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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力映像信号の色相及び彩度を補正する画像処理装置であって、　
　前記入力映像信号を構成する２つの色差信号の色相及び彩度を抽出する抽出手段と、　
　前記抽出手段で抽出された色相及び彩度に応じてそれぞれ定められた色相補正量および
彩度補正量をテーブルに基づき決定する決定手段と、
　前記２つの色差信号と前記決定手段からの色相補正量および彩度補正量と前記入力映像
信号を構成する輝度信号とを入力して、該色相補正量および彩度補正量を該輝度信号のレ
ベルに応じて調整し、該調整した色相補正量および彩度補正量を用いたマトリックス処理
演算により前記２つの色差信号の色相及び彩度を補正する色補正手段と　
を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記抽出手段は、前記２つの色差信号の比に対応するアークタンジェント値から色相を
抽出し、前記２つの色差信号のレベルに対応するベクトル値から彩度を抽出することを特
徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記テーブルには、互いに色相の異なる複数の領域について前記色相補正量および彩度
補正量が設定されることを特徴とする画像処理装置。
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【請求項４】
　請求項３に記載の画像処理装置において、
　前記決定手段は、前記テーブルに基づき前記色相補正量と前記彩度補正量とを互いに独
立して決定することを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の画像処理装置において、
　前記決定手段は、前記テーブルに基づき２つの色差信号をｘ軸，ｙ軸にとった色差平面
上の複数の領域に亘って前記色相補正量および彩度補正量を決定することを特徴とする画
像処理装置。　
【請求項６】
　入力映像信号の色相及び彩度を補正する画像処理方法であって、
　前記入力映像信号を構成する２つの色差信号の色相及び彩度を抽出する第１のステップ
と、
　前記第１のステップで抽出した色相及び彩度に応じてそれぞれ定められた色相補正量お
よび彩度補正量をテーブルに基づき決定する第２のステップと、
　前記２つの色差信号と前記第２のステップで決定した色相補正量および彩度補正量と前
記入力映像信号を構成する輝度信号とを入力し、該色相補正量および彩度補正量を該輝度
信号のレベルに応じて調整し、該調整した色相補正量および彩度補正量を用いたマトリッ
クス処理演算により前記２つの色差信号の色相及び彩度を補正する第３のステップと
を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の画像処理方法において、
　前記第１のステップで、前記２つの色差信号の比に対応するアークタンジェント値から
色相を抽出し、前記２つの色差信号のレベルに対応するベクトル値から彩度を抽出するこ
とを特徴とする画像処理方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の画像処理方法において、
　前記テーブルには、互いに色相の異なる複数の領域について前記色相補正量および彩度
補正量が設定されることを特徴とする画像処理方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の画像処理方法において、
　前記第２のステップでは、前記テーブルに基づき前記色相補正量と前記彩度補正量とを
互いに独立して決定することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１０】
　請求項８に記載の画像処理方法において、
　前記第２のステップで、前記テーブルに基づき２つの色差信号をｘ軸，ｙ軸にとった色
