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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号を信号処理する信号処理装置であって、
　映像を相対輝度で表現し第１特性に従って量子化された第１映像信号を、所定の変換対
応関係に基づいて、前記映像を表示デバイスの出力における絶対輝度で表現し第２特性に
従って量子化された第２映像信号に変換する信号変換部と、
　前記変換対応関係を示す情報を、前記第１映像信号と第２映像信号の少なくとも一方の
映像信号に関連付けて出力する信号出力部と、を備えることを特徴とする信号処理装置。
【請求項２】
　映像信号を信号処理する信号処理装置であって、
　映像を相対輝度で表現し第１特性に従って量子化された第１映像信号を、所定の変換対
応関係に基づいて、前記映像を表示デバイスの出力における絶対輝度で表現し第２特性に
従って量子化された第２映像信号に変換する第１信号変換部と、
　前記第１映像信号を、第１特性とは異なる第３特性に従って量子化された第３映像信号
に変換する第２信号変換部と、
　前記変換対応関係を示す情報を、前記第２映像信号と第３映像信号の少なくとも一方の
映像信号に関連付けて出力する信号出力部と、を備えることを特徴とする信号処理装置。
【請求項３】
　前記変換対応関係は、前記第１映像信号の相対輝度と第２映像信号の絶対輝度の対応関
係を示す基準輝度であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の信号処理装置
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。
【請求項４】
　前記信号出力部は、前記変換対応関係を示す情報を、前記映像信号に付加して出力する
ことを特徴とする請求項１から３までの何れか１項に記載の信号処理装置。
【請求項５】
　前記変換対応関係を設定する設定部を備えることを特徴とする請求項１から請求項４ま
での何れか１項に記載の信号処理装置。
【請求項６】
　請求項１から５までの何れか１項に記載の信号処理装置と、
　前記信号処理装置に入力するための映像信号を撮像によって取得する撮像部と、を備え
ることを特徴とする撮像装置。
【請求項７】
　前記信号出力部から出力された映像信号を、前記変換対応関係を示す情報とともに記録
する記録部を備えることを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　映像信号を信号処理する信号処理方法であって、
　映像を相対輝度で表現し第１特性に従って量子化された第１映像信号を、所定の変換対
応関係に基づいて、前記映像を表示デバイスの出力における絶対輝度で表現し第２特性に
従って量子化された第２映像信号に変換する信号変換工程と、
　前記変換対応関係を示す情報を、前記第１映像信号と第２映像信号の少なくとも一方の
映像信号に関連付けて出力する信号出力工程部と、を備えることを特徴とする信号処理方
法。
【請求項９】
　映像信号を信号処理する信号処理方法であって、
　映像を相対輝度で表現し第１特性に従って量子化された第１映像信号を、所定の変換対
応関係に基づいて、前記映像を表示デバイスの出力における絶対輝度で表現し第２特性に
従って量子化された第２映像信号に変換する第１信号変換工程と、
　前記第１映像信号を、第１特性とは異なる第３特性に従って量子化された第３映像信号
に変換する第２信号変換工程と、
　前記変換対応関係を示す情報を、前記第２映像信号と第３映像信号の少なくとも一方の
映像信号に関連付けて出力する信号出力工程と、を備えることを特徴とする信号処理方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像信号の信号処理に関し、特に高ダイナミックレンジ映像信号を処理する
ための信号処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映像ディスプレイ、プロジェクタ等の表示装置の技術革新により、従来のＣＲＴ
ディスプレイに比べて、より高輝度、高ダイナミックレンジの映像表示が可能になってき
た。例えば従来のＣＲＴディスプレイのマスターモニタ（ＣＲＴマスターモニタ）は、映
像信号の１００％ホワイトに対して１００ｎｉｔ（ｃｄ／ｍ２）の輝度で表示していたが
、現在の表示装置では１００ｎｉｔ以上の輝度で表示できるものが一般的である。
【０００３】
　また、ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）ディスプレイと呼ばれる表示
