
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 する回路であって
、
　
　
　 a)　

　

　

を備えることを特徴とする色信号 回路。
【請求項２】
　請求項１に記載の色信号 回路において、さらに、
　 d)　前記色指定信号と前記色変化信号とを含む長 bit信号として前記 を入
力する場合と、前記色指定信号のみからなる短 bit信号として前記 を入力す
る場合とを指定する指定手段と、
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入力されるＯＳＤデータと映像データとに基づいた合成色信号を出力

前記ＯＳＤデータは、色指定信号と、色変化信号と、を有しており、
前記映像データは、複数の色分解成分信号を有しており、

複数の色分解成分信号と混合比率指定信号とから構成される色信号を複数記憶可能
であり、前記ＯＳＤデータのうちの色指定信号に基づいて、記憶された複数の色信号から
１つの色信号を選択する色記憶部と、
b)　前記色記憶部から出力された色信号に含まれる第１色分解成分信号に、前記色変化

信号を作用させる所定の演算処理を施すことにより、前記色信号を変化させる手段と、
c)　前記色変化信号に基づいて変化させられた前記色信号のうちの複数の色分解成分信

号と、前記映像データの複数の色分解成分信号と、を、前記色信号に含まれる前記混合比
率指定信号に基づいて混合し、前記合成色信号として出力する手段と、

合成

合成
ＯＳＤデータ

ＯＳＤデータ



　 e)　前記指定手段による指定に応じた処理を行う手段、すなわち、
　 e-1)　前記長 bit信号を入力した場合には、請求項１記載の一連の処理を実行すること
により 信号を出力し、
　 e-2)　前記短 bit信号を入力した場合には、前記手段 a)により取得した色信号

出力する手段と、
を備えることを特徴とする色信号 回路。
【請求項３】
　 する回路であって
、
　
　 A)　
　 B)　
　 C)　

　

　

　　　

　

　　　

を備えることを特徴とする色信号合成回路。
【請求項４】
　 ないし のいずれかに記載の色信号合成回路において、
　前記色 は、Ｙ信号、Ｃｂ信号、Ｃｒ信号を前記 信号として
するものであり、
　前記 成分信号がＹ信号であることを特徴とする色信号合成回路。
【請求項５】
　 ないし のいずれかに記載の色信号合成回路において、
　前記 がデジタルカメラによって撮影された撮影映像信号であり、
　前記 が前記撮影映像信号に重ねて表示させる付帯情報信号であることを特
徴とする色信号合成回路。
【請求項６】
　

する方法であって、
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、前記合成色
のうちの

複数の色分解成分信号と、前記映像データの複数の色分解成分信号と、を前記色信号に含
まれる前記混合比率指定信号に基づいて混合し、前記合成色信号として

合成

入力されるＯＳＤデータと映像データとに基づいた合成色信号を出力

前記ＯＳＤデータは、
色指定信号と、色変化信号と、を有するもの、
色指定信号と、混合率指定信号と、を有するもの、
色指定信号のみ、を有するもの、

のいずれかであり、
a)　複数の色分解成分信号と混合比率指定信号とから構成される色信号を複数記憶可能

であり、前記ＯＳＤデータのうちの色指定信号に基づいて、記憶された複数の色信号から
１つの色信号を選択する色記憶部と、
b)　前記ＯＳＤデータが前記 A)に該当する場合には、前記色記憶部から出力された色信

号に含まれる１つの色分解成分信号に、前記色変化信号を作用させる所定の演算処理を施
すことにより、前記色信号を変化させ、

前記ＯＳＤデータが前記 B)または C)に該当する場合には、前記色記憶部から出力さ
れた色信号をそのまま出力する手段と、
c)　前記ＯＳＤデータが前記 A)または C)に該当する場合には、前記色変化信号に基づい

て変化させられた色信号のうちの複数の色分解成分信号と、前記映像データの複数の色分
解成分信号と、を、前記色信号に含まれる前記混合比率指定信号に基づいて混合し、前記
合成色信号として出力し、

前記ＯＳＤデータが前記 B)に該当する場合には、前記色記憶部から出力された色信
号のうちの複数の色分解成分信号と、前記映像データの複数の色分解成分信号と、前記Ｏ
ＳＤデータに含まれる混合率指定信号に基づいて混合し、前記合成色信号として出力する
手段と、

請求項１ 請求項３
記憶部 複数の色分解成分 記憶

第１色分解

請求項１ 請求項４
映像データ
ＯＳＤデータ

入力されるＯＳＤデータおよび映像データと、色記憶部に記憶された複数の色信号と、
に基づいた合成色信号を出力

前記ＯＳＤデータは、色指定信号と、色変化信号と、を有しており、
前記映像データは、複数の色分解成分信号を有しており、
前記色記憶部は、複数の色分解成分信号と混合比率指定信号とから構成される色信号を

