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(57)【要約】
【課題】映像信号に基づいて選択的に明度を調整するこ
とによりコントラストを向上させて高画質化を図ること
が可能な映像信号処理装置、映像信号処理方法、プログ
ラム、および表示装置を提供する。
【解決手段】Ｒ信号、Ｇ信号およびＢ信号からなる入力
映像信号に基づいて色相信号、彩度信号および第１明度
信号を画素ごとに出力する第１色空間変換部と、色相信
号に基づいて彩度信号に応じた第２制御値の値を規定す
る第１制御値を画素ごとに設定する第１制御値設定部と
、彩度信号と第１制御値に基づいて第２制御値を画素ご
とに設定する第２制御値設定部と、第１明度信号と第２
制御値に基づいて第１明度信号を画素ごとに調整し調整
された第２明度信号を出力する明度調整部と、色相信号
、彩度信号および第２明度信号に基づいて色空間を変換
し、Ｒ信号、Ｇ信号およびＢ信号からなる出力映像信号
を出力する第２色空間変換部とを備える映像信号処理装
置が提供される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤成分に対応するＲ信号、緑成分に対応するＧ信号、および青成分に対応するＢ信号か
らなる入力映像信号に基づいて色空間を変換し、前記入力映像信号に基づく色相信号、彩
度信号、および第１明度信号を画素ごとに出力する第１色空間変換部と、
　前記色相信号に基づいて、前記第１明度信号の調整に用いられる第２制御値の下限値と
前記彩度信号に応じた前記第２制御値の値とを規定する第１制御値を画素ごとに設定する
第１制御値設定部と、
　前記彩度信号と前記第１制御値設定部において設定された第１制御値とに基づいて、前
記第２制御値を画素ごとに設定する第２制御値設定部と、
　前記第１明度信号と前記第２制御値設定部において設定された第２制御値とに基づいて
前記第１明度信号の明度を画素ごとに調整し、調整された第２明度信号を出力する明度調
整部と、
　前記色相信号、前記彩度信号、および前記明度調整部において調整された前記第２明度
信号に基づいて色空間を変換し、Ｒ信号、Ｇ信号、およびＢ信号からなる出力映像信号を
出力する第２色空間変換部と、
　を備えることを特徴とする、映像信号処理装置。
【請求項２】
　前記明度調整部は、画素ごとの前記第２制御値と前記第１明度信号とを画素ごとに乗算
して前記第２明度信号を出力することを特徴とする、請求項１に記載の映像信号処理装置
。
【請求項３】
　前記明度調整部は、前記第１明度信号と、前記第２制御値を用いた明度の調整を行うか
否かを画素ごとに判定するための閾値とに基づいて、
　前記第１明度信号が前記閾値を超えた場合、または、前記第１明度信号が前記閾値以上
となった場合に、前記第２制御値と前記第１明度信号とが乗算された第２明度信号を出力
し、
　前記第１明度信号が前記閾値を超えていない場合、または、前記第１明度信号が前記閾
値より小さい場合には、前記第１明度信号を第２明度信号として出力することを特徴とす
る、請求項２に記載の映像信号処理装置。
【請求項４】
　前記第１制御値設定部は、前記入力映像信号に基づく前記色相信号が表す色相ごとに予
め定められた第１制御値を設定することを特徴とする、請求項１～３に記載の映像信号処
理装置。
【請求項５】
　赤成分に対応するＲ信号、緑成分に対応するＧ信号、および青成分に対応するＢ信号か
らなる入力映像信号に基づいて色空間を変換し、前記入力映像信号に基づく色相信号、彩
度信号、および第１明度信号を画素ごとに出力するステップと、
　前記色相信号に基づいて、前記第１明度信号の調整に用いられる第２制御値の下限値と
前記彩度信号に応じた前記第２制御値の値とを規定する第１制御値を画素ごとに設定する
ステップと、
　前記彩度信号と設定された前記第１制御値とに基づいて、前記第２制御値を画素ごとに
設定するステップと、
　前記第１明度信号と設定された第２制御値とに基づいて前記第１明度信号の明度を画素
ごとに調整し、調整された第２明度信号を出力するステップと、
　前記色相信号、前記彩度信号、および調整された前記第２明度信号に基づいて色空間を
変換し、Ｒ信号、Ｇ信号、およびＢ信号からなる出力映像信号を出力するステップと、
　を有することを特徴とする、映像信号処理方法。
【請求項６】
　赤成分に対応するＲ信号、緑成分に対応するＧ信号、および青成分に対応するＢ信号か
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らなる入力映像信号に基づいて色空間を変換し、前記入力映像信号に基づく色相信号、彩
度信号、および第１明度信号を画素ごとに出力するステップ、
　前記色相信号に基づいて、前記第１明度信号の調整に用いられる第２制御値の下限値と
前記彩度信号に応じた前記第２制御値の値とを規定する第１制御値を画素ごとに設定する
ステップ、
　前記彩度信号と設定された前記第１制御値とに基づいて、前記第２制御値を画素ごとに
設定するステップ、
　前記第１明度信号と設定された第２制御値とに基づいて前記第１明度信号の明度を画素
ごとに調整し、調整された第２明度信号を出力するステップ、
　前記色相信号、前記彩度信号、および調整された前記第２明度信号に基づいて色空間を
変換し、Ｒ信号、Ｇ信号、およびＢ信号からなる出力映像信号を出力するステップ、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項７】
　赤成分に対応するＲ信号、緑成分に対応するＧ信号、および青成分に対応するＢ信号か
らなる入力映像信号の階調を画素ごとに調整する映像信号調整部と、
　前記映像信号調整部が調整した映像信号に基づいて画像を表示画面に表示する映像表示
部と、
　を備え、
　前記映像信号調整部は、
　前記入力映像信号に基づいて色空間を変換し、前記入力映像信号に基づく色相信号、彩
度信号、および第１明度信号を画素ごとに出力する第１色空間変換部と、
　前記色相信号に基づいて、前記第１明度信号の調整に用いられる第２制御値の下限値と
前記彩度信号に応じた前記第２制御値の値とを規定する第１制御値を画素ごとに設定する
第１制御値設定部と、
　前記彩度信号と前記第１制御値設定部において設定された第１制御値とに基づいて、前
記第２制御値を画素ごとに設定する第２制御値設定部と、
　前記第１明度信号と前記第２制御値設定部において設定された第２制御値とに基づいて
前記第１明度信号の明度を画素ごとに調整し、調整された第２明度信号を出力する明度調
整部と、
　前記色相信号、前記彩度信号、および前記明度調整部において調整された前記第２明度
信号に基づいて色空間を変換し、Ｒ信号、Ｇ信号、およびＢ信号からなる映像信号を出力
する第２色空間変換部と、
　を備えることを特徴とする、表示装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像信号処理装置、映像信号処理方法、プログラム、および表示装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＲＴディスプレイ（Cathode　Ray　Tube　display）に替わる表示装置として
、有機ＥＬディスプレイ（organic　ElectroLuminescence　display。または、ＯＬＥＤ
ディスプレイ（Organic　Light　Emitting　Diode　display）ともよばれる。）、ＦＥＤ
（Field　Emission　Display。電界放出ディスプレイ）、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Dis
play。液晶ディスプレイ）、ＰＤＰ（Plasma　Display　Panel。プラズマディスプレイ）
、プロジェクターなど様々な表示装置が開発されている。
【０００３】
　ＣＲＴディスプレイを含む上記に示す表示装置は、装置ごとにある決まったダイナミッ
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クレンジ（dynamic　range）を有し、限られたダイナミックレンジの中で入力された映像
信号が示す映像を表示することができる。
【０００４】
　このような中、限られたダイナミックレンジの中でコントラスト感を向上させるために
、映像信号に基づいて映像信号の補正カーブを作成し、作成した補正カーブに則って映像
信号の補正を行う技術が開発されている。映像信号に基づいて輝度信号のヒストグラムを
検出し、検出されたヒストグラムに基づいて映像信号を補正してコントラスト感を向上さ
せる技術としては、例えば、特許文献１が挙げられる。
【０００５】
　また、入力された映像信号の色空間を変換し、色空間が変換された映像信号に基づいて
明度を調整する技術も開発されている。入力された映像信号を入力された映像信号の色空
間を変換し、色空間が変換された映像信号の色相の調整と、彩度に基づく明度の調整とに
よって、映像信号を出力する出力側装置における色再現領域内で表現された映像信号へと
変換する技術としては、例えば、特許文献２が挙げられる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３０２３１１号公報
【特許文献２】特開２００５－１８４６０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
［１］映像信号に基づく輝度信号のヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従来の映
像信号処理装置における問題
　映像信号に基づく輝度信号のヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従来の技術（
以下、「従来の技術１」とよぶ場合がある。）が適用された従来の映像信号処理装置は、
ヒストグラムが最大の度数を示す階調のコントラストが向上するように映像信号を補正す
るので、コントラスト感を高めることができる。しかしながら、従来の技術１が適用され
た従来の映像信号処理装置は、任意の映像信号に対してコントラストを向上させることが
できる訳ではない。以下、従来の技術１が適用された従来の映像信号処理装置における問
題について図面を参照してより具体的に説明する。
【０００８】
　図９は、映像信号に基づく輝度信号のヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従来
の映像信号処理装置における問題を説明するための説明図である。図９では、８ビット（
bit）で表される映像信号、すなわち、２５６階調を表すことが可能な映像信号を例に挙
げて示している。ここで、図９（ａ）は、従来の映像信号処理装置において問題が生じる
画像の一例を示しており、“青い夜空”に“白い星”が瞬いている画像を示している。ま
た、図９（ｂ）は、図９（ａ）に示すラインａ－ｂの各位置における赤（Red。以下、「
Ｒ」という。）成分に対応する信号（Ｒ信号）を示している。同様に、図９（ｃ）は緑（
Green。以下、「Ｇ」という。）成分に対応する信号（Ｇ信号）、図９（ｄ）は青（Blue
。以下、「Ｂ」という。）成分に対応する信号（Ｂ信号）、図９（ｄ）は輝度信号（Ｙ信
号）をそれぞれ示している。
【０００９】
　図９（ａ）に示すように映像信号が“青い夜空”に“白い星”が瞬いている画像を示す
場合には、“白い星”に対応する部分のみＲ成分とＧ成分が存在し、“青い夜空”に対応
する部分にはＲ成分およびＧ成分は存在していない（図９（ｂ）、図９（ｃ））。また、
図９（ａ）に示す画像を示す映像信号では、Ｂ成分が全体を通して存在することとなる（
図９（ｃ））。したがって、Ｙ信号は、以下の数式１によって、“白い星”に対応する部
分のＹ成分が最大の２５５となり、また“青い夜空”に対応する部分のＹ成分は２８とな
る（図９（ｅ））。
【００１０】
　Ｙ＝０．３Ｒ＋０．５９Ｇ＋０．１１Ｂ



