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(57)【要約】
色彩調整装置（１００）は、画像特徴量取得手段（１０）、特定色領域決定手段（２０）
、色補正手段（３０）を備える。画像特徴量取得手段（１０）は、入力画像の平均輝度又
は付加情報から入力画像の画像特徴量を取得する。特定色領域決定手段（２０）は、この
画像特徴量に基づいて、特定色領域を決定する。色補正手段（３０）は、特定色領域を参
照して、入力画像の入力色と特定色との類似度を演算し、入力画像の入力色を少なくとも
１つの特定色について色彩調整する。入力画像中の面積が比較的広く特定色と同系統の色
を持った領域が、特定色の領域と誤認されることがない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力されたカラー画像から、前記カラー画像の特徴を表現する値を画像特徴量として取
得する画像特徴量取得手段と、
　前記画像特徴量に基づいて、前記カラー画像に応じて定められる特定色を含む色空間に
おける任意の領域を、特定色領域として求める特定色領域決定手段と、
　前記カラー画像の入力色の内、前記特定色領域中に存在する入力色を補正する色補正手
段とを備える色彩調整装置。
【請求項２】
　前記画像特徴量取得手段は、前記画像特徴量の算出対象となる色成分が色空間において
分布し得る範囲を色空間分布可能範囲として格納する第１記憶手段と、
　前記入力色が前記第１記憶手段に格納されている前記色空間分布可能範囲に含まれるか
否かを判定し、前記入力色が前記色空間分布可能範囲に含まれる場合は、前記入力色を選
択して出力する選択手段と、
　前記選択手段が出力した前記入力色を用いて、前記画像特徴量を演算する特徴量演算手
段とを有する、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項３】
　前記画像特徴量取得手段は、前記画像特徴量の算出対象となる画素が画面上において分
布し得る範囲を画面分布可能範囲として格納する第２記憶手段と、
　前記画面上の被調整対象画素が、前記第２記憶手段に格納されている前記画面分布可能
範囲に含まれるか否かを判定し、前記被調整対象画素が前記画面分布可能範囲に含まれる
場合は、前記被調整対象画素の入力色を選択して出力する選択手段と、
　前記選択手段が出力した前記入力色を用いて、前記画像特徴量を演算する特徴量演算手
段とを有する、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項４】
　前記特定色領域決定手段は、基準となる被調整対象物像の色空間における領域を特定色
基準領域として格納する特定色基準領域記憶手段と、
　前記特定色基準領域記憶手段に格納されている前記特定色基準領域を、前記画像特徴量
に基づいて、前記特定色領域に変換する特定色領域変換手段とを有する、請求の範囲第１
項記載の色彩調整装置。
【請求項５】
　前記特定色領域決定手段は、前記画像特徴量に基づいて、特定色を中心とした広がりの
ある領域に対して、特定色らしさを表す重み係数を用いて前記特定色領域を決定する、請
求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項６】
　前記色補正手段は、前記入力色と前記特定色との類似度を示す類似度係数を、前記特定
色領域決定手段が求めた前記特定色領域を表す重み係数を用いて演算し、前記特定色領域
中に存在する前記入力色を、前記類似度係数と所定の調整量とを用いて補正する、請求の
範囲第５項記載の色彩調整装置。
【請求項７】
　前記所定の調整量は、輝度軸に沿った調整量と、彩度軸に沿った調整量と、色相軸に沿
った調整量とで与えられ、前記色補正手段は、前記類似度係数を用いて、前記特定色領域
中に存在する前記入力色を、輝度、彩度、及び、色相についてそれぞれ補正する、請求の
範囲第６項記載の色彩調整装置。
【請求項８】
　前記色補正手段は、前記色補正手段の出力画像が表示される視環境に関する視環境情報
に基づいて、前記入力色を補正する、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項９】
　前記画像特徴量は、前記カラー画像の入力色の統計量に基づいて定められる、請求の範
囲第１項記載の色彩調整装置。
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【請求項１０】
　前記画像特徴量は、前記カラー画像の平均輝度と色温度のうちの少なくとも一つである
、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項１１】
　前記画像特徴量は、前記カラー画像の撮影情報や編集情報などの付加情報により変更さ
れる、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項１２】
　前記画像特徴量は、前記カラー画像の放送、ＤＶＤ、静止画などの種類を表すソース情
報により変更される、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項１３】
　前記重み係数は、色空間における前記特定色において最大値をとり、前記特定色から離
れるにつれ前記最大値から減少する特性を有する、請求の範囲第５項記載の色彩調整装置
。
【請求項１４】
　前記重み係数は、輝度軸に沿った重み係数と、彩度軸に沿った重み係数と、色相軸に沿
った重み係数とで定められる、請求の範囲第５項記載の色彩調整装置。
【請求項１５】
　ユーザが前記入力色の補正の程度を選択できる補正量選択手段をさらに備える、請求の
範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項１６】
　前記補正量選択手段は、前記特定色領域決定手段が求めた前記特定色領域の広がりの程
度を変更する、請求の範囲第１５項記載の色彩調整装置。
【請求項１７】
　前記補正量選択手段は、前記色補正手段が求めた前記入力色の補正の程度を変更する、
請求の範囲第１５項記載の色彩調整装置。
【請求項１８】
　ユーザが、予め設定されている複数の指定地域の内の一つを選択して、前記特定色を前
記指定地域との関連において調整できる地域指定手段をさらに備える、請求の範囲第１項
記載の色彩調整装置。
【請求項１９】
　入力されたカラー画像から、前記カラー画像の特徴を表現する値を画像特徴量として取
得する画像特徴量取得ステップと、
　前記画像特徴量に基づいて、前記カラー画像に応じて定められる特定色を含む色空間に
おける任意の領域を、特定色領域として求める特定色領域決定ステップと、
　前記カラー画像の入力色の内、前記特定色領域中に存在する入力色を補正する色補正ス
テップとを含む色彩調整方法。
【請求項２０】
　ユーザが前記入力色の補正の程度を選択できる選択ステップと、ユーザが、予め設定さ
れている複数の指定地域の内の一つを選択して、前記特定色を前記指定地域との関連にお
いて調整できる地域指定ステップの内の少なくとも一方をさらに含む、請求の範囲第１９
項記載の色彩調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビジョン装置、携帯端末、コンピュータ画面、カラープリンタ等、カラ
ー表示装置の色彩を調整する色彩調整装置及びその方法に関する。特に、入力された画像
の色彩を特定色について調整する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の色彩調整装置（例えば、テレビジョン装置に搭載されているもの）では、アナロ
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グ映像信号のクロマの位相やレベル、あるいは、輝度のレベルを調整することで所望の色
に合わせる全体的な色彩調整を行っている。
【０００３】
　人間が記憶している肌色、青空等の色は、「記憶色」と呼ばれ、実物の色とは異なって
いることが知られている。このような記憶色を表示するような、いわゆる「好ましい色再
現」においては、例えば、肌色と青空色等を独立に所望の色へ調整することが必要となる
。
【０００４】
　本明細書において、「特定色」とは、記憶色のように、個別に色彩調整される色である
。
【０００５】
　色彩調整に関し、特許文献１は、色相成分と彩度成分とを示す色度平面内で、基準色度
との差に応じて重み係数を決定し、重み係数に応じて色彩調整を行う技術を開示している
。
【０００６】
　また、特許文献２は、指定色相との近似度を表す特色度ｈｃを求め、入力（Ｒ，Ｇ，Ｂ
）に対する調整係数を（ａ１，ａ２，ａ３）とし、調整された出力を（Ｒ’，Ｇ’，Ｂ’
）とすると、（Ｒ’，Ｇ’，Ｂ’）＝（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＋ｈｃ×（ａ１，ａ２，ａ３）
となる色彩調整を行う技術を開示している（記号「×」は、乗算記号）。
【０００７】
　特許文献１と特許文献２が開示する技術を用いて色彩調整を行う場合、特定色は予め固
定値として設定されている。しかしながら、入力画像中の肌色、青空等の特定色は、照明
や撮影シーンの条件（明るい照明か暗い照明か、昼の景色か夜の景色かなどの条件）によ
り、色空間上での分布が異なる。したがって、固定的な特定色の設定では、照明や撮影シ
ーンの条件が異なる入力画像に対して、すべてを所望の色へ調整することが困難である。
【０００８】
　さらに、特許文献３は、図１９に示す色補正装置１を開示している。図１９に示す従来
の色補正装置１は、代表色抽出手段２、色補正パラメータ決定手段３、色補正処理手段４
、対象物色情報記憶メモリ５、色抽出パラメータ記憶メモリ６、及び、対象物選択手段７
を備える。対象物色情報記憶メモリ５は、特定対象物の色分布可能範囲を分割して得られ
る分割色領域とその分布頻度を格納する。色抽出パラメータ記憶メモリ６は、分割色領域
ごとに与えられる色補正パラメータを格納している。代表色抽出手段２は、対象物色情報
記憶メモリ５に格納されている分割色領域を参照して、入力画像の代表色を抽出し、色補
正パラメータ決定手段３は、色抽出パラメータ記憶メモリ６に格納されている色補正パラ
メータを参照して、入力画像に対する色補正パラメータを決定し、色補正処理手段４は色
補正処理を行う。
【０００９】
　図１９に示す色補正装置１では、肌色を特定色として補正する場合、予め設定された特
定色候補範囲の中に存在する画素の分布を色空間上にマッピングして、頻度が高い色を特
定色とすることで、照明条件等の影響を少なくしている。しかし、肌色系統の色は自然界
にいくらでも存在するため、面積の比較的大きい領域の肌色に近い色を、特定色と誤って
識別するなどの問題点がある。
【特許文献１】特開平６－７８３２０号公報
【特許文献２】特開平１０－１９８７９５号公報
【特許文献３】特開２００１－９２９５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで本発明は、照明や撮影シーンの条件が変化しても、撮影された入力画像を所望の
色へ調整することができる色彩調整装置及び方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の発明に係る色彩調整装置は、入力されたカラー画像から、カラー画像の特徴を表
現する値を画像特徴量として取得する画像特徴量取得手段と、画像特徴量に基づいて、カ
ラー画像に応じて定められる特定色を含む色空間における任意の領域を、特定色領域とし
て求める特定色領域決定手段と、カラー画像の入力色の内、特定色領域中に存在する入力
色を補正する色補正手段とを備える。
【００１２】
　この構成によれば、入力画像の色分布に影響を与える画像特徴量に基づいて、肌色、青
空色、緑色などの特定色領域が定められるので、画像中に特定色に近い色をした面積が比
較的大きいオブジェクトがあっても、そのオブジェクトの色を特定色と誤認することが防
止できる。その結果、どのようなカラー画像に対しても、画質が良好な色彩調整を実行で
きる。
【００１３】
　第２の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量取得手段は、画像特徴量の算出対象と
なる色成分が色空間において分布可能な範囲を色空間分布可能範囲として格納する第１記
憶手段と、入力色が第１記憶手段に格納されている色空間分布可能範囲に含まれるか否か
を判定し、入力色が色空間分布可能範囲に含まれる場合は、入力色を選択して出力する選
択手段と、選択手段が出力した入力色を用いて、画像特徴量を演算する特徴量演算手段と
を有する。
【００１４】
　この構成によれば、入力画像の入力色を、予め定めた画像特徴量の算出対象となる色成
分の色空間における分布可能範囲と比較して、その結果から入力画像の特徴量を取得でき
る。したがって、入力画像の撮影条件などの付加情報がなくても、好適な色彩調整を実行
できる。
【００１５】
　第３の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量取得手段は、画像特徴量の算出対象と
なる画素が画面上において分布し得る範囲を画面分布可能範囲として格納する第２記憶手
段と、画面上の被調整対象画素が、第２記憶手段に格納されている画面分布可能範囲に含
まれるか否かを判定し、被調整対象画素が画面分布可能範囲に含まれる場合は、被調整対
象画素の入力色を選択して出力する選択手段と、選択手段が出力した入力色を用いて、画
像特徴量を演算する特徴量演算手段とを有する。
【００１６】
　この構成によれば、入力画像の画面上の特定の領域の入力色から画像特徴量を演算でき
る。したがって、例えば、テレビ電話などの中央に顔が映し出される画像に対して、特定
の領域を画面の中央付近に設定すれば、簡便にして好適な色彩調整を実行できる。
【００１７】
　第４の発明に係る色彩調整装置では、特定色領域決定手段は、基準となる被調整対象物
像の色空間における領域を特定色基準領域として格納する特定色基準領域記憶手段と、特
定色基準領域記憶手段に格納されている特定色基準領域を、画像特徴量に基づいて、特定
色領域に変換する特定色領域変換手段とを有する。
【００１８】
　第５の発明に係る色彩調整装置では、特定色領域決定手段は、画像特徴量に基づいて、
特定色を中心とした広がりのある領域に対して、特定色らしさを表す重み係数を用いて特
定色領域を決定する。
【００１９】
　これらの構成によれば、予め定められた基準となる特定色とその近傍の領域を、画像特
徴量に基づいて特定色領域に変換することにより、入力画像の入力色を特定色についての
み、誤認なく色彩調整できる。
【００２０】
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　第６の発明に係る色彩調整装置では、色補正手段は、入力色と特定色との類似度を示す
類似度係数を、特定色領域決定手段が求めた特定色領域を表す重み係数を用いて演算し、
特定色領域中に存在する入力色を、類似度係数と所定の調整量とを用いて補正する。
【００２１】
　第７の発明に係る色彩調整装置では、所定の調整量は、輝度軸に沿った調整量と、彩度
軸に沿った調整量と、色相軸に沿った調整量とで与えられ、色補正手段は、類似度係数を
用いて、特定色領域中に存在する入力色を、輝度、彩度、及び、色相についてそれぞれ補
正する。
【００２２】
　これらの構成によれば、入力画像の入力色の特定色らしさを考慮して、入力画像を自然
な形で色彩調整できる。
【００２３】
　第８の発明に係る色彩調整装置では、色補正手段は、色補正手段の出力画像が表示され
る視環境に関する視環境情報に基づいて、入力色を補正する。
【００２４】
　この構成によれば、出力画像が表示される視環境の状態、例えば、明るさの程度を、視
環境情報として取り込み、その情報に基づいて、入力色を補正することができる。
【００２５】
　第９の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量は、カラー画像の入力色の統計量に基
づいて定められる。
【００２６】
　第１０の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量は、カラー画像の平均輝度と色温度
のうちの少なくとも一つである。
【００２７】
　これらの構成によれば、撮影条件、照明条件などによって輝度や色温度が変化している
入力画像に対しても、入力色を統計処理することにより、適正な画像特徴量を抽出できる
。その結果、どのようなカラー画像に対しても、画質が良好な色彩調整を実行できる。
【００２８】
　第１１の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量は、カラー画像の撮影情報や編集情
報などの付加情報により変更される。
【００２９】
　第１２の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量は、カラー画像の放送、ＤＶＤ、静
止画などの種類を表すソース情報により変更される。
【００３０】
　これらの構成によれば、与えられた付加情報またはソース情報を参照して、適正な画像
特徴量を抽出できる。その結果、どのようなカラー画像に対しても、画質が良好な色彩調
整を比較的簡便に実行できる。
【００３１】
　第１３の発明に係るの色彩調整装置では、重み係数は、色空間における特定色において
最大値をとり、特定色から離れるにつれ最大値から減少する特性を有する。
【００３２】
　第１４の発明に係る色彩調整装置では、重み係数は、輝度軸に沿った重み係数と、彩度
軸に沿った重み係数と、色相軸に沿った重み係数とで定められる。
【００３３】
　これらの構成によれば、特定色を中心にした、理にかなった重み係数を用いることがで
きる。
【００３４】
　第１５の発明に係る色彩調整装置は、ユーザが入力色の補正の程度を選択できる補正量
選択手段をさらに備える。
【００３５】
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　第１６の発明に係る色彩調整装置では、補正量選択手段は、特定色領域決定手段が求め
た特定色領域の広がりの程度を変更する。
【００３６】
　第１７の発明に係る色彩調整装置では、補正量選択手段は、色補正手段が求めた入力色
の補正の程度を変更する。
【００３７】
　これらの構成によれば、ユーザの好みに合わせて色彩調整の程度を設定できるので、色
彩調整後の画像に対して、ユーザの高い満足度が得られる。
【００３８】
　第１８の発明に係る色彩調整装置は、ユーザが、予め設定されている複数の指定地域の
内の一つを選択して、特定色を指定地域との関連において調整できる地域指定手段をさら
に備える。
【００３９】
　この構成によれば、本発明の色彩調整装置が使用される地域を、ユーザが指定すること
により、ユーザの民族性や地域性に合致した記憶色を特定色として指定することが可能と
なる。その結果、色彩調整後の画像に対して、世界各地のユーザのより高い満足度が得ら
れる。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明によれば、照明や撮影シーンの条件が変化しても、撮影された入力画像を所望の
色へ調整することが容易である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１は本発明の実施の形態１における色彩調整装置のブロック図である。
【図２】図２は本発明の実施の形態１において用いる色空間（ｙ、ｃ、ｈ）と特定色領域
を表す図である。
【図３】図３（ａ）は本発明の実施の形態１の色相についての重み係数ｋｈの例示図であ
る。図３（ｂ）本発明の実施の形態１の彩度についての重み係数ｋｃの例示図である。図
３（ｃ）本発明の実施の形態１の輝度についての重み係数ｋｈの例示図である。
【図４】図４は本発明の実施の形態１における重み係数ｋｈの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限
Ｐ３と画像特徴量Ｑの関係図である。
【図５】図５は本発明の実施の形態１における特定色領域決定手段のブロック図である。
【図６】図６は本発明の実施の形態２における色彩調整装置のブロック図である。
【図７】図７は本発明の実施の形態２における色空間分布可能範囲ＡＱを示す図である。
【図８】図８は本発明の実施の形態２における別の色空間分布可能範囲ＡＱを示す図であ
る。
【図９】図９は本発明の実施の形態３における色彩調整装置のブロック図である。
【図１０】図１０は本発明の実施の形態３における画面分布可能範囲ＢＱを示す図である
。
【図１１】図１１は本発明の実施の形態３における別の画面分布可能範囲ＢＱを示す図で
ある。
【図１２】図１２は本発明の実施の形態４における色彩調整装置のブロック図である。
【図１３】図１３は本発明の実施の形態４におけるソース情報と重み係数αの対応を示す
図である。
【図１４】図１４は本発明の実施の形態４におけるユーザが選択した調整量と調整重み係
数β、γの関係を示す図である。
【図１５】図１５は本発明の実施の形態５における色彩調整装置のブロック図である。
【図１６】図１６は本発明の実施の形態５における地域指定と特定色の関係図である。
【図１７】図１７は本発明の実施の形態６における色彩調整装置のブロック図である。
【図１８】図１８は本発明の実施の形態７における色彩調整装置試験用のカラーパッチの
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例示図である。
【図１９】図１９は従来の色補正装置のブロック図である。
【符号の説明】
【００４２】
１　色補正装置
２　代表色抽出手段
３　色補正パラメータ決定手段
４　色補正処理手段
５　対象物色情報記憶メモリ
６　色抽出パラメータ記憶メモリ
７　対象物選択手段
１０　画像特徴量取得手段
１１　選択手段
１２　特徴量演算手段
１３　第１記憶手段
１４　第２記憶手段
２０　特定色領域決定手段
２１　特定色基準領域記憶手段
２２　特定色領域変換手段
３０　色補正手段
４０　調整量選択手段
４２　地域指定手段
５０　画面
６０ａ、６０ｂ、６０ｃ　カラーパッチ
８０　画像データ入力端子
８１　付加情報入力端子
８２　視環境情報入力端子
９０　画像データ出力端子
１００、２００、３００、４００、５００、６００　色彩調整装置
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　次に、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。
【００４４】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における色彩調整装置１００のブロック図である。本形
態の色彩調整装置１００は、画像特徴量取得手段１０、特定色領域決定手段２０、及び、
色補正手段３０を備える。
【００４５】
　画像データ入力端子８０には入力画像が入力され、付加情報入力端子８１には、入力画
像の制作状況（照明条件、撮影条件、複写条件、記録再生条件など）を表現する付加情報
が入力される。
【００４６】
　画像特徴量取得手段１０は、入力された入力画像それ自身から、入力画像の平均輝度、
色温度などを画像特徴量として算出する。または、付加情報から、入力された入力画像の
平均輝度、色温度などを画像特徴量として取得する。
【００４７】
　特定色領域決定手段２０は、画像特徴量取得手段１０が出力した画像特徴量に基づいて
、特定色領域を決定する。
【００４８】
　色補正手段３０は、特定色領域決定手段２０が出力した特定色領域を参照して、入力画
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像の入力色と特定色との類似度を算出する。次に、算出した類似度に基づいて、入力画像
の入力色を、特定色について色彩調整し、画像データ出力端子９０に出力画像として出力
する。
【００４９】
　このように、本形態の色彩調整装置１００は、カラー画像の入力色に対し、少なくとも
１つの特定色についての色彩調整を実行する。
【００５０】
　以下の説明において、本形態の色彩調整装置１００では、入力画像のデータは、輝度信
号と色差信号であるＹＣｂＣｒ信号を極座標表示した値（ｙ，ｃ，ｈ）で与えられるもの
とする。すなわち、色空間（ｙ、ｃ、ｈ）は、図２に示すように、輝度ｙ、彩度ｃ、色相
ｈの３成分によって定義される。図２は、本発明の実施の形態１において用いる色空間（
ｙ、ｃ、ｈ）と特定色領域を表す図である。
【００５１】
　また、本発明で言う「特定色」とは、色空間（ｙ、ｃ、ｈ）上のある点（代表値）を表
し、「特定色領域」とは、色空間（ｙ、ｃ、ｈ）上で特定色の代表値を中心とした広がり
を持った領域のことを指す。例えば、図２に示す領域ＳＱが、これに相当する。
【００５２】
　「画像特徴量」とは、入力画像の色分布に影響を与えている因子である。一般に、画像
の色分布は、撮影条件（入力機器の種類や照明の明るさなど）、伝送条件、あるいは、記
録再生条件により、実際の被写体の色分布とは異なっている。
【００５３】
　例えば、屋内照明の明るさは数百ルクスであるが、屋外の明るさは数万ルクスにも達し
、照明下における物体の明るさは、屋内照明の明るさの数千～数万倍にもなり得る。従っ
て、画像の明るさレベルは、通常、入力機器により入力ダイナミックレンジに正規化され
ている。また、照明の色温度により、入力画像の色分布は大きく変動し、入力機器により
補正されることが多い。つまり、入力画像の明るさに対する正規化の程度や、色温度に対
する補正の程度は、入力画像が制作されるときの条件により様々である。
【００５４】
　従って、本発明では、被写体の色分布と入力画像の色分布との違いに影響を与える値、
すなわち、カラー画像の色空間における特徴を、画像特徴量として取得し、取得した画像
特徴量に基づいて、色彩調整の対象となる特定色を決定する。画像特徴量は、種々の量を
取りうるが、本形態では、入力画像の平均輝度から求めている。
【００５５】
　本形態の画像特徴量取得手段１０は、入力画像の輝度ｙから入力画像の画像特徴量Ｑを
計算する。画像特徴量Ｑは、（数１）の演算により、入力画像１フレームごとの統計量で
ある平均輝度として求められる。ここで、定数「ｎ」は、１フレームを構成する画素数、
変数「ｙｉ」は、ｉ番目の画素の輝度ｙである。
【００５６】
【数１】

