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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　補正対象画像の各色信号を入力し、レンズ歪み特性に起因する各色の画像歪み補正を実
行して各色対応の補正画像を生成する複数の色対応歪み補正部を有し、
　前記複数の色対応歪み補正部の各々は、出力する補正画像の各画素値の算出に適用する
入力画像中の画素位置を示す参照信号を入力し、該参照信号の示す入力画像の画素位置の
画素値を出力画素値として設定する処理を行ない、
　前記複数の色対応歪み補正部の少なくとも１つの色対応歪み補正部は、
　他色の参照信号との差分を小さく設定した補正参照信号を適用し、該補正参照信号の示
す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する処理を行
なう構成であり、
　前記補正参照信号を生成する歪み差分抑制参照信号生成部は、
　２つの異なる色の参照信号の差分絶対値を算出し、算出した差分絶対値が大であるほど
、前記２つの異なる色の参照信号との差分削減量をより大きく設定した補正参照信号を生
成し、
　前記補正参照信号を適用する色対応歪み補正部は、
　前記歪み差分抑制参照信号生成部の生成した補正参照信号を適用して、該補正参照信号
の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する処理
を行なう画像信号処理装置。
【請求項２】
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　前記補正参照信号を適用する色対応歪み補正部は、
　さらに、補正参照信号を適用して算出した画素値からなる画像信号に対して、高域削減
処理を施して前記補正画像を生成する請求項１に記載の画像信号処理装置。
【請求項３】
　前記画像信号処理装置は、
　前記２つの異なる色の参照信号の差分絶対値に応じて、前記高域削減処理を実行するた
めのフィルタ帯域制御信号を生成するフィルタ帯域算出部を有し、
　前記補正参照信号を適用する色対応歪み補正部は、
　前記フィルタ帯域算出部の算出したフィルタ帯域制御信号に従った高域削減処理を施し
て前記補正画像を生成する請求項２に記載の画像信号処理装置。
【請求項４】
　前記フィルタ帯域算出部は、
　前記２つの異なる色の参照信号の差分絶対値が大であるほど、高域削減率を大きく設定
したフィルタ帯域制御信号を生成する請求項３に記載の画像信号処理装置。
【請求項５】
　前記色対応歪み補正部は、リニア補間処理によって、参照信号または補正参照信号の示
す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する請求項１
～４いずれかに記載の画像信号処理装置。
【請求項６】
　前記複数の色対応歪み補正部は、
　前記補正対象画像のＲ信号を入力し、Ｒ信号対応の補正画像を生成して出力するＲ歪み
補正部と、
　前記補正対象画像のＧ信号を入力し、Ｇ信号対応の補正画像を生成して出力するＧ歪み
補正部と、
　前記補正対象画像のＢ信号を入力し、Ｂ信号対応の補正画像を生成して出力するＢ歪み
補正部によって構成される請求項１～５いずれかに記載の画像信号処理装置。
【請求項７】
　前記Ｒ歪み補正部と、前記Ｂ歪み補正部のみが、前記補正参照信号の示す入力画像の画
素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する請求項６に記載の画像信
号処理装置。
【請求項８】
　前記Ｒ歪み補正部と、前記Ｂ歪み補正部のみが、補正参照信号を適用して算出した画素
値からなる画像信号に対して、高域削減処理を施して前記補正画像を生成する請求項７に
記載の画像信号処理装置。
【請求項９】
　前記請求項１～８いずれかに記載の画像信号処理を実行する画像信号処理部を備えたヘ
ッド・マウント・ディスプレイ装置。
【請求項１０】
　画像信号処理装置において実行する画像信号処理方法であり、
　前記画像信号処理装置は、補正対象画像の各色信号を入力し、レンズ歪み特性に起因す
る各色の画像歪み補正を実行して各色対応の補正画像を生成する複数の色対応歪み補正部
を有し、
　前記複数の色対応歪み補正部の各々において、
　出力する補正画像の各画素値の算出に適用する入力画像中の画素位置を示す参照信号を
入力し、該参照信号の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定する処理
を行ない、
　前記複数の色対応歪み補正部の少なくとも１つの色対応歪み補正部が、
　他色の参照信号との差分を小さく設定した補正参照信号を適用し、該補正参照信号の示
す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する処理を行
ない、
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　前記補正参照信号を生成する歪み差分抑制参照信号生成部は、
　２つの異なる色の参照信号の差分絶対値を算出し、算出した差分絶対値が大であるほど
、前記２つの異なる色の参照信号との差分削減量をより大きく設定した補正参照信号を生
成し、
　前記補正参照信号を適用する色対応歪み補正部は、
　前記歪み差分抑制参照信号生成部の生成した補正参照信号を適用して、該補正参照信号
の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する処理
を行なう画像信号処理方法。
【請求項１１】
　画像信号処理装置において画像処理を実行させるプログラムであり、
　前記画像信号処理装置は、補正対象画像の各色信号を入力し、レンズ歪み特性に起因す
る各色の画像歪み補正を実行して各色対応の補正画像を生成する複数の色対応歪み補正部
を有し、
　前記プログラムは、前記複数の色対応歪み補正部の各々において、
　出力する補正画像の各画素値の算出に適用する入力画像中の画素位置を示す参照信号を
入力し、該参照信号の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定する処理
を実行させ、
　前記複数の色対応歪み補正部の少なくとも１つの色対応歪み補正部において、
　他色の参照信号との差分を小さく設定した補正参照信号を適用し、該補正参照信号の示
す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する処理を行
なわせ、
　前記プログラムは、前記補正参照信号を生成する歪み差分抑制参照信号生成部に、
　２つの異なる色の参照信号の差分絶対値を算出し、算出した差分絶対値が大であるほど
、前記２つの異なる色の参照信号との差分削減量をより大きく設定した補正参照信号を生
成させ、
　前記補正参照信号を適用する色対応歪み補正部に、
　前記歪み差分抑制参照信号生成部の生成した補正参照信号を適用して、該補正参照信号
の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する処理
を行なわせるプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、画像信号処理装置、および画像信号処理方法、並びにプログラムに関する。
特に表示部に発生する色ずれなどを抑制する処理を行なう画像信号処理装置、および画像
信号処理方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　頭部に装着して映像を視聴する表示装置、すなわちヘッド・マウント・ディスプレイ（
ＨＭＤ）が広く知られている。ヘッド・マウント・ディスプレイは、左右の眼毎に光学ユ
ニットを持ち、また、ヘッドフォンと併用し、視覚および聴覚を制御できるように構成さ
れている。頭部に装着した際に外界を完全に遮るように構成すれば、視聴時の仮想現実感
が増す。また、ヘッド・マウント・ディスプレイは、左右の眼に違う映像を映し出すこと
も可能であり、左右の眼に視差のある画像を表示すれば３Ｄ画像を提示することができる
。
【０００３】
　ヘッド・マウント・ディスプレイの左右の眼の表示部には、例えば液晶や有機ＥＬ（Ｅ
ｌｅｃｔｒｏ－　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子などからなる高解像度の表示パネルを
用いることができる。また、光学系で適当な画角を設定するとともに、ヘッドフォンで多
チャンネルを再現すれば、映画館で視聴するような臨場感を再現することができる。
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　表示部は映像に対応する様々な色の波長光を出力し、ユーザ（観察者）は左右の眼で、
表示部の出力映像を観察することになる。
　なお、ヘッド・マウント・ディスプレイの構造と原理について世界時した従来技術とし
て、例えば特許文献１（特開２０１１－１４５４８８号公報）がある。
【０００４】
　ヘッド・マウント・ディスプレイの左右の眼の表示部は、表示パネルとレンズを組み合
わせた構成となっている。このような映像表示デバイスにおいては、レンズの持つ歪み等
に起因して観察画像に色ずれが発生することがある。具体的には、例えば本来ＲＧＢの各
色が均等に混じりあって白（Ｗ）色として観察されるべき画素がＲＧＢの各色が少しずつ
、ずれて並んだように観察される色ずれが発生することがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１４５４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本開示は、例えば上記問題点に鑑みてなされたものであり、特にレンズ歪み等によって
発生する色ずれを抑制し、品質の高いカラー画像を表示可能とした画像信号処理装置、お
よび画像信号処理方法、並びにプログラム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】
【０００７】
　本開示の第１の側面は、
　補正対象画像の各色信号を入力し、レンズ歪み特性に起因する各色の画像歪み補正を実
行して各色対応の補正画像を生成する複数の色対応歪み補正部を有し、
　前記複数の色対応歪み補正部の各々は、出力する補正画像の各画素値の算出に適用する
入力画像中の画素位置を示す参照信号を入力し、該参照信号の示す入力画像の画素位置の
画素値を出力画素値として設定する処理を行ない、
　前記複数の色対応歪み補正部の少なくとも１つの色対応歪み補正部は、
　他色の参照信号との差分を小さく設定した補正参照信号を適用し、該補正参照信号の示
す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する処理を行
なう画像信号処理装置にある。
【０００８】
　さらに、本開示の画像信号処理装置の一実施態様において、前記画像処理装置は、２つ
の異なる色の参照信号の差分絶対値を算出し、算出した差分絶対値に応じて決定する補正
量を適用して、前記２つの異なる色の一方の色対応の補正参照信号を生成する歪み差分抑
制参照信号生成部を有し、前記補正参照信号を適用する色対応歪み補正部は、前記歪み差
分抑制参照信号生成部の生成した補正参照信号を適用した処理を実行する。
【０００９】
　さらに、本開示の画像信号処理装置の一実施態様において、前記歪み差分抑制参照信号
生成部は、前記２つの異なる色の参照信号との差分を小さく設定した補正参照信号を生成
する。
【００１０】
　さらに、本開示の画像信号処理装置の一実施態様において、前記歪み差分抑制参照信号
生成部は、前記２つの異なる色の参照信号の差分絶対値が大であるほど、前記２つの異な
る色の参照信号との差分削減量をより大きく設定した補正参照信号を生成する。
【００１１】
　さらに、本開示の画像信号処理装置の一実施態様において、前記補正参照信号を適用す
る色対応歪み補正部は、さらに、補正参照信号を適用して算出した画素値からなる画像信
号に対して、高域削減処理を施して前記補正画像を生成する。
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【００１２】
　さらに、本開示の画像信号処理装置の一実施態様において、前記画像処理装置は、２つ
の異なる色の参照信号の差分絶対値を算出し、算出した差分絶対値に応じて、前記高域削
減処理を実行するためのフィルタ帯域制御信号を生成するフィルタ帯域算出部を有し、前
