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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ装置と、
　画像の表示を行う表示装置とを、備えており、
　前記表示装置は、
　複数の色温度カラープリセットを選択可能に表示し、
　前記コンピュータ装置は、
　前記コンピュータ装置からの選択操作により選択された前記色温度カラープリセットに
基づいて、前記表示装置の色調整を行い、
　前記表示装置の白色点調整の際に使用される、画像が印刷された印刷物を、さらに備え
ており、
　前記画像は、
　白色部と、
　白色から黒色に連続的に変化する無彩色のシャドウ部と、
　黒色部と、
　グレー部とを、少なくとも備えており、
　前記画像において、前記白色部と前記シャドウ部とで占める割合は、
　１０％より多く、
　前記画像における前記グレー部の占める割合は、
　３０％より多く、
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　前記画像における前記黒色部の占める割合は、
　２％より多い、
ことを特徴とする表示装置の色調整システム。
【請求項２】
　コンピュータ装置と、
　画像の表示を行う表示装置とを、備えており、
　前記表示装置は、
　複数の色温度カラープリセットを選択可能に表示し、
　前記コンピュータ装置は、
　前記コンピュータ装置からの選択操作により選択された前記色温度カラープリセットに
基づいて、前記表示装置の色調整を行い、
　前記表示装置の白色点調整の際に使用される、画像が印刷された印刷物を、さらに備え
ており、
　前記印刷物は、
　２つ折りされており、折りの内側の片側に前記画像が印刷され、前記折りの内側の他方
の片側には前記画像は印刷されない、
ことを特徴とする表示装置の色調整システム。
【請求項３】
　前記コンピュータ装置は、
　前記選択された色温度カラープリセットに基づいて、ＲＧＢゲインデータを補正し、当
該補正後のＲＧＢゲインデータを用いて、前記表示装置の色調整を行う、
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の表示装置の色調整システム。
【請求項４】
　前記表示装置は、
　前記表示装置の輝度値設定変更の際に使用される輝度調整画面を表示し、
　前記コンピュータ装置は、
　前記輝度調整画面に対する前記コンピュータ装置からの選択操作により決定された輝度
値情報に基づいて、前記表示装置の輝度値を設定する、
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか一の請求項に記載の表示装置の色調整シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、表示装置の色調整システムに係る発明である。
【背景技術】
【０００２】
　従来のディスプレイ色調整システムとして、カラーセンサを用いてディスプレイを予め
設定された白色点（輝度・色度）を目標値として調整操作を行うものがある。この場合、
予め使用者が設定する輝度・色度の目標値と、視環境における照明の色温度、照度や紙の
色等ディスプレイ単独では管理できない諸条件との整合を取ることが簡単ではない。
【０００３】
　一部業務用の作業環境においては、照明の色温度、演色評価数（Ｒａ）および照度が一
定値に予め管理され、かつ印刷用紙の仕様も予め管理されている。しかしながら、一般家
庭やオフィス等においては、色管理のみを目的とした照明設計は困難であり、上記課題は
更に困難なものとなる。
【０００４】
　例えば、印刷物の場合は、照明の色温度が低い値（赤っぽい光）へ変化した場合は、そ
の反射光に基づく印刷物の白色点の色温度は低くなり、かつ印刷物の用紙の紙の色（紙白
）にも影響を受ける。つまり、当該関係を整理すると、（観測される光の分光分布）＝（
照明光源の分光分布）×（紙の分光反射率）、のような数式関係となる。
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【０００５】
　一方、例えば液晶ディスプレイの表示においては、照明の影響を排除すると、（観測さ
れる光の分光分布）＝（バックライト光源の分光分布）×（液晶パネル（カラーフィクタ
ーを含む）の分光透過率）、のような数式関係となる。
【０００６】
　印刷物で観測される光の分光分布とディスプレイで観測される光の分光分布とにおいて