複数記憶可能であり
a)　前記ＯＳＤデータのうちの色指定信号に基づいて、記憶された複数の色信号から１



　

　

を備えることを特徴とする色信号 方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、色信号の生成および合成回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
たとえばデジタルカメラにおいては、撮影した映像がモニタに表示されるとともに、その
映像に重ねるようにして、撮影日付、時刻、カウンターなどの文字情報が表示される。ま
た、所定のボタン操作を行うことにより、各種のメニューが撮影映像に重ねて表示される
。このようにして撮影映像等に重ねて表示されるデータをＯＳＤ（ On screen display）
データと呼ぶ。
【０００３】
撮影映像に重ねて表示される文字情報等の映像は、最近では多色が用いられている。これ
により、表示させる情報の内容によって色を変化させることや、グラデーション表示を行
うなど、ＧＵＩの向上を図ることが可能である。
【０００４】
また、重ね合わせ映像を表示する注目画素について、文字情報等を表示する色と撮影映像
に基づいて表示すべき色とを所定の混合比率で混合することにより透過性のある重ね合わ
せ表示を行うことを可能としている。これにより、多色表示と合わせてモニタ上の表示に
様々な変化を加えることが可能である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、重ね合わせ表示に様々な色を使用するためには、それら色情報を蓄積する
ための記憶容量を多く必要とするという問題がある。特に、コンパクト化と省コスト化が
進んでいるデジタルカメラやデジタルムービーなどの電子機器においては、この問題は重
要である。
【０００６】
図７ないし図９は、従来から実施されている色信号合成回路の回路図である。図７は、重
ね合わせ表示を１６色で行うことを可能とする色信号の合成回路図であり、図８、図９は
、重ね合わせ表示を２５６色で行うことを可能とする色信号の合成回路図である。なお、
これら回路の処理の流れ、回路の細部の説明は、本発明の実施の形態における説明と重複
するので、ここでは説明を省略する。
【０００７】
重ね合わせ表示に１画素あたり４ bitのデータを使用する１６色対応（図７）では、色記
憶部１４１は、１６個の色レジスタ（色レジスタ０～１５）を保有することになるが、１
画素あたり８ bitのデータを使用する２５６色対応（図８）では、色記憶部１５１は、２
５６個の色レジスタ（色レジスタ０～２５５）を保有することなる。このため、色数を多
くするにしたがって、回路規模が増大し、コストの増大、消費電力の増大を招くという問
題がある。
【０００８】
また、図９では、色記憶部１６１としてＳＲＡＭを採用したものである。この場合には、
図８で示したように２５６個の色レジスタを保有するよりは回路規模をコンパクトにでき
るが、コストが増大するという問題がある。
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つの色信号を選択する工程と、
b)　前記工程 a)によって選択された色信号に含まれる第１色分解成分信号に、前記色変

化信号を作用させる所定の演算処理を施すことにより、前記色信号を変化させる工程と、
c)　前記工程 b)によって変化させられた前記色信号のうちの複数の色分解成分信号と、

前記映像データの複数の色分解成分信号と、を、前記色信号に含まれる前記混合比率指定
信号に基づいて混合し、前記合成色信号として出力する工程と、

合成



【０００９】
そこで、本発明は前記問題点に鑑み、回路規模を増大させることなく、モニタ上に多色で
重ね合わせ表示を行うことを可能とする信号合成技術を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、

する回路であって、

を備えることを特徴とする。
【００１１】
　請求項２記載の発明は、請求項１に記載の色信号 回路において、さらに、 d)前記色
指定信号と前記色変化信号とを含む長 bit信号として前記 を入力する場合と
、前記色指定信号のみからなる短 bit信号として前記 を入力する場合とを指
定する指定手段と、 e)前記指定手段による指定に応じた処理を行う手段、すなわち、 e-1)
前記長 bit信号を入力した場合には、請求項１記載の一連の処理を実行することにより

信号を出力し、 e-2)　前記短 bit信号を入力した場合には、前記手段 a)により
取得した色信号

出力する手段と、を備えることを特徴とする。
【００１７】
　 記載の発明は、

する回路であって、 A)
B) C)