記補正参照信号を適用する色対応歪み補正部は、前記フィルタ帯域算出部の算出したフィ
ルタ帯域制御信号に従った高域削減処理を施して前記補正画像を生成する。
【００１３】
　さらに、本開示の画像信号処理装置の一実施態様において、前記フィルタ帯域算出部は
、前記２つの異なる色の参照信号の差分絶対値が大であるほど、高域削減率を大きく設定
したフィルタ帯域制御信号を生成する。
【００１４】
　さらに、本開示の画像信号処理装置の一実施態様において、前記色対応歪み補正部は、
リニア補間処理によって、参照信号または補正参照信号の示す入力画像の画素位置の画素
値を出力画素値として設定した補正画像を生成する。
【００１５】
　さらに、本開示の画像信号処理装置の一実施態様において、前記複数の色対応歪み補正
部は、前記補正対象画像のＲ信号を入力し、Ｒ信号対応の補正画像を生成して出力するＲ
歪み補正部と、前記補正対象画像のＧ信号を入力し、Ｇ信号対応の補正画像を生成して出
力するＧ歪み補正部と、前記補正対象画像のＢ信号を入力し、Ｂ信号対応の補正画像を生
成して出力するＢ歪み補正部によって構成される。
【００１６】
　さらに、本開示の画像信号処理装置の一実施態様において、前記Ｒ歪み補正部と、前記
Ｂ歪み補正部のみが、前記補正参照信号の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値
として設定した補正画像を生成する。
【００１７】
　さらに、本開示の画像信号処理装置の一実施態様において、前記Ｒ歪み補正部と、前記
Ｂ歪み補正部のみが、補正参照信号を適用して算出した画素値からなる画像信号に対して
、高域削減処理を施して前記補正画像を生成する。
【００１８】
　さらに、本開示の第２の側面は、
　前記請求項１～１１いずれかに記載の画像信号処理を実行する画像信号処理部を備えた
ヘッド・マウント・ディスプレイ装置にある。
【００１９】
　さらに、本開示の第３の側面は、
　画像信号処理装置において実行する画像信号処理方法であり、
　前記画像処理装置は、補正対象画像の各色信号を入力し、レンズ歪み特性に起因する各
色の画像歪み補正を実行して各色対応の補正画像を生成する複数の色対応歪み補正部を有
し、
　前記複数の色対応歪み補正部の各々において、
　出力する補正画像の各画素値の算出に適用する入力画像中の画素位置を示す参照信号を
入力し、該参照信号の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定する処理
を行ない、
　前記複数の色対応歪み補正部の少なくとも１つの色対応歪み補正部が、
　他色の参照信号との差分を小さく設定した補正参照信号を適用し、該補正参照信号の示
す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する処理を行
なう画像信号処理方法にある。
【００２０】
　さらに、本開示の第４の側面は、
　画像信号処理装置において画像処理を実行させるプログラムであり、
　前記画像処理装置は、補正対象画像の各色信号を入力し、レンズ歪み特性に起因する各
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色の画像歪み補正を実行して各色対応の補正画像を生成する複数の色対応歪み補正部を有
し、
　前記プログラムは、前記複数の色対応歪み補正部の各々において、
　出力する補正画像の各画素値の算出に適用する入力画像中の画素位置を示す参照信号を
入力し、該参照信号の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定する処理
を実行させ、
　前記複数の色対応歪み補正部の少なくとも１つの色対応歪み補正部において、
　他色の参照信号との差分を小さく設定した補正参照信号を適用し、該補正参照信号の示
す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する処理を行
なわせるプログラムにある。
【００２１】
　なお、本開示のプログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実行可能な情報処
理装置やコンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶媒体
、通信媒体によって提供可能なプログラムである。このようなプログラムをコンピュータ
可読な形式で提供することにより、情報処理装置やコンピュータ・システム上でプログラ
ムに応じた処理が実現される。
【００２２】
　本開示のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本開示の実施例や添付する図面に基
づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
【発明の効果】
【００２３】
　本開示の一実施例の構成によれば、レンズ歪みに起因する各色対応の画像歪みと、表示
パネルの白色光散乱に起因する偽光による色ずれを抑制可能とした構成が実現される。
　具体的には、補正対象画像の各色信号を入力し、レンズ歪み特性に起因する各色の画像
歪み補正を実行して各色対応の補正画像を生成する複数の色対応歪み補正部を有する。複
数の色対応歪み補正部の各々は、出力補正画像の各画素値の算出に適用する入力画像中の
画素位置を示す参照信号を入力し、参照信号の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画
素値として設定する。複数の色対応歪み補正部の少なくとも１つの色対応歪み補正部は、
他色の参照信号との差分を小さく設定した補正参照信号を適用し、該補正参照信号の示す
入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定し、さらに高域削減処理としての帯
域制御を施した補正画像を生成して出力する。
　本構成により、レンズ歪みに起因する各色対応の画像歪みと、表示パネルの白色光散乱
に起因する偽光による色ずれを抑制可能とした構成が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本開示の画像信号処理装置を利用したシステム構成例について説明する図である
。
【図２】本開示の画像信号処理装置の一例としてのヘッド・マウント・ディスプレイの外
観構成例について説明する図である。
【図３】本開示の画像信号処理装置の一例としてのヘッド・マウント・ディスプレイの構
成例について説明する図である。
【図４】レンズによって生じる画像歪みについて説明する図である。
【図５】レンズによって生じる画像歪みを補正する処理例について説明する図である。
【図６】レンズによって生じるＲＧＢ各色の画像歪みについて説明する図である。
【図７】レンズによって生じるＲＧＢ各色の画像歪みに起因する観察画像における色ずれ
について説明する図である。
【図８】レンズによって生じるＲＧＢ各色の画像歪みを補正する処理例について説明する
図である。
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【図９】レンズによって生じるＲＧＢ各色の画像歪みを補正する処理例について説明する
図である。
【図１０】レンズによって生じるＲＧＢ各色の画像歪みを補正する信号処理構成について
説明する図である。
【図１１】レンズによって生じるＲＧＢ各色の画像歪みを補正する信号処理部の各色対応
歪み補正部の構成例について説明する図である。
【図１２】レンズによって生じるＲＧＢ各色の画像歪みを補正する信号処理部の各色対応
歪み補正部内のリニア補間部の処理について説明する図である。
【図１３】偽光の発生について説明する図である。
【図１４】偽光によって生じる観察画像の問題点について説明する図である。
【図１５】偽光によって生じる観察画像の問題点について説明する図である。
【図１６】本開示の画像信号処理装置の一例であるヘッド・マウント・ディスプレイの構
成例について説明する図である。
【図１７】本開示の画像信号処理装置の画像信号処理部の一構成例について説明する図で
ある。
【図１８】本開示の画像信号処理装置の画像信号処理部の歪み差分抑制参照信号生成部の
処理について説明する図である。
【図１９】本開示の画像信号処理装置の画像信号処理部の歪み差分ベースフィルタ帯域算
出部の処理について説明する図である。
【図２０】本開示の画像信号処理装置の画像信号処理部の帯域調整およびＲ歪み補正部の
構成と処理について説明する図である。
【図２１】本開示の画像信号処理装置の画像信号処理部の帯域調整およびＲ歪み補正部の
ローパスフィルタ適用処理について説明する図である。
【図２２】本開示の画像信号処理装置の画像信号処理部の帯域調整およびＲ歪み補正部の
実行する処理の効果について説明する図である。
【図２３】本開示の画像信号処理装置の画像信号処理部の帯域調整およびＲ歪み補正部の
実行する処理の効果について説明する図である。
【図２４】本開示の画像信号処理装置の画像信号処理部の帯域調整およびＲ歪み補正部の
実行する処理の効果について説明する図である。
【図２５】本開示の画像信号処理装置の画像信号処理部の帯域調整およびＲ歪み補正部の
実行する処理の効果について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照しながら本開示の画像信号処理装置、および画像信号処理方法、並び
にプログラムの詳細について説明する。なお、説明は以下の項目に従って行う。
　　１．ヘッド・マウント・ディスプレイの構成と色ずれの発生について
　　２．偽光による色ずれの発生を抑制した処理について
　　２－１．ヘッド・マウント・ディスプレイの全体構成について
　　２－２．画像信号処理部の実行する処理の詳細について
　　２－３．補正参照信号の適用とローパスフィルタの適用に基づく効果について
　　３．本開示の構成のまとめ
【００２６】
　　［１．ヘッド・マウント・ディスプレイの構成と色ずれの発生について］
　まず、ヘッド・マウント・ディスプレイの構成と色ずれの発生についての概要を説明す
る。
　図１は、ヘッド・マウント・ディスプレイを含む画像表示システムの構成を模式的に示
している。図１に示すシステムは、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０本体と、視聴コ
ンテンツのソースとなるブルーレイ・ディスク再生装置２０と、ブルーレイ・ディスク再
生装置２０の再生コンテンツの他の出力先となるハイビジョン・ディスプレイ（例えば、
ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｔｌｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ
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ｅ）対応テレビ）３０と、ブルーレイ・ディスク再生装置２０から出力されるＡＶ信号の
処理を行なうフロント・エンド・ボックス４０で構成される。
【００２７】
　フロント・エンド・ボックス４０は、ブルーレイ・ディスク再生装置２０から出力され
るＡＶ信号をＨＤＭＩ入力すると、例えば信号処理して、ＨＤＭＩ出力するＨＤＭＩリピ
ーターに相当する。また、フロント・エンド・ボックス４０は、ブルーレイ・ディスク再
生装置２０の出力先をヘッド・マウント・ディスプレイ１０又はハイビジョン・ディスプ
レイ３０のいずれかに切り替える２出力スイッチャーでもある。図示の例では、フロント
・エンド・ボックス４０は２出力であるが、３以上の出力を有していてもよい。但し、フ
ロント・エンド・ボックス４０は、ＡＶ信号の出力先を排他的とし、且つ、ヘッド・マウ
ント・ディスプレイ１０への出力を最優先とする。
【００２８】
　ブルーレイ・ディスク再生装置２０とフロント・エンド・ボックス４０間、並びに、フ
ロント・エンド・ボックス４０とハイビジョン・ディスプレイ３０間は、それぞれＨＤＭ
Ｉケーブルで接続されている。フロント・エンド・ボックス４０とヘッド・マウント・デ
ィスプレイ１０間も、ＨＤＭＩケーブルで接続するように構成することも可能であるが、
その他の仕様のケーブルを用いてＡＶ信号をシリアル転送するようにしてもよい。但し、
フロント・エンド・ボックス４０とヘッド・マウント・ディスプレイ１０間を接続するケ
ーブル１本で、ＡＶ信号と電力を供給するものとし、ヘッド・マウント・ディスプレイ１