は、その形状が大きく異なり、２つの画像の色合わせを行う手段として、次のような方法
が用いられる。つまり、ある一定の視環境の下において、ＣＩＥ－ＸＹＺ色空間等３刺激
値における測色値が等しくなるように、異なるデバイスの表示を行う方法が用いられる。
このように、予め定められた観測条件（光源、照度）、印刷用紙および印刷条件に基づき
、これらの条件に従って予め定められた調整目標値に対し調整を行うことが、従来のディ
スプレイの色調整方法の考え方である。
【０００７】
　当該従来技術の場合には、照明を含む視環境の整備等が一般家庭では簡単に行えないこ
とが、ディスプレイの色調整を行う上での課題となっている。また、３刺激値による色管
理のためには、専用の色計測装置（カラーセンサ）が必要となる。当該カラーセンサは、
色管理を行う上でのコストアップ要因となっている。
【０００８】
　また、ＣＩＥ１９３１等で定義された等色関数と、実際の人間の眼の色知覚との相関に
ついても、比較する２つの光の分光分布の形状次第では、等色関数で計測した色と実際の
見えが必ずしも一致するとは限らない。よって、同じＸＹＺ値の２つの色が異なる見え方
をする場合もある。
【０００９】
　上記の各課題の解決策として、ディスプレイの白色点を規準物体色と比較して調整を行
うシステムが考案されている（例えば、特許文献１）。また、複数の色の異なるカラーパ
ッチを表示し、使用者が無彩色と感じるものを選択し、白色点の調整を行うシステムも考
案されている（例えば、特許文献２）。
【００１０】
【特許文献１】特開２００５－２０８９８２号公報
【特許文献２】特開平１１－１７８０１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記２つの特許文献に係るシステムではいずれも、目視調整を用いたシステムであるが
、カラーパッチ（色図形）を表示させ、ユーザの手による調整を行っている。この場合、
色彩科学の専門家等一定のスキルを持つユーザであれば、精度良く調整を行うことも可能
である。しかしながら、一般家庭のユーザは色彩科学の専門家では無い場合が多く、色図
形を用いた色あわせは困難であることが多く、場合によっては、色調整操作そのものが発
散する可能性もある。
【００１２】
　そこで、本発明は、色彩科学の専門家では無いユーザであっても、所定の精度の白色点
調整を簡単に実現することができる、表示装置の色調整システムを提供することを目的と
する。さらに、当該表示装置の色調整システムを用いた白色点調整をより容易なもとのす
ることができる、作成容易で作成コストの安価な印刷物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】
【００１３】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る請求項１に記載の表示装置の色調整システ
ムは、コンピュータ装置と、画像の表示を行う表示装置とを、備えており、前記表示装置
は、複数の色温度カラープリセットを選択可能に表示し、前記コンピュータ装置は、前記
コンピュータ装置からの選択操作により選択された前記色温度カラープリセットに基づい



(4) JP 5268538 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

て、前記表示装置の色調整を行う。
　前記表示装置の白色点調整の際に使用される、画像が印刷された印刷物を、さらに備え
ている。そして、前記画像は、白色部と、白色から黒色に連続的に変化する無彩色のシャ
ドウ部と、黒色部と、グレー部とを、少なくとも備えている。さらに前記画像において、
前記白色部と前記シャドウ部とで占める割合は、１０％より多く、前記画像における前記
グレー部の占める割合は、３０％より多く、前記画像における前記黒色部の占める割合は
、２％より多い。
　または、前記表示装置の白色点調整の際に使用される、画像が印刷された印刷物を、さ
らに備えており、前記印刷物は、２つ折りされており、折りの内側の片側に前記画像が印
刷され、前記折りの内側の他方の片側には前記画像は印刷されない。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の請求項１に記載の表示装置の色調整システムは、コンピュータ装置と、画像の
表示を行う表示装置とを、備えており、前記表示装置は、複数の色温度カラープリセット
を選択可能に表示し、前記コンピュータ装置は、前記コンピュータ装置からの選択操作に
