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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の色域における入力色を、第２の色域における出力色に色補正する画像処理装置で
あって、
　想定する光源の分光特性、および最明色を求める分光反射率特性の候補としての複数の
分光反射率特性を設定し、
　前記複数の分光反射率特性の各々について、当該分光反射率特性および前記光源の分光
特性に基づいて物体色を算出し、
　明度および色相が等しい前記複数の物体色のうちから彩度が最大となる色を選択し、当
該選択された色を前記最明色とすることにより、前記最明色を示す最明色データを生成す
る最明色データ生成手段と、
　前記最明色データが示す前記最明色の彩度に基づいて、彩度限界を設定する彩度限界設
定手段と、
　前記第１の色域における入力色と、前記第２の色域の範囲内で、前記出力色の彩度の上
限値を規定する彩度限界以下に彩度が制限された第３の色域における色とを対応付けるこ
とにより、色補正テーブルを生成する色補正テーブル生成手段と、
　前記色補正テーブルを参照して前記第１の色域における入力色を変換し、前記変換後の
入力色を前記出力色とする色補正を行う色補正手段とを備えることを特徴とする画像処理
装置。
【請求項２】
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　第１の色域における入力色を、第２の色域における出力色に色補正するための色補正テ
ーブルを生成する色補正テーブル生成装置であって、
　想定する光源の分光特性、および最明色を求める分光反射率特性の候補としての複数の
分光反射率特性を設定し、
　前記複数の分光反射率特性の各々について、当該分光反射率特性および前記光源の分光
特性に基づいて物体色を算出し、
　明度および色相が等しい前記複数の物体色のうちから彩度が最大となる色を選択し、当
該選択された色を前記最明色とすることにより、前記最明色を示す最明色データを生成す
る最明色データ生成手段と、
　前記最明色データが示す前記最明色の彩度に基づいて、彩度限界を設定する彩度限界設
定手段と、
　前記第１の色域における入力色と、前記第２の色域の範囲内で、前記出力色の彩度の上
限値を規定する彩度限界以下に彩度が制限された第３の色域における色とを対応付けるこ
とにより、前記色補正テーブルを生成する色補正テーブル生成手段とを備えることを特徴
とする色補正テーブル生成装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の色補正テーブル生成装置において、
　前記彩度限界設定手段は、明度および色相が等しい条件の下で、前記最明色の彩度と前
記第２の色域における最大彩度とのうち小さい方の彩度を、前記彩度限界に設定すること
を特徴とする色補正テーブル生成装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の色補正テーブル生成装置において、
　前記複数の分光反射率特性の各々は、
可視領域の分光反射率が、０％の反射率から１００％の反射率に変化する第１の波長およ
び１００％の反射率から０％の反射率に変化する第２の波長により規定される、凸または
凹形状の分光特性を有し、
　前記第１の波長および前記第２の波長の複数の組合せにより前記複数の分光反射率特性
が設定されることを特徴とする色補正テーブル生成装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の色補正テーブル生成装置において、
　前記第１の波長および前記第２の波長の複数の組合せは、可視領域に含まれる波長の全
組合せを含むことを特徴とする色補正テーブル生成装置。
【請求項６】
　第１の色域における入力色を、第２の色域における出力色に色補正するための色補正テ
ーブルを生成する色補正テーブル生成装置であって、
　想定する光源の分光特性を設定し、
　可視領域において、０％の反射率から１００％の反射率に連続的に変化する第１の波長
および１００％の反射率から０％の反射率に連続的に変化する第２の波長により規定され
る略凸または略凹形状の分光反射率特性を、前記第１の波長および前記第２の波長の複数
の組合せに応じて複数設定し、
前記複数の分光反射率特性の各々について、当該分光反射率特性および前記光源の分光特
性に基づいて物体色を算出し、
明度および色相が等しい前記複数の物体色のうちから彩度最大となる色を選択し、当該選
択された色を制限された最明色として、前記制限された最明色を示す最明色データを生成
する最明色データ生成手段と、
　前記最明色データを参照して、前記制限された最明色に基づいて彩度限界を設定する彩
度限界設定手段と、
　前記第１の色域における入力色と、前記第２の色域の範囲内で、前記出力色の彩度の上
限値を規定する彩度限界以下に彩度が制限された第３の色域における色とを対応付けるこ
とにより、前記色補正テーブルを生成する色補正テーブル生成手段とを備えることを特徴
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とする色補正テーブル生成装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の色補正テーブル生成装置において、
　前記第１の波長および前記第２の波長の複数の組合せは、可視領域に含まれる波長の全
組合せを含むことを特徴とする色補正テーブル生成装置。
【請求項８】
　請求項２ないし７のいずれか一項に記載の色補正テーブル生成装置において、
　前記色補正テーブル生成手段は、前記第１の色域の最外殻の入力色を、当該入力色と等
しい明度および色相、並びに前記彩度限界の彩度を有する色に対応付けることを特徴とす
る色補正テーブル生成装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の色補正テーブル生成装置において、
　前記色補正テーブル生成手段は、前記第１の色域の最外殻より内側の入力色を、当該入
力色と等しい明度および色相、並びに当該入力色の彩度から前記彩度限界の彩度に近付け
た彩度の色に対応付けることを特徴とする色補正テーブル生成装置。
【請求項１０】
　請求項２ないし９のいずれか一項に記載の色補正テーブル生成装置において、
　前記色補正テーブルの適用対象とする表示装置の色出力特性を測定する色出力特性測定
部をさらに備え、
　前記表示装置の色出力特性の測定結果に基づいて、前記表示装置が再現可能な色再現域
を前記第２の色域とすることを特徴とする色補正テーブル生成装置。
【請求項１１】
　画像データが入力される入力部と、
　前記入力された画像データの入力色を補正する、請求項１に記載の画像処理装置と、
　前記画像処理装置によって補正された出力色に基づいて、前記入力された画像データの
画像を表示する表示部とを備え、
　前記第１の色域は、前記入力された画像データの色域であることを特徴とする表示装置
。
【請求項１２】
　第１の色域における入力色を、第２の色域における出力色に色補正する画像処理方法で
あって、
　想定する光源の分光特性、および最明色を求める分光反射率特性の候補としての複数の
分光反射率特性を設定し、
　前記複数の分光反射率特性の各々について、当該分光反射率特性および前記光源の分光
特性に基づいて物体色を算出し、
　明度および色相が等しい前記複数の物体色のうちから彩度が最大となる色を選択し、当
該選択された色を前記最明色とすることにより、前記最明色を示す最明色データを生成し
、
　前記最明色データが示す前記最明色の彩度に基づいて、彩度限界を設定し、
　前記第１の色域における入力色と、前記第２の色域の範囲内で、前記出力色の彩度の上
限値を規定する彩度限界以下に彩度が制限された第３の色域における色とを対応付けるこ
とにより、前記色補正テーブルを生成し、
　前記色補正テーブルを参照して、前記第１の色域における入力色を変換し、前記変換後
の入力色を前記出力色とする色補正を行う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】
　カラーマッチングを行う画像処理装置、色補正テーブル生成装置、表示装置、画像処理
方法、色補正テーブル生成方法、表示装置の色調整方法、および画像処理プログラムに関
する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）を光源とした液晶ディスプレイやプロジェクタ
などの表示装置が実用化されている。また、レーザを光源とした、リアプロジェクタなど
の表示装置も開発されつつある。ＬＥＤ光源やレーザ光源は、ＲＧＢの各波長にピークを
もつ分光特性となるため、ＬＥＤ光源やレーザ光源を表示装置の光源に用いることにより
、従来広く用いられているランプ光源（液晶ディスプレイの場合は冷陰極管、プロジェク
タの場合は高圧水銀ランプやメタルハライドランプなど）に比べてＲＧＢ単色の色純度を
高め、広い色再現域を実現することができる。
【０００３】
　このような広色再現域をもつ表示装置では、広色再現域を活かした色彩豊かな表示を行
うため、入力された画像データの入力色を、広色再現域上の色に変換するようにして、色
域を拡大させるカラーマッチングを行う必要がある。
【０００４】
　色域を拡大させる従来の方法としては、入力側と出力側の色域の比に応じて入力側の色
域を拡大するようにして、表色系の値を拡大写像する方法が知られている（例えば、特許
文献１参照）。広色再現域をもつ表示装置に対して、特許文献１に記載の方法によるカラ
ーマッチングを行うようにすれば、広い色再現域全体を用いた色彩豊かな色出力を実現で
きる。
【０００５】
【特許文献１】特許第２８４５５２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法を用いたカラーマッチングでは、表示装置のも
つ色再現域全体を使って色を出力するようになるので、広色再現域をもつ表示装置に対し
てカラーマッチングを行った場合、彩度が過剰に強調されてしまうことがある。例えば、
表示装置の色再現域に、自然界に通常存在しないほどに彩度が高い色が含まれる場合、表
示装置の色再現域全体を使って色を出力するようにカラーマッチングを行うと、ある入力
色については彩度が過剰に強調され、自然界に通常存在しないほどに彩度の高い色が出力
されるようになる。このように、カラーマッチングの結果、入力色を過剰に彩度強調して
しまい、表示装置の出力画像を見たユーザに不自然な印象を与えてしまうことがあった。
【０００７】
　そこで、本発明は、過剰な彩度強調が抑えられた好ましい色へのカラーマッチングを可
能とする画像処理装置、色補正テーブル生成装置、表示装置、画像処理方法、色補正テー
ブル生成方法、表示装置の色調整方法、および画像処理プログラム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】