差平面上の複数の領域に亘って前記色相補正量および彩度補正量を決定することを特徴と
する画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像信号の色相及び彩度を補正する画像処理装置及び画像処理方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン受信機やテレビジョンカメラといったような映像機器には、一般に、色調
整等を目的として、映像信号の色相や彩度を補正する装置が搭載されている。
【０００３】
　従来、映像信号の色相を補正する装置としては、２つの色差信号を色差変換マトリクス
回路でそれぞれ色差変換し、この色差変換した２つの色差信号にそれぞれスライスをかけ
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、この２つのスライス出力のうちの最小値をとることによって補正対象の色領域を抽出す
るようにしたものが存在していた（例えば、特許文献１参照。）。）
【０００４】
　図８は、そうした色相補正装置の色信号抽出回路の部分の構成例を示すブロック図であ
る。この色信号抽出回路に入力した色差信号Ｃｂ（＝Ｂ－Ｙ），色差信号Ｃｒ（＝Ｒ－Ｙ
）のうち、色差信号Ｃｂは可変利得増幅器５１，５２にそれぞれ供給され、色差信号Ｃｒ
は可変利得増幅器５３，５４にそれぞれ供給される。可変利得増幅器５１の出力と可変利
得増幅器５３の出力とは加算器５５で加算され、可変利得増幅器５２の出力と可変利得増
幅器５４の出力とは加算器５６で加算される。
【０００５】
　これらの可変利得増幅器５１～５４，加算器５５及び５６で色差変換マトリクス回路５
０が構成されており、色差変換した色差信号Ｃｂ’が加算器５５から出力されるとともに
、色差変換した色差信号Ｃｒ’が加算器５６から出力される。
【０００６】
　この色差信号Ｃｂ’，色差信号Ｃｒ’は、それぞれ最大値入力抽出回路５７，５８に入
力する。最大値入力抽出回路５７，５８には、それぞれこの色差信号Ｃｂ’，色差信号Ｃ
ｒ’の他に所定値の係数信号が入力する。最大値入力抽出回路５７，５８は、それぞれ２
つの入力信号のうちの最大値の信号を抽出する回路であり、色差信号Ｃｂ’，色差信号Ｃ
ｒ’にスライスをかける回路として機能する。
【０００７】
　最大値入力抽出回路５７の出力信号は、減算器５９で最大値入力抽出回路５７への入力
係数信号を減算された後、最小値入力抽出回路６１に入力する。最大値入力抽出回路５８
の出力信号も、減算器６０で最大値入力抽出回路５８への入力係数信号を減算された後、
最小値入力抽出回路６１に入力する。
【０００８】
　最小値入力抽出回路６１は、２つの入力信号のうちの最小値の信号を抽出する回路であ
る。この最小値入力抽出回路６１の出力信号が、補正対象の色領域を抽出した抽出色信号
とされる。
【０００９】
　図９は、図８の色信号抽出回路で抽出される色領域を、ｘ軸，ｙ軸にそれぞれ色差信号
Ｃｂ，色差信号Ｃｒをとった色差平面上で例示する図である。可変利得増幅器５１～５４
のゲインを調節することにより、ｘ軸に対する角度がθ１である半直線ｂ１と、ｘ軸に対
する角度がθ２である半直線ｂ２とに挟まれた領域Ａ１１が、補正対象の色領域として抽
出される。ｘ軸に対する角度がθｍである半直線ｂｍは、抽出色信号が最大となる箇所で
ある。
【００１０】
　図１０は、図９に示した色領域について最小値入力抽出回路６１から出力される抽出色
信号を、３次元状にプロットした図（Ｚ軸に抽出色信号をとった図）である。抽出色信号
は、色差平面の原点からの距離が大きくなるほど（すなわち彩度が高くなるほど）大きく
なるが、色差平面の角度方向（色相方向）では彩度にかかわらず同じ曲線を描く。
【特許文献１】特開平１１－３０８６２８号公報（段落番号００１２～００２２、図７及
び図８）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、近年は、色調整等を行う際に、映像信号のうちの所望の色相及び彩度の箇所
