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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の色空間に対応したゲイン情報を記憶すると共に、この複数の異なる色空間により
表される画像データを表示するための表示制御装置であって、
　ＯＳＤデータからなる表示用パターンと、この表示用パターンに関連する複数のカラー
パレットを記憶する記憶部と、
　表示対象となる画像データの色空間に係る情報に基づいて、該画像データに係る色空間
の種類を判別する判別部と、
　前記判別部により判別された色空間の種類に基づいて、前記表示用パターンに関連する
複数のカラーパレットより色空間に対応したカラーパレットを選択するパレット選択部と
、
　前記表示用パターンを前記パレット選択部で選択されたカラーパレットで変換したＯＳ
Ｄデータを生成するＯＳＤデータ生成部と、
　前記ＯＳＤデータ生成部で生成されたＯＳＤデータと前記画像データとを合成して表示
用画像データを生成する合成部と、
　前記判別部により判別された色空間の種類に応じて、前記合成部で合成された表示用画
像データを増幅するゲインを切り換えるゲイン切り換え部と、
　前記ゲイン切り換え部で切り換えられたゲインを基に、前記表示用画像データに基づい
て生成された少なくとも色差に係る画像信号を増幅する増幅部と、
を有することを特徴とする表示制御装置。
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【請求項２】
　前記増幅部は、前記表示用画像データを輝度に関する信号と色差に関する信号に分離す
る分離部をさらに有し、この分離部で分離された色差に関する信号のみを前記切り換えた
ゲインに基づいて増幅する請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記ＯＳＤデータは、撮影や再生時の条件をメニュー表示のテキストデータからなる請
求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記ゲイン切り替え部で切り替えられるゲインは、２つの色空間のうち広い色空間を表
す種類の色空間に対応するゲインが、狭い色空間に対応するゲインよりも大きいゲインと
なる請求項１から３のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項５】
 前記判別部は、画像ファイルのヘッダに記録された情報に基づいて色空間の種類を判別
する請求項１から４のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項６】
 前記判別部は、表示対象とする画像ファイル名に基づいて色空間の種類を判別する請求
項１から５のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項７】
 前記判別部は、表示対象とする画像ファイルの関連付け情報を有するファイル管理情報
に基づいて色空間の種類を判別する請求項１から６のいずれか１つに記載の表示制御装置
。
【請求項８】
 色空間の設定を行う操作部をさらに有し、
　前記判別部は、前記操作部を介して設定された色空間に係る情報に基づいて判別を行う
請求項１から７のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項９】
前記表示対象となる画像データは、撮像手段により得られた撮像データを基に生成される
請求項１から８のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項１０】
被写体の撮像を指示する操作部をさらに有し、
　前記表示対象となる画像データは、前記操作部の指示により実行された撮像により得ら
れた、記録対象となる撮像データに基づいた画像データである請求項１から９のいずれか
１つに記載の表示制御装置。
【請求項１１】
 記録媒体から再生対象とする画像データを読み出す読み出し手段をさらに有し、前記読
み出し手段により読み出された画像データを基に前記表示対象となる画像データを生成す
る請求項１から１０のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項１２】
　複数の色空間に対応したゲイン情報を記憶すると共に、この複数の異なる色空間により
表される画像データを表示するための表示制御方法であって、
　ＯＳＤデータからなる表示用パターンと、この表示用パターンに関連する複数のカラー
パレットを記憶することと、
