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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部を駆動するた
めの出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力映像信号に基づいて生成す
る信号生成装置であって、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、前記入力映像信号にゲイン値を乗ずることによって
前記表示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成し、
　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
前記ゲイン値を変化させ、
　前記積算ステップの値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小
、入力映像信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されてお
り、
　前記ゲイン値は、前記積算値が小さいほど大きくなり、前記積算値が大きいほど小さく
なるように変化する
信号生成装置。
【請求項２】
　前記表示領域の部分は１つの画素から成り、当該画素に対応する入力映像信号に基づい
て低輝度表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
請求項１に記載の信号生成装置。
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【請求項３】
　前記表示領域の部分は複数の画素から成り、当該複数の画素のうちの一部の画素に対応
する入力映像信号に基づいて低輝度表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検
出する、
請求項１に記載の信号生成装置。
【請求項４】
　前記複数の画素のうちの一部の画素に対応する入力映像信号の平均に基づいて低輝度表
示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
請求項３に記載の信号生成装置。
【請求項５】
　第１原色を表示するための第１入力映像信号、第２原色を表示するための第２入力映像
信号、及び、第３原色を表示するための第３入力映像信号が、入力映像信号として供給さ
れ、
　第１入力映像信号、第２入力映像信号、及び、第３入力映像信号のそれぞれに共通のゲ
イン値を乗じて、第１原色を表示する第１副画素を駆動するための第１出力映像信号、第
２原色を表示する第２副画素を駆動するための第２出力映像信号、及び、第３原色を表示
する第３副画素を駆動するための第３出力映像信号を、出力映像信号として生成する、
請求項１に記載の信号生成装置。
【請求項６】
　前記積算ステップの値が所定の値以下である場合に積算値をリセットする処理を行う、
請求項１記載の信号生成装置。
【請求項７】
　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部を駆動するた
めの出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力映像信号に基づいて生成す
る信号生成装置において実行されることにより、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、前記入力映像信号にゲイン値を乗ずることによって
前記表示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成し、
　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
前記ゲイン値を変化させ、
　前記積算ステップの値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小
、入力映像信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されてお
り、
　前記ゲイン値は、前記積算値が小さいほど大きくなり、前記積算値が大きいほど小さく
なるように変化する
信号生成プログラム。
【請求項８】
　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部を駆動するた
めの出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力映像信号に基づいて生成す
る信号生成方法であって、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、前記入力映像信号にゲイン値を乗ずることによって
前記表示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成し、
　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
