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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　色空間におけるＲＧＢ系の複数の基準色およびＣＭＹ系の複数の基準色を含む基準色群
のうちの１つの基準色である調整対象基準色の明度を調整することを示す調整情報に基づ
き、前記色空間における当該調整対象基準色と黒色を結ぶ直線上を当該調整対象基準色を
移動させることによって前記色空間を示す色空間情報を更新する更新部と、
　前記色空間情報に基づき、入力画像信号を補正する補正部と、
　を含み、
　前記更新部は、前記調整対象基準色が前記ＣＭＹ系の基準色である場合は前記ＲＧＢ系
の基準色である場合と比べて、同一の明度調整値に対する明度の変化量が相対的に小さく
なるように前記色空間情報を更新する、
　画像処理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理システムにおいて、
　前記調整情報は、前記調整対象基準色の彩度を調整することを示す情報を含み、
　前記更新部は、前記調整対象基準色の彩度を調整することを示す情報に基づき、前記色
空間における黒色および白色を結ぶ直線に対して直交し、かつ、前記調整対象基準色を経
由する直線上を前記調整対象基準色を移動させることによって前記色空間情報を更新する
ことを特徴とする画像処理システム。
【請求項３】
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　請求項１、２のいずれかに記載の画像処理システムにおいて、
　前記色空間は、ＲＧＢ色空間であって、
　前記補正部は、前記入力画像信号を補正することにより、表示装置で表示される画像の
色を調整することを特徴とする画像処理システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の画像処理システムと、
　前記補正部によって補正された前記入力画像信号に基づき、画像を表示する表示部と、
　を含むことを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の表示装置において、
　前記調整情報を入力する調整情報入力部を含み、
　前記表示部は、前記基準色ごとに色相、明度、彩度を調整させるための調整画像を表示
し、
　前記調整情報入力部は、前記調整画像における調整に応じて前記調整情報を入力するこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　コンピュータを、
　色空間におけるＲＧＢ系の複数の基準色およびＣＭＹ系の複数の基準色を含む基準色群
のうちの１つの基準色である調整対象基準色の明度を調整することを示す調整情報に基づ
き、前記色空間における当該調整対象基準色と黒色を結ぶ直線上を当該調整対象基準色を
移動させることによって前記色空間を示す色空間情報を更新する更新部と、
　前記色空間情報に基づき、入力画像信号を補正する補正部として機能させ、
　前記更新部は、前記調整対象基準色が前記ＣＭＹ系の基準色である場合は前記ＲＧＢ系
の基準色である場合と比べて、同一の明度調整値に対する明度の変化量が相対的に小さく
なるように前記色空間情報を更新する、
　プログラム。
【請求項７】
　請求項６に記載のプログラムを記憶した、コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色の調整を行うための画像処理システム、表示装置、プログラムおよび情報
記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００７－９６６１２号公報に記載されているように、画像の色を調整する手法と
してＲＧＢ色空間をＨＳＶ色空間に変更する手法があるが、この手法の場合、調整によっ
てすべての色に影響が及んでしまう。特開２００７－９６６１２号公報では、ＲＧＢＣＭ
Ｙのそれぞれについて、色相、彩度、明度を調整する手法が提案されている。具体的には
、色相を調整する手法として、特開２００７－９６６１２号公報、特開２００２－３３０
２９８号公報の手法では、特定の色（例えば、Ｒ色、Ｂ色等）を隣接する色に移動させる
手法が採用されている。
【特許文献１】特開２００７－９６６１２号公報
【特許文献２】特開２００２－３３０２９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、例えば、ＲＧＢのいずれかの色相を調整するとＷ（白）に近くなるため、明度
が上がってしまい、ＣＭＹのいずれかの色相を調整するとＫ（黒）に近くなるため、明度
が下がってしまい、目的の色（色相、明度、彩度）に調整することが困難になる。また、
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一般的に、明度を上げる調整がされると、画像が白っぽくなるとともに、彩度が下がって