装置には１０００～４０００　ｎｉｔの輝度で表示できるものも登場している。
【０００４】
　ＨＤＲディスプレイなどの表示装置を用いて、より高ダイナミックレンジな映像表示を
行うためには、従来のＳＤＲ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｇｅ）ディスプ
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レイに対して規定されていたディスプレイガンマに相当するＥＯＴＦ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を拡張し、ＨＤＲ信号レンジを
表現できるようにしたＨＤＲ　ＥＯＴＦが必要となった。
【０００５】
　ＨＤＲ　ＥＯＴＦの例として、従来のレンジより広い１００００ｎｉｔまでの表示輝度
レンジに対して、視覚的に最適な量子化精度となるＰＱ（Ｐｅｒｃｅｐｔｕａｌ　Ｑｕａ
ｎｔｉｚｅｒ）を適用したＨＤＲ　ＥＯＴＦが規格化されている。ＰＱに代表されるよう
なＥＯＴＦは、表示装置の映像出力での絶対輝度に対する量子化値として規定されるため
、絶対輝度ＥＯＴＦである。
【０００６】
　一方、ビデオカメラのカメラガンマに相当する撮像装置の特性はＯＥＴＦ（Ｏｐｔｉｃ
ａｌ－Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）と呼ばれるが、通常、表
示ＥＯＴＦの逆特性の近似、ないしはシステムのトータルガンマを加味した特性となって
いる。ＢＴ．７０９で規格化されているＯＥＴＦは前記１００ｎｉｔのＣＲＴマスターモ
ニタに対して最適化されたＳＤＲ　ＯＥＴＦであり、近年フラットパネルディスプレイ用
ＥＯＴＦとして規格化されたＢＴ．１８８６との組み合わせでは、システムガンマは１．
２となる事が知られている。
【０００７】
　前記ＰＱ　ＥＯＴＦが絶対輝度ＥＯＴＦであるのに対して、従来からのカメラ系ＯＥＴ
Ｆは、レンズ光学系での絞りやフィルターによる減光、シャッタースピード、センサー回
路のゲイン設定によって変動するセンサー出力値に対し、標準反射率の被写体に対するセ
ンサー出力を所定の基準値として割り付ける相対輝度ＯＥＴＦである。例えばＢＴ．７０
９では標準白色被写体や、１８％グレー被写体の出力値を基準として適正露出を決定する
事が一般的である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｒｅｃ．　ＩＴＵ－Ｒ　Ｂｔ．７０９
【非特許文献２】ＳＭＰＴＥ　ＳＴ　２０８４：２０１４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前述のＳＤＲ　ＯＥＴＦは，表示装置のダイナミックレンジが狭い状況では問題が無か
ったが、例えばＰＱのような、ＨＤＲディスプレイでのＨＤＲ　ＥＯＴＦに組み合わせる
には、所定の変換によりＨＤＲ　ＯＥＴＦとして出力しなければならない。
【００１０】
　近年の業務用カメラシステムでは、従来のカメラガンマに変えてＬｏｇガンマと呼ばれ
るよりダイナミックレンジが広いＯＥＴＦで撮影できるものが増えている。このようなカ
メラシステムを用いれば、より広いレンジのＯＥＴＦへの変換が可能である。
【００１１】
　しかしながら、Ｌｏｇガンマを含む撮像装置のＯＥＴＦは前述のように、相対輝度ＯＥ
ＴＦであるため、表示装置の絶対輝度ＥＯＴＦに対応した絶対輝度ＯＥＴＦに変換するた
めには、相対輝度値を絶対輝度に変換するための基準が必要である。
【００１２】
　また、通常のカメラ撮影においては、画面内の高輝度被写体を信号レンジ内に収めるた
めや、所望の光学絞り値、シャッタースピードを維持するために、あえて露出量をコント
ロールして撮影する手法が一般的である。
【００１３】
　このような露出コントロールの下に撮影された映像を、ユーザーが所望する明るさでモ
ニタリングするには、相対輝度ＯＥＴＦから絶対輝度ＯＥＴＦへの変換基準を撮影状況に
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応じて変更する必要がある。そのため、記録もしくは伝送される映像データが、元の相対
輝度ＯＥＴＦである場合、モニタリングでの明るさを再現して映像を再生するには、モニ
タリングされた絶対輝度ＥＯＴＦでの明るさに再生時の明るさを一致させる必要がある。
【００１４】
　本発明の目的は、モニタリングする際の映像データに対する相対輝度ＯＥＴＦから絶対
輝度ＯＥＴＦへの変換を、撮影状況などに応じて変更可能にするとともに、当該映像デー