前記ゲイン値を変化させ、
　前記積算ステップの値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小
、入力映像信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されてお
り、
　前記ゲイン値は、前記積算値が小さいほど大きくなり、前記積算値が大きいほど小さく
なるように変化する
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信号生成方法。
【請求項９】
　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部、及び、
　画像表示部を駆動するための出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力
映像信号に基づいて生成する信号生成部、
を備えており、
　信号生成部は、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、前記入力映像信号にゲイン値を乗ずることによって
前記表示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成し、
　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
前記ゲイン値を変化させ、
　前記積算ステップの値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小
、入力映像信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されてお
り、
　前記ゲイン値は、前記積算値が小さいほど大きくなり、前記積算値が大きいほど小さく
なるように変化する
画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、信号生成装置、信号生成プログラム、信号生成方法、及び、画像表示装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置に表示される画像の輝度値の範囲は、表示装置の設計上の仕様などによって制
限される。表示装置に表示される画像は輝度のダイナミックレンジが圧縮されているので
、臨場感が低下したといった印象を与えやすい。
【０００３】
　このような表示状態を改善するために、例えば、特表２００９－５２０２４１号公報（
特許文献１）には、限られた面積を有する明るい領域の輝度値を選択的に増大するといっ
たことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００８－５２９３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　引用文献１のように、特定の表示部分において輝度値の上限をより高く設定するといっ
たことをすれば、画像の臨場感を高めることができる。しかしながら、輝度値の上限を単
純に高く設定するといったことを行うと、消費電力の増加や表示素子の劣化に起因する焼
き付きなどといった問題が生ずる。
【０００６】
　従って、本開示の目的は、消費電力の増加や表示素子の劣化に起因する焼き付きなどの
程度を抑え、画像の臨場感を高めることができる、信号生成装置、信号生成プログラム、
及び、信号生成方法、並びに、画像表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するための本開示の信号生成装置は、
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　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部を駆動するた
めの出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力映像信号に基づいて生成す
る信号生成装置であって、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、前記入力映像信号にゲイン値を乗ずることによって
前記表示領域の部分の各画素に対応する出力映像を生成し、
　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
前記ゲイン値を変化させ、
　前記積算ステップの値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小
、入力映像信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されてお
り、
　前記ゲイン値は、前記積算値が小さいほど大きくなり、前記積算値が大きいほど小さく
なるように変化する
信号生成装置である。
【０００８】
　また、上記の目的を達成するための本開示の信号生成プログラムは、
　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部を駆動するた
