
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カラーホイールによってフィルタされた光源光により発生せしめられるディスプレイに対
し所望のカラーバランスを与える方法であって、
前記カラーホイールにより与えられるべき諸カラーの所望の電力比を指定するステップと
、
前記カラー比のそれぞれのカラーに対する少なくとも１つのフィルタセグメントを有する
前記カラーホイールであって、それぞれの該フィルタセグメントが指定された波長を通過
させる波長範囲を有する前記カラーホイールを配設するステップと、
前記電力比のそれぞれのカラーのための前記光源光の電力を、該光が該それぞれのカラー
に対応する前記カラーホイールの全てのフィルタセグメントを透過した時に測定し、それ
によってそれぞれのカラーのための電力値を得るステップと、
それぞれのカラーのための該電力値を前記電力比と比較し、それによってバランス外れカ
ラーを決定するステップと、
前記バランス外れカラーを、前記電力値が前記所望の電力比に実質的に一致するように補
償するために、前記カラーホイールの１つまたはそれ以上のフィルタセグメントの前記波
長範囲を調節するステップと、
を含む、カラーホイールによってフィルタされた光源光により発生せしめられるディスプ
レイに対し所望のカラーバランスを与える方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像ディスプレイシステムに関し、特に、カラーホイールを用いるディジタル
画像ディスプレイシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
空間的光変調器（ＳＬＭ）に基づく画像ディスプレイシステムは、ブラウン管（ＣＲＴ）
に基づく画像ディスプレイシステムに代わるものである。ＳＬＭシステムは、ＣＲＴシス
テムの大形性なしに高解像度を与える。
【０００３】
ディジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）は、ＳＬＭの１タイプであり、直接観察用
として、または映写ディスプレイ用として、用いられうる。ＤＭＤは、数百または数千の
傾く微小ミラーのアレイを有し、そのそれぞれが、画像の１画素のための光を発生する。
ミラーが傾きうるようにするために、それぞれのミラーは、支持柱上に設けられた１つま
たはそれ以上のヒンジに取付けられ、下にある制御回路からエアギャップにより隔てられ
る。該制御回路は、静電気力を発生し、該静電気力はそれぞれのミラーを選択的に傾かせ
る。ディスプレイへの応用のためには、画像データがＤＭＤのメモリセルへロードされ、
このデータによってミラーが傾けられるので、光は、映写レンズの入射ひとみへ向けて反
射されたのち画像平面へ送られるか、またはそこから偏向せしめられる。
【０００４】
ＳＬＭシステムにおいてカラー画像を発生させる１つの方法は、「順次カラー（ｓｅｑｕ
ｅｎｔｉａｌ　ｃｏｌｏｒ）」と呼ばれるものである。画像フレームの全ての画素が、異
なるカラーにより順次アドレス指定される。例えば、それぞれの画素は、赤、緑、および
青の値を有しうる。その場合、それぞれのフレーム周期内において、そのフレームの諸画
素は、該諸画素の赤、緑、ついで青のデータにより交互にアドレス指定される。これらと
同じカラーの３つのセグメントを有するカラーホイールが、該データに同期せしめられる
ので、それぞれのカラーに対するデータがＳＬＭによりディスプレイされる時、ＳＬＭに
入射する光はカラーホイールによってフィルタされる。３０フレーム毎秒のＮＴＳＣ速度
のような、標準的なディスプレイ速度においては、目は画像を適正カラーを有するように
知覚する。
【０００５】
それぞれのカラーの強度を変化させるためには、さまざまな変調方式が用いられうる。例
えば、それぞれの画素は、それぞれのカラーに対し８ビットの、２４ビット値を有しうる
。これは、それぞれのカラーに対し、２ 8  ＝２５６レベルの強度を可能ならしめ、該強度
はカラーなし（黒）のための０値を含む。この場合、それぞれのカラーに対し、画素は、
その画素値に対応する長さの時間の間オンになることができ、諸カラーの組合せはフルカ
ラーディスプレイを発生せしめうる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
カラーディスプレイの画像品質の１特徴はカラーバランスである。ＳＬＭシステムにおい