(5) JP 2010-109794 A 2010.5.13

10

20

30

40

50

・・・（数式１）
【００１１】
　従来の技術１が適用された従来の映像信号処理装置は、映像信号に基づいてヒストグラ
ムを検出し、映像信号の補正のための補正カーブを作成する。以下、図９（ａ）に示す画
像を表す映像信号が従来の映像信号処理装置に入力されたときを例に挙げ、Ｙ信号に基づ
いてヒストグラムを検出する場合と、Ｂ信号に基づいてヒストグラムを検出する場合とに
おける、従来の技術１が適用された従来の映像信号処理装置において生じる問題を説明す
る。
【００１２】
（Ａ）Ｙ信号に基づいてヒストグラムを検出する場合の問題
　図１０は、映像信号に基づく輝度信号のヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従
来の映像信号処理装置においてＹ信号に基づいてヒストグラムを検出する場合における問
題を説明するための第１の説明図である。また、図１１は、映像信号に基づく輝度信号の
ヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従来の映像信号処理装置においてＹ信号に基
づいてヒストグラムを検出する場合における問題を説明するための第２の説明図である。
ここで、図１０は、図９（ｅ）に示すＹ信号に基づいて検出されるヒストグラムの一例を
示しており、図１１は、図１０に示すヒストグラムから作成される補正カーブを示してい
る。
【００１３】
　図１０に示すように、図９（ｅ）に示すＹ信号からは、Ｙ＝２８が最大の度数となるヒ
ストグラムが検出される。したがって、従来の技術１が適用された従来の映像信号処理装
置は、Ｙ＝２８におけるコントラストを高めるために、図１１に示すようにＹ＝２８付近
の映像信号の階調を変化させる補正カーブを作成する。
【００１４】
　しかしながら、従来の技術１が適用された従来の映像信号処理装置は、図９（ａ）に示
す画像を表す映像信号を補正する場合、図１１に示すようにＹ＝２８を中心として補正を
かけるため、補正の前後においてＹ＝２８の成分は変化しない。したがって、従来の技術
１が適用された従来の映像信号処理装置は、図９（ａ）に示す画像を表す映像信号に対し
て補正を行ったとしても、何らの効果を得ることができない。
【００１５】
（Ｂ）Ｂ信号に基づいてヒストグラムを検出する場合の問題
　上記（Ａ）に示すように、従来の技術１が適用された従来の映像信号処理装置は、Ｙ信
号に基づいて作成される補正カーブを用いたとしても図９（ａ）に示す画像を表す映像信
号に対してコントラストを向上させることができない。そこで、次に、Ｂ信号に基づいて
ヒストグラムを検出して補正カーブを作成する場合を採り上げる。なお、ここでは、Ｂ信
号を例に挙げて説明するが、Ｒ信号、Ｇ信号に基づいてヒストグラムを検出して補正カー
ブを作成する場合においても、同様の問題が生じる。
【００１６】
　図１２は、映像信号に基づく輝度信号のヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従
来の映像信号処理装置においてＢ信号に基づいてヒストグラムを検出する場合における問
題を説明するための第１の説明図である。また、図１３は、映像信号に基づく輝度信号の
ヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従来の映像信号処理装置においてＢ信号に基
づいてヒストグラムを検出する場合における問題を説明するための第２の説明図である。
ここで、図１２は、図９（ｄ）に示すＢ信号に基づいて検出されるヒストグラムの一例を
示しており、図１３は、図１２に示すヒストグラムから作成される補正カーブを示してい
る。
【００１７】
　図１２に示すように、図９（ｄ）に示すＢ信号からは、Ｂ＝２５５が最大の度数となる
ヒストグラムが検出される。したがって、従来の技術１が適用された従来の映像信号処理
装置は、Ｂ＝２５５におけるコントラストを高めるために、図１３に示すようにＢ＝２５
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５付近の映像信号の階調を変化させる補正カーブを作成する。
【００１８】
　しかしながら、図９（ａ）に示す画像を表す映像信号では、図１２に示すように既にＢ
＝２５５という最大値となっているため、補正の前後においてＢ＝２５５の成分には変化
がない。したがって、従来の技術１が適用された従来の映像信号処理装置は、図９（ａ）
に示す画像を表す映像信号に対して補正を行ったとしても、何らの効果を得ることができ
ない。
【００１９】
　以上、図９～図１３を参照して示したように、映像信号に基づく輝度信号のヒストグラ
ムに基づいて映像信号を補正する従来の技術が適用された従来の映像信号処理装置は、図
９（ａ）に示すような、彩度が高い領域に周囲の領域と輝度差がある輝度が高い領域が存
在する画像を示す映像信号に対しては、コントラストを向上させることができない。
【００２０】
［２］入力された映像信号の色空間を変換し、色空間が変換された映像信号に基づいて明
度を調整する従来の技術が適用された従来の映像信号処理装置における問題
　入力された映像信号の色空間を変換し、色空間が変換された映像信号に基づいて明度を
調整する技術（以下、「従来の技術２」とよぶ場合がある。）が適用された従来の映像信
号処理装置は、色空間を変換して画像信号を処理することによって明度を調整する。しか
しながら、従来の技術２が適用された映像信号処理装置は、映像信号を出力する出力側装
置における色再現領域内で表現された映像信号へと変換することを前提としており、色相
を回転させる処理が必要となる。また、従来の技術２が適用された映像信号処理装置は、
色相が回転された映像信号に対して明度の調整を行う。つまり、例えば図９（ａ）に示す
画像を表す映像信号が入力された場合であっても、従来の技術２が適用された従来の映像
信号処理装置から出力される映像信号が表す画像は、一定の画像となるとは限らない。さ
らに述べれば、図９（ａ）に示す画像を表す映像信号が入力された場合において従来の技
術２が適用された従来の映像信号処理装置から出力される映像信号（色相が回転された画
像を示す映像信号）が表す画像は、図９（ａ）に示すよな“青い夜空”に“白い星”が瞬
いている画像とは、似ても似つかぬ画像となる恐れすらある。
【００２１】
　したがって、入力された映像信号の色空間を変換し、色空間が変換された映像信号に基
づいて明度を調整する従来の技術を用いたとしても、高画質化は望むべくもない。
【００２２】
　上記［１］、［２］にて示したように、従来の技術１および／または従来の技術２を用
いたとしても、コントラストの向上による高画質化は望むべくもない。
【００２３】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、入力
された映像信号に基づいて選択的に明度を調整することによりコントラストを向上させて
高画質化を図ることが可能な、新規かつ改良された映像信号処理装置、映像信号処理方法
、プログラム、および表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点によれば、赤成分に対応するＲ信号、
緑成分に対応するＧ信号、および青成分に対応するＢ信号からなる入力映像信号に基づい
て色空間を変換し、上記入力映像信号に基づく色相信号、彩度信号、および第１明度信号
を画素ごとに出力する第１色空間変換部と、上記色相信号に基づいて、上記第１明度信号
の調整に用いられる第２制御値の下限値と上記彩度信号に応じた上記第２制御値の値とを
規定する第１制御値を画素ごとに設定する第１制御値設定部と、上記彩度信号と上記第１
制御値設定部において設定された第１制御値とに基づいて、上記第２制御値を画素ごとに
設定する第２制御値設定部と、上記第１明度信号と上記第２制御値設定部において設定さ
れた第２制御値とに基づいて上記第１明度信号の明度を画素ごとに調整し、調整された第
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２明度信号を出力する明度調整部と、上記色相信号、上記彩度信号、および上記明度調整
部において調整された上記第２明度信号に基づいて色空間を変換し、Ｒ信号、Ｇ信号、お
よびＢ信号からなる出力映像信号を出力する第２色空間変換部とを備える映像信号処理装
置が提供される。
【００２５】
　かかる構成によって、入力された映像信号に基づいて選択的に明度を調整することによ
りコントラストを向上させて高画質化を図ることができる。
【００２６】
　また、上記明度調整部は、画素ごとの上記第２制御値と上記第１明度信号とを画素ごと
に乗算して上記第２明度信号を出力してもよい。
【００２７】
　かかる構成により、入力映像信号が示す色相と彩度とに基づいて明度を画素ごとに調整
することができる。
【００２８】
　また、上記明度調整部は、上記第１明度信号と、上記第２制御値を用いた明度の調整を
行うか否かを画素ごとに判定するための閾値とに基づいて、上記第１明度信号が上記閾値
を超えた場合、または、上記第１明度信号が上記閾値以上となった場合に、上記第２制御
値と上記第１明度信号とが乗算された第２明度信号を出力し、上記第１明度信号が上記閾
値を超えていない場合、または、上記第１明度信号が上記閾値より小さい場合には、上記
第１明度信号を第２明度信号として出力してもよい。
【００２９】
　かかる構成により、入力映像信号の調整後も低階調部分の明度が維持され、さらなる高
画質化を図ることができる。
【００３０】
　また、上記第１制御値設定部は、上記入力映像信号に基づく上記色相信号が表す色相ご
とに予め定められた第１制御値を設定してもよい。
【００３１】
　かかる構成により、ユーザに対してよりコントラスト感を与えることが可能な映像信号
に調整することができる。
【００３２】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第２の観点によれば、赤成分に対応するＲ
信号、緑成分に対応するＧ信号、および青成分に対応するＢ信号からなる入力映像信号に
基づいて色空間を変換し、上記入力映像信号に基づく色相信号、彩度信号、および第１明
度信号を画素ごとに出力するステップと、上記色相信号に基づいて、上記第１明度信号の
調整に用いられる第２制御値の下限値と上記彩度信号に応じた上記第２制御値の値とを規
定する第１制御値を画素ごとに設定するステップと、上記彩度信号と設定された上記第１
制御値とに基づいて、上記第２制御値を画素ごとに設定するステップと、上記第１明度信
号と設定された第２制御値とに基づいて上記第１明度信号の明度を画素ごとに調整し、調
整された第２明度信号を出力するステップと、上記色相信号、上記彩度信号、および調整
された上記第２明度信号に基づいて色空間を変換し、Ｒ信号、Ｇ信号、およびＢ信号から
なる出力映像信号を出力するステップとを有する映像信号処理方法が提供される。
【００３３】
　かかる方法を用いることにより、入力された映像信号に基づいて選択的に明度を調整す
ることによりコントラストを向上させて高画質化を図ることができる。
【００３４】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第３の観点によれば、赤成分に対応するＲ
信号、緑成分に対応するＧ信号、および青成分に対応するＢ信号からなる入力映像信号に
基づいて色空間を変換し、上記入力映像信号に基づく色相信号、彩度信号、および第１明
度信号を画素ごとに出力するステップ、上記色相信号に基づいて、上記第１明度信号の調
整に用いられる第２制御値の下限値と上記彩度信号に応じた上記第２制御値の値とを規定
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する第１制御値を画素ごとに設定するステップ、上記彩度信号と設定された上記第１制御
値とに基づいて、上記第２制御値を画素ごとに設定するステップ、上記第１明度信号と設
定された第２制御値とに基づいて上記第１明度信号の明度を画素ごとに調整し、調整され
た第２明度信号を出力するステップ、上記色相信号、上記彩度信号、および調整された上
記第２明度信号に基づいて色空間を変換し、Ｒ信号、Ｇ信号、およびＢ信号からなる出力
映像信号を出力するステップをコンピュータに実行させるためのプログラムが提供される
。
【００３５】
　かかるプログラムにより、入力された映像信号に基づいて選択的に明度を調整すること
によりコントラストを向上させて高画質化を図ることができる。
【００３６】
　上記目的を達成するために、本発明の第４の観点によれば、赤成分に対応するＲ信号、
緑成分に対応するＧ信号、および青成分に対応するＢ信号からなる入力映像信号の階調を
画素ごとに調整する映像信号調整部と、上記映像信号調整部が調整した映像信号に基づい
て画像を表示画面に表示する映像表示部とを備え、上記映像信号調整部は、上記入力映像
信号に基づいて色空間を変換し、上記入力映像信号に基づく色相信号、彩度信号、および
第１明度信号を画素ごとに出力する第１色空間変換部と、上記色相信号に基づいて、上記
第１明度信号の調整に用いられる第２制御値の下限値と上記彩度信号に応じた上記第２制
御値の値とを規定する第１制御値を画素ごとに設定する第１制御値設定部と、上記彩度信
号と上記第１制御値設定部において設定された第１制御値とに基づいて、上記第２制御値
を画素ごとに設定する第２制御値設定部と、上記第１明度信号と上記第２制御値設定部に
おいて設定された第２制御値とに基づいて上記第１明度信号の明度を画素ごとに調整し、
調整された第２明度信号を出力する明度調整部と、上記色相信号、上記彩度信号、および
上記明度調整部において調整された上記第２明度信号に基づいて色空間を変換し、Ｒ信号
、Ｇ信号、およびＢ信号からなる映像信号を出力する第２色空間変換部とを備える表示装
置が提供される。
【００３７】
　かかる構成により、入力された映像信号に基づいて選択的に明度を調整することにより
コントラストを向上させて高画質化を図ることができる。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、入力された映像信号に基づいて選択的に明度を調整することによりコ
ントラストを向上させて高画質化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００４０】
（本発明の実施形態に係るコントラストを向上させるためのアプローチ）
　本発明の実施形態に係る映像信号処理装置（以下、「映像信号処理装置１００」とよぶ
場合がある。）の構成について説明する前に、まず、本発明の実施形態に係る映像信号処
理装置におけるコントラストを向上させるためのアプローチについて説明する。
【００４１】
　また、以下では、映像信号処理装置１００に入力される映像信号（以下、「入力映像信
号」とよぶ場合がある。）が、赤成分に対応するＲ信号、緑成分に対応するＧ信号、およ
び青成分に対応するＢ信号からなる映像信号であるとして説明するが、上記に限られない
。例えば、映像信号処理装置１００は、ＹＣｒＣｂ空間など他の色空間で表された映像信
号をＲＧＢ色空間に変換して処理することもできる。ここで、本発明の実施形態に係る映
像信号は、静止画像を示すものであってもよいし、または、動画像（いわゆる映像）であ
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ってもよい。
【００４２】
［本発明の実施形態に係るアプローチの概要］
　映像信号処理装置１００は、入力映像信号が示す色相と彩度とに基づいて明度を画素ご
とに（各画素に対応する映像信号ごとに。以下同様とする。）調整することによって、コ
ントラストを向上させる。より具体的には、映像信号処理装置１００は、色相と彩度とに
基づいて明度を調整する制御量を決定することによって、入力映像信号に基づいて明度の
調整を行う。
【００４３】
〔色相と彩度とに基づいて明度を調整する理由〕
　ここで、本発明の実施形態に係るアプローチにおいて映像信号処理装置１００が、色相
と彩度とに基づいて明度を調整する理由について説明する。
【００４４】
　映像信号処理装置１００が処理した映像信号が示す画像を見るユーザは、人間の目の特
性により、彩度が高い部分の明度が多少変化したとしても分からない場合が多々ある。そ
して、上記の傾向は、例えば、青色などのように輝度が低い色程顕著である。また、逆に
、赤や黄色などにような元々輝度の高い色では、ユーザは、明度の変化を感じやすい。そ
こで映像信号処理装置１００は、彩度が高い画素に対応する映像信号（厳密には、後述す
る第１明度信号（Ｖ））ほど明度を下げ、また、色相に応じて明度を変化させる制御量を
画素ごとに変える。上記のように入力映像信号に応じた色相と彩度とに基づいて明度を画
素ごとに調整することによって、映像信号処理装置１００は、入力映像信号を、例えばホ
ワイト・ピーク（White　Peak）部分との階調差がより大きくなる映像信号に調整するこ
とができる。よって、映像信号処理装置１００は、入力映像信号をユーザに対してよりコ
ントラスト感を与えることが可能な映像信号に調整することができる。
【００４５】
　また、映像信号処理装置１００は、上記のように入力映像信号に応じた色相および彩度
に基づいて明度を画素ごとに調整するので、従来の技術２が適用された従来の映像信号処
理装置のように、色相が大きく変化（ユーザが色の変化を感じる程の変化）することはな
い。
【００４６】
　したがって、映像信号処理装置１００は、入力された映像信号に基づいて選択的に明度
を調整することによりコントラストを向上させて高画質化を図ることができる。
【００４７】
［本発明の実施形態に係るアプローチを実現するための処理の一例］
　次に、上記本発明の実施形態に係るアプローチを実現するための処理について、より具
体的に説明する。映像信号処理装置１００は、入力された入力映像信号に対して例えば、
以下の（１）～（３）に示す処理を行うことによって、図９（ａ）に示すような画像のコ
ントラストを向上させる。
【００４８】
（１）第１の色空間の変換処理
　映像信号処理装置１００は、Ｒ信号、Ｇ信号、およびＢ信号からなる入力映像信号に基
づいて、画素ごとに（各画素に対応する映像信号ごとに）色空間をＨＳＶ空間に変換する
。ここで、映像信号処理装置１００が色空間をＨＳＶ空間に変換するのは、上述したよう
に色相、彩度に基づいて明度を調整するためである。
【００４９】
　映像信号処理装置１００が（１）の処理を行うことによって、入力映像信号は、色相（
hue）を表す色相信号（以下、「色相信号（Ｈ）」とよぶ場合がある。）、彩度（saturat
ion　value）を表す彩度信号（以下、「彩度信号（Ｓ）」とよぶ場合がある。）、および
明度（value。またはbrightness。）を表す明度信号（以下、「第１明度信号（Ｖ）」と
よぶ場合がある。）に変換される。ここで、映像信号処理装置１００は、例えば、以下の
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数式２～数式４を用いることによって、Ｒ信号、Ｇ信号、およびＢ信号からなる入力映像
信号を色相信号（Ｈ）、彩度信号（Ｓ）、および第１明度信号（Ｖ）に変換することがで
きる。以下の数式では、Ｒ信号を“Ｒｉ”、Ｇ信号を“Ｇｉ”、およびＢ信号を“Ｂｉ”
として表し、色相信号（Ｈ）を“Ｈ”、彩度信号（Ｓ）を“Ｓ”、第１明度信号（Ｖ）を
“Ｖ”として表している。また、以下での数式では、各画素に対応する映像信号における
Ｒ信号、Ｇ信号、およびＢ信号の最大値を“ＭＡＸ”とし、また、Ｒ信号、Ｇ信号、およ
びＢ信号の最小値を“ＭＩＮ”として表している。
【００５０】
【数２】

