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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の三原色信号の組み合わせで色再現を行うカラー映像信号を入力し、第２の三原色
の組み合わせで色再現を行うカラーディスプレイに映像を表示させる時の色歪みを補正す
るカラー表示の色再現補正回路であって、
　各原色信号毎に設けられ、入力された原色信号に振幅補正乗算値を乗算する振幅補正用
乗算器と、
　各原色信号毎に設けられ、振幅補正用乗算器の出力に、他の一方の原色信号に基づく第
１混色信号、及び他の他方の原色信号に基づく第２混色信号、を加算する加算器と、
　各原色信号毎に設けられ、入力された原色信号に、強度調整係数を乗算する強度調整用
乗算器と、
　強度調整用乗算器毎に設けられ、強度調整用乗算器の出力に、第１混合係数を乗算し、
その原色信号に基づく第１混合信号とする第１混合係数乗算器と、
　強度調整用乗算器毎に設けられ、強度調整用乗算器の出力に、第２混合係数を乗算し、
その原色信号に基づく第２混合信号とする第２混合係数乗算器と、を備え、
　上記振幅補正乗算値は、各原色信号の強度調整係数から、他の一方の原色信号の強度調
整係数とその原色信号の第１混合係数との乗算値、及び他の他方の原色信号の強度調整係
数とその原色信号の第２混合係数との乗算値、を減算した値であり、
　上記強度調整係数を各原色信号毎に独立して調整することによりホワイトバランスを調
整することを特徴とするカラー表示の色再現補正回路。
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【請求項２】
　請求項１に記載のカラー表示の色再現補正回路であって、
　前記第１及び第２混合係数と前記振幅補正乗算値の複数の組を記憶して選択的に出力す
るメモリを備え、
　前記第１及び第２混合係数乗算器と前記振幅補正用乗算器は、前記メモリから出力され
た前記第１及び第２混合係数と前記振幅補正乗算値のそれぞれに従って演算を行うカラー
表示の色再現補正回路。
【請求項３】
　請求項１に記載のカラー表示の色再現補正回路であって、
　前記カラー映像信号は、γ補正された信号であり、
　当該回路は、前記カラー映像信号を逆γ補正する逆γ補正器を備えるカラー表示の色再
現補正回路。
【請求項４】
　印加信号強度と表示強度が線型であるデジタル表示デバイスを備えるカラーディスプレ
イであって、
　請求項１または２に記載のカラー表示の色再現補正回路を備えること、を特徴とするカ
ラーディスプレイ。
【請求項５】
　印加信号強度と表示強度が非線型である表示デバイスを備えるカラーディスプレイであ
って、
　請求項１または２に記載のカラー表示の色再現補正回路と、
　該色再現補正回路の出力を、前記表示デバイスの特性に応じて補正する階調変換手段と
、を備えることを特徴とするカラーディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カラー表示の色補正回路及びそのような色補正回路を備えるカラーディスプレ
イに関し、特にＣＲＴの螢光体とは異なる原色光源が使用され、表示強度がデジタル制御
されるので印加信号強度と表示強度がリニア（線型）な関係にあるプラズマディスプレイ
パネル（ＰＤＰ）やデジタル・マイクロミラー・デバイス（ＤＭＤ）などのデジタル表示
デバイスで使用するのに適した色補正回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現状で広く使用されているカラーテレビジョン受信機はＥＢＵ(European Broadcasting U
nion) が定めている三原色の螢光体を使用しており、その三原色螢光体（赤、緑、青）の
ｘｙ色度値がＮＴＳＣ方式によって定められた螢光体（ＮＴＳＣ螢光体）のｘｙ色度値と
異なっており、カラーテレビジョン受信機の色再現領域がＮＴＳＣ螢光体の色再現領域よ
りも狭いために、ＮＴＳＣ方式のカラー映像信号をカラーテレビジョン受信機で表示する
場合、カラーテレビジョン受信機の色再現特性に歪を生じることが知られている。この現
象を図１のＵＣＳ色度図で説明する。
【０００３】