【０００８】
　上記目的を達成する本発明の画像処理装置は、第１の色域における入力色を、第２の色
域における出力色に色補正する画像処理装置であって、第１の色域における入力色と、第
２の色域の範囲内で、出力色の彩度の上限値を規定する彩度限界以下に彩度が制限された
第３の色域における色とを対応付けた色補正テーブルと、色補正テーブルを参照して第１
の色域における入力色を変換し、変換後の入力色を出力色とする色補正を行う色補正手段
とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　この構成によれば、第１の色域における入力色が、第２の色域の範囲内で彩度限界以下
に彩度が制限された第３の色域における色に色補正され、出力色とされるので、入力色は
、第２の色域において、彩度限界以下の彩度に彩度制限を受けた出力色に補正される。し
たがって、第１の色域から第２の色域へのカラーマッチングにより、過剰な彩度強調を抑
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えられた好ましい色を得ることができるようになる。なお、第２の色域は、第１の色域よ
り広い色域を有していることが望ましい。この場合、第２の色域の広さに関わらずに、過
剰な彩度強調を抑えて好ましい色を得ることができる。
【００１０】
　本発明のもう１つの態様である色補正テーブル生成装置は、第１の色域における入力色
を、第２の色域における出力色に色補正するための色補正テーブルを生成する色補正テー
ブル生成装置であって、彩度限界を設定する彩度限界設定手段と、第１の色域における入
力色と、第２の色域の範囲内で、出力色の彩度の上限値を規定する彩度限界以下に彩度が
制限された第３の色域における色とを対応付けることにより、色補正テーブルを生成する
色補正テーブル生成手段とを備えることを特徴とする。
【００１１】
　この構成によれば、第１の色域における入力色を、彩度限界以下に彩度が制限された第
３の色域における色に対応付けることにより、色補正テーブルが生成される。この色補正
テーブルによれば、出力色の彩度が彩度限界以下に制限されるので、過剰な彩度強調が抑
えられた好ましい色へのカラーマッチングを行うことが可能である。なお、第２の色域は
、第１の色域より広い色域を有していることが望ましい。この場合、第２の色域の広さに
関わらずに、過剰な彩度強調を抑えて好ましい色を得ることができる。
【００１２】
　また、本発明の色補正テーブル生成装置において、彩度限界設定手段は、最明色の彩度
に基づいて彩度限界を設定することが好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、第１の色域における入力色は、最明色の彩度に基づいて設定された
彩度限界以下の彩度を有する出力色に対応付けられるので、生成された色補正テーブルに
よれば、過剰な彩度強調が抑えられた、自然な色へのカラーマッチングを行うことができ
る。
【００１４】
　また、本発明の色補正テーブル生成装置において、彩度限界設定手段は、明度および色
相が等しい条件の下で、最明色の彩度と第２の色域における最大彩度とのうち小さい方の
彩度を、彩度限界に設定することが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、明度および色相が等しい条件の下で、最明色の彩度が第２の色域に
含まれる最大彩度より小さければ、第１の色域における入力色は最明色の彩度以下の彩度
に補正されることにより自然な色の出力色に対応付けられる。一方、第２の色域における
最大彩度が最明色の彩度より小さければ、第１の色域における入力色は第２の色域におけ
る最大彩度以下の彩度の色に補正されるようにして、第２の色域の範囲内の出力色に対応
付けられる。こうして生成された色補正テーブルによれば、第２の色域の範囲内で自然な
色へのカラーマッチングを行うことができる。
【００１６】
　また、本発明の色補正テーブル生成装置において、想定する光源の分光特性、および最
明色を求める分光反射率特性の候補としての複数の分光反射率特性を設定し、複数の分光
反射率特性の各々について、当該分光反射率特性および光源の分光特性に基づいて物体色
を算出し、明度および色相が等しい複数の物体色のうちから彩度が最大となる色を選択し
、当該選択された色を最明色とすることにより、最明色を示す最明色データを生成する最
明色データ生成手段をさらに備え、彩度限界設定手段は、最明色データを参照して、彩度
限界を設定することが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、複数の分光反射率特性の各々について物体色を算出して、同明度お
よび同色相を有する物体色のうち彩度最大となる物体色を最明色とすることにより、最明
色を簡易な計算で求めることができる。
【００１８】
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　また、本発明の色補正テーブル生成装置において、複数の分光反射率特性の各々は、可
視領域の分光反射率が、０％の反射率から１００％の反射率に変化する第１の波長および
１００％の反射率から０％の反射率に変化する第２の波長により規定される、凸または凹
形状の分光特性を有し、第１の波長および第２の波長の複数の組合せにより複数の分光反
射率特性が設定されることが好ましい。
【００１９】
　この構成によれば、可視領域において略凸または略凹形状の分光特性を有する分光反射
率に対応する物体色を求め、彩度最大となる物体色を最明色とすることにより、最明色を
簡易な計算で求めることができる。
【００２０】
　また、本発明の色補正テーブル生成装置において、第１の波長および第２の波長の複数
の組合せは、可視領域に含まれる波長の全組合せを含むことが好ましい。
【００２１】
　この構成によれば、可視領域に含まれる第１の波長および第２の波長の全組合せについ
て物体色が算出され、そのうち彩度最大となる色を最明色とすることにより、物体色の限
界である最明色を正確に求めることができる。こうして生成された色補正テーブルによれ
ば、自然な色へのカラーマッチングをより確実に行うことができる。
【００２２】
　また、本発明の色補正テーブル生成装置において、想定する光源の分光特性を設定し、
可視領域において、０％の反射率から１００％の反射率に連続的に変化する第１の波長お
よび１００％の反射率から０％の反射率に連続的に変化する第２の波長により規定される
略凸または略凹形状の分光反射率特性を、第１の波長および第２の波長の複数の組合せに
応じて複数設定し、複数の分光反射率特性の各々について、当該分光反射率特性および光
源の分光特性に基づいて物体色を算出し、明度および色相が等しい複数の物体色のうちか
ら彩度最大となる色を選択し、当該選択された色を制限された最明色として、制限された
最明色を示す最明色データを生成する最明色データ生成手段をさらに備え、彩度限界設定
手段は、最明色データを参照して、制限された最明色に基づいて彩度限界に設定すること
が好ましい。
【００２３】
　この構成によれば、反射率が連続的に変化する略凸または略凹形状の分光反射特性を用
いて彩度最大となる物体色を制限された最明色として、制限された最明色により彩度限界
が設定される。ここで、自然界に存在する色の分光特性は連続したものであるので、制限
された最明色を用いたことにより、自然界により存在し易い物体色の限界を彩度限界とす
ることができる。したがって、こうして生成された色補正テーブルによれば、より自然な
色へのカラーマッチングを行うことができる。
【００２４】
　また、本発明の色補正テーブル生成装置において、第１の波長および第２の波長の複数
の組合せは、可視領域に含まれる波長の全組合せを含むことが好ましい。
【００２５】
　この構成によれば、可視領域に含まれる第１の波長および第２の波長の全組合せについ
て物体色が算出され、そのうち彩度最大となる色を制限された最明色とすることにより、
自然な色へのカラーマッチングをより確実に行うことができる。
【００２６】
　また、本発明の色補正テーブル生成装置において、色補正テーブル生成手段は、第１の
色域の最外殻の入力色を、当該入力色と等しい明度および色相、並びに彩度限界の彩度を
有する色に対応付けることが好ましい。
【００２７】
　この構成によれば、第１の色域の最外殻の入力色が、彩度限界の彩度をもつ出力色に対
応付けられた色補正テーブルが生成される。したがって、生成された色補正テーブルによ
れば、第１の色域を、過剰な彩度強調を抑制しながら、第２の色域内の広色域を使ったカ
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ラーマッチングを行うことができる。
【００２８】
　また、本発明の色補正テーブル生成装置において、色補正テーブル生成手段は、第１の
色域の最外殻より内側の入力色を、当該入力色と等しい明度および色相、並びに当該入力
色の彩度から彩度限界の彩度に近付けた彩度の色に対応付けることが好ましい。
【００２９】
　この構成によれば、第１の色域の最外殻より内側にある入力色が、彩度限界の彩度に近
付けられた彩度の色と対応付けされた色補正テーブルが生成される。したがって、生成さ
れた色補正テーブルによれば、第１の色域の最外殻より内側の色についても過剰な彩度強
調を抑えながら、自然な彩度特性をもつ色へのカラーマッチングを行うことができる。
【００３０】
　また、本発明の色補正テーブル生成装置において、色補正テーブルの適用対象とする表
示装置の色出力特性を測定する色出力特性測定部をさらに備え、表示装置の色出力特性の
測定結果に基づいて、表示装置が再現可能な色再現域を第２の色域とすることが好ましい
。
【００３１】
　この構成によれば、入力色を、適用対象とする表示装置の色再現域の範囲内の色に対応
付けた色補正テーブルを得ることができる。この色補正テーブルによれば、過剰な彩度強
調を抑えながら、表示装置の色再現域に合ったカラーマッチングを行うことができる。
【００３２】
　また、本発明の表示装置は、画像データが入力される入力部と、入力された画像データ
の入力色を補正する、上記画像処理装置と、画像処理装置によって補正された出力色に基
づいて、入力された画像データの画像を表示する表示部とを備え、第１の色域は、入力さ
れた画像データの色域であることを特徴とする。
【００３３】
　この構成によれば、入力された画像データの色が、彩度限界以下の彩度を有する色に補
正されるので、過剰な彩度強調が抑えられた好ましい色の画像を表示することができるよ
うになる。
【００３４】
　また、本発明の表示装置において、上記色補正テーブル生成装置をさらに有することが
好ましい。
【００３５】
　この構成によれば、色補正テーブルを生成して、色補正テーブルを参照して色補正を行
うことにより、過剰な彩度強調が抑えられた好ましい色の画像を表示することができる。
【００３６】