ては、光源とカラーホイールとの組合せによって与えられる照明は、所望のカラーバラン
スに一致しないかもしれない。白色光の知覚品質によって示される色温度の調節方法は、
「カラーホイールを有するディジタルディスプレイシステムに対する色温度補償（Ｃｏｌ
ｏｒ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｓｙｓｔｅｍｗｉｔｈ　Ｃｏｌｏｒ　Ｗｈｅｅｌ）」と題する米国特許
出願第 号（代理人事件整理番号第ＴＩ－１１７３号）に説明されている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の１つの特徴は、光源およびカラーホイールにより発生せしめられるディスプレイ
に対し所望のカラーバランスを与える方法を提供していることである。まず、所望のカラ
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ーバランスが、カラーホイールにより与えられるべき諸カラーの所望の電力比により定め
られる。次に、カラーホイールが、該カラー比のそれぞれのカラーのための少なくとも１
つのフィルタセグメントにより組立てられる。前記電力比のそれぞれのカラーのための光
源光の電力が、該光が該カラーに対応する前記カラーホイールの全てのフィルタセグメン
トを透過した時に測定される。それぞれのカラーのための該測定された電力が、前記電力
比内のそれぞれのカラーの電力と比較され、それによってバランス外れカラーが存在する
か否かが決定される。もし存在すれば、該バランス外れカラーに対応するカラーホイール
のフィルタセグメントのフィルタ特性に対して調節が行われる。これらの調節は、フィル
タセグメントの大きさ、その波長範囲、またはそれら双方、に対してのものでありうる。
前記組立て、測定、比較、および調節ステップは、前記測定電力が、前記電力比の電力と
同じになるまで繰返されうる。
【０００８】
本発明の利点は、必ずしも所望のカラーバランスをもたない光源を用いうることである。
これは、光源が、熱、大きさ、経費、および全光出力強度のような、カラーバランス以外
の因子に基づいて選択されることを可能ならしめる。
【０００９】
【発明の実施の形態】

以下の説明は、ＳＬＭによって発生せしめられる画像をディスプレイするディスプレイシ
ステムに関して行われる。しかし、本発明は、ＳＬＭに基づくディスプレイに限定される
のではなく、順次カラーディスプレイのためにカラーホイールを用いるどのようなディス
プレイシステムにも用いられうる。例えば、ここで説明されるデータは、カラーホイール
によってフィルタされる画像を有する白色光ＣＲＴにより用いられるアナログ信号に変換
されうる。画素データは、ディジタルに用いられるか、またはアナログへ変換されるかに
よらず、それぞれのカラーのためのディスプレイ時間が変えられうるという意味で、「時
間変調」される。
【００１０】
図１は、本発明によりカラーホイール１５を用いる、典型的なＳＬＭに基づく画像ディス
プレイシステム１０のブロック図である。図１の例においては、カラーホイール１５は、
１つは赤、１つは緑、１つは青の、３つのフィルタセグメントを有する。以下において説
明されるように、本発明は、１つまたはそれ以上のこれらセグメントのフィルタ特性、ま
たは大きさ、またはそれらの双方、を調節して、所望のカラーバランスを実現することを
目的とする。
【００１１】
ディスプレイシステム１０の諸部品の以下の概説は、本発明の理解に役立つ詳細を与える
。他のタイプのカラーホイールシステムを有する、ＤＭＤに基づく画像ディスプレイシス
テムに関するさらなる詳細は、「標準独立ディジタル化ビデオシステム（Ｓｔａｎｄａｒ
ｄ　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ＤｉｇｉｔｉｚｅｄＶｉｄｅｏ　Ｓｙｓｔｅｍ）」と題す
る米国特許第５，０７９，５４４号、「ディジタルテレビジョンシステム（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）」と題する米国特許出願第０８／１４７，２
４９号、および「ＤＭＤディスプレイシステム（ＤＭＤ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｓｙｓｔｅｍ
）」と題する米国特許出願第０８／１４６，３８５号に記載されている。ＳＬＭに基づく
ディスプレイシステム用のカラーホイールの一般的動作を説明するさらなる詳細は、「白