しまうため、目的の色に調整することが困難になる。
【０００４】
　また、ＲＧＢ色空間をＨＳＶ色空間、Ｌａｂ色空間等に変更するためには複雑な演算が
必要になり、画像処理の効率性が低下してしまう。例えば、表示装置における画像の色と
プリンタで出力される画像の色を適合させるために用いられる色空間の場合、ＲＧＢ色空
間をＬａｂ空間等の機器独立色を示す情報に変更する必要があるが、表示装置の場合は機
器独立色を意識する必要はなく、ＲＧＢ色空間をＬａｂ色空間等に変更することは非効率
である。
【０００５】
　本発明の目的は、より目的の色に調整しやすくすることが可能な画像処理システム、表
示装置、プログラムおよび情報記憶媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係る画像処理システムは、色空間におけるＲＧＢ系
の複数の基準色およびＣＭＹ系の複数の基準色を含む基準色群のうちの少なくとも１つの
前記基準色の色相を調整することを示す調整情報に基づき、前記色空間における白色と黒
色を結ぶ直線を回転軸として選択基準色を回転移動させることによって前記色空間を示す
色空間情報を更新する更新部と、前記色空間情報に基づき、入力画像信号を補正する補正
部と、を含むことを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係る表示装置は、上記画像処理システムと、前記補正部によって補正さ
れた前記入力画像信号に基づき、画像を表示する表示部と、を含むことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係るプログラムは、コンピュータを、色空間におけるＲＧＢ系の複数の
基準色およびＣＭＹ系の複数の基準色を含む基準色群のうちの少なくとも１つの前記基準
色の色相を調整することを示す調整情報に基づき、前記色空間における白色と黒色を結ぶ
直線を回転軸として選択基準色を回転移動させることによって前記色空間を示す色空間情
報を更新する更新部と、前記色空間情報に基づき、入力画像信号を補正する補正部として
機能させることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る情報記憶媒体は、コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体であっ
て、上記プログラムを記憶したことを特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、画像処理システム等は、色相を調整する場合に白色と黒色を結ぶ直線
を回転軸として選択基準色を回転移動させることによって色空間情報を更新することによ
り、色相を調整した場合であっても明度を変化させることなく目的の色に調整することが
できる。
【００１１】
　また、本発明に係る画像処理システムは、色空間におけるＲＧＢ系の複数の基準色およ
びＣＭＹ系の複数の基準色を含む基準色群のうちの少なくとも１つの前記基準色の明度を
調整することを示す調整情報に基づき、前記色空間における当該基準色と黒色または白色
を結ぶ直線上を当該基準色を移動させることによって前記色空間を示す色空間情報を更新
する更新部と、前記色空間情報に基づき、入力画像信号を補正する補正部と、を含むこと
を特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る表示装置は、上記画像処理システムと、前記補正部によって補正さ
れた前記入力画像信号に基づき、画像を表示する表示部と、を含むことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係るプログラムは、コンピュータを、色空間におけるＲＧＢ系の複数の
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基準色およびＣＭＹ系の複数の基準色を含む基準色群のうちの少なくとも１つの前記基準
色の明度を調整することを示す調整情報に基づき、前記色空間における当該基準色と黒色
または白色を結ぶ直線上を当該基準色を移動させることによって前記色空間を示す色空間
情報を更新する更新部と、前記色空間情報に基づき、入力画像信号を補正する補正部とし
て機能させることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る情報記憶媒体は、コンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体であっ
て、上記プログラムを記憶したことを特徴とする。
【００１５】
　本発明によれば、画像処理システム等は、明度を調整する場合に、基準色と黒色または
白色を結ぶ直線上を当該基準色を移動させることによって色空間情報を更新することによ