【００５７】
　図１に示す特定色領域決定手段２０は、画像特徴量Ｑに基づいて、色空間において特定
色を中心とした広がりのある領域を、特定色らしさを有する特定色領域として定義する。
すなわち、特定色領域は、特定色らしさを表す重み係数ｋを用いて表現する。図３（ａ）
は、本発明の実施の形態１の色相についての重み係数ｋｈの例示図であり、図３（ｂ）は
、同じく彩度についての重み係数ｋｃの例示図であり、図３（ｃ）は、同じく輝度につい
ての重み係数ｋｙの例示図である。図３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、図２に示す色空間（
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ｙ、ｃ、ｈ）の各主軸について示したものである。
【００５８】
　本形態では、色相についての重み係数ｋｈが、色彩を調整する上で重要な意味を有する
。本形態では、肌色を特定色（ｙｘ，ｃｘ，ｈｘ）としており、色相軸において、肌色に
相当する中心Ｐ１（ｈ＝ｈｘ）において、重み係数ｋｈは、最大値「１」となり、色相軸
において、この中心Ｐ１から離れた下限Ｐ２と上限Ｐ３において、重み係数ｋｈは、最小
値「０」となる。
【００５９】
　すなわち、特定色領域決定手段２０は、色相が、特定色（ｙｘ，ｃｘ，ｈｘ）の色相ｈ
ｘと一致する場合は、重み係数ｋｙを最大値「１」とし、特定色から下限Ｐ２側、あるい
は、特定色から上限Ｐ３側に、離れるにつれて、重み係数ｋｈは、なだらかに減少するよ
うに定める。
【００６０】
　図４は、本発明の実施の形態１における重み係数ｋｈの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３
と画像特徴量Ｑの関係図である。重み係数ｋｈの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３は、画像
特徴量Ｑの関数として、図４のように与えられる。すなわち、画像特徴量Ｑに対応して、
重み係数ｋｈの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３が決定され、その結果、特定色領域が一意
に決定される。図４に示すように、画像特徴量Ｑを有する入力画像の平均輝度が増すに従
い、特定色領域は、より高い色相の領域に移動していることが分かる。
【００６１】
　図１に示す特定色領域決定手段２０は、色相ｈと同様に、彩度ｃ及び輝度ｙについても
、図３（ｂ）及び図３（ｃ）にそれぞれ示すように、彩度についての重み係数ｋｃと輝度
についての重み係数ｋｙを定める。
【００６２】
　特定色領域決定手段２０は、以上のように、各重み係数ｋｙ，ｋｃ，ｋｈを定めた後、
次の（数２）により、入力色の色補正に使用する出力重み係数ｋを定める。
【００６３】
【数２】

