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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３色のカラー信号の組み合わせで表現した入力画像データに対して、マトリクス処理部
でマトリクス処理を行って色相別に色補正を行うようにした色相別色補正回路において、
　少なくとも３分割された色相に対して、前記入力カラー信号の色相判別を行う第１の処
理において、前記入力カラー信号が、どの色相に該当するかを示す判定信号Ｗｓ及び色補
正の調整量ΔＷの算出を行う第１の領域判定・調整量算出部と、
　前記第１の処理よりも色相の分割数を多くするとともに、前記第１の処理における色相
の境界を補正可能なように分割した色相に対して、前記入力カラー信号の色相判別を行う
第２の処理において、前記入力カラー信号が、どの色相に該当するかを示す判定信号Ｚｓ
及び色補正の調整量ΔＺの算出を行う第２の領域判定・調整量算出部と、
　前記Ｗｓ信号に基づいて補正係数Ｗｔを選択する第１の補正係数選択部と、
　前記Ｚｓ信号に基づいて補正係数Ｚｔを選択する第２の補正係数選択部と、
　前記調整量ΔＷと前記補正係数Ｗｔとを乗算することで前記第１の処理での調整量が反
映された補正係数ΔＷｔを出力する第１の乗算回路と、
　前記調整量ΔＺと前記補正係数Ｚｔとを乗算することで前記第２の処理での調整量が反
映された補正係数ΔＺｔを出力する第２の乗算回路と、
　前記ΔＷｔと前記ΔＺｔ及びスタティック係数を加算することでマトリクス係数を生成
する加算回路とによってマトリクス係数演算部を構成し、当該マトリクス係数演算部はマ
トリクスの要素の数だけ独立に設けられ、これら複数のマトリクス係数演算部で生成した
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各々のマトリクス係数に基づいて前記マトリクス処理を行うことを特徴とする色相別色補
正処理回路。
【請求項２】
　前記マトリクス係数演算部のうち、対角項にあたるマトリクス係数演算部に、前記調整
量ΔＷと前記調整量ΔＺとから白色の調整量であるΔＷＨを算出するＷｈｉｔｅ調整量算
出部と、前記調整量ΔＷＨと白色の補正係数を乗算することで白色の調整量が反映された
補正係数ΔＷＨｔを出力する第３の乗算回路とを設け、前記加算回路は、前記ΔＷｔと前
記ΔＺｔ及び前記スタティック係数にさらに前記ΔＷＨｔを加算して前記マトリクス係数
を生成することを特徴とする請求項１記載の色相別色補正処理回路。
【請求項３】
　各調整量信号の出力が対応する各乗算回路に入力されるまでの間にそれぞれＡＮＤ回路
を設け、垂直同期信号であるＶsync信号と表示ミュート信号であるＢｌａｎｋ信号とに基
づいて表示画面を任意の領域で分割して、一方の領域においてのみ前記ＡＮＤ回路から乗
算回路に対して各々の調整量信号を出力するように制御する機能を持たせた半画面処理部
を設けたことを特徴とする請求項１又は２記載の色相別色補正処理回路。
【請求項４】
　第１の領域判定・調整量算出部、第２の領域判定・調整量算出部、及び、Ｗｈｉｔｅ調
整量算出部においてそれぞれ算出する各調整量は、低輝度から高輝度までの調整量の差を
略一定に保つために、リミッタを設けて制限することを特徴とする請求項２記載の色相別
色補正処理回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビ、モニター等の表示装置、コンピュータグラフィックス画像を作成す
る画像処理機器等に使用するデータ処理に関しており、赤／緑／青の３色で表現する画像
データを使用機器等に合わせて色補正処理をする色補正処理回路に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、モニター等の表示装置において入力された色信号を表示する際に、使用条件
等に合わせて所望の色再現性を持つ画像を出力して表示するために、色調整処理が行われ
