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(57)【要約】
【課題】入力される映像信号の色域を判定し、適切な画
像処理に寄与する電子機器および色域判定方法を提供す
る。
【解決手段】電子機器１００は、入力される映像データ
の各画素をＲＧＢデータへ変換する第１色域変換部と、
前記第１色域変換部による前記変換後のＲＧＢデータが
第１色域の外であるか否かを判定する第１規格外判定部
と、前記第１色域変換部による前記変換後のＲＧＢデー
タが前記第１色域の外の画素の数を前記映像データの単
位時間毎にカウントする第１カウンタと、前記第１カウ
ンタによってカウントされた画素の数に基づいて、前記
入力される映像データの色域が前記第１色域であるか前
記第１色域より広い色域かを判定する第１色域判定部と
を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力される映像データの各画素をＲＧＢデータへ変換する第１色域変換部と、
　前記第１色域変換部による前記変換後のＲＧＢデータが第１色域の外であるか否かを判
定する第１規格外判定部と、
　前記第１色域変換部による前記変換後のＲＧＢデータが前記第１色域の外の画素の数を
前記映像データの単位時間毎にカウントする第１カウンタと、
　前記第１カウンタによってカウントされた画素の数に基づいて、前記入力される映像デ
ータの色域が前記第１色域であるか前記第１色域より広い色域かを判定する第１色域判定
部とを備える電子機器。
【請求項２】
　前記第１カウンタは、前記入力される映像データのフレームに同期してフレーム毎にカ
ウント値を出力し、
　前記第１色域判定部は、前記第１カウンタからのフレーム単位のカウント値に基づいて
前記色域の判定処理を行う請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　更に、
　前記入力される映像データの各画素をＲＧＢデータへ変換する第２色域変換部と、
　前記第２色域変換部による前記変換後のＲＧＢデータが前記第１色域より広い第２色域
の外であるか否かを判定する第２規格外判定部と、
　前記第２色域変換部による前記変換後のＲＧＢデータが前記第２色域の外の画素の数を
カウントする第２カウンタと、
　前記第２カウンタによってカウントされた画素の数に基づいて、前記入力される映像デ
ータの色域が前記第２色域であるか前記第２色域より広い色域かを判定する第２色域判定
部と、
　前記第１色域判定部および前記第２色域判定部の判定に基づいて、前記入力される映像
データの色域を前記第１色域、前記第２色域、前記第２色域より広い第３色域のいずれで
あるかを最終判定する第３色域判定部とを備える請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　更に、
　前記第１色域変換部による前記変換後のＲＧＢデータが前記第１色域より広い第２色域
の外であるか否かを判定する第２規格外判定部と、
　前記第１色域変換部による前記変換後のＲＧＢデータが前記第２色域の外の画素の数を
カウントする第２カウンタと、
　前記第２カウンタによってカウントされた画素の数に基づいて、前記入力される映像デ
ータの色域が前記第２色域であるか前記第２色域より広い色域かを判定する第２色域判定
部と、
　前記第１色域判定部および前記第２色域判定部の判定に基づいて、前記入力される映像
データの色域を前記第１色域、前記第２色域、前記第２色域より広い第３色域のいずれで
あるかを最終判定する第３色域判定部とを備える請求項１に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記第１カウンタ及び前記第２カウンタは、それぞれ前記入力される映像データのフレ
ームに同期してフレーム毎にカウント値を出力し、
　前記第１色域判定部は、前記第１カウンタからのフレーム単位のカウント値に基づいて
前記色域の判定処理を行い、
　前記第２色域判定部は、前記第２カウンタからのフレーム単位のカウント値に基づいて