　表示対象となる画像データの色空間に係る情報に基づいて、該画像データに係る色空間
の種類を判別することと、
　前記判別された色空間の種類に基づいて、前記表示用パターンに関連する複数のカラー
パレットより色空間に対応したカラーパレットを選択することと、
　前記表示用パターンを前記選択されたカラーパレットで変換したＯＳＤデータを生成す
ることと、
　前記生成されたＯＳＤデータと前記画像データとを合成して表示用画像データを生成す
ることと、



(3) JP 4868749 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

　前記判別された色空間の種類に応じて、前記合成された表示用画像データを増幅するゲ
インを切り換えることと、
　前記切り換えられたゲインを基に、前記表示用画像データに基づいて生成された少なく
とも色差に係る画像信号を増幅することと、
を有することを特徴とする表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示制御装置及び表示制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　カラーを表現するＲＧＢ色空間には、現在、複数種類の定義が存在することが知られて
いる。例えば、デジタルカメラにおいては、記録画像ファイルフォーマットの標準規格と
して、Exif(Exchangeable image format for digital still cameras)が規定されている
が、ここでは画像の標準色空間としてｓＲＧＢと呼ばれるＲＧＢ色空間が採用されている
。
【０００３】
　一方、主に商業印刷の分野では、ｓＲＧＢよりも広い色空間を有するＡｄｏｂｅ（登録
商標）ＲＧＢと呼ばれる色空間が実質的な標準色空間として使用されており、また、それ
以外の色空間も、用途に応じて積極的に提案されているのが現状である。こうした現状を
踏まえ、デジタルカメラでも、用途に応じて、ｓＲＧＢ以外の色空間をも取り扱えること
への要望が高まっている。
【０００４】
　しかし、定義の異なるＲＧＢ色空間に基づく画像を同一の表示装置に表示した場合、Ｒ
ＧＢの定義が異なる故にその表示色も異なるものとなってしまう。例えば、通常、デジタ
ルカメラの表示装置は画像データがｓＲＧＢであることを前提にしているため、Ａｄｏｂ
ｅＲＧＢで表現された同じ色をそのまま表示すると、図７（点Ｘ）に示すように、ｓＲＧ
Ｂに比べて一見、彩度が低い色として表示されてしまう。
【０００５】
　そこで、異なる色空間で表された画像データを同一の表示装置に表示する場合、あるい
は、同一の色空間であっても異なる表示装置に表示する場合において、適切な表示色とな
るように、画像データに何らかの色変換を施してから表示させることが一般的に行われて
いる。このような手法は、いわゆるカラーマッチングとして、様々な方法が提案されてい
る。例えば、特開平９－２７０９２７号公報は、カラーモニタ上の色とカラープリンタ上
の色間の色相のずれをなくしたことを特徴としている。
【特許文献１】特開平９－２７０９２７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、画像データを色変換するための色変換部を別途設けるとなると、回路規
模や処理時間が増大してしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明は、このような課題に着目してなされたものであり、その目的とするところは、
複数の異なる色空間により表現されている画像データを取り扱う場合であっても、簡単な
構成で、各画像に適正な色表現を実現可能な表示制御装置及び表示制御方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の態様は、複数の異なる色空間により表さ
れる画像データを表示するための表示制御装置であって、表示対象となる画像データに係
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る色空間の情報を判別する判別部と、前記判別結果に応じて、前記表示対象となる画像デ
ータのゲインを切り換えるゲイン切り換え部と、前記ゲイン切り換え部で切り換えられた
ゲインを基に、前記画像データに基づいて生成された少なくとも色差に係る画像信号を増
幅する増幅部と、を具備する。
【０００９】
　また、本発明の第２の態様は、複数の異なる色空間により表される画像データを表示す
るための表示制御装置であって、表示対象となる画像データに係る色空間の情報を判別す
る判別部と、前記判別結果に応じて、表示用パターンに関連する複数のカラーパレットよ