【００６４】
ここに、記号「×」は、乗算演算子である。
【００６５】
　このように、特定色領域は、画像特徴量Ｑの関数としての、輝度軸に沿った重み係数ｋ
ｙと、彩度軸に沿った重み係数ｋｃと、色相軸に沿った重み係数ｋｈとを用いて、決定さ
れる。
【００６６】
　なお、特定色領域決定手段２０は、特定色領域を決定する出力重み係数ｋとして、（数
２）のような関数を必ずしも用いなくても良い。代わりに、特定色領域決定手段２０は、
出力重み係数ｋとして、特定色からの色空間における距離が離れるにつれて、その値が減
少するような係数を与えることができれば実用上十分である。
【００６７】
　また、肌色、青空色、緑色等の基準となる特定色領域の座標値と、それに対応する重み
係数とを予めルックアップテーブルに記憶しておき、画像特徴量Ｑを考慮して、座標値を
与えることにより、対応する重み係数を取得できる重み係数用のルックアップテーブルを
採用することも可能である。この方法によれば、３次元色空間上で自由な形状の領域を特
定色領域とすることができ、好適である。
【００６８】
　図５は、本発明の実施の形態１における特定色領域決定手段２０のブロック図である。
図５に示すように、特定色領域決定手段２０は、特定色基準領域記憶手段２１と特定色領
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手段２１と特定色領域変換手段２２とに、分担させることができる。
【００６９】
　この場合、特定色基準領域記憶手段２１は、図４に示す画像特徴量Ｑが、基準となる基
準画像特徴量Ｑ０の位置での重み係数ｋｈの基準中心Ｐ０１、基準下限Ｐ０２、基準上限
Ｐ０３の値を、色彩に関する特定色基準領域として格納している。同様に、特定色基準領
域記憶手段２１は、彩度ｃ及び輝度ｙについての基準値をそれぞれ、彩度に関する特定色
基準領域及び輝度に関する特定色基準領域として格納している。
【００７０】
　また、特定色領域変換手段２２は、特定色基準領域記憶手段２１に格納されている特定
色基準領域を参照しつつ、上述した特定色領域決定手段２０が行うその他の機能を分担す
る。
【００７１】
　次に、図１に示す色補正手段３０は、まず、特定色領域を参照して、入力画像の入力色
と特定色との類似度を算出する。すなわち、特定色に対する類似度を表す特定色類似度係
数は、入力色が特定色と等しいとき最大値をとり、色空間上で入力色が特定色から離れる
につれ、特定色領域を定義している重み係数に従い減少し、特定色領域外では、「０」と
なる特性を有する。言い換えれば、特定色類似度係数は、入力色が特定色領域内にあると
きは、特定色領域を定義している色相についての重み係数ｋｈ、彩度についての重み係数
ｋｃ、及び、色相についての重み係数ｋｈによって与えられる出力重み係数ｋ（（数２）
）に比例し、特定色領域外では、「０」である。
【００７２】
　色補正手段３０は、特定色類似度係数に上述した出力重み係数ｋを用いて、入力色を特
定色に関して補正する。（この場合、特定色類似度係数と出力重み係数ｋとは、１対１の
比例関係にあるとしている。）すなわち、色補正手段３０は、特定色に対する調整量を特
定色調整量δ（δｙ，δｃ，δｈ）として設定して、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）に対する補正
後の出力色（ｙ’，ｃ’，ｈ’）を、次の３式（（数３）～（数５））にしたがって演算
する。
【００７３】
【数３】

【００７４】
【数４】

【００７５】
【数５】

【００７６】
　特定色類似度係数（本形態では、出力重み係数ｋに等しい）と特定色調整量δとは、上
述したような演算で求めることもできるが、ルックアップテーブルを利用して求めた方が
、処理を高速化でき、好適である。ルックアップテーブルを利用する場合、（数３）～（
数５）の演算は、それぞれ、（数６）～（数８）に置き換える。
【００７７】
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【数６】

【００７８】
【数７】

【００７９】
【数８】

【００８０】
　（数６）～（数８）において、ｋＬＵＴ（ｙ、ｃ、ｈ）は、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）を引
数として、特定色類似度係数ｋＬＵＴがルックアップテーブルから求まることを表す。δ
ｙＬＵＴ（ｙ、ｃ、ｈ）は、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）を引数として、特定色調整量δの輝度
成分δｙＬＵＴがルックアップテーブルから求まることを表す。δｃＬＵＴ（ｙ、ｃ、ｈ
）は、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）を引数として、特定色調整量δの彩度成分δｃＬＵＴがルッ
クアップテーブルから求まることを表す。δｈＬＵＴ（ｙ、ｃ、ｈ）は、入力色（ｙ，ｃ
，ｈ）を引数として、特定色調整量δの色相成分δｈＬＵＴがルックアップテーブルから
求まることを表す。
【００８１】
　以上説明した実施の形態１の色彩調整装置１００は、次の効果を有している。
【００８２】
　（効果１）入力画像に照明条件の変動（明るい照明か、暗い照明か）や、撮影条件の変
化（昼のシーンか、夜のシーンか）等がある場合でも、本形態の色彩調整装置１００は、
入力画像を容易に所望の色へ調整することができる。
【００８３】
　（効果２）本形態の色彩調整装置１００は、入力画像中の面積が比較的広く特定色と同
系統の色を持った領域を、特定色の領域と誤認することがない。
【００８４】
　（効果３）本形態の色彩調整装置１００は、入力画像に応じて、特定色領域を自動的に
決定するため、動画像をリアルタイムに調整することができる。
【００８５】
　（効果４）本形態の色彩調整装置１００では、照明条件の変動等を強制的に抑制するた
めに、あらかじめ入力画像のホワイトバランス校正、ゲインコントロール等を行う必要が
ない。従って、画像製作者の照明条件等の意図を保持したまま、記憶色等の特定色を所望
の色へ調整できる。
【００８６】
　なお、本形態の色彩調整装置１００では、画像特徴量として輝度の平均値を用いたが、
平均値ではなく、最大値、最頻出値、分散値等、輝度に関する他の統計情報を用いてもよ
い。
【００８７】
　また、本形態の色彩調整装置１００では、画像特徴量として輝度に関する統計量を用い
たが、彩度、色相、色温度、ＲＧＢ値等、入力色から変換可能な色情報であれば他の統計
量を用いてもよい。たとえば、色温度を用いることにより、夕焼けなどのシーンの色温度
に応じた特定色の調整が可能となる。また、輝度、色温度等、複数の統計量を画像特徴量
として用いても良い。
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【００８８】
　本形態の色彩調整装置１００では、画像特徴量は、画像１フレームごとに更新されてい
るが、数フレームに１回更新してもよい。あるいは、画像特徴量は、フレームの変化に対
し、緩やかに追従するように、再帰型フィルタ等を用いて更新してもよい。画像特徴量を
緩やかに追従させることにより、調整量の急激な変化を抑え、調整による動画像のちらつ
きを抑制できる。
【００８９】
　また、本形態の色彩調整装置１００では、数フレームを先読みして画像特徴量を取得し
、その中の１フレームのみが他と異なる画像特徴量を示す場合には、そのフレームに対し
て、特定色領域を変更しないようにすることもできる。この結果、調整量の急激な変化を
抑え、調整による動画像のちらつきを抑制できる。
【００９０】
　さらに、本形態の色彩調整装置１００では、画像特徴量を再帰型フィルタ等を用いて更
新するのではなく、特定色領域を再帰型フィルタ等を用いて更新しても良い。このように
しても、調整量の急激な変化を抑え、調整による動画像のちらつきを抑制できる。
【００９１】
　本形態の色彩調整装置１００では、色補正手段３０は、少なくとも１フレーム分のバッ
ファを持っていても良い。フレームバッファを持ち、色補正を１フレームだけ遅延させる
ことにより、ある時点の特定色領域を決定する条件となったフレームと、色補正を行うフ
レームとを一致させることが可能となる。
【００９２】
　本形態の特定色領域は、肌色だけであったが、特定色領域は、青空色や緑色等をさらに
含む複数の領域であっても良い。
【００９３】
　本形態の画像特徴量は、入力画像の統計情報より求めたが、入力画像の撮影情報や編集
情報などの付加情報があれば、その付加情報を画像特徴量として用いても良い。
【００９４】
　なお、本形態の色彩調整装置１００は、色空間としてＹＣｂＣｒ色空間を用いたが、色
空間は、ＲＧＢ，ＣＭＹＫ，ＣＩＥ－ＬＡＢ，ＨＳＶ等の他の色空間を用いても良い。例
えば、ＣＩＥ－ＬＡＢ色空間を用いる場合、色空間における距離と人間が感じる色の差異
の度合いが比例するため、特定色領域を決定するのが簡単になる。また、ＹＣｂＣｒやＨ
ＳＶなどの輝度、彩度、色相の３属性であらわされる色空間を用いる場合、ユーザにとっ
て調整量が直感的であるので、調整量を決定するのが簡単になる。
【００９５】
　（実施の形態２）
　図６は、本発明の実施の形態２における色彩調整装置２００のブロック図である。図６
において、図１と同様な構成要素については、同一の符号を付すことにより、説明を省略
する。
【００９６】
　本形態の色彩調整装置２００は、画像特徴量取得手段１０、特定色領域決定手段２０、
及び、色補正手段３０を備え、画像特徴量取得手段１０は、選択手段１１、特徴量演算手
段１２、及び、第１記憶手段１３を有する。
【００９７】
　本形態の色彩調整装置２００の画像特徴量取得手段１０について、以下に詳しく説明す
る。
【００９８】
　第１記憶手段１３は、画像特徴量の算出対象となる色成分が色空間（ｙ、ｃ、ｈ）にお
いて分布し得る範囲を、色空間分布可能範囲として格納している。図７は、本発明の実施
の形態２における色空間分布可能範囲ＡＱを示す。図７に示す色空間分布可能範囲ＡＱは
、彩度が低く輝度が高い色空間の領域に設定されている。
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【００９９】
　選択手段１１は、第１記憶手段１３に格納されている色空間分布可能範囲ＡＱを参照し
て、画像データ入力端子８０から入力された入力画像の入力色が色空間分布可能範囲ＡＱ
にあるかどうかを判定する。選択手段１１は、その入力色が色空間分布可能範囲ＡＱにあ
ると判定した場合、その入力色を選択して、画像特徴量の算出対象の色成分として、特徴
量演算手段１２に出力する。
【０１００】
　特徴量演算手段１２は、選択手段１１から出力された入力色の輝度成分をもちいて、画
像特徴量Ｑを次式にしたがって演算する。
【０１０１】
【数９】

【０１０２】
ここで、変数「ｙｉ」は、選択手段１１より出力された入力色を有しているｉ番目の画素
の輝度であり、定数「ｍ」は、選択手段１１より出力された入力色を有している画素の総
数である。
【０１０３】
　本形態の色彩調整装置２００では、画像特徴量取得手段１０は、上述したように、入力
画像の入力色が色空間分布可能範囲ＡＱにあるかどうかを判定して、色空間分布可能範囲
ＡＱにある入力色を用いて画像特徴量Ｑを求める。特定色領域決定手段２０は、このよう
にして求めた画像特徴量Ｑを用いて、特定色領域を決定する。色補正手段３０は、特定色
領域決定手段２０によって決定された特定色領域を参照して、入力画像の入力色と特定色
との類似度を表す特定色類似度係数を算出し、入力色を特定色に関して補正する。特定色
領域決定手段２０と色補正手段３０の動作は、本発明の実施の形態１と同様であり、詳し
い説明は省略する。
【０１０４】
　本形態の色彩調整装置２００では、入力画像の色分布に影響を与える色彩は、彩度が低
く輝度が高いものと仮定して、色空間分布可能範囲ＡＱを、図７に示すように、彩度が低
く輝度が高い色空間の領域に設定している。従って、画像特徴量Ｑの算出には、色空間分
布可能範囲ＡＱの内部にある入力色のみを用いた統計情報（（数９）により算出された平
均値）を利用しており、その結果、画像特徴量Ｑの算出精度が向上し、良好な色彩調整を
行うことが可能となっている。例えば、黒っぽい大きな被写体の像が画面の大半を占めて
いる場合において、本形態の色彩調整装置２００では、その像以外の明るい部分の画像の
みから、画像特徴量Ｑを算出することができるので、画像特徴量Ｑの算出精度が向上する
。
【０１０５】
　なお、本形態の色彩調整装置２００では、入力画像の色分布に影響を与え色彩は、彩度
が低く輝度が高いと仮定しているが、色空間分布可能範囲ＡＱは、これに限定されるもの
ではなく、画像特徴量Ｑの精度を向上させる他の仮定に基づいてもよい。例えば、図８に
示すように、高輝度の色空間に彩度と色相に無関係に色空間分布可能範囲ＡＱを設定する
こともできる。こうすることによって、画像特徴量取得手段１０は、入力画像の入力色が
、色空間分布可能範囲ＡＱにあるかどうかの判定を、輝度成分のみを用いて行うことがで
き、処理が簡単になる。
【０１０６】
　（実施の形態３）
　図９は、本発明の実施の形態３における色彩調整装置３００のブロック図である。図９
において、図１と同様な構成要素については、同一の符号を付すことにより、説明を省略
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する。
【０１０７】
　本形態の色彩調整装置３００は、画像特徴量取得手段１０、特定色領域決定手段２０、
及び、色補正手段３０を備え、画像特徴量取得手段１０は、選択手段１１、特徴量演算手
段１２、及び、第２記憶手段１４を有する。
【０１０８】
　本形態の色彩調整装置３００の画像特徴量取得手段１０について、以下に詳しく説明す
る。
【０１０９】
　第２記憶手段１４は、画像特徴量の算出対象となる画素が画面上において分布し得る範
囲を、画面分布可能範囲として格納している。図１０は、本発明の実施の形態３における
画面分布可能範囲ＢＱを示す。図１０に示す例では、画面分布可能範囲ＢＱは、画面５０
の中央部分の円形の領域に設定されている。この領域は、テレビ電話などの画像において
、人物の顔の像が比較的多く位置する領域である。
【０１１０】
　選択手段１１は、第２記憶手段１４に格納されている画面分布可能範囲ＢＱを参照して
、画像データ入力端子８０から入力された入力画像の画素が画像分布可能範囲ＢＱにある
かどうかを判定し、入力画像の画素が画像分布可能範囲ＢＱにあると判定された場合、そ
の画素の入力色を選択して特徴量演算手段１２に出力する。
【０１１１】
　特徴量演算手段１２は、選択手段１１から出力された入力色の輝度成分を用いて、画像
特徴量Ｑを次の（数１０）にしたがって算出する。
【０１１２】
【数１０】