前記色域の判定処理を行う請求項４または５に記載の電子機器。
【請求項６】
　入力される映像データの各画素をＲＧＢデータへ変換し、
　前記変換後のＲＧＢデータが第１色域の外であるか否かを判定し、
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　前記変換後のＲＧＢデータが前記第１色域の外の画素の数を前記映像データの単位時間
毎にカウントし、
　前記カウントされた画素の数に基づいて、前記入力される映像データの色域が前記第１
色域であるか前記第１色域より広い色域かを判定する色域判定方法。
【請求項７】
　前記入力される映像データのフレームに同期してフレーム毎にカウント値を出力し、
　フレーム単位のカウント値に基づいて前記色域の判定処理を行う請求項６に記載の色域
判定方法。
【請求項８】
　更に、
　前記入力される映像データの各画素をＲＧＢデータへ、前記変換とは別に変換し、
　前記別に変換した後のＲＧＢデータが前記第１色域より広い第２色域の外であるか否か
を判定し、
　前記別に変換した後のＲＧＢデータが前記第２色域の外の画素の数をカウントし、
　前記カウントされた画素の数に基づいて、前記入力される映像データの色域が前記第２
色域であるか前記第２色域より広い色域かを判定し、
　前記２つの判定に基づいて、前記入力される映像データの色域を前記第１色域、前記第
２色域、前記第２色域より広い第３色域のいずれであるかを最終判定する請求項６に記載
の色域判定方法。
【請求項９】
　更に、
　前記変換後のＲＧＢデータが前記第１色域より広い第２色域の外であるか否かを判定し
、
　前記変換後のＲＧＢデータが前記第２色域の外の画素の数をカウントし、
　前記カウントされた前記第２色域の外の画素の数に基づいて、前記入力される映像デー
タの色域が前記第２色域であるか前記第２色域より広い色域かを判定し、
　前記２つの判定に基づいて、前記入力される映像データの色域を前記第１色域、前記第
２色域、前記第２色域より広い第３色域のいずれであるかを最終判定する請求項６に記載
の色域判定方法。
【請求項１０】
　前記第１色域の外の画素の数および前記第２色域の外の画素の数の前記カウントは、
　前記入力される映像データのフレームに同期してフレーム毎にカウント値を出力し、
　フレーム単位のカウント値に基づいて前記１色域および前記第２色域の判定処理を行う
請求項８または９に記載の色域判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、入力された映像信号の色域を判定する電子機器および色域判定方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　２０１２年に、ＩＴＵ（International Telecommunication Union）によって、映像信
号の規格として、ＩＴＵ－Ｒ　ＢＴ．２０２０（以下ＢＴ．２０２０と記す）が勧告され
た。ＢＴ．２０２０は、地上デジタルテレビ放送の信号規格であるＢＴ．７０９およびデ
ジタルシネマの信号規格であるＤＣＩ－Ｐ３と比較して、より広い色域の情報を含む映像
信号を伝送できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２７８９１９号公報
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【特許文献２】特開２０１３－１２１１５５号公報
【特許文献３】特開２００８－２１１２８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、広色域対応されたカメラ、編集機材、モニタ、広色域表示パネルなどが普及
するまでは、ＢＴ．２０２０のフルのダイナミックレンジを持つ映像信号は使用されてい
ない。このため、広色域表示パネルには、ＢＴ．７０９またはＤＣＩ－Ｐ３などの狭色域
のダイナミックレンジの映像信号が入力される場合がある。
【０００５】
　しかしながら、広色域表示パネルであっても、狭色域のダイナミックレンジの映像信号
を、広色域のダイナミックレンジを持つ映像信号として表示すると、色鮮やかな表示を行