を備えることを特徴と
する。
【００１８】
　 記載の発明は、 ないし のいずれかに記載の色信号合成回路に
おいて、前記色 は、Ｙ信号、Ｃｂ信号、Ｃｒ信号を前記 信号とし
て するものであり、前記 成分信号がＹ信号であることを特徴とする。
【００２０】
　 記載の発明は、 ないし のいずれかに記載の色信号合成回路に
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入力されるＯＳＤデータと映像デー
タとに基づいた合成色信号を出力 前記ＯＳＤデータは、色指定信号と
、色変化信号と、を有しており、前記映像データは、複数の色分解成分信号を有しており
、 a)複数の色分解成分信号と混合比率指定信号とから構成される色信号を複数記憶可能で
あり、前記ＯＳＤデータのうちの色指定信号に基づいて、記憶された複数の色信号から１
つの色信号を選択する色記憶部と、 b)前記色記憶部から出力された色信号に含まれる第１
色分解成分信号に、前記色変化信号を作用させる所定の演算処理を施すことにより、前記
色信号を変化させる手段と、 c)前記色変化信号に基づいて変化させられた前記色信号のう
ちの複数の色分解成分信号と、前記映像データの複数の色分解成分信号と、を、前記色信
号に含まれる前記混合比率指定信号に基づいて混合し、前記合成色信号として出力する手
段と、

合成
ＯＳＤデータ

ＯＳＤデータ

、
前記合成色

のうちの複数の色分解成分信号と、前記映像データの複数の色分解成分信
号と、を前記色信号に含まれる前記混合比率指定信号に基づいて混合し、前記合成色信号
として

請求項３ 入力されるＯＳＤデータと映像データとに基づいた合成色信号
を出力 前記ＯＳＤデータは、 色指定信号と、色変化信号と、を有す
るもの、 色指定信号と、混合率指定信号と、を有するもの、 色指定信号のみ、を有す
るもの、のいずれかであり、 a)複数の色分解成分信号と混合比率指定信号とから構成され
る色信号を複数記憶可能であり、前記ＯＳＤデータのうちの色指定信号に基づいて、記憶
された複数の色信号から１つの色信号を選択する色記憶部と、 b)前記ＯＳＤデータが前記
A)に該当する場合には、前記色記憶部から出力された色信号に含まれる１つの色分解成分
信号に、前記色変化信号を作用させる所定の演算処理を施すことにより、前記色信号を変
化させ、前記ＯＳＤデータが前記 B)または C)に該当する場合には、前記色記憶部から出力
された色信号をそのまま出力する手段と、 c)前記ＯＳＤデータが前記 A)または C)に該当す
る場合には、前記色変化信号に基づいて変化させられた色信号のうちの複数の色分解成分
信号と、前記映像データの複数の色分解成分信号と、を、前記色信号に含まれる前記混合
比率指定信号に基づいて混合し、前記合成色信号として出力し、前記ＯＳＤデータが前記
B)に該当する場合には、前記色記憶部から出力された色信号のうちの複数の色分解成分信
号と、前記映像データの複数の色分解成分信号と、前記ＯＳＤデータに含まれる混合率指
定信号に基づいて混合し、前記合成色信号として出力する手段と、

請求項４ 請求項１ 請求項３
記憶部 複数の色分解成分

記憶 第１色分解

請求項５ 請求項１ 請求項４



おいて、前記 がデジタルカメラによって撮影された撮影映像信号であり、前記
が前記撮影映像信号に重ねて表示させる付帯情報信号であることを特徴とす

る。
【００２１】
　 記載の発明は、

する方法であって、

を備えることを特徴とする。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。図１は、本発明の実施の
形態１～５にかかる色信号合成回路４を含む色処理装置１の機能ブロック図である。
【００２３】
色処理装置１は、色信号の入力および前処理を行う画像入力部２と、画像入力部２におい
て処理された色信号を記憶する記憶部３と、記憶部３に記憶された画像データＸＤとＯＳ
ＤデータＹＤとを合成処理する色信号合成回路４と、色信号合成回路４の出力信号を表示
させる表示部５とを含んでいる。
【００２４】
記憶部３は、たとえば、ＳＤＲＡＭ等の半導体メモリであり、表示部５は、たとえば、液
晶モニタで構成される。
【００２５】
色処理装置１は、たとえば、デジタルカメラに組み込まれる。この場合、画像入力部２に
おいて入力される画像データＸＤは、デジタルカメラで撮影された撮影映像のデータであ
り、ＯＳＤデータＹＤは、画像データＸＤに重ねて表示される文字情報等を表示するため
の映像データである。
【００２６】
｛実施の形態１｝
次に、本発明の実施の形態１について説明する。図２は実施の形態１にかかる色信号合成
回路４の機能ブロック図である。
【００２７】
この回路は、２４ bitの画像データＸＤと８ bitのＯＳＤデータＹＤとを入力する。ＯＳＤ
データＹＤの下位４ bitは、重ね合わせ表示に使用する基本となる色を指定する色指定信
号Ａｓであり、上位４ bitは、輝度信号 Yに作用することで、基本となる色に変化を加える
ための色変化信号Ｅｘである。
【００２８】
また、色信号合成回路４は、１６個の色レジスタ０～１５からなる色記憶部４１を備えて
いる。また、色記憶部４１はセレクタとしての機能を備え、色指定信号Ａｓによっていず
れかの色レジスタ番号が指定されると、対応する色の信号を出力する機能も備える。
【００２９】
各色レジスタには、２８ bitのデータが記憶されており、これらの内訳は、色分解成分の
信号としてのＹ値、Ｃｂ値、Ｃｒ値がそれぞれ８ bit含まれ、また、画像データＸＤとＯ
ＳＤデータＹＤとを混合するための比率（透過度と考えても良い。）を決定する混合率決
定信号Ｔ１が４ bit含まれている。
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映像データ
ＯＳＤデータ