り所望のカラーパレットを選択するパレット選択部と、前記パレット選択部で選択された
表示用パターンに関連するカラーパレットを前記画像データに合成して表示用画像データ
を生成する合成部と、前記判別結果に応じて、前記表示用画像データのゲインを切り換え
るゲイン切り換え部と、前記ゲイン切り換え部で切り換えられたゲインを基に、前記表示
用画像データに基づいて生成された少なくとも色差に係る画像信号を増幅する増幅部と、
を具備する。
【００１０】
　また、本発明の第３の態様は、第１または第２の態様において、前記判別部は、画像フ
ァイルのヘッダに記録された情報に基づいて色空間の種類を判別する。
【００１１】
　また、本発明の第４の態様は、第１または第２の態様において、前記判別部は、表示対
象とする画像ファイル名に基づいて色空間の種類を判別する。
【００１２】
　また、本発明の第５の態様は、第１または第２の態様は、前記判別部は、表示対象とす
る画像ファイルの関連付け情報を有するファイル管理情報に基づいて色空間の種類を判別
する。
【００１３】
　また、本発明の第６の態様は、第１または第２の態様において、色空間の設定を行う操
作部をさらに有し、前記判別部は、前記操作部を介して設定された色空間に係る情報に基
づいて判別を行う。
【００１４】
　また、本発明の第７の態様は、第１または第２の態様において、前記複数の色空間に関
する情報は表示部に表示可能である。
【００１５】
　また、本発明の第８の態様は、第１から第４のいずれか１つの態様において、前記ゲイ
ン切り換え部におけるゲインは予め固定値として設定されている。
【００１６】
　また、本発明の第９の態様は、第１または第２の態様において、前記表示対象となる画
像データは、撮像手段により得られた撮像データを基に生成される。
【００１７】
　また、本発明の第１０の態様は、第１または第２の態様において、被写体の撮像を指示
する操作部をさらに有し、前記表示対象となる画像データは、前記操作部の指示により実
行された撮像により得られた、記録対象となる撮像データに基づいた画像データである。
【００１８】
　また、本発明の第１１の態様は、第１または第２の態様において、記録媒体から再生対
象とする画像データを読み出す読み出し手段をさらに有し、前記読み出し手段により読み
出された画像データを基に前記表示対象となる画像データを生成する。
【００１９】
　また、本発明の第１２の態様は、第２の態様において、前記複数のカラーパレットは、
前記合成部で前記表示用画像データと合成された後に、前記増幅部で増幅されたときに適
正な彩度で前記表示用パターンを表示するように設定されている。
【００２０】
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　また、本発明の第１３の態様は、第２の態様において、前記ゲイン切り換え部で設定さ
れるゲインは、ｓＲＧＢに対応するゲイン及びこのｓＲＧＢに対応するゲインよりも大き
いゲインとされたＡｄｏｂｅＲＧＢに対応するゲインを含む。
【００２１】
　また、本発明の第１４の態様は、複数の異なる色空間により表される画像データを表示
するための表示制御装置であって、表示対象となる画像データに係る色空間の情報を判別
するための判別手段と、前記判別結果に応じて、前記表示対象となる画像データのゲイン
を切り換えるためのゲイン切り換え手段と、前記ゲイン切り換え手段により切り換えられ
たゲインを基に、前記画像データに基づいて生成された少なくとも色差に係る画像信号を
増幅するための増幅手段と、を具備する。
【００２２】
　また、本発明の第１５の態様は、複数の異なる色空間により表される画像データを表示
するための表示制御装置であって、表示対象となる画像データに係る色空間の情報を判別
するための判別手段と、前記判別結果に応じて、表示用パターンに関連する複数のカラー
パレットより所望のカラーパレットを選択するためのパレット選択手段と、前記パレット
選択手段により選択された表示用パターンに関連するカラーパレットを前記画像データに
合成して表示用画像データを生成するための合成手段と、前記判別結果に応じて、前記表
示用画像データのゲインを切り換えるためのゲイン切り換え手段と、前記ゲイン切り換え
手段により切り換えられたゲインを基に、前記表示用画像データに基づいて生成された少
なくとも色差に係る画像信号を増幅するための増幅手段と、を具備する。
【００２３】
　また、本発明の第１６の態様は、複数の異なる色空間により表わされる画像データを表
示するための表示制御方法であって、画像データがどのような色空間により表わされてい
るかを判別することと、前記画像データを表示するときのゲインを前記画像データの判別