図１は、現状のカラーテレビジョン受信機の三原色螢光体（赤、緑、青）のｘｙ色度値が
、ＮＴＳＣ螢光体のｘｙ色度値と異なることによって生じる色再現の歪を図示したもので
ある。図において、参照番号１はＮＴＳＣ螢光体の作る色再現領域を、２は現状のカラー
テレビジョン受信機の作る色再現領域を表している。図中の白丸印ｇ，ｙｇ，ｓ，ｒ，ｃ
，ｐ，ｂは、ＮＴＳＣ螢光体の色再現領域１における緑色、黄緑色、肌色、赤色、シアン
色、ピンク色、青色を表しており、矢印の先の黒点がこの色を表すＮＴＳＣ信号を現状の
カラーテレビジョン受信機で再現した時の色、すなわち色再現領域２における再現色を表
している。矢印は色再現領域１における再現色が色再現領域２で歪を受けて再現色のＵＣ
Ｓ色度図の位置が変化したことを示している。また、二重丸ｙｇ，ｂは、再現色が歪を受



(3) JP 4489262 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

けないことを表している。
【０００４】
図示するように、ＮＴＳＣ螢光体の作る色再現領域１と現状のカラーテレビジョン受信機
の作る色再現領域２には違いがある。この違いによるカラーテレビジョン受信機の色再現
特性の歪は、ほとんどの再現色が黄緑色ｙｇと青色ｂを結ぶ軸線１６方向に移るように生
じ、このため、例えば緑色ｇや肌色ｓが黄緑色ｙｇに圧縮されるような色歪となる。この
ように、色再現歪は不規則に生じるものではなく、ある色相を持った軸線（図１では軸線
１６）を中心に、その両側からＮＴＳＣ螢光体による色再現位置よりこの軸線に近づく位
置に再現される歪が生じる。このようにして、カラーテレビジョン受信機の色再現特性が
悪化する。
【０００５】
このような問題を解決する従来技術の一例が、特公昭５７－２３４７８号公報に記載され
ている。以下、この公知文献に開示された従来技術を簡単に説明する。
上記のように、現状のカラーテレビジョン受信機においては、ある軸線の方向に色再現歪
が生じるものである。そこで、この従来技術は、この軸線に対して両側方向に色変化を拡
大させることによって歪を補正し、色再現特性を改善するものである。すなわち、図１に
おいて、軸線１６に対して逆方向に、すなわち矢印１７、１８で示す方向に色変化を拡大
することにより、軸線１６への圧縮を補正して色再現歪を解消するものである。
【０００６】
このための方法を、図２で説明する。同図では、横軸にカラーテレビジョン受信機におけ
る入力クロマ信号の位相をとり、縦軸に補正されたクロマ信号の位相をとっており、補正
がなされない時にはこれらのクロマ信号の位相関係は破線で示すようになるが、上記従来
技術での補正によると、これらのクロマ信号の位相関係は、実線で示すようになる。これ
により、上記のように、図１での矢印１７、１８で示す方向に色変化が生じることになる
。
【０００７】
図３は、直流制御式色相調整によって上記のように色再現歪を補正する従来の色再現補正
装置の一例を示すブロック図である。図において、参照番号３は帯域増幅器（アンプ）を
、４は基準色搬送波発信器を、５は移相器を、６は９０°進相器（＋９０°）を、７は色
相調節器を、８はリミッタを、９、１０は位相検波器（Ｐ．Ｄ．）を、１１はクリッパを
、１２は乗算器を、１３は色相調節用の直流電源を、１４は加算器を、１５は色復調回路
を示す。
【０００８】
図３において、受信されたカラー映像信号のクロマ信号は、帯域増幅器３で帯域制限され
、色復調回路１５で供給されると共に、リミタ８を介して２つの位相検波器９、１０に供
給される。また、帯域増幅器３より取り出されたバースト信号は基準色搬送波発信器４に
供給され、このバースト信号に位相同期した基準色搬送波が得られる。この基準色搬送波
は、移相器５で移相された後、直接位相検波器９に、また９０°進相器６で進相されて位
相検波器１０に供給される。いま、移相器５の特性を適当に選んで出力される基準色搬送
波の位相を黄緑色、すなわち入力クロマ信号のバースト信号の位相に対して５°になるよ
うにすると、位相検波器９は黄緑色用位相検波器となり、位相検波器１０は黄緑色信号と
直交する軸の位相検波器となる。黄緑色信号の位相を基準位相としてこれに対するクロマ
信号の位相をθとすると、位相検波器９の出力信号Ｖ１の電圧レベルは、位相θに対して