タに対する変換基準を一致させる手段を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の１実施形態によれば、映像信号を信号処理する信号処理装置であって、映像を
相対輝度で表現し第１特性に従って量子化された第１映像信号を、所定の変換対応関係に
基づいて、前記映像を表示デバイスの出力における絶対輝度で表現し第２特性に従って量
子化された第２映像信号に変換する信号変換部と、前記変換対応関係を示す情報を、前記
第１映像信号と第２映像信号の少なくとも一方の映像信号に関連付けて出力する信号出力
部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、標準被写体を用いて露出調整を行う撮影においても、相対輝度ＯＥＴ
Ｆから絶対輝度ＯＥＴＦへの変換基準輝度を設定することによって絶対輝度ＯＥＴＦ出力
で映像表示が可能であり、映像データに関連付けて出力された変換基準輝度情報を用いる
ことによって、ＲＡＷ現像処理やポストプロダクションにおいても同一の絶対輝度ＯＥＴ
Ｆへの変換が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態１の映像信号処理装置の概略構成図である。
【図２】相対輝度ＯＥＴＦから絶対輝度ＯＥＴＦへの変換模式図である。
【図３】相対輝度ＯＥＴＦから絶対輝度ＯＥＴＦへの変換模式図である。
【図４】実施形態１における変換基準輝度設定回路の構成例である。
【図５】実施形態２の映像信号処理装置の概略構成図である。
【図６】実施形態３の映像信号処理装置の概略構成図である。
【図７】実施形態４の映像信号処理装置の概略構成図である。
【図８】実施形態５の映像信号処理装置の概略構成図である。
【図９】実施形態６の映像信号処理装置の概略構成図である。
【図１０】実施形態７の撮像装置の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態を説明する。
【００１９】
　（実施形態１）
　図１は、本発明の実施形態１の映像信号処理装置の概略構成図である。
【００２０】
　端子１０１の映像入力には、映像を相対輝度で表現し、相対輝度ＯＥＴＦに従って量子
化された映像信号（第１映像信号）が入力される。
【００２１】
　相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号の例としては、撮像部である映像セン
サーの出力をＡ／Ｄ変換し、所定の色空間にマッピングする為のマトリクス演算を行った
輝度リニア信号や、ＢＴ．７０９で規格化されているガンマカーブに従って量子化された
ビデオ信号、ＢＴ．７０９に対してダイナミックレンジを拡張したＬｏｇガンマカーブに
従って量子化されたＬｏｇビデオ信号などがある。
【００２２】
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　本実施形態では、相対輝度ＯＥＴＦとして、相対輝度８００％までのダイナミックレン
ジを持ったＬｏｇガンマの例を用いて説明する。これは適正露出で撮影した画像において
標準白色被写体の信号レベルを１００％としたとき、８倍のダイナミックレンジを持った
相対輝度ＯＥＴＦである。
【００２３】
　１０２はＯＥＴＦ変換回路であり、相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（
第１映像信号）を、モニタリング用の表示デバイスの出力における絶対輝度で表現し、絶
対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第２映像信号）に変換し、端子１０５か
ら出力する。
【００２４】
　絶対輝度ＯＥＴＦの例としては、ＳＴ．２０８４で規格化されている、Ｐｅｒｃｅｐｔ
ｕａｌ　Ｑｕａｎｔｉｚａｔｉｏｎ（ＰＱ）の逆特性がある。ＰＱは映像を表示する際の
画素の絶対輝度値に対して、視覚的に最も効率が良い量子化特性となる絶対輝度ＥＯＴＦ
であり、この入力特性を持つ表示装置に入力するための映像信号は、ＰＱの逆特性を持つ
絶対輝度ＯＥＴＦに従って量子化する必要がある。
【００２５】
　図２に８００％までのダイナミックレンジを持つ相対輝度ＯＥＴＦから絶対輝度ＯＥＴ
Ｆに変換するコードマッピングの模式図を示す。
【００２６】
　入力された映像信号について相対輝度から絶対輝度に変換するためには、それぞれの映
像信号の対応関係として所定の相対輝度値と絶対輝度値の基準輝度が必要となる。図２の
例では相対輝度ＯＥＴＦにおける１００％が絶対輝度ＯＥＴＦにおける１００ｎｉｔに対