　本発明の画像処理方法は、第１の色域における入力色を、第２の色域における出力色に
色補正する画像処理方法であって、第１の色域における入力色と、第２の色域の範囲内で
、出力色の彩度の上限値を規定する彩度限界以下に彩度が制限された第３の色域における
色とを対応付けた色補正テーブルを参照して、第１の色域における入力色を変換し、変換
後の入力色を出力色とする色補正を行うことを特徴とする。
【００３７】
　この構成によれば、過剰な彩度強調を抑えられた好ましい色へのカラーマッチングを行
うことができる。
【００３８】
　本発明の色補正テーブル生成方法は、第１の色域における入力色を、第２の色域におけ
る出力色に色補正するための色補正テーブルを生成する色補正テーブル生成方法であって
、彩度限界を設定するステップと、第１の色域における入力色と、第２の色域の範囲内で
、出力色の彩度の上限値を規定する彩度限界以下に彩度が制限された第３の色域における
色とを対応付けることにより、色補正テーブルを生成するステップとを備えることを特徴
とする。
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【００３９】
　この構成によれば、過剰な彩度強調を抑えられた好ましい色へのカラーマッチングを行
うための色補正テーブルを生成することができる。
【００４０】
　本発明の表示装置の色調整方法は、第１の色域における入力色を、色補正テーブルを参
照して出力色に色補正する表示装置の色調整方法であって、表示装置が再現可能な第２の
色域を取得するステップと、彩度限界を設定するステップと、第１の色域における入力色
と、第２の色域の範囲内で、出力色の彩度の上限値を規定する彩度限界以下に彩度が制限
された第３の色域における色とを対応付けることにより、色補正テーブルを生成するステ
ップと、生成された色補正テーブルを表示装置に適用するステップとを備えることを特徴
とする。
【００４１】
　この構成によれば、過剰な彩度強調が抑えられた好ましい色を出力するように、表示装
置の色出力特性を調整することができる。
【００４２】
　本発明の画像処理プログラムは、第１の色域における入力色を、第２の色域における出
力色に色補正するための画像処理プログラムであって、コンピュータに、第１の色域にお
ける入力色と、第２の色域の範囲内で、出力色の彩度の上限値を規定する彩度限界以下に
彩度が制限された第３の色域における色とを対応付けた色補正テーブルを記憶する記憶部
から色補正テーブルを読み出すステップと、読み出した色補正テーブルを参照して、第１
の色域における入力色を変換し、変換後の入力色を出力色とする色補正を行うステップと
を実行させることを特徴とする。
【００４３】
　この構成によれば、過剰な彩度強調を抑えられた好ましい色へのカラーマッチングを行
うための画像処理プログラムを得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　（第１の実施例）
　以下、本発明に係る実施形態の第１の実施例について、図面を参照して説明する。
【００４５】
　図１は、第１の実施例に係るプロジェクタの構成を示したブロック図である。本実施例
のプロジェクタ１は、ＬＥＤ光源（図示なし）からの光をライトバルブである液晶パネル
４０により変調して、同じく図示されていない投射レンズがスクリーンや壁などに拡大投
射することにより画像を表示する、いわゆるフロントプロジェクタである。プロジェクタ
１は、例えば、色優先モード、明るさ優先モード、色域優先のカラーモードなどの複数の
カラーモードのうちから選択することによりモードを設定可能であり、カラーモードごと
に、出力目標とする色域（例えば、ｓＲＧＢの色域やプロジェクタ１の色再現域）、白色
点の色温度、ガンマ特性、明るさなどに関する各種特性が決められている。
【００４６】
　図１に示すように、プロジェクタ１は、画像データの入力を受け付ける画像データ入力
部１０と、画像データに色補正を施す画像処理部２０と、画像を投影表示するため、色補
正後のデータに従って液晶パネル４０を駆動制御するＬ／Ｖ駆動部３０とを備えている。
【００４７】
　画像データ入力部１０は、パーソナルコンピュータやＤＶＤ再生装置などの外部機器か
ら画像データの入力を受け、所定のデータ形式の入力値ＲinＧinＢinに変換して画像処理
部２０に受け渡す入力処理を行う。画像処理部２０は、入力値ＲinＧinＢinに対して画像
処理を行い、画像処理後の出力値ＲoutＧoutＢoutをＬ／Ｖ駆動部３０に出力する。Ｌ／
Ｖ駆動部３０は、出力値ＲoutＧoutＢoutに基づいて液晶パネル４０を駆動させることに
より、出力値ＲoutＧoutＢoutに応じた投影画像を表示させる。
【００４８】
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　次に、画像処理部２０の構成について説明する。画像処理部２０は、大別すると、３次
元色補正用の色補正テーブルおよび１次元色補正用の色補正テーブルを生成する色補正テ
ーブル生成部２００と、生成された色補正テーブルを参照して、入力値ＲinＧinＢinに対
して３次元色補正および１次元色補正を実行する色補正部２１０とを有している。なお、
図２に示すように、プロジェクタ１には、主制御装置であるＣＰＵ２１と、ワーキングメ
モリなどとして用いられるＲＡＭ２２と、画像処理プログラムを予め記憶するフラッシュ
メモリ（記憶部）２３とが備えられている。画像処理部２０の各構成は、ＣＰＵ２１が、
フラッシュメモリ２３に記憶された画像処理プログラムを読み出して実行することにより
、機能するものである。
【００４９】
　色補正テーブル生成部２００は、プロジェクタ１の色出力特性データが格納された色出
力特性データ格納部２０１と、最明色データを生成する最明色データ生成部２０２と、最
明色データから出力色の彩度限界を設定する彩度限界設定部２０３と、彩度限界および色
出力特性データから第１色補正テーブル（色補正テーブル）を生成する第１色補正テーブ
ル生成部２０４と、色出力特性データから第２色補正テーブルを生成する第２色補正テー
ブル生成部２０５とを備えている。なお、第１色補正テーブルはカラーモードに応じたカ
ラーマッチングを行うための３次元テーブルであり、第１色補正テーブル生成部２０４は
複数のカラーモードの各々について第１色補正テーブルを生成する。第２色補正テーブル
は、カラーモードに応じてＲＧＢ各色の階調特性を調整するための１次元テーブルであり
、第２色補正テーブル生成部２０５は、複数のカラーモードの各々について第２色補正テ
ーブルを生成する。
【００５０】
　色補正部２１０は、生成された複数の第１色補正テーブルを格納する第１色補正テーブ
ル格納部２１１と、生成された複数の第２色補正テーブルを格納する第２色補正テーブル
格納部２１２と、設定されたカラーモードに応じて第１色補正テーブルおよび第２色補正
テーブルを選択する色補正テーブル選択部２１３と、選択された第１色補正テーブルを参
照して入力値ＲinＧinＢinに３次元色補正を実行する第１色補正実行部２１４と、選択さ
れた第２色補正テーブルを参照して３次元色補正後の値に１次元色補正を実行する第２色
補正実行部２１５とを備えている。
【００５１】
　ここで、第１色補正実行部２１４および第２色補正実行部２１５による色補正は、第１
色補正テーブル生成部２０４および第２色補正テーブル生成部２０５により生成された第
１，２色補正テーブルに従って実行されるものであり、色補正の補正内容は実質的に色補
正テーブルにより決定される。第１色補正テーブルによる３次元色補正および第２色補正
テーブルによる１次元色補正を説明するため、色補正テーブル生成部２００の各構成が行
う処理について以下に説明する。
【００５２】
　色出力特性データ格納部２０１には、色出力特性データが格納されている。色出力特性
データは、プロジェクタ１の色出力特性を示したデータである。具体的には、色出力特性
データは、ＲＧＢ各色について液晶パネル入力値と出力光輝度との関係や、赤、緑、青、
白の入力値に対してプロジェクタ１が出力する色の色度座標や、プロジェクタ１が再現可
能な色再現域の範囲を示している。本実施例では、プロジェクタ１の色出力特性は製造時
に測定され、測定結果の色出力特性データが色出力特性データ格納部２０１（実際には、
フラッシュメモリ２３）に予め格納されているものとする。
【００５３】
　最明色データ生成部２０２は、最明色を表す最明色データを生成する。ここで、最明色
とは物体色の理論限界となる色である。最明色の算出方法として、本実施例では、最明色
を求める分光反射率特性の候補として、凸または凹状の分光反射率特性（図７参照）を多
数仮定し、各々の分光反射率特性について算出した物体色のうちから最明色となる色を決
定する手法を用いる。これは、ある波長において、反射率が０％から１００％、あるいは
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１００％から０％に急峻に変化するほど色純度が高まって彩度が大きくなるので、物体色
の理論限界である最明色は、図７（ａ），（ｂ）に示すような凸または凹状の分反射率特
性に対して求められると考えられるからである。最明色の算出方法についての詳細な説明
は後述するが、最明色の算出方法としてはこれに限られることなく、例えば、公知文献（
太田，「ア　シンプリファイド　メソッド　フォー　フォーミュレイティング　シュード
　オブジェクト　カラー（A simplified method for formulating pseudo-object colors
）」，「カラーリサーチ　アンド　アプリケーション（Color Research and Application
）」，１９８２年，第７巻，ｐ．７８－８１）に記載の方法など、公知の手法を用いるよ
うにしてもよい。
【００５４】
　彩度限界設定部２０３は、最明色データを参照して最明色の彩度から、出力する色の彩
度上限値を示す彩度限界を設定する。彩度限界設定部２０３は、最明色を超える彩度の色
は自然界に通常存在しないものとして、最明色以内の色は自然界に通常存在する自然な色
と扱う。したがって、最明色を彩度限界として、プロジェクタ１の出力色を最明色の彩度
以下に制限すれば、不自然な色の出力を防いで自然な色を出力することができる。なお、
プロジェクタ１は色再現域の範囲外の色を再現できないため、彩度限界設定部２０３は、
最明色データの最明色および色出力特性データの色再現域を参照して、プロジェクタ１の
色再現域の範囲内で、最明色の彩度に最も近い彩度を彩度限界に設定する。
【００５５】
　第１色補正テーブル生成部２０４は、３次元のカラーマッチングを行うための第１色補
正テーブルを生成する。第１色補正テーブルは、入力色を、設定された彩度限界以下の彩
度をもつ出力色に対応付けるようにしたテーブルである。第１色補正テーブル生成部２０
４は、図３に例として示すように、入力色の彩度範囲「０～Ｃh