うことができない。それ故、広色域表示パネルを使用する電子機器では、入力される映像
信号の色域を判定し、判定結果に基づいて適切な画像処理を行って出力する必要がある。
【０００６】
　本発明の課題は、上記事情に鑑み、入力される映像信号の色域を判定し、適切な画像処
理に寄与する電子機器および色域判定方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態に係る電子機器は、入力される映像データの各画素をＲＧＢデータへ変換する
第１色域変換部と、前記第１色域変換部による前記変換後のＲＧＢデータが第１色域の外
であるか否かを判定する第１規格外判定部と、前記第１色域変換部による前記変換後のＲ
ＧＢデータが前記第１色域の外の画素の数を前記映像データの単位時間毎にカウントする
第１カウンタと、前記第１カウンタによってカウントされた画素の数に基づいて、前記入
力される映像データの色域が前記第１色域であるか前記第１色域より広い色域かを判定す
る第１色域判定部とを備える。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、実施形態を適用した電子機器１００の構成例を示すブロック図である。
【図２】図２は、ＢＴ．２０２０、ＤＣＩ－Ｐ３およびＢＴ．７０９それぞれの色域の広
さを、ＣＩＥｘｙ色度図で表した図である。
【図３】図３は、映像データ処理部における信号処理の流れのブロック図である。
【図４】図４は、映像データ処理部の色域判定処理の動作を表すフローチャートを示した
図である。
【図５】図５は、第２の実施形態に係る映像データ処理部内における信号処理の流れを示
すブロック図の例である。
【図６】図６は、第２の実施形態に係る映像データ処理部内における信号処理の流れを示
すブロック図の更なる例である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、種々の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１０】
　（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態を適用した電子機器１００（テレビジョン受信装置またはパーソナ
ルコンピュータ）の構成例を示すブロック図である。デジタルチューナ装置１０２は、例
えば、スクランブルされたデジタル地上波放送信号を受信する複数のチューナを含む。デ
ジタルチューナ装置１０２は、例えば、衛星（ＢＳ／ＣＳ）デジタル放送受信用のチュー
ナ（図示せず）を含んでも良い。例えば、デジタルチューナ装置１０２は、８個のチュー
ナを含み、それぞれのチューナは異なる放送波信号を並行に処理することができる。
【００１１】
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　デジタルチューナ装置１０２が含む複数のチューナのそれぞれは、取得した複数のチャ
ンネルの各Transport Stream（ＴＳ）を、ＴＳ処理部１２２に入力する。各ＴＳは、各チ
ャンネルの放送番組のパケット列を含む。各パケットは、パケット識別情報および番組の
デジタルコンテンツを含む。また、制御情報などを含むパケットも存在する。
【００１２】
　ＴＳ処理部１２２は、複数のチャンネルのＴＳが１つのＴＳとなるように、ＴＳを多重
する。多重されたＴＳは、各チャンネルの放送番組のパケット列を含む。各チャンネルの
パケットには、チャンネル及びパケット識別用の識別情報が付加されている。
【００１３】
　多重されたＴＳは、記憶装置１１１に入力され、格納されることができる。また、ＴＳ
処理部１２２に入力されるＴＳの中で、制御情報を含むパケットは、制御部２００に入力
されて処理される。
【００１４】
　記憶装置１１１は、例えば、ハードディスクドライバー、光ディスク記録再生装置を含
む。光ディスクには、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ（登録商標）），ブルーレ