図４（ａ）に示す曲線Ｖ１のように変化し、位相検波器１０の出力信号Ｖ２の電圧レベル
は、図４（ｂ）に示す曲線Ｖ２のように変化する。位相検波器９の出力信号Ｖ１はクリッ
パ１１で所定のクリップレベルでクリップされ、位相θに対して図４（ｃ）に示す曲線Ｖ
３の電圧特性の信号Ｖ３が得られる。これにより、クリッパ１１の出力信号は、黄緑色近
傍に対して図１の補正１７、１８を得るように適当に調整される。ここでは、一例として
－６０～＋６０°の範囲になるように、クリッパ１１のクリップレベルが選ばれている。
クリッパ１１の出力信号Ｖ３は位相検波器１０の出力信号Ｖ２と乗算器１２で乗算される
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。これにより、乗算器１２の出力信号Ｖ４の電圧レベルは図４（ｄ）に示す曲線Ｖ４のよ
うになる。乗算器１２の出力信号（電圧）Ｖ４と直流電源１３からの直流電圧Ｖｄとが加
算回路１４で加算され、制御電圧として色相調節器７に供給される。
【０００９】
色相調節器７は、基準色搬送波発振器４からの基準色搬送波の位相を加算回路１４からの
制御電圧に応じて変化させる。この位相変化は、例えば、色副搬送波とこれを９０°移相
したものとを制御信号に応じた比率で加算することによって行われる。色相調節器７によ
る色副搬送波の位相の変化は、加算回路１４からの制御電圧、すなわち、直流電源１３の
出力電圧Ｖｄと乗算器１２の出力電圧Ｖ４とによって制御される。いま、直流電源１３の
出力電圧Ｖｄを縦軸にとり、基準色搬送波発振器４からの基準色搬送波に対する色相調節
器７の出力色副搬送波の位相Δθを横軸にとると、この位相Δθは直流電源１３の出力電
圧Ｖｄに対し、図４（ｅ）に示すようになる。色相調節器７の制御電圧は直流電源１３の
出力直流電圧Ｖｄに図４（ｄ）に示した特性を持つ乗算器１２の出力電圧Ｖ４を加えたも
のであるから、いま、図４（ｄ）において、乗算器１２の出力電圧Ｖ４が－ｅ～＋ｅの範
囲で変化するとすると、図４（ｅ）において、加算回路１４の出力電圧は直流電源１３か
らの所定の直流電圧Ｖｄを中心に±ｅの範囲で変化するから、クロマ信号の位相が－６０
°～＋６０°の範囲外では、直流電圧Ｖｄに対して位相ΔθがΔθ０となるが、この－６
０°～＋６０°の範囲内では、位相ΔθがΔθ１～Δθ２（Δθ１＜Δθ０＜Δθ２）の
範囲で変化する。そして、色相調節器７からの基準色搬送波を色復調回路１５に供給し、
帯域増幅器３からのクロマ信号を復調すると、図２で説明したように、黄緑色近傍の色相
変化が拡大された特性の色信号が復調され、図１で説明したように、色再現歪の補正が行
われる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記のような従来技術では、
１．特定色相に最適な復調軸を複数用い、これらの良い色相範囲をそれぞれ選び出して複
合し、色再現を補正するため、歪の少ない色再現改善を行うには多数の復調軸復調軸を必
要とする。そのため、色再現改善レベルと補正回路の規模が比例するという問題があり、
小規模な補正回路では完全一致はほとんど不可能である。
２．また、異なるｘｙ色度値が規定された複数の信号方式に対応する場合、補正回路もそ
れに合わせて複数必要となり、回路規模が増大する。
３．また、補正対象が色復調回路や色差信号であるために三原色入力信号（ＲＧＢ信号）
への対応が困難である。
４．また、赤色～マゼンタ～シアンの色相を改善するためＲ－Ｙの復調利得を大きくして
いるので、赤色入力が飽和し、赤潰れが発生する。
【００１１】
といった問題が発生していた。
本発明は、このような問題を解決するためのもので、簡単な回路構成で受像表示デバイス
の色再現範囲内のすべての色に対して精度よく色再現することを可能にする色再現補正回
路及びカラーディスプレイを実現することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記目的を実現するため、本発明の色再現補正回路は、受像表示デバイスの三原色光源の
ｘｙ色度を、信号方式で規定された三原色光源のｘｙ色度と等しくなるように三原色発光
色度を補正する。すなわち、各原色光源の発光を、該原色光源だけの発光でなく、該原色