請求項６ 入力されるＯＳＤデータおよび映像データと、色記憶部に記憶
された複数の色信号と、に基づいた合成色信号を出力 前記ＯＳＤデー
タは、色指定信号と、色変化信号と、を有しており、前記映像データは、複数の色分解成
分信号を有しており、前記色記憶部は、複数の色分解成分信号と混合比率指定信号とから
構成される色信号を複数記憶可能であり a)前記ＯＳＤデータのうちの色指定信号に基づい
て、記憶された複数の色信号から１つの色信号を選択する工程と、 b)前記工程 a)によって
選択された色信号に含まれる第１色分解成分信号に、前記色変化信号を作用させる所定の
演算処理を施すことにより、前記色信号を変化させる工程と、 c)前記工程 b)によって変化
させられた前記色信号のうちの複数の色分解成分信号と、前記映像データの複数の色分解
成分信号と、を、前記色信号に含まれる前記混合比率指定信号に基づいて混合し、前記合
成色信号として出力する工程と、



【００３０】
本実施の形態においては、色レジスタのフォーマットは以下の通りである：
０～　７ bit　：　Ｙ値
８～１５ bit　：　Ｃｂ値
１６～２３ bit　：　Ｃｒ値
２４～２７ bit　：　Ｔ１
従って、下位２４ bitで色成分を構成していることになる。
【００３１】
また、本実施の形態において、混合率決定信号Ｔ１は０～８までの９段階の値を設定する
ようにしている。この値が０に設定されている場合には、当該画素については、１００％
画像データＸＤを表示させる。この値が１，２・・・７に設定されている場合には、それ
ぞれＯＳＤデータＹＤを１／８，２／８・・・７／８の割合で混合させる。そして、この
値に８が設定されている場合には、１００％ＯＳＤデータＹＤを表示させるのである。
【００３２】
色指定信号Ａｓによってレジスタ番号が指定され、色記憶部４１から指定された色レジス
タの色信号が出力されると、これらの信号が、輝度信号Ｙと、輝度信号を除く他の信号Ｃ
ｂ，Ｃｒ，Ｔ１に分岐される。
【００３３】
そして、輝度信号Ｙは、演算器４２において、ＯＳＤデータＹＤの上位４ bitである色変
化信号Ｅｘと乗算される。これによって、色記憶部４１から出力された色の輝度成分に変
化が加えられることになる。そして、ＯＳＤデータＹＤの上位４ bitを乗算させるので、
輝度成分は最大１６パターンに変化させることが可能である。
【００３４】
演算器４２において輝度成分の bit数が４ bit分大きくなるが、演算器４３においては、１
／８倍、つまり、３ bit右にシフト計算を行いリミッターをかけながら最上位１ bitを切り
捨てるとともに、下位３ bitの切り捨て演算を行って bit数を調整する。この際、計４ bit
の切り捨てによっても輝度成分の１６パターンの変化が確保されるように、色変化信号Ｅ
ｘを決定するようにしておけばよい。
【００３５】
そして、輝度成分に変化が加えられ bitを調整された信号（この信号を以下、Ｙ変化信号
と呼ぶ。）が再び、他の信号（Ｃｂ信号、Ｃｒ信号、混合率決定信号Ｔ１）と合流する。
【００３６】
次に、合流した信号から混合率決定信号Ｔ１が、それ以外の信号と分岐される。それ以外
の信号、つまり、Ｙ変化信号、Ｃｂ信号、Ｃｒ信号は、演算器４６に入力される。一方、
混合率決定信号Ｔ１は、２方向に分岐され、一方は、演算器４６に入力され、他方は、演
算器４４に入力される。
【００３７】
演算器４４は、画像データＸＤ側の混合比率を算出するための信号である。前述の如く、
混合率決定信号Ｔ１は、０から８までの値をとり得るので、演算器４４では、８から混合
率決定信号Ｔ１で指定される値を減算することにより、画像データＸＤ側の混合比率を算
出する。
【００３８】
そして、演算器４５においては、入力された画像データＸＤの各色成分には、演算器４４
で算出された混合比率が乗算される。一方、演算器４６においては、色記憶部４１から出
力されたＹ変化信号、Ｃｂ信号、Ｃｒ信号に対して混合率決定信号Ｔ１が乗算される。
【００３９】
ここでは、説明を簡単にしたが、実際には、混合率決定信号Ｔ１がＸの値を示している場
合には、演算器４６では、各信号値にＸ／８が乗算され、演算器４５では、各信号値に（
８－Ｘ）／８が乗算されることなる。
【００４０】
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最後に、加算器４７において、乗算器４５および乗算器４６の出力のそれぞれの同じ色分
解成分の信号が加算されて合成色信号が出力される。
【００４１】
出力された合成色信号は、Ｙ，Ｃｂ，Ｃｒそれぞれ８ bitの信号であり、表示部５におい