てきた。この色調整処理には、大きく分けてテーブル変換方式とマトリクス演算方式の２
方式がある。
【０００３】
　テーブル変換方式は、赤と緑と青（以下、「Ｒ、Ｇ、Ｂ」と記す）で表現した画像デー
タを入力し、この入力データに基づいて、ＲＯＭ等のメモリに予め記憶しておいた色調整
後のＲ、Ｇ、Ｂの画像データの中から最適なものを選択して出力する方法であり、このテ
ーブル変換方式は任意の色調整特性を採用できるため、色再現性に優れた色調整を実行で
きる長所がある。しかし、画像データの組合せ毎にデータを記憶させる単純な構成では約
４００Ｍｂｉｔの大容量メモリが必要となり、メモリ容量を圧縮して用いる方法でもある
程度の容量が必要とされるため、ＬＳＩ化が困難であり、また、使用条件等の変更に柔軟
に対応できないという問題があった。
【０００４】
　これに対して、マトリクス演算方式を用いた色調整処理は、入力されたＲ、Ｇ、Ｂ信号
から変換したＹ、Ｃｒ、Ｃｂの輝度信号及び色差信号、又は、入力されたＲ、Ｇ、Ｂ信号
そのものを用いて色調整量をその場で演算して出力する方法である。具体的な演算方法の
一例としては、入力されたＲ、Ｇ、Ｂ信号に３行３列で表されるマトリクス係数を乗算す
ることで、出力Ｒ´、Ｇ´、Ｂ´信号を求める方法がある。その演算式は以下のように表
すことができる。
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　このマトリクス演算方式を用いた色調整処理方法は、上記テーブル変換方式で問題であ
った大容量メモリは必要なく、ＬＳＩ化が可能である。また、上記式（１）のマトリクス
係数の各要素ａ１１～ａ３３を適宜調整することで使用条件等の変更に柔軟に対応するこ
とが可能となる。この、マトリクス演算方式を用いた色調整処理方法として、例えば、特
許文献１、又は、特許文献２に示すようなものが存在する。
【特許文献１】特開２００３－１１１０９１号公報
【特許文献２】特開２００１－２２３９１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のマトリクス演算方式を用いた色調整処理は、入力されたＲ、Ｇ、Ｂ信号の組み合
わせがどの色相に該当するかを判別するとともに、その色相での調整量を算出して色相に
おける色補正を行っていた。例えば、図３に示すように、Ｒｅｄ領域、Ｙｅｌｌｏｗ領域
、Ｇｒｅｅｎ領域、Ｃｙａｎ領域、Ｂｌｕｅ領域、Ｍａｊｅｎｔａ領域の６つに分割して
補正を行うことで、細かな調整が可能であるが、それぞれの補正領域の境界部分は、ほと
んど補正を行うことができない非補正領域となっているため、必ずしも色補正を的確に行
えるものではなかった。
【０００６】
　また、色調整と合わせてホワイトバランス調整を行える回路も従来から存在するが、こ
のような場合のホワイトバランス調整は、Ｒ、Ｇ、Ｂのゲインを調整することで行われて
いるため、ホワイトバランスを調整することで他の色を犠牲にしてしまうという問題があ
った。また、上記色補正の場合も、このホワイトバランスの調整の場合も、最終的にはユ
ーザが画面を見ながら調整度を判断することになるが、調整前の画面を見ながら補正を行
うことができず、細かな設定を行うことができなかった。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたもので、非補正領域となる部分がなく画面内のど
の色相に対しても的確な色補正を行うことができ、また、他の色を犠牲にすることなく白
のみを調整できるホワイトバランスの調整を実現し、さらに、調整前の画面を見ながら補
正を行うことができる色相別色補正回路を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１記載の発明は、３色のカラー信号の組み合わせで表現した入力画像データに対
して、マトリクス処理部でマトリクス処理を行って色相別に色補正を行うようにした色相
別色補正回路において、少なくとも３分割された色相に対して、前記入力カラー信号の色