より選択された前記色温度カラープリセットに基づいて、前記表示装置の色調整を行う。
【００１９】
　したがって、表示装置に表示された画像と当該画像を印刷した印刷物とを比較可能に併
設することにより、色彩科学の専門家では無くとも、実際の作業環境の下で、普段に扱っ
ている写真の色合わせを行うのと同じ感覚で色調整を行うことが可能となり、所定の精度
にて、簡便な色調整が可能となる。また、複数の色温度カラープリセットについて、上記
視環境の下、併設された印刷物と表示装置の画面とを見比べ、より近いと判断される色温
度カラープリセットを選択できる。したがって、細かい色調整プロセスを経ずに、簡単な
方法で表示装置の白色点を紙の白色点に近づけることができる。
【００２４】
　また、本発明に係る印刷物は、表示装置の白色点調整の際に使用され、画像が印刷され
た印刷物であって、前記画像は、白色部と、白色から黒色に連続的に変化する無彩色のシ
ャドウ部と、黒色部と、グレー部とを、少なくとも備えており、前記画像において、前記
白色部と前記シャドウ部とで占める割合は、１０％より多く、前記画像における前記グレ
ー部の占める割合は、３０％より多く、前記画像における前記黒色部の占める割合は、２
％より多い。
【００２５】
　したがって、表示装置の色調整システムを用いた白色点調整を行う際に、着目したい階
調がわかりやすく比較できる。つまり、表示装置の色調整システムを用いた白色点調整を
より容易なもとのすることができる印刷物を提供できる。
【００２６】
　または、本発明に係る印刷物は、表示装置の白色点調整の際に使用され、画像が印刷さ
れた印刷物であって、２つ折りされており、折りの内側の片側に前記画像が印刷され、前
記折りの内側の他方の片側には前記画像は印刷されない。

【００２７】
　したがって、保管時の湿気や温度変化の影響によるインクの写りの影響や、保管時の画
像印刷面の劣化、汚れを最小限に抑えることができる。さらに、使用時に印刷が無い面を
底面として設置することにより反射板としての役割を果たす。さらに、当該印刷物の構成
の作成は、容易かつ安価にできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明に係る表示装置の色調整システムでは、実在する物体を撮影した写真データまた
は実在する物体をイメージできるコンピュータ・グラフィックス等の画像データを表示装
置に表示し、加えて印刷物として印刷し、ユーザの視環境の下で表示装置および印刷物を
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併置、比較する。
【００２９】
　加えて、表示装置に対し工場出荷時に予め設定された複数の白色点のプリセットデータ
のそれぞれのＲＧＢ原色のゲイン値を、コンピュータ装置が読み取る。そして、照明の色
温度の候補値をユーザが選択することができるメニューを、表示装置に表示する。ユーザ
は、上記視環境の下、併設された印刷物と表示画面とを見比べ、より近いと判断されるも
のを当該メニューより選択する。そして、ユーザにより選択された光源の色温度に従って
、コンピュータ装置は、前記ＲＧＢ原色のゲイン値に一定量の補正を加える。そして、コ
ンピュータ装置と表示装置との間の双方向の通信機能を用いて、表示装置に上記補正後の
ＲＧＢゲイン値を送信、設定する。
【００３０】
　加えて、輝度調整メニューを表示装置に表示し、設定の結果についてユーザに良否判断
の選択を行わせるメニューを表示装置に表示し、否の場合は更に詳細な色調整を行う。
【００３１】
　更に詳細な色調整を行う場合には、白色点変更のターゲットとなる色を示す色度図を表
示装置に表示し、マウス等のポインティングデバイスを用いて、目視による表示装置の白
色点の調整を指定する。そして、ＲＧＢ各原色点の値、カラープリセット値および表示装
置のγ特性を用いて、コンピュータ装置は、前記で指定された色度から、ＲＧＢゲインの
補正値を求める。そして、コンピュータ装置は、当該補正値に従って、前記ＲＧＢ原色の
ゲイン値に一定量の補正を加える。そして、コンピュータ装置と表示装置との間の双方向
の通信機能を用いて、表示装置に上記補正後のＲＧＢゲイン値を送信、設定する。併せて
、輝度調整手段を表示装置に表示し、ユーザによる輝度設定の結果に応じて、コンピュー
タ装置と表示装置との間の双方向通信手段を用いて、表示装置に輝度設定値を送信、設定
する。
【００３２】
　以下、この発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。