光源の発光量に特定係数を乗じた発光量を、他色の原色光源の発光量に混合することで、
規定された原色色度と等しくする。これにより、
１．三原色が同一であるので、復調軸の変調などの信号の補正は不要となり、且つ、受像
表示デバイスの色再現範囲内のすべての色に対して色再現歪が無くなる。
２．異なるｘｙ色度値が規定された複数の信号方式に対応する場合、上記の他の２色の発
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光比率（係数）を変更するだけでよく、回路規模が増加しない。
３．信号の補正ではなく、三原色の発光色度を補正するため、入力信号の形態に制限はな
い。
４．復調軸の変調や利得操作は行われないため、入力飽和による色潰れは発生ないない。
【００１３】
【発明の実施の形態】
まず、本発明の原理を図５を参照して説明する。
図５（ａ）は、入力カラー映像信号の規格による色再現範囲より、カラー表示装置（カラ
ーディスプレイ）の色再現範囲が狭い場合を説明する図である。緑（Ｇ）信号を例として
説明すると、入力カラー映像信号のＧO 信号をそのままカラーディスプレイに供給して表
示すると、カラーディスプレイの色再現範囲２０の最外のコーナーＧに再現される。しか
し、このＧO 信号は本来色再現範囲２０の範囲外のＧ’の位置の色として再現されるべき
である。そこで、入力信号Ｇを（－ＫGR）（ここではＫGRは正）倍した入力信号Ｒの負の
方向成分（－ＫGRＧ）と、入力信号Ｇを（－ＫGB）（ここではＫGBは正）倍した入力信号
Ｂの負の方向成分（－ＫGBＧ）とをベクトル加算してＧ’信号とし、ＧO 信号の色度値に
一致させる。このような補正を他の青信号（Ｂ）、赤信号（Ｒ）についても行う。
【００１４】
図５（ｂ）は、入力カラー映像信号の規格による色再現範囲より、カラー表示装置（カラ
ーディスプレイ）の色再現範囲が広い場合を説明する図である。この場合も緑（Ｇ）信号
を例として説明すると、入力カラー映像信号のＧO 信号をそのままカラーディスプレイに
供給して表示すると、カラーディスプレイの色再現範囲２０の最外のコーナーＧに再現さ
れる。しかし、このＧO 信号は本来色再現範囲２０の範囲内のＧ’の位置の色として再現
されるべきである。そこで、入力信号ＧをＫGR（ここではＫGRは正）倍した入力信号Ｒの
正の方向成分（ＫGRＧ）と、入力信号ＧをＫGB（ここではＫGBは正）倍した入力信号Ｂの
正の方向成分（ＫGBＧ）とをベクトル加算してＧ’信号とし、ＧO 信号の色度値に一致さ
せる。このような補正を他の青信号（Ｂ）、赤信号（Ｒ）についても行う。この補正は、
元の入力カラー映像信号の色を忠実に再現するが、色飽和度は低下し、鮮やかさがなくな
る。
【００１５】
図５（ｃ）は、入力カラー映像信号の規格による色再現範囲より、カラー表示装置（カラ
ーディスプレイ）の色再現範囲が広い場合の簡易な補正例を説明する図である。この入力
カラー映像信号のＧO 信号は、本来ＧO で示す位置に再現されるべきであるが、そのまま
カラーディスプレイで表示するとＧの位置に再現される。そこで、白色の位置ｗとＧO の
位置を結ぶ直線が色再現範囲２０の最外辺に当たる位置をＧ’とし、入力信号ＧをＫGB（
ここではＫGBは正）倍した入力信号Ｂの正の方向成分（ＫGBＧ）をベクトル加算して、信
号がＧ’の位置の色として再現されるようにする。この場合、Ｇ’とＧO の位置は一致し
ないが、色相は同じであり、色飽和度は高いままで鮮やかさは維持される。このような補
正を、他の青信号（Ｂ）、赤信号（Ｒ）についても行う。この補正であれば、各色補正回
路で他の色信号を１つだけ加算すればよく、１チャンネル分の加算回路を設ければよいの
で、回路構成が簡単になる。
【００１６】
次に本発明をプラズマディスプレイでＮＴＳＣ標準方式の映像信号を再現する場合を例と
して説明する。
図６は、プラズマディスプレイの三原色螢光体（緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）、赤色（Ｒ））
のｘｙ色度値がＮＴＳＣ螢光体の色度値と異なることによって生じる色再現の歪をＵＣＳ
色度図で図示したものである。図６において、参照番号２１はＮＴＳＣ螢光体の作る色再
