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(57)【要約】
【課題】表示装置が準拠する、第１の映像フォーマット
よりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う映
像の規格とは異なる規格に準拠する画像信号が示す画像
を、当該表示装置に適切に表示させる。
【解決手段】ＳＴＢ（１）は、ＴＶ（３）が準拠する第
２の映像フォーマットに従う映像の規格を示す規格情報
を取得し、出力対象の画像信号が、規格情報が示す第２
の映像フォーマットに従う映像の規格に準拠するもので
ない場合、出力対象の画像信号を、規格情報が示す規格
に準拠したものとなるように変換し、変換された画像信
号を出力する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号
を変換する信号変換装置であって、
　表示装置から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマットに従う１または
複数の映像の規格を示す規格情報を取得する取得部と、
　出力対象の画像信号が、上記規格情報の示す規格に準拠するものであるか否かを判定す
る判定部と、
　上記判定部が、上記出力対象の画像信号が上記規格情報の示す規格に準拠したものでは
ないと判定した場合、上記出力対象の画像信号を、上記規格情報が示す規格に準拠したも
のとなるよう変換する変換部と、
　上記変換部によって変換された画像信号を上記表示装置に出力する出力部と、
を備えることを特徴とする信号変換装置。
【請求項２】
　第２の映像フォーマットに従う複数の映像の規格の各々に優先順位が予め定められてお
り、
　上記取得部が取得した規格情報が複数の映像の規格を示す情報であった場合、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記規格情報が示す複数の映像の規格のう
ち、優先順位が高い映像の規格に準拠したものとなるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１に記載の信号変換装置。
【請求項３】
　上記表示装置において設定可能な複数の画質設定の各々に対して、第２の映像フォーマ
ットに従う複数の映像の規格の何れかが関連付けられており、
　上記取得部は、上記表示装置に設定されている画質設定を示す画質設定情報をさらに取
得し、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記取得部が取得した画質設定情報が示す
画質設定に関連付けられた映像の規格に準拠したものとなるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１に記載の信号変換装置。
【請求項４】
　上記出力対象の画像信号が表すコンテンツのジャンルの各々に対して、第２の映像フォ
ーマットに従う複数の映像の規格の何れかが関連付けられており、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記出力対象の画像信号が表すコンテンツ
のジャンルに関連付けられた映像の規格に準拠したものとなるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１に記載の信号変換装置。
【請求項５】
　当該信号変換装置の出力信号として準拠する、第２の映像フォーマットに従う複数の映
像の規格を示す情報を、表示装置に供給する規格情報供給部をさらに備え、
　上記取得部は、何れの第２の映像フォーマットに従う映像の規格が選択されたのかを示
す選択情報をさらに取得し、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記取得部が取得した選択情報の示す映像
の規格の画像信号となるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１に記載の信号変換装置。
【請求項６】
　上記表示装置が上記第２の映像フォーマットに従う１または複数の映像の規格の何れに
も準拠していない場合に、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記第１の映像フォーマットに従う映像の
画像信号に変換する、
ことを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の信号変換装置。
【請求項７】
　第２の映像フォーマットに従う複数の映像の規格の各々に対応した信号を送信可能な送
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出機から上記出力対象の画像信号を取得する受信部を更に備え、
　上記出力対象の画像信号が、上記変換部によって上記表示装置が準拠する第２の映像フ
ォーマットに従う映像の規格に変換可能な信号でない場合に、上記受信部は、上記表示装
置が準拠する第２の映像フォーマットに従う映像の規格に変換可能な信号を取得する、
ことを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の信号変換装置。
【請求項８】
　セットトップボックスとして機能することを特徴とする請求項１から７の何れか１項に
記載の信号変換装置。
【請求項９】
　請求項１から７の何れか１項に記載の信号変換装置を備えていることを特徴とするテレ
ビジョン受像機。
【請求項１０】
　請求項１から７の何れか１項に記載の信号変換装置としてコンピュータを機能させるた
めのプログラムであって、上記取得部、上記判定部、上記変換部および上記出力部として
コンピュータを機能させるためのプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像信号を変換する信号変換装置、当該信号変換装置を備えるテレビジョン
受像機、当該信号変換装置としてコンピュータを機能させるためのプログラム、および当
該プログラムを記録した記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置が画像を高輝度、高コントラスト化して表示する技術の１つとして、従来の標
準ダイナミックレンジ（ＳＤＲ（Standard Dynamic Range））より広いダイナミックレン
ジを有する高ダイナミックレンジ映像（ＨＤＲ（High Dynamic Range））の信号がある。
ＨＤＲ信号では、高輝度・高コントラスト化が可能であるため、映像の迫力を増大させる
ことができる。そのため、ＨＤＲ信号に関連した技術が開発されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、受信したＨＤＲ画像系列からＳＤＲ画像系列を生成し、生成
したＳＤＲ画像系列を符号化したＳＤＲ画像系列を復号化してＨＤＲ画像系列を生成し、
生成したＳＤＲ画像系列およびＨＤＲ画像系列から生成したＨＤＲ残像データを受信側へ
伝送する符号化方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２１３３６０号公報（２０１０年９月２４日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在、ＨＤＲ信号の規格（ＨＤＲ規格）として、ＳＭＰＴＥ（Society of Motion Pict
ure and Television Engineers）　ＳＴ－２０８４、ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｂ６７などとい
った複数の規格が存在している。このような複数のＨＤＲ規格の間では、採用するＥＯＴ
Ｆ（Electro-Optical Transfer Function）などが異なっている。そのため、表示装置が
準拠するＨＤＲ規格と異なるＨＤＲ規格に準拠した画像信号が入力された場合、適切な画
像が表示されないという問題がある。上述の特許技術１は、この問題の解決策を提示して
いるものではない。
【０００６】
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　本発明は、前記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、表示装置が準拠す
る、第１の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う映像の
規格とは異なる規格に準拠する画像信号が示す画像を、当該表示装置に適切に表示させる
技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る信号変換装置は、第１の映像フォ
ーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号を変換する信号変
換装置であって、表示装置から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマット
に従う１または複数の映像の規格を示す規格情報を取得する取得部と、出力対象の画像信
号が、上記規格情報の示す規格に準拠するものであるか否かを判定する判定部と、上記判
定部が、上記出力対象の画像信号が上記規格情報の示す規格に準拠したものではないと判
定した場合、上記出力対象の画像信号を、上記規格情報が示す規格に準拠したものとなる
よう変換する変換部と、上記変換部によって変換された画像信号を上記表示装置に出力す
る出力部と、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様によれば、表示装置が準拠する、第１の映像フォーマットよりも輝度範
囲の広い第２の映像フォーマットに従う映像の規格とは異なる規格に準拠する画像信号が
示す画像を、当該表示装置に適切に表示させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態１に係る実施形態１に係る表示システムの要部構成を示すブロ
ック図である。
【図２】本発明の実施形態１におけるＴＶ３の外観を示す図である。
【図３】本発明の実施形態１に係る実施形態１に係る表示システムが実行する処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態１におけるＥＯＴＦ（Electro-Optical Transfer Function）
の例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　〔実施形態１〕
　以下、本発明の実施の形態について、図１～図４に基づいて詳細に説明する。
【００１１】
　（表示システム１００）
　図１は、実施形態１に係る表示システム１００の要部構成を示すブロック図である。図
１に示すように、表示システム１００は、セットトップボックス１（信号変換装置、以下
、「ＳＴＢ１」と称する場合もある）、テレビジョン受像機３（表示装置、以下、「ＴＶ
３」と称する場合もある）、および送出機７によって構成されている。表示システム１０
０では、送出機７が出力する画像信号であって、第１の映像フォーマットよりも輝度範囲
の広い第２の映像フォーマットに従う映像の規格に準拠する画像信号を、ＴＶ３はＳＴＢ
１を介して取得し、取得した画像信号に基づく画像を表示する。本明細書では、第１の映
像フォーマットの例としてＳＤＲ、第２の映像フォーマットの例としてＨＤＲを用いて説
明する。また以下では、第２の映像フォーマットに従う映像の規格を、「ＨＤＲ規格」と
称する場合もある。表示システム１００は、送出機７が出力する画像信号が準拠するＨＤ
Ｒ規格と、ＴＶ３が対応する（以下、「ＴＶ３が準拠する」とも称する場合がある）ＨＤ
Ｒ規格とが異なっている場合であっても、ＴＶ３は適切な画像を表示することができるシ
ステムである。
【００１２】
　ＨＤＲ規格として、例えば、ＳＭＰＴＥ（Society of Motion Picture and Television
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 Engineers）ＳＴ．２０８４－２０１４、ＣＴＡ（Consumer Technology Association）
－８６１－Ｆなどにより規定される映像フォーマットがある。また、ＳＤＲ規格として、