*」が、出力色の彩度範囲
「０～彩度限界Ｃlim

*」に対応するように色の彩度を対応付けることにより、彩度伸長（
図３（ａ）参照）または彩度圧縮（図３（ｂ）参照）を行う。したがって、第１色補正テ
ーブル生成部２０４が生成した第１色補正テーブルに従って色補正を行うことにより、入
力色は、彩度限界Ｃlim

*以下の彩度をもつ出力色に補正されるようになる。すなわち、彩
度限界Ｃlim

*以下に彩度を制限した色補正が行われる。なお、第１色補正テーブルを記憶
するために要するメモリ容量を少なくするため、第１色補正テーブルでは、入力色の色域
においての格子点上にある複数の入力色について、入力色と出力色との対応付けがなされ
る。
【００５６】
　第２色補正テーブル生成部２０５は、色出力特性データに基づきＲＧＢ各色の階調特性
および白色点の色温度を調整するための第２色補正テーブルを生成する。図４は、第２色
補正テーブルによる色補正を説明するための図であり、（ａ）は液晶パネルのデバイス特
性、（ｂ）は出力目標とする階調特性、（ｃ）は第２色補正テーブルによる色補正の一例
を示している。図４（ａ）に示すように、液晶パネル４０は、液晶パネル入力値（すなわ
ち、液晶パネル４０への出力値）と実際の出力光の輝度とが非線形となるデバイス特性を
もっている。このため、液晶パネル４０の目標出力特性として図４（ｂ）に示すγカーブ
状の階調特性、すなわちガンマ特性をもたせるには、液晶パネル入力値に対して図４（ｃ
）に示すような階調変換を施す必要がある。そこで、第２色補正テーブル生成部２０５は
、カラーモードの設定（特に、ガンマ特性、白色点の色温度）に応じて、ＲＧＢ間のバラ
ンスを考慮して白色点の色温度を調整しながら、ＲＧＢの各色に対して図４（ｂ）のよう
なガンマ特性の目標特性を設定する。そして、図４（ｃ）のように、目標特性となるよう
補正前後の液晶パネル入力値を対応付けることにより、第２色補正テーブルを生成する。
【００５７】
　以上に説明したように、色補正テーブル生成部２００により、第１色補正テーブルおよ
び第２色補正テーブルが生成される。色補正部２１０は、第１色補正テーブルに従って色
補正を行うことにより、彩度限界以下となるよう彩度を制限したカラーマッチングを行う
。そして、第２色補正テーブルに従って色補正を行うことにより、液晶パネル４０のデバ
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イス特性に応じて出力値（すなわち、液晶パネル入力値）が補正され、カラーマッチング
された色が出力されるようになる。
【００５８】
　次に、画像処理部２０が行う処理の流れについて図５のフローチャートに従って説明す
る。なお、図５の処理に先行して、第２色補正テーブル生成部２０５により第２色補正テ
ーブルが予め生成され、第２色補正テーブル格納部２１２には各カラーモードに対応する
複数の第２色補正テーブルが既に格納されているものとして、以下では、本発明の主な特
徴である第１色補正テーブルを生成する処理について詳細に説明する。
【００５９】
　ＣＰＵ２１が、フラッシュメモリ２３に記憶されたプログラムを実行することにより図
５の処理が開始される。図５の処理を開始すると、第１色補正テーブル生成部２０４は、
複数のカラーモードのうちいずれかのカラーモードを選択する（ステップＳ１００）。そ
して、選択されたカラーモードに対応する第２色補正テーブルを第２色補正テーブル格納
部２１２から読み出し（ステップＳ２００）、色出力特性データを色出力特性データ格納
部２０１から読み出す（ステップＳ３００）。また、説明の便宜のため、以下に述べるス
テップＳ４００～Ｓ６００の説明においては、色域の広さを優先する色域優先モードがス
テップＳ１００において選択され、プロジェクタ１の色再現域が目標色域であるものとし
て説明する。
【００６０】
　次に、最明色データ生成部２０２は、最明色データ生成処理を行う（ステップＳ４００
）。図６は、最明色データ生成処理の流れを示したフローチャートである。最明色データ
生成処理を開始すると、まず、最明色データ生成部２０２は、光源の種類を決定する（ス
テップＳ４１０）。ここでは、選択されたカラーモードに設定された白色点の色温度、す
なわちステップＳ２００にて読み出した第２色補正テーブルによる調整後の白色点の色温
度に応じて、標準の光Ｄ６５光源やＡ光源などの複数の光源の候補のうちから光源を選択
する。例えば、白色点の色温度が６５００Ｋであれば、Ｄ６５光源が選択される。
【００６１】
　次に、最明色データ生成部２０２は分光反射率特性を設定する（ステップＳ４２０）。
ここでは、図７（ａ）に示すように、波長λ1以上λ2以下の波長域において反射率Ｒが「
１００％」、他の波長域において反射率Ｒが「０％」となる凸形状の分光反射率特性（以
下、「分光反射率パターンＡ」という）と、図７（ｂ）に示すように波長λ1以上λ2以下
の波長域において反射率Ｒが「０％」、他の波長域において反射率Ｒが「１００％」とな
る凹形状の分光反射率特性（以下、「分光反射率パターンＢ」という）との２つの分光反
射率特性を設定する。具体的には、「３８０≦λ1，λ2≦７８０（ただし、λ2－λ1＞λ