相判別を行う第１の処理において、前記入力カラー信号が、どの色相に該当するかを示す
判定信号Ｗｓ及び色補正の調整量ΔＷの算出を行う第１の領域判定・調整量算出部と、前
記第１の処理よりも色相の分割数を多くするとともに、前記第１の処理における色相の境
界を補正可能なように分割した色相に対して、前記入力カラー信号の色相判別を行う第２
の処理において、前記入力カラー信号が、どの色相に該当するかを示す判定信号Ｚｓ及び
色補正の調整量ΔＺの算出を行う第２の領域判定・調整量算出部と、前記Ｗｓ信号に基づ
いて補正係数Ｗｔを選択する第１の補正係数選択部と、前記Ｚｓ信号に基づいて補正係数
Ｚｔを選択する第２の補正係数選択部と、前記調整量ΔＷと前記補正係数Ｗｔとを乗算す
ることで前記第１の処理での調整量が反映された補正係数ΔＷｔを出力する第１の乗算回
路と、前記調整量ΔＺと前記補正係数Ｚｔとを乗算することで前記第２の処理での調整量
が反映された補正係数ΔＺｔを出力する第２の乗算回路と、前記ΔＷｔと前記ΔＺｔ及び
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スタティック係数を加算することでマトリクス係数を生成する加算回路とによってマトリ
クス係数演算部を構成し、当該マトリクス係数演算部はマトリクスの要素の数だけ独立に
設けられ、これら複数のマトリクス係数演算部で生成した各々のマトリクス係数に基づい
て前記マトリクス処理を行うことを特徴とする色相別色補正処理回路である。
【００１０】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明に加えて、前記マトリクス係数演算部のう
ち、対角項にあたるマトリクス係数演算部に、前記調整量ΔＷと前記調整量ΔＺとから白
色の調整量であるΔＷＨを算出するＷｈｉｔｅ調整量算出部と、前記調整量ΔＷＨと白色
の補正係数を乗算することで白色の調整量が反映された補正係数ΔＷＨｔを出力する第３
の乗算回路とを設け、前記加算回路は、前記ΔＷｔと前記ΔＺｔ及び前記スタティック係
数にさらに前記ΔＷＨｔを加算して前記マトリクス係数を生成することを特徴とする色相
別色補正処理回路である。
【００１１】
　請求項３記載の発明は、請求項２又は３記載の発明に加えて、各調整量信号の出力が対
応する各乗算回路に入力されるまでの間にそれぞれＡＮＤ回路を設け、垂直同期信号であ
るＶsync信号と表示ミュート信号であるＢｌａｎｋ信号とに基づいて表示画面を任意の領
域で分割して、一方の領域においてのみ前記ＡＮＤ回路から乗算回路に対して各々の調整
量信号を出力するように制御する機能を持たせた半画面処理部を設けたことを特徴とする
色相別色補正処理回路である。
【００１２】
　請求項４記載の発明は、請求項３記載の発明に加えて、第１の領域判定・調整量算出部
、第２の領域判定・調整量算出部、及び、Ｗｈｉｔｅ調整量算出部においてそれぞれ算出
する各調整量は、低輝度から高輝度までの調整量の差を略一定に保つために、リミッタを
設けて制限することを特徴とする色相別色補正処理回路である。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載の発明によれば、第１の処理での補正量の反映されたΔＷｔ信号と第２の
処理での補正量の反映されたΔＺｔ信号とからマトリクス係数を生成するようにしたので
、非補正領域となる部分がなくなり画面内のどの色相に対しても的確な色補正を行うこと
ができる。
【００１５】
　請求項２記載の発明によれば、対角項にあたるマトリクス係数演算部においては、Ｗｈ
ｉｔｅの補正量の反映されたΔＷＨｔ信号を含んだマトリクス係数を生成するようにした
ので、Ｒ、Ｇ、Ｂのゲインを調整することで行われてきた従来のホワイトバランス調整と
は異なり、他の色を犠牲にすることなく白のみを調整できるホワイトバランスの調整を行
うことができる。
【００１６】
　請求項３記載の発明によれば、表示画面を任意の領域で分割して、一方の領域において
のみ色補正等を行うようにできるため、ユーザは画面の２分割した一方に対してのみ補正