例えば、Ｒｅｃ．ＩＴＵ－Ｒ　ＢＴ．７０９により規格される映像フォーマットがある。
【００１３】
　なお、本明細書では、ＨＤＲ規格の例としてＳＭＰＴＥ　ＳＴ－２０８４およびＡＲＩ
Ｂ　ＳＴＤ－Ｂ６７を用いているが、本発明はこれに限定されない。
【００１４】
　（ＳＴＢ１）
　ＳＴＢ１は、送出機７から、ＨＤＲ規格に準拠した、出力対象の画像信号を取得し、当
該出力対象の画像信号を、ＴＶ３が対応するＨＤＲ規格の画像信号となるように変換し、
変換した画像信号をＴＶ３に出力する信号変換装置である。なお、「出力対象の画像信号
」とは、ＳＴＢ１に入力された信号であるため、「出力対象の画像信号」を「入力画像信
号」と称する場合もある。ＳＴＢ１は、図１に示すように、第１のＳＴＢ通信部１２、Ｓ
ＴＢ制御部１４、および第２のＳＴＢ通信部１６を備えている。
【００１５】
　第１のＳＴＢ通信部１２は、送出機７から出力された入力画像信号を取得するインター
フェースである。
【００１６】
　第２のＳＴＢ通信部１６は、ＴＶ３と通信するインターフェースである。
【００１７】
　ＳＴＢ制御部１４は、ＳＴＢ１の各部を統括的に制御する。ＳＴＢ制御部１４の詳細に
ついて、以下に説明する。
【００１８】
　（ＳＴＢ制御部１４）
　ＳＴＢ制御部１４は、図１に示すように、ＴＶ情報取得部２２（取得部）、画像信号変
換部２４（変換部、受信部）、判定部２６、画像信号出力部２８（出力部）、および規格
情報供給部２９を備えている。
【００１９】
　ＴＶ情報取得部２２は、ＴＶ３から出力されたＴＶ３に関する情報を取得する。ＴＶ３
に関する情報の例として、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格を示す規格情報が挙げられる。
【００２０】
　画像信号変換部２４は、入力された入力画像信号を、入力画像信号が準拠するＨＤＲ規
格とは異なるＨＤＲ規格に準拠した画像信号になるよう変換する。
【００２１】
　判定部２６は、ＴＶ３から取得した規格情報が示すＨＤＲ規格と、入力画像信号が準拠
するＨＤＲ規格とが一致するか否かを判定する。
【００２２】
　画像信号出力部２８は、画像信号変換部２４が変換した画像信号を、出力信号としてＴ
Ｖ３に出力する。
【００２３】
　規格情報供給部２９は、画像信号変換部２４が、出力信号として準拠するＨＤＲ規格を
示す情報を、ＴＶ３に出力する。
【００２４】
　（ＴＶ３）
　ＴＶ３は、ＳＴＢ１から出力された画像信号を取得し、当該画像信号に基づいた画像を
表示する表示装置である。ＴＶ３は、図１に示すように、ＴＶ通信部３２、ＴＶ制御部３
４、表示部３６、および操作受付部３８を備えている。
【００２５】
　ＴＶ通信部３２は、ＳＴＢ１と通信するインターフェースである。
【００２６】
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　表示部３６は、画像信号が示す画像を表示するディスプレイデバイスである。
【００２７】
　操作受付部３８は、ユーザの操作を受け付け、当該操作を示す操作情報を出力する。
【００２８】
　ＴＶ制御部３４は、ＴＶ３の各部を統括的に制御する。ＴＶ制御部３４の詳細について
、以下に説明する。
【００２９】
　（ＴＶ制御部３４）
　ＴＶ制御部３４は、図１に示すように、ＴＶ情報管理部４２および表示制御部４４を備
えている。
【００３０】
　ＴＶ情報管理部４２は、ＴＶ３に関する情報を管理する。
【００３１】
　表示制御部４４は、取得した画像信号が示す画像を表示部３６に表示させる。
【００３２】
　（送出機７）
　送出機７は、１または複数のＨＤＲ規格の各々に対応した信号を送信可能である。送出
機７は、例えば、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスクプレーヤ、コンテンツサーバ（オ
ンデマンドサーバ）、および放送局などで実現される。また、送出機７は、それぞれ１ま
たは複数のＢｌｕ－ｒａｙディスクプレーヤ、コンテンツサーバ、および放送局の組み合
わせによって実現されてもよい。
【００３３】
　（ＴＶ３の外観）
　図２は、実施形態１におけるＴＶ３の外観を示す図である。ＴＶ３は、チューナ（不図
示）が示す放送番組を表示するものであるが、本発明では、表示装置として、ＴＶ３に替
えて、チューナを備えないディスプレイ装置４（図２の（ａ））、パーソナルコンピュー
タ５（図２の（ｂ））、または情報端末装置６（図２の（ｃ））で実現してもよい。また
、ＴＶ３は、ＳＴＢ１を構成する各部を備える構成であってもよい。
【００３４】
　（表示システム１００が実行する処理）
　図３は、実施形態１に係る表示システム１００が実行する処理の流れを示すフローチャ
ートである。表示システム１００が実行する処理について、図３を用いて説明する。
【００３５】
　（ステップＳ２）
　まず、ＴＶ３のＴＶ情報管理部４２は、ＴＶ３が準拠する１または複数のＨＤＲ規格を
示す規格情報を、ＴＶ通信部３２を介してＳＴＢ１に出力する。ＴＶ情報管理部４２が規
格情報を出力する具体的な例として、ＥＤＩＤ、ＣＥＣによって規格情報を出力する方法
が挙げられる。ＳＴＢ１のＴＶ情報取得部２２は、第２のＳＴＢ通信部１６を介して、Ｔ
Ｖ３から出力された規格情報を取得する。
【００３６】
　（ステップＳ４）
　ＳＴＢ１の画像信号変換部２４は、送出機７から出力される入力画像信号を取得する。
なお、ステップＳ２およびステップＳ４が実行される順番は逆であってもよい。
【００３７】
　（ステップＳ６）
　判定部２６は、ステップＳ２においてＴＶ情報取得部２２が取得した規格情報が示す規
格と、ステップＳ４において画像信号変換部２４が取得した入力画像信号が準拠する規格
とが、一致するか否かを判定する。換言すると、判定部２６は、ステップＳ４において画
像信号変換部２４が取得した入力画像信号が、ステップＳ２においてＴＶ情報取得部２２
が取得した規格情報が示す規格に準拠するものであるか否かを判定する。判定部２６が、
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入力画像信号は規格情報が示す規格に準拠するものであるか否かを判定する方法の例とし
て、入力画像信号がＨＤＭＩ（登録商標）（High-Definition Multimedia Interface：高
精細度マルチメディアインターフェース）規格に準拠する場合、入力画像信号に含まれる
“ＩＮＦＯ　ＦＲＡＭＥ”のＥＯＴＦを参照する構成が挙げられる。
【００３８】
　（ステップＳ８）
　ステップＳ６において、「規格は一致しない」と判定された場合（ステップＳ６：ＮＯ
）、画像信号変換部２４は、ステップＳ４において画像信号変換部２４が取得した入力画
像信号を、ステップＳ２においてＴＶ情報取得部２２が取得した規格情報が示す規格に準
拠したものとなるように変換する。なお、画像信号変換部２４の具体的な処理の詳細につ
いては、後述する。
【００３９】
　（ステップＳ１０）
　画像信号出力部２８は、ステップＳ８の処理の後、画像信号変換部２４が変換した後の
画像信号を、出力信号として第２のＳＴＢ通信部１６を介してＴＶ３に出力する。また、
画像信号出力部２８は、ステップＳ６において、「規格は一致する」と判定された場合（
ステップＳ６：ＹＥＳ）、ステップＳ４において画像信号変換部２４が取得した入力画像
信号を、出力信号として第２のＳＴＢ通信部１６を介してＴＶ３に出力する。ＴＶ３の表
示制御部４４は、ＳＴＢ１から出力された出力信号を、ＴＶ通信部３２を介して取得する
。
【００４０】
　（ステップＳ１２）
　表示制御部４４は、ステップＳ１０において取得した出力信号が示す画像を、表示部３
６に表示する。
【００４１】
　（画像信号変換部２４の処理の例１）
　画像信号変換部２４の処理の一例について、図４を用いて説明する。図４は、本実施形
態におけるＥＯＴＦ（Electro-Optical Transfer Function）の例を示すグラフである。
図４の（ａ）は、ＳＴＤ－Ｂ６７のＥＯＴＦを示すグラフであり、（ｂ）は、ＳＴ－２０
８４のＥＯＴＦを示すグラフであり、（ｃ）は、ＳＤＲ信号のＥＯＴＦを示すグラフであ
る。図４に示すように、各ＨＤＲ規格およびＳＤＲ規格が採用するＥＯＴＦおよびＳＤＲ
信号のＥＯＴＦはそれぞれ異なっている。そのため、画像信号変換部２４は、取得した入
力画像信号におけるＥＯＴＦを、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格に準拠したＥＯＴＦとなる
ように変換する。
【００４２】
　例えば、ＴＶ３がＳＴＤ－Ｂ６７に準拠し、画像信号変換部２４がＳＴ－２０８４に準
拠する入力画像信号を取得した場合、画像信号変換部２４は、入力画像信号において、表
示する輝度を１００ｃｄ／ｍ２に指定された階調値が、最大階調値を１とした場合の０．
５に相当する階調値になるよう変換する構成が挙げられる。
【００４３】
　他の例として、ＴＶ３がＳＴ－２０８４に準拠し、画像信号変換部２４がＳＴＤ－Ｂ６
７に準拠する入力画像信号を取得した場合、画像信号変換部２４は、入力画像信号におい
て、最大階調値を１とした場合の０．５に相当する階調値が、１００ｃｄ／ｍ２に指定さ
れる階調値になるよう変換する構成が挙げられる。
【００４４】
　（画像信号変換部２４の処理の例２）
　画像信号変換部２４の処理の他の例について説明する。
【００４５】
　各ＨＤＲ規格では、最大輝度を指定する方法も異なる。例えば、ＳＴＤ－Ｂ６７では最
大輝度は指定されないが、ＳＴ－２０８４のＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎ（登録商標）では
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、フレーム毎に動的に変化するＭＡＸ＿ＣＬＬとして指定される。また、ＳＴ－２０８４
のＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎ以外の規格では、画像信号が表すコンテンツにおける最大輝
度が固定値でＭＡＸ＿ＣＬＬとして指定される。そこで、画像信号変換部２４が、ＴＶ３
が出力する最大輝度が、取得した入力画像信号において設定された最大輝度となるように
画像信号を変換する処理の例を以下に挙げ、説明する。なお、以下の説明では、ＳＴＢ１
が出力信号をＨＤＭＩ規格に準拠する画像信号として出力する場合について説明するため
、出力信号に含まれる“ＩＮＦＯ　ＦＲＡＭＥ”のＭＡＸ＿ＣＬＬを設定する構成につい
て説明するが、本発明の構成はこれに限定されない。
【００４６】
　例えば、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎに準拠し、画像信号変換部２４がＳＴＤ－
Ｂ６７に準拠する入力画像信号を取得した場合、画像信号変換部２４は、入力画像信号の
フレーム毎の最大階調値を、動的に変化するＭＡＸ＿ＣＬＬとして設定する構成が挙げら
れる。
【００４７】
　また、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎに準拠し、画像信号変換部２４がＳＴＤ－Ｂ
６７に準拠する入力画像信号を取得した場合の他の例として、画像信号変換部２４は、任
意の値をＭＡＸ＿ＣＬＬとして設定する構成が挙げられる。
【００４８】
　他の例として、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎ以外のＳＴ－２０８４に準拠し、画
像信号変換部２４がＳＴＤ－Ｂ６７に準拠する入力画像信号を取得した場合、画像信号変
換部２４は、任意の値をＭＡＸ＿ＣＬＬとして設定する構成が挙げられる。
【００４９】
　さらに他の例として、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎに準拠し、画像信号変換部２
４がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎ以外のＳＴ－２０８４に準拠する入力画像信号を取得した
場合、画像信号変換部２４は、フレーム毎の最大階調値を、動的に変化するＭＡＸ＿ＣＬ
Ｌとして設定する構成が挙げられる。
【００５０】
　また、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎに準拠し、画像信号変換部２４がＤｏｌｂｙ