【数３】

【００５１】
（２）明度調整処理
　映像信号処理装置１００は、上記（１）の処理によって変換された色相信号（Ｈ）、彩
度信号（Ｓ）、および第１明度信号（Ｖ）に基づいて明度を調整する。以下では、明度が
調整された明度信号を「第２明度信号（Ｖ’）」とよぶ場合がある。
【００５２】
　より具体的には、映像信号処理装置１００は、例えば、以下の（２－１）の処理～（２
－３）の処理によって、第１明度信号（Ｈ）を第２明度信号（Ｈ’）に調整する。
【００５３】
（２－１）色相信号（Ｈ）に基づく第１制御値の導出処理
　映像信号処理装置１００は、色相信号（Ｈ）に基づいて第１制御値を導出する。ここで
、第１制御値とは、第１明度信号（Ｈ）の調整に用いられる第２制御値（後述する）の下
限値と彩度信号（Ｓ）に応じた第２制御値の値とを規定するために用いられる制御値であ
る。映像信号処理装置１００は、（２－１）の処理により第１制御値を導出することによ
って、入力映像信号に応じた色相に基づいて、明度の調整量を変化させることができる。
【００５４】
　図１は、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００における第１制御値の導出方
法の一例を示す説明図である。ここで、図１では、横軸に色相信号（Ｈ）［degree］を示
し、縦軸に第１制御値を示している。ここで、図１では、第１制御値を０．０～１．０の
範囲で表しているが、上記に限られない。例えば、映像信号処理装置１００は、百分率で
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表された第１制御値を色相信号（Ｈ）に応じて導出することもできる。
【００５５】
　図１に示すように、映像信号処理装置１００は、色相信号（Ｈ）の値に基づいて、色相
信号（Ｈ）が示す色相に応じた第１制御値を画素ごとに出力する。例えば、映像信号処理
装置１００は、図９（ａ）に示す夜空に対応する画素に対して第１制御値を導出する場合
には、色相が青（Ｂ）を示す第１制御値（図１に示す“ｐ”）に対応する値を出力する。
なお、映像信号処理装置１００は、色相信号（Ｈ）に応じて図１に示す“ｐ”に相当する
値を第１制御値として導出することに限られない。例えば、映像信号処理装置１００は、
色相信号（Ｈ）に応じて図１に示す“１．０－ａ”に相当する値を第１制御値として導出
することもできる。以下では、映像信号処理装置１００が、色相信号（Ｈ）に応じて図１
に示す“ｐ”に相当する値を導出するものとして説明する。
【００５６】
　ここで、映像信号処理装置１００は、例えば、色相信号（Ｈ）の値と第１制御値との値
が一対一に対応付けられたルックアップテーブル（Look　Up　Table）を用いることによ
り、色相信号（Ｈ）の値に応じた第１制御値を一意に導出することができる。また、ルッ
クアップテーブルに記録される色相信号（Ｈ）の値に対応する第１制御値の値は、図１に
示すように、例えば、青色などのように輝度が低い色程、値を大きくするように設定する
。上記は、上述したように、青色などのように輝度が低い色程、彩度が高い部分の明度が
多少変化したとしてもユーザが分からない傾向が強いためである。また、逆に、例えば、
赤や黄色などのように元々輝度の高い色に対しては、第１制御値の値がより小さくなる（
または、変化させない）ように設定する。なお、第１制御値の値は、例えば、ある値を設
定したときのコントラスト向上効果やそのときに生じうる色変化の度合いなどを考慮して
、予め設定されるが、第１設定値の決定方法は、上記に限られない。
【００５７】
　映像信号処理装置１００が上記のように第１制御値を導出することによって、従来の技
術２が適用された従来の映像信号処理装置のように、色相を大きく変化（ユーザが色の変
化を感じる程の変化）させることなく、明度を調整することができる。なお、本発明の実
施形態に係る映像信号処理装置１００における第１制御値の導出方法が、上記に限られな
いことは、言うまでもない。
【００５８】
（２－２）彩度信号（Ｓ）に基づく第２制御値の導出処理
　映像信号処理装置１００は、上記（２－１）で導出された第１制御値に基づいて第２制
御値の下限値と、彩度信号（Ｓ）に応じた第２制御値の値とを設定する。そして、映像信
号処理装置１００は、彩度信号（Ｓ）に応じた第２制御値を画素ごとに導出する。
【００５９】
　図２は、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００における第２制御値の導出方
法の一例を示す説明図である。図２では、横軸に彩度信号（Ｓ）を示し、縦軸に第２制御
値を示している。ここで、図２では、彩度信号（Ｓ）および第１制御値を０．０～１．０
の範囲で表しているが、上記に限られない。例えば、映像信号処理装置１００は、百分率
で表された彩度信号（Ｓ）に基づいて、百分率で表された第２制御値を彩度信号（Ｓ）に
応じて導出することもできる。また、図２は、色相信号（Ｈ）が示す色相が青の場合、す
なわち第１制御値が図１に示す“ｐ”である場合における第２制御値の導出方法を示して
いる。
【００６０】
　図２に示すように、映像信号処理装置１００は、第１制御値（図２に示す“ｐ”）によ
り、第２制御値の下限値（彩度信号（Ｓ）が最大値１．０のときの第２制御値）を設定す
る。また、映像信号処理装置１００は、第１制御値の値と図２のＱとにより彩度信号（Ｓ
）に応じた第２制御値を一意に導出する。より具体的には、映像信号処理装置１００は、
例えば、上記（２－１）の処理において導出された画素ごとの第１制御制御値に基づいて
、例えば、以下の数式５に示す演算（例えば図２に示すＱを規定する演算）を画素ごとに
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行うことによって、第２制御値の下限値の設定および彩度信号（Ｓ）に応じた第２制御値
を一意に導出する。ここで、数式５に示す“ｙ”は第２制御値を示し、“ｐ”は第１制御
値を示している。また、数式５に示す“ｘ”は彩度信号（Ｓ）の値を示している。
【００６１】
【数５】

【００６２】
　映像信号処理装置１００は、例えば、数式５を用いることによって、第１制御値および
彩度信号（Ｓ）に基づいて第２制御値を導出することができる。つまり、映像信号処理装
置１００は、（２－２）の処理を行うことによって、入力映像信号に応じた色相および彩
度に基づく第２制御値を導出することができる。したがって、上記のように導出された入
力映像信号に応じた色相および彩度に基づく第２制御値を用いて第１明度信号（Ｖ）を調
整することによって、映像信号処理装置１００は、入力映像信号に応じた色相および彩度
に基づいて明度を画素ごとに調整することができる。
【００６３】
　なお、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００における第２制御値の導出方法
は、数式５を用いる方法に限られない。例えば、百分率で表された第１制御値および彩度
信号（Ｓ）を処理する場合には、映像信号処理１００は、例えば、以下の数式６に示す演
算を画素ごとに行うことによって、第２制御値の下限値の設定および彩度信号（Ｓ）に応
じた第２制御値を一意に導出することができる。また、映像信号処理装置１００は、複数
のルックアップテーブル（色相ごとに対応するルックアップテーブル）備えることによっ
て、第１制御値および彩度信号（Ｓ）に基づく第２制御値を一意に導出することもできる
。
【００６４】
【数６】