【００３３】
　＜実施の形態＞
　図１は、この発明の実施の形態に係る表示装置の色調整システム１００の全体構成を示
す図である。当該表示装置の色調整システム１００は、ＲＧＢデータのそれぞれの最大値
に対応したＲＧＢ各原色の出力最大値の発光バランスを調整して、白色点調整を行う。
【００３４】
　図１において、コンピュータ装置１には、マウス２及びキーボード３等の入力デバイス
、および表示装置４が接続されている。なお、印刷物５は、表示装置４とほぼ隣接して並
べて配置される。つまり、天井等に設置される同一照明装置配設下において、印刷物５と
表示装置４に映し出される画像とを、一目で視認できる。
【００３５】
　図２は、印刷物５の仕様を示す図である。
【００３６】
　図１，２に示すように、1枚の紙の画像印刷面が内側になるように略垂直に２つ折りに
される。そして、画像は折りの内側の片側（画像印刷部）のみにのみ印刷される。折りの
内側の他方の片側（無印刷部）には印刷は施されず、白色のままである。つまり、印刷物
５が略垂直に２つ折りされている状態において、画像印刷部と無印刷部と９０℃隔てて対
面（対向）している。また、印刷面の裏側（テキスト印刷面）には、品名や使い方の注意
事項等が印刷される。
【００３７】
　図３は、写真画像（または、コンピュータグラフィックス画像）を示す。図１から分か
るように、当該写真画像から作成される画像データに基づいて、印刷物５に画像が印刷さ
れ、かつ、表示装置４に画像が表示される。当該写真画像は、色比較用として用いられる
。写真画像の内、５１は、白色や白色に近い箇所（白色部）および白色から黒色に連続変
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換する無彩色のシャドウ部を含む画像である。また、５２は、黒色部である。また、５３
は、グレー部（背景）である。
【００３８】
　ここで、写真画像全体における符号５１の占める割合（写真全体における、白色部とシ
ャドウ部とで占める割合）は、１０％より多いことが望ましい。また、写真画像全体にお
ける符号５３の占める割合は、３０％より多いことが望ましい。また、写真画像全体にお
ける符号５２の占める割合は、２％より多いことが望ましい。
【００３９】
　また、印刷物５は、インクジェットプリンタに用いられる用紙、または、平均的なイン
クジェットプリンタの用紙の色に近い色の用紙であることが、好ましい。
【００４０】
　図４は、コンピュータ装置１の機能構成および表示装置４の機能構成を示すブロック図
である。
【００４１】
　図４において、１０は、コンピュータ装置１にインストールされているカラープロファ
イル制御用ソフトウエアである。１２は、コンピュータ装置１と表示装置４との双方向通
信機能を備えたグラフィックアクセラレータ装置である。１３は、コンピュータ装置１に
インストールされたオペレーティングシステム（ＯＳ）に搭載されたカラーマネジメント
エンジンである。１４は、ＯＳに搭載された、表示装置４とコンピュータ装置１との双方
向通信を可能とするドライバである。１５は、ディスプレイドライバである。１６は、ブ
ロック１３～１５を含むＯＳである。１７は、コンピュータ装置に格納された画像ファイ
ルである。１８は、画像ファイル１７に埋め込まれたカラープロファイルである。１９は
、表示装置４およびその色温度カラープリセットなどの色設定の状態に対応したカラープ
ロファイルである。２０は、画像データを表示するビューアをかねた色調整ソフトウエア
である。
【００４２】
　また、図４において、４１は、液晶パネルである。４２は、マイクロコンピュータであ
り、当該マイクロコンピュータ４２は双方向通信手段４３を備えている。４４は、表示装
置固有の色情報を含むＥＤＩＤ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ）である。ＥＤＩＤ４４は、米国ＶＥＳＡ（Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）にて標準化され、現
在殆どの表示装置に搭載されているものである。ＥＤＩＤ４４には、ＲＧＢ原色および工
場出荷設定時の白色色度データおよびガンマ値が格納されている。４５は、描画のための
スケーラＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）であり、当該スケーラＩＣ４５