０はこのケーブルを介して駆動電力も得ることができる。
【００２９】
　ヘッド・マウント・ディスプレイ１０は、左眼用及び右眼用の独立した表示部を備えて
いる。各表示部は、例えば有機ＥＬ素子を用いている。また、左右の各表示部は、低歪み
で且つ高解像度の広視野角光学系からなるレンズ・ブロックを装備している。
【００３０】
　図２には、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０の外観構成例を示している。ヘッド・
マウント・ディスプレイのフレームには、左眼用表示部５０並びに右眼用表示部６０がレ
ンズ・ブロック（前述）とともに支持されている。また、左右のテンプルには、左側イヤ
ホン並びに右側イヤホンがそれぞれ取り付けられている。図示の例では、鼻パッド（鼻当
て）が装着センサを兼用しており、鼻パッドにユーザ（鑑賞者）の鼻頭が当接することに
より装着を検出する仕組みとなっている。装着センサは、鼻当てにユーザの鼻頭が当接す
るとオンになり、鼻頭から離れるとオフになる。
【００３１】
　図２に示すように、左眼用表示部５０並びに右眼用表示部６０の上方には、遮光フード
がそれぞれ取り付けられている。ユーザがヘッド・マウント・ディスプレイ１０を装着し
た状態では、左右の眼は遮光フードで環境光から遮られており、鑑賞環境をほぼ一定に保
つことが可能である。すなわち、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０はユーザの眼を直
接覆うデバイスとして構成される。
【００３２】
　図３は、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０を上面から見た図である。
　左眼用表示部５０並びに右眼用表示部６０は、同様の構成を有している。
　左眼用表示部５０の構成例について説明する。図に示すように、左眼用表示部５０は、
白色光源８１、カラーフィルタ８２から構成される表示パネル８０と、レンズ８３を有す
る。フロント・エンド・ボックス４０から出力される例えば映画などのコンテンツに対応
するＨＤＭＩ出力が画像信号処理部７０に入力される。なお、この画像信号処理部７０は
、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０に備わった構成である。
【００３３】
　画像信号処理部７０から画像信号に応じた制御信号が出力され、白色光源８１が制御さ
れる。白色光源８１の出力する光は、カラーフィルタ８２、レンズ８３を介してユーザ（
観察者）の眼に到達する。
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【００３４】
　しかし、このように、表示パネル８０とレンズ８３を組み合わせた構成を持つ表示デバ
イスにおいては、レンズ８３の持つ歪み等に起因して観察画像に色ずれが発生することが
ある。
　例えば、表示パネル上の１つの画素に対してＷ（白色）を表示する場合、ＲＧＢ各波長
光を１つの画素に重ねて出力することで、白色の表示が可能となる。
　しかし、レンズの持つ歪みに起因してＲＧＢの出力位置にずれが発生し、ＲＧＢ各色が
少しずつずれた位置に出力されるといった色ずれが発生することがある。
【００３５】
　このような問題を解決する一つの手法として、表示パネルの領域ごとに部分的に画像を
シフトさせることによって、歪みを打ち消す方法がある。
【００３６】
　レンズの歪みによって発生する観察画像の例を図４に示す。
　図４は、
　（Ａ）元画像（表示パネル上の画像）
　（Ｂ）レンズを通した画像（観察画像）
　これらの２つの画像の例を示している。
【００３７】
　図３に示す画像信号処理部の出力する画像信号によって表示パネル８０、すなわち、白
色光源８１とカラーフィルタ８２によって構成される表示パネル８０上には、元のコンテ
ンツに対応する図４（Ａ）に示す正しい画像が表示される。図４（Ａ）に示す四角形は、
ある１つの表示オブジェクトの輪郭を示す。
【００３８】
　しかし、この画像をユーザ（観察者）の眼の直前に配置したレンズを介して観察すると
、レンズ歪みに起因するゆがみが発生し、図４（Ｂ）に示すように、本来、四角形である
オブジェクトが変形したように観察される。
【００３９】
　このような元画像と観察画像の差異は、レンズの特性、いわゆる歪み特性に起因するも
のである。
　レンズの歪み特性は、予め測定可能であり、例えば、図４のような歪み特性を有するレ
ンズを使用する場合、その歪み特性の逆特性の画像を補正画像として生成して出力する処
理が有効である。
【００４０】
　すなわち、図５に示すように、画像信号処理部７０に対する入力画像（Ａ１）に対して
、画像信号処理部７０において、（Ａ２）に示すような、レンズ歪み特性の逆特性の画像
を補正画像として生成する。
　この補正画像を表示パネル８０上に表示すれば、図５（Ｂ）に示すように、レンズを通
した観察画像は、ゆがみのない画像となり、ユーザ（観察者）は正常な画像を観察するこ
とが可能となる。
【００４１】
　しかし、レンズの持つ歪み特性は、光の波長に依存して若干変化する。
　例えばＲＧＢ各信号を用いた表示部では、図６に示すようにＲ，Ｇ，Ｂの各波長光に応
じて異なる歪みを発生させる。
　このような波長に応じた歪み特性の差異によって、先に説明した本来、白（Ｗ）として
観察されるべき画素値が白ではなくＲＧＢ各色がずれて観察されるといった現象が発生す
る。
【００４２】
　図７は、この色ずれの現象を説明する図である。
　図７には、以下の２つの観察画像の例を示している。
　（ａ）理想的な観察画像、
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　（ｂ）現実の観察画像、
　それぞれ、観察画像に含まれるＲＧＢ各信号の出力信号の位置と観察される画像の例を
示している。
　いずれもレンズを介した出力画像の場合の例である。
【００４３】
　図７（ａ）に示す理想的な観察画像では、ＲＧＢ各色の信号の出力位置が揃っており、
ユーザの観察する画素値は白（Ｗ）となる。
　しかし、図7（ｂ）に示す現実の観察画像では、ＲＧＢ各色の信号の出力位置がずれて
おり、ユーザの観察する画素値は白（Ｗ）ではなくＲＧＢの３色が並んだ画像となる。
【００４４】
　このように、レンズの持つ歪み特性は、光の波長に依存して変化するため、ＲＧＢで同
一の歪み補正を行うと相対的なＲＧＢの位置ははずれたままの状態となる。この問題を解
決するためには、補正画像の生成時にＲＧＢ各色単位の独立した補正処理を行う必要があ
る。
【００４５】
　すなわち、図８に示すような処理を実行することが有効である。図８に示すように、画
像信号処理部７０に対する入力画像（Ａ１）に対して、画像信号処理部７０において、（
Ａ２）に示すように、ＲＧＢの各波長光固有のレンズ歪み特性の逆特性の画像を補正画像
として生成する。
　この図８（Ａ２）に示す補正画像は、先に説明した図６（Ｂ）のＲＧＢ各色の歪み特性
の逆特性をＲＧＢ個別に設定した画像である。
　この補正画像を表示パネル８０上に表示すれば、図８（Ｂ）に示すように、レンズを通
した観察画像は、ゆがみのない画像となり、ユーザ（観察者）は正常な色ずれのない正常
な画像を観察することが可能となる。
【００４６】
　例えば図９（ｂ）に示すように、白（Ｗ）画素を出力する元画像と同じ白（Ｗ）画素を
観察画像として観察させるためには、表示パネル８０に出力する補正画像は、図９（ａ）
に示すようにＲＧＢ各々のずれ量を少しずつ異ならせて設定した補正画像を生成すること
が必要となる。
【００４７】
　このような各色単位の補正処理による補正画像を生成する信号処理構成の例について図
１０を参照して説明する。
　信号処理部は、図１０に示すように、Ｒ信号対応の歪み補正を行うＲ歪み補正部１０１
、Ｇ信号対応の歪み補正を行うＧ歪み補正部１０２、Ｂ信号対応の歪み補正を行うＢ歪み
補正部１０３を有する。
【００４８】
　各ＲＧＢ歪み補正部１０１～１０３にそれぞれに、各色ＲＧＢ個別の入力信号：ｄｉｎ
Ｒ，ｄｉｎＧ，ｄｉｎＢと、参照信号ｒｅｆＲ，ｒｅｆＧ，ｒｅｆＢを入力する。
　入力信号：ｄｉｎは、表示画像を構成する各画素の画素信号である。例えば図１、図３
等に示すフロント・エンド・ボックス４０からの入力コンテンツを構成する各画像フレー
ムの各色対応の画素信号を各補正部に順次入力する。
【００４９】
　参照信号：ｒｅｆは、ＲＧＢ歪み補正部１０１～１０３の出力信号：ｄｏｕｔを生成す
る際に参照すべき入力画像の画素位置を示す信号である。
　この参照信号は、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０のレンズの歪み特性に応じたパ
ラメータであり、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０の画像信号処理部内のメモリに予
め格納されている。
【００５０】
　例えば、Ｒ参照信号：ｒｅｆＲは、Ｒ歪み補正部１０１の出力するｋ番目のＲ画素：ｄ
ｏｕｔＲ（ｋ）に対応する入力画像中の画素位置を示す。Ｒ歪み補正部１０１の出力する
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ｋ番目のＲ画素：ｄｏｕｔＲ（ｋ）の画素位置と、入力画像中の画素位置の距離が歪み量
、すなわちレンズ歪みによって発生する観察画像の画素位置のずれ量に相当する。
　なお、Ｒ歪み補正部１０１にはＲ画素値のみ、Ｇ歪み補正部１０２にはＧ画素値のみ、
Ｂ歪み補正部１０３にはＢ画素値のみに対応する入力信号と参照信号を入力する。
【００５１】
　各ＲＧＢ歪み補正部１０１～１０３は、補正対象とする入力信号：ｄｉｎの画素値と、
各色対応の歪み特性に従った画素ずれ量に従って決定される参照画素位置を示す参照信号
：ｒｅｆを適用して出力信号：ｄｏｕｔを生成して出力する。
　各ＲＧＢ歪み補正部１０１～１０３では、順次入力する入力画素値信号：ｄｉｎを適用
して、これらの入力画素位置からずれた位置、すなわち各色対応のレンズ歪み特性に応じ
てずらした画素位置の画素値を算出する画素補間処理を実行する。この補間画素値からな
る画像信号を出力信号：ｄｏｕｔとして出力する。
【００５２】
　ＲＧＢ歪み補正部１０１～１０３の各々において実行する画素値補間処理の具体的処理
について、図１１を参照して説明する。
　以下、説明を分かり易くするため、ＲＧＢ歪み補正部１０１～１０３は、入力画素の画
素値に基づいて、水平方向のみにずらした位置の画素値を算出する補間処理を行なうもの
として説明する。また、補間方法はリニア補間を適用するものとして説明する。なお、水
平と垂直の二次元補正処理や、キュービック補間などのマルチタップ補間処理を行なう場
合もあるが、これらの処理は、以下に説明する一次元方向の処理を２次元方向に拡張すれ
ば実現可能であり、基本的な処理は、以下の説明に従った処理となる。
【００５３】
　図１１は、図１０に示すＲＧＢ歪み補正部１０１～１０３の１つの歪み補正部であるＲ
歪み補正部１０１の詳細構成を示している。図１０に示すＲＧＢ歪み補正部１０１～１０
３はいずれも図１１に示す歪み補正部１０１と同様の構成を有する。
【００５４】
　Ｒ歪み補正部１０１に入力する参照信号ｒｅｆＲ（ｋ）は、Ｒ歪み補正部１０１が出力
するｋ番目の出力信号ｄｏｕｔＲ（ｋ）を算出するために参照する入力画像信号の画素位
置を表す。
　すなわち、Ｒ歪み補正部１０１の出力するｋ番目のＲ画素：ｄｏｕｔＲ（ｋ）の画素位
置と、参照信号ｒｅｆＲ（ｋ）によって指定される入力画像中の画素位置との距離が歪み
量、すなわちレンズ歪みによって発生する観察画像の画素位置のずれ量に相当する。
【００５５】
　ただし、このずれ量は、画素間隔に一致する整数とは限らない。そのため、参照信号ｒ
ｅｆＲ（ｋ）の整数部をｍｋ、小数部をｓｋと表す。
　例えば、この例では、水平方向の画素のみを利用した例であり、ｍｋは、ある水平画素
ラインの左側の画素から順次設定された画素番号：ｍｋ＝１，２，３，４，５・・・に相
当する。
【００５６】
　例えば、Ｒ歪み補正部１０１は、出力するｋ番目のＲ画素の画素値：ｄｏｕｔＲ（ｋ）
を、参照信号：ｒｅｆＲ（ｋ）＝ｍｋ＋ｓｋによって決定される入力画像の画素位置の画
素値に設定する処理を行なう。
　図１１において、Ｒ入力画像ｄｉｎＲは、順次、メモリ１１１に格納される。
　メモリ１１１からは、参照信号ｒｅｆＲ（ｋ）＝ｍｋ＋ｓｋ中の、ｍｋの値に応じて、
Ｒ歪み補正部１０１が出力するｋ番目の出力信号ｄｏｕｔＲ（ｋ）を算出するために参照