応するよう変換を行っている。変換基準輝度を相対輝度ＯＥＴＦでの１００％に対する絶
対輝度値と定義すると、この際の変換基準輝度は１００ｎｉｔである。図１の１０３は変
換基準輝度設定回路である。変換基準輝度設定回路はＯＥＴＦ変換回路１０２に対し、変
換基準輝度を設定する。図２の例では変換基準輝度として１００ｎｉｔが設定され、ＯＥ
ＴＦ変換回路１０２ではこの変換基準輝度に対応して相対輝度ＯＥＴＦから絶対輝度ＯＥ
ＴＦへの変換を行う。
【００２７】
　図３は変換基準輝度を４００ｎｉｔに設定した場合のコードマッピングの模式図である
。この場合、相対輝度ＯＥＴＦでの１００％が絶対輝度ＯＥＴＦでの４００ｎｉｔに対応
するようＯＥＴＦ変換される。
【００２８】
　ここで、上記例では、相対輝度ＯＥＴＦの１００％に対する絶対輝度を基準輝度として
定義しているがこれに限らない。たとえば相対輝度ＯＥＴＦの２００％に対する絶対輝度
を基準輝度にしてもよい。さらになお、基準輝度による定義に限らず、相対輝度ＯＥＴＦ
から絶対輝度ＯＥＴＦへの変換の対応関係を示すものであれば、他の定義であってもよい
。
【００２９】
　図１の１０４は変換基準情報付加回路である。変換基準設定回路１０３によって設定さ
れた変換基準輝度は、相対輝度ＯＥＴＦから絶対輝度ＯＥＴＦへの変換対応関係を示す情
報（以下、変換基準情報と記す）として相対輝度ＯＥＴＦによる映像信号（第１映像信号
）に付加され、端子１０６から出力される。この変換基準情報を用いて、相対輝度ＯＥＴ
Ｆによる映像信号からＯＥＴＦ変換後の絶対輝度ＯＥＴＦ信号と同じ変換特性が再現でき
る。変換基準情報付加の形態としては記録される映像ファイルのメタデータ、映像伝送時
に映像ファイルに付加されるサブコードやメタデータなどが考えられる。
【００３０】
　なお、変換基準情報は、映像信号を含んで構成される映像ファイルに関連付けて出力さ
れるようにしていればよく、上述したようなメタデータとして映像ファイルに付加するな
どの形態に限らない。変換基準情報は、映像ファイルに関連付けて出力され、適宜参照で
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きるようにしてあればよい。
【００３１】
　図４は変換基準輝度設定回路１０３の構成例を示す図である、端子４０１からは変換基
準輝度選択のためのＵＩ情報が入力される。ＵＩ情報のソースとしては装置のメニュー操
作からのＵＩ情報や、外部機器との通信によって受け取ったＵＩ情報、あらかじめプログ
ラムされた手順にしたがって選択を行うＵＩ情報などが考えられる。
【００３２】
　この変換基準輝度設定回路１０３を、変換対応関係を設定する設定部として用いて、上
述の変換基準輝度を設定することが可能でなる。なお、変換基準輝度設定回路１０３は、
映像信号処理装置の外部機器に設けられ、外部機器から設定できるようにしてもよい。
【００３３】
　変換基準輝度値判定回路４０２は前記ＵＩ情報をデコードし、前記変換基準輝度として
端子４０３から出力する。
【００３４】
　（実施形態２）
　図５は、本発明の実施形態２として、変換基準情報を絶対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第２
映像信号）に付加する映像信号処理装置の概略構成図である。尚、変換基準情報の付加さ
れる対象の映像信号が異なり、他の構成は同一であるため、重複する説明は省略する。
【００３５】
　端子１０１の映像入力には相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第１映像
信号）が入力される。
【００３６】
　１０２はＯＥＴＦ変換回路であり、相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（
第１映像信号）を絶対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第２映像信号）に変
換する。
【００３７】
　１０３は変換基準輝度設定回路であり、ＯＥＴＦ変換回路１０２に対し、変換基準輝度
を設定する。
【００３８】
　１０４は変換基準情報付加回路であり、変換基準設定回路１０３によって設定された変
換基準輝度を変換基準情報として絶対輝度ＯＥＴＦによる映像信号（第２映像信号）に付
加し、端子１０５から出力する。
【００３９】
　端子１０６から相対輝度ＯＥＴＦによる映像信号が出力される。
【００４０】
　（実施形態３）
　図６は、本発明の実施形態３として、変換基準情報を相対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第１