めの出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力映像信号に基づいて生成す
る信号生成装置において実行されることにより、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、前記入力映像信号にゲイン値を乗ずることによって
前記表示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成し、
　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
前記ゲイン値を変化させ、
　前記積算ステップの値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小
、入力映像信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されてお
り、
　前記ゲイン値は、前記積算値が小さいほど大きくなり、前記積算値が大きいほど小さく
なるように変化する
信号生成プログラムである。
【０００９】
　また、上記の目的を達成するための本開示の信号生成方法は、
　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部を駆動するた
めの出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力映像信号に基づいて生成す
る信号生成方法であって、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、前記入力映像信号にゲイン値を乗ずることによって
前記表示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成し、
　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
前記ゲイン値を変化させ、
　前記積算ステップの値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小
、入力映像信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されてお
り、
　前記ゲイン値は、前記積算値が小さいほど大きくなり、前記積算値が大きいほど小さく
なるように変化する
信号生成方法である。
【００１０】
　また、上記の目的を達成するための本開示の画像表示装置は、
　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部、及び、
　画像表示部を駆動するための出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力
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映像信号に基づいて生成する信号生成部、
を備えており、
　信号生成部は、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、前記入力映像信号にゲイン値を乗ずることによって
前記表示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成し、
　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
前記ゲイン値を変化させ、
　前記積算ステップの値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小
、入力映像信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されてお
り、
　前記ゲイン値は、前記積算値が小さいほど大きくなり、前記積算値が大きいほど小さく
なるように変化する
画像表示装置である。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示に係る信号生成装置、信号生成プログラム、信号生成方法、及び、画像表示装置
によれば、消費電力の増加や表示素子の劣化に起因する焼き付きなどの程度を抑え、画像
の臨場感を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る画像表示装置の概念図である。
【図２】図２は、信号生成部を構成する映像信号積算値算出部の構成を説明するための模
式的なブロック図である。
【図３】図３は、点滅するウィンドウパターンを画像表示部に表示するときに、ウインド
ウパターン上のＡ点に対応する入力映像信号の時間変化を説明する模式的なグラフである
。
【図４】図４は、信号生成装置を構成する積算ステップ算出部における積算ステップの算
出を説明するための模式的なグラフである。
【図５】図５は、積算値の変化を説明するための模式的なグラフである。
【図６】図６は、信号生成装置を構成する映像信号レベル制御部の構成を説明するための
模式的なブロック図である。
【図７】図７は、信号生成装置を構成するゲイン算出部におけるゲイン値の算出を説明す
るための模式的なグラフである。