り、明度を調整した場合であっても彩度を変化させることなく目的の色に調整することが
できる。
【００１６】
　また、前記色空間は、各基準色、黒色、白色を頂点とする立体であり、前記更新部は、
前記回転軸が回転前の黒色と所定の基準色を結ぶ直線と一致するように前記立体を回転さ
せることを示す回転行列の逆行列に基づき、前記色空間情報を更新してもよい。
【００１７】
　これによれば、画像処理システム等は、色相を調整するために基準色を回転移動させる
場合に、回転行列の逆行列に基づく演算を行うことにより、より効率的に値を求めること
ができる。
【００１８】
　また、前記調整情報は、前記基準色群のうちの少なくとも１つの前記基準色の明度を調
整することを示す情報を含み、前記補正部は、前記基準色の明度を調整することを示す情
報に基づき、前記色空間における当該基準色と黒色または白色を結ぶ直線上を当該基準色
を移動させることによって前記色空間情報を更新してもよい。
【００１９】
　これによれば、画像処理システム等は、明度を調整する場合に、基準色と黒色または白
色を結ぶ直線上を当該基準色を移動させることによって色空間情報を更新することにより
、明度を調整した場合であっても彩度を変化させることなく目的の色に調整することがで
きる。
【００２０】
　また、前記調整情報は、前記基準色群のうちの少なくとも１つの前記基準色の彩度を調
整することを示す情報を含み、前記更新部は、前記基準色の彩度を調整することを示す情
報に基づき、前記色空間における黒色および白色を結ぶ直線に対して直交し、かつ、当該
基準色を経由する直線上を当該基準色を移動させることによって前記色空間情報を更新し
てもよい。
【００２１】
　これによれば、画像処理システム等は、彩度を調整する場合に、明度や色相を変化させ
ることなく目的の色に調整することができる。
【００２２】
　また、前記色空間は、ＲＧＢ色空間であって、前記補正部は、前記入力画像信号を補正
することにより、表示装置で表示される画像の色を調整してもよい。
【００２３】
　これによれば、画像処理システム等は、色空間の変換等を行う必要がないため、より効
率的に画像の色を調整することができる。
【００２４】
　また、前記調整情報を入力する調整情報入力部を含み、前記表示部は、前記基準色ごと
に色相、明度、彩度を調整させるための調整画像を表示し、前記調整情報入力部は、前記
調整画像における調整に応じて前記調整情報を入力してもよい。
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【００２５】
　これによれば、画像処理システム等は、例えば、ユーザーの入力に応じて調整情報を入
力する場合に、ユーザーの目的に応じた色を生成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明を、画像の色の調整機能を有するプロジェクタに適用した実施例について
、図面を参照しつつ説明する。なお、以下に示す実施例は、特許請求の範囲に記載された
発明の内容を何ら限定するものではない。また、以下の実施例に示す構成のすべてが、特
許請求の範囲に記載された発明の解決手段として必須であるとは限らない。
【００２７】
　図１は、本実施例におけるプロジェクタ１００の機能ブロック図である。プロジェクタ
１００は、明度等の調整に関する調整情報を入力する調整情報入力部１１０と、記憶部１
３０と、記憶部１３０内のデータを更新する更新部１２０と、画像信号（例えば、ＲＧＢ
信号等）を入力する画像信号入力部１５０と、画像信号を補正する補正部１４０と、補正
後の画像信号に基づき、画像を投写する投写部１９０を含んで構成されている。なお、投
写部１９０は、画像を表示する表示部の一種であり、プロジェクタ１００は、表示装置の
一種である。
【００２８】
　また、記憶部１３０は、色空間を示す色空間情報１３２、後述する調整画像等を生成す
るための画像データ１３４等を記憶している。なお、本実施例では、色空間はＲＧＢ色空
間（ＲＧＢ空間ともいう。）である。
【００２９】
　なお、これらの各部は、例えば、以下のハードウェアを用いて実装されてもよい。例え
ば、調整情報入力部１１０としては、リモコン（リモートコントローラ）、ボタン等、更
新部１２０としてはＣＰＵ等、記憶部１３０としてはＲＡＭ、ＨＤＤ等、画像信号入力部
１５０としては画像信号入力端子等、補正部１４０としては画像処理回路等、投写部１９
０としてはランプ、液晶パネル、液晶駆動回路、投写レンズ等を用いて実装されてもよい
。
【００３０】
　また、プロジェクタ１００の有するコンピュータは、更新部１２０等の機能を情報記憶
媒体２００からプログラムを読み取って実装してもよい。このような情報記憶媒体２００
としては、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤ等を適用で
き、そのプログラムの読み取り方式は接触方式であっても、非接触方式であってもよい。