現領域を示す破線であり、２２は現状のプラズマディスプレイの作る色再現領域を示す実
線である。図示のように、プラズマディスプレイでの色再現領域２２は、ＮＴＳＣ螢光体
による色再現領域２１より広くなっている。図中の白丸印ｇ，ｙ，ｓ，ｒ，ｃ，ｍ，ｂ，
ｗは、ＮＴＳＣ螢光体の色再現領域２１における緑色、黄色、肌色、赤色、シアン色、マ
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ゼンタ、青色、白色を表しており、矢印の先の黒点がこの色を表すＮＴＳＣ信号を現状の
プラズマディスプレイの色再現領域２２における再現色を表している。矢印は色再現領域
２１における再現色が色再現領域２２で歪を受けて再現色のＵＣＳ色度図の位置が変化し
たことを示している。また、二重丸ｗは、再現色が歪を受けないことを表している。
【００１７】
図６に示すように、ＮＴＳＣ螢光体の作る色再現領域２１と現状のプラズマディスプレイ
の作る色再現領域２２には違いがあるため、プラズマディスプレイによりＮＴＳＣ螢光体
を再現した場合、原色信号である緑色ｇ、赤色ｒ、青色ｂは、それぞれＧ’→Ｇ、Ｒ’→
Ｒ、Ｂ’→Ｂに変換されて再現されるため、白色ｗを中心に再現領域全域にわたり色再現
歪が発生する。
【００１８】
従って、プラズマディスプレイでＮＴＳＣ信号の再現を改善するには、図６の各原色入力
信号Ｇ、Ｂ、Ｒに、それぞれＧ→Ｇ’、Ｒ→Ｒ’、Ｂ→Ｂ’方向のベクトルを満足する補
正信号を加算することにより実現可能となる。
図７は、本発明の第１実施例の色信号補正回路の構成を示すブロック図である。この回路
は、入力カラー映像信号として、緑（Ｇ）信号ＳＧ、青（Ｂ）信号ＳＢ及び赤（Ｒ）信号
ＳＲを受け、図５で説明したような色補正を行って、補正信号ＳＧ’、ＳＢ’及びＳＲ’
を出力する。入力信号は後述するようなγ補正はされていないものとする。
【００１９】
この回路は、次のような補正処理を行う。
ＳＧ’＝ＳＧ＋ＫBG・ＳＢ＋ＫRG・ＳＲ
ＳＢ’＝ＳＢ＋ＫGB・ＳＧ＋ＫRB・ＳＲ
ＳＲ’＝ＳＲ＋ＫGR・ＳＧ＋ＫBR・ＳＢ
但し、
ＫBG：Ｇ信号に対するＢ信号の混合係数
ＫRG：Ｇ信号に対するＲ信号の混合係数
ＫGB：Ｂ信号に対するＧ信号の混合係数
ＫRB：Ｂ信号に対するＲ信号の混合係数
ＫGR：Ｒ信号に対するＧ信号の混合係数
ＫBR：Ｒ信号に対するＢ信号の混合係数
である。なお、混合係数は、正の場合も、負の場合もあるものとする。
【００２０】
上記のように図７の回路は図５で説明したような色補正を行う回路であり、例えば、図５
（ａ）ではＧ信号のみに着目したが、これはＳＢ＝０、ＳＲ＝０の場合に相当し、この場
合は上記の式から
ＳＧ’＝ＳＧ＋ＫBG・０＋ＫRG・０＝ＳＧ
ＳＢ’＝０＋ＫGB・ＳＧ＋ＫRB・０＝ＫGBＳＧ
ＳＲ’＝０＋ＫGR・ＳＧ＋ＫRG・０＝ＫGKＳＧ
となり、図５（ａ）のような補正が行なわれる。
【００２１】
図７において、参照番号２３と２４は信号ＳＧにそれぞれ混合係数ＫGBとＫGRを乗算する
乗算器であり、２５と２６は信号ＳＢにそれぞれ混合係数ＫBGとＫBRを乗算する乗算器で
あり、２７と２８は、信号ＳＲにそれぞれ混合係数ＫRGとＫRBを乗算する乗算器であり、
２９は加算器である。この回路により、上記のような演算処理が実現される。この色補正
回路は、例えば、デジタル・シグナル・プロセッサなどで実現される。
【００２２】
しかし、図７の色信号補正回路は、この補正回路を使用する場合と使用しない場合でホワ
イトバランスが変化するという問題がある。すなわち、この色信号補正回路を使用すると
、入力カラー映像信号のホワイトバランスが維持できないという問題がある。また、入力
カラー映像信号ＳＧ、ＳＢ及びＳＲが一定以上の振幅を有すると、補正信号がダイナミッ
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クレンジを越えてしまうという問題が生じる。この場合、限界値を越えた分についてはク
リップ回路でクリップするなどの処理をするが、その場合には色再現歪が発生するという
問題がある。
【００２３】
次に説明する第２実施例の色信号補正回路では、このような問題点が改良される。なお、
第２実施例から第４実施例は、表示装置がプラズマディスプレイである場合の実施例であ