【図８】図８は、積算値および入力映像信号の値と、ゲイン値との対応を説明するための
模式的なグラフである。
【図９】図９は、入力映像信号が大きくなるほどゲイン値を増加させる係数を与える重み
づけ関数の例を示す模式的なグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、実施形態に基づき本開示を説明する。本開示は実施形態に限定
されるものではなく、実施形態における種々の数値や材料は例示である。以下の説明にお
いて、同一要素または同一機能を有する要素には同一符号を用いることとし、重複する説
明は省略する。尚、説明は、以下の順序で行う。
１．本開示に係る信号生成装置、信号生成プログラム、信号生成方法、及び、画像表示装
置、全般に関する説明
２．第１の実施形態、その他
【００１４】
［本開示に係る信号生成装置、信号生成プログラム、信号生成方法、及び、画像表示装置
、全般に関する説明］
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【００１５】
　本開示の信号生成装置、本開示の信号生成プログラムが実行される信号生成装置、本開
示の画像表示装置に用いられる信号生成装置（以下、これらを単に、本開示の信号生成装
置と呼ぶ場合がある）にあっては、表示領域の部分は１つの画素から成り、画素に対応す
る入力映像信号に基づいて低輝度表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出
する構成とすることができる。
【００１６】
　あるいは又、本開示の信号生成装置にあっては、表示領域の部分は複数の画素から成り
、複数の画素のうちの一部の画素に対応する入力映像信号に基づいて低輝度表示の信号か
ら高輝度表示の信号への切り替わりを検出する構成とすることができる。この場合におい
て、複数の画素のうちの一部の画素に対応する入力映像信号の平均に基づいて低輝度表示
の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する構成とすることができる。
【００１７】
　上述した各種の好ましい構成を含む本開示の信号生成装置にあっては、出力映像信号の
値は入力映像信号の値にゲイン値を乗ずることによって算出され、切り替わりから或る期
間の間は表示領域の部分の各画素に対応する入力映像信号に通常よりも大きな値のゲイン
値を乗ずる構成とすることができる。この場合において、第１原色を表示するための第１
入力映像信号、第２原色を表示するための第２入力映像信号、及び、第３原色を表示する
ための第３入力映像信号が、入力映像信号として供給され、第１入力映像信号、第２入力
映像信号、及び、第３入力映像信号のそれぞれに共通のゲイン値を乗じて、第１原色を表
示する第１副画素を駆動するための第１出力映像信号、第２原色を表示する第２副画素を
駆動するための第２出力映像信号、及び、第３原色を表示する第３副画素を駆動するため
の第３出力映像信号を、出力映像信号として生成する構成とすることができる。
【００１８】
　上述した各種の好ましい構成を含む本開示の信号生成装置にあっては、入力映像信号の
値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて入力映像信号に乗
ずるゲイン値を変化させる構成とすることができる。この場合において、ステップ値は、
入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小、入力映像信号が最大輝度の
画像を表示する値の場合には最大となるように設定されている構成とすることができる。
また、積算ステップが所定の値以下である場合に積算値をリセットする処理を行う構成と
することができる。
【００１９】
　本開示に用いられる画像表示部（以下、これらを単に、本開示の画像表示部と呼ぶ場合
がある）にあっては、方式は特に限定するものではない。例えば、画像表示部は、動画の
表示に適したものであってもよいし、静止画の表示に適したものであってもよい。画像表
示部は、例えば、エレクトロルミネッセンス表示装置のような自発光方式であってもよい
し、液晶表示装置のように、透過型方式あるいは反射型方式であってもよい。
【００２０】
　画像表示部は、所謂モノクロ表示の構成であってもよいし、カラー表示の構成であって
もよい。カラー表示の構成とする場合には、１つの画素は複数の副画素から成る構成、具
体的には、１つの画素は、赤色発光副画素、緑色発光副画素、及び、青色発光副画素の３
つの副画素から成る構成とすることができる。更には、これらの３種の副画素に更に１種
類あるいは複数種類の副画素を加えた１組（例えば、輝度向上のために白色光を発光する
副画素を加えた１組、色再現範囲を拡大するために補色を発光する副画素を加えた１組、
色再現範囲を拡大するためにイエローを発光する副画素を加えた１組、色再現範囲を拡大
するためにイエロー及びシアンを発光する副画素を加えた１組）から構成することもでき
る。
【００２１】
　画像表示部の画素（ピクセル）の値として、ＶＧＡ（６４０，４８０）、Ｓ－ＶＧＡ（
８００，６００）、ＸＧＡ（１０２４，７６８）、ＡＰＲＣ（１１５２，９００）、Ｓ－