色光改善カラーフィールドの順次映写（Ｗｈｉｔｅ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃ
ｏｌｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）」と題する米国
特許第５，２３３，３８５号、「順次カラー画像技術のための方法および装置（Ｍｅｔｈ
ｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｃｏｌｏｒ　Ｉｍ
ａｇｉｎｇ）」と題する米国特許出願第０８／１７９，０２８号、および「カラーホイー
ル用ディジタルモータ制御装置（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｏｔｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　
ｆｏｒ　ＣｏｌｏｒＷｈｅｅｌ）」と題する米国特許出願第０８／３３９，３７９号に記
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載されている。これらの特許および特許出願のそれぞれの権利者は、テキサス・インスツ
ルメンツ社（Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ）であり
、それぞれここで参照されて、その開示が本明細書に取り込まれる。
【００１２】
信号インタフェース１１は、ある種類の入力信号を受ける。ここでの例としての目的上、
該入力信号は、水平および垂直同期成分を有する標準アナログビデオ信号であるものと仮
定される。しかし、他のシステムにおいては、該入力信号は、すでにディジタル形式を有
するグラフィックスデータでありうる。
【００１３】
ビデオ入力信号の場合には、インタフェース１１は、ビデオ信号を同期および音声信号か
ら分離する。それはＡ／Ｄ変換器およびＹ／Ｃ分離器を含み、これらはデータを画素デー
タサンプルに変換し、また輝度データをクロミナンスデータから分離する。前記信号は、
ディジタル化の前にＹ／Ｃ変換またはＹ／Ｃ分離が行われるよりも前に、ディジタルデー
タに変換されることもできる。
【００１４】
画素データプロセッサ１２は、さまざまな処理タスクを行うことにより、ディスプレイ用
のデータを分離する。プロセッサ１２は、処理中に画素データを記憶する処理メモリを含
む。プロセッサ１２によって行われるタスクには、線形化、色空間変換、および線発生が
含まれうる。線形化は、ＣＲＴディスプレイの非線形動作を補償するために放送信号に対
し行われるガンマ補正の影響を除去する。色空間変換は、前記データをＲＧＢデータに変
換する。線発生は、奇数または偶数線を満たすための新データを発生することにより、デ
ータのインタレースフィールドを完全フレームに変換するのに用いられうる。これらのタ
スクが行われる順序は変化しうる。
【００１５】
ディスプレイメモリ１３は、プロセッサ１２から処理された画素データを受ける。ディス
プレイメモリ１３は、入力または出力上の該データを「ビットプレーン」フォーマットに
フォーマットし、該ビットプレーンをＳＬＭ１４へ供給する。ビットプレーンフォーマッ
トは、ＳＬＭ１４のそれぞれの画素に対し一時に１ビットを供給し、それぞれの画素がそ
のビットの重みに従ってターンオンまたはオフされうるようにする。例えば、それぞれの
画素が、３色のそれぞれに対する８ビットによって表される場合は、毎フレーム３×８＝
２４ビットプレーンが存在する。下位ビットを含むビットプレーンは、上位ビットを含む
ビットプレーンよりも、短いディスプレイ時間を生じる。
【００１６】
典型的なディスプレイシステム１０においては、メモリ１３は二重バッファメモリであり
、これは、それが少なくとも２つのディスプレイフレーム用の容量を有することを意味す
る。１つのディスプレイフレーム用のバッファは、もう１つのディスプレイフレーム用の
バッファが書込まれている間に、ＳＬＭ１４へ読取られうる。これらの２バッファは「ピ
ンポン」様式で制御されるので、ＳＬＭ１４はデータを連続的に利用しうる。
【００１７】
ＳＬＭ１４は、どのようなタイプのＳＬＭであってもよい。例としての目的上、本説明は
、ディジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）であるＳＬＭを有するディスプレイシス