【００６５】
（２－３）明度調整処理（第２明度信号（Ｖ’）導出処理）
　映像信号処理装置１００は、上記（２－２）の処理において導出された第２制御値と、
第１明度信号（Ｖ）とに基づいて、明度が調整された第２明度信号（Ｖ’）を画素ごとに
導出する。ここで、映像信号処理装置１００は、例えば、第２制御値を係数として用い、
第１明度信号（Ｖ）と第２制御値とを画素ごとに乗算することによって第２明度信号（Ｖ
’）を導出することができる。
【００６６】
〔第１の導出方法〕
　図３は、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００における第２明度信号（Ｖ’
）の導出方法の第１の例を示す説明図である。図３では、横軸に第１明度信号（Ｖ）を示
し、縦軸に第２明度信号（Ｖ’）を示している。ここで、図３では、第１明度信号（Ｖ）
および第２明度信号（Ｖ’）を０．０～１．０の範囲で表しているが、上記に限られない
。例えば、映像信号処理装置１００は、百分率で表された第１明度信号（Ｖ）に基づいて
、百分率で表された第２明度信号（Ｖ’）を導出することもできる。
【００６７】
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　上記（２－２）の処理において導出された第２制御値を第１明度信号（Ｖ）に乗算する
ことによって、映像信号処理装置１００は、例えば、図３のＡに示すように、第２制御値
に応じて明度が下げられた第２明度信号（Ｖ’）を導出することができる。ここで、上記
（２－２）の処理において導出される第２制御値は、上述したように入力映像信号に応じ
た色相および彩度に基づく値である。よって、映像信号処理装置１００は、彩度が高い画
素に対応する第１明度信号（Ｖ）ほど明度を下げ、また、色相に応じて明度を変化させる
制御量を画素ごとに変えることができる。したがって、映像信号処理装置１００は、入力
された映像信号に基づいて選択的に明度を調整することによりコントラストを向上させて
高画質化を図ることができる。なお、図３のＺに示すように、映像信号処理装置１００は
、第１明度信号（Ｖ）と等しい第２明度信号（Ｖ’）を導出することもできる（第２制御
値が１．０の場合）。
【００６８】
〔第２の導出方法〕
　上記では、第２明度信号（Ｖ’）の第１の導出方法として、第１明度信号（Ｖ）によら
ず第２制御値を第１明度信号（Ｖ）に乗算する方法を示した。しかしながら、本発明の実
施形態に係る映像信号処理装置１００における第２明度信号（Ｖ’）の導出方法は、上記
に限られない。
【００６９】
　図４は、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００における第２明度信号（Ｖ’
）の導出方法の第２の例を示す説明図である。ここで、図４では、図３と同様に、横軸に
第１明度信号（Ｖ）を示し、縦軸に第２明度信号（Ｖ’）を示している。
【００７０】
　図４のＢに示すように、映像信号処理装置１００は、所定の閾値ＴＨを設定し、第１明
度信号（Ｖ）が閾値ＴＨを超えた場合（または、第１明度信号（Ｖ）が閾値ＴＨ以上とな
った場合）において、第２制御値を第１明度信号（Ｖ）に乗算することによって、第２明
度信号（Ｖ’）を導出することもできる。映像信号処理装置１００が上記のように第２明
度信号（Ｖ’）を導出することによって、映像信号処理装置１００は、第１明度信号（Ｖ
）が閾値ＴＨ以下となる（または、閾値ＴＨより小さくなる）画素、すなわち、入力映像
信号が示す画像における低階調部分に対応する画素を、明度の調整対象から除外すること
ができる。よって、映像信号処理装置１００は、第２の導出方法を用いて第２明度信号（
Ｖ’）を導出することにより高階調部分（すなわち、閾値ＴＨにより除外されたない部分
）の画素に対応する第１明度信号（Ｖ）を選択的に調整することができるので、調整後も
低階調部分の明度が維持される。したがって、映像信号処理装置１００は、第２の導出方
法を用いて第２明度信号（Ｖ’）を導出することによって、より高画質化を図ることがで
きる。
【００７１】
　映像信号処理装置１００は、例えば、上記第１の導出方法や上記第２の導出方法を用い
ることによって、第２明度信号（Ｖ’）を導出する。したがって、映像信号処理装置１０
０は、入力された映像信号に基づいて選択的に明度を調整することによりコントラストを
向上させて高画質化を図ることができる。なお、本発明の実施形態に係る第２明度信号（
Ｖ’）の導出方法が、上記第１の導出方法や上記第２の導出方法に限られないことは、言
うまでもない。
【００７２】
　映像信号処理装置１００は、例えば、上記（２－１）の処理～（２－３）の処理によっ
て、明度調整処理を実現する。ここで、映像信号処理装置１００は、色相信号（Ｈ）に応
じた第１制御値および彩度信号（Ｓ）に基づいて第２制御値を画素ごとに導出し、当該第
２制御値および第１明度信号（Ｖ）に基づいて第２明度信号（Ｖ’）を導出する。つまり
、映像信号処理装置１００は、彩度が高い画素に対応する第１明度信号（Ｖ）ほど明度を
下げ、また、色相に応じて明度を変化させる制御量を画素ごとに変えることができる。し
たがって、映像信号処理装置１００は、入力された映像信号に基づいて選択的に明度を調
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【００７３】
（３）第２の色空間の変換処理
　映像信号処理装置１００は、色相信号（Ｈ）、彩度信号（Ｓ）、および第２明度信号（
Ｖ’）に基づいて、画素ごとに色空間をＲＧＢ空間（入力映像信号に対応する色空間）に
変換する。ここで、映像信号処理装置１００は、例えば、以下の数式７～数式１５を用い
ることによって、色相信号（Ｈ）、彩度信号（Ｓ）、および第２明度信号（Ｖ’）をＲ信
号、Ｇ信号、およびＢ信号に変換することができる。以下の数式では、Ｒ信号を“Ｒｏ”
、Ｇ信号を“Ｇｏ”、およびＢ信号を“Ｂｏ”として表し、色相信号（Ｈ）を“Ｈ”、彩
度信号（Ｓ）を“Ｓ”、第２明度信号（Ｖ’）を“Ｖ’”として表している。
【００７４】
＜彩度信号（Ｓ）＝０のとき＞
【数７】