する入力画像の画素値：ｄｉｎＲ（ｍｋ）、ｄｉｎＲ（ｍｋ＋１）を取得する。
【００５７】
　リニア補間部１１２は、これらの入力画像の画素値：ｄｉｎ（ｍｋ）、ｄｉｎ（ｍｋ＋
１）を、参照信号ｒｅｆＲ（ｋ）＝ｍｋ＋ｓｋ中の小数部ｓｋの値によってリニア補間す
ることにより、出力画像信号ｄｏｕｔＲ（ｋ）の画素値として設定すべき、本来の入力画
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像中の画素位置、すなわち、参照信号ｒｅｆＲ（ｋ）＝ｍｋ＋ｓｋの示す画素位置の画素
値を算出する。
【００５８】
　図１２を参照して、Ｒ歪み補正部１０１の実行する出力信号ｄｏｕｔＲ（ｋ）の算出処
理例について説明する。
　図１２には、
　（Ａ）Ｒ歪み補正部１０１に対する入力画像の各画素位置対応の画素値（ｄｉｎ）、
　（Ｂ）Ｒ歪み補正部１０１からの出力画像の各画素位置対応の画素値（ｄｏｕｔ）、
　これらを示している。
　横軸が画素位置であり、（Ａ），（Ｂ）とも同じスケールで示している。
　縦軸がそれぞれ入力画像と出力画像の画素値を示している。
【００５９】
　例えば、図１２（Ｂ）に示す出力画像のｋ番めの画素の画素値ｄｏｕｔＲ（ｋ）は、図
１２（Ｂ）に示す画素１２０に対応する画素値である。
　この画素値を算出するための入力画像中の画素位置が参照信号ｒｅｆＲ（ｋ）＝ｍｋ＋
ｓｋによって決定される。
【００６０】
　この参照信号ｒｅｆＲ（ｋ）＝ｍｋ＋ｓｋによって指定される画素位置は、図１２（Ａ
）に示す画素１２１である。
　しかし、この画素１２１は、入力画像中には存在しない画素位置である。
　その両サイド、すなわち、画素位置＝ｍｋのＲ画素１２２と、画素位置：ｍｋ＋１のＲ
画素１２３は存在する。
【００６１】
　リニア補間部１１２は、これらの入力画像のＲ画素値：ｄｉｎＲ（ｍｋ）、ｄｉｎＲ（
ｍｋ＋１）を利用した補間処理によって、参照信号ｒｅｆＲ（ｋ）＝ｍｋ＋ｓｋの示す画
素位置、すなわち、図１２（Ａ）に示す画素１２１の画素位置に対応する画素値を算出す
る。この算出画素値を図１２（Ｂ）に示す出力画像のｋ番めの画素の画素値ｄｏｕｔＲ（
ｋ）とする。
【００６２】
　リニア補間部１１２は、出力画素値ｄｏｕｔＲ（ｋ）を、以下の算出式で算出する。
　ｄｏｕｔＲ（ｋ）＝（１－ｓｋ）×ｄｉｎＲ（ｍｋ）＋（ｓｋ）×ｄｉｎＲ（ｍｋ）
【００６３】
　リニア補間部１１２は、上記式に従って、出力画素値ｄｏｕｔＲ（ｋ）を算出する。
　図１１、図１２を参照してＲ歪み補正部１０１における補正画像のＲ画素値の算出処理
例を説明したが、Ｇ歪み補正部１０２、Ｂ歪み補正部１０３も、処理画素をそれぞれＧ，
Ｂとする点が異なるのみであり、処理シーケンスは同様の処理として出力画像のＧ，Ｂ画
素の画素値を算出して出力する。
【００６４】
　この処理によって、例えば先に図８を参照して説明した図８（Ａ２）に示す補正画像、
すなわち、ＲＧＢ各波長光に応じたレンズ歪み特性の逆特性を反映した補正画像を生成す
ることが可能となる。
【００６５】
　以上が波長依存性に対応した歪み補正処理の一般的な処理となる。
　表示パネルのほとんどは、有機ＥＬ方式でも液晶方式でも、先に図３を参照して説明し
たとおり、白色光源の前面にカラーフィルタを配置した構成となっている。
【００６６】
　このような構成を持つ表示部におけるもう１つの問題点として、白色光源の出射光が本
来の出力色と異なる色のカラーフィルタの構成部に漏れてしまうという問題がある。この
問題について、図１３を参照して説明する。
　図１３は、先に説明した図３と同様のヘッド・マウント・ディスプレイの断面構成を示
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している。
　先に図３を参照して説明したとおり、白色光源の前面にカラーフィルタを配置した構成
となっている。
【００６７】
　図１３に示す例では、カラーフィルタのＢ（青）画素位置の背面の白色光源のみをＯＮ
として、その周囲はＯＦＦとしている設定であり、青色の画素出力を生成する処理である
。
　しかし、白色光源からの光は、周囲に拡散し、斜め方向に照射された光が、本来通るべ
きカラーフィルタ（Ｂ）に隣接したカラーフィルタ（Ｒ，Ｇ）を通り、レンズによって集
光されることになる。
　この結果、ユーザ（観察者）は、本来の画像と違う色の画像を観察してしまうことにな
る。
【００６８】
　この偽の光成分を、以下「偽光」と呼ぶ。また、この偽光に起因して観察画像に発生す
る本来の画像に含まれない色を「偽光による色ずれ」と呼ぶことにする。
　図１３に示す例では、
　Ｒｂ，Ｇｂが偽光成分に相当する。
　なお、偽光信号「Ｒｂ」、「Ｇｂ」に示す先行文字「Ｒ」、「Ｇ」は、偽光として発生
する色信号、後続文字「ｂ」は、出力予定の色信号である本来のフィルタ色＝Ｂを示す。
　信号「Ｂｂ」は出力色成分＝出力予定信号＝Ｂであり正常な信号である。
【００６９】
　ヘッド・マウント・ディスプレイで利用される小型のディスプレイではカラーフィルタ
と白色光源の距離が相対的に大きくなるため、この偽光現象がより顕著になる。
　この偽光現象は、図７～図１２を参照して説明したＲＧＢ各色対応の歪み特性に対応す
るための補正画像を生成して出力した場合にも解消されない現象である。
　図１４は、先に図８を参照して説明したＲＧＢ各色対応の歪み特性に対応するための補
正画像を生成して出力した場合の偽光による色ずれの発生態様を説明する図である。
【００７０】
　図１４に示すように、例えば、図３に示すヘッド・マウント・ディスプレイ１０の画像
信号処理部７０に対する入力画像（Ａ１）に対して、画像信号処理部７０において、（Ａ
２）に示すように、ＲＧＢの各波長光固有のレンズ歪み特性の逆特性の画像を補正画像と
して生成する。
　この図１４（Ａ２）に示す補正画像は、先に説明した図６（Ｂ）のＲＧＢ各色の歪み特
性の逆特性をＲＧＢ個別に設定した画像である。
【００７１】
　この補正画像を表示パネル上に出力し、レンズを介して観察した観察画像は、図１４（
Ｂ）に示すように、本来の白（Ｗ）以外に、青色、空色、黄色、赤色などが出力される。
すなわち、偽光による色ずれが発生した画像が観察されることになる。
【００７２】
　図１５は、ＲＧＢ対応の補正画像信号に基づく偽光の発生態様と観察画像の対応を説明
する図である。
　図１５（ａ）は、偽光のない理想的な補正画像信号を示している。
　なお、図１５に示す例は、ＲＧＢ各出力が同一の出力によって生成されるＷ画素の出力
例である。
【００７３】
　図１５（ｂ）は、偽光の発生した補正画像信号を示している。実際は、図１３を参照し
て説明したように、本来の発光対象とするカラーフィルタの色の近辺の色を介した出力光
が発生し、図１５（ｂ）に示すように、様々な偽光対応の信号が発生する。
　すなわち、
　Ｒ信号には偽光信号Ｒｇ，Ｒｂ、
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　Ｇ信号には偽光信号Ｇｒ，Ｇｂ、
　Ｂ信号には偽光信号Ｂｒ，Ｂｇ、
　これらの偽光信号が含まれる。
【００７４】
　この結果、図１５（ｃ）に示すように、白（Ｗ）画素の出力処理において、白（Ｗ）色
の近傍に、青色、空色、黄色、赤色などが出力される。すなわち、偽光による色ずれが発
生した画像が観察されることになる。
【００７５】
　　［２．偽光による色ずれの発生を抑制した処理について］
　以下、図１３～図１５を参照して説明した偽光に起因した色ずれの発生を抑制する処理
を実行する画像信号処理装置について説明する。
【００７６】
　　［２－１．ヘッド・マウント・ディスプレイの全体構成について］
　まず、図１６を参照して、本開示の画像信号処理装置の一実施例であるヘッド・マウン
ト・ディスプレイ１０の全体構成について説明する。
　制御部２０１は、例えばマイクロプロセッサーで構成され、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ）２０３を作業領域に用いながら、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）２０２に格納された制御プログラムを実行して、装置全体の動作を制御
する。
【００７７】
　装着センサ２０４は、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０がユーザ（鑑賞者）に装着
されたことやユーザがヘッド・マウント・ディスプレイ１０を外したことを検出する。装
着センサ２０４は、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０の装着や取り外しを検出したと
きには、制御部２０１に検出信号を発生する。
【００７８】
　制御部２０１は、検出信号に応じて、画像信号処理部２０６に対する処理開始または処
理停止の制御命令の発行などを行う。
【００７９】
　画像信号処理部２０６は、ＨＤＭＩ信号入力部２０５でフロント・エンド・ボックス４
０から受信した映像信号に対し、復号、スケーリング、ノイズ・リダクションなどの信号
処理を行なう。さらに、レンズ歪みや偽光に基づく色ずれの発生を抑制するための補正画
像の生成処理などを行う。、
　処理後の映像信号は、ＶＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ　ＲＡＭ）２１０に一時記録される。
【００８０】
　表示制御部２０７は、ＶＲＡＭ２１０に一時記録されている映像信号を左眼用表示部２
０８並びに右眼用表示部２０９に表示出力する。左眼用表示部２０８並びに右眼用表示部
２０９は、先に図３や図１３を参照して説明した構成、すなわち、白色光源とカラーフィ
ルタによって構成される表示パネルとレンズを有する構成である。
【００８１】
　　［２－２．画像信号処理部の実行する処理の詳細について］
　次に、図１７以下を参照して図１６に示すヘッド・マウント・ディスプレイ１０内の画
像信号処理部２０６の実行する処理の詳細について説明する。
　前述したように、画像信号処理部２０６は、ＨＤＭＩ信号入力部２０５でフロント・エ
ンド・ボックス４０から受信した映像信号に対し、復号、スケーリング、ノイズ・リダク
ションなどの信号処理を行なう。さらに、レンズ歪みや偽光に基づく色ずれの発生を抑制
するための補正画像の生成処理などを行う。
【００８２】
　復号、スケーリング、ノイズ・リダクションなどの信号処理は、従来と同様の処理であ
り、以下では、レンズ歪みや偽光に基づく色ずれの発生を抑制するための補正画像の生成
処理の詳細について説明する。
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【００８３】
　図１７は、画像信号処理部２０６において実行するレンズ歪みや偽光に基づく色ずれの
発生を抑制するための補正画像の生成処理構成を示す図である。
【００８４】
　図１７に示す画像処理部の構成は、先に図１０を参照して説明した画像処理構成と同様
、ＲＧＢ各波長光のレンズ歪み特性に対応する各色対応の補正を実行して補正画像を生成
する各色対応の歪み補正部４２１～４２３を備えている。
【００８５】
　ただし、図１７に示す構成では、Ｒ信号の歪み補正を実行するＲ歪み補正部は、図１０
の構成とは異なる処理を実行する帯域調整およびＲ歪み補正部４２１として構成されてい
る。
　同様に、Ｂ信号の歪み補正を実行するＢ歪み補正部も、図１０の構成とは異なる処理を
実行する帯域調整およびＢ歪み補正部４２３として構成されている。
　Ｇ信号の歪み補正を実行するＧ歪み補正部は、図１０の構成と同様の処理を実行するＧ
歪み補正部４２２として構成されている。
【００８６】
　さらに、図１７に示す構成では、偽光に基づく色ずれの発生を抑制するために以下の構
成を追加している。
　Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１、
　Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｂ参照信号生成部４０２、
　Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１、
　Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＢ対応フィルタ帯域算出部４１２、
　これらの構成を追加している。
【００８７】
　Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１は、Ｒ信号対応のレンズ歪み特性に基づく