(7) JP 6288818 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

ＸＧＡ（１２８０，１０２４）、Ｕ－ＸＧＡ（１６００，１２００）、ＨＤ－ＴＶ（１９
２０，１０８０）、Ｑ－ＸＧＡ（２０４８，１５３６）の他、（１９２０，１０３５）、
（７２０，４８０）、（１２８０，９６０）等、画像表示用解像度の幾つかを例示するこ
とができるが、これらの値に限定するものではない。
【００２２】
　本開示に用いられる信号生成部や信号生成装置は、例えば、演算回路や記憶装置から構
成することができる。これらは、周知の回路素子等を用いて構成することができる。信号
生成部や信号生成装置は、例えば、ハードウェアによる物理的な結線に基づいて動作する
といった構成であってもよいし、プログラムに基づいて動作するといった構成であっても
よい。信号生成部は、例えば、画像表示部を駆動するために用いられる駆動ＩＣや画像処
理ＩＣなどに機能の一部として実装されていてもよい。
【００２３】
　信号生成処理の処理は、入力映像信号をリアルタイムに処理するといった構成とするこ
とができる。尚、場合によっては、非リアルタイムに処理するといった構成とすることも
できる。例えば、記憶手段に保存された入力映像信号のデータに対して順次処理を行い、
処理済の信号データを記憶手段に保存し、ユーザーの要求に応じて処理済の信号データを
読み出すといった構成とすることもできる。
【００２４】
　本明細書に示す各種の条件は、厳密に成立する場合の他、実質的に成立する場合にも満
たされる。例えば、「赤色」とは実質的に赤色として認識されれば足りる。他の色につい
ても同様である。設計上あるいは製造上生ずる種々のばらつきの存在は許容される。
【００２５】
［第１の実施形態］
　第１の実施形態は、本開示に係る信号生成装置、信号生成プログラム、信号生成方法、
及び、画像表示装置に関する。
【００２６】
　図１は、第１の実施形態に係る画像表示装置の概念図である。
【００２７】
　第１の実施形態に係る画像表示装置１は、たとえば外部から供給される入力映像信号に
基づいて出力映像信号を生成する信号生成部（信号生成装置）１０と、第１原色を表示す
る第１副画素、第２原色を表示する第２副画素、及び、第３原色を表示する第３副画素が
２次元マトリクス状に配列されて成る画像表示部２０とを備えている。
【００２８】
　信号生成部１０は、１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低
輝度表示の信号から高輝度表示の信号へ切り替わるとき、切り替わりから或る期間の間は
表示領域の部分の輝度が通常より高くなるように表示領域の部分の各画素に対応する出力
映像信号を生成する。
【００２９】
　画像表示部２０は、例えば、有機エレクトロルミネッセンスパネルといった、電流駆動
型の発光部を備えた自発光の表示パネルから構成されている。
【００３０】
　第１の実施形態において、第１原色、第２原色、第３原色は、それぞれ、赤色、緑色、
青色である。画像表示部２０の、第１原色を表示する第１副画素、第２原色を表示する第
２副画素、及び、第３原色を表示する第３副画素を、それぞれ、符号２２R、符号２２G、
符号２２Bで表す。画像表示部２０の画素２２は、第１副画素２２R、第２副画素２２G、
第３副画素２２Bの組から構成されている。画素２０がマトリクス状に配列されて成る表
示領域を符号２１で示した。
【００３１】
　信号生成部１０には、表示すべき画像の各画素に対応して、外部から入力映像信号が供
給される。説明の都合上、外部から信号生成部１０に入力される入力映像信号は、例えば
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８ビットのＲＧＢ方式の信号であるとし、信号生成部１０から出力される出力映像信号は
、例えば９ビットのＲＧＢ方式の信号であるとする。
【００３２】
　信号生成部１０は、表示すべき画像の画素に対応する入力映像信号の値に基づいて、消
費電力の増加や表示素子の劣化に起因する焼き付きなどの程度を抑え、画像の臨場感を高
めることができるように、出力映像信号を生成する。信号生成部１０は、図示せぬ記憶手
段に格納されている信号生成プログラムに基づいて動作し、１つ以上の画素を含む表示領
域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から高輝度表示の信号へ切り替わる
とき、切り替わりから或る期間の間は表示領域の部分の輝度が通常より高くなるように表
示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成する。
【００３３】
　赤色表示用の入力映像信号を符号Ｒin、緑色表示用の入力映像信号を符号Ｇin、青色表
示用の入力映像信号を符号Ｂinと表す。信号Ｒin，Ｇin，Ｂinは、表示すべき画像の輝度
に応じて０から２５５の間の値をとる。ここでは、値が大きくなるほど輝度が高くなるも
のとする。また、以下の説明において、入力映像信号Ｒin、入力映像信号Ｇin、入力映像