【００７５】
＜彩度信号（Ｓ）≠０のとき＞
【数８】

【数９】

【数１０】

【数１１】

【数１２】
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【数１３】

【数１４】

【数１５】

【００７６】
　映像信号処理装置１００は、例えば、上記数式７～数式１５に示す演算を画素ごとに行
うことによって、明度が画素ごとに調整されたＲ信号（以下、「Ｒｏ信号」とよぶ場合が
ある。）、Ｇ信号（以下、「Ｇｏ信号」とよぶ場合がある。）、およびＢ信号（以下、「
Ｂｏ信号」とよぶ場合がある。）を出力することができる。
【００７７】
　映像信号処理装置１００は、例えば、上記（１）の処理（第１の色空間の変換処理）、
（２）の処理（明度調整処理）、および（３）の処理（第２の色空間の変換処理）を行う
ことによって、画素ごとに入力映像信号の明度を調整する。ここで、映像信号処理装置１
００は、上述したように、上記（２）の処理において彩度が高い画素に対応する第１明度
信号（Ｖ）ほど明度を下げ、また、色相に応じて明度を変化させる制御量を画素ごとに変
える。そして、映像信号処理装置１００は、色相信号（Ｈ）、彩度信号（Ｓ）、および明
度が調整された第２明度信号（Ｖ’）に基づくＲｏ信号、Ｇｏ信号、およびＢｏ信号を画
素ごとに出力する。よって、映像信号処理装置１００は、上記（１）の処理～（３）の処
理により、上述した本発明の実施形態に係るアプローチを実現することができる。したが
って、映像信号処理装置１００は、入力された映像信号に基づいて選択的に明度を調整す
ることによりコントラストを向上させて高画質化を図ることができる。
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【００７８】
　なお、本発明の実施形態に係るアプローチを実現するための処理は、上記に限られない
。例えば、映像信号処理装置１００は、上記（３）の処理（第２の色空間の変換処理）を
行わず、色相信号（Ｈ）、彩度信号（Ｓ）、および明度が調整された第２明度信号（Ｖ’
）を出力映像信号として出力することもできる。上記の場合であっても、映像信号処理装
置１００は、入力された映像信号に基づいて選択的に明度を調整することができるので、
コントラストを向上させて高画質化を図ることができる。
【００７９】
［映像信号処理装置１００における入力映像信号の調整例］
　ここで、映像信号処理装置１００における入力映像信号の調整例を示す。図５は、本発
明の実施形態に係る映像信号処理装置１００における入力映像信号の調整例を示す説明図
である。図５（ａ）は、図９（ａ）と同様の画像、すなわち、“青い夜空”に“白い星”
が瞬いている画像を示している。また、図５（ｂ）は、図５（ａ）に示すラインａ－ｂの
各位置におけるＲ成分に対応するＲ信号を示している。同様に、図５（ｃ）はＧ成分に対
応するＧ信号、図５（ｄ）は青Ｂ成分に対応するＢ信号、図５（ｄ）はＹ信号をそれぞれ
示している。
【００８０】
　図５（ａ）に示す画像を表す入力画像信号が入力された場合、映像信号処理装置１００
は、各画素ごとに本発明の実施形態に係るアプローチを実現するための上述した（１）の
処理～（３）の処理を行う。その結果、例えば、図５（ａ）に示すラインａ－ｂの各位置
に対応する映像信号のうち“青い夜空”に対応する映像信号の明度が下がるように調整さ
れ、“白い星”に対応する映像信号の明度は調整されない。つまり、映像信号処理装置１
００は、“青い夜空”に対応する部分の階調を下げるように明度の調整を行う。ここで、
図５では、調整量をΔＢと表している。
【００８１】
　上記の映像信号の調整の結果、図５（ｂ）～図５（ｅ）に示すように、“青い夜空”に
対応する部分の階調のみが下がり、“白い星”に対応する部分の階調は変化しない。よっ
て、図５（ｅ）に示すように、“白い星”に対応する部分と“青い夜空”に対応する部分
との間の輝度差は、調整量ΔＢに相当する分、すなわち、数式１より導かれる「０．１１
×ΔＢ」分広がることとなる。
【００８２】
　したがって、映像信号処理装置１００は、入力された映像信号に基づいて選択的に明度
を調整することによりコントラストを向上させて高画質化を図ることができる。
【００８３】
（本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００）
　次に、上述した本発明の実施形態に係るアプローチを実現するための（１）の処理～（
３）の処理を行うことが可能な映像信号処理装置１００の構成について説明する。
【００８４】
　以下では、映像信号処理装置１００に入力される映像信号が、例えば、デジタル放送な
どで用いられるデジタル信号であるとして説明する。また、映像信号処理装置１００に入
力される映像信号は、例えば、放送局から送信され映像信号処理装置１００が受信したも
のとすることができるが、上記に限られない。例えば、映像信号処理装置１００に入力さ
れる映像信号は、ＬＡＮ（Local　Area　Network）などのネットワークを介して外部装置
から送信され、映像信号処理装置１００が受信したものであってもよいし、または、映像
信号処理装置１００が備える記憶部（図示せず）に保持された映像ファイルや画像ファイ
ルを映像信号処理装置１００が読み出したものであってもよい。
【００８５】
　図６は、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００の構成の一例を示すブロック
図である。ここで、図６では、入力映像信号を、Ｒｉ、Ｇｉ、Ｂｉと示し、また、出力さ
れる映像信号（明度が調整された映像信号。以下、「出力映像信号」とよぶ場合がある。
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）をＲｏ、Ｇｏ、Ｂｏとして示している。
【００８６】
　図６を参照すると、映像信号処理装置１００は、第１色空間変換部１０２と、第１制御
値設定部１０４と、第２制御値設定部１０６と、明度調整部１０８と、第２色空間変換部
１１０とを備える。
【００８７】
　また、映像信号処理装置１００は、例えば、ＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）など
で構成され映像信号処理装置１００全体を制御することが可能な制御部（図示せず）や、
制御部が使用するプログラムや演算パラメータなどの制御用データが記録されたＲＯＭ（
Read　Only　Memory。図示せず）、制御部により実行されるプログラムなどを一次記憶す
るＲＡＭ（Random　Access　Memory。図示せず）、放送局などから送信される画像信号を
受信する受信部（図示せず）、映像ファイルや画像ファイルなどを記憶可能な記憶部（図
示せず）、ユーザが操作可能な操作部（図示せず）、外部装置（図示せず）と通信を行う
ための通信部（図示せず）などを備えてもよい。映像信号処理装置１００は、例えば、デ
ータの伝送路としてのバス（bus）により上記各構成要素間を接続する。なお、制御部（
図示せず）は、後述する第１色空間変換部１０２、第１制御値設定部１０４、第２制御値
設定部１０６、明度調整部１０８、および第２色空間変換部１１０の役目を果たすことも
できる。
【００８８】
　ここで、記憶部（図示せず）としては、例えば、ハードディスク（Hard　Disk）などの
磁気記録媒体や、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Erasable　and　Programmable　Read　O
nly　Memory）、フラッシュメモリ（flash　memory）、ＭＲＡＭ（Magnetoresistive　Ra
ndom　Access　Memory）、ＦｅＲＡＭ（Ferroelectric　Random　Access　Memory）、Ｐ
ＲＡＭ(Phase　change　Random　Access　Memory)などの不揮発性メモリ（nonvolatile　
memory）が挙げられるが、上記に限られない。また、操作部（図示せず）としては、例え
ば、キーボードやマウスなどの操作入力デバイスや、ボタン、方向キー、あるいは、これ
らの組み合わせなどが挙げられるが、上記に限られない。
【００８９】
　また、映像信号処理装置１００と外部装置（図示せず）とは、例えば、ＵＳＢ（Univer
sal　Serial　Bus）端子やＩＥＥＥ１３９４規格の端子、ＤＶＩ（Digital　Visual　Int
erface）端子、あるいはＨＤＭＩ（High-Definition　Multimedia　Interface）端子など
を介して物理的に接続されてもよいし、また、ＷＵＳＢ（Wireless　Universal　Serial
　Bus）やＩＥＥＥ８０２．１１などを利用して無線で接続することもできる。さらに、
映像信号処理装置１００と外部装置（図示せず）とは、例えば、ネットワークを介して接
続することもできる。ネットワークとしては、例えば、ＬＡＮやＷＡＮ（Wide　Area　Ne
twork）など有線ネットワーク、ＭＩＭＯ（Multiple-Input　Multiple-Output）を用いた
ＷＬＡＮ（Wireless　Local　Area　Network）などの無線ネットワーク、あるいは、ＴＣ
Ｐ／ＩＰ（Transmission　Control　Protocol/Internet　Protocol）などの通信プロトコ
ルを用いたインターネットなどが挙げられるが、上記に限られない。したがって、通信部
（図示せず）は、外部装置（図示せず）との接続形態に応じたインタフェースを有する。
【００９０】
　第１色空間変換部１０２は、上述した（１）の処理（第１の色空間の変換処理）を行う
役目を果たす。つまり、第１色空間変換部１０２は、入力映像信号（Ｒｉ信号、Ｇｉ信号
、Ｂｉ信号）を色相信号（Ｈ）、彩度信号（Ｓ）、および第１明度信号（Ｖ）に変換する
。ここで、第１色空間変換部１０２は、例えば、上記数式２～数式４を用いることによっ
て、Ｒｉ信号、Ｇｉ信号、Ｂｉ信号からなる入力映像信号を色相信号（Ｈ）、彩度信号（