には、色調整の機能やガンマ補正テーブル（ＬＵＴ： Ｌｏｏｋ　Ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）等
が内蔵されている。
【００４３】
　また、図４に示すように、コンピュータ装置１と表示装置４とは、ＶＧＡ（Ｖｉｄｅｏ
Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ａｒｒａｙ）ケーブルまたはＤＶＩ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｓｕａｌ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ケーブルにて接続されている。
【００４４】
　次に、本実施の形態に係る表示装置の色調整システム１００の動作について、図５，６
，７，８に示すフローチャートを用いて説明する。本実施の形態に係る白色点の調整動作
では、印刷物５の画像と表示装置４に表示された画像とを比較可能に配置する。これによ
り、色温度カラープリセットのユーザの目視による選択が可能となる。
【００４５】
　図５は、動作起動方法等を示すフローチャートである。図６および図７は、色調整ウィ
ザードの詳細な流れを示すフローチャートである。図８は、白色点詳細調整処理の流れを
示すフローチャートである。ここで、表示装置４に表示される画面に対する操作は、コン
ピュータ装置１に接続されているマウス２やキーボード３を用いて実施される。
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【００４６】
　まず、図５に示すフローチャートを説明する。
【００４７】
　画像が表示された表示装置４の傍に、当該画像が印刷された印刷物５を置く（ＳＴ１）
。次に、ビューア機能を持つ色調整用ソフトウエアを起動する（ＳＴ２）。次に、色調整
を行うのか、色調整を行わないのかを選択する（ＳＴ３）。色調整を行う場合（ＳＴ３で
「Ｙｅｓ」）は、色調整用ウィザードを起動する（ＳＴ４）。これに対して、色調整を行
わない場合（ＳＴ３で「Ｎｏ」）は、画像ビューアを起動する（ＳＴ５）。
【００４８】
　次に、図６，７を用いて、色調整ウィザード（ＳＴ４）の動作を具体的に説明する。
【００４９】
　色調整ウィザードを起動すると、図９に示すように、色温度選択画面（色温度カラープ
リセット選択画面）およびインストラクションが、表示装置４に表示される（ＳＴ４－３
）。白色点オフセット処理の実施有無は、図９に示す画面内「白色点補正」のチェックボ
ックスにおけるチェックの有無により決定される（ＳＴ４－４）。
【００５０】
　ここで、複数の色温度カラープリセットは、予め工場出荷調整時に表示装置４に調整・
プリセットされている。
【００５１】
　白色点オフセット処理の実施を選択した場合（ＳＴ４－４で「Ｙｅｓ」）には、図９に
示す画面上に対する色温度選択（図９では、昼白色（５０００Ｋ）または昼白色（６５０
０Ｋ）の何れかの選択）を行う（ＳＴ４－５）。当該ＳＴ４－５の選択結果に従って、コ
ンピュータ装置１は、表示装置４に設定された色温度プリセット対応のＲＧＢゲインデー
タを通信機能を用いて読み出し、当該読み出したＲＧＢゲインデータに対して一定の補正
を加えた後、補正後のＲＧＢゲインデータを表示装置４へ通信機能を用いて送信・設定す
る（ＳＴ４－６、ＳＴ４－７）。この場合の補正値は、例えば、５０００Ｋの色温度カラ
ープリセット値の場合は、５００ＫＵＰの５５００Ｋ相当のゲイン値となる。
【００５２】
　他方、白色点オフセット処理の実施をしない場合（ＳＴ４－４で「Ｎｏ」）には、表示
装置４の色温度カラープリセットの選択操作のみを実施する（ＳＴ４－９、ＳＴ４－１０
）。
【００５３】
　次に、図７のフローチャートに移り、表示装置４に輝度調整画面を表示し、当該輝度調
整画面に対する操作により、ユーザが輝度の調整を行う（ＳＴ４－２０）。図１０は、輝
度調整画面の例である。輝度調整画面に表示されるスライドバーの位置の移動により、表
示装置４のバックライト輝度設定が行われる。ここで、ユーザは、表示装置４に表示され
る画像と当該表示装置４の傍に載置されている印刷物５とを見比べ、それぞれの輝度（明
るさ）が同程度と感じるように、当該輝度調整処理を実施する。また、スライドバーの設
定位置に従った輝度データが、通信手段を介してコンピュータ装置１から表示装置４へ送
信される。
【００５４】
　次に、図１１に示すように、表示装置４に確認画面が表示される（ＳＴ４－２１）。こ