【０１１３】
ここで、変数「ｙｉ」は、選択手段１１より出力された入力色を有しているｉ番目の画素
の輝度であり、定数「ｍ」は、選択手段１１より出力された入力色を有している画素の総
数、すなわち、画像分布可能範囲ＢＱ内にある画素数である。
【０１１４】
　本形態の色彩調整装置３００では、入力画像の色分布に影響を与える色彩は、画面５０
の中央付近に集中していると仮定している。従って、画像特徴量Ｑの算出には、画面分布
可能範囲ＢＱの内部にある画素のみの入力色を用いた統計情報（（数１０）により算出さ
れた平均値）を利用しており、その結果、画像特徴量Ｑの算出精度が向上し、良好な色彩
調整を行うことが可能となっている。
【０１１５】
　なお、本形態の色彩調整装置３００では、入力画像の色分布に影響を与える色彩は、画
面５０の中央付近の円形部分に集中していると仮定しているが、画面分布可能範囲は、こ
れに限定されるものではなく、画像特徴量の精度を向上させる他の仮定に基づいてもよい
。例えば、図１１に示すように、画面５０の中央部分の矩形の領域を画面分布可能範囲Ｂ
Ｑに設定することもできる。こうすれば、画面分布可能範囲ＢＱに含まれる画素は、画素
の番号のみで容易に認識できて便利である。
【０１１６】
　（実施の形態４）
　図１２は、本発明の実施の形態４における色彩調整装置４００のブロック図である。図
１２において、図１と同様な構成要素については、同一の符号を付すことにより、説明を
省略する。
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【０１１７】
　本形態の色彩調整装置４００は、画像特徴量取得手段１０、特定色領域決定手段２０、
色補正手段３０、及び、調整量選択手段４０を備える。
【０１１８】
　本形態の色彩調整装置４００の付加情報入力端子８１には、付加情報として、入力画像
の種類（放送、ＤＶＤ、静止画などの種類）を示すソース情報が入力される。本形態の色
彩調整装置４００は、このソース情報を利用して、画像特徴量Ｑを算定する。その具体例
について以下に説明する。
【０１１９】
　ソース情報は、入力画像の種類を示している。入力画像の種類によって、画像特徴量Ｑ
を算定するための重み係数αが設定されている。図１３は、ソース情報と重み係数αの対
応を示す図である。入力画像のソースがＤＶＤならば、α＝１、Ｐｈｏｔｏ（写真）なら
ば、α＝０、放送ならば、α＝０．５である。
【０１２０】
　画像特徴量取得手段１０は、先ず、入力画像を基に、本発明の実施の形態１と同様な方
法で、入力画像の入力色の平均輝度を求め、画像特徴量Ｑを算定する。次に、画像特徴量
取得手段１０は、算定した画像特徴量Ｑと、平均画像特徴量Ｑａｖｅと、ソース情報から
求めた重み係数αとを用いて、修正画像特徴量Ｑ’を、次式にしたがって演算する。
【０１２１】
【数１１】

【０１２２】
ここに、平均画像特徴量Ｑａｖｅは、多くの入力画像から経験的に求めた平均的な画像特
徴量である。
【０１２３】
　このように、本形態の色彩調整装置４００は、入力画像のソースがディジタルカメラ等
の静止画（すなわち、ｐｈｏｔｏ）ならば、修正画像特徴量Ｑ’を入力画像の画像特徴量
Ｑと等しくし、入力画像のソースがＤＶＤならば、修正画像特徴量Ｑ’を平均画像特徴量
Ｑａｖｅに近い値に設定している。すなわち、本形態の色彩調整装置４００は、入力画像
のソースに応じて修正画像特徴量Ｑ’の変化幅を制限することにより、特定色領域の変化
量を抑制している。
【０１２４】
　次に、調整量選択手段４０の動作について説明する。本形態の色彩調整装置４００では
、ユーザは、調整量選択手段４０を使って、色彩調整の強弱を選択できる。
【０１２５】
　図１４は、ユーザが選択した調整量と調整重み係数β及び調整重み係数γの関係を示す
図である。ユーザが選択した色彩に関する調整量の「弱」、「中」、「強」に対応して、
調整重み係数β及び調整重み係数γが図１４に示すように設定される。
【０１２６】
　調整重み係数βは、調整量選択手段４０から特定色領域決定手段２０に送られ、調整重
み係数γは、調整量選択手段４０から色補正手段３０に送られる。
【０１２７】
　特定色領域決定手段２０は、調整量選択手段４０から送られてきた調整重み係数βを用
いて、特定色領域が定義される重み係数ｈｋの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３を修正する
。すなわち、特定色領域決定手段２０は、本発明の実施の形態１の図４に示した画像特徴
量Ｑを、本形態の画像特徴量取得手段１０がソース情報を基に算出した修正画像特徴量Ｑ
’と読み替えて、重み係数ｈｋの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３を、修正画像特徴量Ｑ’
の関数として決定する。さらに、特定色領域決定手段２０は、決定された重み係数ｈｋの
中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３を用いて、ユーザが選択した調整量を反映した新たな修正
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【０１２８】
【数１２】

【０１２９】

【数１３】

【０１３０】
　本形態の色彩調整装置４００では、ユーザが調整量として「弱」を選択すると、特定色
領域が狭まり、「強」を選択すると特定色領域が広がることになる。
【０１３１】
　色補正手段３０は、調整量選択手段４０から送られてきた調整重み係数γと、本発明の
実施の形態１で述べた特定色補正量δ（δｙ，δｃ，δｈ）とを用いて、（数１４）～（
数１６）にしたがって、新たな修正特定色補正量δ’（δｙ’，δｃ’，δｈ’）を求め
る。（数１４）は、修正特定色補正量の輝度成分に関する式であり、（数１５）は、修正
特定色補正量の彩度成分に関する式であり、（数１６）は、修正特定色補正量の色相成分
に関する式である。
【０１３２】

【数１４】

【０１３３】
【数１５】

【０１３４】
【数１６】

【０１３５】
　本形態の色彩調整装置４００では、ユーザが調整量として「弱」を選択すると、特定色
補正量が減少し、「強」を選択すると特定色補正量が増加することになる。
【０１３６】
　さらに、色補正手段３０は、上述したユーザの選択結果を反映した修正特定色領域を参
照して、入力画像の入力色の特定色に対する類似度である特定色類似度係数としての修正
出力重み係数ｋ’を求める。そして、色補正手段３０は、ユーザの選択結果を反映した、
修正特定色補正量δ’（δｙ’，δｃ’，δｈ’）と修正出力重み係数ｋ’とを用いて、
（数１７）～（数１９）にしたがって、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）を特定色に関して補正し、
補正後の出力色（ｙ’，ｃ’，ｈ’）を有する出力画像を画像データ出力端子９０に出力
する。
【０１３７】
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【数１７】

【０１３８】
【数１８】

【０１３９】
【数１９】

【０１４０】
　以上説明したように、本形態の色彩調整装置４００は、ソース情報を入力画像の付加情
報として取得し、入力画像のソースの種類により画像特徴量Ｑの変化幅を制限することに
より、特定色領域の変化量を抑制している。その結果、色彩調整装置４００では、特定色
領域の算出精度が向上し、良好な色彩調整を行うことができる。
【０１４１】
　さらに、本形態の色彩調整装置４００では、ユーザの選択により、特定色補正量だけで
はなく、特定色領域も修正されることにより、特定色領域の境界付近の入力色に対しての
補正が最適化され、より良好な色彩調整を行うことができる。
【０１４２】
　（実施の形態５）
　図１５は、本発明の実施の形態５における色彩調整装置５００のブロック図である。図
１５において、図１と同様な構成要素については、同一の符号を付すことにより、説明を
省略する。
【０１４３】
　本形態の色彩調整装置５００は、画像特徴量取得手段１０、特定色領域決定手段２０、
色補正手段３０、及び、地域指定手段４２を備える。
【０１４４】
　上述したように、本発明においては、「特定色」とは、記憶色のように、個別に色彩調
整される色を指している。肌色に代表されるような記憶色は、民族や地域等によって異な
ることが知られている。
【０１４５】
　本形態の色彩調整装置５００は、本装置が使用される地域を指定することにより、その
地域で好まれる記憶色を特定色として指定できる。
【０１４６】
　図１５と図１６を参照して、本形態の色彩調整装置５００の動作を概説する。
【０１４７】
　ユーザは、地域指定手段４２を使って、ユーザのいる地域を選択する。地域指定手段４
２には、予め、図１６に示すように、地域とその地域で好まれる特定色が関係付けられて
いる。すなわち、ユーザが「地域１」を指定すると、「特定色１」が自動的に選択され、
「特定色１」が地域指定手段４２から特定色領域決定手段２０に送られる。特定色領域決
定手段２０は、送られてきた「特定色１」に基づいて、特定色領域を決定する。
【０１４８】
　入力画像の入力色の補正に関するその後の動作は、本発明の実施の形態１と同様であり
、説明を省略する。
【０１４９】
　本形態の色彩調整装５００を、例えばテレビに搭載すると、このテレビは、世界の各地
でユーザの好む特定色を容易に設定できる。すなわち、ユーザは、本形態の地域指定手段
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れば、その後は、このテレビは、各種の入力画像に対して、常にユーザに好まれる色補正
を行って、画像を表示する。
【０１５０】
　このように、本形態の色彩調整装置５００によれば、ユーザの民族性や地域性に合致し
た記憶色を特定色として指定することが可能となる。その結果、色彩調整後の画像に対し
て、世界各地のユーザのより高い満足度が得られる。
【０１５１】
　（実施の形態６）
　図１７は、本発明の実施の形態６における色彩調整装置５００のブロック図である。図
１７において、図１と同様な構成要素については、同一の符号を付すことにより、説明を
省略する。
【０１５２】
　本形態の色彩調整装置６００は、本発明の実施の形態１で説明した色彩調整装置１００
に比べ、視環境情報入力端子８２をさらに備える。
【０１５３】
　視環境情報入力端子８２には、本形態の色彩調整装置６００の出力画像が表示され視聴
される環境に関する情報が、視環境情報として入力される。視環境情報は、具体的には、
視聴される環境の照明の明るさや照明の色温度などである。
【０１５４】
　色補正手段３０は、入力された視環境情報を基に、重み係数ａ（ａｙ、ａｃ、ａｈ）を
求める。
【０１５５】
　続いて、色補正手段３０は、求めた重み係数ａ（ａｙ、ａｃ、ａｈ）と、本発明の実施
の形態１で述べた特定色補正量δ（δｙ，δｃ，δｈ）とを用いて、（数２０）～（数２
２）にしたがって、新たな修正特定色補正量ε（εｙ，εｃ，εｈ）を求める。（数２０
）は、修正特定色補正量の輝度成分に関する式であり、（数２１）は、修正特定色補正量
の彩度成分に関する式であり、（数２２）は、修正特定色補正量の色相成分に関する式で
ある。
【０１５６】
【数２０】

【０１５７】
【数２１】

【０１５８】
【数２２】

【０１５９】
　さらに、色補正手段３０は、本発明の実施の形態１で述べた（数２）に示す入力色の色
補正に使用する出力重み係数ｋと上述した修正特定色補正量εを用いて、（数２３）～（
数２５）にしたがって、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）を特定色に関して補正し、補正後の出力色
（ｙ’，ｃ’，ｈ’）を有する出力画像を画像データ出力端子９０に出力する。
【０１６０】
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【数２３】

【０１６１】
【数２４】

【０１６２】
【数２５】

【０１６３】
　以上述べたように、視環境により出力される画像の見え方が異なる場合、例えば、同じ
物体の画像が電球照明下と蛍光灯照明下とで色の見え方が異なる場合でも、本形態の色彩
調整装置６００によれば、視環境情報を利用して入力画像の入力色を調整することにより
、より自然な色に見えるようになる。
【０１６４】
　なお、視環境情報による入力色の調整においては、調整を行う色と調整を行わない色と
を区別することも可能である。例えば、肌色は視環境情報にしたがって調整し、緑色と青
空色は調整しないようにすることもできる。
【０１６５】
　（実施の形態７）
　以上説明した、本発明の実施の形態１～６の色彩調整装置において、色彩調整が正常に
行われているかどうかを、簡便に試験できると好適である。
【０１６６】
　図１８は、本発明の実施の形態７における色彩調整装置試験用のカラーパッチの例示図
である。
【０１６７】
　図１８において、領域６１、６２、６３は、それぞれ色合いが異なる肌色１、肌色２、
肌色３で塗られた領域である。領域６４、６５、６６は、それぞれ色合いが異なる緑色１
、緑色２、緑色３で塗られた領域である。領域６７、６８、６９は、それぞれ色合いが異
なる青空色１、青空色２、青空色３で塗られた領域である。
【０１６８】
　図１８に示すカラーパッチ６０ａ、６０ｂ、６０ｃは、いずれも、前景に領域６１～６
９を有し、それぞれの背景が異なる明るさの色で塗られている。
【０１６９】
　本形態の色彩調整装置試験では、図１８に示すカラーパッチ６０ａ、６０ｂ、６０ｃそ
れぞれを入力画像として、被試験色彩調整装置に順次入力する。試験の結果、カラーパッ
チ６０ａ、６０ｂ、６０ｃの順に背景の明るさ（すなわち、平均輝度）が変化することに
伴って、色補正される領域（すなわち、特定色領域）が、領域６１、６２、６３の順に変
化することが観測できれば、色彩調整が正常に動作していることが確認できる。
【０１７０】
　本形態の色彩調整装置試験用のカラーパッチを用いれば、本発明の実施の形態１～６の
色彩調整装置１００～６００が、正常に動作しているかどうかを簡便に確認できる。
【０１７１】
　以上説明したように、本発明の趣旨は、照明や撮影シーンの条件が変化しても、撮影さ
れた入力画像を所望の色へ容易に調整することでききる色彩調整装置及び色彩調整方法を
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提供することにあるのであって、本発明の趣旨を逸脱しない限り、種々の適用が可能であ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１７２】
　本発明に係わる色彩調整装置は、例えば、テレビジョン装置、携帯端末、コンピュータ
画面、カラープリンタ等が備えるカラー表示装置と、その応用分野において好適に利用で
きる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】