パラメータＲ参照信号ｒｅｆＲ３１１と、Ｇ信号対応のレンズ歪み特性に基づくパラメー
タＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ３２１を生
成し、生成した補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ３２１を帯域調整およびＲ歪み補正部４２１に
入力する。
【００８８】
　Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０２は、Ｂ信号対応のレンズ歪み特性に基づく
パラメータＢ参照信号ｒｅｆＲ３１３と、Ｇ信号対応のレンズ歪み特性に基づくパラメー
タＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、補正Ｂ参照信号ｒｅｆ'Ｂ３２２を生
成し、生成した補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ３２２を帯域調整およびＢ歪み補正部４２３に
入力する。
【００８９】
　Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１は、Ｒ信号対応のレンズ歪み特
性に基づくパラメータＲ参照信号ｒｅｆＲ３１１と、Ｇ信号対応のレンズ歪み特性に基づ
くパラメータＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、Ｒ対応フィルタ帯域制御信
号ΔｆＲ３３１を生成し、生成したＲ対応フィルタ帯域制御信号ΔｆＲ３３１を帯域調整
およびＲ歪み補正部４２１に入力する。
【００９０】
　Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＢ対応フィルタ帯域算出部４１２は、Ｂ信号対応のレンズ歪み特
性に基づくパラメータＢ参照信号ｒｅｆＲ３１３と、Ｇ信号対応のレンズ歪み特性に基づ
くパラメータＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、Ｂ対応フィルタ帯域制御信
号ΔｆＢ３３２を生成し、生成したＢ対応フィルタ帯域制御信号ΔｆＢ３３２を帯域調整
およびＢ歪み補正部４２３に入力する。
【００９１】
　図１７に示す画像信号処理部２０６の構成に従った処理について説明する。
　Ｒ信号の歪み補正を実行する帯域調整およびＲ歪み補正部４２１には、Ｒ入力信号ｄｉ
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ｎＲ３０１が入力される。
　Ｇ信号の歪み補正を実行するＧ歪み補正部４２２には、Ｇ入力信号ｄｉｎＧ３０２が入
力される。
　Ｂ信号の歪み補正を実行する帯域調整およびＢ歪み補正部４２３には、Ｂ入力信号ｄｉ
ｎＢ３０３が入力される。
　これらの入力信号：ｄｉｎは、表示画像を構成する各画素の画素信号である。図１６に
示すＨＤＭＩ信号入力部２０５から入力する画像信号であり、例えば図１、図３等に示す
フロント・エンド・ボックス４０からの入力コンテンツを構成する各画像フレームの各色
対応の画素信号である。
【００９２】
　さらに、
　帯域調整およびＲ歪み補正部４２１には、
　Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１の生成した補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ３２
１と、
　Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１の生成したＲ対応フィルタ帯域
制御信号ΔｆＲ３３１を入力する。
【００９３】
　また、Ｇ歪み補正部４２２には、Ｇ信号対応の参照信号であるＧ参照信号ｒｅｆＧ３１
２を入力する。
【００９４】
　また、帯域調整およびＢ歪み補正部４２３には、
　Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０２の生成した補正Ｂ参照信号ｒｅｆ'Ｂ３２
２と、
　Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＢ対応フィルタ帯域算出部４１２の生成したＢ対応フィルタ帯域
制御信号ΔｆＢ３３２入力する。
【００９５】
　Ｒ参照信号ｒｅｆＲ３１１，Ｇ参照信号ｒｅｆＧ３１２，Ｂ参照信号ｒｅｆＢ３１３は
、先に図１０を参照して説明した参照信号と同様の信号であり、ヘッド・マウント・ディ
スプレイ１０のレンズの各色の歪み特性に応じたパラメータである。ヘッド・マウント・
ディスプレイ１０のメモリに予め格納されている。
　図１０を参照して説明した構成では、ＲＧＢ歪み補正部１０１～１０３において、出力
信号：ｄｏｕｔを生成する際の参照すべき入力画像の画素位置を示す信号として用いてい
た。
【００９６】
　図１７に示す構成では、Ｇ歪み補正部４２２は、図１０、図１１を参照して説明した処
理と同様の処理を実行する。すなわち、Ｇ参照信号ｒｅｆＧ３１２に従って、参照する入
力画像の画素位置を決定して、出力信号ｄｏｕｔＧを生成する。
　Ｇ歪み補正部４２２は、図１０、図１１を参照して説明した処理と同様の処理を実行す
る。
【００９７】
　しかし、Ｒ信号の歪み補正を実行する帯域調整およびＲ歪み補正部４２１と、Ｂ信号の
歪み補正を実行する帯域調整およびＢ歪み補正部４２３は、図１０、図１１を参照して説
明した処理とは異なる処理を実行する。
【００９８】
　図１７に示すＲＧＢ各色対応の歪み補正部４２１～４２３は、補正対象画像の各色信号
を入力し、レンズ歪み特性に起因する各色の画像歪み補正を実行して各色対応の補正画像
を生成する。これらの複数の色対応歪み補正部４２１～４２３の各々は、先に図１０～図
１２を参照して説明したと同様、出力する補正画像の各画素値の算出に適用する入力画像
中の画素位置を示す参照信号を入力し、該参照信号の示す入力画像の画素位置の画素値を
出力画素値として設定する処理を行なう。
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【００９９】
　ただし、図１７の構成において、Ｒ，Ｂ各色対応の歪み補正部は、Ｇ参照信号ｒｅｆＧ
との差分を小さく設定した補正参照信号を入力してこの補正参照信号を適用し、該補正参
照信号の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成す
る処理を行なう。
　この補正参照信号は、Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１と、Ｂ－Ｇ歪み差分
抑制Ｒ参照信号生成部４０２において生成される。
【０１００】
　Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１と、Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部
４０２の実行する処理について図１８を参照して説明する。
　前述したように、Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１は、Ｒ信号対応のレンズ
歪み特性に基づくパラメータＲ参照信号ｒｅｆＲ３１１と、Ｇ信号対応のレンズ歪み特性
に基づくパラメータＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、補正Ｒ参照信号ｒｅ
ｆ'Ｒ３２１を生成し、生成した補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ３２１を帯域調整およびＲ歪み
補正部４２１に入力する。
　また、Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０２は、Ｂ信号対応のレンズ歪み特性に
基づくパラメータＢ参照信号ｒｅｆＲ３１３と、Ｇ信号対応のレンズ歪み特性に基づくパ
ラメータＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、補正Ｂ参照信号ｒｅｆ'Ｂ３２
２を生成し、生成した補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ３２２を帯域調整およびＢ歪み補正部４
２３に入力する。
【０１０１】
　図１８は、Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１と、Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照
信号生成部４０２の実行する処理を説明する図である。
　まず、Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１の処理例について説明する。
　Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１は、Ｒ信号対応のレンズ歪み特性に基づく
パラメータＲ参照信号ｒｅｆＲ３１１と、Ｇ信号対応のレンズ歪み特性に基づくパラメー
タＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、その差分絶対値を算出する。すなわち
、
　ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）
　上記式に従って、Ｒ参照信号ｒｅｆＲ３１１と、Ｇ参照信号ｒｅｆＧ３１２との差分絶
対値を算出する。
【０１０２】
　この差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）が、図１８に示すグラフの横軸に対応す
る。
　Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１は、図１８に示すグラフに従って、算出し
た差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）に対応するゲイン（ｇａｉｎ）を算出する。
【０１０３】
　図１８に示すグラフは、差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）とゲインの対応デー
タであり、Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１内のメモリ、あるいは、図１６に
示すＲＯＭ２０２等の記憶部に格納されている。
　Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１は、メモリに格納された差分絶対値ａｂｓ
（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）とゲインの対応データを参照して、算出した差分絶対値ａｂｓ（
ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）に対応するゲイン（ｇａｉｎ）を算出する。
【０１０４】
　さらに、算出したゲイン（ｇａｉｎ）に従って、補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ３２１を生
成する。補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ３２１は、以下の（式１）に従って算出する。
　ｒｅｆ'Ｒ＝ｒｅｆＧ＋ｇａｉｎ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）・・・・（式１）
【０１０５】
　上記（式１）において、
　ｒｅｆＧは、図１７に示すＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２、
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　ｇａｉｎ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）は、算出した差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ
）に基づいて、図１８に示すグラフに従って取得するゲインの値である。
　Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１は、このようにして生成した補正Ｒ参照信
号ｒｅｆ'Ｒ３２１を帯域調整およびＲ歪み補正部４２１に入力する。