信号Ｂinを纏めて、「入力映像信号（Ｒin，Ｇin，Ｂin）」、あるいは単に「入力映像信
号」と表す場合がある。
【００３４】
　信号生成部１０の構成や動作について説明する。信号生成部１０は、映像信号積算値算
出部１１と映像信号レベル制御部１２とを備えている。
【００３５】
　映像信号積算値算出部１１には入力映像信号が入力される。映像信号レベル制御部１２
には、入力映像信号に加えて、映像信号積算値算出部１１からの出力が入力される。そし
て、これらの値に基づいて、映像信号レベル制御部１２は、出力映像信号を出力する。
【００３６】
　図２は、信号生成部１０を構成する映像信号積算値算出部の構成を説明するための模式
的なブロック図である。
【００３７】
　映像信号積算値算出部１１は、入力信号変換部１１１、縮小スケーリング部１１２、積
算ステップ算出部１１３、時間方向積算値算出部１１４、積算値保持部１１５、及び、拡
大スケーリング部１１６から構成されている。
【００３８】
　説明の都合上、入力映像信号は、図３に示すような点滅するウィンドウパターンを表示
する場合の信号を想定する。尚、図示の都合上、図３にあっては、１つの点灯期間とその
両側の消灯期間のみを示した。
【００３９】
　表示領域の部分は１つの画素から成り、画素に対応する入力映像信号に基づいて低輝度
表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する構成とすることもできるし、
あるいは又、表示領域の部分は複数の画素から成り、複数の画素のうちの一部の画素に対
応する入力映像信号に基づいて低輝度表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを
検出する構成とすることもできる。ここでは、表示領域の部分は複数の画素、例えば、８
×８の画素の群から成るとして説明する。
【００４０】
　ウィンドウ内のＡ点の入力映像信号の値は、点灯期間（白表示期間と呼ぶ場合がある）
において（Ｒin，Ｇin，Ｂin）＝（２５５，２５５，２５５）であるとし、消灯期間（黒
表示期間と呼ぶ場合がある）において（Ｒin，Ｇin，Ｂin）＝（０，０，０）であるとす
る。また、ウィンドウ外（即ち、背景の部分）の入力映像信号の値は、常に、（Ｒin，Ｇ

in，Ｂin）＝（０，０，０）であるとする。
【００４１】
　図２に示す入力信号変換部１１１は、入力映像信号値を輝度（符号Ｌoutで表す場合が
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ある）または明度（符号Ｖoutで表す場合がある）に相等する信号値に変換する。
【００４２】
　入力映像信号値を輝度に相等する信号値に変換する式は、以下の式（１）で与えられる
。但し、式（１）における係数Ｋr，Ｋg，Ｋbは、Ｋr＋Ｋg＋Ｋb＝１を満たし、通常は視
感度特性を考慮してＫg＞Ｋr＞Ｋbとなるように設定された係数である。
【００４３】
Ｌout＝Ｋr・Ｒin＋Ｋg・Ｇin＋Ｋb・Ｂin　　　　　　　　　　（１）
【００４４】
　入力映像信号値を明度に相等する信号値に変換する式は、以下の式（２）で与えられる
。但し、式（２）におけるＭＡＸは引数の最大値を与える関数である。
【００４５】
Ｖout＝ＭＡＸ（Ｒin，Ｇin，Ｂin）　　　　　　　　　　　　 （２）
【００４６】
　説明の都合上、ここでは、入力映像信号値を輝度Ｌoutに変換するとして説明する。ウ
ィンドウを点灯させる信号が供給されているとき、入力信号変換部１１１は、図３に示す
Ａ点について、Ｌout＝２５５といった値を出力する。また、ウィンドウを消灯させる信
号が供給されているとき、入力信号変換部１１１は、Ａ点について、Ｌout＝０といった
値を出力する。
【００４７】
　図２に示す縮小スケーリング部１１２は、積算値保持部１１５のメモリサイズに合わせ
て原画像の縮小変換を行う。この処理は、例えば、Ａ点を含む画素群における単純な間引
き、あるいはまた、画素群における入力映像信号値の平均化処理などといった周知の方法
により行えばよい。
【００４８】
　説明の都合上、Ａ点は縮小スケーリングの影響を受けない位置にあるとする。この場合
、縮小スケーリング部１１２の出力は２５５となる。
【００４９】
　積算ステップ算出部１１３は、図４に示すような特性に基づいて積算ステップを算出す
る。ステップ値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小、入力映
像信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されている、図４
に示す特性は、縮小スケーリング部１１２の出力が大きい程（即ち、高輝度である程）、
積算ステップを大きくするような重みづけの関数として与えられる。この関数は、ルック
アップテーブルとして与えられてもよいし、演算式として与えられていてもよい。
【００５０】
　尚、図４に示す特性は、入力信号レベルに応じて滑らかに変化する特性としたが、例え
ば、信号レベル０ないし１２７では０、信号レベル１２８ないし２５５では上限値といっ
た、デジタル的に変化する特性としてもよい。
【００５１】