イディスク（ＢＤ（登録商標））などが含まれる。
【００１５】
　ＴＳ処理部１２２から制御部２００へ送られるパケットが含む制御情報として、例えば
、放送番組の暗号化情報であるＥＣＭ（Entitlement Control Message）と、番組名、出
演者、開始時刻などのイベント情報を記述したテーブルであるＥＩＴ（Event Informatio
n Table）などの情報、ＥＰＧ（Electric Program Guide：電子番組ガイド）情報がある
。
【００１６】
　パケットに含まれる映像データは、例えば、ＭＰＥＧ(Moving Picture Expert Group)
方式またはＡＶＣ(Advanced Video Coding)方式を利用してエンコードされている。また
、オーディオパケット内のオーディオデータは、例えば、ＰＣＭ(Pulse Code Modulation
)方式、Ｄｏｌｂｙ方式またはＭＰＥＧ方式を利用してエンコードされている。
【００１７】
　ＴＳ処理部１２２は、制御部２００からの制御信号に基づいて、記憶装置１１１または
デジタルチューナ装置１０２からＴＳを選択して、再生動作を実施することができる。換
言すれば、ＴＳ処理部１２２は、制御部２００からの制御信号に基づいて、再生すべき番
組のオーディオデータを含むオーディオパケットと、再生すべき番組の映像データを含む
映像パケットとを分離することができる。
【００１８】
　ＴＳ処理部１２２においてパケット列から分離された、オーディオデータを含むオーデ
ィオパケットは、オーディオデコーダ１２３に入力されて、符号化方式に応じた復号化が
実施される。オーディオデコーダ１２３でデコードされたオーディオデータは、オーディ
オデータ処理部１２４において、同期処理、音量調整などを施され、オーディオ出力部１
２５に供給される。オーディオ出力部１２５は、スピーカ電子機器に応じたステレオ分離
処理などを実行し、出力をスピーカ１２６に供給する。
【００１９】
　ＴＳ処理部１２２においてパケット列から分離された、映像データを含む映像パケット
は、映像デコーダ１３１に入力されて、符号化方式に応じた復号化が実施される。映像デ
コーダ１３１でデコードされた映像データは、映像データ処理部１３２において、同期処
理、輝度調整、色調整、色域判定などが実施される。映像データ処理部１３２の出力は、
映像出力部１３３に供給される。
【００２０】
　映像出力部１３３は、例えば、制御部２００からのデータ、図形、番組表をメイン映像
信号に多重することができる。また映像出力部１３３は、出力映像信号に対して表示器１
３４に応じたスケール、解像度、ライン数、アスペクト比などを設定して、表示器１３４
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に出力する。表示器１３４は、広色域対応の映像表示装置である。表示器１３４は、例え
ば、ＢＴ．２０２０の色域をすべて表示可能なディスプレイである。
【００２１】
　図２は、ＢＴ．２０２０、ＤＣＩ－Ｐ３およびＢＴ．７０９それぞれの色域の広さを、
ＣＩＥｘｙ色度図で表した図である。実線または破線で囲まれた三角形内部の領域が、Ｂ
Ｔ．２０２０、ＤＣＩ－Ｐ３およびＢＴ．７０９それぞれの色域である。なお、図２に示
した各色域は、各信号規格の色域の広さを概念的に表したものであり、必ずしもその広さ
または、座標の位置関係等を正しく表したものではない。
【００２２】
　なお、有料番組のオーディオパケットと映像パケットとが暗号化されている場合もある
。この場合、鍵情報を用いて暗号化を解くための処理系統もあるが、ここでは省略してい
る。
【００２３】
　制御部２００は、中央演算処理ユニット（ＣＰＵ）２０１、コマンド処理部２０２、通
信制御部２０３、デバイス管理部２０４、表示制御部２１１、オンスクリーンディスプレ
イ（ＯＳＤ）ブロック２１２、メモリ２１３などを含む。
【００２４】
　図１には示していないが、制御部２００は、ＥＰＧデータを用いて作成した番組表信号
を生成するＥＰＧデータ処理部、記憶装置１１１に信号を記録するまたは記憶装置１１１
