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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示パネルと、
　前記画像表示パネルを背面から照明する導光板と、前記導光板の少なくとも一側面を入
射面として、当該入射面に対向する位置に、複数の光源を配列したサイドライト光源と、
を備える面状光源と、
　前記光源毎に独立して明るさを制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　　前記画像表示パネルを前記光源が並ぶ光源配列方向及び当該光源配列方向に直交する
入光方向にそれぞれ複数分割した輝度判定ブロックを設定し、
　　画像の入力信号の情報により画像を表示した場合に前記光源配列方向の位置が同じ輝
度判定ブロックを有する注目グループのうち最も輝度の高い前記入光方向の輝度判定ブロ
ックを識別し、
　　前記最も輝度の高い前記入光方向の輝度判定ブロックにおける前記画像の入力信号の
情報に基づいて演算した前記光源を駆動する光源駆動値で前記光源を駆動した場合、各前
記光源から入射する入射光が前記導光板から前記画像表示パネルの平面に照射される光強
度分布の情報を参照して、各前記輝度判定ブロックにおいて前記光源から入射する入射光
が前記導光板から前記画像表示パネルの平面に照射される光強度分布に比例する、前記注
目グループにおける各前記輝度判定ブロックの輝度指標を演算し、前記輝度指標が最も大
きい輝度判定ブロックを識別し、
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　　前記輝度指標が最も大きい輝度判定ブロックの輝度を満たすように各前記光源の光源
点灯量を制御する、表示装置。
【請求項２】
　画像表示パネルと、
　前記画像表示パネルを背面から照明する導光板と、前記導光板の少なくとも一側面を入
射面として、当該入射面に対向する位置に、複数の光源を配列したサイドライト光源と、
を備える面状光源と、
　前記光源毎に独立して明るさを制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　　前記画像表示パネルを前記光源が並ぶ光源配列方向及び当該光源配列方向に直交する
入光方向にそれぞれ複数分割した輝度判定ブロックを設定し、
　　画像の入力信号の情報により画像を表示した場合に前記光源配列方向において前記画
像表示パネルの端にある輝度判定ブロックを有する注目グループのうち最も輝度の高い前
記入光方向の輝度判定ブロックを識別し、
　　前記最も輝度の高い前記入光方向の輝度判定ブロックにおける前記画像の入力信号の
情報に基づいて演算した前記光源を駆動する光源駆動値で前記光源を駆動した場合、各前
記光源から入射する入射光が前記導光板から前記画像表示パネルの平面に照射される光強
度分布の情報を参照して、各前記輝度判定ブロックにおいて前記光源から入射する入射光
が前記導光板から前記画像表示パネルの平面に照射される光強度分布に比例する、前記注
目グループにおける各前記輝度判定ブロックの輝度指標を演算し、前記輝度指標が最も大
きい輝度判定ブロックを識別し、
　　前記輝度指標が最も大きい輝度判定ブロックにおいて、前記画像の入力信号の情報に
基づいて演算した前記光源を駆動する光源駆動値で前記光源を駆動した場合の輝度と同じ
になるように各前記光源の光源点灯量を制御する、表示装置。
【請求項３】
　前記画像表示パネルに行列状に配列された画素は、第１の色を表示する第１副画素、第
２の色を表示する第２副画素、第３の色を表示する第３副画素及び第４の色を表示する第
４副画素を含む、請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記第１副画素の出力信号を、少なくとも前記第１副画素の入力信号及び伸張係数に基
づいて求めて前記第１副画素に出力し、
　前記第２副画素の出力信号を、少なくとも前記第２副画素の入力信号及び前記伸張係数
に基づいて求めて前記第２副画素に出力し、
　前記第３副画素の出力信号を、少なくとも前記第３副画素の入力信号及び前記伸張係数
に基づいて求めて前記第３副画素に出力し、
　前記第４副画素の出力信号を、前記第１副画素の入力信号、前記第２副画素の入力信号
、前記第３副画素の入力信号及び前記伸張係数に基づいて求めて前記第４副画素に出力し
、
　前記伸張係数は、前記最も輝度の高い前記入光方向の輝度判定ブロックの輝度に応じて
演算され、前記光源配列方向の位置が同じ輝度判定ブロック毎に独立して設定される、請
求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の表示装置を備える電子機器。
【請求項６】
　画像表示パネルと、
　前記画像表示パネルを背面から照明する導光板と、前記導光板の少なくとも一側面を入
射面として、当該入射面に対向する位置に、複数の光源を配列したサイドライト光源と、
を備える面状光源と、を備える表示装置の駆動方法であって、
　前記画像表示パネルを前記光源が並ぶ光源配列方向及び当該光源配列方向に直交する入
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光方向にそれぞれ複数分割した輝度判定ブロックを設定し、画像の入力信号の情報により
画像を表示した場合に前記光源配列方向の位置が同じ輝度判定ブロックを有する注目グル
ープのうち最も輝度の高い前記入光方向の輝度判定ブロックを識別し、前記最も輝度の高
い前記入光方向の輝度判定ブロックにおける前記画像の入力信号の情報に基づいて演算し
た前記光源を駆動する光源駆動値で前記光源を駆動した場合、各前記光源から入射する入
射光が前記導光板から前記画像表示パネルの平面に照射される光強度分布の情報を参照し
て、各前記輝度判定ブロックにおいて前記光源から入射する入射光が前記導光板から前記
画像表示パネルの平面に照射される光強度分布に比例する、前記注目グループにおける各
前記輝度判定ブロックの輝度指標を演算し、前記輝度指標が最も大きい輝度判定ブロック
を識別するエリア判定ステップと、
　前記輝度指標が最も大きい輝度判定ブロックの輝度を満たすように各前記光源の光源点
灯量を制御する光源点灯量演算ステップと、を含む表示装置の駆動方法。
【請求項７】
　画像表示パネルと、
　前記画像表示パネルを背面から照明する導光板と、前記導光板の少なくとも一側面を入
射面として、当該入射面に対向する位置に、複数の光源を配列したサイドライト光源と、
を備える面状光源と、を備える表示装置の駆動方法であって、
　前記画像表示パネルを前記光源が並ぶ光源配列方向及び当該光源配列方向に直交する入
光方向にそれぞれ複数分割した輝度判定ブロックを設定し、画像の入力信号の情報により
画像を表示した場合に前記光源配列方向において前記画像表示パネルの端にある輝度判定
ブロックを有する注目グループのうち最も輝度の高い前記入光方向の輝度判定ブロックを
識別し、前記最も輝度の高い前記入光方向の輝度判定ブロックにおける前記画像の入力信
号の情報に基づいて演算した前記光源を駆動する光源駆動値で前記光源を駆動した場合、
各前記光源から入射する入射光が前記導光板から前記画像表示パネルの平面に照射される
光強度分布の情報を参照して、各前記輝度判定ブロックにおいて前記光源から入射する入
射光が前記導光板から前記画像表示パネルの平面に照射される光強度分布に比例する、前
記注目グループにおける各前記輝度判定ブロックの輝度指標を演算し、前記輝度指標が最
も大きい輝度判定ブロックを識別するエリア判定ステップと、
　前記輝度指標が最も大きい輝度判定ブロックにおいて、前記画像の入力信号の情報に基
づいて演算した前記光源を駆動する光源駆動値で前記光源を駆動した場合の輝度と同じに
なるように各前記光源の光源点灯量を制御する光源点灯量演算ステップと、を含む表示装
置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示装置、電子機器及び表示装置の駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話及び電子ペーパー等のモバイル機器向け等の表示装置の需要が高くなっ
ている。表示装置では、１つの画素が複数の副画素を備え、当該複数の副画素がそれぞれ
異なる色の光を出力し、当該副画素の表示のオン及びオフを切り換えることで、１つの画
素で種々の色を表示させている。このような表示装置は、解像度及び輝度といった表示特
性も年々向上してきている。しかし、解像度が高くなるにしたがって開口率が低下してく
るため、高輝度を達成しようとした場合、バックライトの輝度を高くする必要があり、バ
ックライトの消費電力が増大するという問題がある。これを改善するため、従来の赤、緑
、青の副画素に第４の副画素である白画素を加える技術がある（例えば、特許文献１）。
この技術は、白画素が輝度を向上させる分、バックライトの電流値を下げ、消費電力を低
減する。
【０００３】
　特許文献２には、複数の画像区域に光を提供する光源が具備された光源ブロックを含む
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光源モジュールのディミング制御光源ローカルディミング制御方法であり、第１光源と隣
接した第１画像区域の第１目標輝度値と第１光源と隣り合う第２光源に隣接した第２画像
区域の第２目標輝度値を用いて第１及び第２光源に対応するデューティ比を１次決定し、
第１及び第２光源から光の提供をうける複数の画像区域のうち第１及び第２画像区域を除
いた残り画像区域の目標輝度値を用いて１次決定されたデューティ比を補償して、１次決
定されたデューティ比が補償された駆動信号で第１及び第２光源を駆動させる技術が記載
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－３３０１４号公報
【特許文献２】特開２０１０－４４３８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献２の技術は、導光板の少なくとも一側面を入射面として、当該入射面に対向す
る位置に、複数の光源を配列したサイドライト光源に適用しようとすると、バックライト
の輝度分布が複雑に変化するため、無駄な電力を消費してしまう可能性がある。
【０００６】
　本態様は、サイドライト光源の光源毎に独立して明るさを制御するにあたり、光源毎の
消費電力を抑制できる表示装置、電子機器及び表示装置の駆動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】
【０００７】
　本態様の表示装置は、画像表示パネルと、前記画像表示パネルを背面から照明する導光
板と、前記導光板の少なくとも一側面を入射面として、当該入射面に対向する位置に、複
数の光源を配列したサイドライト光源と、を備える面状光源と、前記光源毎に独立して明
るさを制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記画像表示パネルを前記光源が並ぶ
光源配列方向及び当該光源配列方向に直交する入光方向にそれぞれ複数分割した輝度判定
ブロックを設定し、画像の入力信号の情報により画像を表示した場合に前記光源配列方向
の位置が同じ輝度判定ブロックのうち最も輝度の高い前記入光方向のブロックを識別し、
前記光源の輝度情報を参照して輝度補正の対象とする輝度判定ブロックを識別し、識別さ
れた輝度判定ブロックの輝度を満たすように各前記光源の光源点灯量を制御する。
【０００８】
　本態様の電子機器は、上述した本態様の表示装置を備える。
【０００９】
　本態様の表示装置の駆動方法は、画像表示パネルと、前記画像表示パネルを背面から照
明する導光板と、前記導光板の少なくとも一側面を入射面として、当該入射面に対向する
位置に、複数の光源を配列したサイドライト光源と、を備える面状光源と、を備える表示
装置の駆動方法であって、前記画像表示パネルを前記光源が並ぶ光源配列方向及び当該光
源配列方向に直交する入光方向にそれぞれ複数分割した輝度判定ブロックを設定し、画像
の入力信号の情報により画像を表示した場合に前記光源配列方向の位置が同じ輝度判定ブ
ロックのうち最も輝度の高い前記入光方向の輝度判定ブロックを識別するエリア判定ステ
ップと、前記識別された輝度判定ブロックの輝度を満たすように各前記光源の光源点灯量
を制御する光源点灯量演算ステップと、を含む。
【発明の効果】
【００１０】
　本態様によれば、サイドライト光源の光源毎に独立して明るさを制御するにあたり、光
源毎の消費電力を抑制できる表示装置、電子機器及び表示装置の駆動方法を提供すること
ができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本実施形態に係る表示装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】図２は、本実施形態に係る画像表示パネルの画素配列を示す図である。
【図３】図３は、本実施形態に係る導光板及びサイドライト光源の説明図である。
【図４】図４は、本実施形態に係るサイドライト光源の１つの光源が作用する光の強度分
布の一例を説明する説明図である。
【図５】図５は、本実施形態に係るサイドライト光源の１つの光源が作用する光の強度分
布の一例を説明する説明図である。
【図６】図６は、本実施形態の表示装置で再現可能な再現ＨＳＶ色空間の概念図である。
【図７】図７は、再現ＨＳＶ色空間の色相と彩度との関係を示す概念図である。
【図８】図８は、本実施形態に係る信号処理部を説明するためのブロック図である。
【図９】図９は、本実施形態に係る表示装置の駆動方法のフローチャートである。
【図１０】図１０は、特定の光源から入射する入射光が導光板から画像表示パネルの平面
に照射される光強度分布の情報を説明するための模式図である。
【図１１】図１１は、ルックアップテーブルを説明するための模式図である。
【図１２】図１２は、線形補間の演算を説明するための説明図である。
【図１３】図１３は、多項式補間の演算を説明するための説明図である。
【図１４】図１４は、本実施形態に係る画像解析及び光源駆動値演算ステップの詳細なフ
ローチャートである。
【図１５】図１５は、本実施形態に係る各光源の駆動値を決定するステップを説明するフ
ローチャートである。
【図１６】図１６は、本実施形態に係る識別（フラグ）された輝度判定ブロックを説明す
るための説明図である。
【図１７】図１７は、本実施形態に係る輝度判定ブロックのうち入光部の輝度が高い場合
を説明する説明図である。
【図１８】図１８は、図１７に示す輝度判定ブロックの実際の輝度を説明する説明図であ
る。
【図１９】図１９は、本実施形態に係る輝度判定ブロックのうち中央部の輝度が高い場合
を説明する説明図である。
【図２０Ａ】図２０Ａは、図１９に示す輝度判定ブロックの実際の輝度を説明する説明図
である。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、図１９に示す輝度判定ブロックの実際の輝度を説明する説明図
である。
【図２１】図２１は、本実施形態に係る不足輝度を補う光源点灯量の増加について説明す
る概念図である。
【図２２】図２２は、本実施形態に係る光源配列方向の左右端にある輝度判定ブロックの
輝度の減算処理を説明するフローチャートである。
【図２３】図２３は、本実施形態に係る光源の光源点灯量を説明する説明図である。
【図２４】図２４は、本実施形態に係る光源のデューティ比を説明する説明図である。
【図２５】図２５は、本実施形態に係る表示装置を適用する電子機器の一例を示す図であ
る。
【図２６】図２６は、本実施形態に係る表示装置を適用する電子機器の一例を示す図であ
る。
【図２７】図２７は、本実施形態に係る表示装置を適用する電子機器の一例を示す図であ
る。
【図２８】図２８は、本実施形態に係る表示装置を適用する電子機器の一例を示す図であ
る。
【図２９】図２９は、本実施形態に係る表示装置を適用する電子機器の一例を示す図であ
る。
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【図３０】図３０は、本実施形態に係る表示装置を適用する電子機器の一例を示す図であ
る。
【図３１】図３１は、本実施形態に係る表示装置を適用する電子機器の一例を示す図であ
る。
【図３２】図３２は、本実施形態に係る表示装置を適用する電子機器の一例を示す図であ
る。
【図３３】図３３は、本実施形態に係る表示装置を適用する電子機器の一例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本開示を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の
実施形態に記載した内容により本開示が限定されるものではない。また、以下に記載した
構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。さらに
、以下に記載した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。
【００１３】
　（表示装置の構成）
　図１は、本実施形態に係る表示装置の構成の一例を示すブロック図である。図２は、本
実施形態に係る画像表示パネルの画素配列を示す図である。
【００１４】
　図１に示すように、表示装置１０は、画像出力部１１からの画像の入力信号ＳＲＧＢが
入力され、表示装置１０の各部に出力信号ＳＲＧＢＷを送り、動作を制御する信号処理部
２０と、信号処理部２０から出力された出力信号ＳＲＧＢＷに基づいて画像を表示させる
画像表示パネル（表示部）３０と、画像表示パネル３０の駆動を制御する画像表示パネル
駆動部４０と、画像表示パネル３０を背面から照明する面状光源装置５０と、面状光源装
置５０の駆動を制御する面状光源装置制御部６０と、を備える。なお、表示装置１０は、
特許文献の、特開２０１１－１５４３２３号公報に記載されている画像表示装置組立体と
同様の構成であり、特開２０１１－１５４３２３号公報に記載されている各種変形例が適
用可能である。
【００１５】
　信号処理部２０は、画像表示パネル３０及び面状光源装置５０の動作を制御する演算処
理部である。信号処理部２０は、画像表示パネル３０を駆動するための画像表示パネル駆
動部４０、及び、面状光源装置５０を駆動するための面状光源装置制御部６０と接続され
ている。信号処理部２０は、外部から入力される入力信号を処理して出力信号及び面状光
源装置制御信号を生成する。つまり、信号処理部２０は、入力信号の入力ＨＳＶ色空間の
入力値（入力信号）を、第１の色、第２の色、第３の色及び第４の色で再現される再現Ｈ
ＳＶ色空間の再現値（出力信号）に変換して生成し、生成した出力信号を画像表示パネル
３０に出力する。信号処理部２０は、生成した出力信号を画像表示パネル駆動部４０に出
力し、生成した面状光源装置制御信号を面状光源装置制御部６０に出力する。
【００１６】
　図１に示すように、画像表示パネル３０は、画素４８が、Ｐ０×Ｑ０個（行方向にＰ０