て、合成映像が表示されることになる。
【００４２】
このように、本実施の形態においては、色記憶部４１の備える色レジスタは１６個である
が、ＯＳＤデータＹＤの上位４ bitで構成される色変化信号Ｅｘを利用することにより、
輝度成分に１６パターンの変調を与え、結果的に２５６色の色パレットを用意しているこ
とと同等となる。つまり、従来の回路においては、１６色しか保有することのできなかっ
た回路構成によって２５６色対応を実現しているので、回路規模の縮小と省コストが実現
するのである。
【００４３】
｛実施の形態２｝
次に、図３を参照しながら実施の形態２について説明する。実施の形態２についての回路
の基本構成は、実施の形態１と略同様である。したがって、実施の形態１と同様の構成に
ついては、説明を省略する。
【００４４】
実施の形態２においては、入力されるＯＳＤデータＹＤの bit数は、８ bitと４ bitの２つ
のパターンが選択可能とされている。８ bitのＯＳＤデータＹＤは、実施の形態１と同様
に、上位４ bitが輝度信号に変化を与える色変化信号Ｅｘであり、下位４ bitが色を指定す
る色指定信号Ａｓである。これに対して、４ bitのＯＳＤデータＹＤは、色を指定する色
指定信号Ａｓのみを含んでいる。
【００４５】
また、この実施の形態においては、入力されるＯＳＤデータＹＤを切り替えるための２個
のセレクタ５２，５３と、各セレクタ５２，５３に、選択情報を送出する選択指示部５１
とを備えている。
【００４６】
選択指示部５１においては、８ bitのＯＳＤデータＹＤを選択する場合には、「１」がセ
ットされ、４ bitのＯＳＤデータＹＤを選択する場合には、「０」がセットされる。選択
指示部５１は、図示せぬ制御部（ＣＰＵ等、全体を制御する機能部）からの指示にしたが
って選択情報をセットし、各セレクタ５２，５３に選択情報を送出する。
【００４７】
そして、各セレクタ５２，５３に「１」がセットされた場合の回路の動作は、実施の形態
１と同様である。
【００４８】
次に、各セレクタ５２，５３に「０」がセットされた場合の回路の動作について、説明す
る。
【００４９】
この場合にも、実施の形態１と同様に、ＯＳＤデータＹＤ全体で構成される色指定信号Ａ
ｓによって色レジスタが指定され、２８ bitの色信号が出力される。さらに、同様に、色
信号からＹ信号が分離され演算器４２に入力されセレクタ５２からの出力と乗算される。
ここで、セレクタ５２は、選択情報が「０」の場合には、Ｙ信号を８倍、つまり、３ bit
左にシフトさせるための値を出力するため、演算器４２においてＹ信号は３ bit左にシフ
トされる。そして、演算器４３においては、右に３ bitシフトさせる演算が行われるため
、Ｙ信号は、変化することなくそのまま出力されることになる。
【００５０】
そして、再び、Ｃｂ信号、Ｃｒ信号とＹ信号とが合流し、その後は、実施の形態１と同様
の処理が行われる。ただし、この場合（ＯＳＤデータＹＤが４ bitの場合）には、Ｙ信号
が変調されていないので、色記憶部４１に蓄積された１６色のみを重ね合わせ表示用の色
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として使用することが可能である。
【００５１】
このように実施の形態２は、１６個の色レジスタを備える１つの色記憶部４１を備える構
成において、入力するＯＳＤデータＹＤを４ bitと８ bitで切り替えることにより、８ bit
のＯＳＤデータＹＤを入力した場合には、２５６色の重ね合わせ表示を行い、４ bitのＯ
ＳＤデータＹＤを入力した場合には、１６色の重ね合わせ表示を行うことが可能である。
したがって、この色合成回路４が組み込まれる電子機器等において、入力データのサイズ
を大きくして多くの色を利用するか、もしくは、色はある程度少なくてもよいのであれば
入力データのサイズを小さくする、といった用途に応じた設計を行うことが可能である。
【００５２】
｛実施の形態３｝
次に、図４を参照しながら実施の形態３について説明する。実施の形態３においては、入
力されるＯＳＤデータＹＤは８ bitであり、その上位４ bitは、画像データＸＤとＯＳＤデ
ータＹＤとの混合比率を指定する混合率指定信号Ｔ２であり、下位４ bitは、基本となる
色を指定する色指定信号Ａｓである。
【００５３】
色記憶部４１ａは、１６個の色レジスタを備えている。各色レジスタ０～１５は、Ｙ信号
、Ｃｂ信号、Ｃｒ信号をそれぞれ８ bit、全体で２４ bitのデータを蓄積している。