Ｓ）、および第１明度信号（Ｖ）に変換するが、変換方法は上記に限られない。
【００９１】
　第１制御値設定部１０４は、上述した（２－１）の処理（色相信号（Ｈ）に基づく第１
制御値の導出処理）を行う役目を果たす。つまり、第１制御値設定部１０４は、色相信号
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（Ｈ）に基づいて第１制御値を画素ごとに導出する。ここで、第１制御値設定部１０４は
、色相信号（Ｈ）の値と第１制御値との値が一対一に対応付けられたルックアップテーブ
ルを用いることにより、色相信号（Ｈ）の値に応じた第１制御値を一意に導出するが、上
記に限られない。色相信号（Ｈ）の値と第１制御値との値とが対応付けられたルックアッ
プテーブルは、例えば、第１制御値設定部１０４が備える記憶手段に保持することができ
る。第１制御値設定部１０４が備える記憶手段としては、例えば、ＥＥＰＲＯＭやフラッ
シュメモリなどの不揮発性メモリが挙げられるが、上記に限られない。なお、上記ルック
アップテーブルは、例えば、映像信号処理装置１００の記憶部（図示せず）に記憶され、
第１制御値設定部１０４が当該記憶部（図示せず）から適宜読み出してもよいことは、言
うまでもない。
【００９２】
　第２制御値設定部１０６は、上述した（２－２）の処理（彩度信号（Ｓ）に基づく第２
制御値の導出処理）を行う役目を果たす。つまり、第２制御値設定部１０６は、第１制御
値設定部１０４から出力される第１制御値と彩度信号（Ｓ）とに基づいて、第２制御値を
画素ごとに導出する。ここで、第２制御値設定部１０６は、例えば、上記数式５の演算を
行う専用の演算回路を備えることによって、第１制御値および彩度信号（Ｓ）に応じた第
２制御値を出力することができるが、上記に限られない。例えば、映像信号処理装置１０
０は、第２制御値設定部１０６をＭＰＵや汎用の演算回路で構成することもできる。
【００９３】
　明度調整部１０８は、上述した（２－３）の処理（明度調整処理）を行う役目を果たす
。つまり、明度調整部１０８は、第２制御値設定部１０６から出力される第２制御値と第
１明度信号（Ｖ）とに基づいて、第２明度信号（Ｖ’）を画素ごとに出力する。ここで、
明度調整部１０８は、第２制御値と第１明度信号（Ｖ）とを乗算するための乗算回路（演
算回路）を備えることによって、第２明度信号（Ｖ’）を画素ごとに出力するが、上記に
限られない。例えば、明度調整部１０８は、閾値ＴＨによる閾値判定処理を行うコンパレ
ータなどの演算回路をさらに備え、閾値判定処理の結果に応じて選択的に第２制御値と第
１明度信号（Ｖ）とを乗算することもできる。閾値ＴＨの情報は、例えば、第２制御値設
定部１０６が備える記憶手段に保持することができるが、上記に限られない。また、映像
信号処理装置１００は、明度調整部１０８をＭＰＵや汎用の演算回路で構成することもで
きる。
【００９４】
　第２色空間変換部１１０は、上述した（３）の処理（第２の色空間の変換処理）を行う
役目を果たす。つまり、第２色空間変換部１１０は、色相信号（Ｈ）、彩度信号（Ｓ）、
および第２明度信号（Ｖ’）を出力映像信号（Ｒｏ信号、Ｇｏ信号、Ｂｏ信号）に変換す
る。ここで、第２色空間変換部１１０は、例えば、上記数式７～数式１５を用いることに
よって、色相信号（Ｈ）、彩度信号（Ｓ）、および第２明度信号（Ｖ’）をＲｏ信号、Ｇ
ｏ信号、およびＢｏ信号に変換するが、変換方法は上記に限られない。
【００９５】
　映像信号処理装置１００は、例えば、第１色空間変換部１０２、第１制御値設定部１０
４、第２制御値設定部１０６、明度調整部１０８、および第２色空間変換部１１０を備え
ることによって、上述した（１）の処理（第１の色空間の変換処理）、（２）の処理（明
度調整処理）、および（３）の処理（第１の色空間の変換処理）を実現する。したがって
、映像信号処理装置１００は、画素ごとに入力映像信号の明度を調整し、明度が調整され
た出力映像信号を出力することができる。
【００９６】
　なお、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置の構成は、図６に示す構成に限られな
い。例えば、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置は、第２色空間変換部１１０を備
えない構成、すなわち、（３）の処理（第１の色空間の変換処理）を行わない構成とする
こともできる。上記の構成であっても、映像信号処理装置１００は、入力された映像信号
に基づいて選択的に明度を調整することができる。
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【００９７】
　以上のように、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００は、上述した上記（１
）の処理（第１の色空間の変換処理）、（２）の処理（明度調整処理）、および（３）の
処理（第１の色空間の変換処理）を行うことによって、画素ごとに入力映像信号の明度を
調整する。ここで、映像信号処理装置１００は、上述した（２）の処理において彩度が高
い画素に対応する第１明度信号（Ｖ）ほど明度を下げ、また、色相に応じて明度を変化さ
せる制御量を画素ごとに変える。そして、映像信号処理装置１００は、色相信号（Ｈ）、
彩度信号（Ｓ）、および明度が調整された第２明度信号（Ｖ’）に基づく出力映像信号（
Ｒｏ信号、Ｇｏ信号、Ｂｏ信号）を画素ごとに出力する。上記のように入力映像信号に応
じた色相と彩度とに基づいて明度を画素ごとに調整することによって、映像信号処理装置
１００は、入力映像信号を、例えばホワイト・ピーク部分との階調差がより大くなる映像
信号に調整することができる。また、映像信号処理装置１００は、上記のように入力映像
信号に応じた色相および彩度に基づいて明度を画素ごとに調整するので、従来の技術２が
適用された従来の映像信号処理装置のように、色相が大きく変化（ユーザが色の変化を感
じる程の変化）することはない。したがって、映像信号処理装置１００は、入力された映
像信号に基づいて選択的に明度を調整することによりコントラストを向上させて高画質化
を図ることができる。
【００９８】
　また、映像信号処理装置１００は、上記のように彩度が高い画素に対応する入力映像信
号ほど明度を下げる。また、映像信号処理装置１００から出力される出力映像信号が表す
画像を表示画面に表示する表示デバイスは、明度が下げられた出力映像信号に基づいて画
像を表示画面に表示する。よって、映像信号処理装置１００は、入力映像信号の明度を調
整することによって、上記表示デバイスにおける映像信号が表す画像を表示するために要
する消費電力を、明度の調整前の入力映像信号に基づいて画像を表示させる場合と比較し
て、より低減させることができる。さらに、上記表示デバイスが、例えば、有機ＥＬディ
スプレイのようにＲＧＢ各色の光をそれぞれ発光しかつ発光効率が異なる発光素子を有す
る場合、当該表示デバイスでは、所定の輝度を得るために必要な発光素子を発光させる電
流や、発光素子の寿命などが発光素子の種類ごとに異なる。よって、上記表示デバイスが
、例えば、有機ＥＬディスプレイのようにＲＧＢ各色の光をそれぞれ発光しかつ発光効率
が異なる発光素子を有する場合には、映像信号処理装置１００は、入力映像信号の明度を
調整することによって、当該表示デバイスの消費電力を低減させ、また、発光素子の寿命
をより延ばすことが可能となる。
【００９９】
　以上、本発明の実施形態として映像信号処理装置１００を挙げて説明したが、本発明の
実施形態は、かかる形態に限られない。本発明の実施形態は、例えば、ＣＲＴディスプレ
イ、有機ＥＬディスプレイ、ＦＥＤ、ＬＣＤ、ＰＤＰなどの表示装置や、ＰＣ（Personal
　Computer）やサーバ（Server）などのコンピュータ、携帯電話などの携帯型通信装置な
ど、様々な機器に適用することができる。また、映像信号処理装置１００は、例えば、図
６に示す各部が集積されたＩＣチップとして実現することもできる。なお、表示装置への
適用については、後述する。
【０１００】
（映像信号処理装置に係るプログラム）
　コンピュータを、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置として機能させるためのプ
ログラムによって、入力された映像信号に基づいて選択的に明度を調整することによりコ
ントラストを向上させて高画質化を図ることができる。
【０１０１】
（本発明の実施形態に係る映像信号処理方法）
　次に、本発明の実施形態に係る映像信号処理方法について説明する。図７は、本発明の
実施形態に係る映像信号処理方法の一例を示す流れ図である。なお、以下では、図７に示
す映像信号処理方法を映像信号処理装置１００が行うものとして説明するが、上記に限ら
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れず、後述する本発明の実施形態に係る表示装置に適用することもできる。
【０１０２】
　映像信号処理装置１００は、入力映像信号（Ｒｉ信号、Ｇｉ信号、Ｂｉ信号）を色相信
号（Ｈ）、彩度信号（Ｓ）、第１明度信号（Ｖ）に変換する（Ｓ１００。第１の色空間変
換処理）。ここで、映像信号処理装置１００は、例えば、上記数式２～数式４を用いるこ
とによって、入力映像信号を色相信号（Ｈ）、彩度信号（Ｓ）、および第１明度信号（Ｖ
）に変換するが、変換方法は上記に限られない。
【０１０３】
　映像信号処理装置１００は、ステップＳ１００において変換された色相信号（Ｈ）に基
づいて、第１制御信号を画素ごとに設定する（Ｓ１０２）。ここで、映像信号処理装置１
００は、例えば、色相信号（Ｈ）の値と第１制御値との値が一対一に対応付けられたルッ
クアップテーブルを用いることにより、色相信号（Ｈ）の値に応じた第１制御値を一意に
導出するが、上記に限られない。
【０１０４】
　映像信号処理装置１００は、ステップＳ１００において変換された彩度信号（Ｓ）と、