個、列方向にＱ０個）、２次元のマトリクス状（行列状）に配列されている。図１に示す
例は、ＸＹの２次元座標系に複数の画素４８がマトリクス状に配列されている例を示して
いる。この例において、行方向がＸ方向、列方向はＹ方向である。
【００１７】
　画素４８は、第１副画素４９Ｒと、第２副画素４９Ｇと、第３副画素４９Ｂと、第４副
画素４９Ｗとを有する。第１副画素４９Ｒは、第１原色（例えば、赤色）を表示する。第
２副画素４９Ｇは、第２原色（例えば、緑色）を表示する。第３副画素４９Ｂは、第３原
色（例えば、青色）を表示する。第４副画素４９Ｗは、第４の色（具体的には白色）を表
示する。このように、画像表示パネル３０に行列状に配列された画素４８は、第１の色を
表示する第１副画素４９Ｒ、第２の色を表示する第２副画素４９Ｇ、第３の色を表示する
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第３副画素４９Ｂ及び第４の色を表示する第４副画素４９Ｗを含む。第１の色、第２の色
、第３の色及び第４の色は、第１原色、第２原色、第３原色及び白色に限られず、補色な
ど色が異なっていればよい。第４の色を表示する第４副画素４９Ｗは、同じ光源点灯量で
照射された場合、第１の色を表示する第１副画素４９Ｒ、第２の色を表示する第２副画素
４９Ｇ、第３の色を表示する第３副画素４９Ｂよりも明るいことが好ましい。以下におい
て、第１副画素４９Ｒと、第２副画素４９Ｇと、第３副画素４９Ｂと、第４副画素４９Ｗ
とをそれぞれ区別する必要がない場合、副画素４９という。
【００１８】
　表示装置１０は、より具体的には、透過型のカラー液晶表示装置である。図２に示すよ
うに、画像表示パネル３０は、カラー液晶表示パネルであり、第１副画素４９Ｒと画像観
察者との間に第１原色を通過させる第１カラーフィルタが配置され、第２副画素４９Ｇと
画像観察者との間に第２原色を通過させる第２カラーフィルタが配置され、第３副画素４
９Ｂと画像観察者との間に第３原色を通過させる第３カラーフィルタが配置されている。
また、画像表示パネル３０は、第４副画素４９Ｗと画像観察者との間にカラーフィルタが
配置されていない。第４副画素４９Ｗには、カラーフィルタの代わりに透明な樹脂層が備
えられていてもよい。このように画像表示パネル３０は、透明な樹脂層を設けることで、
第４副画素４９Ｗにカラーフィルタを設けないことによって第４副画素４９Ｗに大きな段
差が生じることを抑制することができる。
【００１９】
　図１及び図２に示す画像表示パネル駆動部４０は、本実施形態の制御部に含まれ、信号
出力回路４１及び走査回路４２を備えている。画像表示パネル駆動部４０は、信号出力回
路４１によって映像信号を保持し、順次、画像表示パネル３０に出力する。信号出力回路
４１は、信号線ＤＴＬによって画像表示パネル３０と電気的に接続されている。画像表示
パネル駆動部４０は、走査回路４２によって、画像表示パネル３０における副画素を選択
し、副画素の動作（光透過率）を制御するためのスイッチング素子（例えば、薄膜トラン
ジスタ（ＴＦＴ；Thin Film Transistor））のオン及びオフを制御する。走査回路４２は
、走査線ＳＣＬによって画像表示パネル３０と電気的に接続されている。
【００２０】
　面状光源装置５０は、画像表示パネル３０の背面に配置され、画像表示パネル３０に向
けて光を照射することで、画像表示パネル３０を照明する。図３は、本実施形態に係る導
光板及びサイドライト光源の説明図である。面状光源装置５０は、導光板５４と、導光板
５４の少なくとも一側面を入射面Ｅとして、この入射面Ｅに対向する位置に、複数の光源
５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆを配列したサイドライト光源５２と
、を備えている。複数の光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆは、例
えば、同色（例えば、白色）の発光ダイオード（ＬＥＤ：Light　Emitting　Diode）であ
る。複数の光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆは、導光板５４の一
側面に沿って並んでおり、光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆが並
ぶ光源配列方向をＬＹとした場合、光源配列方向ＬＹに直交する入光方向ＬＸに沿って、
導光板５４の入射面Ｅへ光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの入射
光が入光する。
【００２１】
　面状光源装置制御部６０は、面状光源装置５０から出力する光の光量等を制御する。面
状光源装置制御部６０は、本実施形態の制御部に含まれる。具体的には、面状光源装置制
御部６０は、信号処理部２０から出力される面状光源装置制御信号ＳＢＬに基づいて面状
光源装置５０に供給する電流値を調整することで、画像表示パネル３０を照射する光量（
光の強度）を制御する。面状光源装置５０に供給する電流値の調整は、例えば、複数の光
源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆに印加する電圧あるいは電流のデ
ューティ比（ｄｕｔｙ比）を調整することでなされる。すなわち、面状光源装置制御部６
０は、図３に示す複数の光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆに対し
て個々に印加する電圧あるいは電流のオンオフデューティ比（ｄｕｔｙ比）を独立して制
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御し、各光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの照射する光の光源点
灯量（光の強度）を個々に制御する、光源の分割駆動制御をすることができる。
【００２２】
　図４及び図５は、本実施形態に係るサイドライト光源の１つの光源が作用する光の強度
分布の一例を説明する説明図である。図４は、図３に示す光源５６Ａのみが点灯した場合
、光源５６Ａから導光板５４に入射する入射光が導光板５４から画像表示パネル３０の平
面に照射される光強度分布の情報である。光源配列方向ＬＹに直交する入光方向ＬＸに沿
って、導光板５４の入射面Ｅへ光源５６Ａの入射光が入ると、導光板５４は、画像表示パ
ネル３０を背面から照明する照明方向ＬＺへ照射する。本実施形態において、照明方向Ｌ
Ｚは、光源配列方向ＬＹと、入光方向ＬＸとに直交する。
【００２３】
　図５は、図３に示す光源５６Ｃのみが点灯した場合、光源５６Ｃから導光板５４に入射
する入射光が導光板５４から画像表示パネル３０の平面に照射される光強度分布の情報で
ある。光源配列方向ＬＹに直交する入光方向ＬＸに沿って、導光板５４の入射面Ｅへ光源
５６Ｃの入射光が入ると、導光板５４は、画像表示パネル３０を背面から照明する照明方
向ＬＺへ照射する。
【００２４】
　導光板５４は、光源配列方向ＬＹにおける両端面で光の反射が生じるため、光源配列方
向ＬＹにおける両端面に近い、光源５６Ａ及び光源５６Ｆが照射する光の強度分布と、光
源５６Ａ及び光源５６Ｆの間に配置される、例えば光源５６Ｃが照射する光の強度分布が
異なっている。このため、後述するように、本実施形態に係る面状光源装置制御部６０は
、図３に示す複数の光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆに対して個
々に独立して電流又はオンオフデューティ比（ｄｕｔｙ比）を制御し、各光源５６Ａ、５
６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの光強度分布に応じて照射する光の光源点灯量
（光の強度）を制御する必要がある。次に、表示装置１０、より具体的には信号処理部２
０が実行する処理動作について説明する。
【００２５】
　（表示装置の処理動作）
　図６は、本実施形態の表示装置で再現可能な再現ＨＳＶ色空間の概念図である。図７は
、再現ＨＳＶ色空間の色相と彩度との関係を示す概念図である。図８は、本実施形態に係
る信号処理部を説明するためのブロック図である。図１に示すように、信号処理部２０は
、外部の画像出力部１１から表示する画像の情報である入力信号ＳＲＧＢが入力される。
図９は、本実施形態に係る表示装置の駆動方法のフローチャートである。入力信号ＳＲＧ
Ｂは、各画素に対して、その位置で表示する画像（色）の情報を入力信号として含んでい
る。具体的には、Ｐ０×Ｑ０個の画素４８がマトリクス状に配置された画像表示パネル３
０において、第（ｐ、ｑ）番目の画素４８（ただし、１≦ｐ≦Ｐ０、１≦ｑ≦Ｑ０）に対
して、信号値がｘ１－（ｐ、ｑ）の第１副画素４９Ｒの入力信号、信号値がｘ２－（ｐ、