結果に応じて切り換えることと、前記画像データの判別結果に応じて切り換えられたゲイ
ンを用いて前記画像データを増幅することと、を具備する。
【００２４】
　また、本発明の第１７の態様は、複数の異なる色空間により表わされる画像データを表
示するための表示制御方法であって、画像データがどのような色空間により表わされてい
るかを判別することと、前記画像データの判別結果に基いて、表示用パターンに関連する
カラーパレットを複数のカラーパレットから選択することと、前記選択された、表示用パ
ターンに関連するカラーパレットと前記画像データとを合成することと、前記画像データ
を表示するときのゲインを前記画像データの判別結果に応じて切り換えることと、前記画
像データの判別結果に応じて切り換えられたゲインを用いて前記合成された画像データを
増幅することと、を具備する。
【００２５】
　また、本発明の第１８の態様は、複数の異なる色空間により表わされる画像データを表
示するための表示制御方法であって、画像データがどのような色空間により表わされてい
るかを判別することと、前記画像データの判別結果に基いて、画像処理を行う際の色空間
処理に係る画像処理パラメータを選択することと、前記選択された画像処理パラメータに
基いて、前記画像データの画像処理を行うことと、前記画像データの判別結果に基いて、
表示用パターンに関連するカラーパレットを複数のカラーパレットから選択することと、
　前記画像データを表示するときのゲインを、前記画像データの判別結果に応じて切り換
えることと、前記画像データの判別結果に応じて切り換えられたゲインを用いて前記画像
データを増幅することと、前記切り換えられたゲインを用いて前記増幅された画像データ
を表示することと、を具備する。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、複数の異なる色空間により表現されている画像データを取り扱う場合
であっても、簡単な構成で、各画像に適正な色表現を実現することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図１は、本発明の表示制御
装置が適用されるデジタルカメラの全体ブロック図である。被写体像を取り込むための光
学系１０と、取り込まれた被写体像を電気信号である画像データに変換するＣＣＤからな
る撮像素子１１と、撮像動作を制御する撮像回路１２と、撮像した画像データに対して色
補正やガンマ補正等の画像処理を施す画像処理回路１３と、撮像した画像データ等を一時
的に記憶するためのＲＡＭ１９と、後述するゲインデータを記憶するためのＲＯＭ２０と
、後述するカラーパレットデータやＯＳＤ（On Screen Display）データを記憶するため
のＲＯＭ１８と、撮像した画像データを記録するメモリカード等の着脱自在な記録媒体２
２との橋渡しをするインタフェース（Ｉ／Ｆ）２１と、撮像した画像データに所定の表示
処理を行う表示処理回路１４と、表示処理を行った画像データや、色空間に関する情報を
表示する表示装置１５と、撮像の開始や終了を指示するためのレリーズＳＷを備え、色空
間に係る情報として例えば表示対象とする画像ファイル名を設定可能な操作部１６と、上
記した各部の制御を行うＣＰＵ１７とから構成される。
【００２８】
　図２は、図１で説明した主要ブロックの概略構成を示す図である。ＲＡＭ１９には画像
ファイルヘッダ１９－１と、画像データ１９－２とが格納されている。ＲＯＭ２０にはｓ
ＲＧＢ用ゲイン２０－１と、ＡｄｏｂｅＲＧＢ用ゲイン２０－２とが格納されている。こ
れらは予め固定値として設定されている。さらに、ＲＯＭ１８には、表示用パターンに関
連する複数のカラーパレットとして、異なる彩度からなるカラーパレット１（１８－１）
と、カラーパレット２（１８－２）と、例えば撮影や再生時の条件を選択するメニュー表
示のテキストデータを表す所定のＯＳＤデータ１８－３とが格納されている。
【００２９】
　ＣＰＵ１７は、操作部１６の設定状況を判別する設定判別部１７－１と、判別された設
定状況から色空間設定を判別して色空間情報を出力する色空間判別部１７－２と、色空間
情報に基づいて表示対象となる画像データ（撮像、再生）のゲインを切り換えるゲイン切
り換え部１７－３とを備える。ここで、色空間判別部１７－２では、画像ファイルのヘッ
ダに記録された情報、表示対象とする画像ファイル名、あるいは表示対照とする画像ファ
イルの関連付け情報を有するファイル管理情報に基づいて色空間の種類を判別する。
【００３０】
　表示処理回路１４は、色空間判別部１７－２からの色空間情報に基づいてカラーパレッ