minであり、λminはλ1，λ2間の最小幅とする所定値））」の条件を満たす、１組の波長
λ1，λ2を決定することにより、分光反射率パターンＡおよび分光反射率パターンＢの２
つの分光反射率特性が設定される。なお、図７（ａ）に示す分光反射率パターンＡにおけ
る波長λ1が請求項に記載の第１の波長、波長λ2が請求項に記載の第２の波長に相当する
。図７（ｂ）に示す分光反射率パターンＢにおける波長λ1が請求項に記載の第２の波長
、波長λ2が請求項に記載の第１の波長に相当する。
【００６２】
　次に、最明色データ生成部２０２は、設定された光源の照明下で、分光反射率パターン
Ａに対応する物体色を算出する（ステップＳ４３０）。物体色は次式（１）～（１２）に
従って算出する。ここで、「Ｒ（λ）」は設定された分光反射率特性、「Ｐ（λ）」は光
源の分光特性、「ｘ，ｙ，ｚ（上線付き）」は等色関数、「ＸWＹWＺW」は基準白色のＸ
ＹＺ値、「ｋ」は完全拡散反射面で輝度Ｙが所定値となるよう定められた係数である。最
明色データ生成部２０２は、式（１）～（３）に従って、Ｒ（λ），Ｐ（λ）からＸＹＺ
値を算出し、式（４）～（１２）に従ってＸＹＺ値をＬ*Ｃ*Ｈ*値に変換する。こうして
求めた、分光反射率パターンＡに対応する物体色（Ｌ*Ｃ*Ｈ*値）をＲＡＭ２２に記憶す
ることにより、図８（ａ）に示すように波長λ1，λ2とＬ*Ｃ*Ｈ*値との関係を示す物体
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色データＤＡに登録しておく。
【００６３】
【数１】

【００６４】
　次に、最明色データ生成部２０２は、設定された光源の照明下で、分光反射率パターン
Ｂに対応する物体色を算出する（ステップＳ４４０）。ここでは、ステップＳ４３０と同
様にして、分光反射率パターンＢに対応する物体色（Ｌ*Ｃ*Ｈ*値）を算出して、図８（
ｂ）に示すように波長λ1，λ2とＬ*Ｃ*Ｈ*値の関係を示す物体色データＤＢにＬ*Ｃ*Ｈ*

値を登録しておく。
【００６５】
　次に、最明色データ生成部２０２は、波長λ1，λ2の全組合せについてステップＳ４２
０～Ｓ４４０の処理を終了したか否かを判断する（ステップＳ４５０）。「３８０≦λ1

，λ2≦７８０、（ただし、λ2－λ1＞λmin）」を満たす波長λ1，λ2の全組合せについ
て処理を終了していなければ（ステップＳ４５０：Ｎｏ）、ステップＳ４２０の処理に戻
って、未処理の組合せとなる波長λ1，λ2を新たに設定する。全組合せについて処理を終
了していれば（ステップＳ４５０：Ｙｅｓ）、波長λ1，λ2の全組合せについて、分光反
射率パターンＡに対応する物体色が物体色データＤＡに登録され、分光反射率パターンＢ
に対応する物体色は物体色データＤＢに登録された状態となって、ステップＳ４６０に進
む。
【００６６】
　ステップＳ４６０に処理が進むと、最明色データ生成部２０２は、明度Ｌ*・色相Ｈ*の
各組合せについて、物体色データＤＡ，ＤＢに登録されたうち最大彩度の色を最明色とし
てＲＡＭ２２のメモリ領域に記憶することにより、最明色を最明色データＤＣに登録する
。図８を例とすると、最明色データ生成部２０２は、物体色データＤＡ，ＤＢに登録され
たＬ*Ｃ*Ｈ*値を参照して、明度Ｌ*（＝ａ）・色相Ｈ*（＝ｂ）の組合せをもつ物体色の
うちから、彩度の値が最大となる最大彩度Ｃmax

*（ａ，ｂ）を探索する。そして、明度・
彩度・色相が（ａ，Ｃmax

*（ａ，ｂ），ｂ）となる色を最明色として、図８（ｃ）に示す
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ように最明色データＤＣに登録する。こうした処理を、明度Ｌ*（＝０～１００）と色相
Ｈ*（＝０～２π）との全組合せについて行うことにより、明度Ｌ*・色相Ｈ*の全組合せ
についての最明色を示す最明色データＤＣが生成される。明度Ｌ*・色相Ｈ*の全組合せに
ついて処理を行うと、最明色データ生成処理を終了する。
【００６７】
　最明色データ生成処理を終了すると図５の処理に戻って、色補正テーブル生成部２００
は、第１色補正テーブル生成処理を行う（ステップＳ５００）。図９は、第１色補正テー
ブル生成処理の流れを示したフローチャートである。以下、図９のフローチャートに従っ
て、第１色補正テーブル生成処理について説明する。
【００６８】
　第１色補正テーブル生成処理を開始すると、彩度限界設定部２０３は、格子点上の入力
色ＲtＧtＢtを色変換して入力色の明度Ｌt

*、彩度Ｃt
*、色相Ｈt

*を算出する（ステップ
Ｓ５１０）。このときの色変換は、次式（１３）～（１８）に従って入力色ＲtＧtＢtを
ＸＹＺ値に変換してから、式（４）～（１２）に従ってＸＹＺ値を入力色Ｌt

*Ｃt
*Ｈt

*に
変換することにより行う。ただし、「γ」はガンマ特性のγ値であり、「Ｒmax，Ｇmax，
Ｂmax」はＲＧＢ値の取り得る最大値（例えば、画像処理部２０がＲＧＢ各８ビットを扱
う場合は「２５５」）である。式（１６）で用いる行列Ｍtは、入力色の色空間に決めら
れた赤、緑、青、白の色座標「ｘRｙRｚR，ｘGｙGｚG，ｘBｙBｚB，ｘWｙWｚW」を用いて
式（１７）、（１８）に従って求められる。
【００６９】
【数２】

【００７０】
　次に、彩度限界設定部２０３は、入力色の明度Ｌt

*、色相Ｈt
*におけるプロジェクタ１

の最大彩度を算出する（ステップＳ５２０）。彩度限界設定部２０３は、色出力特性デー
タ格納部２０１に格納された色出力特性データを参照して、プロジェクタ１の色再現域を
取得し、プロジェクタ１の色再現域の範囲内から入力色の明度Ｌt

*、色相Ｈt
*に等しい明

度・色相を満たす最大彩度、すなわちプロジェクタ１の最大彩度を求める。図１０に、プ
ロジェクタ１の色再現域および最明色をＬ*Ｃ*平面上に表した一例を示す。「ＧＡt」は
入力色の色域（例えば、ｓＲＧＢ色空間の色域など）、「ＧＡd」はプロジェクタ１の色
再現域、「Ｌm」は最明色の色点を繋げたラインである。図１０の例では、入力色の色点
Ｐ１に対して、色点Ｐ１と等しい明度・色相をもちながら色再現域ＧＡdの範囲内で最大
彩度となる色点Ｐ３の彩度がプロジェクタ１の最大彩度となる。
【００７１】
　次に、彩度限界設定部２０３は、最明色データＤＣを参照して、入力色の明度Ｌt

*、色
相Ｈt

*に対応する最明色の彩度を取得する（ステップＳ５３０）。例えば、入力色（Ｌt
*
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*）＝（ａ，ｂ）の場合、図８（ｃ）に示した最明色データＤＣから最明色の彩度Ｃ

max
*（ａ，ｂ）が取得される。図１０の例では、入力色の色点Ｐ１に対して、色点Ｐ１と

等しい明度・色相をもちながら最明色Ｌm上にある色点Ｐ２の彩度が最明色の彩度となる
。
【００７２】
　次に、彩度限界設定部２０３は、ステップＳ５２０で求めたプロジェクタ１の最大彩度
とステップＳ５３０で求めた最明色の彩度とを比較して、値が小さい方を彩度限界Ｃlim