ｑ）の第２副画素４９Ｇの入力信号及び信号値がｘ３－（ｐ、ｑ）の第３副画素４９Ｂの
入力信号（図１参照）が含まれる信号が信号処理部２０に入力される。図８に示すように
、信号処理部２０は、タイミング生成部２１と、画像処理部２２と、画像解析部２３と、
光源駆動値演算部２４と、光源データ記憶部２５と、光源駆動値決定部２６とを含む。
【００２６】
　図１及び図８に示す信号処理部２０は、図９に示すように、入力信号ＳＲＧＢを検出す
る（ステップＳ１１）。そして、タイミング生成部２１は、入力信号ＳＲＧＢを処理する
ことで、１フレーム毎に画像表示パネル駆動部４０と、面状光源装置制御部６０とのタイ
ミングを同期する同期信号ＳＴＭを画像表示パネル駆動部４０及び面状光源装置制御部６
０へ送出する。信号処理部２０の画像処理部２２は、入力信号ＳＲＧＢを処理することで
、第１副画素４９Ｒの表示階調を決定するための第１副画素の出力信号（信号値Ｘ１－（

ｐ、ｑ））、第２副画素４９Ｇの表示階調を決定するための第２副画素の出力信号（信号
値Ｘ２－（ｐ、ｑ））、第３副画素４９Ｂの表示階調を決定するための第３副画素の出力
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信号（信号値Ｘ３－（ｐ、ｑ））及び第４副画素４９Ｗの表示階調を決定するための第４
副画素の出力信号（信号値Ｘ４－（ｐ、ｑ））を生成し、画像表示パネル駆動部４０に出
力する表示データの演算ステップ（ステップＳ１６）を処理する。以下、本実施形態に係
る表示データの演算ステップ（ステップＳ１６）について詳細に説明する。
【００２７】
　表示装置１０は、画素４８に第４の色（白色）を出力する第４副画素４９Ｗを備えるこ
とで、図６に示すように、ＨＳＶ色空間（再現ＨＳＶ色空間）における明度のダイナミッ
クレンジを広げることができる。つまり、図６に示すように、第１副画素４９Ｒ、第２副
画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂが表示することのできる円柱形状のＨＳＶ色空間に、彩
度Ｓが高くなるほど明度Ｖの最大値が低くなる略台形形状となる立体が載っている形状と
なる。
【００２８】
　信号処理部２０の画像処理部２２は、第４の色（白色）を加えることで、拡大されたＨ
ＳＶ色空間における彩度Ｓを変数とした明度の最大値Ｖｍａｘ（Ｓ）が、信号処理部２０
に記憶されている。つまり、信号処理部２０は、図６に示すＨＳＶ色空間の立体形状につ
いて、彩度及び色相の座標（値）毎に明度の最大値Ｖｍａｘ（Ｓ）の値を記憶している。
入力信号は、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂの入力信号を有
するため、入力信号のＨＳＶ色空間は、円柱形状、つまり、再現ＨＳＶ色空間の円柱形状
部分と同じ形状となる。
【００２９】
　次に、信号処理部２０の画像処理部２２は、少なくとも第１副画素４９Ｒの入力信号（
信号値ｘ１－（ｐ、ｑ））及び伸張係数αに基づいて、第１副画素４９Ｒの出力信号（信
号値Ｘ１－（ｐ、ｑ））を算出し、第１副画素４９Ｒへ出力する。また、信号処理部２０
は、少なくとも第２副画素４９Ｇの入力信号（信号値ｘ２－（ｐ、ｑ））及び伸張係数α
に基づいて第２副画素４９Ｇの出力信号（信号値Ｘ２－（ｐ、ｑ））を算出し、第２副画
素４９Ｇへ出力する。また、信号処理部２０は、少なくとも第３副画素４９Ｂの入力信号
（信号値ｘ３－（ｐ、ｑ））及び伸張係数αに基づいて第３副画素４９Ｂの出力信号（信
号値Ｘ３－（ｐ、ｑ））を算出し、第３副画素４９Ｂへ出力する。さらに、信号処理部２
０は、第１副画素４９Ｒの入力信号（信号値ｘ１－（ｐ、ｑ））、第２副画素４９Ｇの入
力信号（信号値ｘ２－（ｐ、ｑ））及び第３副画素４９Ｂの入力信号（信号値ｘ３－（ｐ