【０１０６】
　図１８に示すグラフは、Ｇ参照信号ｒｅｆＧと、Ｒ参照信号ｒｅｆＲの差分が大きくな
るほど、Ｒ参照信号ｒｅｆＲの値をＧ参照信号ｒｅｆＧの示す位置に近づける設定となっ
ている。この図１８に示す例では参照信号の差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）が
１０ｐｉｘｅｌになると、７０％のゲインが取得される。
　例えば、Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１は、ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ
）が１０ｐｉｘｅｌの場合、その差分を７ｐｉｘｅｌになるようにＲ参照信号ｒｅｆＲの
値を書き換えた補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ３２１を生成して帯域調整およびＲ歪み補正部
４２１に入力する。
【０１０７】
　次に、Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｂ参照信号生成部４０２の処理例について説明する。
　Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｂ参照信号生成部４０２は、Ｂ信号対応のレンズ歪み特性に基づく
パラメータＢ参照信号ｒｅｆＢ３１３と、Ｇ信号対応のレンズ歪み特性に基づくパラメー
タＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、その差分絶対値を算出する。すなわち
、
　ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）
　上記式に従って、Ｂ参照信号ｒｅｆＢ３１３と、Ｇ参照信号ｒｅｆＧ３１２との差分絶
対値を算出する。
【０１０８】
　この差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）が、図１８に示すグラフの横軸に対応す
る。
　Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｂ参照信号生成部４０２は、図１８に示すグラフに従って、算出し
た差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）に対応するゲイン（ｇａｉｎ）を算出する。
【０１０９】
　図１８に示すグラフは、差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）とゲインの対応デー
タであり、Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｂ参照信号生成部４０２内のメモリ、あるいは、図１６に
示すＲＯＭ２０２等の記憶部に格納されている。
　Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｂ参照信号生成部４０２は、メモリに格納された差分絶対値ａｂｓ
（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）とゲインの対応データを参照して、算出した差分絶対値ａｂｓ（
ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）に対応するゲイン（ｇａｉｎ）を算出する。
【０１１０】
　さらに、算出したゲイン（ｇａｉｎ）に従って、補正Ｂ参照信号ｒｅｆ'Ｂ３２２を生
成する。補正Ｂ参照信号ｒｅｆ'Ｂ３２２は、以下の（式２）に従って算出する。
　ｒｅｆ'Ｂ＝ｒｅｆＧ＋ｇａｉｎ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）・・・・（式２）
【０１１１】
　上記（式２）において、
　ｒｅｆＧは、図１７に示すＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２、
　ｇａｉｎ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）は、算出した差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ
）に基づいて、図１８に示すグラフに従って取得するゲインの値である。
　Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｂ参照信号生成部４０２は、このようにして生成した補正Ｂ参照信
号ｒｅｆ'Ｂ３２２を帯域調整およびＢ歪み補正部４２３に入力する。
【０１１２】
　図１８に示すグラフは、Ｇ参照信号ｒｅｆＧと、Ｂ参照信号ｒｅｆＢの差分が大きくな
るほど、Ｂ参照信号ｒｅｆＢの値をＧ参照信号ｒｅｆＧの示す位置に近づける設定となっ
ている。この図１８に示す例では参照信号の差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）が
１０ｐｉｘｅｌになると、７０％のゲインが取得される。
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　例えば、Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｂ参照信号生成部４０２は、ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ
）が１０ｐｉｘｅｌの場合、その差分を７ｐｉｘｅｌになるようにＢ参照信号ｒｅｆＢの
値を書き換えた補正Ｂ参照信号ｒｅｆ'Ｂ３２２を生成して帯域調整およびＢ歪み補正部
４２３に入力する。
【０１１３】
　次に、Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１と、Ｂ－Ｇ歪み差分ベー
スＢ対応フィルタ帯域算出部４１２の処理について、図１９を参照して説明する。
【０１１４】
　前述したように、Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１は、Ｒ信号対
応のレンズ歪み特性に基づくパラメータＲ参照信号ｒｅｆＲ３１１と、Ｇ信号対応のレン
ズ歪み特性に基づくパラメータＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、Ｒ対応フ
ィルタ帯域制御信号ΔｆＲ３３１を生成し、生成したＲ対応フィルタ帯域制御信号ΔｆＲ
３３１を帯域調整およびＲ歪み補正部４２１に入力する。
【０１１５】
　また、Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＢ対応フィルタ帯域算出部４１２は、Ｂ信号対応のレンズ
歪み特性に基づくパラメータＢ参照信号ｒｅｆＲ３１３と、Ｇ信号対応のレンズ歪み特性
に基づくパラメータＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、Ｂ対応フィルタ帯域
制御信号ΔｆＢ３３２を生成し、生成したＢ対応フィルタ帯域制御信号ΔｆＢ３３２を帯
域調整およびＢ歪み補正部４２３に入力する。
【０１１６】
　図１９は、Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１と、Ｂ－Ｇ歪み差分
ベースＢ対応フィルタ帯域算出部４１２の実行する処理を説明する図である。
　まず、Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１の処理例について説明す
る。
　Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１は、Ｒ信号対応のレンズ歪み特
性に基づくパラメータＲ参照信号ｒｅｆＲ３１１と、Ｇ信号対応のレンズ歪み特性に基づ
くパラメータＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、その差分絶対値を算出する
。すなわち、
　ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）
　上記式に従って、Ｒ参照信号ｒｅｆＲ３１１と、Ｇ参照信号ｒｅｆＧ３１２との差分絶
対値を算出する。
【０１１７】
　この差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）が、図１９に示すグラフの横軸に対応す
る。
　Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１は、図１９に示すグラフに従っ
て、算出した差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）に対応するフィルタ帯域（ΔｆＲ
）を算出する。
【０１１８】
　図１９に示すグラフは、差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）とフィルタ帯域（Δ
ｆＲ）の対応データであり、Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１内の
メモリ、あるいは、図１６に示すＲＯＭ２０２等の記憶部に格納されている。
　Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１は、メモリに格納された差分絶
対値ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）とフィルタ帯域（ΔｆＲ）の対応データを参照して、
算出した差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＲ－ｒｅｆＧ）に対応するフィルタ帯域（ΔｆＲ）を
算出する。
【０１１９】
　Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１は、このようにして生成したフ
ィルタ帯域制御信号（ΔｆＲ）３３１を帯域調整およびＲ歪み補正部４２１に入力する。
【０１２０】
　図１９に示すグラフは、Ｇ参照信号ｒｅｆＧとＲ参照信号ｒｅｆＲの差分が大きくなる
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ほど、Ｒのフィルタ帯域を減少させる設定である。この図１９に示す例では参照信号の差
分が１０ｐｉｘｅｌになると、フィルタ帯域を５０％とする設定である。
　Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１は、例えば、Ｇ参照信号ｒｅｆ
ＧとＲ参照信号ｒｅｆＲの差分が１０ｐｉｘｅｌであった場合、５０％の値を持つフィル
タ帯域制御信号（ΔｆＲ）３３１を生成して帯域調整およびＲ歪み補正部４２１に入力す
る。
【０１２１】
　次に、Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＢ対応フィルタ帯域算出部４１２の処理例について説明す
る。
　Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＢ対応フィルタ帯域算出部４１２は、Ｂ信号対応のレンズ歪み特
性に基づくパラメータＢ参照信号ｒｅｆＢ３１３と、Ｇ信号対応のレンズ歪み特性に基づ
くパラメータＧ参照信号ｒｅｆＧ３１２をメモリから入力し、その差分絶対値を算出する
。すなわち、
　ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）
　上記式に従って、Ｂ参照信号ｒｅｆＢ３１３と、Ｇ参照信号ｒｅｆＧ３１２との差分絶
対値を算出する。
【０１２２】
　この差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）が、図１９に示すグラフの横軸に対応す
る。
　Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＢ対応フィルタ帯域算出部４１３は、図１９に示すグラフに従っ
て、算出した差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）に対応するフィルタ帯域（ΔｆＢ
）を算出する。
【０１２３】
　図１９に示すグラフは、差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）とフィルタ帯域（Δ