*

に設定する（ステップＳ５４０）。図１０の例では、入力色の色点Ｐ１に対して、色点Ｐ
３の彩度より色点Ｐ２の彩度が小さいので、色点Ｐ２の彩度、すなわち最明色の彩度が彩
度限界Ｃlim

*に設定される。同様に、入力色の色点Ｐ４の場合、最明色Ｌm上の色点Ｐ６
の彩度より色再現域の範囲内で最大彩度となる色点Ｐ５の彩度が小さいので、色点Ｐ５の
彩度、すなわちプロジェクタ１の最大彩度が彩度限界Ｃlim

*に設定される。
【００７３】
　次に、第１色補正テーブル生成部２０４は、入力色の彩度Ｃt

*に対して、彩度限界Ｃli

m
*の範囲内で彩度伸長・圧縮処理を行う（ステップＳ５５０）。ここでは、図３に示すよ

うに、入力色の彩度Ｃt
*に対して出力色の彩度Ｃd

*が単調増加し、且つ１対１に対応する
ように、彩度Ｃt

*「０～Ｃh
*」を彩度Ｃd

*「０～Ｃlim
*」に対応付けることにより、彩度

Ｃt
*を彩度Ｃd

*に補正する。また、入力色の明度Ｌt
*、色相Ｈt

*については無補正として
、それぞれ出力色の明度Ｌd

*、色相Ｈd
*とする。すなわち、入力色Ｌt

*Ｃt
*Ｈt

*を出力色
Ｌd

*Ｃd
*Ｈd

*（＝Ｌt
*Ｃd

*Ｈt
*）に補正する。補正式としては、例えば、次式（１９）を

用いる。ただし、「Ｃth
*」は入力色と出力色とで彩度が等しくなる範囲の彩度上限値を

定めるパラメータである。「α」はカーブ形状の特性を定めるパラメータであり、彩度限
界Ｃlim

*が入力色の最大彩度Ｃh
*以上の場合に補正カーブが下に凸、彩度限界Ｃlim

*が入
力色の最大彩度Ｃh

*未満の場合に補正カーブが上に凸となるよう定められた係数である。
図３（ａ）は、彩度限界Ｃlim

*が入力色の最大彩度Ｃh
*以上の場合の第１色補正テーブル

による色補正前後の彩度の関係、図３（ｂ）は、彩度限界Ｃlim
*が入力色の最大彩度Ｃh

*

未満の場合の第１色補正テーブルによる色補正前後の彩度の関係を示している。彩度限界
Ｃlim

*が入力色の最大彩度Ｃh
*より大きい場合には、図３（ａ）に示すように、下に凸形

状の補正カーブにより、入力色は彩度伸長される。一方、彩度限界Ｃlim
*が入力色の最大

彩度より小さい場合には、図３（ｂ）に示すように、上に凸形状の補正カーブにより入力
色は彩度圧縮される。
【００７４】
【数３】

【００７５】
　次に、第１色補正テーブル生成部２０４は、出力色Ｌd

*Ｃd
*Ｈd

*から出力色ＲdＧdＢd

を算出する（ステップＳ５６０）。ここでは、次式（２０），（２１）に従って色変換す
ることにより、出力色Ｌd

*Ｃd
*Ｈd

*から出力色Ｌd
*ｕd

*ｖd
*を算出し、さらに、次式（２

２）～（３０）に従って色変換することにより、出力色Ｌd
*ｕd

*ｖd
*から出力色ＲdＧdＢ

dを算出する。ここで、式（２７）の行列Ｍdは赤、緑、青、白の入力値に対してプロジェ
クタ１が出力する色の色度座標「ｘRｙRｚR，ｘGｙGｚG，ｘBｙBｚB，ｘWｙWｚW」であり
、色出力特性データの色度座標から式（１７）、（１８）に従って求められる。Ｙwはプ
ロジェクタ１の白の輝度であり、色出力特性データの輝度を用いる。
【００７６】
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【数４】

【００７７】
　次に、第１色補正テーブル生成部２０４は、入力色ＲtＧtＢtと出力色ＲdＧdＢdとを対
応付け、第１色補正テーブルを生成する（ステップＳ５７０）。上述したステップＳ５１
０～Ｓ５７０の処理は、入力色の色域上の全格子点の入力色ＲtＧtＢtについて行い、こ
こでは、各格子点の入力色ＲtＧtＢtに対する出力色ＲdＧdＢdを対応付けることにより、
第１色補正テーブルを生成する。第１色補正テーブルを生成すると第１色補正テーブル生
成処理を終了して、図５の処理に戻って、第１色補正テーブル生成部２０４は、生成した
第１色補正テーブルを第１色補正テーブル格納部２１１（実際にはフラッシュメモリ２３
）に格納する（ステップＳ６００）。
【００７８】
　次に、ステップＳ７００では、全カラーモードについて処理を終えたか否かを判断する
。全カラーモードについて処理を終えていなければ（ステップＳ７００：Ｎｏ）、ステッ
プＳ１００に戻って未処理のカラーモードを選択してから、当該カラーモードに対応する
第１色補正テーブルを生成する処理を行う。なお、以上の説明では、ステップＳ１００に
おいて色域優先モードが選択された場合について説明したが、例えば、色優先モードや明
るさ優先モードが選択されていれば、ステップＳ５２０において色再現域に代えて選択さ
れたモードの目標色域を用いることによりプロジェクタ１の最大彩度を求めるようにして
、色域優先モードの場合と同様にステップＳ１００～Ｓ６００の処理を行う。全カラーモ
ードについて処理を終えていれば（ステップＳ７００：Ｙｅｓ）、図５のフローチャート
に示した処理を終了する。
【００７９】
　以上に説明した第１色補正テーブル生成処理を行うことにより、第１色補正テーブルが
第１色補正テーブル格納部２１１に格納される。ここで、第１色補正テーブルに従う彩度
伸長・圧縮によって生じる色域変化について説明する。図１１は、色域優先モード用の第
１色補正テーブルによる補正前後の色域の一例を、Ｌ*Ｃ*平面上で示した図である。「Ｇ
Ａlim」は第１色補正テーブルによる補正後の色域、すなわち彩度限界以下の彩度に制限
を受けた色域である。図１１に示すように、入力色の色域ＧＡtは、最明色Ｌm内の色域と
色再現域ＧＡdとが重なり合う領域の色域ＧＡlim（図１１において太線で示した色域）に
補正される。
【００８０】
　ここで、最明色の彩度とプロジェクタ１の最大彩度とのうち小さい方の値を彩度限界と
したことにより、色域ＧＡlimの最外殻上の色は、明度および色相が等しく、且つ最明色
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Ｌmとプロジェクタ１の色再現域ＧＡdの最外殻とのうち、彩度が小さい方の色に補正され
る。すなわち、図１１の例において、入力色の色域ＧＡtの最外殻上の色「Ｐ１」が、最
明色Ｌmの色「Ｐ２」に補正されているように、最明色の彩度がプロジェクタ１の最大彩
度より小さい範囲については、入力色の色域ＧＡtは最明色Ｌmに彩度伸長される。一方、
入力色の色域ＧＡtの最外殻上の色「Ｐ４」が色再現域ＧＡdの最外殻上の色「Ｐ５」に補
正されているように、プロジェクタ１の最大彩度が最明色の彩度より小さい範囲について
は、プロジェクタ１の最大彩度すなわち色再現域ＧＡdの最外殻上の色に彩度伸長されて
いる。この結果、第１色補正テーブルに従えば、入力色の色域ＧＡtを、色再現域ＧＡdに
近付けるように拡大しながら、彩度限界以下の彩度に制限された色域ＧＡlim（図１１に
おいて太線で示した色域）に彩度伸長したカラーマッチングが可能である。同様に、色優
先モードや明るさ優先モードでは、最明色Ｌm内の色域とそれぞれのカラーモードの目標
色域とが重なり合う領域をもつ色域にカラーマッチングが行われる。
【００８１】
　次に、プロジェクタ１が、画像データの入力を受けて画像を表示するときの処理につい
て、図１２のフローチャートに従って説明する。なお、図１２の処理は、ＣＰＵ２１が、
フラッシュメモリ２３に記憶された画像処理プログラムを実行することにより行われる。
【００８２】
　外部機器から画像データ入力部１０に画像データが入力されると図１２の処理が開始さ
れる。処理を開始すると、画像データ入力部１０は、外部の機器から入力された画像デー
タに対して入力処理を行う（ステップＳ８００）。例えば、画像処理部２０が各色８ビッ
トのＲＧＢデータを処理する場合、入力処理では、外部機器からの画像データをＲＧＢ各
色８ビットの入力値ＲinＧinＢinに変換して、入力値ＲinＧinＢinを画像処理部２０に受
け渡す。
【００８３】
　次に、第１色補正実行部２１４は、カラーモードを設定する（ステップＳ８１０）。例
えば、ユーザによるカラーモードの選択操作や、入力された画像データの種類に応じてカ
ラーモードが設定される。
【００８４】
　次に、色補正テーブル選択部２１３は、第１色補正テーブル格納部２１１に格納された
複数の第１色補正テーブルのうちから、設定されたカラーモードに対応する第１色補正テ
ーブルを選択する。そして、第１色補正実行部２１４は、選択された第１色補正テーブル
を第１色補正テーブル格納部２１１（実際には、フラッシュメモリ２３）から読み出す（
ステップＳ８２０）。
【００８５】
　次に、第１色補正実行部２１４は、第１色補正テーブルに従って、画像データ入力部１
０より入力される画像データの入力値ＲinＧinＢinに対して３次元色補正を実行すること
により、彩度限界以下の彩度に制限されたＲＧＢ値に補正する（ステップＳ８３０）。こ
こでは、第１色補正テーブルの格子点上にある入力値ＲinＧinＢinについては、第１色補
正テーブルに示された色の対応付けに従って補正し、格子点上にない入力値ＲinＧinＢin