【００３１】
　次に、更新部１２０等を用いた画像の色の調整手順について説明する。図２は、本実施
例における画像の色の調整手順を示すフローチャートである。まず、補正部１４０は、画
像データ１３４を用いて調整画像を生成し、投写部１９０は、当該調整画像を投写する（
ステップＳ１）。
【００３２】
　図３は、本実施例における第１の調整画像３００を示す図である。また、図４は、本実
施例における第２の調整画像３０２を示す図である。例えば、ユーザーがリモコンを用い
て調整画像３００を表示する操作を行うことにより、調整画像３００がプロジェクタ１０
０によって投写される。
【００３３】
　調整画像３００は、ＲＧＢ系の基準色であるＲ、Ｇ、Ｂと、ＣＭＹ系の基準色であるＣ
、Ｍ、Ｙで構成される基準色群のそれぞれの色相、彩度、明度の調整状態を示す画像であ
る。ユーザーは、リモコンの上下方向の矢印キーを押すことにより、調整画像３００内の
選択カーソルを移動させ、調整対象の基準色を選択し、リモコンの「Select」キーを押し
て当該基準色を決定する。「Select」キーが押された場合、当該基準色の色を調整するた
めの調整画像３０２がプロジェクタ１００によって投写される。
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【００３４】
　調整画像３０２は、選択された基準色の色相、彩度、明度を調整するための画像である
。ユーザーは、リモコンの上下方向の矢印キーを押すことにより、調整画像３０２内の選
択カーソルを移動させ、色相、彩度、明度のいずれかを選択し、リモコンの左右方向の矢
印キーを押すことにより、設定値を変更する。例えば、図４に示す例では、Ｒの色相の設
定値が－６４から－６３に変更されている。調整画像は調整画像３００と調整画像３０２
に分離されることにより、ユーザーに上下左右の矢印キーだけで簡単に選択、調整させる
ことができる。なお、調整画像３００、３０２は、例えば、ＯＳＤ(On Screen Display)
画像等であってもよい。
【００３５】
　調整情報入力部１１０は、リモコンからの操作情報（調整情報）を入力し（ステップＳ
２）、更新部１２０は、調整情報に基づき、色空間情報１３２等を更新する（ステップＳ
３）。なお、各基準色の設定値は画像データ１３４の一部として記憶部１３０に記憶され
る。
【００３６】
　調整情報入力部１１０は、リモコンの「Menu」キーが押されたかどうかを判定すること
により、調整が終了したかどうかを判定する（ステップＳ４）。プロジェクタ１００は、
調整が終了するまでステップＳ２～Ｓ４の処理を繰り返し実行する。なお、ユーザーは、
調整画像３０２が表示された状態で、リモコンの「ESC」キーを押すことにより、調整画
像３００に戻り、他の基準色を調整することが可能である。
【００３７】
　ここで、色空間情報１３２を更新する手法についてより具体的に説明する。まず、色相
の調整について説明する。図５は、初期状態の色空間の一例を示す図である。例えば、通
常のＲＧＢ色空間は、図５に示す状態であり、Ｋ（黒）を原点とし、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｃ、Ｍ
、Ｙ、Ｋ、Ｗ（白）を頂点とする立方体の形状である。また、当該立方体は、頂点ＫＲを
経由する直線をｘ軸、頂点ＫＧを経由する直線をｙ軸、頂点ＫＢを経由する直線をｚ軸と
し、各軸に接する状態で配置されている。
【００３８】
　図６は、回転させた状態の色空間の一例を示す図である。本実施例では、補正部１４０
は、図５に示す立方体を頂点ＫＢを経由する直線がｚ軸と一致するように立方体を回転さ
せた状態で演算を行う。図６に示す状態では、線分ＫＷの３分の１の位置にＲＧＢの正三
角形が配置され、線分ＫＷの３分の２の位置にＣＭＹの正三角形が配置される。
【００３９】
　頂点ＫＢを経由する直線をｚ軸と一致するように回転させる演算は回転行列Ａで表され
る。具体的には、回転行列Ａは、
【数１】

になる。
【００４０】
　図６に示す座標を図５に示す座標に戻すためには、回転行列Ａの逆行列Ｂを用いればよ
い。逆行列Ｂは、

【数２】
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になる。
【００４１】
　図７は、色相調整時の色空間の模式図である。例えば、図６に示す立方体を上方向（ｚ
方向の逆方向）から見ると、図７に示す形状になる。例えば、色相の調整値をＨとすると
、Ｒは、Ｈ＝０がデフォルト値で、Ｈ＝１でＹと一致し、Ｈ＝－１でＭと一致する状態に
なる。角ＲＷＹ、角ＲＷＭはそれぞれ６０度であるため、調整される角度を示す角度θ＝
６０Ｈである。
【００４２】
　例えば、調整画像３０２では、色相は－６４から６４までの値で調整が行われるように
なっているが、色相の調整値Ｈは－１から１までの値で調整が行われる。すなわち、補正