【手続補正書】
【提出日】平成19年5月15日(2007.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力されたカラー画像から、前記カラー画像の特徴を表現する値を画像特徴量として取
得する画像特徴量取得手段と、
　前記画像特徴量に基づいて、前記カラー画像に応じて定められる特定色を含む色空間に
おける任意の領域を、特定色領域として求める特定色領域決定手段と、
　前記カラー画像の入力色の内、前記特定色領域中に存在する入力色を補正する色補正手
段とを備える色彩調整装置。
【請求項２】
　前記画像特徴量取得手段は、前記画像特徴量の算出対象となる色成分が色空間において
分布し得る範囲を色空間分布可能範囲として格納する第１記憶手段と、
　前記入力色が前記第１記憶手段に格納されている前記色空間分布可能範囲に含まれるか
否かを判定し、前記入力色が前記色空間分布可能範囲に含まれる場合は、前記入力色を選
択して出力する選択手段と、
　前記選択手段が出力した前記入力色を用いて、前記画像特徴量を演算する特徴量演算手
段とを有する、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項３】
　前記画像特徴量取得手段は、前記画像特徴量の算出対象となる画素が画面上において分
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布し得る範囲を画面分布可能範囲として格納する第２記憶手段と、
　前記画面上の被調整対象画素が、前記第２記憶手段に格納されている前記画面分布可能
範囲に含まれるか否かを判定し、前記被調整対象画素が前記画面分布可能範囲に含まれる
場合は、前記被調整対象画素の入力色を選択して出力する選択手段と、
　前記選択手段が出力した前記入力色を用いて、前記画像特徴量を演算する特徴量演算手
段とを有する、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項４】
　前記特定色領域決定手段は、基準となる被調整対象物像の色空間における領域を特定色
基準領域として格納する特定色基準領域記憶手段と、
　前記特定色基準領域記憶手段に格納されている前記特定色基準領域を、前記画像特徴量
に基づいて、前記特定色領域に変換する特定色領域変換手段とを有する、請求の範囲第１
項記載の色彩調整装置。
【請求項５】
　前記特定色領域決定手段は、前記画像特徴量に基づいて、特定色を中心とした広がりの
ある領域に対して、特定色らしさを表す重み係数を用いて前記特定色領域を決定する、請
求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項６】
　前記色補正手段は、前記入力色と前記特定色との類似度を示す類似度係数を、前記特定
色領域決定手段が求めた前記特定色領域を表す重み係数を用いて演算し、前記特定色領域
中に存在する前記入力色を、前記類似度係数と所定の調整量とを用いて補正する、請求の
範囲第５項記載の色彩調整装置。
【請求項７】
　前記所定の調整量は、輝度軸に沿った調整量と、彩度軸に沿った調整量と、色相軸に沿
った調整量とで与えられ、前記色補正手段は、前記類似度係数を用いて、前記特定色領域
中に存在する前記入力色を、輝度、彩度、及び、色相についてそれぞれ補正する、請求の
範囲第６項記載の色彩調整装置。
【請求項８】
　前記色補正手段は、前記色補正手段の出力画像が表示される視環境に関する視環境情報
に基づいて、前記入力色を補正する、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項９】
　前記画像特徴量は、前記カラー画像の入力色の統計量に基づいて定められる、請求の範
囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項１０】
　前記画像特徴量は、前記カラー画像の平均輝度と色温度のうちの少なくとも一つである
、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項１１】
　前記画像特徴量は、前記カラー画像の撮影情報や編集情報などの付加情報により変更さ
れる、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項１２】
　前記画像特徴量は、前記カラー画像の放送、ＤＶＤ、静止画などの種類を表すソース情
報により変更される、請求の範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項１３】
　前記重み係数は、色空間における前記特定色において最大値をとり、前記特定色から離
れるにつれ前記最大値から減少する特性を有する、請求の範囲第５項記載の色彩調整装置
。
【請求項１４】
　前記重み係数は、輝度軸に沿った重み係数と、彩度軸に沿った重み係数と、色相軸に沿
った重み係数とで定められる、請求の範囲第５項記載の色彩調整装置。
【請求項１５】
　ユーザが前記入力色の補正の程度を選択できる補正量選択手段をさらに備える、請求の
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範囲第１項記載の色彩調整装置。
【請求項１６】
　前記補正量選択手段は、前記特定色領域決定手段が求めた前記特定色領域の広がりの程
度を変更する、請求の範囲第１５項記載の色彩調整装置。
【請求項１７】
　前記補正量選択手段は、前記色補正手段が求めた前記入力色の補正の程度を変更する、
請求の範囲第１５項記載の色彩調整装置。
【請求項１８】
　ユーザが、予め設定されている複数の指定地域の内の一つを選択して、前記特定色を前
記指定地域との関連において調整できる地域指定手段をさらに備える、請求の範囲第１項
記載の色彩調整装置。
【請求項１９】
　入力されたカラー画像から、前記カラー画像の特徴を表現する値を画像特徴量として取
得する画像特徴量取得ステップと、
　前記画像特徴量に基づいて、前記カラー画像に応じて定められる特定色を含む色空間に
おける任意の領域を、特定色領域として求める特定色領域決定ステップと、
　前記カラー画像の入力色の内、前記特定色領域中に存在する入力色を補正する色補正ス
テップとを含む色彩調整方法。
【請求項２０】
　ユーザが前記入力色の補正の程度を選択できる選択ステップと、ユーザが、予め設定さ
れている複数の指定地域の内の一つを選択して、前記特定色を前記指定地域との関連にお
いて調整できる地域指定ステップの内の少なくとも一方をさらに含む、請求の範囲第１９
項記載の色彩調整方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビジョン装置、携帯端末、コンピュータ画面、カラープリンタ等、カラ
ー表示装置の色彩を調整する色彩調整装置及びその方法に関する。特に、入力された画像
の色彩を特定色について調整する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の色彩調整装置（例えば、テレビジョン装置に搭載されているもの）では、アナロ
グ映像信号のクロマの位相やレベル、あるいは、輝度のレベルを調整することで所望の色
に合わせる全体的な色彩調整を行っている。
【０００３】
　人間が記憶している肌色、青空等の色は、「記憶色」と呼ばれ、実物の色とは異なって
いることが知られている。このような記憶色を表示するような、いわゆる「好ましい色再
現」においては、例えば、肌色と青空色等を独立に所望の色へ調整することが必要となる
。
【０００４】
　本明細書において、「特定色」とは、記憶色のように、個別に色彩調整される色である
。
【０００５】
　色彩調整に関し、特許文献１は、色相成分と彩度成分とを示す色度平面内で、基準色度
との差に応じて重み係数を決定し、重み係数に応じて色彩調整を行う技術を開示している
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。
【０００６】
　また、特許文献２は、指定色相との近似度を表す特色度ｈｃを求め、入力（Ｒ，Ｇ，Ｂ
）に対する調整係数を（ａ１，ａ２，ａ３）とし、調整された出力を（Ｒ’，Ｇ’，Ｂ’
）とすると、
（Ｒ’，Ｇ’，Ｂ’）＝（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＋ｈｃ×（ａ１，ａ２，ａ３）
となる色彩調整を行う技術を開示している（記号「×」は、乗算記号）。
【０００７】
　特許文献１と特許文献２が開示する技術を用いて色彩調整を行う場合、特定色は予め固
定値として設定されている。しかしながら、入力画像中の肌色、青空等の特定色は、照明
や撮影シーンの条件（明るい照明か暗い照明か、昼の景色か夜の景色かなどの条件）によ
り、色空間上での分布が異なる。したがって、固定的な特定色の設定では、照明や撮影シ
ーンの条件が異なる入力画像に対して、すべてを所望の色へ調整することが困難である。
【０００８】
　さらに、特許文献３は、図１９に示す色補正装置１を開示している。図１９に示す従来
の色補正装置１は、代表色抽出手段２、色補正パラメータ決定手段３、色補正処理手段４
、対象物色情報記憶メモリ５、色抽出パラメータ記憶メモリ６、及び、対象物選択手段７
を備える。対象物色情報記憶メモリ５は、特定対象物の色分布可能範囲を分割して得られ
る分割色領域とその分布頻度を格納する。色抽出パラメータ記憶メモリ６は、分割色領域
ごとに与えられる色補正パラメータを格納している。代表色抽出手段２は、対象物色情報
記憶メモリ５に格納されている分割色領域を参照して、入力画像の代表色を抽出し、色補
正パラメータ決定手段３は、色抽出パラメータ記憶メモリ６に格納されている色補正パラ
メータを参照して、入力画像に対する色補正パラメータを決定し、色補正処理手段４は色
補正処理を行う。
【０００９】
　図１９に示す色補正装置１では、肌色を特定色として補正する場合、予め設定された特
定色候補範囲の中に存在する画素の分布を色空間上にマッピングして、頻度が高い色を特
定色とすることで、照明条件等の影響を少なくしている。しかし、肌色系統の色は自然界
にいくらでも存在するため、面積の比較的大きい領域の肌色に近い色を、特定色と誤って
識別するなどの問題点がある。
【特許文献１】特開平６－７８３２０号公報
【特許文献２】特開平１０－１９８７９５号公報
【特許文献３】特開２００１－９２９５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで本発明は、照明や撮影シーンの条件が変化しても、撮影された入力画像を所望の
色へ調整することができる色彩調整装置及び方法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】
【００１１】
　第１の発明に係る色彩調整装置は、入力されたカラー画像から、カラー画像の特徴を表
現する値を画像特徴量として取得する画像特徴量取得手段と、画像特徴量に基づいて、カ
ラー画像に応じて定められる特定色を含む色空間における任意の領域を、特定色領域とし
て求める特定色領域決定手段と、カラー画像の入力色の内、特定色領域中に存在する入力
色を補正する色補正手段とを備える。
【００１２】
　この構成によれば、入力画像の色分布に影響を与える画像特徴量に基づいて、肌色、青
空色、緑色などの特定色領域が定められるので、画像中に特定色に近い色をした面積が比
較的大きいオブジェクトがあっても、そのオブジェクトの色を特定色と誤認することが防
止できる。その結果、どのようなカラー画像に対しても、画質が良好な色彩調整を実行で
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きる。
【００１３】
　第２の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量取得手段は、画像特徴量の算出対象と
なる色成分が色空間において分布可能な範囲を色空間分布可能範囲として格納する第１記
憶手段と、入力色が第１記憶手段に格納されている色空間分布可能範囲に含まれるか否か
を判定し、入力色が色空間分布可能範囲に含まれる場合は、入力色を選択して出力する選
択手段と、選択手段が出力した入力色を用いて、画像特徴量を演算する特徴量演算手段と
を有する。
【００１４】
　この構成によれば、入力画像の入力色を、予め定めた画像特徴量の算出対象となる色成
分の色空間における分布可能範囲と比較して、その結果から入力画像の特徴量を取得でき
る。したがって、入力画像の撮影条件などの付加情報がなくても、好適な色彩調整を実行
できる。
【００１５】
　第３の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量取得手段は、画像特徴量の算出対象と
なる画素が画面上において分布し得る範囲を画面分布可能範囲として格納する第２記憶手
段と、画面上の被調整対象画素が、第２記憶手段に格納されている画面分布可能範囲に含
まれるか否かを判定し、被調整対象画素が画面分布可能範囲に含まれる場合は、被調整対
象画素の入力色を選択して出力する選択手段と、選択手段が出力した入力色を用いて、画
像特徴量を演算する特徴量演算手段とを有する。
【００１６】
　この構成によれば、入力画像の画面上の特定の領域の入力色から画像特徴量を演算でき
る。したがって、例えば、テレビ電話などの中央に顔が映し出される画像に対して、特定
の領域を画面の中央付近に設定すれば、簡便にして好適な色彩調整を実行できる。
【００１７】
　第４の発明に係る色彩調整装置では、特定色領域決定手段は、基準となる被調整対象物
像の色空間における領域を特定色基準領域として格納する特定色基準領域記憶手段と、特
定色基準領域記憶手段に格納されている特定色基準領域を、画像特徴量に基づいて、特定
色領域に変換する特定色領域変換手段とを有する。
【００１８】
　第５の発明に係る色彩調整装置では、特定色領域決定手段は、画像特徴量に基づいて、
特定色を中心とした広がりのある領域に対して、特定色らしさを表す重み係数を用いて特
定色領域を決定する。
【００１９】
　これらの構成によれば、予め定められた基準となる特定色とその近傍の領域を、画像特
徴量に基づいて特定色領域に変換することにより、入力画像の入力色を特定色についての
み、誤認なく色彩調整できる。
【００２０】
　第６の発明に係る色彩調整装置では、色補正手段は、入力色と特定色との類似度を示す
類似度係数を、特定色領域決定手段が求めた特定色領域を表す重み係数を用いて演算し、
特定色領域中に存在する入力色を、類似度係数と所定の調整量とを用いて補正する。
【００２１】
　第７の発明に係る色彩調整装置では、所定の調整量は、輝度軸に沿った調整量と、彩度
軸に沿った調整量と、色相軸に沿った調整量とで与えられ、色補正手段は、類似度係数を
用いて、特定色領域中に存在する入力色を、輝度、彩度、及び、色相についてそれぞれ補
正する。
【００２２】
　これらの構成によれば、入力画像の入力色の特定色らしさを考慮して、入力画像を自然
な形で色彩調整できる。
【００２３】