ｆＢ）の対応データであり、Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１３内の
メモリ、あるいは、図１６に示すＲＯＭ２０２等の記憶部に格納されている。
　Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＢ対応フィルタ帯域算出部４１３は、メモリに格納された差分絶
対値ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）とフィルタ帯域（ΔｆＢ）の対応データを参照して、
算出した差分絶対値ａｂｓ（ｒｅｆＢ－ｒｅｆＧ）に対応するフィルタ帯域（ΔｆＢ）を
算出する。
【０１２４】
　Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＢ対応フィルタ帯域算出部４１３は、このようにして生成したフ
ィルタ帯域制御信号（ΔｆＢ）３３１を帯域調整およびＢ歪み補正部４２３に入力する。
【０１２５】
　図１９に示すグラフは、Ｇ参照信号ｒｅｆＧとＢ参照信号ｒｅｆＢの差分が大きくなる
ほど、Ｂのフィルタ帯域を減少させる設定である。この図１９に示す例では参照信号の差
分が１０ｐｉｘｅｌになると、フィルタ帯域を５０％とする設定である。
　Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１２は、例えば、Ｇ参照信号ｒｅｆ
ＧとＢ参照信号ｒｅｆＢの差分が１０ｐｉｘｅｌであった場合、５０％の値を持つフィル
タ帯域制御信号（ΔｆＢ）３３２を生成して帯域調整およびＢ歪み補正部４２３に入力す
る。
【０１２６】
　次に、帯域調整およびＲ歪み補正部４２１と、帯域調整およびＢ歪み補正部４２３の構
成と処理について図２０を参照して説明する。
　これら２つの処理部は、入力パラメータが異なるのみで実行する処理はほぼ同様である
ので、帯域調整およびＲ歪み補正部４２１の構成と処理例を代表例として説明する。
【０１２７】
　図２０は、帯域調整およびＲ歪み補正部４２１の構成を示している。この構成は、先に
図１１を参照して説明したＲ歪み補正部１０１の構成に、ローパスフィルタ（ＬＰＦ：低
域通過フィルタ）４５３を追加した構成となっている。
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　ローパスフィルタ（ＬＰＦ）４５３は、フィルタ帯域制御信号ΔｆＲ３３１を受け取っ
てリニア補間部４５２の生成信号に対する帯域制限、具体的には高域信号を低下させる帯
域制限処理を実行して出力画像信号ｄｏｕｔＲ３５１を生成する。
【０１２８】
　図２１はローパスフィルタ（ＬＰＦ）４５３の帯域制限の例を示したグラフである。
　例えば、帯域調整およびＲ歪み補正部４２１に入力する帯域制御信号ΔｆＲ＝１００％
であれば全周波数のゲインが１００％に設定されるが、入力する帯域制御信号Δｆが５０
％、２５％と減少するほど、高域のゲインを低下させる処理が実行され、高域ゲインの低
下した出力画像信号ｄｏｕｔＲ３５１が出力される。
【０１２９】
　図２０に示す帯域調整およびＲ歪み補正部４２１の構成を参照して、帯域調整およびＲ
歪み補正部４２１の実行する処理について説明する。
　以下、説明を分かり易くするため、帯域調整およびＲ歪み補正部４２１は、入力画素の
画素値に基づいて、水平方向のみにずらした位置の画素値を算出する補間処理を行なうも
のとして説明する。また、補間方法はリニア補間を適用するものとして説明する。なお、
水平と垂直の二次元補正処理や、キュービック補間などのマルチタップ補間処理を行なう
場合もあるが、これらの処理は、以下に説明する一次元方向の処理を２次元方向に拡張す
れば実現可能であり、基本的な処理は、以下の説明に従った処理となる。
【０１３０】
　帯域調整およびＲ歪み補正部４２１には、以下の各信号が入力される。
　（１）表示予定のコンテンツ対応の画像のＲ画素値に相当するＲ入力信号ｄｉｎＲ３０
１、
　（２）Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１の生成した補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'
Ｒ３２１、
　（３）Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１の生成したＲ対応フィル
タ帯域制御信号ΔｆＲ３３１、
　これらの各信号を入力する。
【０１３１】
　Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１の生成した補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ３２
１は、オリジナルの参照信号ｒｅｆＲに対して、例えば、図１８に示すグラフ特性に従っ
て補正した補正参照信号である。
　補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ（ｋ）３２１は、帯域調整およびＲ歪み補正部４２１の出力
するｋ番目の出力信号ｄｏｕｔ（ｋ）に対応して選択されるオリジナルの参照信号ｒｅｆ
Ｒ（ｋ）に基づいて、図１８に示すグラフ特性に従って補正した補正参照信号である。
　帯域調整およびＲ歪み補正部４２１のリニア補間部４５２は、この補正参照信号ｒｅｆ
'Ｒ（ｋ）３２１を適用して出力信号に対応する参照画素位置を決定する。
【０１３２】
　補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ（ｋ）３２１もオリジナルの参照信号ｒｅｆＲ（ｋ）と同様
、画素間隔に一致する整数とは限らない。そのため、補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ（ｋ）３
２１の整数部をｍｋ、小数部をｓｋと表す。
　例えば、この例では、水平方向の画素のみを利用した例であり、ｍｋは、ある水平画素
ラインの左側の画素から順次設定された画素番号：ｍｋ＝１，２，３，４，５・・・に相
当する。
【０１３３】
　図２０において、Ｒ入力画像ｄｉｎＲは、順次、メモリ４５１に格納される。
　メモリ４５１からは、補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ（ｋ）＝ｍｋ＋ｓｋ中の、ｍｋの値に
応じて、帯域調整およびＲ歪み補正部４２１が出力するｋ番目の出力信号ｄｏｕｔＲ（ｋ
）を算出するために参照する入力画像の画素値：ｄｉｎＲ（ｍｋ）、ｄｉｎＲ（ｍｋ＋１
）を取得する。
【０１３４】
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　リニア補間部４５２は、これらの入力画像の画素値：ｄｉｎ（ｍｋ）、ｄｉｎ（ｍｋ＋
１）を、補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ（ｋ）＝ｍｋ＋ｓｋ中の小数部ｓｋの値によってリニ
ア補間することにより、出力画像信号ｄｏｕｔＲ（ｋ）の画素値として設定すべき、本来
の入力画像中の画素位置、すなわち、補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ（ｋ）＝ｍｋ＋ｓｋの示
す画素位置の画素値を算出する。
　この処理は、先に図１２を参照して説明した処理と同様の処理である。
【０１３５】
　リニア補間部４５２は、これらの入力画像のＲ画素値：ｄｉｎＲ（ｍｋ）、ｄｉｎＲ（
ｍｋ＋１）を利用した補間処理によって、補正Ｒ参照信号ｒｅｆ'Ｒ（ｋ）＝ｍｋ＋ｓｋ
の示す画素位置、例えば、図１２（Ａ）に示す画素１２１の画素位置に対応する画素値Ｘ
（ｋ）を算出する。この算出画素値をローパスフィルタ（ＬＰＦ）４５３に出力する。
　リニア補間部４５２は、出力画素値Ｘ（ｋ）を、以下の算出式で算出する。
　Ｘ（ｋ）＝（１－ｓｋ）×ｄｉｎＲ（ｍｋ）＋（ｓｋ）×ｄｉｎＲ（ｍｋ）
【０１３６】
　リニア補間部４５２は、上記式に従って、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）４５３に出力す
る出力画素値Ｘ（ｋ）を算出する。
【０１３７】
　ローパスフィルタ（ＬＰＦ）４５３は、リニア補間部４５２から出力される画素値Ｘ（
ｋ）に対して、Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部４１１の生成したＲ対応
フィルタ帯域制御信号ΔｆＲ３３１に基づく帯域制限処理、具体的には高域信号を削減す
る処理を実行して、出力信号ｄｏｕｔＲ（ｋ）３５１を生成して出力する。
【０１３８】
　先に説明したように、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）４５３の帯域制限は、Ｒ対応フィル
タ帯域制御信号ΔｆＲ３３１に基づいて、例えば、図２１に示すグラフに従って実行され
る。例えば、帯域調整およびＲ歪み補正部４２１に入力する帯域制御信号ΔｆＲ＝１００
％であれば全周波数のゲインが１００％に設定されるが、入力する帯域制御信号Δｆが５
０％、２５％と減少するほど、高域のゲインを低下させる処理が実行され、高域ゲインの
低下した出力画像信号ｄｏｕｔＲ（ｋ）３５１が出力される。
【０１３９】
　図２０を参照して、Ｒ信号対応の処理を実行する帯域調整およびＲ歪み補正部４２１の
処理について説明した。
　Ｂ信号対応の処理を実行する帯域調整およびＢ歪み補正部４２３は、
　（１）表示予定のコンテンツ対応の画像のＢ画素値に相当するＢ入力信号ｄｉｎＢ３０
３、
　（２）Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｂ参照信号生成部４０２の生成した補正Ｂ参照信号ｒｅｆ'
Ｂ３２２、
　（３）Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＢ対応フィルタ帯域算出部４１２の生成したＢ対応フィル
タ帯域制御信号ΔｆＢ３３２、
　これらの各信号を入力し、図２０を参照して説明した処理と同様の処理を実行して出力
画像信号ｄｏｕｔＢ（ｋ）３５３を出力する。
【０１４０】
　　［２－３．補正参照信号の適用とローパスフィルタの適用に基づく効果について］
　次に、帯域調整およびＲ歪み補正部４２１と、帯域調整およびＢ歪み補正部４２３にお
いて実行する以下の処理の効果について説明する。すなわち、
　（１）補正参照信号ｒｅｆ'Ｒ、ｒｅｆ'Ｂを適用した効果、
　（２）フィルタ帯域制御信号ΔｆＲ、ΔｆＢを適用した帯域制限処理の効果、
【０１４１】
　図２２は、Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部４０１と、Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｂ参照
信号生成部４０２の生成する補正参照信号ｒｅｆ'Ｒ、ｒｅｆ'Ｂを適用した効果、
について説明する図である。
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【０１４２】
　図２２には、以下の図を示している。
　（１）補正参照信号を適用した補正画像信号（偽光成分なし＝（表示パネルに対する入
力信号に対応）
【０１４３】
　図２２（１）には、補正参照信号ｒｅｆ'Ｒ，ｒｅｆ'Ｂを適用した場合のＲＢの信号波
形に加え、補正前のオリジナルの参照信号ｒｅｆＲ，ｒｅｆＢを適用した場合の信号波形
を示している。
　なお、以下に説明するＲＧＢ信号の信号波形は出力画素値をＷ（白）として設定した画
素信号の例である。
【０１４４】
　図２２（１）に示すように、Ｒ信号は、補正参照信号ｒｅｆ'Ｒを適用した場合、オリ
ジナルの参照信号ｒｅｆＲを適用した場合より、Ｇ信号に対するＲ信号のシフト量が減少
した設定となる。
　同様に、Ｂ信号は、補正参照信号ｒｅｆ'Ｂを適用した場合、オリジナルの参照信号ｒ
ｅｆＢを適用した場合より、Ｇ信号に対するＢ信号のシフト量が減少した設定となる。
　なお、図に示す例は、図１８に示すグラフによって算出したゲイン（ｇａｉｎ）＝５０
％の場合の例であり、Ｇ信号に対するＲＢ信号のシフト量がオリジナルの参照信号を適用
した場合に比較し、１／２に削減されている。
【０１４５】
　図２３は、このような補正参照信号を適用した補正画像信号を適用して表示部に出力し
た画像を、レンズを介して観察した画像の例について説明する図である。
　図２３には以下の各図を示している。
　（２）補正参照信号を適用した補正画像信号（偽光成分あり＝（表示パネルの出力信号