から信号を再生するための記録再生制御部などを含む。
【００２５】
　ＣＰＵ２０１は、制御部２００の全体の動作シーケンスの調整を行っている。コマンド
処理部２０２は、外部から入力される操作コマンドを解析し、コマンドに応じた動作をテ
レビジョン受信装置１００に反映させることができる。デバイス管理部２０４は、制御部
２００に対して操作信号を与える携帯端末５００、リモートコントローラ１１５などのデ
バイス識別データを格納している。
【００２６】
　表示制御部２１１は、ＯＳＤブロック２１２を介して、映像出力部１３３に、番組表信
号や、メニュー映像信号を供給することができる。また表示制御部２１１は、画像信号の
解像度、表示サイズ、表示エリアなどの調整処理を行うこともできる。
【００２７】
　メモリ２１３は、制御部２００内で保存する各種のデータ、アプリケーションなどを保
存することができる。
【００２８】
　通信制御部２０３は、外部との通信を行い、操作コマンド、データ、コンテンツ、など
を取り込むことができる。取り込まれたコンテンツ、及びデータは、例えば記憶装置１１
１、或いはメモリ２１２に格納されることができる。通信制御部２０３は、電子機器１０
０から外部に向けて、データ、コンテンツ、などを送信することができる。
【００２９】
　通信制御部２０３は、受信部（近距離通信部１１２および遠隔通信部１１３）と接続さ
れている。近距離通信部１１２は、携帯端末５００との間でデータの送受信を行うことが
でき、近距離通信用である。携帯端末５００の指示入力部に指示を入力することにより、
電子機器１００の動作を制御することができる。
【００３０】
　遠隔通信部１１３は、インターネットを介して、遠隔サーバ、或いはホームサーバ、或
いはクラウドサーバとの間でデータの送受信を行うことができる。遠隔通信部１１３は、
無線または有線（光ケーブル・ローカルエリアネットワーク）を介して遠隔サーバなどと
通信が行われる。遠隔サーバは、遠隔通信部が送られてくる命令信号を受信する受信部３
４０を有する。
【００３１】
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　また、電子機器１００は、リモートコントローラ１１５からの操作信号を、受信部（リ
モートコントローラ通信部１１４）を介して受け取ることもできる。リモートコントロー
ラ１１５にも、携帯端末５００と同様に指示入力部が設けられている。
【００３２】
　上記の携帯端末５００は、図示しない基地局、インターネットなどを介してサーバにア
クセスすることができる。サーバが提供するコンテンツは勿論のこと、各種のアプリケー
ション、ゲームソフトなどをダウンロードし、近距離通信部１１２を介して、制御部２０
０に転送することが可能である。
【００３３】
　また携帯端末５００は、コンテンツや各種の提供情報を取得するための情報（例えばウ
ェブサーバのアドレス、メールアドレス、ネットワークアドレスなど）を、近距離通信部
１１２を介して、制御部２００に転送することが可能である。なお携帯端末５００は、例
えばウェブサーバのアドレス、メールアドレス、ネットワークアドレスなどを、基地局、
ネットワークＮｅｔｗを介して制御部２００に転送してもよい。
【００３４】
　上記したウェブサーバのアドレス、メールアドレスなどを利用し、通信制御部２０３は
、遠隔通信部１１３を介して、例えば番組に関連した情報などを取得することができる。
【００３５】
　携帯端末５００からコンテンツ、アプリケーション、或いはゲームソフトが転送されて
くるときは、制御部２００に設けられた通信制御部２０３が動作する。
【００３６】
　通信制御部２０３は、受け取ったコンテンツをメモリ２１３に格納する。コンテンツは
、操作コマンドに応じて又は自動的に、記憶装置１１１に格納されてもよい。記憶装置１
１１は、受け取ったコンテンツを例えばハードディスクに記録させることができる。ハー
ドディスクにおいては、コンテンツはコンテンツファイルとして管理される。
【００３７】
　表示用のメニュー映像信号、番組表信号などは、表示制御部２１１により制御される。