　Ｖｉｓｉｏｎ以外のＳＴ－２０８４に準拠する入力画像信号を取得した場合の他の例と
して、画像信号変換部２４は、入力画像信号に含まれるＭＡＸ＿ＣＬＬを、そのままＭＡ
Ｘ＿ＣＬＬとして設定する構成が挙げられる。
【００５１】
　また、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎ以外のＳＴ－２０８４に準拠し、画像信号変
換部２４がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎに準拠する場合、画像信号変換部２４は、任意の値
をＭＡＸ＿ＣＬＬとして設定する構成が挙げられる。
【００５２】
　なお、任意の値の例として、表示部３６が出力可能な輝度の８０％の値や、１０００ｃ
ｄ／ｍ２などが挙げられる。
【００５３】
　このように、本実施形態に係る表示システム１００では、ＳＴＢ１は、ＴＶ３から規格
情報を取得し、出力対象の画像信号が、規格情報が示す規格に準拠するものではないと判
定した場合、出力対象の画像信号を、規格情報が示す規格に準拠したものとなるよう変換
する。そのため、表示システム１００では、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格とは異なるＨＤ
Ｒ規格に準拠した画像信号の画像を、ＴＶ３に適切に表示させることができる。
【００５４】
　〔実施形態２〕
　本発明の他の実施形態について説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明
した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
本実施形態では、ＳＴＢ１がＴＶ３に適したＨＤＲ規格を選択する方法について説明する
。
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【００５５】
　（ＨＤＲ規格を選択する方法１）
　ＳＴＢ１がＨＤＲ規格を選択する方法の一例について説明する。
【００５６】
　まず、ＳＴＢ１において、複数のＨＤＲ規格の各々に優先順位を予め定めておく。そし
て、ＴＶ３が複数のＨＤＲ規格に準拠する場合（規格情報が複数のＨＤＲ規格を示す場合
）、画像信号変換部２４は、上述したステップＳ８において、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規
格のうち、優先順位が高いＨＤＲ規格に準拠したものとなるよう、入力画像信号を変換す
る。
【００５７】
　このように、ＳＴＢ１において、複数のＨＤＲ規格の各々に優先順位を予め定めておく
ことにより、ＳＴＢ１は、ＴＶ３が複数のＨＤＲ規格に準拠する場合であっても、入力画
像信号を、より適切なＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００５８】
　（ＨＤＲ規格を選択する方法２）
　ＳＴＢ１がＨＤＲ規格を選択する方法の他の例について説明する。
【００５９】
　まず、ＳＴＢ１において、ＴＶ３で設定可能な複数の画質設定の各々に対して、複数の
ＨＤＲ規格の何れかを関連付けておく。そして、ＴＶ３のＴＶ情報管理部４２は、上述し
たステップＳ２において、規格情報に加えて、ＴＶ３に設定されている画質設定を示す画
質設定情報をさらに出力する。画像信号変換部２４は、上述したステップＳ８において、
ＴＶ３から取得した画質設定情報が示す画質設定に関連付けられたＨＤＲ規格に準拠した
ものとなるよう、入力画像信号を変換する。
【００６０】
　このように、ＳＴＢ１において、ＴＶ３で設定可能な複数の画質設定の各々に対して、
複数のＨＤＲ規格の何れかを関連付けておくことにより、ＳＴＢ１は、ＴＶ３で設定され
ている画質設定に適したＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００６１】
　（ＨＤＲ規格を選択する方法３）
　ＳＴＢ１がＨＤＲ規格を選択する方法のさらに他の例について説明する。
【００６２】
　まず、ＳＴＢ１において、入力画像信号が表すコンテンツのジャンルの各々に対して、
複数のＨＤＲ規格の何れかを関連付けておく。そして、画像信号変換部２４は、上述した
ステップＳ８において、入力画像信号が表すコンテンツのジャンルに関連付けられたＨＤ
Ｒ規格に準拠したものとなるよう、入力画像信号を変換する。
【００６３】
　このように、ＳＴＢ１において、入力画像信号が表すコンテンツのジャンルの各々に対
して、複数のＨＤＲ規格の何れかを関連付けておくことにより、ＳＴＢ１は、入力画像信
号を、入力画像信号が表すコンテンツに適したＨＤＲ規格の画像信号に変換することがで
きる。
【００６４】
　（ＨＤＲ規格を選択する方法４）
　ＳＴＢ１がＨＤＲ規格を選択する方法のさらに他の例について説明する。
【００６５】
　まず、ＳＴＢ１の規格情報供給部２９は、第２のＳＴＢ通信部１６を介して、ＳＴＢ１
が出力信号として準拠する複数のＨＤＲ規格を示す情報を、ＴＶ３に供給する。
【００６６】
　ＴＶ３の表示制御部４４は、上記情報を取得すると、当該情報が示す複数のＨＤＲ規格
の何れかをユーザに選択させる画面を、表示部３６に表示させる。そして、操作受付部３
８が上記複数の何れのＨＤＲ規格を選択する旨の操作信号を受け付けると、ＴＶ情報管理
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部４２は、何れのＨＤＲ規格が選択さえたのかを示す選択情報を、ＴＶ通信部３２を介し
て出力する。
【００６７】
　ＳＴＢ１のＴＶ情報取得部２２が第２のＳＴＢ通信部１６を介して上記選択情報を取得
すると、画像信号変換部２４は、上記選択情報の示すＨＤＲ規格信号の画像信号となるよ
うに、入力画像信号を変換する。
【００６８】
　このように、ＳＴＢ１は、ＳＴＢ１が出力信号として準拠する複数のＨＤＲ規格を示す
情報を、ＴＶ３に供給する。そして、ＳＴＢ１は、ＴＶ３から、何れのＨＤＲ規格が選択
されたのかを示す選択情報を取得する。この構成により、ＳＴＢ１は、入力画像信号を、
ユーザが所望するＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００６９】
　（ＴＶ３がＨＤＲ規格に準拠しない場合の例）
　ＴＶ３がＨＤＲ規格に準拠しない場合の例について説明する。
【００７０】
　ＳＴＢ１のＴＶ情報取得部２２が取得したＴＶ３の規格情報が、何れのＨＤＲ規格にも
準拠していない場合、画像信号変換部２４は、入力画像信号を、ＨＤＲより狭いダイナミ
ックレンジ映像の画像信号であるＳＤＲ画像信号に変換する。
【００７１】
　このように、ＳＴＢ１は、ＴＶ３がＨＤＲ規格の何れにも準拠していない場合に、入力
画像信号をＳＤＲ画像信号に変換する。そのため、ＳＴＢ１は、ＨＤＲ規格の何れにも準
拠していないＴＶ３に対しても、ＨＤＲ規格に準拠した入力画像信号を、表示可能な画像
信号に変換することができる。
【００７２】
　〔実施形態３〕
　本発明の他の実施形態について説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明
した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００７３】
　上述した実施形態では、ＳＴＢ１は１つのＨＤＲ規格に対応した入力画像信号を取得す
る構成について説明したが、本実施形態では、ＳＴＢ１が複数のＨＤＲ規格の各々に対応
した入力画像信号を取得する構成について説明する。
【００７４】
　本実施形態では、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格が、ＨＤＲ規格２であり、ＳＴＢ１は、
ＨＤＲ規格１に準拠した入力画像信号をＨＤＲ規格３に変換でき、また、ＨＤＲ規格４に
準拠した入力画像信号をＨＤＲ規格２に変換できる場合を例に挙げ、説明する。
【００７５】
　まず、ステップＳ２において、ＴＶ３のＴＶ情報管理部４２は、ＨＤＲ２を示す規格情
報を、ＴＶ通信部３２を介してＳＴＢ１に出力する。ＳＴＢ１のＴＶ情報取得部２２は、
第２のＳＴＢ通信部１６を介して、ＴＶ３から出力された規格情報を取得する。
【００７６】
　続いて、ステップＳ４において、画像信号変換部２４は、ＨＤＲ規格１に準拠した入力
画像信号を取得する。この場合、ステップＳ６において、判定部２６は、ステップＳ２に
おいてＴＶ情報取得部２２が取得した規格情報が示す規格と、ステップＳ４において画像
信号変換部２４が取得した入力画像信号が準拠する規格とは、一致しないと判定する。
【００７７】
　この場合、ステップＳ８において、画像信号変換部２４は、ＨＤＲ規格１に準拠した入
力画像信号を、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格２に準拠した画像信号に変換しようとするも
のの、本実施形態における画像信号変換部２４は、ＨＤＲ規格１に準拠した画像信号をＨ
ＤＲ規格２に準拠した画像信号に変換することはできない。そのため、画像信号変換部２
４は、ＨＤＲ規格４に準拠した入力画像信号を、送出機７から取得する。画像信号変換部
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２４が送出機７からＨＤＲ規格４に準拠した入力画像信号を取得する方法の例として、送
出機７に対して、画像信号変換部２４がＨＤＲ規格４に準拠した入力画像信号を要求する
構成が挙げられる。
【００７８】
　このように、本実施形態におけるＳＴＢ１は、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格に変換可能
でない信号を取得した場合、複数のＨＤＲ規格の各々に対応した信号を送出可能な送出機
７から、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格に変換可能な信号を取得する。そのため、ＳＴＢ１
は、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格に応じて、適切な入力画像信号を取得することができる
。
【００７９】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　ＳＴＢ１の制御ブロック（特にＳＴＢ制御部１４）は、集積回路（ＩＣチップ）等に形
成された論理回路（ハードウェア）によって実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【００８０】
　後者の場合、ＳＴＢ１は、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実
行するＣＰＵ、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ（またはＣＰＵ）で読み
取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Only Memory）または記憶装置（これらを「記録媒体
」と称する）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（Random Access Memory）などを備えて
いる。そして、コンピュータ（またはＣＰＵ）が上記プログラムを上記記録媒体から読み
取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記録媒体としては、「一時
的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマ
ブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムは、該プログラムを伝
送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワークや放送波等）を介して上記コンピュータに供
給されてもよい。なお、本発明は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化され、
搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
【００８１】
　〔まとめ〕
　本発明の態様１に係る信号変換装置（ＳＴＢ１）は、第１の映像フォーマットよりも輝
度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号を変換する信号変換装置であって、