を、その色相や彩度に応じて任意に補正したいというニーズが高まっている。
【００１２】
　しかし、図８に示したような従来の色相補正装置では、次の（ａ）～（ｃ）のような点
から、こうしたニーズに応えることが困難であった。
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【００１３】
　（ａ）図９に示した角度θ１，θ２の値が、図１１に例示するように、半直線ｂ１と半
直線ｂ２との間にｘ軸またはｙ軸（ｘ軸に対する角度が０°，９０°，１８０°または２
７０°となる箇所）が存在するような値になると、半直線ｂ１と半直線ｂ２とで挟まれる
領域を特定することが困難になるので、色領域を抽出することが困難になる。
【００１４】
　また、θ１とθ２との差が９０°を超える場合には、必ず半直線ｂ１と半直線ｂ２との
間にｘ軸またはｙ軸が存在するようになる。そのため、θ１とθ２との差が９０°を超え
るような大きな色領域を抽出することも困難になる。
【００１５】
　このように、補正対象として抽出することのできる色領域が制約されるので、映像信号
のうちの所望の色相の箇所を補正することが困難になる。
【００１６】
　（ｂ）図８の可変利得増幅器５１～５４のゲインを調節することにより、抽出する色領
域が決定されるだけでなく、図１０に示したように、抽出色信号のレベル（したがって抽
出した色領域に対する補正の度合い）も決定される。このように、補正対象の色領域を決
定する色差変換マトリクス回路５０が、補正量を決定する回路を兼ねているので、映像信
号を任意に補正すること（例えば映像信号の色相と彩度とを互いに独立して補正すること
）が困難になる。
【００１７】
　（ｃ）図８の色信号抽出回路は、図９に例示したように、１つの色領域しか抽出するこ
とができない。したがって、例えば図１２に領域Ａ１１，Ａ１２として示すように２つ以
上の色領域を抽出してそれぞれ補正しようとする場合には、図８の色信号抽出回路全体を
２個以上設ける必要があるので、回路規模の増大を招いてしまう。
【００１８】
　本発明は、上述の点に鑑み、映像信号のうちの所望の色相及び彩度の箇所を、その色相
や彩度に応じて任意に補正することのできる画像処理装置及び画像処理方法を提供するこ
とを課題としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　この課題を解決するために、本発明に係る画像処理装置は、入力映像信号の色相及び彩
度を補正する画像処理装置であって、この入力映像信号を構成する２つの色差信号の色相
及び彩度を抽出する抽出手段と、この抽出手段で抽出された色相及び彩度に応じてそれぞ
れ定められた色相補正量および彩度補正量をテーブルに基づき決定する決定手段と、この
２つの色差信号とこの決定手段からの色相補正量および彩度補正量とこの入力映像信号を
構成する輝度信号とを入力して、この色相補正量および彩度補正量をこの輝度信号のレベ
ルに応じて調整し、この調整した色相補正量および彩度補正量を用いたマトリックス処理
演算によりこの２つの色差信号の色相及び彩度を補正する色補正手段とを備えたことを特
徴とする。
【００２０】
　この画像処理装置では、入力映像信号から、抽出手段によって、入力映像信号を構成す
る２つの色差信号の色相と彩度とがそれぞれ抽出される。そして、決定手段により、抽出
された色相及び彩度に応じてそれぞれ定められた色相補正量および彩度補正量が、テーブ
ルに基づいて決定される。そして、この２つの色差信号とこの決定手段からの色相補正量
および彩度補正量とこの入力映像信号を構成する輝度信号とが色補正手段に入力される。
色補正手段では、この色相補正量および彩度補正量がこの輝度信号のレベルに応じて調整
され、この調整された色相補正量および彩度補正量を用いたマトリックス処理演算により
この２つの色差信号の色相及び彩度が補正される。
【００２１】
　このように、入力映像信号を構成する２つの色差信号の色相と彩度とをそれぞれ抽出し