テムに関して行われる。しかし、上述のように、同じ概念は、他のタイプのＳＬＭまたは
他の画像発生装置を用いるディスプレイシステムにも適用される。
【００１８】
ＳＬＭ１４へ入射する光は、光源１６から発生し、回転するカラーホイール１５を透過せ
しめられる。図１のシステムにおいては、ＳＬＭ１４は反射ＳＬＭ（ＤＭＤ）であり、カ
ラーホイールは１５は反射前の光をフィルタするために用いられる。代わりに、カラーホ
イール１５は、光が発射すなわち反射後にフィルタされるようにも配置されうる。
【００１９】
従来の技術の項において説明したように、それぞれのカラーのためのデータは順序づけら
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れ、該データのディスプレイは、ＳＬＭ１４への光を透過せしめるカラーホイール１５の
部分がディスプレイされるデータに対応するように、同期せしめられる。この説明の例に
おいては、それぞれの画素はＲＧＢデータ値によって表され、これは、それぞれの画素が
赤値、緑値、および青値を有することを意味する。フレーム内の全画素の、それぞれのカ
ラーのための値がディスプレイされる時、カラーホイール１５は、光が対応する赤、青、
または緑のフィルタを透過するように回転せしめられる。それぞれの画素において、これ
ら３つの値の組合せは、所望のカラーとして知覚される。
【００２０】
カラーホイール１５は、カラーホイール１５の速度および位相を制御するモータ制御装置
によって制御されるモータを含む。例えば、望ましい速度は、６０フレーム毎秒のディス
プレイ速度に対応する、６０回転毎秒でありうる。位相は、カラーホイール１５の適正フ
ィルタ（赤、緑、または青）が、そのフィルタに対するデータがディスプレイされている
時に、ＳＬＭ１４への光を透過させつつあるようにセットされる。カラーホイール１５と
、ディスプレイされるデータとの間の正しい位相関係を保持するために、カラーホイール
１５は速度を上げ、または下げられ、あるいは、データが遅延せしめられ、またはスキッ
プされうる。
【００２１】
上述のように、ＤＭＤに基づくシステムにおいては、ＳＬＭ１４へ供給されるデータは、
パルス幅変調のための特殊なビットプレーンフォーマットのものである。画素のそれぞれ
の赤、緑、および青値は、ｎビット毎フレームを有する。０（黒）の画素値は、そのカラ
ーがフレーム中オフになっている画素を生じる。それぞれのカラーに対し、ＳＬＭ１４の
それぞれのミラー素子は、１ＬＳＢ周期から２ n  －１ＬＳＢ周期までのいずれの持続時間
の間でも「オン」になりうる。換言すれば、それぞれのカラーは２ n  －１個のタイムスラ
イスを有し、それらを通じいずれの画素も、０と２ n  －１個との間のいかなる数のタイム
スライスにわたってもオンになりうる。
【００２２】
データフレームがＴ秒のフレーム周期の間にディスプレイされる場合は、カラーホイール
１５はＴ秒の回転周期を有する。もしそれぞれのカラーが、等しい時間の間ディスプレイ
されるべきであれば、カラーホイール１５は、それぞれのカラーの等しい大きさのセグメ
ントを有し、その場合、それぞれのカラーのためのデータは、Ｔ／３秒の間ディスプレイ
される。ＬＳＢ周期は、それぞれのカラーに対するフレーム時間を、そのカラーのための
ＬＳＢ周期数によって除算したものになる。従って、全カラーが同じに処理される場合、
かつ毎カラーｎビットが存在する場合は、ＬＳＢ周期は以下のように計算される。
【００２３】
【数１】
Ｔ／｛３（２ n  －１）｝　秒
【００２４】
６０フレーム毎秒のディスプレイにおいては、フレーム周期は約１６．７ミリ秒である。
８ビット毎カラーを有する画素データにおいては、近似的時間値を用いると、それぞれの
ＬＳＢ時間は１６．７ｍｓｅｃ／３＊２５５すなわち２１．８マイクロ秒となる。
【００２５】
マスタタイミングユニット１８は、さまざまなシステム制御機能を有する。マスタタイミ
ングユニット１８により供給されるタイミング信号は、画素値のそれぞれのビット重みに
対するディスプレイ時間を定める信号である。
【００２６】
図１には示されていないが、システム１０はさらに、ＳＬＭ１４からの画像を像平面（ス
クリーン）へ集めて映写するための、映写レンズおよびさまざまな他の光学装置を含む。
【００２７】

図２Ａおよび図２Ｂは、光源１６からカラーホイール１５を通して送られた光のカラーイ
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ンバランスを検出する諸ステップを示す。図３および図４は、該インバランスを補償する