に対応））
　（３）観察画像信号
【０１４６】
　先に図１３等を参照して説明したように、表示パネルの照射光が目的とするカラーフィ
ルタの画素の周囲の画素に拡散して発生する偽光によって、不要な信号光が観察される。
　図２３（２）は、この偽光を含む観察光に対応する信号光の例を示している。
　この図２３（２）は、先に説明した図１５（ｂ）に対応する図である。
【０１４７】
　この図２３（２）に示す信号は、先に説明した図１５（ｂ）に比較して、Ｒ信号の出力
信号領域は右側に移動し、Ｂ信号の出力信号領域は左側に移動している。
　これは、図２２（１）に示す補正参照信号を適用したシフと量の調整に起因する。
【０１４８】
　この処理によって、図２３（３）に示すように、観察画像信号は、先に図１５（ｃ）を
参照して説明した観察画像信号、すなわち図２３（３）の参考として示す観察画像信号に
比較して、偽光の発光領域が狭くなり、偽光同士の混ざり方も少なくなる。
【０１４９】
　さらに、本開示の構成では、この補正参照信号の適用処理後に、Ｒ，Ｂ信号に対してロ
ーパスフィルタを適用して出力信号を生成している。
　このローパスフィルタの適用処理についての効果について、図２４、図２５を参照して
説明する。
【０１５０】
　図２４（１）は、図２２を参照して説明した補正参照信号を適用したリニア補間処理に
よって生成ししたＲＧＢ信号に対して、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）を適用した後の信号
の例を示している。すなわち、以下の信号を示している。
　（１）補正参照信号とＬＰＦを適用した補正画像信号（偽光成分なし＝（表示パネルに
対する入力信号に対応））
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【０１５１】
　この図に示す例は、フィルタ帯域制御信号Δｆ＝５０％とした例である。このＬＰＦ適
用処理によって、Ｒ，Ｂ各信号は、信号の変化がなだらかになり、鈍った信号波形となる
。この結果、Ｒ、Ｂ各信号に基づいて発生する偽光ＧＲ、ＧＢ、ＲＢ、ＢＲも鈍ってほぼ
消失する。さらに、Ｇ信号に起因する偽光ＲＧ、ＢＧも、Ｒ、Ｂの鈍った光に吸収されて
しまう。人間の視覚感度はＢ、Ｒ信号に対しては低いため、結果として、目視ではほんの
わずかにＲＧＢが分離している程度にしか認知されなくなる。
【０１５２】
　図２５は、補正参照信号を適用し、かつフィルタ帯域制御信号を適用した帯域制御を実
行して生成した補正画像信号を表示部に出力し、レンズを介して観察した画像の例につい
て説明する図である。
　図２５には以下の各図を示している。
　（２）補正参照信号とＬＰＦを適用した補正画像信号（偽光成分あり＝（表示パネルの
出力信号に対応））
　（３）観察画像信号
【０１５３】
　補正参照信号の適用により、偽色発生領域がせばまり、さらに、ＬＰＦ適用処理によっ
て、Ｒ，Ｂ各信号は、信号の変化がなだらかになり、偽光のレベルも低下し、図２５（３
）の（参考）として示す偽光対策のない図１５（ｃ）に示すオリジナルの参照信号を用い
て生成される観察画像に比較して、偽光の領域、レベルが低下した画像を観察することが
可能となる。
【０１５４】
　　［３．本開示の構成のまとめ］
　以上、特定の実施例を参照しながら、本開示の実施例について詳解してきた。しかしな
がら、本開示の要旨を逸脱しない範囲で当業者が実施例の修正や代用を成し得ることは自
明である。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈さ
れるべきではない。本開示の要旨を判断するためには、特許請求の範囲の欄を参酌すべき
である。
【０１５５】
　なお、本明細書において開示した技術は、以下のような構成をとることができる。
　（１）　補正対象画像の各色信号を入力し、レンズ歪み特性に起因する各色の画像歪み
補正を実行して各色対応の補正画像を生成する複数の色対応歪み補正部を有し、
　前記複数の色対応歪み補正部の各々は、出力する補正画像の各画素値の算出に適用する
入力画像中の画素位置を示す参照信号を入力し、該参照信号の示す入力画像の画素位置の
画素値を出力画素値として設定する処理を行ない、
　前記複数の色対応歪み補正部の少なくとも１つの色対応歪み補正部は、
　他色の参照信号との差分を小さく設定した補正参照信号を適用し、該補正参照信号の示
す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する処理を行
なう画像信号処理装置。
【０１５６】
　（２）前記画像処理装置は、２つの異なる色の参照信号の差分絶対値を算出し、算出し
た差分絶対値に応じて決定する補正量を適用して、前記２つの異なる色の一方の色対応の
補正参照信号を生成する歪み差分抑制参照信号生成部を有し、前記補正参照信号を適用す
る色対応歪み補正部は、前記歪み差分抑制参照信号生成部の生成した補正参照信号を適用
した処理を実行する前記（１）に記載の画像信号処理装置。
　（３）前記歪み差分抑制参照信号生成部は、前記２つの異なる色の参照信号との差分を
小さく設定した補正参照信号を生成する前記（２）に記載の画像信号処理装置。
【０１５７】
　（４）前記歪み差分抑制参照信号生成部は、前記２つの異なる色の参照信号の差分絶対
値が大であるほど、前記２つの異なる色の参照信号との差分削減量をより大きく設定した
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補正参照信号を生成する前記（２）または（３）に記載の画像信号処理装置。
　（５）前記補正参照信号を適用する色対応歪み補正部は、さらに、補正参照信号を適用
して算出した画素値からなる画像信号に対して、高域削減処理を施して前記補正画像を生
成する前記（１）～（４）いずれかに記載の画像信号処理装置。
　（６）前記画像処理装置は、２つの異なる色の参照信号の差分絶対値を算出し、算出し
た差分絶対値に応じて、前記高域削減処理を実行するためのフィルタ帯域制御信号を生成
するフィルタ帯域算出部を有し、前記補正参照信号を適用する色対応歪み補正部は、前記
フィルタ帯域算出部の算出したフィルタ帯域制御信号に従った高域削減処理を施して前記
補正画像を生成する前記（５）に記載の画像信号処理装置。
【０１５８】
　（７）前記フィルタ帯域算出部は、前記２つの異なる色の参照信号の差分絶対値が大で
あるほど、高域削減率を大きく設定したフィルタ帯域制御信号を生成する前記（６）に記
載の画像信号処理装置。
　（８）前記色対応歪み補正部は、リニア補間処理によって、参照信号または補正参照信
号の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する前
記（１）～（７）いずれかに記載の画像信号処理装置。
【０１５９】
　（９）前記複数の色対応歪み補正部は、前記補正対象画像のＲ信号を入力し、Ｒ信号対
応の補正画像を生成して出力するＲ歪み補正部と、前記補正対象画像のＧ信号を入力し、
Ｇ信号対応の補正画像を生成して出力するＧ歪み補正部と、前記補正対象画像のＢ信号を
入力し、Ｂ信号対応の補正画像を生成して出力するＢ歪み補正部によって構成される前記
（１）～（８）いずれかに記載の画像信号処理装置。
　（１０）前記Ｒ歪み補正部と、前記Ｂ歪み補正部のみが、前記補正参照信号の示す入力
画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定した補正画像を生成する前記（９）に記
載の画像信号処理装置。
【０１６０】
　（１１）前記Ｒ歪み補正部と、前記Ｂ歪み補正部のみが、補正参照信号を適用して算出
した画素値からなる画像信号に対して、高域削減処理を施して前記補正画像を生成する前
記（９）または（１０）に記載の画像信号処理装置。
　（１２）前記（１）～（１１）いずれかに記載の画像信号処理を実行する画像信号処理
部を備えたヘッド・マウント・ディスプレイ装置。
【０１６１】
　さらに、上記した装置およびシステムにおいて実行する処理の方法や、処理を実行させ
るプログラムも本開示の構成に含まれる。
【０１６２】
　また、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、あ
るいは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実
行する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込ま
れたコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実
行可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である
。例えば、プログラムは記録媒体に予め記録しておくことができる。記録媒体からコンピ
ュータにインストールする他、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、イン
ターネットといったネットワークを介してプログラムを受信し、内蔵するハードディスク
等の記録媒体にインストールすることができる。
【０１６３】
　なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず
、処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行され
てもよい。また、本明細書においてシステムとは、複数の装置の論理的集合構成であり、
各構成の装置が同一筐体内にあるものには限らない。
【産業上の利用可能性】



(26) JP 5929567 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

【０１６４】
　以上、説明したように、本開示の一実施例の構成によれば、レンズ歪みに起因する各色
対応の画像歪みと、表示パネルの白色光散乱に起因する偽光による色ずれを抑制可能とし
た構成が実現される。
　具体的には、補正対象画像の各色信号を入力し、レンズ歪み特性に起因する各色の画像
歪み補正を実行して各色対応の補正画像を生成する複数の色対応歪み補正部を有する。複
数の色対応歪み補正部の各々は、出力補正画像の各画素値の算出に適用する入力画像中の
画素位置を示す参照信号を入力し、参照信号の示す入力画像の画素位置の画素値を出力画
素値として設定する。複数の色対応歪み補正部の少なくとも１つの色対応歪み補正部は、
他色の参照信号との差分を小さく設定した補正参照信号を適用し、該補正参照信号の示す
入力画像の画素位置の画素値を出力画素値として設定し、さらに高域削減処理としての帯
域制御を施した補正画像を生成して出力する。
　本構成により、レンズ歪みに起因する各色対応の画像歪みと、表示パネルの白色光散乱
に起因する偽光による色ずれを抑制可能とした構成が実現される。
【符号の説明】
【０１６５】
　　１０　ヘッド・マウント・ディスプレイ
　　２０　ブルーレイ・ディスク再生装置
　　３０　ハイビジョン・ディスプレイ
　　４０　フロント・エンド・ボックス
　　５０　左眼用表示部
　　６０　右眼用表示部
　　７０　画像信号処理部
　　８０　表示パネル
　　８１　白色光源
　　８２　カラーフィルタ
　　８３　レンズ
　１０１　Ｒ歪み補正部
　１０２　Ｇ歪み補正部
　１０３　Ｂ歪み補正部
　１１１　メモリ
　１１２　リニア補間部
　２０１　制御部
　２０２　ＲＯＭ
　２０３　ＲＡＭ
　２０４　装着センサ
　２０５　ＨＤＭＩ信号入力部
　２０６　画像信号処理部
　２０７　表示制御部
　２０８　左眼用表示部
　２０９　右眼用表示部
　２１０　ＶＲＡＭ
　４０１　Ｒ－Ｇ歪み差分抑制Ｒ参照信号生成部
　４０２　Ｂ－Ｇ歪み差分抑制Ｂ参照信号生成部
　４１１　Ｒ－Ｇ歪み差分ベースＲ対応フィルタ帯域算出部
　４１２　Ｂ－Ｇ歪み差分ベースＢ対応フィルタ帯域算出部
　４２１　帯域調整およびＲ歪み補正部
　４２２　Ｇ歪み補正部
　４２３　帯域調整およびＢ歪み補正部
　４５１　メモリ
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　４５２　リニア補間部
　４５３　ローパスフィルタ（ＬＰＦ）
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【図２４】 【図２５】
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