こで、当該確認画面に表示されている完了ボタンをクリックする（ＳＴ４－２２で「Ｎｏ
」）。すると、調整操作が完了し、設定された色温度カラープリセットに対応、または、
ＲＧＢ各色原色点およびＲＧＢゲイン値にて決定した白色点に基づきカラープロファイル
を生成する（ＳＴ４－２４）。
【００５５】
　カラープロファイルには、白色点、ＲＧＢ原色各点のＸＹＺ色度座標とＲＧＢそれぞれ
のガンマ値（テーブル）が記載される。ＲＧＢ原色各点のＸＹＺ値は、前記ＥＤＩＤ４４
に記載のものを読み出して用いる。
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【００５６】
　次に、生成したカラープロファイルを、ＯＳ１６の管理フォルダーへ、インストールす
る（ＳＴ４－２５）。当該インストール前に、当該管理フォルダー内の既存のプロファイ
ルの白色点およびガンマ値と、新しく生成したプロファイルの白色点およびガンマ値とを
比較する。そして、それぞれが一定の許容誤差範囲である場合は、既存のプロファイルを
ＯＳ１６の“既定のカラープロファイル”として指定し、ビューア等において表示装置４
に関連付けられたカラープロファイルとして用いられるよう設定する。
【００５７】
　ＳＴ４－２２に話を戻し、詳細調整を実施することを選択したとする（ＳＴ４－２２で
「Ｙｅｓ」）。つまり、図１１に示す画面に表示されている「より細かく設定」のボタン
をマウスでクリックしたとする。この場合には、ＳＴ４－２３に移行し、図８に示す動作
（白色点詳細調整処理）を行う。
【００５８】
　図８において、まず、図１２に示すように、インストラクション表示（白色点の指定方
法）の画面が表示装置４に表示される（ＳＴ４－２３－１）。当該画面には、「色度図上
で調整する」と「画像を選んで調整する」のメニューが表示され、さらに選択を行うラジ
オボタンが表示される。
【００５９】
　当該画面に対してユーザが色調整方法の選択を行い（ＳＴ４－２３－２）、たとえば「
色度図上で調整する」を選択したとする。この場合、ＳＴ４－２３－３に移行し、表示装
置４には図１３に示すような白色点の調整画面が表示される。ここで、図１３に示す調整
画面には、ＣＩＥ－ｘｙやＣＩＥ－ｕｖのような色度図が含まれている。ユーザは、当該
色度図上に表示されたポインタをマウスまたはカーソルキー操作で移動させ、クリック操
作またはリターンキー操作等の確定操作にて、白色点の色座標とＲＧＢ原色点の色座標と
を指定（決定）する（ＳＴ４－２３－４）。
【００６０】
　次に、コンピュータ装置１は、指定された白色点の色座標とＲＧＢ原色点の色座標によ
り、ＲＧＢ原色点のＲＧＢ発光比を計算する（ＳＴ４－２３－５）。次に、コンピュータ
装置１は、上記ＲＧＢ発光比よりＲＧＢゲイン値を計算し、表示装置４における当該ＲＧ
Ｂゲイン値の設定のために、コンピュータ装置１と表示装置４との間における通信手段を
介して当該ＲＧＢゲイン値を表示装置４へ送信する（ＳＴ－４－２３－６）。
【００６１】
　また、表示装置４における画面と印刷物５との色合わせにおいては、両者において輝度
を同じにすることが重要である。したがって、必要に応じて図１３に示すスライドバーを
用いて輝度設定値を指定し、上記と同様な通信手段を用いて表示装置４内のバックライト
輝度設定を変更する（ＳＴ４－２３－７、ＳＴ４－２３－８）。
【００６２】
　ＳＴ４－２３－９のフローから分かるように、ユーザは、表示装置４における画面と印
刷物５とにおいて、色および輝度がほぼ同じと感じるまで、ＳＴ４－２３－４からＳＴ４
－２３－８までを繰り返し実施する。そして、色および輝度が同じと判断した時点で、白
色点詳細調整処理を終了する。
【００６３】
　さて、ＳＴ４－２３－２に話を戻す。当該ＳＴ４－２３－２にてユーザが、「画面を選
んで指定する」を選択したとする。この場合には、ＳＴ４－２３－１０に移行し、表示装
置４には図１４に示すような白色点の調整画面が表示される。図１４に示すように、当該
調整画面には、大小合わせて９個のチャートと輝度調整用のスライドバーとが含まれてい
る。
【００６４】
　上記９個のチャートは、印刷物５に印刷されている画像のサイズに近い１個の大画像と
、当該大画像の周辺に配置された白色点をそれぞれシフトした８個の小画像（選択画像と
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把握できる）とで構成される。
【００６５】
　図１４に示す表示装置４の画面内において、上下方向に並べられた小画像は、大画像に