を行うことができ、他方の補正をかけない状態と比較しながら調整を行うことで、細かな
調整を行うことができる。
【００１７】
　請求項４記載の発明によれば、第１の領域判定・調整量算出部、第２の領域判定・調整
量算出部、及び、Ｗｈｉｔｅ調整量算出部においてそれぞれ算出する各調整量は、低輝度
から高輝度までの調整量の差を略一定に保つために、リミッタを設けて制限するようにし
たので、低輝度から高輝度までの調整量の差を略一定に保つことで色相ずれのない色調整
を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明による色相別色補正回路は、図３に示すような従来例における色補正法では補正
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できない非補正領域が生じてしまう問題があったため、これを改善すべく、図２の外側の
領域で示した全体の色相をＲｅｄ領域、Ｇｒｅｅｎ領域、Ｂｌｕｅ領域の３つに分割して
補正を行う第１の補正手段としてのＷｉｄｅモード補正手段と、図２の内側の領域で示し
た全体の色相をＲｅｄ領域、Ｙｅｌｌｏｗ領域、Ｇｒｅｅｎ領域、Ｃｙａｎ領域、Ｂｌｕ
ｅ領域、Ｍａｊｅｎｔａ領域の６つに分割して補正を行う第２の補正手段としてのＺｏｏ
ｍモード補正手段との２つを用いて色補正を行い、一方のモードの色相の境界で生じてし
まう非補正領域を他方のモードで補うことで、非補正領域の生じない色補正を実現してい
る。また、従来のホワイトバランス調整では一様にＲＧＢのゲインを調整していたために
他の色を犠牲にしてしまう問題があったが、白色のみを補正することを可能にしている。
さらに、これらの色補正を補正前の画面と比較しながら調整を行うことでユーザ本意の色
調整が行えるように、画面を２分割して一方のみに補正を行って比較できるように構成し
た。以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１は、本発明の色相別色補正回路の構成を示したブロック図である。この図１におい
て、３色のカラー信号として入力された映像信号の赤色成分、緑色成分、青色成分（図１
において、Ｒin、Ｇin、Ｂin）は、ガンマ補正処理部１１に入力されるとともに、Ｗｉｄ
ｅ領域判定・調整量算出部１３、及び、Ｚｏｏｍ領域判定・調整量算出部１４に入力され
る。
【００２０】
　ガンマ補正処理部１１の出力はマトリクス処理部１２に入力されて、前記式（１）のマ
トリクス係数のような３行×３列のマトリクス係数を用いて色補正を行った後、出力端子
より出力される。ここで、３行×３列の合計９個のマトリクス係数は、入力されたＲ、Ｇ
、Ｂ信号に基づいて、それぞれマトリクス係数演算部３０～３８において、ＤＴ１１Ｎ、
ＤＴ２１Ｎ、ＤＴ３１Ｎ、ＤＴ１２Ｎ、ＤＴ２２Ｎ、ＤＴ３２Ｎ、ＤＴ１３Ｎ、ＤＴ２３
Ｎ、ＤＴ３３Ｎとして演算によって求められる。以下、マトリクス係数演算部３０におい
てＤＴ１１Ｎを求める流れを中心に説明する。
【００２１】
　Ｗｉｄｅ領域判定・調整量算出部１３は、入力されたＲ、Ｇ、Ｂ信号の組み合わせが、
第１の補正手段としてのＷｉｄｅモードにおいてＲｅｄ領域、Ｇｒｅｅｎ領域、Ｂｌｕｅ
領域の３つの領域の何れに該当するかを判定して、判定信号であるＷｓをマトリクス係数
演算部３０のＷｉｄｅ補正係数選択部１８に出力するとともに、Ｗｉｄｅモードでの調整
量ΔＷを算出してＡＮＤ回路１６を介してマトリクス係数演算部３０の乗算回路２０に出
力する。
【００２２】
　Ｚｏｏｍ領域判定・調整量算出部１４は、入力されたＲ、Ｇ、Ｂ信号の組み合わせが、
第２の補正手段としてのＺｏｏｍモードにおいてＲｅｄ領域、Ｙｅｌｌｏｗ領域、Ｇｒｅ
ｅｎ領域、Ｃｙａｎ領域、Ｂｌｕｅ領域、Ｍａｊｅｎｔａ領域の６つの領域の何れに該当
するかを判定して、判定信号であるＺｓをマトリクス係数演算部３０のＺｏｏｍ補正係数
選択部１９に出力するとともに、Ｚｏｏｍモードでの調整量ΔＺを算出してＡＮＤ回路１