映像信号）と、絶対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第２映像信号）の双方に付加する映像信号処
理装置の概略構成図である。尚、変換基準情報の付加される対象の映像信号が異なり、他
の構成は同一であるため、重複する説明は省略する。
【００４１】
　端子１０１の映像入力には相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第１映像
信号）が入力される。
【００４２】
　１０２はＯＥＴＦ変換回路であり、相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（
第１映像信号）を絶対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第２映像信号）に変
換する。
【００４３】
　１０３は変換基準輝度設定回路であり、ＯＥＴＦ変換回路１０２に対し、変換基準輝度
を設定する。
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【００４４】
　１０４は変換基準情報付加回路であり、変換基準設定回路１０３によって設定された変
換基準輝度を変換基準情報として相対輝度ＯＥＴＦによる映像信号（第１映像信号）と絶
対輝度ＯＥＴＦによる映像信号（第２映像信号）の双方に付加し、端子１０６、１０５か
ら出力する。
【００４５】
　（実施形態４）
　図７は、本発明の実施形態４として、第１の相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映
像信号（第１映像信号）を絶対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第２映像信号）に変換するととも
に、第２の相対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第３映像信号）に変換して出力し、変換基準情報
を第２の相対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第３映像信号）に付加する映像信号処理装置の概略
構成図である。
【００４６】
　本実施例は、例えば第１の相対輝度ＯＥＴＦ映像信号として、前述の撮像部である映像
センサー出力をＡ／Ｄ変換し、色空間マトリクス処理を行った輝度リニア信号を、そのま
ま絶対輝度ＯＥＴＦ映像信号に変換するとともに、輝度リニア信号からＬｏｇガンマ信号
への第２の相対輝度ＯＥＴＦ変換を行うような構成に相当する。このような構成は、絶対
輝度ＯＥＴＦ映像信号を生成するのに、量子化特性変換を多段で行う事による精度劣化を
低減する効果がある。
【００４７】
　端子１０１の映像入力には第１の相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第
１映像信号）が入力される。
【００４８】
　１０２はＯＥＴＦ変換回路であり、第１の相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像
信号を絶対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第２映像信号）に変換し、端子
１０５から出力する。
【００４９】
　１０３は変換基準輝度設定回路であり、ＯＥＴＦ変換回路１０２に対し、変換基準輝度
を設定する。
【００５０】
　７０１は相対輝度ＯＥＴＦ変換回路であり、端子１０１から入力された第１の相対輝度
ＯＥＴＦ特性の映像信号（第１映像信号）を第２の相対輝度ＯＥＴＦ特性の映像信号（第
３映像信号）に変換する。
【００５１】
　前述のように、第１の相対輝度ＯＥＴＦとしては輝度リニア特性、第２の相対輝度ＯＥ
ＴＦとしてはＢＴ．７０９やＬｏｇガンマ特性が考えられる。
【００５２】
　１０４は変換基準情報付加回路であり、変換基準設定回路１０３によって設定された変
換基準輝度を、変換基準情報として第２の相対輝度ＯＥＴＦによる映像信号（第３映像信
号）に付加し、端子１０６から出力する。
【００５３】
　変換基準情報付加回路１０４において付加される変換基準情報は、ＯＥＴＦ変換回路１
０２において第１の相対輝度ＯＥＴＦから絶対輝度ＯＥＴＦに変換する際の基準輝度であ
る。
【００５４】
　相対輝度ＯＥＴＦ変換回路７０１での第１の相対輝度ＯＥＴＦから第２の相対輝度ＯＥ
ＴＦへの変換において、変換前後のＯＥＴＦにおける相対輝度値が変化しない場合、すな
わちＯＥＴＦ間での変換利得が１の場合、第１の相対輝度ＯＥＴＦにおける１００％輝度