(29) JP WO2006/059573 A1 2006.6.8

　第８の発明に係る色彩調整装置では、色補正手段は、色補正手段の出力画像が表示され
る視環境に関する視環境情報に基づいて、入力色を補正する。
【００２４】
　この構成によれば、出力画像が表示される視環境の状態、例えば、明るさの程度を、視
環境情報として取り込み、その情報に基づいて、入力色を補正することができる。
【００２５】
　第９の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量は、カラー画像の入力色の統計量に基
づいて定められる。
【００２６】
　第１０の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量は、カラー画像の平均輝度と色温度
のうちの少なくとも一つである。
【００２７】
　これらの構成によれば、撮影条件、照明条件などによって輝度や色温度が変化している
入力画像に対しても、入力色を統計処理することにより、適正な画像特徴量を抽出できる
。その結果、どのようなカラー画像に対しても、画質が良好な色彩調整を実行できる。
【００２８】
　第１１の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量は、カラー画像の撮影情報や編集情
報などの付加情報により変更される。
【００２９】
　第１２の発明に係る色彩調整装置では、画像特徴量は、カラー画像の放送、ＤＶＤ、静
止画などの種類を表すソース情報により変更される。
【００３０】
　これらの構成によれば、与えられた付加情報またはソース情報を参照して、適正な画像
特徴量を抽出できる。その結果、どのようなカラー画像に対しても、画質が良好な色彩調
整を比較的簡便に実行できる。
【００３１】
　第１３の発明に係るの色彩調整装置では、重み係数は、色空間における特定色において
最大値をとり、特定色から離れるにつれ最大値から減少する特性を有する。
【００３２】
　第１４の発明に係る色彩調整装置では、重み係数は、輝度軸に沿った重み係数と、彩度
軸に沿った重み係数と、色相軸に沿った重み係数とで定められる。
【００３３】
　これらの構成によれば、特定色を中心にした、理にかなった重み係数を用いることがで
きる。
【００３４】
　第１５の発明に係る色彩調整装置は、ユーザが入力色の補正の程度を選択できる補正量
選択手段をさらに備える。
【００３５】
　第１６の発明に係る色彩調整装置では、補正量選択手段は、特定色領域決定手段が求め
た特定色領域の広がりの程度を変更する。
【００３６】
　第１７の発明に係る色彩調整装置では、補正量選択手段は、色補正手段が求めた入力色
の補正の程度を変更する。
【００３７】
　これらの構成によれば、ユーザの好みに合わせて色彩調整の程度を設定できるので、色
彩調整後の画像に対して、ユーザの高い満足度が得られる。
【００３８】
　第１８の発明に係る色彩調整装置は、ユーザが、予め設定されている複数の指定地域の
内の一つを選択して、特定色を指定地域との関連において調整できる地域指定手段をさら
に備える。
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【００３９】
　この構成によれば、本発明の色彩調整装置が使用される地域を、ユーザが指定すること
により、ユーザの民族性や地域性に合致した記憶色を特定色として指定することが可能と
なる。その結果、色彩調整後の画像に対して、世界各地のユーザのより高い満足度が得ら
れる。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明によれば、照明や撮影シーンの条件が変化しても、撮影された入力画像を所望の
色へ調整することが容易である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　次に、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。
【００４２】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における色彩調整装置１００のブロック図である。本形
態の色彩調整装置１００は、画像特徴量取得手段１０、特定色領域決定手段２０、及び、
色補正手段３０を備える。
【００４３】
　画像データ入力端子８０には入力画像が入力され、付加情報入力端子８１には、入力画
像の制作状況（照明条件、撮影条件、複写条件、記録再生条件など）を表現する付加情報
が入力される。
【００４４】
　画像特徴量取得手段１０は、入力された入力画像それ自身から、入力画像の平均輝度、
色温度などを画像特徴量として算出する。または、付加情報から、入力された入力画像の
平均輝度、色温度などを画像特徴量として取得する。
【００４５】
　特定色領域決定手段２０は、画像特徴量取得手段１０が出力した画像特徴量に基づいて
、特定色領域を決定する。
【００４６】
　色補正手段３０は、特定色領域決定手段２０が出力した特定色領域を参照して、入力画
像の入力色と特定色との類似度を算出する。次に、算出した類似度に基づいて、入力画像
の入力色を、特定色について色彩調整し、画像データ出力端子９０に出力画像として出力
する。
【００４７】
　このように、本形態の色彩調整装置１００は、カラー画像の入力色に対し、少なくとも
１つの特定色についての色彩調整を実行する。
【００４８】
　以下の説明において、本形態の色彩調整装置１００では、入力画像のデータは、輝度信
号と色差信号であるＹＣｂＣｒ信号を極座標表示した値（ｙ，ｃ，ｈ）で与えられるもの
とする。すなわち、色空間（ｙ、ｃ、ｈ）は、図２に示すように、輝度ｙ、彩度ｃ、色相
ｈの３成分によって定義される。図２は、本発明の実施の形態１において用いる色空間（
ｙ、ｃ、ｈ）と特定色領域を表す図である。
【００４９】
　また、本発明で言う「特定色」とは、色空間（ｙ、ｃ、ｈ）上のある点（代表値）を表
し、「特定色領域」とは、色空間（ｙ、ｃ、ｈ）上で特定色の代表値を中心とした広がり
を持った領域のことを指す。例えば、図２に示す領域ＳＱが、これに相当する。
【００５０】
　「画像特徴量」とは、入力画像の色分布に影響を与えている因子である。一般に、画像
の色分布は、撮影条件（入力機器の種類や照明の明るさなど）、伝送条件、あるいは、記
録再生条件により、実際の被写体の色分布とは異なっている。
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【００５１】
　例えば、屋内照明の明るさは数百ルクスであるが、屋外の明るさは数万ルクスにも達し
、照明下における物体の明るさは、屋内照明の明るさの数千～数万倍にもなり得る。従っ
て、画像の明るさレベルは、通常、入力機器により入力ダイナミックレンジに正規化され
ている。また、照明の色温度により、入力画像の色分布は大きく変動し、入力機器により
補正されることが多い。つまり、入力画像の明るさに対する正規化の程度や、色温度に対
する補正の程度は、入力画像が制作されるときの条件により様々である。
【００５２】
　従って、本発明では、被写体の色分布と入力画像の色分布との違いに影響を与える値、
すなわち、カラー画像の色空間における特徴を、画像特徴量として取得し、取得した画像
特徴量に基づいて、色彩調整の対象となる特定色を決定する。画像特徴量は、種々の量を
取りうるが、本形態では、入力画像の平均輝度から求めている。
【００５３】
　本形態の画像特徴量取得手段１０は、入力画像の輝度ｙから入力画像の画像特徴量Ｑを
計算する。画像特徴量Ｑは、（数１）の演算により、入力画像１フレームごとの統計量で
ある平均輝度として求められる。ここで、定数「ｎ」は、１フレームを構成する画素数、
変数「ｙｉ」は、ｉ番目の画素の輝度ｙである。
【００５４】
【数１】

【００５５】
　図１に示す特定色領域決定手段２０は、画像特徴量Ｑに基づいて、色空間において特定
色を中心とした広がりのある領域を、特定色らしさを有する特定色領域として定義する。
すなわち、特定色領域は、特定色らしさを表す重み係数ｋを用いて表現する。図３（ａ）
は、本発明の実施の形態１の色相についての重み係数ｋｈの例示図であり、図３（ｂ）は
、同じく彩度についての重み係数ｋｃの例示図であり、図３（ｃ）は、同じく輝度につい
ての重み係数ｋｙの例示図である。図３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、図２に示す色空間（
ｙ、ｃ、ｈ）の各主軸について示したものである。
【００５６】
　本形態では、色相についての重み係数ｋｈが、色彩を調整する上で重要な意味を有する
。本形態では、肌色を特定色（ｙｘ，ｃｘ，ｈｘ）としており、色相軸において、肌色に
相当する中心Ｐ１（ｈ＝ｈｘ）において、重み係数ｋｈは、最大値「１」となり、色相軸
において、この中心Ｐ１から離れた下限Ｐ２と上限Ｐ３において、重み係数ｋｈは、最小
値「０」となる。
【００５７】
　すなわち、特定色領域決定手段２０は、色相が、特定色（ｙｘ，ｃｘ，ｈｘ）の色相ｈ
ｘと一致する場合は、重み係数ｋｙを最大値「１」とし、特定色から下限Ｐ２側、あるい
は、特定色から上限Ｐ３側に、離れるにつれて、重み係数ｋｈは、なだらかに減少するよ
うに定める。
【００５８】
　図４は、本発明の実施の形態１における重み係数ｋｈの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３
と画像特徴量Ｑの関係図である。重み係数ｋｈの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３は、画像
特徴量Ｑの関数として、図４のように与えられる。すなわち、画像特徴量Ｑに対応して、
重み係数ｋｈの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３が決定され、その結果、特定色領域が一意
に決定される。図４に示すように、画像特徴量Ｑを有する入力画像の平均輝度が増すに従
い、特定色領域は、より高い色相の領域に移動していることが分かる。
【００５９】
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　図１に示す特定色領域決定手段２０は、色相ｈと同様に、彩度ｃ及び輝度ｙについても
、図３（ｂ）及び図３（ｃ）にそれぞれ示すように、彩度についての重み係数ｋｃと輝度
についての重み係数ｋｙを定める。
【００６０】
　特定色領域決定手段２０は、以上のように、各重み係数ｋｙ，ｋｃ，ｋｈを定めた後、
次の（数２）により、入力色の色補正に使用する出力重み係数ｋを定める。
【００６１】
【数２】

【００６２】
ここに、記号「×」は、乗算演算子である。
【００６３】
　このように、特定色領域は、画像特徴量Ｑの関数としての、輝度軸に沿った重み係数ｋ
ｙと、彩度軸に沿った重み係数ｋｃと、色相軸に沿った重み係数ｋｈとを用いて、決定さ
れる。
【００６４】
　なお、特定色領域決定手段２０は、特定色領域を決定する出力重み係数ｋとして、（数
２）のような関数を必ずしも用いなくても良い。代わりに、特定色領域決定手段２０は、
出力重み係数ｋとして、特定色からの色空間における距離が離れるにつれて、その値が減
少するような係数を与えることができれば実用上十分である。
【００６５】
　また、肌色、青空色、緑色等の基準となる特定色領域の座標値と、それに対応する重み
係数とを予めルックアップテーブルに記憶しておき、画像特徴量Ｑを考慮して、座標値を
与えることにより、対応する重み係数を取得できる重み係数用のルックアップテーブルを
採用することも可能である。この方法によれば、３次元色空間上で自由な形状の領域を特
定色領域とすることができ、好適である。
【００６６】
　図５は、本発明の実施の形態１における特定色領域決定手段２０のブロック図である。
図５に示すように、特定色領域決定手段２０は、特定色基準領域記憶手段２１と特定色領
域変換手段２２を有し、特定色領域決定手段２０が行う処理内容を、特定色基準領域記憶
手段２１と特定色領域変換手段２２とに、分担させることができる。
【００６７】
　この場合、特定色基準領域記憶手段２１は、図４に示す画像特徴量Ｑが、基準となる基
準画像特徴量Ｑ０の位置での重み係数ｋｈの基準中心Ｐ０１、基準下限Ｐ０２、基準上限
Ｐ０３の値を、色彩に関する特定色基準領域として格納している。同様に、特定色基準領
域記憶手段２１は、彩度ｃ及び輝度ｙについての基準値をそれぞれ、彩度に関する特定色
基準領域及び輝度に関する特定色基準領域として格納している。
【００６８】
　また、特定色領域変換手段２２は、特定色基準領域記憶手段２１に格納されている特定
色基準領域を参照しつつ、上述した特定色領域決定手段２０が行うその他の機能を分担す
る。
【００６９】
　次に、図１に示す色補正手段３０は、まず、特定色領域を参照して、入力画像の入力色
と特定色との類似度を算出する。すなわち、特定色に対する類似度を表す特定色類似度係
数は、入力色が特定色と等しいとき最大値をとり、色空間上で入力色が特定色から離れる
につれ、特定色領域を定義している重み係数に従い減少し、特定色領域外では、「０」と
なる特性を有する。言い換えれば、特定色類似度係数は、入力色が特定色領域内にあると
きは、特定色領域を定義している色相についての重み係数ｋｈ、彩度についての重み係数
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ｋｃ、及び、輝度についての重み係数ｋｙによって与えられる出力重み係数ｋ（（数２）
）に比例し、特定色領域外では、「０」である。
【００７０】
　色補正手段３０は、特定色類似度係数に上述した出力重み係数ｋを用いて、入力色を特
定色に関して補正する。（この場合、特定色類似度係数と出力重み係数ｋとは、１対１の
比例関係にあるとしている。）すなわち、色補正手段３０は、特定色に対する調整量を特
定色調整量δ（δｙ，δｃ，δｈ）として設定して、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）に対する補正
後の出力色（ｙ’，ｃ’，ｈ’）を、次の３式（（数３）～（数５））にしたがって演算
する。
【００７１】
【数３】

【００７２】
【数４】

【００７３】
【数５】

【００７４】
　特定色類似度係数（本形態では、出力重み係数ｋに等しい）と特定色調整量δとは、上
述したような演算で求めることもできるが、ルックアップテーブルを利用して求めた方が
、処理を高速化でき、好適である。ルックアップテーブルを利用する場合、（数３）～（
数５）の演算は、それぞれ、（数６）～（数８）に置き換える。
【００７５】