表示装置（ＴＶ３）から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマットに従う
１または複数の映像の規格を示す規格情報を取得する取得部（ＴＶ情報取得部）と、出力
対象の画像信号が、上記規格情報の示す規格に準拠するものであるか否かを判定する判定
部（２６）と、上記判定部が、上記出力対象の画像信号が上記規格情報の示す規格に準拠
したものではないと判定した場合、上記出力対象の画像信号を、上記規格情報が示す規格
に準拠したものとなるよう変換する変換部（画像信号変換部２４）と、上記変換部によっ
て変換された画像信号を上記表示装置に出力する出力部（画像信号出力部）と、を備える
。
【００８２】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、表示装置が対応する、輝度範囲の
広い第２の映像フォーマットに従う映像の規格（以下、ＨＤＲ規格）と、出力対象の画像
信号が準拠するＨＤＲ規格とが異なる場合、出力対象の画像信号を、表示装置が準拠する
ＨＤＲ規格の画像信号となるよう変換する。そのため、本態様に係る信号変換装置は、表
示装置が準拠するＨＤＲ規格とは異なるＨＤＲ規格に準拠する画像信号が示す画像を、当
該表示装置に適切に表示させることができる。
【００８３】
　本発明の態様２に係る信号変換装置は、上記態様１において、第２の映像フォーマット
に従う複数の映像の規格の各々に優先順位が予め定められており、上記取得部が取得した
規格情報が複数の映像の規格を示す情報であった場合、上記変換部は、上記出力対象の画
像信号を、上記規格情報が示す複数の映像の規格のうち、優先順位が高い映像の規格に準
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拠したものとなるよう変換してもよい。
【００８４】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、表示装置が複数のＨＤＲ規格に対
応する場合であっても、出力対象の画像信号を、より適切なＨＤＲ規格の画像信号に変換
することができる。
【００８５】
　本発明の態様３に係る信号変換装置は、上記態様１において、上記表示装置において設
定可能な複数の画質設定の各々に対して、第２の映像フォーマットに従う複数の映像の規
格の何れかが関連付けられており、上記取得部は、上記表示装置に設定されている画質設
定を示す画質設定情報をさらに取得し、上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記
取得部が取得した画質設定情報が示す画質設定に関連付けられた映像の規格に準拠したも
のとなるよう変換してもよい。
【００８６】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、表示装置において設定されている
画質設定に適したＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００８７】
　本発明の態様４に係る信号変換装置は、上記態様１において、上記出力対象の画像信号
が表すコンテンツのジャンルの各々に対して、第２の映像フォーマットに従う複数の映像
の規格の何れかが関連付けられており、上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記
出力対象の画像信号が表すコンテンツのジャンルに関連付けられた映像の規格に準拠した
ものとなるよう変換してもよい。
【００８８】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、出力対象の画像信号を、出力対象
の画像信号が表すコンテンツに適したＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００８９】
　本発明の態様５に係る信号変換装置は、上記態様１において、当該信号変換装置の出力
信号として準拠する、第２の映像フォーマットに従う複数の映像の規格を示す情報を、表
示装置に供給する規格情報供給部をさらに備え、上記取得部は、何れの第２の映像フォー
マットに従う映像の規格が選択されたのかを示す選択情報をさらに取得し、上記変換部は
、上記出力対象の画像信号を、上記取得部が取得した選択情報の示す映像の規格の画像信
号となるよう変換してもよい。
【００９０】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、出力対象の画像信号を、表示装置
のユーザが所望するＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００９１】
　本発明の態様６に係る信号変換装置は、上記態様１～５の何れかにおいて、上記表示装
置が上記第２の映像フォーマットに従う１または複数の映像の規格の何れにも準拠してい
ない場合に、上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記第１の映像フォーマットに
従う映像の画像信号に変換してもよい。
【００９２】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、表示装置がＨＤＲ規格の何れにも
準拠していない場合であっても、表示装置が表示可能な画像信号に変換することができる
。
【００９３】
　本発明の態様７に係る信号変換装置は、上記態様１～６の何れかにおいて、第２の映像
フォーマットに従う複数の映像の規格の各々に対応した信号を送信可能な送出機から上記
出力対象の画像信号を取得する受信部（画像信号変換部２４）を更に備え、上記出力対象
の画像信号が、上記変換部によって上記表示装置が準拠する第２の映像フォーマットに従
う映像の規格に変換可能な信号でない場合に、上記受信部は、上記表示装置が準拠する第
２の映像フォーマットに従う映像の規格に変換可能な信号を取得してもよい。
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　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、表示装置が準拠するＨＤＲ規格に
応じて、適切な出力対象の画像信号を取得することができる。
【００９５】
　本発明の態様８に係る信号変換装置は、上記態様１～７の何れかにおいて、セットトッ
プボックスとして機能する。
【００９６】
　上記の構成によれば、上記態様１～７の何れかに係る信号変換装置として機能するセッ
トトップボックスを実現できる。
【００９７】
　本発明の態様９に係るテレビジョン受像機は、上記態様１～７の何れかに記載の信号変
換装置を備えている。
【００９８】
　上記の構成によれば、上記態様１～７の何れかに係る信号変換装置として機能するテレ
ビジョン受像機を実現できる。
【００９９】
　本発明の各態様に係る信号変換装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場
合には、コンピュータを上記信号変換装置が備える各部（ソフトウェア要素）として動作
させることにより上記信号変換装置をコンピュータにて実現させる信号変換装置のプログ
ラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入
る。
【０１００】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【符号の説明】
【０１０１】
　１　　　セットトップボックス（ＳＴＢ、信号変換装置）
　３　　　テレビジョン受像機（ＴＶ、表示装置）
　７　　　送出機
　２２　　ＴＶ情報取得部（取得部）
　２４　　画像信号変換部（変換部、受信部）
　２６　　判定部
　２８　　画像信号出力部（出力部）
　３４　　ＴＶ制御部
　４２　　ＴＶ情報管理部
　４４　　表示制御部
　１００　表示システム
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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月22日(2017.2.22)
【手続補正１】
【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、画像信号を変換する信号変換装置、信号変換方法、当該信号変換装置を備え
るテレビジョン受像機、当該信号変換装置としてコンピュータを機能させるためのプログ
ラム、および当該プログラムを記録した記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置が画像を高輝度、高コントラスト化して表示する技術の１つとして、従来の標
準ダイナミックレンジ（ＳＤＲ（Standard Dynamic Range））より広いダイナミックレン
ジを有する高ダイナミックレンジ映像（ＨＤＲ（High Dynamic Range））の信号がある。
ＨＤＲ信号では、高輝度・高コントラスト化が可能であるため、映像の迫力を増大させる
ことができる。そのため、ＨＤＲ信号に関連した技術が開発されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、受信したＨＤＲ画像系列からＳＤＲ画像系列を生成し、生成
したＳＤＲ画像系列を符号化したＳＤＲ画像系列を復号化してＨＤＲ画像系列を生成し、
生成したＳＤＲ画像系列およびＨＤＲ画像系列から生成したＨＤＲ残像データを受信側へ
伝送する符号化方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２１３３６０号公報（２０１０年９月２４日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在、ＨＤＲ信号の規格（ＨＤＲ規格）として、ＳＭＰＴＥ（Society of Motion Pict
ure and Television Engineers）　ＳＴ－２０８４、ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｂ６７などとい
った複数の規格が存在している。このような複数のＨＤＲ規格の間では、採用するＥＯＴ
Ｆ（Electro-Optical Transfer Function）などが異なっている。そのため、表示装置が
準拠するＨＤＲ規格と異なるＨＤＲ規格に準拠した画像信号が入力された場合、適切な画
像が表示されないという問題がある。上述の特許技術１は、この問題の解決策を提示して
いるものではない。
【０００６】
　本発明は、前記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、表示装置が準拠す
る、第１の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う映像の
規格とは異なる規格に準拠する画像信号が示す画像を、当該表示装置に適切に表示させる
技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る信号変換装置は、第１の映像フォ
ーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号を変換する信号変
換装置であって、表示装置から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマット
に従う１または複数の映像の規格を示す規格情報を取得する取得部と、出力対象の画像信
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号が、上記規格情報の示す規格に準拠するものであるか否かを判定する判定部と、上記判
定部が、上記出力対象の画像信号が上記規格情報の示す規格に準拠したものではないと判
定した場合、上記出力対象の画像信号を、上記規格情報が示す規格に準拠したものとなる
よう変換する変換部と、上記変換部によって変換された画像信号を上記表示装置に出力す
る出力部と、を備える。
【０００８】
　また、上記の課題を解決するため、本発明の一態様に係る信号変換方法は、第１の映像
フォーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号を変換する信