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、抽出された色相及び彩度に応じてそれぞれ定められた色相補正量および彩度補正量をテ
ーブルに基づいて決定し、この２つの色差信号とこの決定した色相補正量および彩度補正
量とのマトリックス処理演算を行うことにより、この２つの色差信号のうちの所望の色相
及び彩度の箇所を、その色相や彩度に応じて任意に補正することができる。
　また、決定手段からの色相補正量および彩度補正量だけでなく、入力映像信号の輝度レ
ベルにも基づいてこの２つの色差信号を補正するので、映像信号のうちの所望の色相及び
彩度の箇所を、その色相や彩度だけでなく映像信号の輝度レベルに応じて任意に補正する
ことができる。
【００２２】
　なお、この画像処理装置の抽出手段は、一例として、この２つの色差信号の比に対応す
るアークタンジェント値から色相を抽出し、この２つの色差信号のレベルに対応するベク
トル値から彩度を抽出するように構成するようにすればよい。
【００２３】
　また、この画像処理装置において、一例として、決定手段のテーブルには、互いに色相
の異なる複数の領域について色相補正量および彩度補正量を設定することが好適である。
それにより、回路規模の増大を招くことなく、２以上の色領域について補正を行うことが
できるようになる。
【００２４】
　また、この画像処理装置において、一例として、決定手段は、テーブルに基づき入力映
像信号の色相の補正量と彩度の補正量とを互いに独立して決定するものであることが好適
である。それにより、映像信号の色相と彩度とを互いに独立して補正する（色相だけ補正
したり、彩度だけ補正したり、色相と彩度とを互い異なる量だけ補正する）ことができる
ようになる。
【００２５】
　また、この画像処理装置において、一例として、決定手段は、テーブルに基づき２つの
色差信号をｘ軸，ｙ軸にとった色差平面上の複数の領域に亘って補正量を決定するもので
あることが好適である。それにより、この色差平面上でｘ軸に対する角度が０°，９０°
，１８０°または２７０°となる箇所を含む色領域や、この色差平面上でｘ軸に対する角
度範囲が９０°を超える色領域についても補正を行うことができるようになる。
【００２７】
　次に、本発明に係る画像処理方法は、入力映像信号の色相及び彩度を補正する画像処理
方法であって、この入力映像信号を構成する２つの色差信号の色相及び彩度を抽出する第
１のステップと、この第１のステップで抽出した色相及び彩度に応じてそれぞれ定められ
た色相補正量および彩度補正量をテーブルに基づき決定する第２のステップと、この２つ
の色差信号とこの第２のステップで決定した色相補正量および彩度補正量とこの入力映像
信号を構成する輝度信号とを入力し、この色相補正量および彩度補正量をこの輝度信号の
レベルに応じて調整し、この調整した色相補正量および彩度補正量を用いたマトリックス
処理演算によりこの２つの色差信号の色相及び彩度を補正する第３のステップとを有する
ことを特徴とする。
【００２８】
　この画像処理方法によれば、入力映像信号を構成する２つの色差信号の色相と彩度とを
それぞれ抽出し、抽出した色相及び彩度に応じてそれぞれ定められた色相補正量および彩
度補正量をテーブルに基づいて決定し、この２つの色差信号とこの決定した色相補正量お
よび彩度補正量とのマトリックス処理演算を行うことにより、この２つの色差信号のうち
の所望の色相及び彩度の箇所を、その色相や彩度に応じて任意に補正することができる。
　また、抽出した色相及び彩度に応じて決定した色相補正量および彩度補正量だけでなく
、入力映像信号の輝度レベルにも基づいてこの２つの色差信号を補正するので、映像信号
のうちの所望の色相及び彩度の箇所を、その色相や彩度だけでなく映像信号の輝度レベル
に応じて任意に補正することができる。
【発明の効果】
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【００２９】