２つの方法を示す。例としての目的上、光源１６は緑の不足を有するものと仮定する。
【００２８】
まず、所望のカラーバランスは、いくつかの異なるカラーの電力比によって指定される。
例としての目的上、この比は３原色の、赤、緑、および青に関するものとする。従って、
所望電力比は次の形式を有する。
【００２９】
【数２】
Ｐ b l u e：Ｐ g r e e n  ：Ｐ r e d  

【００３０】
適切な値は、公知の標準（ｓｔａｎｄａｒｄ）によって決定されうる。１つのそのような
標準は、１９９１年の測色照度用ＩＳＯ／ＣＩＥ標準（ＩＳＯ／ＣＩＥ　Ｓｔａｎｄａｒ
ｄ　ｆｏｒ　Ｃｏｌｏｒｍｅｔｒｉｃ　Ｉｌｌｕｍｉｎａｎｃｅ，１９９１）である。他
の諸原色を用いることもでき、その際カラーはそれぞれの原色の量により指定される。
【００３１】
図２Ａは、あるスペクトルを有する光源照明を、波長の関数としての強度によって示す。
それぞれのカラーは波長範囲を有する。
図２Ｂに示されているように、光源照明に対するカラーホイール１５の効果は解析され、
実際の電力比が決定される。この電力比は、カラーホイールのそれぞれのフィルタを通っ
た光を測光器で測定することによって決定される。通常、カラーホイール１５は最初に、
３原色のそれぞれのためのフィルタセグメントを配設される。本説明の例においては、カ
ラーホイール１５は、１つは赤、１つは青、１つは緑の、３つの等しい大きさのフィルタ
セグメントを有する。
【００３２】
電力測定の結果は、それぞれのフィルタを透過した光の実際の電力値、Ｐ’ b l u e、Ｐ’ r e

d  、およびＰ’ g r e e n  である。これら実際の電力値は、所望の電力比と比較される。もし
いずれかのカラーが不足または過剰であれば、それはバランス外れであるものと考えられ
、カラーホイール１５の対応するフィルタが調節される。
【００３３】
図３に示されているように、カラーホイールに対する１つの調節は、カラーホイール１５
のフィルタの透過特性を調節することによって行われうる。詳述すると、該フィルタがも
っと大きい、またはもっと小さい波長範囲を含むように、１つまたはそれ以上のフィルタ
エッジが移動せしめられる。この調節は、可視範囲内のフィルタエッジに対してのもので
ある。緑電力が不足している本説明の例においては、緑フィルタの帯域幅が両方向へ拡大
される。青の不足に対しては、青フィルタの右エッジが長波長の方へ拡大されうる。赤の
不足に対しては、赤フィルタの左エッジが短波長を含むように拡大されうる。カラーが過
剰な場合には、過剰なカラーのフィルタエッジが縮小されるか、または他のカラーのフィ
ルタエッジが拡大されうる。
【００３４】
図３の方法の特徴は、より少数の色相が得られることである。公知のＣＩＥカラーチャー
トによれば、重なり合ったフィルタは色三角形の諸点を引っ込める。しかし、光源１６か
らの光の全強度は減少しない。
【００３５】
図４は、本発明によるもう１つのカラーバランス補償方法を示す。図３の例におけると同
様、所望電力比の緑電力が不足しているものと仮定する。
図示されているように、カラーホイール１５’の緑セグメントは拡大されている。さらに
詳述すると、等しい大きさのセグメントを有するカラーホイールは１２０度の大きさの円
弧をもつセグメントを有するはずであるが、カラーホイール１５’の緑セグメントは１２
０＋α度に拡大されている。赤および青セグメントの大きさは、１２０－α／２度に減少
せしめられている。

10

20

30

40

50

(6) JP 3803424 B2 2006.8.2



【００３６】
緑セグメントの拡大に呼応して、緑データがディスプレイされる時間は増加せしめられる
。この増加は、緑セグメントの大きさの増加に比例する。赤および青データがディスプレ
イされる時間は、赤および青セグメントの大きさの減少に比例して減少せしめられる。
緑のディスプレイ時間は次のように計算される。
【００３７】
【数３】
（Ｔ／３）＋（αＴ／３６０）　秒
ただし、αは緑セグメントが拡大された度数である。赤および青のディスプレイ時間は、
次のように計算される。
【００３８】
【数４】
（Ｔ／３）－｛（α／２）Ｔ／３６０｝　秒
【００３９】
ディスプレイ時間のこの増加および減少は、ＬＳＢ周期（それぞれのタイムスライス）を
調節することによって実現されうる。その場合、それぞれのビットプレーンのディスプレ