、ｑ））に基づいて第４副画素４９Ｗの出力信号（信号値Ｘ４－（ｐ、ｑ））を算出し、
第４副画素４９Ｗへ出力する。
【００３０】
　具体的には、信号処理部２０の画像処理部２２は、第１副画素４９Ｒの伸張係数α及び
第４副画素４９Ｗの出力信号に基づいて第１副画素４９Ｒの出力信号を算出し、第２副画
素４９Ｇの伸張係数α及び第４副画素４９Ｗの出力信号に基づいて第２副画素４９Ｇの出
力信号を算出し、第３副画素４９Ｂの伸張係数α及び第４副画素４９Ｗの出力信号に基づ
いて第３副画素４９Ｂの出力信号を算出する。
【００３１】
　つまり、信号処理部２０は、χを表示装置に依存した定数としたとき、第（ｐ、ｑ）番
目の画素（又は第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂの組）への第
１副画素４９Ｒの出力信号である信号値Ｘ１－（ｐ、ｑ）、第２副画素４９Ｇの出力信号
である信号値Ｘ２－（ｐ、ｑ）及び第３副画素４９Ｂの出力信号である信号値Ｘ３－（ｐ

、ｑ）を、次に示す式（１）～式（３）から求める。
【００３２】
　Ｘ１－（ｐ、ｑ）＝α・ｘ１－（ｐ、ｑ）－χ・Ｘ４－（ｐ、ｑ）・・・（１）
【００３３】
　Ｘ２－（ｐ、ｑ）＝α・ｘ２－（ｐ、ｑ）－χ・Ｘ４－（ｐ、ｑ）・・・（２）
【００３４】
　Ｘ３－（ｐ、ｑ）＝α・ｘ３－（ｐ、ｑ）－χ・Ｘ４－（ｐ、ｑ）・・・（３）
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【００３５】
　信号処理部２０は、第４の色を加えることで拡大されたＨＳＶ色空間における彩度Ｓを
変数とした明度の最大値Ｖｍａｘ（Ｓ）を求め、複数の画素４８における副画素４９の入
力信号値に基づき、これらの複数の画素４８における彩度Ｓ及び明度Ｖ（Ｓ）を求める。
【００３６】
　彩度Ｓ及び明度Ｖ（Ｓ）は、Ｓ＝（Ｍａｘ－Ｍｉｎ）／Ｍａｘ及びＶ（Ｓ）＝Ｍａｘで
表される。彩度Ｓは０から１までの値をとることができ、明度Ｖ（Ｓ）は０から（２ｎ－
１）までの値をとることができる。ｎは、表示階調ビット数である。また、Ｍａｘは、画
素４８への第１副画素４９Ｒの入力信号値、第２副画素４９Ｇの入力信号値及び第３副画
素４９Ｂの入力信号値のうち、最大値である。Ｍｉｎは、画素４８への第１副画素４９Ｒ
の入力信号値、第２副画素４９Ｇの入力信号値及び第３副画素４９Ｂの入力信号値のうち
、最小値である。また、色相Ｈは、図７に示すように０°から３６０°で表される。０°
から３６０°に向かって、赤（Ｒｅｄ）、黄色（Ｙｅｌｌｏｗ）、緑（Ｇｒｅｅｎ）、シ
アン（Ｃｙａｎ）、青（Ｂｌｕｅ）、マゼンタ（Ｍａｇｅｎｔａ）、赤となる。
【００３７】
　本実施形態において、信号値Ｘ４－（ｐ、ｑ）は、Ｍｉｎ（ｐ、ｑ）と伸張係数αとの
積に基づき求めることができる。具体的には、下記の式（４）に基づいて信号値Ｘ４－（

ｐ、ｑ）を求めることができる。式（４）では、Ｍｉｎ（ｐ、ｑ）と伸張係数αとの積を
χで除しているが、これに限定するものではない。χについては後述する。
【００３８】
　Ｘ４－（ｐ、ｑ）＝Ｍｉｎ（ｐ、ｑ）・α／χ・・・（４）
【００３９】
　一般に、第（ｐ、ｑ）番目の画素において、第１副画素４９Ｒの入力信号（信号値ｘ１

－（ｐ、ｑ））、第２副画素４９Ｇの入力信号（信号値ｘ２－（ｐ、ｑ））及び第３副画
素４９Ｂの入力信号（信号値ｘ３－（ｐ、ｑ））に基づき、円柱のＨＳＶ色空間における
彩度（Saturation）Ｓ（ｐ、ｑ）及び明度（Brightness）Ｖ（Ｓ）（ｐ、ｑ）は、次の式
（５）、式（６）から求めることができる。
【００４０】
　Ｓ（ｐ、ｑ）＝（Ｍａｘ（ｐ、ｑ）－Ｍｉｎ（ｐ、ｑ））／Ｍａｘ（ｐ、ｑ）・・・（
５）
【００４１】
　Ｖ（Ｓ）（ｐ、ｑ）＝Ｍａｘ（ｐ、ｑ）・・・（６）
【００４２】
　ここで、Ｍａｘ（ｐ、ｑ）は、（ｘ１－（ｐ、ｑ）、ｘ２－（ｐ、ｑ）、ｘ３－（ｐ、

ｑ））の３個の副画素４９の入力信号値の最大値であり、Ｍｉｎ（ｐ、ｑ）は、（ｘ１－

（ｐ、ｑ）、ｘ２－（ｐ、ｑ）、ｘ３－（ｐ、ｑ））３個の副画素４９の入力信号値の最
小値である。本実施形態ではｎ＝８とした。すなわち、表示階調ビット数を８ビット（表
示階調の値を０から２５５の２５６階調）とした。
【００４３】
　白色を表示する第４副画素４９Ｗには、カラーフィルタが配置されていない。第４の色
を表示する第４副画素４９Ｗは、同じ光源点灯量で照射された場合、第１の色を表示する
第１副画素４９Ｒ、第２の色を表示する第２副画素４９Ｇ、第３の色を表示する第３副画
素４９Ｂよりも明るい。第１副画素４９Ｒに第１副画素４９Ｒの出力信号の最大信号値に
相当する値を有する信号が入力され、第２副画素４９Ｇに第２副画素４９Ｇの出力信号の
最大信号値に相当する値を有する信号が入力され、第３副画素４９Ｂに第３副画素４９Ｂ
の出力信号の最大信号値に相当する値を有する信号が入力されたときの、画素４８又は画
素４８の群が備える第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂの集合体
の輝度をＢＮ１－３とする。また、画素４８又は画素４８の群が備える第４副画素４９Ｗ
に、第４副画素４９Ｗの出力信号の最大信号値に相当する値を有する信号が入力されたと
きの第４副画素４９Ｗの輝度をＢＮ４としたときを想定する。すなわち、第１副画素４９
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Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂの集合体によって最大輝度の白色が表示され
、この白色の輝度がＢＮ１－３で表される。すると、χを表示装置に依存した定数とした
とき、定数χは、χ＝ＢＮ４／ＢＮ１－３で表される。
【００４４】
　具体的には、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂの集合体に、
次の表示階調の値を有する入力信号として、信号値ｘ１－（ｐ、ｑ）＝２５５、信号値ｘ

２－（ｐ、ｑ）＝２５５、信号値ｘ３－（ｐ、ｑ）＝２５５が入力されたときにおける白
色の輝度ＢＮ１－３に対して、第４副画素４９Ｗに表示階調の値２５５を有する入力信号
が入力されたと仮定したときの輝度ＢＮ４は、例えば、１．５倍である。すなわち、本実
施形態にあっては、χ＝１．５である。
【００４５】
　ところで、信号値Ｘ４－（ｐ、ｑ）が、上述した式（４）で与えられる場合、Ｖｍａｘ
（Ｓ）は、次の式（７）、式（８）で表すことができる。
【００４６】
　Ｓ≦Ｓ０の場合、
　Ｖｍａｘ（Ｓ）＝（χ＋１）・（２ｎ－１）・・・（７）
【００４７】
　Ｓ０＜Ｓ≦１の場合：
　Ｖｍａｘ（Ｓ）＝（２ｎ－１）・（１／Ｓ）・・・（８）
ここで、Ｓ０＝１／（χ＋１）である。
【００４８】
　このようにして得られた、第４の色を加えることによって拡大されたＨＳＶ色空間にお
ける彩度Ｓを変数とした明度の最大値Ｖｍａｘ（Ｓ）が、例えば、信号処理部２０に一種
のルックアップテ－ブルとして記憶されている。あるいは、拡大されたＨＳＶ色空間にお
ける彩度Ｓを変数とした明度の最大値Ｖｍａｘ（Ｓ）は、都度、信号処理部２０において
求められる。
【００４９】
　次に、第（ｐ、ｑ）番目の画素４８における出力信号である信号値Ｘ１－（ｐ、ｑ）、
Ｘ２－（ｐ、ｑ）、Ｘ３－（ｐ、ｑ）、Ｘ４－（ｐ、ｑ）の求め方（伸張処理）を説明す
る。次の処理は、（第１副画素４９Ｒ＋第４副画素４９Ｗ）によって表示される第１原色
の輝度、（第２副画素４９Ｇ＋第４副画素４９Ｗ）によって表示される第２原色の輝度、
（第３副画素４９Ｂ＋第４副画素４９Ｗ）によって表示される第３原色の輝度の比を保つ
ように行われる。しかも、色調を保持（維持）するように行われる。さらには、階調－輝
度特性（ガンマ特性、γ特性）を保持（維持）するように行われる。また、いずれかの画
素４８又は画素４８の群において、入力信号値のすべてが０である場合又は小さい場合、
このような画素４８又は画素４８の群を含めることなく、伸張係数αを求めればよい。
【００５０】
（第１工程）
　まず、信号処理部２０は、複数の画素４８における副画素４９の入力信号値に基づき、
これらの複数の画素４８における彩度Ｓ及び明度Ｖ（Ｓ）を求める。具体的には、第（ｐ
、ｑ）番目の画素４８への第１副画素４９Ｒの入力信号である信号値ｘ１－（ｐ、ｑ）、
第２副画素４９Ｇの入力信号である信号値ｘ２－（ｐ、ｑ）、第３副画素４９Ｂの入力信
号である信号値ｘ３－（ｐ、ｑ）に基づき、式（７）及び式（８）からＳ（ｐ、ｑ）、Ｖ
（Ｓ）（ｐ、ｑ）を求める。信号処理部２０は、この処理を、すべての画素４８に対して
行う。
【００５１】
（第２工程）
　次いで、信号処理部２０は、複数の画素４８において求められたＶｍａｘ（Ｓ）／Ｖ（
Ｓ）に基づき伸張係数α（Ｓ）を求める。
【００５２】
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　α（Ｓ）＝Ｖｍａｘ（Ｓ）／Ｖ（Ｓ）・・・（９）
【００５３】
（第３工程）
　次に、信号処理部２０は、第（ｐ、ｑ）番目の画素４８における信号値Ｘ４－（ｐ、ｑ

