界上又は内
部の色であると判定した場合、前記定義色域判定データをそのまま前記補正データとして
生成するステップと、前記補正データに基づいて、前記定義色域の境界上又は内部の色を
特定する定義色域内データを生成する第２色変換を実行するステップと、を有したことを
特徴とする色変換方法。
【００９９】
（１０）前記定義色域内データに基づいて、表示デバイスに配列された画素に含まれる第
１副画素、第２副画素、第３副画素及び第４副画素の動作を制御する出力信号を生成する
ステップを有したことを特徴とする前記（９）に記載の色変換方法。
【符号の説明】
【０１００】
　１０　液晶表示装置
　２０　信号処理部
　２１　Ｉ／Ｆ制御回路
　２２　リニア変換回路
　２３　色変換回路
　２３Ａ　第１色変換回路
　２３Ｂ　色域外補正回路
　２３Ｃ　第２色変換回路
　２４　Ｗ生成回路
　２５　γ補正回路
　３０　画像表示デバイス
　３１、３２　偏光板
　３３、３４　透明基板
　３５　液晶層
　３６　カラーフィルタ
　４０　画像表示デバイス駆動回路
　４１　信号出力回路
　４２　走査回路
　４８　画素
　４９Ｒ　第１副画素
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　４９Ｇ　第２副画素
　４９Ｂ　第３副画素
　４９Ｗ　第４副画素
　５０　面光源装置
　６０　光源装置制御回路
　１０１　ｘｙ色度範囲
　１０２　ｓＲＧＢ色空間
　１０３　Ａｄｏｂｅ（登録商標）ＲＧＢ色空間
　１１１　定義色域
　１２１　色サンプル配列
　２００　電子機器
　２１１　本体部
　２１２　表示体部
　２１３　液晶表示装置
　２１４　表示画面
　２１５　操作ボタン
　２１６　送話部
　２１７　受話部
　２２０　制御装置
　ＤＴＬ、ＳＣＬ　配線
　Ｍ１、Ｍ２　行列

【図１】 【図２】
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【図６】 【図７】
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