　本発明によれば、入力映像信号を構成する２つの色差信号の色相と彩度とをそれぞれ抽
出し、抽出された色相及び彩度に応じてそれぞれ定められた色相補正量および彩度補正量
をテーブルに基づいて決定し、この２つの色差信号とこの決定した色相補正量および彩度
補正量とのマトリックス処理演算を行うことにより、この２つの色差信号のうちの所望の
色相及び彩度の箇所を、その色相や彩度に応じて任意に補正することができるという効果
が得られる。
　また、抽出された色相及び彩度に応じて決定した色相補正量および彩度補正量だけでな
く、入力映像信号の輝度レベルにも基づいてこの２つの色差信号を補正するので、映像信
号のうちの所望の色相及び彩度の箇所を、その色相や彩度だけでなく映像信号の輝度レベ
ルに応じて任意に補正することができるという効果も得られる。
【００３０】
　また、互いに色相の異なる複数の領域についての色相補正量および彩度補正量をテーブ
ルに設定することにより、回路規模の増大を招くことなく、２以上の色領域について補正
を行うことができるという効果も得られる。
【００３１】
　また、テーブルに基づき入力映像信号の色相の補正量と彩度の補正量とを互いに独立し
て決定することにより、映像信号の色相と彩度とを互いに独立して補正する（色相だけ補
正したり、彩度だけ補正したり、色相と彩度とを互い異なる量だけ補正する）ことができ
るという効果も得られる。
【００３２】
　また、テーブルに基づき２つの色差信号をｘ軸，ｙ軸にとった色差平面上の複数の領域
に亘って補正量を決定することにより、この色差平面上でｘ軸に対する角度が０°，９０
°，１８０°または２７０°となる箇所を含む色領域や、この色差平面上でｘ軸に対する
角度範囲が９０°を超える色領域について補正を行うことができるという効果も得られる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明を図面を用いて具体的に説明する。図１は、本発明を適用した画像処理装
置の全体構成を示すブロック図である。この画像処理装置は、デジタルテレビジョン放送
の受信装置内に設けられたものであり、図示しないチューナで周波数選択されてデジタル
復調，誤り訂正，多重分離，復号といった処理を施されたデジタル映像信号が、画像入力
部１に入力される。
【００３５】
　画像入力部１は、３原色の映像信号ＲＧＢが入力した場合には、その映像信号ＲＧＢを
コンポーネント信号ＹＣｂＣｒに変換し、そのコンポーネント信号ＹＣｂＣｒから輝度信
号Ｙと色差信号Ｃｂ，Ｃｒとを分離して出力する回路である。（なお、コンポーネント信
号ＹＣｂＣｒが入力した場合には、単にそのコンポーネント信号ＹＣｂＣｒから輝度信号
Ｙと色差信号Ｃｂ，Ｃｒとを分離して出力する。）
【００３６】
　画像入力部１から出力した色差信号Ｃｂ，Ｃｒは、色抽出部２及び色補正部４に送られ
る。また、画像入力部１から出力した輝度信号Ｙは、色補正部４に送られる。
【００３７】
　色抽出部２は、入力する色差信号Ｃｂ，Ｃｒから色相及び彩度を抽出する回路である。
図２は、色抽出部２の構成を示す。色抽出部２は、算出部１１，ＬＵＴ（ルックアップテ
ーブル）１２及び算出部１３から成っている。色抽出部２に入力した色差信号Ｃｂ，Ｃｒ
は、算出部１１及び算出部１３に送られる。
【００３８】
　算出部１１は、入力した色差信号Ｃｂ，Ｃｒに対して、１画素クロック毎に、色差信号
Ｃｂのレベルに対する色差信号Ｃｒのレベルの比Ｃｒ／Ｃｂを算出する演算回路である。
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算出部１１で算出された比Ｃｒ／Ｃｂを示す信号は、ＬＵＴ１２に送られる。
【００３９】
　ＬＵＴ１２は、比Ｃｒ／Ｃｂの値とアークタンジェントＣｒ／Ｃｂの値とを対応させて
記憶したＲＯＭを含んでおり、１画素クロック毎に、入力した比Ｃｒ／Ｃｂの値に対応す
るアークタンジェントＣｒ／Ｃｂの値を示す信号θをこのＲＯＭから読み出して出力する
。
【００４０】
　図３は、色差信号Ｃｂ，Ｃｒがそれぞれ或るレベルＣｂ１，Ｃｒ１であるときのＬＵＴ