）を、少なくとも、信号値ｘ１－（ｐ、ｑ）、信号値ｘ２－（ｐ、ｑ）及び信号値ｘ３－

（ｐ、ｑ）に基づいて求める。本実施形態にあっては、信号処理部２０は、信号値Ｘ４－

（ｐ、ｑ）を、Ｍｉｎ（ｐ、ｑ）、伸張係数α及び定数χに基づいて決定する。より具体
的には、信号処理部２０は、上述したとおり、信号値Ｘ４－（ｐ、ｑ）を、上記の式（４
）に基づいて求める。信号処理部２０は、Ｐ０×Ｑ０個の全画素４８において信号値Ｘ４

－（ｐ、ｑ）を求める。
【００５４】
（第４工程）
　その後、信号処理部２０は、第（ｐ、ｑ）番目の画素４８における信号値Ｘ１－（ｐ、

ｑ）を、信号値ｘ１－（ｐ、ｑ）、伸張係数α及び信号値Ｘ４－（ｐ、ｑ）に基づき求め
、第（ｐ、ｑ）番目の画素４８における信号値Ｘ２－（ｐ、ｑ）を、信号値ｘ２－（ｐ、

ｑ）、伸張係数α及び信号値Ｘ４－（ｐ、ｑ）に基づき求め、第（ｐ、ｑ）番目の画素４
８における信号値Ｘ３－（ｐ、ｑ）を、信号値ｘ３－（ｐ、ｑ）、伸張係数α及び信号値
Ｘ４－（ｐ、ｑ）に基づき求める。具体的には、信号処理部２０は、第（ｐ、ｑ）番目の
画素４８における信号値Ｘ１－（ｐ、ｑ）、信号値Ｘ２－（ｐ、ｑ）及び信号値Ｘ３－（

ｐ、ｑ）を、上記の式（１）～（３）に基づいて求める。
【００５５】
　信号処理部２０は、式（４）に示したとおり、Ｍｉｎ（ｐ、ｑ）の値を伸張係数αによ
って伸張する。このように、Ｍｉｎ（ｐ、ｑ）の値が伸張係数αによって伸張されること
で、白色表示副画素（第４副画素４９Ｗ）の輝度が増加するだけでなく、上記式に示すと
おり、赤色表示副画素、緑色表示副画素及び青色表示副画素（それぞれ第１副画素４９Ｒ
、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂに対応する）の輝度も増加する。このため、色
のくすみが発生するといった問題を回避することができる。すなわち、Ｍｉｎ（ｐ、ｑ）

の値が伸張されていない場合と比較して、Ｍｉｎ（ｐ、ｑ）の値が伸張係数αによって伸
張されることで、画像全体として輝度はα倍となる。したがって、例えば、静止画等の画
像表示を高輝度で行うことができ、好適である。
【００５６】
　図９に示すように、信号処理部２０は、表示データの演算ステップ（ステップＳ１６）
を処理するとともに、入力信号ＳＲＧＢの画像解析を行う（ステップＳ１２）。
【００５７】
　画像解析部２３は、第（ｐ、ｑ）番目の画素４８における信号値Ｘ１－（ｐ、ｑ）、信
号値Ｘ２－（ｐ、ｑ）、信号値Ｘ３－（ｐ、ｑ）及び信号値Ｘ４－（ｐ、ｑ）が、α倍に
伸張されていることを解析する。このため、表示装置１０は、画像の入力信号ＳＲＧＢの
情報に基づいて、伸張されていない状態の画像の輝度と同じ画像の輝度とするためには、
面状光源装置５０の光量を、伸張係数αに基づき減少させればよい。具体的には、光源駆
動値演算部２４及び光源駆動値決定部２６が面状光源装置５０の光量を、（１／α）倍と
なるように、複数の光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆに対して個
々に独立して電流又はオンオフデューティ比（ｄｕｔｙ比）を制御すればよい。なお、光
源毎の制御のため、本実施形態では、信号処理部２０において、輝度判定ブロック（後述
）毎に、輝度判定ブロック内の画素の入力信号値に基づく伸張係数及びその逆数が算出さ
れる。以下では、輝度判定ブロック毎の伸張係数をαｂと表記し、その逆数を（１／αｂ

）と表記する。
【００５８】
　次に、後述する処理において使用されるルックアップテーブルについて説明する。図１
０は、特定の光源から入射する入射光が導光板から画像表示パネルの平面に照射される光
強度分布の情報を説明するための模式図である。図１１は、ルックアップテーブルを説明
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するための模式図である。本実施形態では、光源データ記憶部２５は、Ｍ×Ｎの配列要素
からなる配列データであって、各配列要素毎に、光の強度の代表値を格納したルックアッ
プテーブル（ＬＵＴ：Lookup　table）を複数記憶している。ここで、Ｍは、光源配列方
向ＬＹの配列要素数（列数）、Ｎは、入光方向ＬＸの配列要素数（行数）を示す。Ｍ×Ｎ
の配列要素は例えば、各画素に対応した配列要素とされるが、各画素に対応した配列要素
を等間隔で間引いて記憶させることも可能である。あるいは、画像表示パネル３０の平面
を仮想的にＭ×Ｎ個に分割したときの分割領域毎の光の強度の代表値が、各ルックアップ
テーブルに格納される構成としてもよい。この場合、代表値は、例えば、当該分割領域内
の光の強度の平均値、あるいは当該分割領域内の光の強度の中央値、あるいは当該分割領
域の何れかの位置の光の強度値であってもよい。また、ここではルックアップテーブルの
データが分割領域毎の代表値である場合を説明したが、これに限定されるものではない。
本実施形態では、光源毎にルックアップテーブルが光源データ記憶部２５に記憶されてい
る。例えば、図１１に示すように、光源データ記憶部２５には、図３に示す光源５６Ａの
みが所定の光源点灯量で点灯した場合、光源５６Ａから導光板５４に入射する入射光が導
光板５４から画像表示パネル３０の平面に照射される光強度分布の情報（図４参照）をル
ックアップテーブルＬＵＴＡとして記憶している。また、光源データ記憶部２５には、図
３に示す光源５６Ｂのみが前記所定の光源点灯量で点灯した場合、光源５６Ｂから導光板
５４に入射する入射光が導光板５４から画像表示パネル３０の平面に照射される光強度分
布の情報をルックアップテーブルＬＵＴＢとして記憶している。また、光源データ記憶部
２５には、図３に示す光源５６Ｃのみが前記所定の光源点灯量で点灯した場合、光源５６
Ｃから導光板５４に入射する入射光が導光板５４から画像表示パネル３０の平面に照射さ
れる光強度分布の情報をルックアップテーブルＬＵＴＣとして記憶している。また、光源
データ記憶部２５には、図３に示す光源５６Ｄのみが前記所定の光源点灯量で点灯した場
合、光源５６Ｄから導光板５４に入射する入射光が導光板５４から画像表示パネル３０の
平面に照射される光強度分布の情報をルックアップテーブルＬＵＴＤとして記憶している
。また、光源データ記憶部２５には、図３に示す光源５６Ｅのみが前記所定の光源点灯量
で点灯した場合、光源５６Ｅから導光板５４に入射する入射光が導光板５４から画像表示
パネル３０の平面に照射される光強度分布の情報をルックアップテーブルＬＵＴＥとして
記憶している。また、光源データ記憶部２５には、図３に示す光源５６Ｆのみが前記所定
の光源点灯量で点灯した場合、光源５６Ｆから導光板５４に入射する入射光が導光板５４
から画像表示パネル３０の平面に照射される光強度分布の情報をルックアップテーブルＬ
ＵＴＦとして記憶している。
【００５９】
　本実施形態のルックアップテーブルＬＵＴＡ、ＬＵＴＢ、ＬＵＴＣ、ＬＵＴＤ、ＬＵＴ
Ｅ及びＬＵＴＦは、光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの１つずつ
に対応する。本実施形態のルックアップテーブルは、光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６
Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆのうち、例えば、光源５６Ａ、５６Ｂの組、光源５６Ｃ、５６Ｄの
組、光源５６Ｅ、５６Ｆの組がそれぞれ同時点灯した場合のルックアップテーブルを記憶
してもよい。これにより、ルックアップテーブルの作成作業を省力化できるとともに、光
源データ記憶部２５の記憶容量を低減できる。その結果、光源データ記憶部２５を格納す
る集積回路を小型化できる。また、ルックアップテーブルＬＵＴＡ、ＬＵＴＢ、ＬＵＴＣ
、ＬＵＴＤ、ＬＵＴＥ及びＬＵＴＦのうち、光源配列方向ＬＹの中心線の一方側であるル
ックアップテーブルＬＵＴＡ、ＬＵＴＢ及びＬＵＴＣについて生成して記憶し、他方側ル
ックアップテーブルＬＵＴＤ、ＬＵＴＥ及びＬＵＴＦについて当該中心線に対して線対称
であるので省略してもよい。
【００６０】
　光源駆動値演算部２４は、光源データ記憶部２５のルックアップテーブルＬＵＴＡ、Ｌ
ＵＴＢ、ＬＵＴＣ、ＬＵＴＤ、ＬＵＴＥ及びＬＵＴＦを参照し、各光源点灯量が、ブロッ
ク毎の（１／αｂ）倍に近くなるように、ルックアップテーブルＬＵＴＡ、ＬＵＴＢ、Ｌ
ＵＴＣ、ＬＵＴＤ、ＬＵＴＥ及びＬＵＴＦを重ね合わせて、光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ
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、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの各々の光源点灯量を演算する（ステップＳ１３）。例えば
、第（ｉ、ｊ）番目の、ルックアップテーブルＬＵＴＡ、ＬＵＴＢ、ＬＵＴＣ、ＬＵＴＤ
、ＬＵＴＥ及びＬＵＴＦを重ね合わせて得られる代表輝度（ただし、１≦ｉ≦Ｎ、１≦ｊ
≦Ｍ）は、下記式（１０）で演算できる。
【００６１】
【数１】