対して、ＲＧＢ原色の内Ｇ（緑）のゲインが定められた一定ステップ変化している。なお
、当該小画像は、当該画面の下から上方向へ行くに従いＧ（緑）が強くなるように、各小
画像の白色点がシフトしている。
【００６６】
　また、図１４に示す表示装置４の画面内において、左右方向に並べられた小画像は、大
画像に対して、ＲＧＢ原色の内Ｒ（赤）およびＢ（青）のゲインが定められた一定ステッ
プ変化している。当該小画像は、当該画面の左から右方向へ行くに従いＲ（赤）が強くな
るように、各小画像の白色点がシフトしている。また、当該小画像は、当該画面の右から
左方向へ行くに従いＢ（青）が強くなるように、各小画像の白色点がシフトしている。
【００６７】
　ユーザは、マウス等を用いてコンピュータ装置側から、大画像と印刷物５の画像とを比
較し、意図した色に変化するよう、それぞれの小画像の中より１個の小画像を選択し、指
定する（ＳＴ４－２３－１１）。
【００６８】
　次に、コンピュータ装置１は、指定された小画像のＲＧＢゲイン増減値に基づき、既存
のＲＧＢゲイン設定値を増減（計算）する（ＳＴ４－２３－１２）。その後、当該計算し
たゲイン値を表示装置４に設定するため、コンピュータ装置１は、コンピュータ装置１と
表示装置４との間の通信手段を介して、当該計算したゲイン値を表示装置４へ送信する（
ＳＴ４－２３－１３）。
【００６９】
　また、表示装置４における画面と印刷物５との色合わせにおいては、両者において輝度
を同じにすることが重要である。したがって、必要に応じて図１４に示すスライドバーを
用いて輝度設定値を指定し、上記と同様な通信手段を用いて表示装置４内のバックライト
輝度設定を変更する（ＳＴ４－２３－１４、ＳＴ４－２３－１５）。
【００７０】
　ＳＴ４－２３－１６のフローから分かるように、ユーザは、表示装置４における画面と
印刷物５とにおいて、色および輝度がほぼ同じと感じるまで、ＳＴ４－２３－１１からＳ
Ｔ４－２３－１５でまでを繰り返し実施する。そして、色および輝度が同じと判断した時
点で、白色点詳細調整処理を終了する。
【００７１】
　最後に、図１５に示すように、白色点調整（変更）結果確認画像を表示装置４に表示す
る。ユーザは、図１５に示す当該確認画像に表示される「戻る」ボタン若しくは「完了」
ボタンを選択する。ここで、「戻る」ボタンが選択された場合には、ＳＴ４－２３－１の
フローに戻る。
【００７２】
　本発明に係る表示装置の色調整システム１００では、実在する物体を撮影した写真デー
タまたは実在する物体をイメージできるコンピュータ・グラフィックス等の画像データを
表示装置に表示し、加えて印刷物５として印刷し、ユーザの照明等の視環境の下で当該表
示および印刷部５を比較可能に併置している。
【００７３】
　したがって、色彩科学の専門家では無くとも、実際の作業環境の下で、普段に扱ってい
る写真の色合わせを行うのと同じ感覚で色調整（白色点の調整）を行うことが可能となり
、所定の精度にて、簡便な白色点調整が可能となる。
【００７４】
　また、本発明に係る表示装置の色調整システム１００では、複数の色温度カラープリセ
ットについて、上記視環境の下、併設された印刷物５と表示装置４の画面とを見比べ、よ
り近いと判断される色温度カラープリセットを選択できる。
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【００７５】
　したがって、細かい白色点調整プロセスを経ずに、簡単な方法で表示装置４の白色点を
紙の白色点に近づけることができる。
【００７６】
　また、本発明に係る表示装置の色調整システム１００では、表示装置４の白色表示時の
分光放射率特性と、併置される印刷物５の分光反射率および照明光源の分光放射率との関
連により決められる紙よりの反射光の分光特性とを、計測器等で用いられるＣＩＥ１９３
１等の等色関数による測色値と実際のユーザの目で観測され知覚される色との誤差分を補
正し、ディスプレイの表示の白色を調整する。これにより、印刷物５の白色点と表示装置
４の白色点とをより精度良く近づけることができる。
【００７７】
　本発明に係る表示装置の色調整システム１００では、目視による表示装置４の白色点の
調整を行う際に、白色点変更のターゲットとなる色を、色度図上にてマウス等のポインテ
ィングデバイスを用いて、指定する。したがって、より直感的かつ簡単に、表示装置４の
白色点調整を行うことができる。
【００７８】
　本発明に係る表示装置の色調整システム１００では、目視による表示装置４の白色点調