メニューの表示、番組表の表示が行われるときは、メニュー画面データ、番組表信号が、
表示制御部２１１の制御に基づき、ＯＳＤブロック２１２から読み出され、映像出力部１
３３に供給される。これにより、メニュー画像や番組表画像が表示器１３４に表示される
。メニュー画面データ、番組表信号は、表示制御部２１１の制御に基づき、データ格納部
（メモリ或いはハードディスク）から読み出される場合もある。
【００３８】
　表示用のメニュー映像信号、番組表信号などは、携帯端末５００に送信されることもで
きる。携帯端末５００がメニュー映像信号、番組表信号などを要求した場合、表示制御部
２１１は、メニュー映像信号、番組表映像信号を携帯端末５００に送信することができる
。
【００３９】
　携帯端末５００は、メニュー映像信号、番組表映像信号をタッチ式パネルの画面に表示
することができる。ユーザは、タッチ（またはポイント）式パネルの画面に表示された操
作ボタンに触れることにより、電子機器に動作指令信号を与えることができる。
【００４０】
　以上が、実施形態に係る電子装置１００の構成の概略的な説明である。以下に、映像デ
ータ処理部１３２について更に説明する。図３は、映像データ処理部１３２内の構成を信
号処理の流れに沿って示すブロック図である。第１の実施形態に係る電子装置１００にお
いて、映像データ処理部１３２は、色域変換部１０と、規格外判定部２０と、カウンタ３
０と、色域判定部４０とを備える。
【００４１】
　上述したとおり、映像データ処理部１３２には、映像デコーダ１３１でデコードされた
映像データが入力される。映像データ処理部１３２が備える色域変換部１０は、ＢＴ．２
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０２０フォーマットで入力された映像データに含まれる画素データを逆ガンマ変換した後
、ＸＹＺ変換を行う。色域変換部１０は、更に、ＸＹＺ表色系で表される画素データを、
例えば、ＢＴ．７０９のＲＧＢ表色系で表される画素データへ変換を行う。続いて、色域
変換部１０は、画素データを規格化する。ここで、図２に示すように、ＢＴ．７０９色域
は、ＤＣＩ－Ｐ３色域、ＢＴ．２０２０色域より狭いため、ＲＧＢ値を規格化すると、画
素データがＢＴ．７０９色域内の色であれば０～１の範囲の値となり、ＤＣＩ－Ｐ３やＢ
Ｔ．２０２０などＢＴ．７０９より広い色域の色であれば、０より小さい値または１より
大きい値となる。これに基づき、ＢＴ．２０２０フォーマットで入力された画素データが
表す色が、ある色域内であるか否かを判断することができる。
【００４２】
　上記色域変換部１０による上記座標変換は、線型変換による演算であるが、この座標変
換には、例えば、メモリ２１３に記憶されたＬＵＴを使用された変換、近似式を使った変
換など、公知の手法を使用してもよい。
【００４３】
　規格外判定部２０は、色域変換部１０によって変換された画素データが所定の色域外（
または所定の色域内）であるか否かを判定する。上でした説明を繰り返すが、ＢＴ．７０
９色域は、ＤＣＩ－Ｐ３色域、ＢＴ．２０２０色域より狭いため、ＲＧＢ値を規格化する
と、画素データがＢＴ．７０９色域内の色であれば０～１の範囲の値となり、ＤＣＩ－Ｐ
３やＢＴ．２０２０などＢＴ．７０９より広い色域の色であれば、０より小さい値または
１より大きい値となる。規格外判定部２０は、画素データが０より小さい値または１より
大きい値であるか、０～１の範囲内の値であるかを判定する。画素データが所定の色域内
であるか否かの判定は、前述の公知の方法を使用してもよい。
【００４４】
　カウンタ３０は、色域変換部１０による変換後の色度座標が上記所定の色域内ではない
画素の数をカウントする。
【００４５】
　色域判定部４０は、カウンタ３０によってカウントされた画素の数に基づいて、入力さ
れる映像データの色域をフレーム単位で判定し、規定数のフレームの判定結果に基づいて
、入力される映像データの色域を最終判定する。
【００４６】
　具体的には、上記色域判定部４０は、例えば、１フレーム分の画素数のうちカウントさ
れた画素の数が所定の値よりも大きい場合、または、１フレーム分の画素数に対するカウ