ステップＳ１０２において画素ごとに設定された第１制御値とに基づいて、第２制御値を
画素ごとに設定する（Ｓ１０４）。ここで、映像信号処理装置１００は、例えば、上記数
式５を用いることによって、彩度信号（Ｓ）および第１制御値に基づいて第２制御値を画
素ごとに設定するが、上記に限られない。
【０１０５】
　映像信号処理装置１００は、ステップＳ１０４において画素ごとに設定された第２制御
値とに基づいて、ステップＳ１００において変換された第１明度信号（Ｖ）を画素ごとに
調整する（Ｓ１０６）。ここで、映像信号処理装置１００は、例えば、第１明度信号（Ｖ
）と画素ごとに設定された第２制御値とを対応する画素ごとに乗算することによって第１
明度信号（Ｖ）を調整するが、上記に限られない。
【０１０６】
　映像信号処理装置１００は、ステップＳ１００において変換された色相信号（Ｈ）およ
び彩度信号（Ｓ）と、ステップＳ１０６において調整された第２明度信号（Ｖ’）とを出
力映像信号（Ｒｏ信号、Ｇｏ信号、Ｂｏ信号）に変換する（Ｓ１０８。第２の色空間変換
処理）。ここで、映像信号処理装置１００は、例えば、上記数式７～数式１５を用いるこ
とによって、色相信号（Ｈ）、彩度信号（Ｓ）、および第２明度信号（Ｖ’）を出力映像
信号（Ｒｏ信号、Ｇｏ信号、Ｂｏ信号）に変換するが、上記に限られない。
【０１０７】
　図７に示す映像信号処理方法を用いることにより、映像信号処理装置１００は、入力さ
れた映像信号に基づいて選択的に明度を調整することによりコントラストを向上させて高
画質化を図ることができる。
【０１０８】
　なお、本発明の実施形態に係る映像信号処理方法は、図７に示す方法に限られない。例
えば、映像信号処理装置１００は、図７に示すステップＳ１０８を行わず、ステップＳ１
００において変換された色相信号（Ｈ）および彩度信号（Ｓ）と、ステップＳ１０６にお
いて調整された第２明度信号（Ｖ’）とを出力映像信号として出力することもできる。上
記の映像信号処理方法を用いる場合においても、映像信号処理装置１００は、入力された
映像信号に基づいて選択的に明度を調整することができるので、コントラストを向上させ
て高画質化を図ることができる。
【０１０９】
（本発明の実施形態に係る表示装置）
　次に、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置を適用した表示装置について説明する
。
【０１１０】
　図８は、本発明の実施形態に係る表示装置２００の構成の一例を示すブロック図である
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。なお、図８に示す表示装置２００は、本発明の実施形態に係る表示装置の一実施形態で
あり、本発明の実施形態が図８の構成に限定されるものではないことは、言うまでもない
。また、以下では、表示装置２００に入力される映像信号が、図６に示す映像信号処理装
置１００と同様の入力映像信号（Ｒｉ信号、Ｇｉ信号、Ｂｉ信号）であるものとして説明
する。
【０１１１】
　図８を参照すると、表示装置２００は、映像信号調整部２０２と、映像表示部２０４と
を備える。
【０１１２】
　また、表示装置２００は、例えば、ＭＰＵなどで構成され表示装置２００全体を制御す
ることが可能な制御部（図示せず）や、制御部が使用するプログラムや演算パラメータな
どの制御用データが記録されたＲＯＭ（図示せず）、制御部により実行されるプログラム
などを一次記憶するＲＡＭ（図示せず）、ユーザインタフェース用の表示データなどの各
種データを記憶可能な記憶部（図示せず）、ユーザが操作可能な操作部（図示せず）、放
送局などから送信される映像信号を受信する受信部（図示せず）、外部装置（図示せず）
と通信を行うための通信部（図示せず）などを備えてもよい。表示装置２００は、例えば
、データの伝送路としてのバスにより上記各構成要素間を接続する。
【０１１３】
　ここで、記憶部（図示せず）としては、例えば、ハードディスクなどの磁気記録媒体や
、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリが挙げられるが、上記に限られ
ない。また、操作部（図示せず）としては、例えば、キーボードやマウスなどの操作入力
デバイスや、ボタン、方向キー、あるいは、これらの組み合わせなどが挙げられるが、上
記に限られない。
【０１１４】
　また、表示装置２００と外部装置（図示せず）とは、例えば、ＵＳＢ端子やＤＶＩ端子
、あるいはＨＤＭＩ端子などを介して物理的に接続されてもよいし、また、ＷＵＳＢなど
を利用して無線で接続することもできる。さらに、表示装置２００と外部装置（図示せず
）とは、例えば、有線／無線のネットワークを介して接続することもできる。したがって
、通信部（図示せず）は、外部装置（図示せず）との接続形態に応じたインタフェースを
有する。
【０１１５】
　映像信号調整部２０２は、例えば、図６に示す本発明の実施形態に係る映像信号処理装
置１００と同様の構成をとることができる。したがって、映像信号調整部２０２は、入力
映像信号に基づいて選択的に明度を調整することによりコントラストを向上させた出力映
像信号（Ｒｏ信号、Ｇｏ信号、Ｂｏ信号）を出力する。
【０１１６】
　映像表示部２０４は、映像信号調整部２０２において調整された映像信号に基づいて、
映像を表示する。
【０１１７】
[映像表示部２０４の構成例]
　映像表示部２０４は、表示部２０６と、行駆動部２０８と、列駆動部２１０と、電源供
給部２１２と、表示制御部２１４とを備える。
【０１１８】
　表示部２０６は、映像信号が表す画像を表示する表示画面の役目を果たす。表示部２０
６は、例えば、マトリクス状（行列状）に配置された複数の画素を備える。例えば、ＳＤ
（Standard　Definition）解像度の映像を表示する表示部は、少なくとも６４０×４８０
＝３０７２００（データ線×走査線）の画素を有し、カラー表示のために当該画素がＲ、
Ｇ、Ｂのサブピクセル（sub　pixel）からなる場合には、６４０×４８０×３＝９２１６
００（データ線×走査線×サブピクセルの数）のサブピクセルを有する。同様に、例えば
、ＨＤ（High　Definition）解像度の映像を表示する表示部は、１９２０×１０８０の画
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素を有し、カラー表示の場合には、１９２０×１０８０×３のサブピクセルを有する。
【０１１９】
　また、表示部２０６は、例えば、画素ごとに印加する電圧量／電流量を制御するための
画素回路（図示せず）を備えていてもよい。画素回路は、例えば、印加される走査信号お
よび電圧信号により電流量を制御するためのスイッチ素子およびドライブ素子と、電圧信
号を保持するためのキャパシタで構成される。上記スイッチ素子および上記ドライブ素子
は、例えば、薄膜トランジスタ（Thin　Film　Transistor）で構成される。
【０１２０】
　行駆動部２０８、および列駆動部２１０は、例えば、表示部２０６が有する複数の画素
に電圧信号を印加して各画素を発光させる。ここで、行駆動部２０８、および列駆動部２
１０は、一方が画素のＯＮ／ＯＦＦを決定する電圧信号（走査信号）を印加し、他方が表
示させる映像に応じた電圧信号（映像信号）を印加する役目を果たすことができる。
【０１２１】
　また、行駆動部２０８、および列駆動部２１０の駆動方式としては、例えば、上記行列
状に配置された画素ごとに発光させる点順次駆動走査方式、上記行列状に配置された画素
を一列ごとに発光させる線順次駆動走査方式、そして、上記行列状に配置された全ての画
素を発光させる面順次駆動走査方式などが挙げられる。なお、図８に示す表示装置２００
の映像表示部２０４は、行駆動部２０８と列駆動部２１０との２つの駆動部を備えている
が、本発明の実施形態に係る表示装置が１つの駆動部で構成できることは、言うまでもな
い。
【０１２２】
　電源供給部２１２は、行駆動部２０８および列駆動部２１０に電源を供給し、行駆動部
２０８および列駆動部２１０には電圧が印加される。また、電源供給部２１２が、行駆動
部２０８および列駆動部２１０に印加する電圧の大きさは、映像信号調整部２０２により
調整された映像信号に応じて可変する。
【０１２３】
　表示制御部２１４は、例えば、ＭＰＵなどで構成され、映像信号調整部２０２により調
整された映像信号に応じて、行駆動部２０８および列駆動部２１０の一方に画素のＯＮ／
ＯＦＦを決定する電圧を画素に印加するための制御信号を入力し、また、他方に映像信号
を入力する。また、表示制御部２１４は、映像信号調整部２０２により補正された映像信
号に応じて、電源供給部２１２による行駆動部２０８および列駆動部２１０への電源の供
給を制御することもできる。
【０１２４】
　本発明の実施形態に係る表示装置２００は、図８に示すような構成を有することにより
、入力される映像信号を調整し、当該調整された映像信号（出力映像信号）に基づいて当
該映像信号が表す画像を表示することができる。なお、本発明の実施形態に係る表示装置
１００の構成が、図８に示す構成に限られないことは、言うまでもない。
【０１２５】
　以上のように、本発明の実施形態に係る表示装置２００は、上述した本発明の実施形態
に係る映像信号処理装置１００と同様の機能、構成を有する映像信号調整部２０２を備え
る。よって、表示装置２００は、画素ごとに入力映像信号の明度を調整することができる
。また、表示装置２００は、明度が調整された映像信号（出力映像信号）に基づいて当該
映像信号が表す画像を表示する。したがって、表示装置２００は、入力された映像信号に
基づいて選択的に明度を調整することによりコントラストを向上させて高画質化を図るこ
とができる。
【０１２６】
　また、表示装置２００は、彩度が高い画素に対応する入力映像信号ほど明度を下げ、明
度が調整された映像信号（出力映像信号）が表す画像を表示画面に表示する。よって、表
示装置２００は、映像信号が表す画像を表示するために要する消費電力を、明度の調整前
の入力映像信号に基づいて画像を表示させる場合と比較してより低減させることができる