部１４０は、画像データ１３４に設定された色相の設定値を変換して色相の調整値Ｈを求
める。
【００４３】
　次に、彩度の調整について説明する。図８は、彩度調整時の色空間の模式図である。彩
度の調整値をＳとし、Ｓは０から２までの範囲で調整できるものとする。Ｓ＝１がデフォ
ルト値であり、Ｓ＝２の時に彩度が２倍になる。すなわち、Ｓが大きくなるほどｚ軸（Ｗ
Ｋ軸）からの距離が遠くなる。なお、調整画像３０２では、彩度は－６４から６４までの
値で調整が行われるようになっているため、補正部１４０は、画像データ１３４に設定さ
れた彩度の設定値を変換して彩度の調整値Ｓを求める。
【００４４】
　次に、明度の調整について説明する。図９は、明度調整時の色空間の模式図である。明
度の調整値をＶとし、Ｖは０から２までの範囲で調整できるものとする。図９に示すよう
に、ＲＧＢの場合はＶ値が頂点Ｋからの距離の倍率になり、Ｖ＝１がデフォルト値で、Ｖ
＝０の時に頂点Ｋと一致し、Ｖ＝２の時に明度が２倍になる。
【００４５】
　なお、ＣＭＹの場合はそのまま倍率にすると変化量が大きすぎるため、Ｖ＝０の時に半
分の明度、Ｖ＝２の時に１．５倍の明度になるように調整される。また、調整画像３０２
では、明度は－６４から６４までの値で調整が行われるようになっているため、補正部１
４０は、画像データ１３４に設定された明度の設定値を変換して明度の調整値Ｖを求める
。
【００４６】
　次に、色相、彩度、明度のすべてを調整する場合について説明する。図１０は、色相、
明度、彩度を調整する時の色空間の模式図である。図６に示す状態におけるＲの座標は、
（√6/3, 0, √3/3）になる。Ｒを、ｚ軸を中心にθ度回転させた点をＲ’、Ｒ’を、ｚ
軸からの距離をＳ倍した点をＲ’’、Ｒ’’を、原点Ｋを基準にＶ倍した点をＲ’’’と
する。Ｒ’’’の座標は、
【数３】

になる。
【００４７】
　Ｒ’’’の座標を回転前の座標に戻すと、
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【数４】

になる。
【００４８】
　したがって、色空間における頂点Ｒを調整した場合、調整後の頂点ＲのＲＧＢ値は、
【数５】

になる。
【００４９】
　また、色空間における頂点Ｇを調整した場合、調整後の頂点ＧのＲＧＢ値は、上記式に
おける頂点ＲのＲ値がＧ値になり、Ｇ値がＢ値になり、Ｂ値がＲ値になる。また、調整後
の頂点ＢのＲＧＢ値は、上記式における頂点ＲのＲ値がＢ値になり、Ｇ値がＲ値になり、
Ｂ値がＧ値になる。なお、基準色のいずれかが調整された場合、当該基準色（例えば、頂
点Ｒ等）の位置のみが変化し、他の基準色（頂点）の位置は変化しない。
【００５０】
　また、ＣＭＹの演算式は、回転行列Ａで立方体をＷＫ軸が垂直になるように変更した状
態の頂点Ｃの座標値が(-√6/3, 0, 2√3/3)になることからＲＧＢと同様に演算できる。
ただし、上述したように、明度の倍率は、Ｖの値(0～2)そのものではなく、0.5～1.5倍に
なるように調整されるため、(V+1)/2倍になる。
【００５１】
　したがって、色空間における頂点Ｃを調整した場合、調整後の頂点ＣのＲＧＢ値は、

【数６】

になる。
【００５２】
　また、色空間における頂点Ｍを調整した場合、調整後の頂点ＭのＲＧＢ値は、上記式に
おける頂点ＣのＲ値がＧ値になり、Ｇ値がＢ値になり、Ｂ値がＲ値になる。また、調整後
の頂点ＹのＲＧＢ値は、上記式における頂点ＣのＲ値がＢ値になり、Ｇ値がＲ値になり、
Ｂ値がＧ値になる。
【００５３】
　以上のように、更新部１２０は、画像データ１３４で示される設定値に基づいて色空間
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情報１３２を更新することができる。なお、色空間情報１３２の実体は、テーブル（例え
ば、ルックアップテーブル等）であってもよいし、関数値であってもよい。
【００５４】
　調整および色空間情報１３２の更新が終了した状態で、画像信号入力部１５０は、画像
信号を入力し（ステップＳ５）、補正部１４０は、色空間情報１３２を参照して入力画像
信号を補正する（ステップＳ６）。
【００５５】
　なお、補正部１４０は、色空間情報１３２に定義されていない色の補正を行う場合は、
例えば、色空間情報１３２に定義された色の値を用いて線形補間演算を行うことにより、
入力画像信号を補正する。また、補正部１４０は、補正の結果、色域を超える場合は、例
えば、補正後の色の値を色域内の近い色の値に決定する。
【００５６】
　投写部１９０は、補正部１４０によって補正された画像信号に基づき、液晶パネルに画
像を形成して画像を投写する（ステップＳ７）。
【００５７】
　以上のように、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、色相を調整する場合に、白
色と黒色を結ぶ直線を回転軸として選択基準色を回転移動させることによって色空間情報