は第２の相対輝度ＯＥＴＦにおける１００％輝度である。
【００５５】
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　この場合、変換基準情報付加回路１０４において付加される変換基準情報に基づき、第
２の相対輝度ＯＥＴＦから絶対輝度ＯＥＴＦに変換した結果は、ＯＥＴＦ変換回路１０２
での第１の相対輝度ＯＥＴＦから絶対輝度ＯＥＴＦへの変換結果と等しくなる。
【００５６】
　これにより、端子１０６から出力された第２の相対輝度ＯＥＴＦの映像信号出力から、
付加された変換基準情報を用いて、絶対輝度ＯＥＴＦの映像信号を再現できる。
【００５７】
　通常の輝度リニア信号からＢＴ．７０９ビデオガンマ信号への変換、Ｌｏｇガンマ信号
への変換は、変換利得１の変換と考えられ、上記変換基準輝度の等価性が成立する。
【００５８】
　変換利得が１でない相対輝度ＯＥＴＦ間の変換を用いる場合は、変換後の相対輝度の基
準値に換算した変換基準輝度を、変換基準情報として付加することにより、同じく第２の
相対輝度ＯＥＴＦの映像信号出力から、付加された変換基準情報を用いて、絶対輝度ＯＥ
ＴＦの映像信号を再現できる。
【００５９】
　（実施形態５）
　図８は、本発明の実施形態５として、第１の相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映
像信号（第１映像信号）を絶対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第２映像信号）に変換するととも
に、第２の相対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第３映像信号）に変換して出力し、変換基準情報
を絶対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第２映像信号）に付加する映像信号処理装置の概略構成図
である。尚、変換基準情報の付加される対象の映像信号が異なり、他の構成は第４実施例
と同一であるため、重複する説明は省略する。
【００６０】
　端子１０１の映像入力には第１の相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第
１映像信号）が入力される。
【００６１】
　１０２はＯＥＴＦ変換回路であり、第１の相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像
信号を絶対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第２映像信号）に変換する。
【００６２】
　１０３は変換基準輝度設定回路であり、ＯＥＴＦ変換回路１０２に対し、変換基準輝度
を設定する。
【００６３】
　７０１は相対輝度ＯＥＴＦ変換回路であり、端子１０１から入力された第１の相対輝度
ＯＥＴＦ特性の映像信号を第２の相対輝度ＯＥＴＦ特性の映像信号に変換し、端子１０６
から出力する。
【００６４】
　１０４は変換基準情報付加回路であり、変換基準設定回路１０３によって設定された変
換基準輝度を、変換基準情報として絶対輝度ＯＥＴＦによる映像信号（第２映像信号）に
付加し、端子１０５から出力する。
【００６５】
　（実施形態６）
　図９は、本発明の実施形態６として、第１の相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映
像信号（第１映像信号）を絶対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第２映像信号）に変換するととも
に、第２の相対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第３映像信号）に変換して出力し、変換基準情報
を絶対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第２映像信号）と、第２の相対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第
３映像信号）の双方に付加する映像信号処理装置の概略構成図である。
【００６６】
　端子１０１の映像入力には第１の相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第
１映像信号）が入力される。
【００６７】
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　１０２はＯＥＴＦ変換回路であり、第１の相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像