７を介してマトリクス係数演算部３０乗算回路２１に出力する。
【００２３】
　半画面処理部１５には、入力の垂直同期信号であるＶsync信号、表示ミュート信号であ
るＢｌａｎｋ信号、及び、制御部２８からの半画面処理を指示する信号が入力される。制
御部２８では、ユーザからの指定によって半画面処理を指示する信号を半画面処理部に出
力し、半画面処理部１５では半画面処理の指示を受けると、Ｖsync信号とＢｌａｎｋ信号
とから画面内の位置を調べて、補正をかける画面部分ではｈｉｇｈを、補正をかけない画
面部分ではｌｏｗをそれぞれＡＮＤ回路１６、１７、２４に出力する。ＡＮＤ回路１６、
１７、２４では、それぞれで半画面処理部１５からの信号がｈｉｇｈの場合のみ入力信号
を後段の回路に出力する構成となっている。
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【００２４】
　マトリクス係数演算部３０のＷｉｄｅ補正係数選択部１８は、Ｗｉｄｅ領域判定・調整
量算出部１３からのＷｓ信号に基づいてＷｉｄｅ補正係数を選択してＷｔ信号として後段
の乗算回路２０に出力する。ここで、Ｗｉｄｅ補正係数選択部１８には、制御部２８から
Ｗｉｄｅモードの各色相に対応した補正係数としてＷ１Ｓ［１］、Ｗ２Ｓ［１］、Ｗ３Ｓ
［１］信号が入力され、これらの信号から判別信号Ｗｓで判定された色相の補正係数を選
択する。なお、制御部２８には、外部情報入力端子２９からユーザがリモコン等で設定し
た調整項目、例えば、色相、彩度、ＲＧＢの各利得等の情報が入力され、これを基に色相
毎に補正係数を生成する。
【００２５】
　乗算回路２０では、前記Ｗｉｄｅ領域判定・調整量算出部１３からＡＮＤ回路１６を介
して入力された調整量ΔＷ信号と、前記Ｗｉｄｅ補正係数選択部１８から入力された補正
係数としてのＷｔ信号とを乗算することでΔＷｔ信号を生成して、後段の加算回路２２に
出力する。
【００２６】
　マトリクス係数演算部３０のＺｏｏｍ補正係数選択部１９は、Ｚｏｏｍ領域判定・調整
量算出部１４からのＺｓ信号に基づいてＺｏｏｍ補正係数を選択してＺｔ信号として後段
の乗算回路２１に出力する。ここで、Ｚｏｏｍ補正係数選択部１９には、制御部２８から
Ｚｏｏｍモードの各色相に対応した補正係数としてＺ１Ｓ［１］、Ｚ２Ｓ［１］、Ｚ３Ｓ
［１］、Ｚ４Ｓ［１］、Ｚ５Ｓ［１］、Ｚ６Ｓ［１］信号が入力され、これらの信号から
判別信号Ｚｓで判定された色相の補正係数を選択する。これら６つの補正係数候補は、Ｗ
ｉｄｅモードでの場合と同様に、制御部２８において外部情報入力端子２９からの情報を
基に色相毎に生成される。
【００２７】
　乗算回路２１では、前記Ｚｏｏｍ領域判定・調整量算出部１４からＡＮＤ回路１７を介
して入力された調整量ΔＺ信号と、前記Ｚｏｏｍ補正係数選択部１９から入力された補正
係数としてのＺｔ信号とを乗算することでΔＺｔ信号を生成して、後段の加算回路２２に
出力する。
【００２８】
　Ｗｈｉｔｅ調整量算出部２３では、前記Ｗｉｄｅ領域判定・調整量算出部１３からＡＮ
Ｄ回路１６を介して入力された調整量ΔＷ信号と、前記Ｚｏｏｍ領域判定・調整量算出部
１４からＡＮＤ回路１７を介して入力された調整量ΔＺ信号とを用いてＷｈｉｔｅの調整
量としてのΔＷＨ信号を生成し、後段のＡＮＤ回路２４に出力する。ＡＮＤ回路２４では
、半画面処理部１５からの信号がｈｉｇｈの場合のみ前記ΔＷＨ信号を後段の乗算回路２
５に出力する。
【００２９】
　乗算回路２５では、前記Ｗｈｉｔｅ調整量算出部２３からＡＮＤ回路２４を介して入力
されるΔＷＨ信号と、制御部２８からのＷｈｉｔｅ補正に用いる補正係数としてのＷＨ［
１］信号とを乗算することでΔＷＨｔ信号を生成して、後段の加算回路２６に出力する。
このＷｈｉｔｅ補正に用いる補正係数としてのＷＨ［１］信号は、３×３のマトリクス係
数のうち、対角項にのみ入力される信号であり、これは、本来「１」の値をとる対角項を
微調整することでホワイトバランスを調整することを目的としている。
【００３０】