り、入力信号は後述するようなγ補正はされていないものとする。
図８は、本発明の第２実施例のプラズマディスプレイで使用する色信号補正回路の構成を
示すブロック図である。この色信号補正回路は入力カラー映像信号ＳＧ，ＳＢ，ＳＲに対
して図６で説明した補正を行い、補正信号ＳＧ’，ＳＢ’，ＳＲ’を出力する。第２実施
例の色信号補正回路は、次のような補正処理を行う。
【００２４】
ＳＧ’＝ＳＧ（１－ＫBG－ＫRG）＋ＫBGＳＢ＋ＫRGＳＲ
ＳＢ’＝ＳＢ（１－ＫGB－ＫRB）＋ＫRBＳＲ＋ＫGBＳＧ
ＳＲ’＝ＳＲ（１－ＫGR－ＫBR）＋ＫBRＳＢ＋ＫGRＳＧ
ＫBG、ＫRG、ＫGB、ＫRB、ＫGR及びＫBRは、それぞれ混合係数を表す。
この式で示した補正を行うことにより、図６の色再現領域２１内の白丸印で示したｇ，ｙ
，ｓ，ｒ，ｃ，ｍ，ｂ，ｗの各色は、色度図においてほぼ同じ位置（原色の色）に再現さ
れ、再現性が改善される。また、色再現領域２１の外で色再現領域２２内の範囲である青
色ｂについても、ほぼ同じ位置に再現される。このように、他の原色信号に補正入力信号
である該当原色信号を特定係数倍し、混合（加減算）することにより、すべての色相の色
再現が補正できる。
【００２５】
図８において、参照番号３２Ｇ，３２Ｂ，３２Ｒは各色信号を補正する色補正回路を示す
。色補正回路３２Ｇ，３２Ｂ，３２Ｒはそれぞれ類似の構成を有し、色補正回路３２Ｇは
、（１－ＫBG－ＫRG）を乗算する振幅補正用乗算器３３と、該当色信号に混合係数ＫGBと
ＫGRをそれぞれ乗算する乗算器３８、４０と、２個の加算器４２とを有し、色補正回路３
２Ｂは、（１－ＫGB－ＫRB）を乗算する振幅補正用乗算器３４と、該当色信号に混合係数
ＫBGとＫBRをそれぞれ乗算する乗算器３６、４１と、２個の加算器４２とを有し、色補正
回路３２Ｒは、（１－ＫGR－ＫBR）を乗算する振幅補正用乗算器３５と、該当色信号に混
合係数ＫRGとＫRBをそれぞれ乗算する乗算器３７、３９と、２個の加算器４２とを有する
。この色補正回路も、デジタル・シグナル・プロセッサなどで実現される。
【００２６】
第２実施例では、混合係数を乗算された他の色信号を加算する場合に、該当する色信号を
加算する信号に対応する分だけ強度を減衰させている。これにより、第１実施例で問題と
なった入力カラー映像信号のホワイトバランスが維持できないという問題が解決される。
表示装置（ディスプレイ）では、実際に使用する人が任意にホワイトバランスを調整する
場合がある。ホワイトバランスを調整可能にするには、各色信号の強度を独立に調整可能
にするが、本発明のような色信号補正回路を使用した状態で各色信号の強度を独立に調整
可能にすると問題を生じる。例えば、図９は、第２実施例の色信号補正回路３２Ｇ、３２
Ｂ、３２Ｒの前段に、各色信号の強度を調整する減衰回路（ｇ，ｂ，ｒ（ｇ，ｂ，ｒは０
から１の間で少なくとも１つは１となる））４４、４５、４６を設け、入力カラー映像信
号の各色信号の強度を独立に調整可能にした構成を示す。この回路構成では、ホワイトバ
ランス調整時にも補正信号の色度は変動しないが、色信号補正回路を使用する場合と使用
しない場合の間で切換る場合にホワイトバランスが変化するという問題が生じる。また、
図１０は、第２実施例の色信号補正回路３２Ｇ、３２Ｂ、３２Ｒの後段に、各色信号の強
度を調整する減衰回路（ｇ，ｂ，ｒ（ｇ，ｂ，ｒは０から１の間で少なくとも１つは１と
なる））４７、４８、４９を設け、補正されたカラー映像信号の各色信号の強度を独立に
調整可能にした構成を示す。この回路構成では、色信号補正回路を使用する場合と使用し
ない場合の間で切換えてもホワイトバランスは変化しないが、ホワイトバランス調整時に



(8) JP 4489262 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

補正信号の色度が変動するという問題が生じる。そのため、ホワイトバランスを調整する
場合には、色信号補正回路の内部で調整可能にする必要がある。第３実施例は、色信号補
正回路の内部でホワイトバランスを調整可能にした実施例である。
【００２７】
図１１は、本発明の第３実施例のプラズマディスプレイにおける色信号補正回路の構成を
示すブロック図である。第３実施例の色信号補正回路は、第２実施例の色信号補正回路で