号変換方法であって、表示装置から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマ
ットに従う１または複数の映像の規格を示す規格情報を取得し、出力対象の画像信号が、
上記規格情報の示す規格に準拠するものでない場合、上記出力対象の画像信号を、上記規
格情報が示す規格に準拠したものとなるよう変換し、変換された画像信号を上記表示装置
に出力する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、表示装置が準拠する、第１の映像フォーマットよりも輝度範
囲の広い第２の映像フォーマットに従う映像の規格とは異なる規格に準拠する画像信号が
示す画像を、当該表示装置に適切に表示させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態１に係る実施形態１に係る表示システムの要部構成を示すブロ
ック図である。
【図２】本発明の実施形態１におけるＴＶ３の外観を示す図である。
【図３】本発明の実施形態１に係る実施形態１に係る表示システムが実行する処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態１におけるＥＯＴＦ（Electro-Optical Transfer Function）
の例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　〔実施形態１〕
　以下、本発明の実施の形態について、図１～図４に基づいて詳細に説明する。
【００１２】
　（表示システム１００）
　図１は、実施形態１に係る表示システム１００の要部構成を示すブロック図である。図
１に示すように、表示システム１００は、セットトップボックス１（信号変換装置、以下
、「ＳＴＢ１」と称する場合もある）、テレビジョン受像機３（表示装置、以下、「ＴＶ
３」と称する場合もある）、および送出機７によって構成されている。表示システム１０
０では、送出機７が出力する画像信号であって、第１の映像フォーマットよりも輝度範囲
の広い第２の映像フォーマットに従う映像の規格に準拠する画像信号を、ＴＶ３はＳＴＢ
１を介して取得し、取得した画像信号に基づく画像を表示する。本明細書では、第１の映
像フォーマットの例としてＳＤＲ、第２の映像フォーマットの例としてＨＤＲを用いて説
明する。また以下では、第２の映像フォーマットに従う映像の規格を、「ＨＤＲ規格」と
称する場合もある。表示システム１００は、送出機７が出力する画像信号が準拠するＨＤ
Ｒ規格と、ＴＶ３が対応する（以下、「ＴＶ３が準拠する」とも称する場合がある）ＨＤ
Ｒ規格とが異なっている場合であっても、ＴＶ３は適切な画像を表示することができるシ
ステムである。
【００１３】
　ＨＤＲ規格として、例えば、ＳＭＰＴＥ（Society of Motion Picture and Television
Engineers）ＳＴ．２０８４－２０１４、ＣＴＡ（Consumer Technology Association）－
８６１－Ｆなどにより規定される映像フォーマットがある。また、ＳＤＲ規格として、例
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えば、Ｒｅｃ．ＩＴＵ－Ｒ　ＢＴ．７０９により規格される映像フォーマットがある。
【００１４】
　なお、本明細書では、ＨＤＲ規格の例としてＳＭＰＴＥ　ＳＴ－２０８４およびＡＲＩ
Ｂ　ＳＴＤ－Ｂ６７を用いているが、本発明はこれに限定されない。
【００１５】
　（ＳＴＢ１）
　ＳＴＢ１は、送出機７から、ＨＤＲ規格に準拠した、出力対象の画像信号を取得し、当
該出力対象の画像信号を、ＴＶ３が対応するＨＤＲ規格の画像信号となるように変換し、
変換した画像信号をＴＶ３に出力する信号変換装置である。なお、「出力対象の画像信号
」とは、ＳＴＢ１に入力された信号であるため、「出力対象の画像信号」を「入力画像信
号」と称する場合もある。ＳＴＢ１は、図１に示すように、第１のＳＴＢ通信部１２、Ｓ
ＴＢ制御部１４、および第２のＳＴＢ通信部１６を備えている。
【００１６】
　第１のＳＴＢ通信部１２は、送出機７から出力された入力画像信号を取得するインター
フェースである。
【００１７】
　第２のＳＴＢ通信部１６は、ＴＶ３と通信するインターフェースである。
【００１８】
　ＳＴＢ制御部１４は、ＳＴＢ１の各部を統括的に制御する。ＳＴＢ制御部１４の詳細に
ついて、以下に説明する。
【００１９】
　（ＳＴＢ制御部１４）
　ＳＴＢ制御部１４は、図１に示すように、ＴＶ情報取得部２２（取得部）、画像信号変
換部２４（変換部、受信部）、判定部２６、画像信号出力部２８（出力部）、および規格
情報供給部２９を備えている。
【００２０】
　ＴＶ情報取得部２２は、ＴＶ３から出力されたＴＶ３に関する情報を取得する。ＴＶ３
に関する情報の例として、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格を示す規格情報が挙げられる。
【００２１】
　画像信号変換部２４は、入力された入力画像信号を、入力画像信号が準拠するＨＤＲ規
格とは異なるＨＤＲ規格に準拠した画像信号になるよう変換する。
【００２２】
　判定部２６は、ＴＶ３から取得した規格情報が示すＨＤＲ規格と、入力画像信号が準拠
するＨＤＲ規格とが一致するか否かを判定する。
【００２３】
　画像信号出力部２８は、画像信号変換部２４が変換した画像信号を、出力信号としてＴ
Ｖ３に出力する。
【００２４】
　規格情報供給部２９は、画像信号変換部２４が、出力信号として準拠するＨＤＲ規格を
示す情報を、ＴＶ３に出力する。
【００２５】
　（ＴＶ３）
　ＴＶ３は、ＳＴＢ１から出力された画像信号を取得し、当該画像信号に基づいた画像を
表示する表示装置である。ＴＶ３は、図１に示すように、ＴＶ通信部３２、ＴＶ制御部３
４、表示部３６、および操作受付部３８を備えている。
【００２６】
　ＴＶ通信部３２は、ＳＴＢ１と通信するインターフェースである。
【００２７】
　表示部３６は、画像信号が示す画像を表示するディスプレイデバイスである。
【００２８】
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　操作受付部３８は、ユーザの操作を受け付け、当該操作を示す操作情報を出力する。
【００２９】
　ＴＶ制御部３４は、ＴＶ３の各部を統括的に制御する。ＴＶ制御部３４の詳細について
、以下に説明する。
【００３０】
　（ＴＶ制御部３４）
　ＴＶ制御部３４は、図１に示すように、ＴＶ情報管理部４２および表示制御部４４を備
えている。
【００３１】
　ＴＶ情報管理部４２は、ＴＶ３に関する情報を管理する。
【００３２】
　表示制御部４４は、取得した画像信号が示す画像を表示部３６に表示させる。
【００３３】
　（送出機７）
　送出機７は、１または複数のＨＤＲ規格の各々に対応した信号を送信可能である。送出
機７は、例えば、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスクプレーヤ、コンテンツサーバ（オ
ンデマンドサーバ）、および放送局などで実現される。また、送出機７は、それぞれ１ま
たは複数のＢｌｕ－ｒａｙディスクプレーヤ、コンテンツサーバ、および放送局の組み合
わせによって実現されてもよい。
【００３４】
　（ＴＶ３の外観）
　図２は、実施形態１におけるＴＶ３の外観を示す図である。ＴＶ３は、チューナ（不図
示）が示す放送番組を表示するものであるが、本発明では、表示装置として、ＴＶ３に替
えて、チューナを備えないディスプレイ装置４（図２の（ａ））、パーソナルコンピュー
タ５（図２の（ｂ））、または情報端末装置６（図２の（ｃ））で実現してもよい。また
、ＴＶ３は、ＳＴＢ１を構成する各部を備える構成であってもよい。
【００３５】
　（表示システム１００が実行する処理）
　図３は、実施形態１に係る表示システム１００が実行する処理の流れを示すフローチャ
ートである。表示システム１００が実行する処理について、図３を用いて説明する。
【００３６】
　（ステップＳ２）
　まず、ＴＶ３のＴＶ情報管理部４２は、ＴＶ３が準拠する１または複数のＨＤＲ規格を
示す規格情報を、ＴＶ通信部３２を介してＳＴＢ１に出力する。ＴＶ情報管理部４２が規
格情報を出力する具体的な例として、ＥＤＩＤ、ＣＥＣによって規格情報を出力する方法
が挙げられる。ＳＴＢ１のＴＶ情報取得部２２は、第２のＳＴＢ通信部１６を介して、Ｔ
Ｖ３から出力された規格情報を取得する。
【００３７】
　（ステップＳ４）
　ＳＴＢ１の画像信号変換部２４は、送出機７から出力される入力画像信号を取得する。
なお、ステップＳ２およびステップＳ４が実行される順番は逆であってもよい。
【００３８】
　（ステップＳ６）
　判定部２６は、ステップＳ２においてＴＶ情報取得部２２が取得した規格情報が示す規
格と、ステップＳ４において画像信号変換部２４が取得した入力画像信号が準拠する規格
とが、一致するか否かを判定する。換言すると、判定部２６は、ステップＳ４において画
像信号変換部２４が取得した入力画像信号が、ステップＳ２においてＴＶ情報取得部２２
が取得した規格情報が示す規格に準拠するものであるか否かを判定する。判定部２６が、
入力画像信号は規格情報が示す規格に準拠するものであるか否かを判定する方法の例とし
て、入力画像信号がＨＤＭＩ（登録商標）（High-Definition Multimedia Interface：高
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精細度マルチメディアインターフェース）規格に準拠する場合、入力画像信号に含まれる
“ＩＮＦＯ　ＦＲＡＭＥ”のＥＯＴＦを参照する構成が挙げられる。
【００３９】
　（ステップＳ８）
　ステップＳ６において、「規格は一致しない」と判定された場合（ステップＳ６：ＮＯ
）、画像信号変換部２４は、ステップＳ４において画像信号変換部２４が取得した入力画
像信号を、ステップＳ２においてＴＶ情報取得部２２が取得した規格情報が示す規格に準
拠したものとなるように変換する。なお、画像信号変換部２４の具体的な処理の詳細につ
いては、後述する。
【００４０】
　（ステップＳ１０）
　画像信号出力部２８は、ステップＳ８の処理の後、画像信号変換部２４が変換した後の
画像信号を、出力信号として第２のＳＴＢ通信部１６を介してＴＶ３に出力する。また、
画像信号出力部２８は、ステップＳ６において、「規格は一致する」と判定された場合（
ステップＳ６：ＹＥＳ）、ステップＳ４において画像信号変換部２４が取得した入力画像
信号を、出力信号として第２のＳＴＢ通信部１６を介してＴＶ３に出力する。ＴＶ３の表
示制御部４４は、ＳＴＢ１から出力された出力信号を、ＴＶ通信部３２を介して取得する
。
【００４１】
　（ステップＳ１２）
　表示制御部４４は、ステップＳ１０において取得した出力信号が示す画像を、表示部３
６に表示する。
【００４２】
　（画像信号変換部２４の処理の例１）
　画像信号変換部２４の処理の一例について、図４を用いて説明する。図４は、本実施形
態におけるＥＯＴＦ（Electro-Optical Transfer Function）の例を示すグラフである。
図４の（ａ）は、ＳＴＤ－Ｂ６７のＥＯＴＦを示すグラフであり、（ｂ）は、ＳＴ－２０
８４のＥＯＴＦを示すグラフであり、（ｃ）は、ＳＤＲ信号のＥＯＴＦを示すグラフであ
る。図４に示すように、各ＨＤＲ規格およびＳＤＲ規格が採用するＥＯＴＦおよびＳＤＲ
信号のＥＯＴＦはそれぞれ異なっている。そのため、画像信号変換部２４は、取得した入
力画像信号におけるＥＯＴＦを、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格に準拠したＥＯＴＦとなる
ように変換する。
【００４３】
　例えば、ＴＶ３がＳＴＤ－Ｂ６７に準拠し、画像信号変換部２４がＳＴ－２０８４に準
拠する入力画像信号を取得した場合、画像信号変換部２４は、入力画像信号において、表
示する輝度を１００ｃｄ／ｍ２に指定された階調値が、最大階調値を１とした場合の０．
５に相当する階調値になるよう変換する構成が挙げられる。
【００４４】
　他の例として、ＴＶ３がＳＴ－２０８４に準拠し、画像信号変換部２４がＳＴＤ－Ｂ６
７に準拠する入力画像信号を取得した場合、画像信号変換部２４は、入力画像信号におい
て、最大階調値を１とした場合の０．５に相当する階調値が、１００ｃｄ／ｍ２に指定さ