　これにより、光源駆動値演算部２４は、複雑な演算処理を単純なルックアップテーブル
ＬＵＴＡ、ＬＵＴＢ、ＬＵＴＣ、ＬＵＴＤ、ＬＵＴＥ及びＬＵＴＦの参照処理で置き換え
て、演算量を低減できる。
【００６２】
　上述したように、画像表示パネル駆動部４０が画像表示パネル３０を表示させるには、
画素４８単位での輝度分布が必要となる。そこで、光源駆動値決定部２６は、ステップＳ
１３で求めた光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの光源点灯量と、
ルックアップテーブルＬＵＴＡ、ＬＵＴＢ、ＬＵＴＣ、ＬＵＴＤ、ＬＵＴＥ及びＬＵＴＦ
に基づいて、画素４８単位の輝度分布の演算をおこなう（ステップＳ１４）。画素４８単
位の輝度分布の演算処理は、画素４８単位の輝度の情報を補間演算により演算する。これ
により、画素４８単位の情報は、非常に情報量が多くなるが、本実施形態では、間引いた
代表値でルックアップテーブルＬＵＴＡ、ＬＵＴＢ、ＬＵＴＣ、ＬＵＴＤ、ＬＵＴＥ及び
ＬＵＴＦを作成しているので、演算負荷を小さくできる。
【００６３】
　画素４８毎の輝度の情報は、光源配列方向ＬＹの変化が急峻であり、入光方向ＬＸの変
化がなだらかな変化である。図１２は、線形補間の演算を説明するための説明図である。
図１３は、多項式補間の演算を説明するための説明図である。入光方向ＬＸの各画素４８
における輝度の情報は、図１２に示す線形補間の処理がされ、光源配列方向ＬＹの各画素
４８における輝度の情報は、図１３に示す多項式補間の処理がされることで補間演算され
る。多項式補間は、たとえば、キュービック補間である。これにより、ルックアップテー
ブルＬＵＴＡ、ＬＵＴＢ、ＬＵＴＣ、ＬＵＴＤ、ＬＵＴＥ及びＬＵＴＦは、光源配列方向
ＬＹに少なくとも光源の光のピーク位置、光源間の位置の光の強度値が格納されていれば
よい。
【００６４】
　図１４は、本実施形態に係る画像解析及び光源駆動値演算ステップの詳細なフローチャ
ートである。図１５は、本実施形態に係る各光源の駆動値を決定するステップを説明する
フローチャートである。図１６は、本実施形態に係る識別（フラグ）された輝度判定ブロ
ックを説明するための説明図である。以下、図１４から図１６を参照して、画像解析及び
光源駆動値演算ステップを説明する。図１４に示すように、画像解析部２３は、エリア判
定を行う（ステップＳ２０）。具体的には、画像解析部２３は、輝度判定ブロック（単に
ブロックともいう）のエリアを判定する。ここで、ブロックとは、図１６に示すように、
入光方向ＬＸに順に並ぶ入光部Ｌｉｎ、中央部Ｌｍｉｄ、反入光部Ｌｏｕｔの列が光源配
列方向ＬＹに複数配列されている。入光部Ｌｉｎ、中央部Ｌｍｉｄ、反入光部Ｌｏｕｔは
、画像表示パネル３０を光源配列方向ＬＹ及び入光方向ＬＸにマトリクス状に仮想的に複
数分割して得られる輝度判定ブロックである。本実施形態に係る輝度判定ブロックは、光
源配列方向ＬＹに６列、入光方向ＬＸに３行配置されている。図１６に示す入光部Ｌｉｎ
、中央部Ｌｍｉｄ、反入光部Ｌｏｕｔからなる輝度判定ブロックの列の、光源配列方向Ｌ
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Ｙにおける数は、光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの数に対応し
ている。図１６に示す輝度判定ブロックにおいて、入光方向ＬＸの輝度判定ブロックの数
は、入光部Ｌｉｎ、中央部Ｌｍｉｄ、反入光部Ｌｏｕｔの３つである。本実施形態では、
光源配列方向ＬＹの位置が同じ３つのブロック（入光部Ｌｉｎ、中央部Ｌｍｉｄ、反入光
部Ｌｏｕｔ）を１つのグループとして扱う。従って、光源配列方向ＬＹに複数のグループ
が並ぶ。複数のグループのそれぞれを順次注目グループに設定して、後述する処理を行う
。
【００６５】
　１つのグループを注目グループに設定した後、ステップＳ２１において、画像解析部２
３は、各輝度判定ブロックに含まれる入力信号値に基づいて、注目グループに含まれる各
輝度判定ブロックの（１／αｂ）値を、前述したように算出する。ステップＳ２２では、
光源駆動値演算部２４は、図１５に示すように、注目グループの目標（１／αｂ）値を決
定する。光源駆動値演算部２４は、図１５に示すように、注目グループの各ブロック（入
光方向ＬＸに並ぶ各ブロック）の上記算出された（１／αｂ）値を入力（取得）し（ステ
ップＳ３１）、入光部Ｌｉｎの（１／αｂ）値を最大値に設定する（ステップＳ３２）。
次に、注目グループ内の中央部Ｌｍｉｄ、すなわち、ステップＳ３２で設定した入光部Ｌ
ｉｎと光源配列方向ＬＹにおいて同じ位置にある中央部Ｌｍｉｄの（１／αｂ）値が、最
大値より大きい場合（ステップＳ３３、Ｙｅｓ）、中央部Ｌｍｉｄの（１／αｂ）値を最
大値に設定する（ステップＳ３４）。注目グループ内の中央部Ｌｍｉｄの（１／αｂ）値
が、最大値以下の場合（ステップＳ３３、Ｎｏ）、そのまま入光部Ｌｉｎの（１／αｂ）
値を最大値として、ステップＳ３５へ処理を進める。
【００６６】
　次に、注目グループ内の反入光部Ｌｏｕｔ、すなわち、ステップＳ３２で設定した入光
部Ｌｉｎと光源配列方向ＬＹにおいて同じ位置にある反入光部Ｌｏｕｔの（１／αｂ）値
が、最大値より大きい場合（ステップＳ３５、Ｙｅｓ）、反入光部Ｌｏｕｔの（１／αｂ

）値を最大値に設定する（ステップＳ３６）。注目グループ内の反入光部Ｌｏｕｔの（１
／αｂ）値が、最大値以下の場合（ステップＳ３５、Ｎｏ）、最大値を変更せずに、ステ
ップＳ３７へ処理を進める。
【００６７】
　光源駆動値演算部２４は、最大値の（１／αｂ）値を光源駆動値として仮設定し記憶す
る（ステップＳ３７）。
【００６８】
　光源駆動値を（１／αｉ－ｍａｘ）とした場合、光源駆動値演算部２４は、注目グルー
プの入光部Ｌｉｎ、中央部Ｌｍｉｄ、反入光部Ｌｏｕｔの輝度指標を下記式（１１）～（
１３）で算出する（ステップＳ３８）。尚、下記式のLUTm(Ｐ、Ｑ)はルックアップテーブ
ルmのＰ行目、Ｑ列目のデータを表すが、Ｐ行目、Ｑ列目のデータは画素毎のデータや輝
度判定ブロック毎のデータ、あるいは画像表示パネル３０を仮想的に所定の領域に分割し
た分割領域毎のデータでもよい。
【００６９】
【数２】

【００７０】
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【数３】

【００７１】
【数４】

【００７２】
　光源駆動値演算部２４は、ステップＳ３８で得られた入光部Ｌｉｎ、中央部Ｌｍｉｄ、
反入光部Ｌｏｕｔの輝度指標のうち、最も大きい輝度指標を特定する（ステップＳ３９）
。
【００７３】
　次に、光源駆動値演算部２４は、ステップＳ３９で特定した輝度指標に対応する（１／
αｂ）を目標（１／αｂ）値として記憶し、かつ注目グループ内の入光部Ｌｉｎ、中央部
Ｌｍｉｄ、反入光部Ｌｏｕｔのうちの１つのブロックであって上記特定した輝度指標に対
応するブロックである特定したブロックの位置を記憶する（ステップＳ４０）。これによ
り、特定したブロックが、輝度補正の対象とする輝度判定ブロックとなり、識別された輝
度判定ブロックの（１／αｂ）が、当該輝度判定ブロックが属するグループの目標（１／
αｂ）値となる。
【００７４】
　光源駆動値演算部２４は、目標（１／αｂ）値の決定後、図１５に示す処理を終了し、
図１４に示すステップＳ２３へ処理を進める。これにより、図１６に示す例では、丸（○
）のフラグで識別された輝度判定ブロックが最大値に設定されている情報を示すことにな
る。
【００７５】
　光源配列方向ＬＹの位置が同じ入光部Ｌｉｎ、中央部Ｌｍｉｄ、反入光部Ｌｏｕｔのう
ち、例えば、入光部Ｌｉｎにおける（１／αｂ）値及び輝度指標が最大値の場合、図１７
に示すように、理想の光源の光源点灯量を示す曲線Ｕａは、図１８に示す実際の光源の光
源点灯量を示す曲線Ｕｂと同じような値を示す。これは、光源から入射された光が入射面
Ｅから離れるにしたがって、低減する特性を有しているからである。このため、例えば図
１９に示すように、光源配列方向ＬＹの位置が同じ入光部Ｌｉｎ、中央部Ｌｍｉｄ、反入
光部Ｌｏｕｔは、例えば、中央部Ｌｍｉｄにおける（１／αｂ）値が最大値の場合、理想
の光源の光源点灯量を示す曲線Ｕａは、単独の光源では、曲線Ｕａの輝度を確保すること
が難しく、図２０Ａに示す実際の光源の光源点灯量を示す曲線Ｕｂのように、本来不要な
入光部Ｌｉｎで輝度を増やし、入光部Ｌｉｎにおける（１／αｂ）値を最大にする必要が
ある。従って、この場合、中央部Ｌｍｉｄの輝度指標が最大値となる。ここで、中央部Ｌ
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ｍｉｄのブロックの最も光源に近い位置の光の強度値を用いて輝度指標を算出すると、光
源点灯量を示す曲線Ｕｃのように中央部Ｌｍｉｄ及び反入光部Ｌｏｕｔおける（１／αｂ