、乗算器３６～４１で混合係数を乗算する前の各色信号に、０と１の間のｇ，ｂ，ｒ（少
なくとも１つは１となる）をそれぞれ乗算して減衰する乗算器７１、７２、７３を設け、
振幅補正用乗算器７４、７５、７６をの乗算値をそれぞれ（ｇ－ｂＫBG－ｒＫBG）、（ｂ
－ｇＫGB－ｒＫRB）、（ｒ－ｇＫGR－ｂＫBR）とする。
【００２８】
これにより、色信号補正回路の内部でホワイトバランスが調整可能になり、色信号補正回
路を使用する場合と使用しない場合の間で切換えてもホワイトバランスは変化せず、ホワ
イトバランスを変化させても補正色度は変動しない。
図１２は、本発明の第４実施例のプラズマディスプレイにおける色信号補正回路の構成を
示すブロック図である。この回路は、第１実施例から第３実施例の色信号補正回路と同様
の構成を有するが、複数の異なる方式（対象とする刺激値（光源）の色度が異なる信号）
の入力カラー映像信号に対応できるように、色補正回路の乗算器で乗算する混合係数の複
数の異なる組み合わせをメモリ８０に記憶しておき、入力カラー映像信号の方式に応じて
選択可能としたものである。振幅補正用乗算器の乗算値は、記憶されている混合係数から
演算する場合と、混合係数に対応してあらかじめ算出して記憶しておく場合の２つの方式
があり得る。本実施例の回路を使用すれば、色補正回路の演算値を切換可能にすると共に
、メモリを追加するだけで各種の方式に対応できるカラーディスプレイが、容易に実現で
きる。
【００２９】
プラズマディスプレイは、発光強度がサステインパルス数で決定されるデジタル表示デバ
イスであり、印加信号振幅と発光強度が比例する。従って、第１実施例から第４実施例は
、入力信号振幅と発光強度が比例することが条件の回路である。しかし、通常の映像信号
（ＮＴＳＣ映像信号）は、信号方式で規定されたγ補正が施された信号である。そこで、
プラズマディスプレイでは、入力された各原色信号に信号方式で規定されたγ補正の逆補
正（逆γ補正）を行い、入力信号振幅を発光強度に比例した信号に変換し、画像処理及び
画像表示を行っている。
【００３０】
図１３は、本発明の第５実施例のプラズマディスプレイにおける色信号補正回路の構成を
示すブロック図である。この回路は、第１実施例から第４実施例の構成に加えて、逆γ補
正器３１Ｇ，３１Ｂ，３１Ｒにより逆γ補正した後演算処理を行っている。これにより、
線型（リニア）な信号に対して演算処理が行われるので、一次の乗算と加算だけで演算が
行える。また、補正演算後の信号は、そのまま表示用の信号として使用できる。
【００３１】
第５実施例は、補正後の信号をプラズマディスプレイのような信号振幅と発光強度が比例
する（リニアな）表示装置に出力する場合の実施例であるが、次に説明する第６実施例は
信号振幅と発光強度が比例しないブラウン管を表示装置として使用した場合の実施例であ
る。
図１４は、本発明の第６実施例の色信号補正回路の構成を示すブロック図である。第６実
施例の色信号補正回路は、第５実施例の構成に加えて階調補正器５０Ｇ、５０Ｂ、５０Ｒ
を設けた構成を有する。ブラウン管のような信号振幅と発光強度が比例しない表示装置を
使用し、入力カラー映像信号にブラウン管に対応したγ補正がなされている場合でも、一
旦逆γ補正を行って、逆γ補正された各色信号に対して色再現歪を補正する処理を行い、
その後に表示装置に応じて各原色信号振幅と発光強度が比例するように階調補正器で補正
する。
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【００３２】
また、補正信号がダイナミックレンジを越えてしまうという問題については、混合係数Ｋ

XY（Ｘ，ＹはＧ，Ｂ，Ｒ）が０≦ＫXY≦１であれば、補正出力と補正前の入力の比が１を
越えず、ダイナックレンジを越えることはないが、－１≦ＫXY＜０の場合にはダイナミッ
クレンジを越える場合がある。第７実施例では、この問題が解決される。すなわち、第７
実施例の回路は、ダイナミックレンジオーバ補正を可能にした回路である。
【００３３】
図１５は、本発明の第７実施例のプラズマディスプレイにおける色信号補正回路の構成を
示すブロック図である。第１０実施例の色信号補正回路は、第２実施例の各色補正回路３