イ時間は長くなるので、これは、それぞれのカラーにおける変化を、そのカラーに対する
ディスプレイ時間全体にわたり均等に配分する。しかし、上位ビットのビットプレーンの
みにおけるディスプレイ時間を変化させるなどの、他の方法も可能である。
ＬＳＢ周期が調節される場合の、緑データのＬＳＢ周期の増加は、次のように計算される
。
【００４０】
【数５】
αＴ／｛３６０（２ n  －１）｝　秒
これから直ちに、緑データのＬＳＢ周期が次のように得られる。
【００４１】
【数６】
Ｔ／｛３（２ n  －１）｝＋αＴ／｛３６０（２ n  －１）｝　秒
赤および青データにおけるＬＳＢ時間の減少は、緑データのＬＳＢ時間の増加の１／２で
ある。それらのＬＳＢ周期は次のように計算される。
【００４２】
【数７】
Ｔ／｛３（２ n  －１）｝－（α／２）Ｔ／｛３６０（２ n  －１）｝　秒
【００４３】
図４の方法の特徴は、得られる色空間が影響を受けないことである。しかし、カラーホイ
ール１５のいずれの１回転中における全強度も、セグメントの相対的大きさを変えること
により影響を受ける。
【００４４】
図３の方法と、図４の方法との組合せもまた、所望のカラーバランスを実現するために用
いられうる。換言すれば、カラーホイール１５の１つまたはそれ以上のフィルタセグメン
トの大きさが増加または減少せしめられ、それによって、そのセグメントにおけるディス
プレイ時間が対応して変化せしめられる。同じカラーホイール１５の、そのセグメントま
たは別のセグメントのフィルタ特性もまた調節されうる。両方法のこの組合せは、両方法
の利点を最高に活用し、且つなんらかの欠点を最小化するために用いられうる。
【００４５】
図３または図４の方法において、カラーホイールは、その赤、緑、および青セグメントを
、連続したセグメントとしてではなく、インタリーブされた諸部分として有することもで
きる。以上において参照され、その開示が本明細書に取り込まれている米国特許出願第０
８／１７９，０２８号には、この技術がアーティファクト（ａｒｔｉｆａｃｔ）を減少さ
せる方法として説明されている。図３の方法においては、１つまたはそれ以上のセグメン
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トのフィルタ特性が調節される。図４の方法においては、セグメントの大きさと、ディス
プレイ時間との増加および減少が、諸セグメントに割り当てられる。
【００４６】
最後に、カラーホイールは、３つより少ない、または多いカラーを有することもできる。
あるいは、カラーホイールは、以上において参照され、その開示が本明細書に取り込まれ
ている米国特許第５，２３３，３８５号に説明されているように、白セグメントを有する
こともできる。上述の概念は、それぞれのカラーに割当てられたカラーホイールの部分に
対する責任をはたすために、適切な改変をもって応用されうる。
【００４７】

以上においては本発明を、特定の実施例に関連して説明してきたが、この説明は限定的な
意味に解釈されるべきではない。本技術分野に習熟した者にとっては、開示された実施例
のさまざまな改変および別の実施例が明らかであるはずである。従って、添付の特許請求
の範囲は、本発明の真の範囲内に属する全ての改変に及ぶように考慮されている。
【００４８】
以上の説明に関して更に以下の項を開示する。
（１）カラーホイールによってフィルタされた光源光により発生せしめられるディスプレ
イに対し所望のカラーバランスを与える方法であって、
前記カラーホイールにより与えられるべき諸カラーの所望の電力比を指定するステップと
、
前記カラー比のそれぞれのカラーに対する少なくとも１つのフィルタセグメントを有する
前記カラーホイールであって、それぞれの該フィルタセグメントが指定された波長を通過
させる波長範囲を有する前記カラーホイールを配設するステップと、
前記電力比のそれぞれのカラーのための前記光源光の電力を、該光が該それぞれのカラー
に対応する前記カラーホイールの全てのフィルタセグメントを透過した時に測定し、それ
によってそれぞれのカラーのための電力値を得るステップと、
それぞれのカラーのための該電力値を前記電力比と比較し、それによってバランス外れカ
ラーを決定するステップと、
前記バランス外れカラーを、前記電力値が前記所望の電力比に実質的に一致するように補
償するために、前記カラーホイールの１つまたはそれ以上のフィルタセグメントの前記波
長範囲を調節するステップと、