）値が不足する可能性がある。従って、輝度指標は各ブロックにおいて光源から最も遠い
位置の光の強度値を用いて算出する必要がある。更に、図２０Ｂのように、中央部Ｌｍｉ
ｄの１／αｂが最も大きい場合においても、中央部Ｌｍｉｄが必要とされる輝度になるよ
うに光源点灯量を設定したにもかかわらず曲線Ｕｂのような光の特性となり、反入光部Ｌ
ｏｕｔに必要な輝度が供給されない場合がある。この場合は曲線Ｕｂ２に示される特性に
なるような光源の点灯量に設定する必要があり、これを判定するのが輝度指標である。す
なわちこの場合は反入光部Ｌｏｕｔの輝度指標が最大となる。また、本実施形態に係る、
サイドライト光源５２は、光源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの分
割駆動制御をすることができる。これにより、図２１に示すように、光源配列方向ＬＹの
少なくとも、輝度の頂点と谷間（Ｄ０～Ｄ４）のデータ位置及び輝度を光源配列方向ＬＹ
に保持しつつ、入光方向ＬＸには、入光部Ｌｉｎ、中央部Ｌｍｉｄ、反入光部Ｌｏｕｔの
それぞれ少なくとも１つ以上のデータを保持する。
【００７６】
　次に、注目グループに含まれるブロックの上記算出した（１／αｂ）値が、注目グルー
プの上述した目標（１／αｂ）より小さい場合、（ステップＳ２３、Ｙｅｓ）、算出した
（１／αｂ）値と目標（１／αｂ）との差分を算出する（ステップＳ２４）。次に、光源
駆動値演算部２４は、差分の倍率を計算する（ステップＳ２５）。光源駆動値演算部２４
は、差分がその位置のルックアップテーブルの何倍に当たるか算出する。
【００７７】
　次に、上記算出した差分を上記算出した（１／αｂ）値に加算する（ステップＳ２６）
。すなわち、算出した（１／αｂ）値がブロックの目標（１／αｂ）値よりも小さい場合
は、差分を算出した（１／αｂ）値に加算する（ステップＳ２６）ことで、輝度が不足し
ているブロックの輝度を補うことが可能となる。次に、処理をステップＳ２７に進める。
【００７８】
　一方、算出した（１／αｂ）値が、注目グループの上述した目標（１／αｂ）値以上の
場合（ステップＳ２３、Ｎｏ）、ステップＳ２４～Ｓ２６をスキップして、処理をステッ
プＳ２７へ進める。次に、（１／αｂ）値が上限値を超えている場合（ステップＳ２７、
Ｙｅｓ）、（１／αｂ）値を上限値へ変更するクリッピングを行う（ステップＳ２８）。
そして、処理をステップＳ２９に進める。一方、（１／αｂ）値が上限値を超えていない
場合（ステップＳ２７、Ｎｏ）、ステップＳ２８をスキップして、処理をステップＳ２９
へ進める。次に、注目グループの全てのブロックを確認しておらず全ブロックをスキャン
（処理）していない場合（ステップＳ２９、Ｎｏ）、注目グループ内の未処理のブロック
を処理するため、処理をステップＳ２３へ戻す。また、注目グループの全てのブロックを
確認し全ブロックをスキャンしている場合（ステップＳ２９、Ｙｅｓ）、ステップＳ３０
に進む。全グループのスキャンが終了している場合には（ステップＳ３０、Ｙｅｓ）、図
１４の処理を終了する。また、全グループのスキャンが終了していない場合には（ステッ
プＳ３０、Ｎｏ）、次のグループを注目グループに設定して、ステップＳ２１に戻る。こ
うして得られた各ブロック毎の（１／αｂ）値から光源点灯量が演算される。上述したよ
うに、同一グループに所属するブロックの（１／αｂ）値は同一の値に設定される。当該
設定された（１／αｂ）が、各光源の光源駆動値（１／αｋ）として用いられる。そして
、この光源駆動値（１／αｋ）及びルックアップテーブルを用いて、数式（１０）に示す
ように代表輝度が演算される。
【００７９】
　次に、光源駆動値決定部２６は、画素４８毎の輝度の情報（ステップＳ１４）を画像処
理部２２に送出し、画像処理部２２は、画素４８毎の輝度の情報に基づいて入力信号ＳＲ
ＧＢを補正した上で（ステップＳ１６）、第（ｐ、ｑ）番目の画素４８における信号値Ｘ

１－（ｐ、ｑ）、信号値Ｘ２－（ｐ、ｑ）、信号値Ｘ３－（ｐ、ｑ）及び信号値Ｘ４－（

ｐ、ｑ）を出力するよう、出力信号ＳＲＧＢＷを演算する同期処理を行う（ステップＳ１
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５）。同期信号ＳＴＭに基づいて、画像表示パネル駆動部４０は、１フレーム毎に画像表
示パネル３０に画像を表示し、面状光源装置制御部６０は、面状光源装置５０の光源５６
Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆを独立して駆動する。
【００８０】
　以上説明したように、表示装置１０は、画像表示パネル３０と、導光板５４及びサイド
ライト光源５２を備える面状光源である面状光源装置５０とを備える。制御部として、信
号処理部２０の演算に応じて、画像表示パネル駆動部４０と、面状光源装置制御部６０が
同期し、画像の入力信号ＳＲＧＢの情報及び各ルックアップテーブルＬＵＴＡ、ＬＵＴＢ
、ＬＵＴＣ、ＬＵＴＤ、ＬＵＴＥ及びＬＵＴＦに基づいて、各光源５６Ａ、５６Ｂ、５６
Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの光源点灯量を個々に独立して制御する。これにより、光
源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの光源点灯量の総量を低減できる
ように制御できるようになり、消費電力を低減できる。
【００８１】
　そして、画像表示パネル３０を仮想的に光源配列方向ＬＹ及び入光方向ＬＸにそれぞれ
複数分割した輝度判定ブロックを設定し、画像の入力信号の情報により画像を表示した場
合に光源配列方向ＬＹの位置が同じ輝度判定ブロックのうち最も輝度の高い入光方向ＬＸ
のブロックを識別し、光源の輝度情報であるルックアップテーブルＬＵＴＡ、ＬＵＴＢ、
ＬＵＴＣ、ＬＵＴＤ、ＬＵＴＥ及びＬＵＴＦを参照して輝度補正の対象とする輝度判定ブ
ロックを識別し、識別された輝度判定ブロックの輝度を満たすように各光源の光源点灯量
を制御する。このため、制御部は、バックライト特性を考慮して輝度補正の対象とする輝
度判定ブロックを識別できる。これにより、表示装置１０は、サイドライト光源５２の光
源５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの光源点灯量を個々に独立して、
識別された輝度判定ブロックの輝度と同じになるようにサイドライト光源５２の光源５６
Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ及び５６Ｆの各光源点灯量を制御する。その結果、
光源毎の消費電力を抑制でき、かつ輝度不足になる画素４８の数を抑制することができる
。
【００８２】
　また表示装置１０は、（１／αｂ）値が（１／αｂ）値の上限値を超えても、上限値に
するので、許容可能な範囲で輝度を高めることができる。
【００８３】
　（変形例１）
　図２２は、本実施形態に係る光源配列方向の左右端にある輝度判定ブロックの輝度の減
算処理を説明するフローチャートである。上述したように、導光板５４は、光源配列方向
ＬＹにおける両端面で光の反射が生じるため、光源配列方向ＬＹにおける両端面に近い、
光源５６Ａ及び光源５６Ｆが照射する光の強度分布と、光源５６Ａ及び光源５６Ｆの間に
配置される、例えば光源５６Ｃが照射する光の強度分布が異なっている。
【００８４】
　そこで、本実施形態の変形例では、図２２に示す処理ルーチンが、図１４のステップＳ
２０とステップＳ２１の間に挿入される。図２２に示すように、画像解析部２３は、注目
グループの輝度判定ブロックの光源配列方向ＬＹの位置が左端ブロックである場合（ステ
ップＳ５０、Ｙｅｓ）、ステップＳ５１へ進む。ステップＳ５１～ステップＳ５２は、上
述したステップＳ２１からステップＳ２２の処理と実質的に同じであり、説明を省略する
。
【００８５】
　ステップＳ５３では、光源駆動値演算部２４は、注目グループに含まれるブロックの上
記算出した（１／αｂ）値が、注目グループの目標（１／αｂ）値より大きいか否かを判
定する。上記算出した（１／αｂ）値が、注目グループの目標（１／αｂ）値より大きい
場合には（ステップＳ５３、Ｙｅｓ）、ステップＳ５４～ステップＳ５６の処理を行う。
上記算出した（１／αｂ）値が、注目グループの目標（１／αｂ）値以下の場合には（ス
テップＳ５３、Ｎｏ）、ステップＳ５４～ステップＳ５６の処理をスキップする。ステッ
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プＳ５４及びステップＳ５５の処理は、上述したステップＳ２４及びステップＳ２５の処
理と実質的に同じであり、説明を省略する。ステップＳ５６では、光源駆動値演算部２４
は、（１／αｂ）値からステップＳ５４の差分を減算する。
【００８６】
　次に（１／αｂ）値が下限値を超えている場合（ステップＳ５７、Ｙｅｓ）、（１／α