信号を絶対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第２映像信号）に変換する。
【００６８】
　１０３は変換基準輝度設定回路であり、ＯＥＴＦ変換回路１０２に対し、変換基準輝度
を設定する。
【００６９】
　７０１は相対輝度ＯＥＴＦ変換回路であり、端子１０１から入力された第１の相対輝度
ＯＥＴＦ特性の映像信号を第２の相対輝度ＯＥＴＦ特性の映像信号（第３映像信号）に変
換する。
【００７０】
　１０４は変換基準情報付加回路であり、変換基準設定回路１０３によって設定された変
換基準輝度を、変換基準情報として第２の相対輝度ＯＥＴＦによる映像信号（第３映像信
号）と絶対輝度ＯＥＴＦ（第２映像信号）による映像信号の双方に付加し、端子１０６、
１０５から出力する。
【００７１】
　（実施形態７）
　図１０は、本発明の実施形態７として、絶対輝度ＯＥＴＦ映像の出力機能と、相対輝度
ＯＥＴＦ映像の記録機能を備えた撮像装置の概略構成図である。
【００７２】
　カメラ光学系１００１はレンズ、絞り、シャッター等の光学デバイスからなり、光学像
を撮像素子１００２上に結像させる。
【００７３】
　撮像素子１００２は結像した光学像を電気信号に変換する。アナログ信号処理回路１０
０３は電気信号に変換された映像信号に対し、増幅処理等のアナログ信号処理を行う。Ａ
／Ｄ変換回路１００３はアナログ映像信号をデジタル信号に変換する。
【００７４】
　カメラ信号処理回路１００５はＡ／Ｄ変換されたデジタル信号に対し、撮像素子画素配
列の補間処理や、色空間マトリクス処理、ホワイトバランス処理等を行い、デジタル映像
信号として出力する。
【００７５】
　映像出力信号処理回路１００６はデジタル映像信号をリアルタイム映像信号として出力
するための色空間処理、階調処理等を行う。
【００７６】
　この段階での映像信号はカメラ光学系及び、アナログ／デジタルの信号処理でのゲイン
設定によって定まる露出設定に応じた、相対輝度ＯＥＴＦ映像信号（第１映像信号）であ
る。
【００７７】
　ＯＥＴＦ変換回路１０２では、相対輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号を絶対
輝度ＯＥＴＦに従って量子化された映像信号（第２映像信号）に変換し、端子１０５から
出力する。
【００７８】
　変換基準輝度設定回路１０３では、ＯＥＴＦ変換回路１０２に対し、変換基準輝度を設
定する。
【００７９】
　映像記録信号処理回路１００７では、前記相対輝度ＯＥＴＦ映像信号を記録するための
、符号化処理、メタデータ付加処理等を行う。
【００８０】
　記録部としてのメディア記録回路１００８は、符号化された相対輝度ＯＥＴＦ映像信号
データ（第１映像信号）に、変換基準輝度設定回路１０３から供給される変換基準輝度を
、変換基準情報を表すメタデータとして付加し、記録メディア１００９に記録する。
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【００８１】
　記録メディア１００９に記録された相対輝度ＯＥＴＦ映像データを、付加された変換基
準情報を用いて絶対輝度ＯＥＴＦ映像信号に変換することによって、端子１０５から出力
された絶対輝度ＯＥＴＦ映像と同じ変換結果の映像を得る事ができる。
【００８２】
　なお、本実施形態は、上記実施形態１の映像信号処理装置を用いた撮像装置を例示して
説明したが、この映像信号処理装置に代えて実施形態２から６の何れかに記載された映像
信号処理装置を用いてもよい。
【００８３】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【符号の説明】
【００８４】
　１０１　映像入力端子
　１０２　ＯＥＴＦ変換回路
　１０３　変換基準輝度設定回路
　１０４　変換基準情報付加回路
　１０５　絶対輝度ＯＥＴＦ映像出力端子
　１０６　相対輝度ＯＥＴＦ映像出力端子
　４０１　ＵＩ入力端子
　４０２　変換基準輝度値判定回路
　４０３　変換基準輝度出力端子
　７０１　相対輝度ＯＥＴＦ変換回路
　１００１　カメラ光学系
　１００２　撮像素子
　１００３　アナログ信号処理回路
　１００４　Ａ／Ｄ変換回路
　１００５　カメラ信号処理回路
　１００６　映像出力信号処理回路
　１００７　映像記録信号処理回路
　１００８　メディア記録回路
　１００９　記録メディア
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