ントされた画素の数の割合が所定の値よりも大きい場合、上記フレームの色域は、所定の
色域よりも広い色域であると判定する。そして、得られたフレーム毎の判定結果を、例え
ば、メモリ２１３に記憶させ、複数のフレームの判定結果に基づいて、入力される映像デ
ータの色域を最終判定する。上で説明した判定方法は、規格外判定部２０が規格外の画素
の数を数えた場合の判定方法である。規格外判定部２０が規格内の画素の数を数える場合
は、上記色域判定部４０は、例えば、１フレーム分の画素数のうちカウントされた画素の
数が所定の値よりも小さい場合、または、１フレーム分の画素数に対するカウントされた
画素の数の割合が所定の値よりも小さい場合、上記フレームの色域は、所定の色域よりも
広い色域であると判定する。
【００４７】
　尚、上記色域判定部４０は、１フレーム毎に色域を判定せずに、複数のフレームに亘っ
て画素データの色域判定を行い、複数のフレーム毎の色域判定に基づいて、入力される映
像データの色域を判定するようにしてもよい。
【００４８】
　第１の実施形態において、例えば、所定の色域がＢＴ．７０９の色域である場合、色域
判定部４０は、入力される映像信号の色域が、ＢＴ．７０９の色域であるか、ＢＴ．２０
２０またはＤＣＩ－Ｐ３の色域であるかを判定する。換言すると、第１の実施形態におい
て、色域判定部４０が、入力される映像信号の色域はＢＴ．７０９の色域よりも広い色域
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であると判定した場合、入力される映像信号の色域はＢＴ．２０２０またはＤＣＩ－Ｐ３
の色域であると判定してもよい。
【００４９】
　また、例えば、所定の色域がＤＣＩ－Ｐ３の色域である場合、色域判定部４０は、入力
される映像信号の色域が、ＤＣＩ－Ｐ３の色域であるかまたはＢＴ．２０２０の色域であ
るかを判定する。換言すると、第１の実施形態において、色域判定部４０が、入力される
映像信号の色域はＤＣＩ－Ｐ３の色域よりも広い色域であると判定した場合、入力される
映像信号の色域はＢＴ．２０２０の色域であると判定してもよい。
【００５０】
　図４に示す色域判定処理のフローチャートを参照して、映像データ処理部１３２の色域
判定処理について更に説明する。　
　先ず、映像データと共に映像同期信号を入力し、初期動作としてカウンタ３０をリセッ
トする（ステップ[０１]）。次に、色域変換部１０において、上記映像同期信号に基づき
、フレームの最初の画素から色域判定処理を開始して、フレーム単位で入力された映像デ
ータ中の画素データの表色系を変換し、変換後の画素データ（ＲＧＢで現れた画素データ
）を規格外判定部２０に伝送する（ステップ[０２]）。
【００５１】
　次に、規格外判定部２０において、伝送された画素データが所定の色域内であるか否か
を判定する（ステップ[０３]）。画素データが所定の色域外であれば（Ｙｅｓ）、カウン
タ３０のカウント値を１つ増大させる（ステップ[０４]）。画素データが所定の色域外で
なければ（Ｎｏ）、カウンタ３０のカウント値を変えない。
【００５２】
　次に、色域判定部４０において、画素データが判定処理の対象となる最後の画素である
か否かを判定する（ステップ[０５]）。最後の画素であれば（Ｙｅｓ）、色域外であった
画素数のカウント値を色域判定部４０に伝送し、色域判定部４０は１フレームの色域を判
定する（ステップ[０６]）。画素データが判定処理の対象となる最後の画素でなければ（
Ｎｏ）、続く画素データについても、同じ処理を繰り返す。以上が、映像データ処理部１
３２の信号処理の流れである。
【００５３】
　上記の構成が採用された電子機器１００は、入力される映像データの色域を判定するこ
とができる。その結果、電子機器１００は、入力される映像データに色域判定結果に基づ
く適切な画像処理を施すことができ、これによって出力映像を色鮮やかに表示させること
ができる。
【００５４】
　（第２の実施形態）
　図５は、第２の実施形態に係る映像データ処理部１３２内の構成を信号処理の流れに沿