　ここでは、図４に示す積算ステップ（符号ＳＳで表す場合がある）の上限値を４とする
。時間を符号ｔで表せば、図３に示すＡ点における積算ステップＳＳの値は、以下のよう
になる。
【００５２】
　　 ０≦ｔ＜Ｔ1 ：　ＳＳ＝０
　　Ｔ1≦ｔ＜Ｔ2 ：　ＳＳ＝４
　　Ｔ2≦ｔ＜Ｔ3 ：　ＳＳ＝０
【００５３】
　図２に示す時間方向積算値算出部１１４においては、入力される積算値ステップＳＳの
値に応じて、積算値ステップＳＳと積算値保持部１１５に保持されている積算値との加算
処理または積算値保持部１１５に保持されている積算値のリセット処理を行う。
【００５４】
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　積算処理については、仕様に応じて設定した時間間隔で積算を行うこととする。説明の
都合上、この時間間隔は２フレーム期間に固定された設定であるとするが、この時間間隔
を積算値に応じて可変にするといった構成とすることもできる。
【００５５】
　また、積算値は例えば０ないし２５５といったレンジを持つとする。換言すれば、積算
結果が２５５を超える場合には、その値は２５５に丸められる。
【００５６】
　そして、積算ステップが所定の値以下であった場合に、保持されている積算値をリセッ
トする。ここでは、積算ステップが０であった場合に、リセットを行うものとする。
【００５７】
　図３に示すＡ点において、黒表示期間は積算ステップが０である。従って、黒表示期間
においては常にリセットが行われるため、積算値は０である。
【００５８】
　時間Ｔ1になると、ウィンドウが白表示状態とされ、積算値には、２フレーム周期で積
算ステップＳＳが４ずつ加算される。これによって、画素に対応する入力映像信号に基づ
いて低輝度表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出することができる。ウ
ィンドウの白表示期間が数秒ほど続くとすれば、１２８フレームの間（６０フレーム／秒
であれば２秒に相当）に６４回の積算処理が行われ、積算値は２５５の上限に達する（図
５を参照）。
【００５９】
　時間Ｔ2になると、ウィンドウは黒表示状態となり、積算ステップは０となる。このと
き、リセット処理が行われ、積算値は０になる（図５を参照）。
【００６０】
　図２に示す拡大スケーリング部１１６においては、積算値保持部１１５のメモリサイズ
に合わせた縮小画像を、原画像相当の画素数の画像に拡大する変換を行う。この処理は、
隣接画素値のコピーや、縮小画像の各画素間の線形もしくは非線形補完処理などの周知の
方法によって行えばよい。以上の結果、各画素映像信号積算値として、０から２５５の範
囲を持つ値が算出される。
【００６１】
　以上、映像信号積算値算出部１１の動作を説明した。
【００６２】
　引き続き、図１に示す映像信号レベル制御部１２の動作について説明する。
【００６３】
　図６は、信号生成装置を構成する映像信号レベル制御部の構成を説明するための模式的
なブロック図である。
【００６４】
　映像信号レベル制御部１２は、ゲイン乗算部１２１とゲイン算出部１２２から構成され
ている。先ず、ゲイン算出部１２２の動作について説明する。
【００６５】
　映像信号積算値算出部１１からの出力、即ち、各画素映像信号積算値は、ゲイン算出部
１２２に入力される。ゲイン算出部１２２は、図７のグラフに示すような特性に従って、
各画素映像信号積算値に対応するゲイン値を算出する。図７において、符号ＧＮpeakはゲ
イン値の最大値、符号ＧＮbaseはゲイン値の最小値である。尚、例えば、符号ＧＮpeak＝
１．０、符号ＧＮbase＝０．５といった値である。
【００６６】
　ゲイン算出部１２２は、各画素映像信号積算値が小さいほど大きなゲイン値を出力し各
画素映像信号積算値が大きいほど小さなゲイン値を出力するような重みづけの関数を、ル
ックアップテーブル若しくは演算式として備えており、各画素映像信号積算値に対応する
ゲイン値を算出する。
【００６７】
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　図３に示すＡ点において、黒表示期間は積算値が０である。従って、時間ｔが、０≦ｔ
＜Ｔ1である間、図６に示すゲイン算出部１２２は、Ａ点に対応するゲイン値としてＧＮp

eakを出力し続ける。
【００６８】
　時間ｔ＝Ｔ1になると、ウィンドウの白表示期間が開始する。ウィンドウの点灯開始か
ら時間が経過するにつれて、映像信号積算値は徐々にインクリメントされる。したがって
、出力されるゲイン値も徐々に減少する。ウィンドウの点灯開始から１２８フレームが経
過したときに、映像信号積算値は最大値２５５に達し、出力されるゲイン値は最小値Ｇba

seとなる。それ以降のウィンドウの点灯期間にあっては、この状態が維持される（図８を
参照）。以上説明した動作によれば、入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間
軸方向に積算した積算値に基づいて入力映像信号に乗ずるゲイン値を変化させるように動
作する。
【００６９】
　時間ｔ＝Ｔ2になると、ウィンドウの黒表示期間が開始する。上述したように、黒表示