【００５４】
本実施の形態においては、色レジスタのフォーマットは以下の通りである：
０～　７ bit　：　Ｙ値
８～１５ bit　：　Ｃｂ値
１６～２３ bit　：　Ｃｒ値
従って、実施の形態１，２とは異なり、混合率決定信号Ｔ１は含まれず、色成分の信号の
みを含んでいる。
【００５５】
色記憶部４１ａは、セレクタとしての機能を備え、色指定信号Ａｓによって指定された色
レジスタ番号から色信号を出力する機能も備える。出力された色信号は演算器４６に入力
される。
【００５６】
混合率指定信号Ｔ２は２方向に分岐され、一方は、演算器４６に入力される。他方は、演
算器４４に入力され、画像データＸＤ側の混合比率が算出される。算出された混合比率は
演算器４５に入力される。この後は、実施の形態１と同様に、画像データＸＤ、ＯＳＤデ
ータＹＤにそれぞれ混合比率が乗算されたのち、演算器４７において加算されて出力され
る。
【００５７】
このように、実施の形態３は、色レジスタの個数を増やすことなく、入力するＯＳＤデー
タＹＤ内に混合比率を指定する信号を含ませることにより、画素ごとに表現できる透過率
を変調させることが可能である。したがって、従来の１６色対応の回路と比べて回路規模
は同じであっても、より表現力のある情報表示を行うことが可能である。
【００５８】
｛実施の形態４｝
次に、図５を参照しながら実施の形態４について説明する。実施の形態４は、実施の形態
３を拡張させた実施の形態であり、入力するＯＳＤデータＹＤは、８ bitと４ bitで切り替
え可能である。
【００５９】
８ bitのＯＳＤデータＹＤは、上位４ bitが画像データＸＤとＯＳＤデータＹＤの混合比率
を指定するための混合率指定信号Ｔ２であり、下位４ bitが基本となる色を指定するため
の色指定信号Ａｓである。４ bitのＯＳＤデータＹＤは、基本となる色を指定する色指定
信号Ａｓのみからなるデータである。
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【００６０】
また、この実施の形態においては、入力されるＯＳＤデータＹＤを切り替えるためのセレ
クタ５３と、セレクタ５３に選択情報を送出する選択指示部５１と、混合比率に採用する
信号を選択するセレクタ６２と、セレクタ６２に選択情報を送出する選択指示部６１とを
備えている。
【００６１】
選択指示部５１においては、８ bitのＯＳＤデータＹＤを選択する場合には、「１」がセ
ットされ、４ bitのＯＳＤデータＹＤを選択する場合には、「０」がセットされる。
【００６２】
選択指示部６１においては、混合率指定信号Ｔ２を選択する場合には、「１」がセットさ
れ、混合率決定信号Ｔ１を選択する場合には、「０」がセットされる。
【００６３】
セレクタ５３に「１」がセットされ、セレクタ６２に「１」がセットされた場合の回路の
動作は、実施の形態３と略同様である。ただし、色記憶部４１においては実施の形態３と
異なり混合率決定信号Ｔ１を含む２８ bitの色信号が出力されるが、このうち混合率決定
信号Ｔ１は利用されることはなく、ＯＳＤデータＹＤ内の混合率指定信号Ｔ２を用いて合
成処理が行われる。
【００６４】
次に、セレクタ５３に「０」がセットされ、セレクタ６２に「０」がセットされた場合の
回路の動作について、説明する。
【００６５】
この場合には、４ bitのＯＳＤデータＹＤ全体で構成される色指定信号Ａｓによって色レ
ジスタが指定され、２８ bitの色信号が出力される。次に、色信号からＴ１信号が分離さ
れセレクタ６２に入力される。ここで、セレクタ６２には、「０」がセットされているの
で、Ｔ１信号を出力する。
【００６６】
出力されたＴ１信号の一方は、演算器４６に入力され、他方は、演算器４４において画像
データＸＤ側の混合比率が算出されて、当該算出値が演算器４５に入力される。そして、
演算器４５，４６において、それぞれの混合比率が乗算された後、演算器４７において各
色分解成分の信号が加算されて合成信号が出力される。
【００６７】
このように実施の形態４は、１６個の色レジスタを備える１つの色記憶部４１を備える構
成において、入力するＯＳＤデータＹＤを４ bitと８ bitで切り替えることにより、８ bit
のＯＳＤデータＹＤを入力した場合には、ＯＳＤデータＹＤ内に含まれる混合率指定信号
Ｔ２を用いて重ね合わせ表示の透過率を変調し、４ bitのＯＳＤデータＹＤを入力した場
合には、色記憶部４１内に蓄積されている混合比率に従った色合成処理を行うのである。
したがって、この色合成回路４が組み込まれる電子機器等において、入力データのサイズ