１２の出力信号θの値θ１を、色差信号Ｃｂ，Ｃｒをそれぞれｘ軸，ｙ軸にとった色差平
面上で示す図である。この図３に例示するように、ＬＵＴ１２の出力信号θは、この画像
処理装置への入力映像信号の色相を表すものである。
【００４１】
　算出部１３は、入力した色差信号Ｃｂ，Ｃｒから、１画素クロック毎に、図３の色差平
面上でのベクトル（Ｃｂ，Ｃｒ）の大きさを算出する演算回路であり、算出した大きさを
示す信号Ｓａを出力する。図３に示したように色差信号Ｃｂ，ＣｒがそれぞれレベルＣｂ
１，Ｃｒ１であるときには、ベクトル（Ｃｂ１，Ｃｒ１）の大きさＳａ１がこの算出部１
３で算出されることになる。この図３に例示するように、算出部１３の出力信号Ｓａは、
この画像処理装置への入力映像信号の彩度を表すものである。
【００４２】
　図１に示すように、色抽出部２からは、ＬＵＴ１２の出力信号θ及び算出部１３の出力
信号Ｓａ（入力映像信号の色相及び彩度を示す信号）が、色補正量決定部３に送られる。
【００４３】
　色補正量決定部３は、工場設定においては補正量ルックアップテーブルを参照すること
で、色抽出部２で抽出された色相及び彩度に応じた補正量を決定する回路である。例えば
、肌色にあたる色相範囲の入力映像信号に対しては、やや赤味がかるような色相の補正量
とされ、また、同時に彩度も少し上げることで目立たせるような補正量とされる。また、
補正量ルックアップテーブルを複数組持つようにして、例えばユーザのモード切替により
この補正量を選択可能にすることもできる。図４は、色補正量決定部３の構成を示す。色
補正量決定部３は、補正量算出部１４及び補正量算出部１５から成っている。色補正量決
定部３に入力した信号θ，信号Ｓａは、ともに補正量算出部１４及び補正量算出部１５に
送られる。
【００４４】
　補正量算出部１４は、信号θの値及び信号Ｓａの値から、１画素クロック毎に、例えば
補正量ルックアップテーブルを参照することで、この画像処理装置への入力映像信号に対
する色相の補正量（もとの色相に対する増減量）を決定する演算回路であり、決定した補
正量を示す信号Δθを出力する。
【００４５】
　補正量算出部１５は、信号θの値及び信号Ｓａの値から、１画素クロック毎に、例えば
補正量ルックアップテーブルを参照することで、この画像処理装置への入力映像信号に対
する彩度の補正量（もとの彩度に対する倍率）を決定する演算回路であり、決定した補正
量を示す信号Ｓｇを出力する。なお、本発明を適用した画像処理装置は入力映像信号の色
相及び彩度をリアルタイムに補正する画像処理装置であって、図１に示される色抽出部２
，色補正量決定部３，色補正部４の処理はそれぞれリアルタイムに行われる。
【００４６】
　図５は、信号Ｓａの値が或る固定値である場合に、補正量算出部１４で算出される信号
Δθの値，補正量算出部１５で算出される信号Ｓｇの値が、信号θの値の変化によって変
化する様子を示す図である。なお、この固定値が異なる値であるときには、これらの信号
Δθ，Ｓｇの値を異なったものとすることも可能である。
【００４７】
　図５（ａ）に示すように、補正量算出部１４で算出される信号Δθの値（色相の補正量
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）は、図３の色差平面上でｘ軸に対する角度が９０°となる箇所を含む色領域Ａ１で、増
減量がプラスとする。また、この色差平面上でｘ軸に対する角度が１８０°となる箇所及
び２７０°となる箇所を含む色領域Ａ２（ｘ軸に対する角度範囲が９０°を超える色領域
）で、増減量がマイナスとする。そして、それ以外の色領域では、増減量がゼロになるよ
うに設定する。
【００４８】
　図５（ｂ）に示すように、補正量算出部１５で算出される信号Ｓｇの値（彩度の補正量
）は、図３の色差平面上でｘ軸に対する角度が９０°となる箇所を含む色領域Ａ３で、倍
率が１よりも大きくする。また、この色差平面上でｘ軸に対する角度が１８０°となる箇
所を含む色領域Ａ４で、倍率が１未満とする。そして、それ以外の色領域では、倍率が１