を含む、カラーホイールによってフィルタされた光源光により発生せしめられるディスプ
レイに対し所望のカラーバランスを与える方法。
【００４９】
（２）前記電力比が３つのカラーから構成される、第１項記載の方法。
（３）前記バランス外れカラーが不足しており、前記調節ステップが該バランス外れカラ
ーに対応する１つまたはそれ以上のフィルタセグメントの前記波長範囲を拡大することに
よって行われる、第１項記載の方法。
【００５０】
（４）前記バランス外れカラーが不足しており、前記調節ステップがバランス外れでない
カラーに対応する１つまたはそれ以上のフィルタセグメントの前記波長範囲を縮小するこ
とによって行われる、第１項記載の方法。
【００５１】
（５）前記バランス外れカラーが過剰であり、前記調節ステップが該バランス外れカラー
に対応する１つまたはそれ以上のフィルタセグメントの前記波長範囲を縮小することによ
って行われる、第１項記載の方法。
【００５２】
（６）前記バランス外れカラーが過剰であり、前記調節ステップがバランス外れでないカ
ラーに対応する１つまたはそれ以上のフィルタセグメントの前記波長範囲を拡大すること
によって行われる、第１項記載の方法。
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【００５３】
（７）カラーホイールによってフィルタされた光源光により発生せしめられ、それぞれの
カラーのための順次画素データにより表現されるディスプレイであって、該画素データが
該ディスプレイのそれぞれの画素のためのディスプレイ時間を表す前記ディスプレイに対
し所望のカラーバランスを与える方法であって、
前記カラーホイールにより与えられるべき諸カラーの所望の電力比を指定するステップと
、
前記カラー比のそれぞれのカラーに対する少なくとも１つのフィルタセグメントを有する
前記カラーホイールを配設するステップと、
前記電力比のそれぞれのカラーのための前記光源光の電力を、該光が該それぞれのカラー
に対応する前記カラーホイールの全てのフィルタセグメントを透過した時に測定し、それ
によってそれぞれのカラーのための電力値を得るステップと、
該電力値を前記電力比と比較し、それによってバランス外れカラーを決定するステップと
、
前記バランス外れカラーを補償するために、前記カラーホイールの前記フィルタセグメン
トの相対的大きさを調節するステップと、
それぞれのカラーに対する前記画素データのためのディスプレイ時間を、そのカラーに対
応する前記少なくとも１つのセグメントの前記大きさの調節に比例する時間量だけ調節す
るステップと、
を含む、カラーホイールによってフィルタされた光源光により発生せしめられるディスプ
レイに対し所望のカラーバランスを与える方法。
【００５４】
（８）前記画素データがビットプレーンにフォーマットされており、ディスプレイ時間を
調節する前記ステップが、１つまたはそれ以上のビットプレーンのための該ディスプレイ
時間を調節することによって行われる、第７項記載の方法。
（９）前記ディスプレイ時間が、最下位ビット（ＬＳＢ）周期を増加または減少させるこ
とによって調節される、第８項記載の方法。
【００５５】
（１０）前記バランス外れカラーが不足しており、前記フィルタセグメントの相対的大き
さを調節する前記ステップが、該バランス外れカラーに対応する１つまたはそれ以上のフ
ィルタセグメントの前記大きさを増加させることによって行われる、第７項記載の方法。
【００５６】
（１１）前記バランス外れカラーが過剰であり、前記フィルタセグメントの相対的大きさ
を調節する前記ステップが、該バランス外れカラーに対応する１つまたはそれ以上のフィ
ルタセグメントの前記大きさを減少させることによって行われる、第７項記載の方法。
【００５７】
（１２）カラーホイールによってフィルタされた光源光により発生せしめられ、それぞれ
のカラーのための順次画素データにより表現されるディスプレイであって、該画素データ
が該ディスプレイのそれぞれの画素のためのディスプレイ時間を表す前記ディスプレイに
対し所望のカラーバランスを与える方法であって、
前記カラーホイールにより与えられるべき諸カラーの所望の電力比を指定するステップと
、
前記カラー比のそれぞれのカラーに対する少なくとも１つのフィルタセグメントを有する
前記カラーホイールであって、それぞれの該フィルタセグメントが指定された波長を通過
させる波長範囲を有する前記カラーホイールを配設するステップと、
前記電力比のそれぞれのカラーのための前記光源光の電力を、該光が該それぞれのカラー