ト１（１８－１）とカラーパレット２（１８－２）のうちのいずれかを選択するパレット
選択部１４－１と、どのカラーパレットが選択されたのかを示すカラーパレットデータと
、ＯＳＤデータ１８－３と、表示対象となる画像データとしてＲＡＭ１９から読み出され
た画像データ１９－２とを合成する合成部（ＭＩＸ）１４－２と、ゲイン切り換え部１７
－３からのゲインデータに応じた増幅率で合成部１４－２の出力の少なくとも色差に係る
画像信号を増幅する画像信号増幅部１４－３とを備える。
【００３１】
　図３（Ａ）は図２のＭＩＸ部１４－２の構成例を、また、図３（Ｂ）は画像信号増幅部
１４－３の構成例をそれぞれ示したものである。
【００３２】
　ＭＩＸ部１４－２に入力されたＯＳＤデータは、図３（Ａ）に示すように、カラーパレ
ット１４２－１により、パレット選択部１４－１より入力されたカラーパレットデータに
基づいて表示用ＯＳＤデータに変換される。そして、変換されたＯＳＤデータは画像デー
タとともにビデオ信号生成部１４２－２に入力されて輝度信号と色差信号からなる表示用
信号に変換される。
【００３３】
　また、画像信号増幅部１４－３に入力された表示用信号は、図３（Ｂ）に示すように、
分離部１４３－１において輝度信号Ｙと色差信号Ｃとに分離される。色差信号Ｃは、ゲイ
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ン切り換え部１７－３から入力されたゲインデータに基づいて増幅される。そして、増幅
された色差信号Ｃは合成部１４３－３において輝度信号Ｙと再び合成されて表示装置１５
へ出力される。
【００３４】
　図４及び図５は、撮影時におけるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャー
トである。まず、撮影前に表示すべき動画であるLiveViewについて撮像制御を行なう（ス
テップＳ１）。次に、ｓＲＧＢ用画像処理パラメータを設定する（ステップＳ２）。但し
、LiveViewの表示時は所定のパラメータが設定されるように固定しておく。次に画像処理
回路１３で画像処理を行い（ステップＳ３）、表示装置１５にLiveViewを表示する（ステ
ップＳ４）。次に、操作部１６のレリーズＳＷがＯＮかどうかを判断し（ステップＳ５）
、ＮＯの場合にはステップＳ１に戻り、レリーズＳＷがＯＮされるのを待つ。レリーズＳ
ＷがＯＮされたときにステップＳ５の判断がＹＥＳとなり、静止画を撮像するための制御
が行なわれる（ステップＳ６）。次に取り込んだ静止画データに対して画像処理回路１３
においてホワイトバランス（ＷＢ）等の処理を行う（ステップＳ７）。次に、設定判別部
１７－１において操作部１６の設定状況を判別し（ステップＳ８）、判別された設定状況
から色空間判別部１７－２において色空間設定を判別して色空間情報を出力する（ステッ
プＳ９）。
【００３５】
　次に、ゲイン切り換え部１７－３において色空間情報がｓＲＧＢであるかＡｄｏｂｅＲ
ＧＢであるかを判断し（ステップＳ１０）、ｓＲＧＢであると判断された場合には、ｓＲ
ＧＢ用画像処理パラメータを設定する（ステップＳ１１－１）。一方、ステップＳ１０に
おいて、色空間情報がＡｄｏｂｅＲＧＢであると判断された場合には、ＡｄｏｂｅＲＧＢ
用画像処理パラメータを設定する（ステップＳ１１－２）。ステップＳ１１－１，Ｓ１１
－２では、例えば色空間に対応した色変換マトリックス、ガンマテーブル等を画像処理回
路１３に設定する。次に、画像処理回路１３により取り込んだ静止画データに対して画像
処理を行い（ステップＳ１２）、画像処理された画像データを一旦ＲＡＭ１９に格納する
（ステップＳ１３）。
【００３６】
　次に、表示処理回路１４では、ＲＡＭ１９から画像データ１９－２を読み出し、表示用
にリサイズして表示対象となる画像データを作成する（ステップＳ１４）。次に、表示処
理回路１４は、ＲＯＭ１８からＯＳＤデータ１８－３を読み出してＭＩＸ１４－２に設定
する（ステップＳ１５）。次に、色空間判別部１７－２からの色空間情報がｓＲＧＢであ
るかＡｄｏｂｅＲＧＢであるかを判断し（ステップＳ１６）、色空間情報がｓＲＧＢであ
る場合にはパレット選択部１４－１においてカラーパレット１（１８－１）を選択し（ス
テップＳ１７－１）、続いてゲイン切り換え部１７－３においてｓＲＧＢ用ゲイン２０－
１を設定する（ステップＳ１８－１）。また、ステップＳ１６において色空間情報がＡｄ
ｏｂｅＲＧＢである場合にはパレット選択部１４－１においてカラーパレット２（１８－
２）を選択し（ステップＳ１７－２）、続いてゲイン切り換え部１７－３においてＡｄｏ
ｂｅＲＧＢ用ゲイン２０－２を設定する（ステップＳ１８－２）。
【００３７】