になるように設定する。
【００４９】
　このように、色補正量決定部３では、補正量算出部１４と補正量算出部１５とで、入力
映像信号の色相の補正量と彩度の補正量とを互いに独立して決定する。
【００５０】
　また、図５にも例示したように、補正量算出部１４，補正量算出部１５は、それぞれ図
３に示した色差平面上の全ての角度範囲（０°～３６０°）に亘って補正量を決定すると
ともに、それぞれ互いに色相の異なる複数の領域（図５では２つずつの領域Ａ１及びＡ２
，Ａ３及びＡ４）で入力映像信号が補正されるように補正量を決定する。
【００５１】
　図１に示すように、色補正量決定部３からは、色相の補正量を示す信号Δθと、彩度の
補正量を示す信号Ｓｇとが、色補正部４に送られる。
【００５２】
　色補正部４は、色補正量決定部３での補正量の決定結果に基づいてこの画像処理装置へ
の入力映像信号を補正する回路である。図６は、色補正部４の構成を示す。色補正部４は
、輝度依存調整部１６及び色相彩度調整部１７から成っている。色補正量決定部３から色
補正部４に入力した信号Δθ，信号Ｓｇは、輝度依存調整部１６に送られる。また、図１
に示したように画像入力部１から色補正部４に入力した輝度信号Ｙは、輝度依存調整部１
６に送られるとともに、色補正部４からそのまま出力する。
【００５３】
　輝度依存調整部１６は、信号Δθ，信号Ｓｇのレベルを、１画素クロック毎に輝度信号
Ｙのレベルに応じて調整する演算回路であり、調整した色相の補正量を示す信号Δθ２と
、調整した彩度の補正量を示す信号Ｓｇ２とを出力する。
【００５４】
　図７は、輝度信号Ｙのレベルが比較的低い場合に、図５に例示した信号Δθ，信号Ｓｇ
のレベルが輝度依存調整部１６によって調整される様子を示す。この図７の例のように、
輝度依存調整部１６は、輝度信号Ｙのレベルが比較的低い場合（暗いシーンの場合）には
、ノイズが強調されることを防止するために、信号Δθ，信号Ｓｇのレベルを抑制する。
【００５５】
　輝度依存調整部１６から出力した信号Δθ２及び信号Ｓｇ２は、色相彩度調整部１７に
送られる。また、図１に示したように画像入力部１から色補正部４に入力した色差信号Ｃ
ｂ，Ｃｒも、色相彩度調整部１７に送られる。色相彩度調整部１７は、信号Δθ２及び信
号Ｓｇ２を用いて、１画素クロック毎に、下記の式によって色差信号Ｃｂ，Ｃｒの色相及
び彩度を調整するマトリックス処理を行う演算回路であり、調整した色差信号Ｃｂ２，Ｃ
ｒ２を出力する。なお、このマトリックス処理自体は、一般的にテレビジョン受信機等で
行われている処理である。
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【数１】

【００５６】
　図１に示すように、色補正部４からは、色相彩度調整部１７から出力した色差信号Ｃｂ
２，Ｃｒ２と、輝度信号Ｙとが画像出力部５に送られる。画像出力部５は、これらの色差
信号Ｃｂ２，Ｃｒ２及びＹを３原色の映像信号ＲＧＢに変換してディスプレイ（例えばプ
ラズマディスプレイパネル）６に送る。
【００５７】
　以上に説明したように、この画像処理装置では、入力映像信号から、色抽出部２によっ
て色相と彩度とがそれぞれリアルタイムに抽出される。そして、色補正量決定部３により
、この抽出された色相及び彩度に応じた補正量がリアルタイムに決定される。そして、そ
の決定結果に基づき、色補正部４によって入力映像信号の色相及び彩度がリアルタイムに
補正される。
【００５８】
　このように、入力映像信号の色相と彩度とをそれぞれ抽出し、抽出された色相及び彩度
に応じた補正量を決定することにより、入力映像信号のうちの所望の色相及び彩度の箇所
を、その色相や彩度に応じて任意にリアルタイムに補正することができる。
【００５９】
　また、色補正量決定部３では入力映像信号の色相の補正量と彩度の補正量とを互いに独
立して決定するので、映像信号の色相と彩度とを互いに独立して補正する（色相だけ補正
したり、彩度だけ補正したり、色相と彩度とを互い異なる量だけ補正する）ことができる