１３２を更新することにより、色相を調整した場合であっても明度を変化させることなく
目的の色に調整することができる。
【００５８】
　また、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、色相を調整するために基準色を回転
移動させる場合に、回転行列Ａの逆行列Ｂに基づく演算を行うことにより、より効率的に
値を求めることができる。
【００５９】
　また、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、明度を調整する場合に、基準色と黒
色または白色を結ぶ直線上を当該基準色を移動させることによって色空間情報１３２を更
新することにより、明度を調整した場合であっても彩度を変化させることなく目的の色に
調整することができる。
【００６０】
　また、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、彩度を調整する場合に、ＷＫ軸から
の距離を変化させることによって彩度を調整することにより、明度や色相を変化させるこ
となく目的の色に調整することができる。
【００６１】
　また、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、ＲＧＢ色空間を用いてＲＧＢ信号を
補正することにより、色空間の変換等を行う必要がないため、より効率的に画像の色を調
整することができる。
【００６２】
　さらに、本実施例によれば、プロジェクタ１００は、調整画像３００、３０２を用いる
ことにより、ユーザーの入力に応じて調整情報を入力することができるため、ユーザーの
目的に応じた色を生成することができる。
【００６３】
　なお、本発明の適用は上述した実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば
、調整画像３００、３０２の構成は、図３、図４に示す構成には限定されない。例えば、
１つの画像ですべての基準色の状態表示、調整を行えるようにしてもよい。また、調整画
像３００、３０２における設定値と内部的な調整値を一致させてもよい。また、プロジェ
クタ１００は、調整が行われる際にサンプル画像等を表示し、調整が行われる度に当該調
整に応じてサンプル画像の色を補正して表示してもよい。
【００６４】
　また、ＲＧＢ系の複数の基準色は、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色には限定されず、２色であっても
よいし、４色以上であってもよい。また、ＣＭＹ系の複数の基準色は、Ｃ、Ｍ、Ｙの３色
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述したＲＧＢ等の基準色の中間色であってもよい。
【００６５】
　また、色空間はＲＧＢ色空間には限定されず、入力画像信号の種別に応じて任意の色空
間を採用可能である。
【００６６】
　また、プロジェクタ１００は、液晶プロジェクタには限定されず、例えば、ＤＭＤ(Dig
ital Micromirror Device)を用いたプロジェクタ等であってもよい。なお、ＤＭＤは米国
テキサス・インスツルメンツ社の商標である。また、プロジェクタ１００の機能を複数の
装置（例えば、ＰＣとプロジェクタ等）に分散して実装してもよい。
【００６７】
　また、本発明を適用可能な表示装置は、プロジェクタ１００には限定されず、例えば、
テレビ、液晶モニタ、ＰＤＡ、携帯電話等であってもよい。また、本発明の画像処理シス
テムを実装可能な電子機器は、表示装置には限定されず、画像信号の入力、補正、出力を
行う種々の電子機器に本発明の画像処理システムを実装可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本実施例におけるプロジェクタの機能ブロック図である。
【図２】本実施例における画像の色の調整手順を示すフローチャートである。
【図３】本実施例における第１の調整画像を示す図である。
【図４】本実施例における第２の調整画像を示す図である。
【図５】初期状態の色空間の一例を示す図である。
【図６】回転させた状態の色空間の一例を示す図である。
【図７】色相調整時の色空間の模式図である。
【図８】彩度調整時の色空間の模式図である。
【図９】明度調整時の色空間の模式図である。
【図１０】色相、明度、彩度を調整する時の色空間の模式図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１００　プロジェクタ（表示装置）、１１０　調整情報入力部、１２０　更新部、１３
０　記憶部、１３２　色空間情報、１３４　画像データ、１４０　補正部、１９０　投写
部（表示部）、２００　情報記憶媒体、３００、３０２　調整画像
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