整を行う際に、白色点変更のターゲットとなる変化を施した９枚の画像（１枚の大画像、
８枚の小画像）を表示している。そして、１枚の大画像の白色点を基準として一定の割合
でＲＧＢの原色の構成比を変えた８枚の小画像を、大画像の周辺に配置している。そして
、マウス等のポインティングデバイスを用いて、希望する白色点を有する小画像を指定す
ることにより、大画像の白色点を変化させている。したがって、表示装置４の白色点調整
を行うことができる。
【００７９】
　さらに、本発明に係る印刷物５には、白色または白色に近い白色部５１と、白色から黒
色に連続変換する無彩色のシャドウ部５１と、グレー部５３と、黒色部５２とを、少なく
とも備える画像が印刷されている。ここで、画像全体における白色部５１とシャドウ部５
１とで占める割合は、１０％より多く、画像全体におけるグレー部５３の占める割合は、
３０％より多く、画像全体における黒色部の占める割合は、２％よりも多い。
【００８０】
　したがって、表示装置の色調整システム１００を用いた白色点調整を行う際に、着目し
たい階調がわかりやすく比較できる。つまり、表示装置の色調整システム１００を用いた
白色点調整をより容易なもとのすることができる印刷物５を提供できる。
【００８１】
　また、印刷物５は、２つ折りで収納・運搬され、図１，２に示すように、折りの内側の
片側のみに印刷を施し、前記折りの他方の片側には印刷を施さない。
【００８２】
　したがって、保管時の湿気や温度変化の影響によるインクの写りの影響や、保管時の画
像印刷面の劣化、汚れを最小限に抑えることができる。さらに、使用時に印刷が無い面を
底面として設置することにより反射板としての役割を果たす。さらに、当該印刷物５の構
成の作成は、容易かつ安価にできる。
【００８３】
　また、印刷物５の用紙は、インクジェットプリンタによる印刷物または平均的なインク
ジェットプリンタの用紙の色に近い色の用紙を用いる。これにより、表示装置の色調整シ
ステム１００を用いた白色点調整された表示装置４の白色点を、ユーザが保有するインク
ジェットプリンタの白色に近づけることができ、より高い精度にて色合わせが可能となる
。
【００８４】
　なお、本発明に係る表示装置の色調整システム１００は、家庭で用いられる、コンピュ
ータ装置に接続されたディスプレイの色調整システムに適用できる。また、測色計等を用
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いた色調整装置の調整目標点の決定等において、一部産業用のディスプレイの調整にも応
用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明に係る表示装置の色調整システムの構成を示す図である。
【図２】印刷物の構成を示す図である。
【図３】印刷物に印刷される写真画像を示す図である。
【図４】コンピュータ装置の内部機能構成および表示装置の内部機能構成を示すブロック
図である。
【図５】本発明に係る表示装置の色調整システムの動作を説明するためのフローチャート
である。
【図６】本発明に係る表示装置の色調整システムの動作を説明するためのフローチャート
である。
【図７】本発明に係る表示装置の色調整システムの動作を説明するためのフローチャート
である。
【図８】本発明に係る表示装置の色調整システムの動作を説明するためのフローチャート
である。
【図９】本発明に係る表示装置の色調整システムの動作を説明するための表示画面図であ
る。
【図１０】本発明に係る表示装置の色調整システムの動作を説明するための表示画面図で
ある。
【図１１】本発明に係る表示装置の色調整システムの動作を説明するための表示画面図で
ある。
【図１２】本発明に係る表示装置の色調整システムの動作を説明するための表示画面図で
ある。
【図１３】本発明に係る表示装置の色調整システムの動作を説明するための表示画面図で
ある。
【図１４】本発明に係る表示装置の色調整システムの動作を説明するための表示画面図で
ある。
【図１５】本発明に係る表示装置の色調整システムの動作を説明するための表示画面図で
ある。
【符号の説明】
【００８６】
　１　コンピュータ装置、２　マウス、３　キーボード、４　表示装置、５　印刷物、５
１　白色部およびシャドウ部、５２　黒色部、５３　グレー部、１００　表示装置の色調
整システム。
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