を大きくすることにより、入力データによって透過度を自由に変調させるのか、もしくは
、透過率は色レジスタ内の固定値を利用する代わりに入力データのサイズを小さくしてメ
モリを節約する、といった用途に応じた設計を行うことが可能である。
【００６８】
｛実施の形態５｝
実施の形態５は、これまで説明した実施の形態１～４を包含する実施の形態である。
【００６９】
この実施の形態においては、入力するＯＳＤデータＹＤは以下に示す３種類である：
▲１▼上位４ bit色変化信号Ｅｘ　　　；下位４ bit色指定信号Ａｓ
▲２▼上位４ bit混合率指定信号Ｔ２　；下位４ bit色指定信号Ａｓ
▲３▼４ bit色指定信号Ａｓのみ
つまり、▲１▼、▲２▼は全体で８ bit、▲３▼は全体で４ bitのＯＳＤデータである。
【００７０】
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また、本実施の形態の色信号合成回路４は、３つのセレクタ５２，５３，６２と、セレク
タ５２，５３に選択情報を設定するための選択指示部５１と、セレクタ６２に選択情報を
設定するための選択指示部６１とを備えている。
【００７１】
なお、選択指示部６１とセレクタ５２とは、インバータ６３およびＡＮＤ回路６４を介し
て接続され、選択指示部５１とセレクタ５２とはＡＮＤ回路６４を介して接続されている
。したがって、選択指示部５１に「１」がセットされ、選択指示部６１に「０」がセット
された場合には、セレクタ５２には選択情報「１」が送出されるが、その他の場合はセレ
クタ５２に選択情報「０」が送出される。
【００７２】
以下、入力ＯＳＤデータＹＤが、上記▲１▼、▲２▼、▲３▼のそれぞれの場合に分けて
、色合成回路４の動作について説明する。
【００７３】
＜１．ＯＳＤデータが▲１▼の場合＞
選択指示部５１には「１」、選択指示部６１には「０」がセットされる。したがって、セ
レクタ５２，５３，６２には、それぞれ選択情報「１」、「１」、「０」が送出される。
【００７４】
この場合には、実施の形態１と同様の動作をする。つまり、ＯＳＤデータＹＤは、色指定
信号Ａｓによって基本となる色を指定するとともに、色変化信号Ｅｘによって、当該基本
となる色の輝度成分を変調する。そして、色レジスタに蓄積されていた混合率決定信号Ｔ
１を利用して、画像データＸＤとＯＳＤデータＹＤの合成処理が行われる。
【００７５】
＜２．ＯＳＤデータが▲２▼の場合＞
選択指示部５１には「１」、選択指示部６１には「１」がセットされる。したがって、セ
レクタ５２，５３，６２には、それぞれ選択情報「０」、「１」、「１」が送出される。
【００７６】
この場合には、実施の形態３と同様の動作をする。つまり、ＯＳＤデータＹＤの色指定信
号Ａｓによって重ね合わせ表示を行う色を指定し、ＯＳＤデータＹＤに含まれている混合
率指定信号Ｔ２によって、重ね合わせ表示の透過度を変調するのである。ただし、実施の
形態３とは異なり色記憶部４１から出力される色信号にはＴ１信号が含まれるが、当該Ｔ
１信号は利用されない。
【００７７】
＜３．ＯＳＤデータが▲３▼の場合＞
選択指示部５１には「０」、選択指示部６１には「０」がセットされる。したがって、セ
レクタ５２，５３，６２には、それぞれ選択情報「０」、「０」、「０」が送出される。
【００７８】
この場合には、実施の形態２と実施の形態４において、４ bitのＯＳＤデータＹＤが入力
された場合と同様の動作をする。つまり、ＯＳＤデータＹＤは色指定信号Ａｓのみからな
り、ＯＳＤデータＹＤによっては、輝度成分の変調や透過度の変調は行われず、色記憶部
４１に蓄積されていた混合率決定信号Ｔ１に基づいて透過度が決定される。したがって、
このモードの場合には、図７で示した従来の合成回路と同様の動作をすることになる。
【００７９】
このように実施の形態５においては、様々な用途に応じて合成表示のモードを切り替えて
使用することが可能である。２５６色の鮮やかな情報表示を行いたい場合や、細やかな透
過度の設定によりグラデーション表示を行いたい場合などには、ＯＳＤデータＹＤとして
８ bitのデータを使用すればよいし、メモリを節約したい場合いは、ＯＳＤデータＹＤを
４ bitとして従来の回路と同様の動作をさせることも可能である。
【００８０】
以上、説明した実施の形態１～５については、画像データＸＤとＯＳＤデータＹＤを合成
する色信号合成回路として説明したが、色合成回路中の画像データＸＤとの混合処理を除