れる階調値になるよう変換する構成が挙げられる。
【００４５】
　（画像信号変換部２４の処理の例２）
　画像信号変換部２４の処理の他の例について説明する。
【００４６】
　各ＨＤＲ規格では、最大輝度を指定する方法も異なる。例えば、ＳＴＤ－Ｂ６７では最
大輝度は指定されないが、ＳＴ－２０８４のＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎ（登録商標）では
、フレーム毎に動的に変化するＭＡＸ＿ＣＬＬとして指定される。また、ＳＴ－２０８４
のＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎ以外の規格では、画像信号が表すコンテンツにおける最大輝
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度が固定値でＭＡＸ＿ＣＬＬとして指定される。そこで、画像信号変換部２４が、ＴＶ３
が出力する最大輝度が、取得した入力画像信号において設定された最大輝度となるように
画像信号を変換する処理の例を以下に挙げ、説明する。なお、以下の説明では、ＳＴＢ１
が出力信号をＨＤＭＩ規格に準拠する画像信号として出力する場合について説明するため
、出力信号に含まれる“ＩＮＦＯ　ＦＲＡＭＥ”のＭＡＸ＿ＣＬＬを設定する構成につい
て説明するが、本発明の構成はこれに限定されない。
【００４７】
　例えば、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎに準拠し、画像信号変換部２４がＳＴＤ－
Ｂ６７に準拠する入力画像信号を取得した場合、画像信号変換部２４は、入力画像信号の
フレーム毎の最大階調値を、動的に変化するＭＡＸ＿ＣＬＬとして設定する構成が挙げら
れる。
【００４８】
　また、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎに準拠し、画像信号変換部２４がＳＴＤ－Ｂ
６７に準拠する入力画像信号を取得した場合の他の例として、画像信号変換部２４は、任
意の値をＭＡＸ＿ＣＬＬとして設定する構成が挙げられる。
【００４９】
　他の例として、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎ以外のＳＴ－２０８４に準拠し、画
像信号変換部２４がＳＴＤ－Ｂ６７に準拠する入力画像信号を取得した場合、画像信号変
換部２４は、任意の値をＭＡＸ＿ＣＬＬとして設定する構成が挙げられる。
【００５０】
　さらに他の例として、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎに準拠し、画像信号変換部２
４がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎ以外のＳＴ－２０８４に準拠する入力画像信号を取得した
場合、画像信号変換部２４は、フレーム毎の最大階調値を、動的に変化するＭＡＸ＿ＣＬ
Ｌとして設定する構成が挙げられる。
【００５１】
　また、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎに準拠し、画像信号変換部２４がＤｏｌｂｙ
　Ｖｉｓｉｏｎ以外のＳＴ－２０８４に準拠する入力画像信号を取得した場合の他の例と
して、画像信号変換部２４は、入力画像信号に含まれるＭＡＸ＿ＣＬＬを、そのままＭＡ
Ｘ＿ＣＬＬとして設定する構成が挙げられる。
【００５２】
　また、ＴＶ３がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎ以外のＳＴ－２０８４に準拠し、画像信号変
換部２４がＤｏｌｂｙ　Ｖｉｓｉｏｎに準拠する場合、画像信号変換部２４は、任意の値
をＭＡＸ＿ＣＬＬとして設定する構成が挙げられる。
【００５３】
　なお、任意の値の例として、表示部３６が出力可能な輝度の８０％の値や、１０００ｃ
ｄ／ｍ２などが挙げられる。
【００５４】
　このように、本実施形態に係る表示システム１００では、ＳＴＢ１は、ＴＶ３から規格
情報を取得し、出力対象の画像信号が、規格情報が示す規格に準拠するものではないと判
定した場合、出力対象の画像信号を、規格情報が示す規格に準拠したものとなるよう変換
する。そのため、表示システム１００では、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格とは異なるＨＤ
Ｒ規格に準拠した画像信号の画像を、ＴＶ３に適切に表示させることができる。
【００５５】
　〔実施形態２〕
　本発明の他の実施形態について説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明
した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
本実施形態では、ＳＴＢ１がＴＶ３に適したＨＤＲ規格を選択する方法について説明する
。
【００５６】
　（ＨＤＲ規格を選択する方法１）
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　ＳＴＢ１がＨＤＲ規格を選択する方法の一例について説明する。
【００５７】
　まず、ＳＴＢ１において、複数のＨＤＲ規格の各々に優先順位を予め定めておく。そし
て、ＴＶ３が複数のＨＤＲ規格に準拠する場合（規格情報が複数のＨＤＲ規格を示す場合
）、画像信号変換部２４は、上述したステップＳ８において、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規
格のうち、優先順位が高いＨＤＲ規格に準拠したものとなるよう、入力画像信号を変換す
る。
【００５８】
　このように、ＳＴＢ１において、複数のＨＤＲ規格の各々に優先順位を予め定めておく
ことにより、ＳＴＢ１は、ＴＶ３が複数のＨＤＲ規格に準拠する場合であっても、入力画
像信号を、より適切なＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００５９】
　（ＨＤＲ規格を選択する方法２）
　ＳＴＢ１がＨＤＲ規格を選択する方法の他の例について説明する。
【００６０】
　まず、ＳＴＢ１において、ＴＶ３で設定可能な複数の画質設定の各々に対して、複数の
ＨＤＲ規格の何れかを関連付けておく。そして、ＴＶ３のＴＶ情報管理部４２は、上述し
たステップＳ２において、規格情報に加えて、ＴＶ３に設定されている画質設定を示す画
質設定情報をさらに出力する。画像信号変換部２４は、上述したステップＳ８において、
ＴＶ３から取得した画質設定情報が示す画質設定に関連付けられたＨＤＲ規格に準拠した
ものとなるよう、入力画像信号を変換する。
【００６１】
　このように、ＳＴＢ１において、ＴＶ３で設定可能な複数の画質設定の各々に対して、
複数のＨＤＲ規格の何れかを関連付けておくことにより、ＳＴＢ１は、ＴＶ３で設定され
ている画質設定に適したＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００６２】
　（ＨＤＲ規格を選択する方法３）
　ＳＴＢ１がＨＤＲ規格を選択する方法のさらに他の例について説明する。
【００６３】
　まず、ＳＴＢ１において、入力画像信号が表すコンテンツのジャンルの各々に対して、
複数のＨＤＲ規格の何れかを関連付けておく。そして、画像信号変換部２４は、上述した
ステップＳ８において、入力画像信号が表すコンテンツのジャンルに関連付けられたＨＤ
Ｒ規格に準拠したものとなるよう、入力画像信号を変換する。
【００６４】
　このように、ＳＴＢ１において、入力画像信号が表すコンテンツのジャンルの各々に対
して、複数のＨＤＲ規格の何れかを関連付けておくことにより、ＳＴＢ１は、入力画像信
号を、入力画像信号が表すコンテンツに適したＨＤＲ規格の画像信号に変換することがで
きる。
【００６５】
　（ＨＤＲ規格を選択する方法４）
　ＳＴＢ１がＨＤＲ規格を選択する方法のさらに他の例について説明する。
【００６６】
　まず、ＳＴＢ１の規格情報供給部２９は、第２のＳＴＢ通信部１６を介して、ＳＴＢ１
が出力信号として準拠する複数のＨＤＲ規格を示す情報を、ＴＶ３に供給する。
【００６７】
　ＴＶ３の表示制御部４４は、上記情報を取得すると、当該情報が示す複数のＨＤＲ規格
の何れかをユーザに選択させる画面を、表示部３６に表示させる。そして、操作受付部３
８が上記複数の何れのＨＤＲ規格を選択する旨の操作信号を受け付けると、ＴＶ情報管理
部４２は、何れのＨＤＲ規格が選択さえたのかを示す選択情報を、ＴＶ通信部３２を介し
て出力する。
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【００６８】
　ＳＴＢ１のＴＶ情報取得部２２が第２のＳＴＢ通信部１６を介して上記選択情報を取得
すると、画像信号変換部２４は、上記選択情報の示すＨＤＲ規格信号の画像信号となるよ
うに、入力画像信号を変換する。
【００６９】
　このように、ＳＴＢ１は、ＳＴＢ１が出力信号として準拠する複数のＨＤＲ規格を示す
情報を、ＴＶ３に供給する。そして、ＳＴＢ１は、ＴＶ３から、何れのＨＤＲ規格が選択
されたのかを示す選択情報を取得する。この構成により、ＳＴＢ１は、入力画像信号を、
ユーザが所望するＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００７０】
　（ＴＶ３がＨＤＲ規格に準拠しない場合の例）
　ＴＶ３がＨＤＲ規格に準拠しない場合の例について説明する。
【００７１】
　ＳＴＢ１のＴＶ情報取得部２２が取得したＴＶ３の規格情報が、何れのＨＤＲ規格にも
準拠していない場合、画像信号変換部２４は、入力画像信号を、ＨＤＲより狭いダイナミ
ックレンジ映像の画像信号であるＳＤＲ画像信号に変換する。
【００７２】
　このように、ＳＴＢ１は、ＴＶ３がＨＤＲ規格の何れにも準拠していない場合に、入力
画像信号をＳＤＲ画像信号に変換する。そのため、ＳＴＢ１は、ＨＤＲ規格の何れにも準
拠していないＴＶ３に対しても、ＨＤＲ規格に準拠した入力画像信号を、表示可能な画像
信号に変換することができる。
【００７３】
　〔実施形態３〕
　本発明の他の実施形態について説明する。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明
した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
【００７４】
　上述した実施形態では、ＳＴＢ１は１つのＨＤＲ規格に対応した入力画像信号を取得す
る構成について説明したが、本実施形態では、ＳＴＢ１が複数のＨＤＲ規格の各々に対応
した入力画像信号を取得する構成について説明する。
【００７５】
　本実施形態では、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格が、ＨＤＲ規格２であり、ＳＴＢ１は、
ＨＤＲ規格１に準拠した入力画像信号をＨＤＲ規格３に変換でき、また、ＨＤＲ規格４に
準拠した入力画像信号をＨＤＲ規格２に変換できる場合を例に挙げ、説明する。
【００７６】
　まず、ステップＳ２において、ＴＶ３のＴＶ情報管理部４２は、ＨＤＲ２を示す規格情
報を、ＴＶ通信部３２を介してＳＴＢ１に出力する。ＳＴＢ１のＴＶ情報取得部２２は、
第２のＳＴＢ通信部１６を介して、ＴＶ３から出力された規格情報を取得する。
【００７７】
　続いて、ステップＳ４において、画像信号変換部２４は、ＨＤＲ規格１に準拠した入力
画像信号を取得する。この場合、ステップＳ６において、判定部２６は、ステップＳ２に
おいてＴＶ情報取得部２２が取得した規格情報が示す規格と、ステップＳ４において画像
信号変換部２４が取得した入力画像信号が準拠する規格とは、一致しないと判定する。
【００７８】
　この場合、ステップＳ８において、画像信号変換部２４は、ＨＤＲ規格１に準拠した入
力画像信号を、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格２に準拠した画像信号に変換しようとするも
のの、本実施形態における画像信号変換部２４は、ＨＤＲ規格１に準拠した画像信号をＨ
ＤＲ規格２に準拠した画像信号に変換することはできない。そのため、画像信号変換部２
４は、ＨＤＲ規格４に準拠した入力画像信号を、送出機７から取得する。画像信号変換部
２４が送出機７からＨＤＲ規格４に準拠した入力画像信号を取得する方法の例として、送