に対応する前記カラーホイールの全てのフィルタセグメントを透過した時に測定し、それ
によってそれぞれのカラーのための電力値を得るステップと、
それぞれのカラーのための該電力値を前記電力比と比較し、それによってバランス外れカ
ラーを決定するステップと、
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前記バランス外れカラーを補償するために、前記カラーホイールの前記フィルタセグメン
トの相対的大きさを調節するステップと、
それぞれのカラーに対する前記画素データのための前記ディスプレイ時間を、そのカラー
に対応する前記少なくとも１つのセグメントの前記大きさの調節に比例する時間量だけ調
節するステップと、
前記バランス外れカラーを補償するために、前記カラーホイールの１つまたはそれ以上の
フィルタセグメントの前記波長範囲を調節するステップと、
を含む、カラーホイールによってフィルタされた光源光により発生せしめられるディスプ
レイに対し所望のカラーバランスを与える方法。
【００５８】
（１３）前記バランス外れカラーが不足しており、前記波長範囲を調節する前記ステップ
が、該バランス外れカラーに対応する１つまたはそれ以上のフィルタセグメントの前記波
長範囲を拡大することによって行われる、第１２項記載の方法。
【００５９】
（１４）前記バランス外れカラーが不足しており、前記波長範囲を調節する前記ステップ
が、バランス外れでないカラーに対応する１つまたはそれ以上のフィルタセグメントの前
記波長範囲を縮小することによって行われる、第１２項記載の方法。
【００６０】
（１５）前記バランス外れカラーが過剰であり、前記波長範囲を調節する前記ステップが
、該バランス外れカラーに対応する１つまたはそれ以上のフィルタセグメントの前記波長
範囲を縮小することによって行われる、第１２項記載の方法。
【００６１】
（１６）前記バランス外れカラーが過剰であり、前記波長範囲を調節する前記ステップが
、バランス外れでないカラーに対応する１つまたはそれ以上のフィルタセグメントの前記
波長範囲を拡大することによって行われる、第１２項記載の方法。
【００６２】
（１７）前記バランス外れカラーが不足しており、前記フィルタセグメントの相対的大き
さを調節する前記ステップが、該バランス外れカラーに対応する１つまたはそれ以上のフ
ィルタセグメントの前記大きさを増加させることによって行われる、第１２項記載の方法
。
【００６３】
（１８）前記バランス外れカラーが過剰であり、前記フィルタセグメントの相対的大きさ
を調節する前記ステップが、該バランス外れカラーに対応する１つまたはそれ以上のフィ
ルタセグメントの前記大きさを減少させることによって行われる、第１２項記載の方法。
【００６４】
（１９）光源１６およびカラーホイール１５を用いるディスプレイシステム１０によりデ
ィスプレイされる諸カラーを検出し且つ補償する方法。所望のカラーバランスは、３原色
の電力比によって指定される。次に、この比は、カラーホイールのそれぞれのカラーによ
ってフィルタされた光の実際の電力と比較される（図２Ａおよび図２Ｂ）。第１実施例に
おいては、フィルタの透過特性が調節される（図３）。第２実施例においては、カラーホ
イールのセグメントの大きさと、それぞれのセグメントに対応するデータのためのディス
プレイ時間とが、変化せしめられる（図４）。これら２つの実施例はまた、所望のカラー
バランスを実現するために組合わされうる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明により構成され且つ動作せしめられる、カラーホイールを有するディスプ
レイシステムのブロック図。
【図２】ＡおよびＢは、本発明による、図１のシステムにおけるカラーインバランスを検
出するステップを示す図。
【図３】カラーインバランスの第１補償方法を示す図。
【図４】カラーインバランスの第２補償方法を示す図。
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【符号の説明】
１０　　画像ディスプレイシステム
１４　　空間的光変調器
１５　　カラーホイール
１５’　カラーホイール
１６　　光源

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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