　カラーパレットのデータ容量は、ＯＳＤデータに比べて非常に小さい。よって、複数の
ＯＳＤデータセットを記憶しておくのではなく、複数のカラーパレットを記憶しておき、
パレットの切り換えにより表示色をコントロールすることでメモリ容量を削減することが
できる。
【００３８】
　ＡｄｏｂｅＲＧＢは、ｓＲＧＢに比べて、色空間が広く定義されているため、同一色の
被写体に対するＲ，Ｇ，Ｂの差が小さくなる。よって、色空間に応じた色変換処理を行わ
ない場合、ｓＲＧＢよりもＡｄｏｂｅＲＧＢの方が彩度が低く表示される。よって、ここ
では、ｓＲＧＢ用ゲインよりもＡｄｏｂｅＲＧＢ用ゲインを大きく設定することで、いず
れの色空間の画像であっても表示色の彩度をほぼ同等にすることを可能にする。
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　次に、撮影画像の確認表示としてRecViewを表示する（ステップＳ１９）。次に、画像
データとヘッダ情報とをリンクさせて画像ファイルデータを作成する（ステップＳ２０）
。次に、作成した画像ファイルデータを記録媒体２２に記録する（ステップＳ２１）。
【００４０】
　図６は、画像再生時におけるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートで
ある。まず、記録媒体２２から画像ファイルデータを読み出してＲＡＭ１９へ展開する（
ステップＳ３０）。次に、画像ファイルデータを表示用にリサイズして表示対象となる画
像データを作成する（ステップＳ３１）。次に、ＲＯＭ１８からＯＳＤデータを読み出し
て設定する（ステップＳ３２）。次に、色空間判別部１７－２においてＲＡＭ１９に展開
されている画像ファイルデータのヘッダから色空間を判別して色空間情報を出力する（ス
テップＳ３３）。次に、この色空間情報がｓＲＧＢであるかＡｄｏｂｅＲＧＢであるかを
判断し（ステップＳ３４）、ｓＲＧＢである場合にはパレット選択部１４－１においてカ
ラーパレット１（３５－１）を選択し（ステップＳ３５－１）、続いてゲイン切り換え部
１７－３においてｓＲＧＢ用ゲイン２０－１を設定する（ステップＳ３６－１）。また、
ステップＳ３４において色空間情報がＡｄｏｂｅＲＧＢである場合にはパレット選択部１
４－１においてカラーパレット２（１８－２）を選択し（ステップＳ３５－２）、続いて
ゲイン切り換え部１７－３においてＡｄｏｂｅＲＧＢ用ゲイン２０－２を設定する（ステ
ップＳ３６－２）。次に、再生画像を表示する（ステップＳ３７）。
【００４１】
　本発明では、画像データそのものを色変換することなく、表示用の画像信号の色差を増
幅することで、特別な色変換回路を必要とせずに表示されるが画像の彩度をほぼ同等にす
ることが可能となる。
【００４２】
　上記した実施形態によれば、複数の異なる色空間により表現されている画像データを取
り扱う場合であっても、簡単な構成で、各画像に適正な色表現を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の表示制御装置が適用されるデジタルカメラの全体ブロック図である。
【図２】図１で説明した主要ブロックの概略構成を示す図である。
【図３】（Ａ）は合成部の構成を示すブロック図であり、（Ｂ）は画像信号増幅部の構成
を示すブロック図である。
【図４】撮影時におけるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートの前部で
ある。
【図５】撮影時におけるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートの後部で
ある。
【図６】画像再生時におけるデジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【図７】従来技術の問題点を説明するための図である。
【符号の説明】
【００４４】
１０…光学系、１１…撮像素子、１２…撮像回路、１３…画像処理回路、１４…表示処理
回路、１４－１…パレット選択部、１４－２…ＭＩＸ（合成部）、１４－３…画像信号増
幅部、１５…表示装置、１６…操作部、１７…ＣＰＵ、１７－１…設定判別部、１７－２
…色空間判別部、１７－３…ゲイン切り換え部、１８…ＲＯＭ、１８－１…カラーパレッ
ト１、１８－２…カラーパレット２、１８－３…ＯＳＤデータ、１９…ＲＡＭ、１９－１
…画像ファイルヘッダ、１９－２…画像データ、２０－１…ｓＲＧＢ用ゲイン、２０－２
…ＡｄｏｂｅＲＧＢ用ゲイン、２１…Ｉ／Ｆ、２２…記録媒体。
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