。
【００６０】
　また、色補正量決定部３では互いに色相の異なる複数の領域について入力映像信号が補
正されるように補正量を決定するので、回路規模の増大を招くことなく、２以上の色領域
について補正を行うことができる。
【００６１】
　また、補正量決定部３では図３の色差平面上の全ての角度範囲（０°～３６０°）に亘
って補正量を決定するので、図５に例示したように、この色差平面上でｘ軸に対する角度
が０°，９０°，１８０°または２７０°となる箇所を含む色領域や、この色差平面上で
ｘ軸に対する角度範囲が９０°を超える色領域についても補正を行うことができる。
【００６２】
　また、色補正部４では補正量決定部３の決定結果だけでなく入力映像信号の輝度レベル
にも基づいて入力映像信号を補正するので、映像信号のうちの所望の色相及び彩度の箇所
を、その色相や彩度だけでなく映像信号の輝度レベルに応じて任意に補正することができ
る。
【００６３】
　なお、以上の例では、色抽出部２の算出部１３で、図３の色差平面上でのベクトル（Ｃ
ｂ，Ｃｒ）の大きさを算出するようになっている。しかし、ベクトル（Ｃｂ，Ｃｒ）の大
きさを算出するためには二乗や平方根の演算が必要であり、本実施例においては映像信号
は動画であるため、これらの演算は一画素クロック毎にリアルタイムで処理する必要があ
るので、こうした演算処理の負担を軽減するために、ベクトル（Ｃｂ，Ｃｒ）の大きさの
近似値を算出部１３で算出するようにしてもよい。
【００６４】
　また、以上の例では、色抽出部２において、入力映像信号の色相をルックアップテーブ
ルを用いて抽出するとともに、入力映像信号の彩度を演算回路を用いて抽出している。し
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かし、これに限らず、入力映像信号の色相を演算回路を用いて抽出したり、入力映像信号
の彩度をルックアップテーブルを用いて抽出するようにしてもよい。同様に、色補正量決
定部３でも、演算回路の代わりにルックアップテーブルを用いて色相及び彩度の補正量を
決定するようにしてもよい。
【００６５】
　また、以上の例ではテレビジョン放送の受信装置に本発明を適用している。しかし、こ
れに限らず、テレビジョンカメラのような撮像装置や、ＤＶＤプレーヤーのような映像記
録再生装置や、編集装置等にも本発明を適用してよい。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明を適用した画像処理装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】図１の色抽出部の構成を示すブロック図である。
【図３】色抽出部で抽出される色相及び彩度を例示する図である。
【図４】図１の色補正量決定部の構成を示すブロック図である。
【図５】色補正量決定部で決定される補正量を例示する図である。
【図６】図１の色補正部の構成を示すブロック図である。
【図７】図６の輝度依存調整部の処理を例示する図である。
【図８】従来の色信号抽出回路の構成例を示すブロック図である。
【図９】図８の色信号抽出回路で抽出される色領域を例示する図である。
【図１０】図９の色領域について図８の色信号抽出回路から出力される抽出色信号を示す
図である。
【図１１】図９の半直線ｂ１とｂ２との間にｙ軸が存在する例を示す図である。
【図１２】２つの色領域を抽出しようとする例を示す図である。
【符号の説明】
【００６７】
１　　　画像入力部
２　　　色抽出部
３　　　色補正量決定部
４　　　色補正部
５　　　画像出力部
６　　　ディスプレイ
１１　　算出部
１２　　ＬＵＴ
１３　　算出部
１４　　補正量算出部
１５　　補正量算出部
１６　　輝度依存調整部
１７　　色相彩度調整部
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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