【数６】

【００７６】
【数７】

【００７７】
【数８】

【００７８】
　（数６）～（数８）において、ｋＬＵＴ（ｙ、ｃ、ｈ）は、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）を引
数として、特定色類似度係数ｋＬＵＴがルックアップテーブルから求まることを表す。δ
ｙＬＵＴ（ｙ、ｃ、ｈ）は、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）を引数として、特定色調整量δの輝度
成分δｙＬＵＴがルックアップテーブルから求まることを表す。δｃＬＵＴ（ｙ、ｃ、ｈ
）は、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）を引数として、特定色調整量δの彩度成分δｃＬＵＴがルッ
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クアップテーブルから求まることを表す。δｈＬＵＴ（ｙ、ｃ、ｈ）は、入力色（ｙ，ｃ
，ｈ）を引数として、特定色調整量δの色相成分δｈＬＵＴがルックアップテーブルから
求まることを表す。
【００７９】
　以上説明した実施の形態１の色彩調整装置１００は、次の効果を有している。
【００８０】
　（効果１）入力画像に照明条件の変動（明るい照明か、暗い照明か）や、撮影条件の変
化（昼のシーンか、夜のシーンか）等がある場合でも、本形態の色彩調整装置１００は、
入力画像を容易に所望の色へ調整することができる。
【００８１】
　（効果２）本形態の色彩調整装置１００は、入力画像中の面積が比較的広く特定色と同
系統の色を持った領域を、特定色の領域と誤認することがない。
【００８２】
　（効果３）本形態の色彩調整装置１００は、入力画像に応じて、特定色領域を自動的に
決定するため、動画像をリアルタイムに調整することができる。
【００８３】
　（効果４）本形態の色彩調整装置１００では、照明条件の変動等を強制的に抑制するた
めに、あらかじめ入力画像のホワイトバランス校正、ゲインコントロール等を行う必要が
ない。従って、画像製作者の照明条件等の意図を保持したまま、記憶色等の特定色を所望
の色へ調整できる。
【００８４】
　なお、本形態の色彩調整装置１００では、画像特徴量として輝度の平均値を用いたが、
平均値ではなく、最大値、最頻出値、分散値等、輝度に関する他の統計情報を用いてもよ
い。
【００８５】
　また、本形態の色彩調整装置１００では、画像特徴量として輝度に関する統計量を用い
たが、彩度、色相、色温度、ＲＧＢ値等、入力色から変換可能な色情報であれば他の統計
量を用いてもよい。たとえば、色温度を用いることにより、夕焼けなどのシーンの色温度
に応じた特定色の調整が可能となる。また、輝度、色温度等、複数の統計量を画像特徴量
として用いても良い。
【００８６】
　本形態の色彩調整装置１００では、画像特徴量は、画像１フレームごとに更新されてい
るが、数フレームに１回更新してもよい。あるいは、画像特徴量は、フレームの変化に対
し、緩やかに追従するように、再帰型フィルタ等を用いて更新してもよい。画像特徴量を
緩やかに追従させることにより、調整量の急激な変化を抑え、調整による動画像のちらつ
きを抑制できる。
【００８７】
　また、本形態の色彩調整装置１００では、数フレームを先読みして画像特徴量を取得し
、その中の１フレームのみが他と異なる画像特徴量を示す場合には、そのフレームに対し
て、特定色領域を変更しないようにすることもできる。この結果、調整量の急激な変化を
抑え、調整による動画像のちらつきを抑制できる。
【００８８】
　さらに、本形態の色彩調整装置１００では、画像特徴量を再帰型フィルタ等を用いて更
新するのではなく、特定色領域を再帰型フィルタ等を用いて更新しても良い。このように
しても、調整量の急激な変化を抑え、調整による動画像のちらつきを抑制できる。
【００８９】
　本形態の色彩調整装置１００では、色補正手段３０は、少なくとも１フレーム分のバッ
ファを持っていても良い。フレームバッファを持ち、色補正を１フレームだけ遅延させる
ことにより、ある時点の特定色領域を決定する条件となったフレームと、色補正を行うフ
レームとを一致させることが可能となる。
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【００９０】
　本形態の特定色領域は、肌色だけであったが、特定色領域は、青空色や緑色等をさらに
含む複数の領域であっても良い。
【００９１】
　本形態の画像特徴量は、入力画像の統計情報より求めたが、入力画像の撮影情報や編集
情報などの付加情報があれば、その付加情報を画像特徴量として用いても良い。
【００９２】
　なお、本形態の色彩調整装置１００は、色空間としてＹＣｂＣｒ色空間を用いたが、色
空間は、ＲＧＢ，ＣＭＹＫ，ＣＩＥ－ＬＡＢ，ＨＳＶ等の他の色空間を用いても良い。例
えば、ＣＩＥ－ＬＡＢ色空間を用いる場合、色空間における距離と人間が感じる色の差異
の度合いが比例するため、特定色領域を決定するのが簡単になる。また、ＹＣｂＣｒやＨ
ＳＶなどの輝度、彩度、色相の３属性であらわされる色空間を用いる場合、ユーザにとっ
て調整量が直感的であるので、調整量を決定するのが簡単になる。
【００９３】
　（実施の形態２）
　図６は、本発明の実施の形態２における色彩調整装置２００のブロック図である。図６
において、 図１と同様な構成要素については、同一の符号を付すことにより、説明を省
略する。
【００９４】
　本形態の色彩調整装置２００は、画像特徴量取得手段１０、特定色領域決定手段２０、
及び、色補正手段３０を備え、画像特徴量取得手段１０は、選択手段１１、特徴量演算手
段１２、及び、第１記憶手段１３を有する。
【００９５】
　本形態の色彩調整装置２００の画像特徴量取得手段１０について、以下に詳しく説明す
る。
【００９６】
　第１記憶手段１３は、画像特徴量の算出対象となる色成分が色空間（ｙ、ｃ、ｈ）にお
いて分布し得る範囲を、色空間分布可能範囲として格納している。図７は、本発明の実施
の形態２における色空間分布可能範囲ＡＱを示す。図７に示す色空間分布可能範囲ＡＱは
、彩度が低く輝度が高い色空間の領域に設定されている。
【００９７】
　選択手段１１は、第１記憶手段１３に格納されている色空間分布可能範囲ＡＱを参照し
て、画像データ入力端子８０から入力された入力画像の入力色が色空間分布可能範囲ＡＱ
にあるかどうかを判定する。選択手段１１は、その入力色が色空間分布可能範囲ＡＱにあ
ると判定した場合、その入力色を選択して、画像特徴量の算出対象の色成分として、特徴
量演算手段１２に出力する。
【００９８】
　特徴量演算手段１２は、選択手段１１から出力された入力色の輝度成分をもちいて、画
像特徴量Ｑを次式にしたがって演算する。
【００９９】
【数９】

【０１００】
ここで、変数「ｙｉ」は、選択手段１１より出力された入力色を有しているｉ番目の画素
の輝度であり、定数「ｍ」は、選択手段１１より出力された入力色を有している画素の総
数である。
【０１０１】
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　本形態の色彩調整装置２００では、画像特徴量取得手段１０は、上述したように、入力
画像の入力色が色空間分布可能範囲ＡＱにあるかどうかを判定して、色空間分布可能範囲
ＡＱにある入力色を用いて画像特徴量Ｑを求める。特定色領域決定手段２０は、このよう
にして求めた画像特徴量Ｑを用いて、特定色領域を決定する。色補正手段３０は、特定色
領域決定手段２０によって決定された特定色領域を参照して、入力画像の入力色と特定色
との類似度を表す特定色類似度係数を算出し、入力色を特定色に関して補正する。特定色
領域決定手段２０と色補正手段３０の動作は、本発明の実施の形態１と同様であり、詳し
い説明は省略する。
【０１０２】
　本形態の色彩調整装置２００では、入力画像の色分布に影響を与える色彩は、彩度が低
く輝度が高いものと仮定して、色空間分布可能範囲ＡＱを、図７に示すように、彩度が低
く輝度が高い色空間の領域に設定している。従って、画像特徴量Ｑの算出には、色空間分
布可能範囲ＡＱの内部にある入力色のみを用いた統計情報（（数９）により算出された平
均値）を利用しており、その結果、画像特徴量Ｑの算出精度が向上し、良好な色彩調整を
行うことが可能となっている。例えば、黒っぽい大きな被写体の像が画面の大半を占めて
いる場合において、本形態の色彩調整装置２００では、その像以外の明るい部分の画像の
みから、画像特徴量Ｑを算出することができるので、画像特徴量Ｑの算出精度が向上する
。
【０１０３】
　なお、本形態の色彩調整装置２００では、入力画像の色分布に影響を与え色彩は、彩度
が低く輝度が高いと仮定しているが、色空間分布可能範囲ＡＱは、これに限定されるもの
ではなく、画像特徴量Ｑの精度を向上させる他の仮定に基づいてもよい。例えば、図８に
示すように、高輝度の色空間に彩度と色相に無関係に色空間分布可能範囲ＡＱを設定する
こともできる。こうすることによって、画像特徴量取得手段１０は、入力画像の入力色が
、色空間分布可能範囲ＡＱにあるかどうかの判定を、輝度成分のみを用いて行うことがで
き、処理が簡単になる。
【０１０４】
　（実施の形態３）
　図９は、本発明の実施の形態３における色彩調整装置３００のブロック図である。図９
において、 図１と同様な構成要素については、同一の符号を付すことにより、説明を省
略する。
【０１０５】
　本形態の色彩調整装置３００は、画像特徴量取得手段１０、特定色領域決定手段２０、
及び、色補正手段３０を備え、画像特徴量取得手段１０は、選択手段１１、特徴量演算手
段１２、及び、第２記憶手段１４を有する。
【０１０６】
　本形態の色彩調整装置３００の画像特徴量取得手段１０について、以下に詳しく説明す
る。
【０１０７】
　第２記憶手段１４は、画像特徴量の算出対象となる画素が画面上において分布し得る範
囲を、画面分布可能範囲として格納している。図１０は、本発明の実施の形態３における
画面分布可能範囲ＢＱを示す。図１０に示す例では、画面分布可能範囲ＢＱは、画面５０
の中央部分の円形の領域に設定されている。この領域は、テレビ電話などの画像において
、人物の顔の像が比較的多く位置する領域である。
【０１０８】
　選択手段１１は、第２記憶手段１４に格納されている画面分布可能範囲ＢＱを参照して
、画像データ入力端子８０から入力された入力画像の画素が画面分布可能範囲ＢＱにある
かどうかを判定し、入力画像の画素が画面分布可能範囲ＢＱにあると判定された場合、そ
の画素の入力色を選択して特徴量演算手段１２に出力する。
【０１０９】
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　特徴量演算手段１２は、選択手段１１から出力された入力色の輝度成分を用いて、画像
特徴量Ｑを次の（数１０）にしたがって算出する。
【０１１０】
【数１０】

【０１１１】
ここで、変数「ｙｉ」は、選択手段１１より出力された入力色を有しているｉ番目の画素
の輝度であり、定数「ｓ」は、選択手段１１より出力された入力色を有している画素の総
数、すなわち、画面分布可能範囲ＢＱ内にある画素数である。
【０１１２】
　本形態の色彩調整装置３００では、入力画像の色分布に影響を与える色彩は、画面５０
の中央付近に集中していると仮定している。従って、画像特徴量Ｑの算出には、画面分布
可能範囲ＢＱの内部にある画素のみの入力色を用いた統計情報（（数１０）により算出さ
れた平均値）を利用しており、その結果、画像特徴量Ｑの算出精度が向上し、良好な色彩
調整を行うことが可能となっている。
【０１１３】
　なお、本形態の色彩調整装置３００では、入力画像の色分布に影響を与える色彩は、画
面５０の中央付近の円形部分に集中していると仮定しているが、画面分布可能範囲は、こ
れに限定されるものではなく、画像特徴量の精度を向上させる他の仮定に基づいてもよい
。例えば、図１１に示すように、画面５０の中央部分の矩形の領域を画面分布可能範囲Ｂ
Ｑに設定することもできる。こうすれば、画面分布可能範囲ＢＱに含まれる画素は、画素
の番号のみで容易に認識できて便利である。
【０１１４】
　（実施の形態４）
　図１２は、本発明の実施の形態４における色彩調整装置４００のブロック図である。図
１２において、 図１と同様な構成要素については、同一の符号を付すことにより、説明
を省略する。
【０１１５】
　本形態の色彩調整装置４００は、画像特徴量取得手段１０、特定色領域決定手段２０、
色補正手段３０、及び、調整量選択手段４０を備える。
【０１１６】
　本形態の色彩調整装置４００の付加情報入力端子８１には、付加情報として、入力画像
の種類（放送、ＤＶＤ、静止画などの種類）を示すソース情報が入力される。本形態の色
彩調整装置４００は、このソース情報を利用して、画像特徴量Ｑを算定する。その具体例
について以下に説明する。
【０１１７】
　ソース情報は、入力画像の種類を示している。入力画像の種類によって、画像特徴量Ｑ
を算定するための重み係数αが設定されている。図１３は、ソース情報と重み係数αの対
応を示す図である。入力画像のソースがＤＶＤならば、α＝０．８、Ｐｈｏｔｏ（写真）
ならば、α＝０、放送ならば、α＝０．５である。
【０１１８】
　画像特徴量取得手段１０は、先ず、入力画像を基に、本発明の実施の形態１と同様な方
法で、入力画像の入力色の平均輝度を求め、画像特徴量Ｑを算定する。次に、画像特徴量
取得手段１０は、算定した画像特徴量Ｑと、平均画像特徴量Ｑａｖｅと、ソース情報から
求めた重み係数αとを用いて、修正画像特徴量Ｑ’を、次式にしたがって演算する。
【０１１９】
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【数１１】