　加算回路２２では、前記乗算回路２０からのΔWｔ信号と前記乗算回路２１からのΔＺ
ｔ信号とを加算することでΔＷＺｔ信号を生成して後段の加算回路２６に出力し、加算回
路２６では、このΔＷＺｔ信号に前記乗算回路２５からのΔＷＨｔ信号を加算することで
ΔＷＺＨｔ信号を生成して後段の加算回路２７に出力し、加算回路２７では、このΔＷＺ
Ｈｔ信号と制御部２８からのスタティック係数としてのＳＴ［１］信号とを加算すること
でマトリクス係数であるＤＴ１１Ｎ信号を生成して後段のマトリクス処理部１２に出力す
る。
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【００３１】
　マトリクス係数演算部３０でＤＴ１１Ｎ信号を生成すると同時に、同様に、他のマトリ
クス係数演算部３１～３８においてもマトリクス係数を生成し、これを後段のマトリクス
処理部１２に出力して、マトリクス処理部１２ではこれらの９個のマトリクス係数を用い
てガンマ補正処理部１１の出力にマトリクス処理を行って出力する。ただし、マトリクス
係数演算部３０におけるＷｈｉｔｅ調整量を算出する構成については、３×３のマトリク
スの内の対角項においてのみ適用するため、マトリクス演算部３４、３８においてはＷｈ
ｉｔｅ調整の反映されたＤＴ２２Ｎ、ＤＴ３３Ｎを生成するが、他のマトリクス係数演算
部ではＷｈｉｔｅ調整は行わないマトリクス係数を生成する。
【００３２】
　このような構成における作用を図１に加えて図４を用いて説明する。図１に示す色相別
色補正回路に入力されたＲin、Ｇin、Ｂin信号は、各色相でそれぞれ図４（ａ）～（ｃ）
に示すような値をとり、これらの信号は、Ｗｉｄｅ領域判定・調整量算出部１３とＺｏｏ
ｍ領域判定・調整量算出部１４に入力される。
【００３３】
　Ｗｉｄｅ領域判定・調整量算出部１３では、入力されたＲin、Ｇin、Ｂin信号に対して
図４（ｄ）及び（ｈ）に示す各条件式を当てはめて領域判別を行うとともに、図４（ｅ）
に示す式を用いてＷｉｄｅモードの調整量ΔＷを演算によって求める。ここで、図４（ｅ
）に示す式を用いてΔＷを求めると図とは異なった三角波が生成されるが、これにリミッ
タをかけることにより図に示す台形状の波形に補正している。具体的には、最高輝度レベ
ルが２５５であるとすると、輝度レベル３２程度の低輝度部分でリミッタをかけて、これ
以上の輝度値の部分は一定値となるようにしている。このようにリミッタをかけることで
、低輝度から高輝度までの調整量の差を略一定に保つことができ、これによって色相ずれ
のない色調整を行うことができる。
【００３４】
　Ｚｏｏｍ領域判定・調整量算出部１４では、入力されたＲin、Ｇin、Ｂin信号に対して
図４（ｆ）及び（ｈ）に示す各条件式を当てはめて領域判別を行うとともに、図４（ｇ）
に示す式を用いてＺｏｏｍモードの調整量ΔＺを演算によって求める。Ｗｉｄｅモードの
調整量ΔＷを求める場合と同様に、リミッタをかけることにより図に示す台形状の波形に
補正している。
【００３５】
　Ｗｈｉｔｅ調整量算出部２３では、Ｗｉｄｅモードの調整量ΔＷとＺｏｏｍモードの調
整量ΔＺを用いてＷｈｉｔｅ調整量を算出して出力する。具体的には、図４（ｅ）に示す
ΔＷの波形のｈｉｇｈとｌｏｗを反転させたものにリミッタをかけて上限値を制限したも
のと、図４（ｇ）に示すΔＺの波形のｈｉｇｈとｌｏｗを反転させたものにリミッタをか
けて上限値を制限したものとを用意し、これら２つの波形を図４（ｉ）に示すように足し
合わせたものをＷｈｉｔｅ調整量ΔＷＨとして出力する構成となっている。
【００３６】
　Ｗｉｄｅ補正係数選択部１８においてＷｓ信号によって選択された補正係数とＷｉｄｅ
モードの調整量ΔＷとを乗算してΔＷｔを生成し、Ｚｏｏｍ補正係数選択部１９において
Ｚｓ信号によって選択された補正係数とＺｏｏｍモードの調整量ΔＺとを乗算してΔＺｔ
を生成し、Ｗｈｉｔｅ調整量ΔＷＨとＷｈｉｔｅの補正係数を乗算してΔＷＨｔを生成し
、これらΔＷｔ、ΔＺｔ、ΔＷＨｔの３つの信号を順次加算して生成したＤＴ１１Ｎを１