(23) JP 2010-109794 A 2010.5.13

10

20

30

40

50

。さらに、表示装置２００が、例えば、有機ＥＬディスプレイのようにＲＧＢ各色の光を
それぞれ発光しかつ発光効率が異なる発光素子を有する場合には、表示装置２００は、入
力映像信号の明度を調整することによって、映像信号が表す画像を表示するために要する
消費電力を低減させ、また、発光素子の寿命をより延ばすことが可能となる。
【０１２７】
　また、本発明の実施形態として表示装置２００を挙げて説明したが、本発明の実施形態
は、かかる形態に限られない。本発明の実施形態は、例えば、ＣＲＴディスプレイ、有機
ＥＬディスプレイ、ＦＥＤ、ＰＤＰなどの自発光型の表示装置や、ＬＣＤなどのバックラ
イト型の表示装置、テレビジョン（Television）放送を受信する受信装置に適用すること
ができる。また、本発明の実施形態は、ＰＣやサーバなどのコンピュータ、携帯電話など
の携帯型通信装置など、様々な機器に適用することができる。
【０１２８】
（表示装置に係るプログラム）
　コンピュータを、本発明の実施形態に係る表示装置をとして機能させるためのプログラ
ムによって、入力された映像信号に基づいて選択的に明度を調整することによりコントラ
ストを向上させて高画質化を図ることができる。
【０１２９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１３０】
　例えば、図１に示す映像信号処理装置１００、および図８に示す表示装置２００では、
入力される入力映像信号がデジタル信号であるとして説明したが、かかる形態に限られな
い。例えば、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置および本発明の実施形態に係る表
示装置は、Ａ／Ｄコンバータをそれぞれ備え、入力されるアナログ信号（映像信号）をデ
ジタル信号に変換して、当該変換後の映像信号を処理してもよい。
【０１３１】
　また、図１に示す映像信号処理装置１００、および図８に示す表示装置２００では、入
力される入力映像信号が、ＲＧＢ空間で表されたＲ信号、Ｇ信号、Ｂ信号であるとして説
明したが、かかる形態に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置
および本発明の実施形態に係る表示装置は、上述した本発明の実施形態に係るアプローチ
を適用することによって、例えば、ＹＵＶなど他の色空間で表された映像信号を処理する
こともできる。
【０１３２】
　上述した構成は、本発明の実施形態の一例を示すものであり、当然に、本発明の技術的
範囲に属するものである。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】本発明の実施形態に係る映像信号処理装置における第１制御値の導出方法の一例
を示す説明図である。
【図２】本発明の実施形態に係る映像信号処理装置における第２制御値の導出方法の一例
を示す説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係る映像信号処理装置における第２明度信号（Ｖ’）の導出
方法の第１の例を示す説明図である。
【図４】本発明の実施形態に係る映像信号処理装置における第２明度信号（Ｖ’）の導出
方法の第２の例を示す説明図である。
【図５】本発明の実施形態に係る映像信号処理装置における入力映像信号の調整例を示す
説明図である。
【図６】本発明の実施形態に係る映像信号処理装置の構成の一例を示すブロック図である
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【図７】本発明の実施形態に係る映像信号処理方法の一例を示す流れ図である。
【図８】本発明の実施形態に係る表示装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図９】映像信号に基づく輝度信号のヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従来の
映像信号処理装置における問題を説明するための説明図である。
【図１０】映像信号に基づく輝度信号のヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従来
の映像信号処理装置においてＹ信号に基づいてヒストグラムを検出する場合における問題
を説明するための第１の説明図である。
【図１１】映像信号に基づく輝度信号のヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従来
の映像信号処理装置においてＹ信号に基づいてヒストグラムを検出する場合における問題
を説明するための第２の説明図である。
【図１２】映像信号に基づく輝度信号のヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従来
の映像信号処理装置においてＢ信号に基づいてヒストグラムを検出する場合における問題
を説明するための第１の説明図である。
【図１３】映像信号に基づく輝度信号のヒストグラムに基づいて映像信号を補正する従来
の映像信号処理装置においてＢ信号に基づいてヒストグラムを検出する場合における問題
を説明するための第２の説明図である。
【符号の説明】
【０１３４】
　１００　　映像信号処理装置
　１０２　　第１色空間変換部
　１０４　　第１制御値設定部
　１０６　　第２制御値設定部
　１０８　　明度値調整部
　１１０　　第２色空間変換部
　２００　　表示装置
　２０２　　映像信号調整部
　２０４　　映像表示部
　２０６　　表示部
　２０８　　行駆動部
　２１０　　列駆動部
　２１２　　電源供給部
　２１４　　表示制御部
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