については、格子点上の値を補間して求められる値により補正する。
【００８６】
　次に、色補正テーブル選択部２１３は、第２色補正テーブル格納部２１２に格納された
複数の第２色補正テーブルのうちから、設定されたカラーモードに対応する第２色補正テ
ーブルを選択する。そして、第２色補正実行部２１５は、選択された第２色補正テーブル
を第２色補正テーブル格納部２１２から読み出す（ステップＳ８４０）。
【００８７】
　次に、第２色補正実行部２１５は、第２色補正テーブルに従ってステップＳ８３０によ
る補正後のＲＧＢ値の各色に対して１次元色補正を実行することにより、液晶パネル４０
のデバイス特性に応じて階調特性が調整されたＲＧＢ値に色補正する（ステップＳ８５０
）。
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【００８８】
　次に、第２色補正実行部２１５は、ステップＳ８５０による補正後のＲＧＢ値を出力値
ＲoutＧoutＢoutとしてＬ／Ｖ駆動部３０に出力する出力処理を行う（ステップＳ８６０
）。Ｌ／Ｖ駆動部３０は出力値ＲoutＧoutＢoutに従って液晶パネル４０を駆動して画像
を表示させることにより、液晶パネル４０の画像がスクリーンに投影表示される。これに
より、彩度限界以下の彩度に制限された色域ＧＡlim上の色により表現された画像が投影
表示される。
【００８９】
　第１の実施例のプロジェクタ１によれば、以下の効果を得ることができる。
【００９０】
　（１）第１の色補正テーブルによれば、入力色の色域ＧＡtを彩度限界以下の彩度に制
限された色域ＧＡlimに変換するので、彩度限界まで彩度を伸長したカラーマッチングを
行うことができる。この彩度伸長は彩度限界の彩度以下に抑えられているので、彩度を過
剰に強調することなく、好ましい色の画像を表示することができる。
【００９１】
　（２）色域優先モードにおいては、過剰な彩度強調を抑えながら、入力色の色域ＧＡt

をプロジェクタ１の色再現域ＧＡdに合わせて彩度が伸長されるので、プロジェクタ１の
色再現域ＧＡdの広さを活かした色彩豊かな表示が可能になる。本実施例のプロジェクタ
１のようにＬＥＤ光源を用いることにより広色再現域をもつ表示装置であれば、過剰な彩
度強調を抑えながら、好ましい色の画像を表示することができるようになるので、特に有
用である。また、色優先モードや明るさ優先モードにおいて、目標とする色域が、プロジ
ェクタ１の色再現域ＧＡd以外であっても、過剰な彩度強調を抑えながら、好ましい色の
画像を表示することができる。
【００９２】
　（３）物体色の理論限界である最明色により彩度限界を定めるようにしているので、第
１の色補正テーブルによるカラーマッチングを行えば、色再現域ＧＡdが自然界に通常存
在しない色を含むまでに広い色域であっても、自然界に存在する物体色の範囲内で自然な
色の画像を表示することができる。したがって、広色再現域をもつプロジェクタ１であっ
ても、不自然な色の表示を防いで自然な色の画像を表示することができるようになる。
【００９３】
　（４）ある明度・色相において、最明色Ｌmの彩度より色再現域ＧＡdの彩度の方が小さ
いときには、色再現域ＧＡdの彩度まで彩度伸長するようにしたので、プロジェクタ１が
再現不可能な色にマッチングすることがなくなり、プロジェクタ１の色出力特性に応じた
適切な色の画像を表示することができる。したがって、色再現域の広狭に関わらずに、過
剰な彩度強調を抑えた好ましい色を出力することができる。
【００９４】
　（５）光源の分光特性、および最明色を求める候補となる多数の分光反射率特性を仮定
して、光源の分光特性および多数の分光反射率特性から求められる物体色の限界を最明色
としたことにより、比較的簡易な計算によって最明色を求めることができる。また、可視
領域に含まれる波長λ1およびλ2の全組合せの分光反射率特性に対する物体色を算出し、
算出した全物体色のうちから最明色を求めるようにしたので、最明色を正確に求めること
ができる。このことから、最明色の彩度を超えた、不自然な色の表示を確実になくすこと
ができる。
【００９５】
　（６）図３に示すように、入力色の最大彩度は彩度限界に合わせながら、最大彩度以外
の彩度については連続的に変化する補正カーブに従って補正（彩度伸長・圧縮）したこと
により、入力色の彩度変化を滑らかに再現した色を出力ができる。また、閾値Ｃth

*以下
の領域については、入力色の彩度Ｃt

*と出力色の彩度Ｃd
*とを等しくしたので、高彩度域

については彩度限界を超える過剰な彩度強調を防ぎながら、低彩度域については入力され
た画像データに忠実な色再現が可能である。
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【００９６】
　（７）第２の色補正テーブルによれば、液晶パネル４０のデバイス特性に応じて、所定
の特性（ガンマ特性・白色点の色温度など）となるように調整されるので、液晶パネル４
０のデバイス特性に関わらずに、第２の色補正テーブルにより色補正された好ましい色を
投影画像に反映させることができる。
【００９７】
　（第２の実施例）
　次に、本発明に係る第２の実施例について説明する。
【００９８】
　第２の実施例では、プロジェクタに色補正を施すための色補正システムについて説明す
る。図１３は、第２の実施例に係る色補正システムの構成を示したブロック図である。な
お、以下の説明において、第１の実施例と同様の構成については同じ符号を付与し、詳細
な説明を省略するものとする。
【００９９】
　図１３に示すように、色補正システム２は、プロジェクタ３と、プロジェクタ３が出力
する色を補正する色補正装置４とを備え、プロジェクタ３と色補正装置４とは相互に通信
可能に接続されている。
【０１００】
　プロジェクタ３は、画像データ入力部１０、画像処理部２０、およびＬ／Ｖ駆動部３０
を備えている。また、画像処理部２０は、第１色補正テーブル格納部２１１、第１色補正
実行部２１４、第２色補正テーブル格納部２１２、および第２色補正実行部２１５を有し
ている。すなわち、プロジェクタ３は、第１の実施例に係るプロジェクタ３の色補正部２
１０としての構成を有している。
【０１０１】
　色補正装置４は、色出力特性データ格納部２０１と、最明色データ生成部２０２と、彩
度限界設定部２０３と、第１色補正テーブル生成部２０４と、第２色補正テーブル生成部
２０５と、光センサ２０６とを備えている。すなわち、色補正装置４は、第１の実施例に
係るプロジェクタ３の色補正テーブル生成部２００としての構成に加えて、さらに光セン
サ２０６を有している。色補正装置４は、光センサ２０６により測定したプロジェクタ３
の色出力特性を示すデータを色出力特性データ格納部２０１に格納するとともに、第２色
補正テーブル生成部２０５は、色出力特性データを用いて生成した第２色補正テーブルを
プロジェクタ３に出力して、プロジェクタ３の第２色補正テーブル格納部２１２に格納さ
せる。第１色補正テーブル生成部２０４は、図５の第１色補正テーブル生成処理と同様の
処理を行うことにより、色出力特性データを用いて第１色補正テーブルを生成する。そし
て、第１色補正テーブル生成部２０４は、生成した第１色補正テーブルをプロジェクタ３
に出力して、プロジェクタ３の第１色補正テーブル格納部２１１に格納させる。これによ
り、色補正装置４は、プロジェクタ３に対して第１色補正テーブルおよび第２色補正テー
ブルを適用して、彩度限界以下の彩度の画像を出力できるようにプロジェクタ３の色出力
特性を補正する。
【０１０２】
　したがって、第２の実施例によれば、色補正装置４が、第１の実施例に係る（１）～（
７）の効果を得ることができる第１色補正テーブルを生成することができるとともに、生
成した第１色補正テーブルを、プロジェクタ３の第１色補正テーブル格納部２１１に格納
することによってプロジェクタ３に適用して、（１）～（７）の効果を実現するようプロ
ジェクタ３の色出力を調整することができる。
【０１０３】
　（第３の実施例）
　次に、本発明に係る第３の実施例について説明する。
【０１０４】
　第１の実施例では、図７に示すように、波長λ1，λ2において反射率１００％から０％
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あるいは０％から１００％に変化する凸または凹形状の分光反射率特性を仮定して最明色
を求めるようにしたが、第３の実施例では、波長λ1，λ2に前後する波長域において連続
的に変化する分光反射率特性を仮定して第１の実施例の最明色算出方法と同様の処理を行
うようにして、「制限された最明色」を算出する。これは、通常、自然界に存在する物体
は連続した反射率の分光特性をもつため、自然界の特性により近付けるものである。すな
わち、制限された最明色は、最明色に比べて、より自然界に存在し易い色の限界を示す。
【０１０５】
　図１４に、連続的に変化する分光反射率特性の一例を示す。図１４に示すように、波長
λ1を反射率５０％となる中心波長として、「λ1－Δλ～λ1＋Δλ」の波長域で連続的
に反射率を変化させている。「Δλ」は、特性が連続的に変化する波長域の幅を規定する
値である。この分光反射率特性としては、例えば、次式（３１）によりその形状が定めら
れる。同様に、波長λ2を中心とする波長域についても反射率が連続的に変化するように
分光反射率特性を定めることにより略凸形状の分光反射率パターンＡが設定される。分光
反射率パターンＢについても、同様にして、連続的に特性が変化する略凹形状の分光反射
率特性を設定する。こうして設定された分光反射率パターンＡ，Ｂを用いて、第１の実施
例における最明色データ生成処理と同様の処理を行うことにより、最明色に比べてさらに
彩度が制限されることとなり、制限された最明色が算出される。制限された最明色を用い
て第１色補正テーブルを生成する方法については、最明色に代えて制限された最明色を用
いるようにして、第１の実施例の第１色補正テーブル生成処理と同様にして行う。
【０１０６】
【数５】