行１列のマトリクス係数として後段のマトリクス処理部１２に出力する。
【００３７】
　このように、Ｗｉｄｅモードでの調整量を反映させた信号ΔＷｔと、Ｚｏｏｍモードで
の調整量を反映させた信号ΔＺｔとの両方を用いて色補正を行うため、一方のモードにお
いて非補正領域となってしまう色相の境界部分を他方のモードが補って色補正を行うこと
ができ、これにより非補正領域の存在しない色補正を行うことができる。また、ホワイト
バランス調整については、マトリクス係数の対角項にのみＷｈｉｔｅ調整量を反映させた
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整するホワイトバランス調整とは異なり、他の色に影響のないホワイトバランス調整を可
能にした。
【００３８】
　また、上記の本発明の色補正とホワイトバランス調整をさらに効果的に行うために、半
画面処理部１５において画面を任意の部分を境界として２分割し、その２分割した画面の
一方では上記補正を行い、他方では、半画面処理部１５からの指示でＡＮＤ回路１６、１
７、２４での出力を強制的に０とすることで色補正及びホワイトバランス調整を行わない
ようにすることで、ユーザは画面の２分割した一方に対してのみ補正を行うことができ、
他方の補正をかけない状態と比較しながら調整を行うことで、細かな調整をおこなうこと
ができる。
【００３９】
　前記実施例では、入力信号をＲ、Ｇ、Ｂ信号とし、この３つの信号に基づいて調整量を
求める構成としたが、本発明はこれに限られるものではない。例えば、入力信号をＹｅｌ
ｌｏｗ（Ｙ）、Ｃｙａｎ（Ｃ）、Ｍａｊｅｎｔａ（Ｍ）の３つの信号とし、Ｗｉｄｅモー
ドでの補正をこれらＹ、Ｃ、Ｍの３領域に識別して補正を行うようにしてもよい。このよ
うに、Ｗｉｄｅモードでの補正をＹ、Ｃ、Ｍの３領域によって行ったとしても、Ｚｏｏｍ
モードと互いの非補正領域を補い合って補正を行うことができるため、前記実施例におけ
るＲ、Ｇ、Ｂに分割した場合と同様の効果を得ることができる。
【００４０】
　また、前記実施例では、Ｗｉｄｅモードでは色相を３分割し、Ｚｏｏｍモードでは色相
を６分割して、一方の非補正領域を他方の補正領域が補うように構成した。しかし、色相
の分割方法はこれに限られるものではなく、例えばＷｉｄｅモードでは色相を６分割し、
Ｚｏｏｍモードでは色相を１２分割するといった組み合わせでもよく、一方の非補正領域
を他方の補正領域が補うように構成してあれば、どのような分割方法であっても本発明の
目的を達成することができる。同様の具体例として、例えば、Ｗｉｄｅモードでは色相を
Ｒ、Ｇ、Ｂに３分割し、Ｚｏｏｍモードでは色相をＹ、Ｃ、Ｍに３分割することで、分割
数は３分割ずつで同一であるが、一方の非補正領域を他方の補正領域が補うように構成す
ることができ、非補正領域のない色補正を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の色相別色補正回路の構成を示したブロック図である。
【図２】本発明による色補正処理方法の特徴であるＷｉｄｅモードとＺｏｏｍモードのそ
れぞれの補正領域を表した模式図である。
【図３】従来の色相を６分割して色補正処理を行う場合の補正領域を表した模式図である
。
【図４】図１の色相別色補正回路における各部の演算に用いる演算式及び波形を示した模
式図である。
【符号の説明】
【００４２】
１１…ガンマ補正処理部、１２…マトリクス処理部、１３…Ｗｉｄｅ領域判定・調整量算
出部、１４…Ｚｏｏｍ領域判定・調整量算出部、１５…半画面処理部、１６…ＡＮＤ回路
、１７…ＡＮＤ回路、１８…Ｗｉｄｅ補正係数選択部、１９…Ｚｏｏｍ補正係数選択部、
２０…乗算回路、２１…乗算回路、２２…加算回路、２３…Ｗｈｉｔｅ調整量算出部、２
４…ＡＮＤ回路、２５…乗算回路、２６…加算回路、２７…加算回路、２８…制御部、２
９…外部情報入力端子、３０～３８…マトリクス係数演算部。
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