出機７に対して、画像信号変換部２４がＨＤＲ規格４に準拠した入力画像信号を要求する
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構成が挙げられる。
【００７９】
　このように、本実施形態におけるＳＴＢ１は、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格に変換可能
でない信号を取得した場合、複数のＨＤＲ規格の各々に対応した信号を送出可能な送出機
７から、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格に変換可能な信号を取得する。そのため、ＳＴＢ１
は、ＴＶ３が準拠するＨＤＲ規格に応じて、適切な入力画像信号を取得することができる
。
【００８０】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　ＳＴＢ１の制御ブロック（特にＳＴＢ制御部１４）は、集積回路（ＩＣチップ）等に形
成された論理回路（ハードウェア）によって実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【００８１】
　後者の場合、ＳＴＢ１は、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実
行するＣＰＵ、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ（またはＣＰＵ）で読み
取り可能に記録されたＲＯＭ（Read Only Memory）または記憶装置（これらを「記録媒体
」と称する）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（Random Access Memory）などを備えて
いる。そして、コンピュータ（またはＣＰＵ）が上記プログラムを上記記録媒体から読み
取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記記録媒体としては、「一時
的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマ
ブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムは、該プログラムを伝
送可能な任意の伝送媒体（通信ネットワークや放送波等）を介して上記コンピュータに供
給されてもよい。なお、本発明は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化され、
搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
【００８２】
　〔まとめ〕
　本発明の態様１に係る信号変換装置（ＳＴＢ１）は、第１の映像フォーマットよりも輝
度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号を変換する信号変換装置であって、
表示装置（ＴＶ３）から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマットに従う
１または複数の映像の規格を示す規格情報を取得する取得部（ＴＶ情報取得部）と、出力
対象の画像信号が、上記規格情報の示す規格に準拠するものであるか否かを判定する判定
部（２６）と、上記判定部が、上記出力対象の画像信号が上記規格情報の示す規格に準拠
したものではないと判定した場合、上記出力対象の画像信号を、上記規格情報が示す規格
に準拠したものとなるよう変換する変換部（画像信号変換部２４）と、上記変換部によっ
て変換された画像信号を上記表示装置に出力する出力部（画像信号出力部）と、を備える
。
【００８３】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、表示装置が対応する、輝度範囲の
広い第２の映像フォーマットに従う映像の規格（以下、ＨＤＲ規格）と、出力対象の画像
信号が準拠するＨＤＲ規格とが異なる場合、出力対象の画像信号を、表示装置が準拠する
ＨＤＲ規格の画像信号となるよう変換する。そのため、本態様に係る信号変換装置は、表
示装置が準拠するＨＤＲ規格とは異なるＨＤＲ規格に準拠する画像信号が示す画像を、当
該表示装置に適切に表示させることができる。
【００８４】
　本発明の態様２に係る信号変換装置は、上記態様１において、第２の映像フォーマット
に従う複数の映像の規格の各々に優先順位が予め定められており、上記取得部が取得した
規格情報が複数の映像の規格を示す情報であった場合、上記変換部は、上記出力対象の画
像信号を、上記規格情報が示す複数の映像の規格のうち、優先順位が高い映像の規格に準
拠したものとなるよう変換してもよい。
【００８５】
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　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、表示装置が複数のＨＤＲ規格に対
応する場合であっても、出力対象の画像信号を、より適切なＨＤＲ規格の画像信号に変換
することができる。
【００８６】
　本発明の態様３に係る信号変換装置は、上記態様１において、上記表示装置において設
定可能な複数の画質設定の各々に対して、第２の映像フォーマットに従う複数の映像の規
格の何れかが関連付けられており、上記取得部は、上記表示装置に設定されている画質設
定を示す画質設定情報をさらに取得し、上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記
取得部が取得した画質設定情報が示す画質設定に関連付けられた映像の規格に準拠したも
のとなるよう変換してもよい。
【００８７】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、表示装置において設定されている
画質設定に適したＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００８８】
　本発明の態様４に係る信号変換装置は、上記態様１において、上記出力対象の画像信号
が表すコンテンツのジャンルの各々に対して、第２の映像フォーマットに従う複数の映像
の規格の何れかが関連付けられており、上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記
出力対象の画像信号が表すコンテンツのジャンルに関連付けられた映像の規格に準拠した
ものとなるよう変換してもよい。
【００８９】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、出力対象の画像信号を、出力対象
の画像信号が表すコンテンツに適したＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００９０】
　本発明の態様５に係る信号変換装置は、上記態様１において、当該信号変換装置の出力
信号として準拠する、第２の映像フォーマットに従う複数の映像の規格を示す情報を、表
示装置に供給する規格情報供給部をさらに備え、上記取得部は、何れの第２の映像フォー
マットに従う映像の規格が選択されたのかを示す選択情報をさらに取得し、上記変換部は
、上記出力対象の画像信号を、上記取得部が取得した選択情報の示す映像の規格の画像信
号となるよう変換してもよい。
【００９１】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、出力対象の画像信号を、表示装置
のユーザが所望するＨＤＲ規格の画像信号に変換することができる。
【００９２】
　本発明の態様６に係る信号変換装置は、上記態様１～５の何れかにおいて、上記表示装
置が上記第２の映像フォーマットに従う１または複数の映像の規格の何れにも準拠してい
ない場合に、上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記第１の映像フォーマットに
従う映像の画像信号に変換してもよい。
【００９３】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、表示装置がＨＤＲ規格の何れにも
準拠していない場合であっても、表示装置が表示可能な画像信号に変換することができる
。
【００９４】
　本発明の態様７に係る信号変換装置は、上記態様１～６の何れかにおいて、第２の映像
フォーマットに従う複数の映像の規格の各々に対応した信号を送信可能な送出機から上記
出力対象の画像信号を取得する受信部（画像信号変換部２４）を更に備え、上記出力対象
の画像信号が、上記変換部によって上記表示装置が準拠する第２の映像フォーマットに従
う映像の規格に変換可能な信号でない場合に、上記受信部は、上記表示装置が準拠する第
２の映像フォーマットに従う映像の規格に変換可能な信号を取得してもよい。
【００９５】
　上記の構成によれば、本態様に係る信号変換装置は、表示装置が準拠するＨＤＲ規格に
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応じて、適切な出力対象の画像信号を取得することができる。
【００９６】
　本発明の態様８に係る信号変換装置は、上記態様１～７の何れかにおいて、セットトッ
プボックスとして機能する。
【００９７】
　上記の構成によれば、上記態様１～７の何れかに係る信号変換装置として機能するセッ
トトップボックスを実現できる。
【００９８】
　本発明の態様９に係るテレビジョン受像機は、上記態様１～７の何れかに記載の信号変
換装置を備えている。
【００９９】
　上記の構成によれば、上記態様１～７の何れかに係る信号変換装置として機能するテレ
ビジョン受像機を実現できる。
【０１００】
　本発明の各態様に係る信号変換装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場
合には、コンピュータを上記信号変換装置が備える各部（ソフトウェア要素）として動作
させることにより上記信号変換装置をコンピュータにて実現させる信号変換装置のプログ
ラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入
る。
【０１０１】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　　　セットトップボックス（ＳＴＢ、信号変換装置）
　３　　　テレビジョン受像機（ＴＶ、表示装置）
　７　　　送出機
　２２　　ＴＶ情報取得部（取得部）
　２４　　画像信号変換部（変換部、受信部）
　２６　　判定部
　２８　　画像信号出力部（出力部）
　３４　　ＴＶ制御部
　４２　　ＴＶ情報管理部
　４４　　表示制御部
　１００　表示システム
 
【手続補正２】
【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】
　第１の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号
を変換する信号変換装置であって、
　表示装置から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマットに従う１または
複数の映像の規格を示す規格情報を取得する取得部と、
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　出力対象の画像信号が、上記規格情報の示す規格に準拠するものであるか否かを判定す
る判定部と、
　上記判定部が、上記出力対象の画像信号が上記規格情報の示す規格に準拠したものでは
ないと判定した場合、上記出力対象の画像信号を、上記規格情報が示す規格に準拠したも
のとなるよう変換する変換部と、
　上記変換部によって変換された画像信号を上記表示装置に出力する出力部と、
を備えることを特徴とする信号変換装置。
【請求項２】
　第２の映像フォーマットに従う複数の映像の規格の各々に優先順位が予め定められてお
り、
　上記取得部が取得した規格情報が複数の映像の規格を示す情報であった場合、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記規格情報が示す複数の映像の規格のう
ち、優先順位が高い映像の規格に準拠したものとなるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１に記載の信号変換装置。