【０１０７】
　第３の実施例によれば、最明色に比べてさらに彩度が制限された、制限された最明色を
用いて彩度限界を設定したことにより、より自然な色へのカラーマッチングが可能な第１
色補正テーブルを生成することができる。この第１色補正テーブルに従って色補正を行う
と、より自然で、好ましい色にカラーマッチングすることができる。
【０１０８】
　以上、本発明の第１ないし第３の実施例について説明したが、本発明はこれに限られる
ことなく、様々な形態とすることもできる。以下、本発明の変形例について説明する。
【０１０９】
　（変形例１）上記第１ないし第３の実施例では、第１色補正テーブルを生成する際に、
最明色データＤＣを生成するようにしているが、第１色補正テーブルを生成する処理に先
行して最明色データＤＣを予め算出しておき、予め算出された最明色データＤＣを用いて
第１色補正テーブルを生成するようにしてもよい。
【０１１０】
　（変形例２）上記第１ないし第３の実施例では、Ｌ*Ｃ*Ｈ*色空間上の彩度Ｃ*に彩度限
界を設定するようにしたが、ＨＳＩ色空間上の彩度Ｓに対して再度限界を設定するように
してもよい。また、入力色のＬ*ａ*ｂ*値から求めたＬ*Ｃ*Ｈ*色空間上において、彩度伸
長・圧縮を行うようにしてもよい。
【０１１１】
　（変形例３）上記第１ないし第３の実施例では、光源にＬＥＤを用いたが、光源の種類
としてはこれに限られることなく、レーザや有機ＥＬ（Electro Luminescence）素子を光
源として用いることにより広色再現域を実現した構成としてもよい。もっとも、本発明は
、プロジェクタであれば高圧水銀ランプやメタルハライドランプ、液晶ディスプレイであ
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れば冷陰極管などのランプ光源を用いた表示装置に適用してもよい。この場合は広色再現
域の表示装置に比べて色再現域が狭くなるので、図３（ｂ）に示す彩度圧縮を受ける確率
が高くなる。
【０１１２】
　（変形例４）プロジェクタ１に色出力特性測定用の光センサを設けるようにして、製造
時以外であっても、所望のタイミングで色出力特性測定用の所定の画像を表示させるとと
もに光センサに色特性を測定させ、測定された色出力特性のデータを色出力特性データ格
納部２０１に格納する構成としてもよい。この場合、例えば、プロジェクタ１の製造後に
色出力特性が経時的に変化しても、変化後の色出力特性を測定して色補正テーブルを生成
することにより、変化後の色出力特性に応じて適切な色補正を行うことができる。
【０１１３】
　（変形例５）上記実施例１において、最明色の彩度に対して所定の割合（例えば、９０
％など）の彩度を彩度限界に設定するようにしてもよい。
【０１１４】
　（変形例６）上記第１ないし第３の実施例では、表示装置としてのフロントプロジェク
タに本発明を適用した場合について説明したが、リアプロジェクタ、ＤＬＰ（登録商標）
、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、プラズマディスプレイ、ＣＲＴ（Cathode 
Ray Tube）、ＦＥＤ（Field Emission Display）、ＳＥＤ（Surface-conduction Electro
n-Emitter Display）に適用してもよい。また、パーソナルコンピュータ（画像処理装置
）と液晶ディスプレイなどの表示装置とが接続されたシステムに本発明を適用し、パーソ
ナルコンピュータが彩度限界以下に制限する色補正を行い、補正後の画像データを液晶デ
ィスプレイに出力するようにしてもよい。さらに、内部でカラーマッチングを行うプリン
タなどの装置に、本発明の画像処理方法を適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】第１の実施例に係るプロジェクタの構成を示したブロック図。
【図２】プロジェクタのハードウェア構成を示したブロック図。
【図３】第１色補正による彩度伸長・圧縮を説明するための図であり、（ａ）は彩度伸長
、（ｂ）彩度圧縮を示した図。
【図４】第２色補正を説明するための図。
【図５】画像処理部が行う処理の流れを示したフローチャート。
【図６】最明色データ生成処理の流れを示したフローチャート。
【図７】分光反射率特性を示した図であり、（ａ）は分光反射率パターンＡ、（ｂ）は分
光反射率パターンＢを示した図。
【図８】最明色の算出方法を説明するための説明図。
【図９】第１色補正テーブル生成処理の流れを示したフローチャート。
【図１０】プロジェクタの色再現域および最明色の一例を示した図。
【図１１】第１色補正テーブルに従う彩度伸長・圧縮による色域の変化を示した図。
【図１２】色補正を行う際の処理の流れを示したフローチャート。
【図１３】第２の実施例に係る色補正システムの構成を示したブロック図。
【図１４】第３の実施例に係る分光反射率特性を示した図。
【符号の説明】
【０１１６】
　１…表示装置としてのプロジェクタ、２…色補正システム、３…表示装置としてのプロ
ジェクタ、４…色補正テーブル生成装置としての色補正装置、１０…入力部としての画像
データ入力部、２０…画像処理部、３０…Ｌ／Ｖ駆動部、４０…表示部としての液晶パネ
ル、２１…ＣＰＵ、２２…ＲＡＭ、２３…記憶部としてのフラッシュメモリ、２００…色
補正テーブル生成装置としての色補正テーブル生成部、２０１…色出力特性データ格納部
、２０２…最明色データ生成手段としての最明色データ生成部、２０３…彩度限界設定手
段としての彩度限界設定部、２０４…色補正テーブル生成手段としての第１色補正テーブ



(21) JP 4400644 B2 2010.1.20

ル生成部、２０５…第２色補正テーブル生成部、２０６…光センサ、２１０…画像処理装
置としての色補正部、２１１…第１色補正テーブル格納部、２１２…第２色補正テーブル
格納部、２１３…色補正テーブル選択部、２１４…色補正手段としての第１色補正実行部
、２１５…第２色補正実行部、ＤＡ，ＤＢ…物体色データ、ＤＣ…最明色データ、ＧＡt

…第１の色域としての入力色の色域、ＧＡd…第２の色域としてのプロジェクタの色再現
域、ＧＡlim…第３の色域としての彩度限界以下の彩度に制限された色域、Ｌm…最明色の
色点を繋げたライン。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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