２Ｇ、３２Ｂ、３２Ｒの前に減衰回路（１／ＡＴＴ）６０Ｇ、６０Ｂ、６０Ｒを設けた構
成を有する。
減衰回路（１／ＡＴＴ）６０Ｇ、６０Ｂ、６０Ｒは、入力信号を１／ＡＴＴに減衰する回
路であり、減衰回路６０Ｇ、６０Ｂ、６０ＲのＡＴＴは、それぞれ表１のような特性であ
る。
【００３４】
【数１】

【００３５】
例えば、数１の式において、ＫXY（X,Y はG,B,R のいずれか）が－１≦ＫXY＜０の場合に
はＫXYの絶対値を加算してＡＴＴの値を１より大きくして減衰が行われ、０≦ＫXY≦１の
場合にはゼロを加算するのでＡＴＴの値は１のままであり、増幅も減衰も行われない。こ
れにより、第７実施例では、－１≦ＫXY＜０の場合にも、補正後の信号がダイナミックレ
ンジを越えることはない。
【００３６】
又、各入力カラー映像信号に最大振幅を印加しても、色信号補正回路出力振幅の最大値に
満たない場合、減衰回路（１／ＡＴＴ）に特定係数を更に乗算する事により、出力振幅補
正が可能となる。
【００３７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、色再現の歪を生じているすべてのカラー表示装置
（ディスプレイ）において、混合係数のみの変更で歪を低減することが可能になる。また
、原色信号系で補正を行うため、従来補正が不可能であった原色信号系信号への対応が可
能となる。また、従来方式は、複数の復調軸の選択であったため、色再現領域全体での完
全な補正は不可能であったのに対し、本発明では再生カラーディスプレイの物理的色再現
範囲内の全域で完全な補正が可能になる。
【００３８】
更に、従来方式は、利得を大きくした復調軸を利用して色再現の改善を行っていたため、
弊害として色潰れが発生していた。これに対して、本発明は、入力カラー映像信号で規定
された本来の復調軸及び利得で色復調を行い、色復調後の原色信号で色再現の改善を行う
ため、色復調に伴う色潰れは発生しない。
【図面の簡単な説明】
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【図１】ＮＴＳＣ螢光体とＥＢＵ螢光体の差による色再現の歪の発生を説明する図である
。
【図２】従来例の補正によるクロマ信号変換特性を示す図である。
【図３】従来例の色信号補正回路の構成を示すブロック図である。
【図４】従来例の色信号補正回路での動作を説明するための、各部の信号特性を示す図で
ある。
【図５】本発明の原理を説明する図である。
【図６】プラズマディスプレイ螢光体とＮＴＳＣ螢光体の差と補正原理を説明する図であ
る。
【図７】本発明の第１実施例の色信号補正回路の構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の第２実施例の色信号補正回路の構成を示すブロック図である。
【図９】ホワイトバランスを調整するために、第２実施例の色信号補正回路の前段に信号
強度を調整する回路を設けた場合の問題点を説明する図である。
【図１０】ホワイトバランスを調整するために、第２実施例の色信号補正回路の後段に信
号強度を調整する回路を設けた場合の問題点を説明する図である。
【図１１】本発明の第３実施例の色信号補正回路の構成を示すブロック図である。
【図１２】本発明の第４実施例の色信号補正回路の構成を示すブロック図である。
【図１３】本発明の第５実施例の色信号補正回路の構成を示すブロック図である。
【図１４】本発明の第６実施例の色信号補正回路の構成を示すブロック図である。
【図１５】本発明の第７実施例の色信号補正回路の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
３１Ｇ、３１Ｂ、３１Ｒ…逆γ補正器
３２Ｇ、３２Ｂ、３２Ｒ…色補正回路
３３～３５…振幅補正用乗算器
３６～４１…混合係数乗算器
４２…加算器
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】



(14) JP 4489262 B2 2010.6.23
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【図１５】
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