って示すブロック図である。第２の実施形態に係る電子機器１００において、映像データ
処理部１３２は、色域変換部１０ａと、規格外判定部２０ａと、カウンタ３０ａと、色域
判定部４０ａと、色域変換部１０ｂと、規格外判定部２０ｂと、カウンタ３０ｂと、色域
判定部４０ｂと、色域判定部４０ａおよび色域判定部４０ｂそれぞれの初期判定結果に基
づいて入力される映像データの色域を最終判定する色域判定部５０と、を備える。
【００５５】
　第２の実施形態に係る電子機器１００は、入力される画素データについて２通りの色域
に対する初期判定を行い、２つの初期判定結果に基づいて入力映像データの色域の最終判
定を行う。
【００５６】
　色域の判定方法は、第１の実施形態と同様である。例えば、映像データ処理部１３２は
、色域変換部１０ａと、規格外判定部２０ａと、カウンタ３０ａと、色域判定部４０ａと
によって、入力される映像データの色域が、ＢＴ．７０９の色域であるか否か（ＢＴ．７
０９の色域外）を初期判定し（判定Ａ）、色域変換部１０ｂと、規格外判定部２０ｂと、
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Ｉ－Ｐ３の色域であるか否か（ＤＣＩ－Ｐ３の色域外）を初期判定する（判定Ｂ）。
【００５７】
　色域判定部５０は、判定Ａの結果がＢＴ．７０９の色域である場合、判定Ｂの結果にか
かわらず、入力される映像データの色域をＢＴ．７０９の色域と判定する。また、色域判
定部５０は、判定Ａの結果がＢＴ．７０９の色域外であり、かつ、判定Ｂの結果がＤＣＩ
－Ｐ３の色域である場合、入力される映像データの色域をＤＣＩ－Ｐ３の色域と判定する
。また、色域判定部５０は、判定Ａの結果がＢＴ．７０９の色域外であり、かつ、判定Ｂ
の結果がＤＣＩ－Ｐ３の色域外である場合、入力される映像データの色域をＢＴ．２０２
０の色域と判定する。
【００５８】
　なお、図６に示すように、入力される映像データは、色域変換部１０に入力される前に
分岐されず、色域変換部１０によって各画素の色度座標を所定の表色系の色度座標へ変換
した後に分岐されて、規格外判定部２０ａ、２０ｂに入力されてもよい。
【００５９】
　上記構成を採用した電子機器１００は、入力される映像データの色域が、３つの異なる
色域のうち、何れであるかを判定することができる。その結果、電子機器１００は、入力
される映像データに対して、色域判定結果に基づく適切な画像処理を施すことができ、こ
れによって出力映像を色鮮やかに表示させることができる。
【００６０】
　本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸
脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている
複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態
に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態
にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１００…電子機器、１０２…デジタルチューナ装置、１１１…記憶装置、１１２…近距
離通信部、１１３…遠隔通信部、１１４…リモートコントローラ通信部、１１５…リモー
トコントローラ、１２２…ＴＳ処理部、１２３…オーディオデコーダ、１２４…オーディ
オデータ処理部、１２５…オーディオ出力部、１２６…スピーカ、１３１…映像デコーダ
、１３２…映像データ処理部、１３３…映像出力部、１３４…表示器、２００…制御部、
２０１…ＣＰＵ、２０２…コマンド処理部、２０３…通信制御部、２０４…デバイス管理
部、２１１…表示制御部、２１２…ＯＳＤ、２１３…メモリ、３４０…受信部、４００…
サーバ、５００…携帯端末、１０，１０ａ，１０ｂ…色域判定部、２０，２０ａ，２０ｂ
…規格外判定部、３０，３０ａ，３０ｂ…カウンタ、４０，４０ａ，４０ｂ…色域判定部
、５０…色域判定部。
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