【０１２０】
ここに、平均画像特徴量Ｑａｖｅは、多くの入力画像から経験的に求めた平均的な画像特
徴量である。
【０１２１】
　このように、本形態の色彩調整装置４００は、入力画像のソースがディジタルカメラ等
の静止画（すなわち、ｐｈｏｔｏ）ならば、修正画像特徴量Ｑ’を入力画像の画像特徴量
Ｑと等しくし、入力画像のソースがＤＶＤならば、修正画像特徴量Ｑ’を平均画像特徴量
Ｑａｖｅに近い値に設定している。すなわち、本形態の色彩調整装置４００は、入力画像
のソースに応じて修正画像特徴量Ｑ’の変化幅を制限することにより、特定色領域の変化
量を抑制している。
【０１２２】
　次に、調整量選択手段４０の動作について説明する。本形態の色彩調整装置４００では
、ユーザは、調整量選択手段４０を使って、色彩調整の強弱を選択できる。
【０１２３】
　図１４は、ユーザが選択した調整量と調整重み係数β及び調整重み係数γの関係を示す
図である。ユーザが選択した色彩に関する調整量の「弱」、「中」、「強」に対応して、
調整重み係数β及び調整重み係数γが図１４に示すように設定される。
【０１２４】
　調整重み係数βは、調整量選択手段４０から特定色領域決定手段２０に送られ、調整重
み係数γは、調整量選択手段４０から色補正手段３０に送られる。
【０１２５】
　特定色領域決定手段２０は、調整量選択手段４０から送られてきた調整重み係数βを用
いて、特定色領域が定義される重み係数ｈｋの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３を修正する
。すなわち、特定色領域決定手段２０は、本発明の実施の形態１の図４に示した画像特徴
量Ｑを、本形態の画像特徴量取得手段１０がソース情報を基に算出した修正画像特徴量Ｑ
’と読み替えて、重み係数ｈｋの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３を、修正画像特徴量Ｑ’
の関数として決定する。さらに、特定色領域決定手段２０は、決定された重み係数ｈｋの
中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限Ｐ３を用いて、ユーザが選択した調整量を反映した新たな修正
下限Ｐ２’と修正上限Ｐ３’をそれぞれ（数１２）と（数１３）にしたがって求める。
【０１２６】
【数１２】

【０１２７】
【数１３】

【０１２８】
　本形態の色彩調整装置４００では、ユーザが調整量として「弱」を選択すると、特定色
領域が狭まり、「強」を選択すると特定色領域が広がることになる。
【０１２９】
　色補正手段３０は、調整量選択手段４０から送られてきた調整重み係数γと、本発明の
実施の形態１で述べた特定色補正量δ（δｙ，δｃ，δｈ）とを用いて、（数１４）～（
数１６）にしたがって、新たな修正特定色補正量δ’（δｙ’，δｃ’，δｈ’）を求め
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る。（数１４）は、修正特定色補正量の輝度成分に関する式であり、（数１５）は、修正
特定色補正量の彩度成分に関する式であり、（数１６）は、修正特定色補正量の色相成分
に関する式である。
【０１３０】
【数１４】

【０１３１】
【数１５】

【０１３２】

【数１６】

【０１３３】
　本形態の色彩調整装置４００では、ユーザが調整量として「弱」を選択すると、特定色
補正量が減少し、「強」を選択すると特定色補正量が増加することになる。
【０１３４】
　さらに、色補正手段３０は、上述したユーザの選択結果を反映した修正特定色領域を参
照して、入力画像の入力色の特定色に対する類似度である特定色類似度係数としての修正
出力重み係数ｋ’を求める。そして、色補正手段３０は、ユーザの選択結果を反映した、
修正特定色補正量δ’（δｙ’，δｃ’，δｈ’）と修正出力重み係数ｋ’とを用いて、
（数１７）～（数１９）にしたがって、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）を特定色に関して補正し、
補正後の出力色（ｙ’，ｃ’，ｈ’）を有する出力画像を画像データ出力端子９０に出力
する。
【０１３５】

【数１７】

【０１３６】
【数１８】

【０１３７】
【数１９】

【０１３８】
　以上説明したように、本形態の色彩調整装置４００は、ソース情報を入力画像の付加情
報として取得し、入力画像のソースの種類により画像特徴量Ｑの変化幅を制限することに
より、特定色領域の変化量を抑制している。その結果、色彩調整装置４００では、特定色
領域の算出精度が向上し、良好な色彩調整を行うことができる。
【０１３９】
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　さらに、本形態の色彩調整装置４００では、ユーザの選択により、特定色補正量だけで
はなく、特定色領域も修正されることにより、特定色領域の境界付近の入力色に対しての
補正が最適化され、より良好な色彩調整を行うことができる。
【０１４０】
　（実施の形態５）
　図１５は、本発明の実施の形態５における色彩調整装置５００のブロック図である。図
１５において、 図１と同様な構成要素については、同一の符号を付すことにより、説明
を省略する。
【０１４１】
　本形態の色彩調整装置５００は、画像特徴量取得手段１０、特定色領域決定手段２０、
色補正手段３０、及び、地域指定手段４２を備える。
【０１４２】
　上述したように、本発明においては、「特定色」とは、記憶色のように、個別に色彩調
整される色を指している。肌色に代表されるような記憶色は、民族や地域等によって異な
ることが知られている。
【０１４３】
　本形態の色彩調整装置５００は、本装置が使用される地域を指定することにより、その
地域で好まれる記憶色を特定色として指定できる。
【０１４４】
　図１５と図１６を参照して、本形態の色彩調整装置５００の動作を概説する。
【０１４５】
　ユーザは、地域指定手段４２を使って、ユーザのいる地域を選択する。地域指定手段４
２には、予め、図１６に示すように、地域とその地域で好まれる特定色が関係付けられて
いる。すなわち、ユーザが「地域１」を指定すると、「特定色１」が自動的に選択され、
「特定色１」が地域指定手段４２から特定色領域決定手段２０に送られる。特定色領域決
定手段２０は、送られてきた「特定色１」に基づいて、特定色領域を決定する。
【０１４６】
　入力画像の入力色の補正に関するその後の動作は、本発明の実施の形態１と同様であり
、説明を省略する。
【０１４７】
　本形態の色彩調整装置５００を、例えばテレビに搭載すると、このテレビは、世界の各
地でユーザの好む特定色を容易に設定できる。すなわち、ユーザは、本形態の地域指定手
段４２を介して、予め設定されている地域の中から、このテレビが使用される地域を指定
すれば、その後は、このテレビは、各種の入力画像に対して、常にユーザに好まれる色補
正を行って、画像を表示する。
【０１４８】
　このように、本形態の色彩調整装置５００によれば、ユーザの民族性や地域性に合致し
た記憶色を特定色として指定することが可能となる。その結果、色彩調整後の画像に対し
て、世界各地のユーザのより高い満足度が得られる。
【０１４９】
　（実施の形態６）
　図１７は、本発明の実施の形態６における色彩調整装置６００のブロック図である。図
１７において、 図１と同様な構成要素については、同一の符号を付すことにより、説明
を省略する。
【０１５０】
　本形態の色彩調整装置６００は、本発明の実施の形態１で説明した色彩調整装置１００
に比べ、視環境情報入力端子８２をさらに備える。
【０１５１】
　視環境情報入力端子８２には、本形態の色彩調整装置６００の出力画像が表示され視聴
される環境に関する情報が、視環境情報として入力される。視環境情報は、具体的には、
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視聴される環境の照明の明るさや照明の色温度などである。
【０１５２】
　色補正手段３０は、入力された視環境情報を基に、重み係数ａ（ａｙ、ａｃ、ａｈ）を
求める。
【０１５３】
　続いて、色補正手段３０は、求めた重み係数ａ（ａｙ、ａｃ、ａｈ）と、本発明の実施
の形態１で述べた特定色補正量δ（δｙ，δｃ，δｈ）とを用いて、（数２０）～（数２
２）にしたがって、新たな修正特定色補正量ε（εｙ，εｃ，εｈ）を求める。（数２０
）は、修正特定色補正量の輝度成分に関する式であり、（数２１）は、修正特定色補正量
の彩度成分に関する式であり、（数２２）は、修正特定色補正量の色相成分に関する式で
ある。
【０１５４】
【数２０】

【０１５５】
【数２１】

【０１５６】
【数２２】

【０１５７】
　さらに、色補正手段３０は、本発明の実施の形態１で述べた（数２）に示す入力色の色
補正に使用する出力重み係数ｋと上述した修正特定色補正量εを用いて、（数２３）～（
数２５）にしたがって、入力色（ｙ，ｃ，ｈ）を特定色に関して補正し、補正後の出力色
（ｙ’，ｃ’，ｈ’）を有する出力画像を画像データ出力端子９０に出力する。
【０１５８】

【数２３】

【０１５９】
【数２４】

【０１６０】
【数２５】

【０１６１】
　以上述べたように、視環境により出力される画像の見え方が異なる場合、例えば、同じ
物体の画像が電球照明下と蛍光灯照明下とで色の見え方が異なる場合でも、本形態の色彩
調整装置６００によれば、視環境情報を利用して入力画像の入力色を調整することにより
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、より自然な色に見えるようになる。
【０１６２】
　なお、視環境情報による入力色の調整においては、調整を行う色と調整を行わない色と
を区別することも可能である。例えば、肌色は視環境情報にしたがって調整し、緑色と青
空色は調整しないようにすることもできる。
【０１６３】
　（実施の形態７）
　以上説明した、本発明の実施の形態１～６の色彩調整装置において、色彩調整が正常に
行われているかどうかを、簡便に試験できると好適である。
【０１６４】
　図１８は、本発明の実施の形態７における色彩調整装置試験用のカラーパッチの例示図
である。
【０１６５】
　図１８において、領域６１、６２、６３は、それぞれ色合いが異なる肌色１、肌色２、
肌色３で塗られた領域である。領域６４、６５、６６は、それぞれ色合いが異なる緑色１
、緑色２、緑色３で塗られた領域である。領域６７、６８、６９は、それぞれ色合いが異
なる青空色１、青空色２、青空色３で塗られた領域である。
【０１６６】
　図１８に示すカラーパッチ６０ａ、６０ｂ、６０ｃは、いずれも、前景に領域６１～６
９を有し、それぞれの背景が異なる明るさの色で塗られている。
【０１６７】
　本形態の色彩調整装置試験では、図１８に示すカラーパッチ６０ａ、６０ｂ、６０ｃそ
れぞれを入力画像として、被試験色彩調整装置に順次入力する。試験の結果、カラーパッ
チ６０ａ、６０ｂ、６０ｃの順に背景の明るさ（すなわち、平均輝度）が変化することに
伴って、色補正される領域（すなわち、特定色領域）が、領域６１、６２、６３の順に変
化することが観測できれば、色彩調整が正常に動作していることが確認できる。
【０１６８】
　本形態の色彩調整装置試験用のカラーパッチを用いれば、本発明の実施の形態１～６の
色彩調整装置１００～６００が、正常に動作しているかどうかを簡便に確認できる。
【０１６９】
　以上説明したように、本発明の趣旨は、照明や撮影シーンの条件が変化しても、撮影さ
れた入力画像を所望の色へ容易に調整することでききる色彩調整装置及び色彩調整方法を
提供することにあるのであって、本発明の趣旨を逸脱しない限り、種々の適用が可能であ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１７０】
　本発明に係わる色彩調整装置は、例えば、テレビジョン装置、携帯端末、コンピュータ
画面、カラープリンタ等が備えるカラー表示装置と、その応用分野において好適に利用で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０１７１】
【図１】図１は本発明の実施の形態１における色彩調整装置のブロック図である。
【図２】図２は本発明の実施の形態１において用いる色空間（ｙ、ｃ、ｈ）と特定色領域
を表す図である。
【図３】図３（ａ）は本発明の実施の形態１の色相についての重み係数ｋｈの例示図であ
る。図３（ｂ）本発明の実施の形態１の彩度についての重み係数ｋｃの例示図である。図
３（ｃ）本発明の実施の形態１の輝度についての重み係数ｋｙの例示図である。
【図４】図４は本発明の実施の形態１における重み係数ｋｈの中心Ｐ１、下限Ｐ２、上限
Ｐ３と画像特徴量Ｑの関係図である。
【図５】図５は本発明の実施の形態１における特定色領域決定手段のブロック図である。
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【図６】図６は本発明の実施の形態２における色彩調整装置のブロック図である。
【図７】図７は本発明の実施の形態２における色空間分布可能範囲ＡＱを示す図である。
【図８】図８は本発明の実施の形態２における別の色空間分布可能範囲ＡＱを示す図であ
る。
【図９】図９は本発明の実施の形態３における色彩調整装置のブロック図である。
【図１０】図１０は本発明の実施の形態３における画面分布可能範囲ＢＱを示す図である
。
【図１１】図１１は本発明の実施の形態３における別の画面分布可能範囲ＢＱを示す図で
ある。
【図１２】図１２は本発明の実施の形態４における色彩調整装置のブロック図である。
【図１３】図１３は本発明の実施の形態４におけるソース情報と重み係数αの対応を示す
図である。
【図１４】図１４は本発明の実施の形態４におけるユーザが選択した調整量と調整重み係
数β、γの関係を示す図である。
【図１５】図１５は本発明の実施の形態５における色彩調整装置のブロック図である。
【図１６】図１６は本発明の実施の形態５における地域指定と特定色の関係図である。
【図１７】図１７は本発明の実施の形態６における色彩調整装置のブロック図である。
【図１８】図１８は本発明の実施の形態７における色彩調整装置試験用のカラーパッチの
例示図である。
【図１９】図１９は従来の色補正装置のブロック図である。
【符号の説明】
【０１７２】
１　色補正装置
２　代表色抽出手段
３　色補正パラメータ決定手段
４　色補正処理手段
５　対象物色情報記憶メモリ
６　色抽出パラメータ記憶メモリ
７　対象物選択手段
１０　画像特徴量取得手段
１１　選択手段
１２　特徴量演算手段
１３　第１記憶手段
１４　第２記憶手段
２０　特定色領域決定手段
２１　特定色基準領域記憶手段
２２　特定色領域変換手段
３０　色補正手段
４０　調整量選択手段
４２　地域指定手段
５０　画面
６０ａ、６０ｂ、６０ｃ　カラーパッチ
８０　画像データ入力端子
８１　付加情報入力端子
８２　視環境情報入力端子
９０　画像データ出力端子
１００、２００、３００、４００、５００、６００　色彩調整装置
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