【請求項３】
　上記表示装置において設定可能な複数の画質設定の各々に対して、第２の映像フォーマ
ットに従う複数の映像の規格の何れかが関連付けられており、
　上記取得部は、上記表示装置に設定されている画質設定を示す画質設定情報をさらに取
得し、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記取得部が取得した画質設定情報が示す
画質設定に関連付けられた映像の規格に準拠したものとなるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１に記載の信号変換装置。
【請求項４】
　上記出力対象の画像信号が表すコンテンツのジャンルの各々に対して、第２の映像フォ
ーマットに従う複数の映像の規格の何れかが関連付けられており、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記出力対象の画像信号が表すコンテンツ
のジャンルに関連付けられた映像の規格に準拠したものとなるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１に記載の信号変換装置。
【請求項５】
　当該信号変換装置の出力信号として準拠する、第２の映像フォーマットに従う複数の映
像の規格を示す情報を、表示装置に供給する規格情報供給部をさらに備え、
　上記取得部は、何れの第２の映像フォーマットに従う映像の規格が選択されたのかを示
す選択情報をさらに取得し、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記取得部が取得した選択情報の示す映像
の規格の画像信号となるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１に記載の信号変換装置。
【請求項６】
　上記表示装置が上記第２の映像フォーマットに従う１または複数の映像の規格の何れに
も準拠していない場合に、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記第１の映像フォーマットに従う映像の
画像信号に変換する、
ことを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の信号変換装置。
【請求項７】
　第２の映像フォーマットに従う複数の映像の規格の各々に対応した信号を送信可能な送
出機から上記出力対象の画像信号を取得する受信部を更に備え、
　上記出力対象の画像信号が、上記変換部によって上記表示装置が準拠する第２の映像フ
ォーマットに従う映像の規格に変換可能な信号でない場合に、上記受信部は、上記表示装
置が準拠する第２の映像フォーマットに従う映像の規格に変換可能な信号を取得する、
ことを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の信号変換装置。
【請求項８】
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　セットトップボックスとして機能することを特徴とする請求項１から７の何れか１項に
記載の信号変換装置。
【請求項９】
　第１の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号
を変換する信号変換方法であって、
　表示装置から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマットに従う１または
複数の映像の規格を示す規格情報を取得し、
　出力対象の画像信号が、上記規格情報の示す規格に準拠するものでない場合、上記出力
対象の画像信号を、上記規格情報が示す規格に準拠したものとなるよう変換し、
　変換された画像信号を上記表示装置に出力する、
ことを特徴とする信号変換方法。
【請求項１０】
　請求項１から７の何れか１項に記載の信号変換装置を備えていることを特徴とするテレ
ビジョン受像機。
【請求項１１】
　請求項１から７の何れか１項に記載の信号変換装置としてコンピュータを機能させるた
めのプログラムであって、上記取得部、上記判定部、上記変換部および上記出力部として
コンピュータを機能させるためのプログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【手続補正書】
【提出日】平成29年5月22日(2017.5.22)
【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】
　第１の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号
を変換する信号変換装置であって、
　表示装置から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマットに従う１または
複数の映像の規格を示す規格情報を取得する取得部と、
　出力対象の画像信号が、上記規格情報の示す規格に準拠するものであるか否かを判定す
る判定部と、
　上記判定部が、上記出力対象の画像信号が上記規格情報の示す規格に準拠したものでは
ないと判定した場合、上記出力対象の画像信号を、上記規格情報が示す規格に準拠したも
のとなるよう変換すると共に、上記出力対象の画像信号のＥＯＴＦを、上記規格情報が示
す規格に準拠したものとなるよう変換する変換部と、
　上記変換部によって変換された画像信号を上記表示装置に出力する出力部と、
を備えることを特徴とする信号変換装置。
【請求項２】
　第１の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号
を変換する信号変換装置であって、
　表示装置から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマットに従う１または
複数の映像の規格を示す規格情報を取得する取得部と、
　出力対象の画像信号が、上記規格情報の示す規格に準拠するものであるか否かを判定す
る判定部と、
　上記判定部が、上記出力対象の画像信号が上記規格情報の示す規格に準拠したものでは
ないと判定した場合、上記出力対象の画像信号を、上記規格情報が示す規格に準拠したも
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のとなるよう変換すると共に、上記出力対象の画像信号に含まれる最大輝度に関する情報
を、上記規格情報が示す規格に準拠したものとなるよう設定する変換部と、
　上記変換部によって変換された画像信号を上記表示装置に出力する出力部と、
を備えることを特徴とする信号変換装置。
【請求項３】
　第２の映像フォーマットに従う複数の映像の規格の各々に優先順位が予め定められてお
り、
　上記取得部が取得した規格情報が複数の映像の規格を示す情報であった場合、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記規格情報が示す複数の映像の規格のう
ち、優先順位が高い映像の規格に準拠したものとなるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の信号変換装置。
【請求項４】
　上記表示装置において設定可能な複数の画質設定の各々に対して、第２の映像フォーマ
ットに従う複数の映像の規格の何れかが関連付けられており、
　上記取得部は、上記表示装置に設定されている画質設定を示す画質設定情報をさらに取
得し、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記取得部が取得した画質設定情報が示す
画質設定に関連付けられた映像の規格に準拠したものとなるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の信号変換装置。
【請求項５】
　上記出力対象の画像信号が表すコンテンツのジャンルの各々に対して、第２の映像フォ
ーマットに従う複数の映像の規格の何れかが関連付けられており、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記出力対象の画像信号が表すコンテンツ
のジャンルに関連付けられた映像の規格に準拠したものとなるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の信号変換装置。
【請求項６】
　当該信号変換装置の出力信号として準拠する、第２の映像フォーマットに従う複数の映
像の規格を示す情報を、表示装置に供給する規格情報供給部をさらに備え、
　上記取得部は、何れの第２の映像フォーマットに従う映像の規格が選択されたのかを示
す選択情報をさらに取得し、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記取得部が取得した選択情報の示す映像
の規格の画像信号となるよう変換する、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の信号変換装置。
【請求項７】
　上記表示装置が上記第２の映像フォーマットに従う１または複数の映像の規格の何れに
も準拠していない場合に、
　上記変換部は、上記出力対象の画像信号を、上記第１の映像フォーマットに従う映像の
画像信号に変換する、
ことを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の信号変換装置。
【請求項８】
　第２の映像フォーマットに従う複数の映像の規格の各々に対応した信号を送信可能な送
出機から上記出力対象の画像信号を取得する受信部を更に備え、
　上記出力対象の画像信号が、上記変換部によって上記表示装置が準拠する第２の映像フ
ォーマットに従う映像の規格に変換可能な信号でない場合に、上記受信部は、上記表示装
置が準拠する第２の映像フォーマットに従う映像の規格に変換可能な信号を取得する、
ことを特徴とする請求項１～７の何れか１項に記載の信号変換装置。
【請求項９】
　セットトップボックスとして機能することを特徴とする請求項１～８の何れか１項に記
載の信号変換装置。
【請求項１０】
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　第１の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号
を変換する信号変換方法であって、
　表示装置から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマットに従う１または
複数の映像の規格を示す規格情報を取得し、
　出力対象の画像信号が、上記規格情報の示す規格に準拠するものでない場合、上記出力
対象の画像信号を、上記規格情報が示す規格に準拠したものとなるよう変換すると共に、
上記出力対象の画像信号のＥＯＴＦを、上記規格情報が示す規格に準拠したものとなるよ
う変換し、
　変換された画像信号を上記表示装置に出力する、
ことを特徴とする信号変換方法。
【請求項１１】
　第１の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第２の映像フォーマットに従う画像信号
を変換する信号変換方法であって、
　表示装置から、当該表示装置が対応する、上記第２の映像フォーマットに従う１または
複数の映像の規格を示す規格情報を取得し、
　出力対象の画像信号が、上記規格情報の示す規格に準拠するものでない場合、上記出力
対象の画像信号を、上記規格情報が示す規格に準拠したものとなるよう変換すると共に、
上記出力対象の画像信号に含まれる最大輝度に関する情報を、上記規格情報が示す規格に
準拠したものとなるよう設定し、
　変換された画像信号を上記表示装置に出力する、
ことを特徴とする信号変換方法。
【請求項１２】
　請求項１～８の何れか１項に記載の信号変換装置を備えていることを特徴とするテレビ
ジョン受像機。
【請求項１３】
　請求項１～８の何れか１項に記載の信号変換装置としてコンピュータを機能させるため
のプログラムであって、上記取得部、上記判定部、上記変換部および上記出力部としてコ
ンピュータを機能させるためのプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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