ｂ）値を下限値へ変更するクリッピングを行う（ステップＳ５８）。一方、（１／αｂ）
値が下限値を超えていない場合（ステップＳ５７、Ｎｏ）、ステップＳ５８をスキップし
て処理をステップＳ５９へ進める。ステップＳ５９では、注目グループの全ブロックのス
キャンが終了したか否かを判定する。注目グループの全ブロックのスキャンが終了した場
合には（ステップＳ５９、Ｙｅｓ）、ステップＳ７０に進む。注目グループの全ブロック
のスキャンが終了していない場合には(ステップＳ５９、Ｎｏ)、注目グループ内の未処理
のブロックを処理（スキャン）するため、処理をステップＳ５３に戻す。
【００８７】
　一方、注目グループの輝度判定ブロックの光源配列方向ＬＹの位置が左端ブロックでな
い場合（ステップＳ５０、Ｎｏ）、ステップＳ６０へ進む。ステップＳ６０では、注目グ
ループの各輝度判定ブロックの光源配列方向ＬＹの位置が右端ブロックであるか否か判定
する。注目グループの輝度判定ブロックの光源配列方向ＬＹの位置が右端ブロックでない
場合には（ステップＳ６０、Ｎｏ）、図１４のステップＳ２１に進む。一方、注目グルー
プの各輝度判定ブロックの光源配列方向ＬＹの位置が右端ブロックである場合には(ステ
ップＳ６０、Ｙｅｓ)、ステップＳ６１に進む。ステップＳ６１～ステップＳ６８は、上
述したステップＳ５１からステップＳ５８の処理と実質的に同じであり、説明を省略する
。
【００８８】
　次に、ステップＳ６９では、注目グループの全ブロックのスキャンが終了したか否かを
判定する。注目グループの全ブロックのスキャンが終了した場合には(ステップＳ６９、
Ｙｅｓ)、ステップＳ７０に進む。注目グループの全ブロックのスキャンが終了していな
い場合には(ステップＳ６９、Ｎｏ)、注目グループ内の未処理のブロックを処理（スキャ
ン）するため、処理をステップＳ６３に戻す。ステップＳ７０では、全グループを注目グ
ループに設定して処理したか（スキャンが終了したか）を判定する。全グループのスキャ
ンが終了していない場合には（ステップＳ７０、Ｎｏ）、次のグループを注目グループに
設定して、ステップＳ５０に戻る。また、全グループのスキャンが終了している場合には
（ステップＳ７０、Ｙｅｓ）、図２２の処理が終了し、且つ図１４の処理が終了する。
【００８９】
　画像表示パネル３０の光源配列方向ＬＹの左右端の位置にある輝度判定ブロックのうち
最も輝度の高い入光方向ＬＸの輝度判定ブロックを識別し、識別された輝度判定ブロック
の輝度を下回るように各光源の光源点灯量を制御する。これにより、画像表示パネル３０
の光源配列方向ＬＹの左右端の輝度を抑制することで、表示装置１０は、消費電力を抑制
することができる。
【００９０】
　（変形例２）
　図２３は、本実施形態に係る光源の光源点灯量を説明する説明図である。図２４は、本
実施形態に係る光源のデューティ比を説明する説明図である。例えば、図１６に示す、識
別（フラグ）された輝度判定ブロックであって、光源の光源点灯量が図２３の場合、光源
５６Ｄに対応する列の輝度判定ブロックのうち反入光部Ｌｏｕｔの位置だけが輝度が高く
、周りが暗くなる。このため、光源５６Ｄの光源点灯量の配分が１００％を超えると、画
質劣化の可能性がある。本実施形態の変形例２では、表示装置１０は、図２４に示すよう
に、光源のピーク電流を２倍とし、全ての光源が５０％点灯配分時に従来表示の輝度を満
たす条件とする。
【００９１】
＜適用例＞
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　次に、図２５乃至図３３を参照して、本実施形態及びこれらの変形例で説明した表示装
置１０の適用例について説明する。以下、本実施形態及び変形例を本実施形態として説明
する。図２５乃至図３３は、本実施形態に係る表示装置を適用する電子機器の一例を示す
図である。本実施形態に係る表示装置１０は、携帯電話、スマートフォン等の携帯端末装
置、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、ビデオカメ
ラ、或いは、車両に設けられるメータ類などのあらゆる分野の電子機器に適用することが
可能である。言い換えると、本実施形態に係る表示装置１０は、外部から入力された映像
信号或いは内部で生成した映像信号を、画像或いは映像として表示するあらゆる分野の電
子機器に適用することが可能である。電子機器は、表示装置１０に映像信号を供給し、表
示装置１０の動作を制御する制御装置を備える。
【００９２】
（適用例１）
　図２５に示す電子機器は、本実施形態に係る表示装置１０が適用されるテレビジョン装
置である。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル５１１及びフィルターガラ
ス５１２を含む映像表示画面部５１０を有しており、この映像表示画面部５１０は、本実
施形態に係る表示装置１０である。
【００９３】
（適用例２）
　図２６及び図２７に示す電子機器は、本実施形態に係る表示装置１０が適用されるデジ
タルカメラである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部５２１、表示
部５２２、メニュースイッチ５２３及びシャッターボタン５２４を有しており、その表示
部５２２は、本実施形態に係る表示装置１０である。図２６に示すように、このデジタル
カメラは、レンズカバー５２５を有しており、レンズカバー５２５をスライドさせること
で撮影レンズが現れる。デジタルカメラは、その撮影レンズから入射する光を撮像するこ
とで、デジタル写真を撮影することができる。
【００９４】
（適用例３）
　図２８に示す電子機器は、本実施形態に係る表示装置１０が適用されるビデオカメラで
あって、図２８は、当該ビデオカメラの外観を表すものである。このビデオカメラは、例
えば、本体部５３１、この本体部５３１の前方側面に設けられた被写体撮影用のレンズ５
３２、撮影時のスタート／ストップスイッチ５３３及び表示部５３４を有している。そし
て、表示部５３４は、本実施形態に係る表示装置１０である。
【００９５】
（適用例４）
　図２９に示す電子機器は、本実施形態に係る表示装置１０が適用されるノート型パーソ
ナルコンピュータである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５４１
、文字等の入力操作のためのキーボード５４２及び画像を表示する表示部５４３を有して
おり、表示部５４３は、本実施形態に係る表示装置１０である。
【００９６】
（適用例５）
　図３０及び図３１に示す電子機器は、表示装置１０が適用される携帯電話機である。図
３０は携帯電話機を開いた状態での正面図である。図３１は携帯電話機を折りたたんだ状
態での正面図である。当該携帯電話機は、例えば、上側筐体５５１と下側筐体５５２とを
連結部（ヒンジ部）５５３で連結したものであり、ディスプレイ５５４、サブディスプレ
イ５５５、ピクチャーライト５５６及びカメラ５５７を有している。当該ディスプレイ５
５４は、表示装置１０が取り付けられている。なお、当該携帯電話機のディスプレイ５５
４は、画像を表示する機能の他に、タッチ動作を検出する機能を有していてもよい。
【００９７】
（適用例６）
　図３２に示す電子機器は、携帯型コンピュータ、多機能な携帯電話、音声通話可能な携
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、タブレット端末と呼ばれることもある、情報携帯端末である。この情報携帯端末は、例
えば筐体５６１の表面に表示部５６２を有している。この表示部５６２は、本実施形態に
係る表示装置１０である。
【００９８】
（適用例７）
　図３３は、本実施形態に係るメータユニットの概略構成図である。図３３に示す電子機
器は、車両に搭載されるメータユニットである。図３３に示すメータユニット（電子機器
）５７０は、燃料計、水温計、スピードメータ、タコメータ等、複数の上述した本実施形
態に係る表示装置１０を表示装置５７１として備えている。そして、複数の表示装置５７
１は、ともに、一枚の外装パネル５７２に覆われている。
【００９９】
　図３３に示す表示装置５７１それぞれは、表示手段としてのパネル５７３及びアナログ
表示手段としてのムーブメント機構を互いに組み合わせた構成となっている。当該ムーブ
メント機構は、駆動手段としてのモータと、モータにより回転される指針５７４とを有し
ている。そして、図３３に示すように、表示装置５７１では、パネル５７３の表示面に目
盛表示、警告表示等を表示することができるとともに、ムーブメント機構の指針５７４が
パネル５７３の表示面側において回転することが可能となっている。
【０１００】
　なお図３３では、一枚の外装パネル５７２に複数の表示装置５７１を設けた構成とした
が、これに限定されない。外装パネル５７２によって囲まれた領域に１つの表示装置５７
１を設け、当該表示装置に燃料計、水温計、スピードメータ、タコメータ等を表示させて
もよい。
【符号の説明】
【０１０１】
１０　表示装置
２０　信号処理部
３０　画像表示パネル
４０　画像表示パネル駆動部
４１　信号出力回路
４２　走査回路
４８　画素
４９　副画素
４９Ｒ　第１副画素
４９Ｇ　第２副画素
４９Ｂ　第３副画素
４９Ｗ　第４副画素
５０　面状光源装置
５２　サイドライト光源
５４　導光板
５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ、５６Ｆ　光源
６０　面状光源装置制御部
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