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けば、入力したＯＳＤデータＹＤに基づいて色を生成する色信号生成回路として独立して
他の用途にも適用可能である。
【００８１】
｛変形例｝
上記各実施の形態においては、１６色の色レジスタを備えながら輝度成分を変調すること
により重ね合わせ表示の色数を２５６色に増色させるようにした。しかし、ＯＳＤデータ
ＹＤの bit数をさらに拡大できるのであれば、色変化信号Ｅｘの bit数を増やすことによっ
て輝度成分の変調パターンをさらに増加させることが可能である。
【００８２】
同様に、ＯＳＤデータＹＤの bit数を拡大できるのであれば、混合率指定信号Ｔ２の bit数
を増やすことによって透過度の変調パターンをさらに増加させることが可能である。
【００８３】
上記各実施の形態においては、Ｃｂ，Ｃｒ，Ｙ信号のうち、輝度成分であるＹ信号を変調
させるようにしているが、他の色分解成分Ｃｂ，Ｃｒ信号を変調させるようにしてもよい
。
【００８４】
また、上記各実施の形態においては、色空間としてＹ，Ｃｂ，Ｃｒ空間を例に説明したが
、他の色空間（ＲＧＢ系、ＸＹＺ系）においても本発明の色信号合成回路は適用可能であ
る。
【００８５】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１記載の発明では、入力信号に含まれている色変化信号を利
用して特定成分の色信号を変化させることにより、色信号蓄積手段に蓄積されている色数
よりも多くの色数を表現可能となる。
【００８８】
　 記載の発明では、第２映像デジタル信号に含まれている色変化信号を利用して
特定成分の色信号を変化させることにより、色信号蓄積手段に蓄積されている色数よりも
多くの色数を表現可能であり、このように増色された第２映像デジタル信号を第１映像デ
ジタル信号と混合することにより、表現力豊かな合成表示が可能である。
【００８９】
　 記載の発明では、色数を増やすという選択と、色数は増やさないが第２映像デ
ジタル信号の bit数を削減するという選択を可能とすることにより、用途に応じた利便性
の高い構成とすることができる。
【００９２】
　 記載の発明では、入力する第２映像デジタル信号に、色変化信号を含める場合
、混合率指定信号を含める場合、色指定信号のみを含める場合とで切り替えることにより
、用途に応じて、表現色の増加、透過度の変調、第２映像デジタル信号のサイズの削減と
いう異なる効果を得ることが可能である。
【００９３】
　 記載の発明では、色信号蓄積手段に蓄積される色信号はＹ，Ｃｂ，Ｃｒ信号で
あり、Ｙ信号を特定成分信号として変化させるので、適用範囲の広い構成となる。
【００９４】
　また、 記載の発明では、色信号蓄積手段に蓄積される色信号はＹ，Ｃｂ，Ｃｒ
信号および混合率決定信号であり、Ｙ信号を特定成分信号として変化させるので、適用範
囲の広い構成となる。
【００９５】
　 記載の発明では、色合成回路をデジタルカメラに適用させることにより、撮影
映像と文字情報等の重ね合わせ表示に適用可能である。
【００９６】
　 記載の発明は、方法の発明であり、色指定信号と色変化信号から蓄積されてい
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請求項２

請求項３

請求項４

請求項４

請求項５

請求項６



る色信号とは異なる新たな色の信号を生成す
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる色信号合成回路を利用した画像処理回路の全体図である。
【図２】実施の形態１にかかる色信号合成回路を示す図である。
【図３】実施の形態２にかかる色信号合成回路を示す図である。
【図４】実施の形態３にかかる色信号合成回路を示す図である。
【図５】実施の形態４にかかる色信号合成回路を示す図である。
【図６】実施の形態５にかかる色信号合成回路を示す図である。
【図７】色信号合成回路の第１の従来例を示す図である。
【図８】色信号合成回路の第２の従来例を示す図である。
【図９】色信号合成回路の第３の従来例を示す図である。
【符号の説明】
４　　　色信号合成回路
４１　　色記憶部
Ａｓ　　色指定信号
Ｅｘ　　色変化信号
Ｔ１　　混合率決定信号
Ｔ２　　混合率指定信号
ＸＤ　　画像データ
ＹＤ　　ＯＳＤデータ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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