期間は積算ステップが０である。従って、黒表示期間においては常にリセットが行われる
ため、積算値は０である。出力されるゲインは最大値peakである（図８を参照）。
【００７０】
　引き続き、図６に示すゲイン乗算部１２１の動作について説明する。ゲイン乗算部１２
１には、入力映像信号とゲイン算出部１２２が算出したゲイン値とが入力され、入力映像
信号にゲイン値を乗算して出力映像信号とする。
【００７１】
　ここでは、入力映像信号（Ｒin，Ｇin，Ｂin）のそれぞれに同じゲイン値を乗算する。
従って、原理的には、表示される画像の色度変化は生じない。ゲイン算出部１２２が出力
するゲイン値を符号ＧＮoutと表し、出力映像信号（Ｒout，Ｇout，Ｂout）と表せば、映
像信号の値は、以下の式（３）、（４）、（５）で与えられる。尚、符号ＧＮoutは０．
５ないし１．０といった値である。
【００７２】
Ｒout＝ＧＮout・Ｒin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）
Ｇout＝ＧＮout・Ｇin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）
Ｒout＝ＧＮout・Ｂin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５）
【００７３】
　以上説明したように、第１入力映像信号、第２入力映像信号、及び、第３入力映像信号
のそれぞれに共通のゲイン値を乗じて、第１原色を表示する第１副画素を駆動するための
第１出力映像信号、第２原色を表示する第２副画素を駆動するための第２出力映像信号、
及び、第３原色を表示する第３副画素を駆動するための第３出力映像信号を、出力映像信
号として生成する。
【００７４】
　このように、出力映像信号の値は入力映像信号の値にゲイン値を乗ずることによって算
出され、切り替わりから或る期間の間は表示領域の部分の各画素に対応する入力映像信号
に通常よりも大きな値のゲイン値を乗ずる処理が施される。
【００７５】
　尚、入力映像信号にゲイン値を乗算する際に、入力映像信号の値に応じた重み付けをす
るといった構成としてもよい。
【００７６】
　図９は、入力映像信号が大きくなるほどゲイン値を増加させる係数を与える関数の例を
示す模式的なグラフである。この特性は、入力映像信号が大きいほどゲイン値を増加させ
るような特性となっており、高輝度画素を、より高輝度に発光させる（輝度を突き上げる
）効果を生む。図９に示す係数の値を符号ＧＫ、入力映像信号に乗算されるゲイン値を符
号ＧＮ’outとすれば、ＧＮ’outは以下の式（６）で与えれる。
【００７７】
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ＧＮ’out＝１＋ＧＫ・ＧＮout　　　　　　　　　　　　　　　（６）
【００７８】
　尚、符号ＧＫは例えば０ないし１．０といった値である。符号ＧＮ’outは１．０ない
し２．０といった値となる。
【００７９】
　上述した式（６）に従えば、低輝度である場合には積算値算出結果に拘らず、ＧＮ’ou

t＝１が出力される。即ち、低輝度表示時に積算値がリセットされることでＧＮout＝Ｇpe

akとなっていたとしても、ＧＫ＝０であるためＧＮ’out＝１となる。これによって、低
階調側には影響を与えることなく、高輝度側の表示輝度を時間方向に制御することができ
る。
【００８０】
　以上説明した動作によれば、１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像
信号が低輝度表示の信号から高輝度表示の信号へ切り替わるとき、切り替わりから或る期
間の間は表示領域の部分の輝度が通常より高くなるように表示領域の部分の各画素に対応
する出力映像信号が生成される。
【００８１】
　これによって、画像のきらめきなどを強調するように出力映像信号が生成されるので、
画像の臨場感を高めることができる。また、常時高輝度の表示を行うといった動作ではな
いので、消費電力の増加や表示素子の劣化に起因する焼き付きといった程度を抑えること
ができる。
【００８２】
　尚、本開示の技術は以下のような構成も取ることができる。
［１］
　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部を駆動するた
めの出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力映像信号に基づいて生成す
る信号生成装置であって、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、切り替わりから或る期間の間は表示領域の部分の輝
度が通常より高くなるように表示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成する
、
信号生成装置。
［２］
　表示領域の部分は１つの画素から成り、画素に対応する入力映像信号に基づいて低輝度
表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［１］に記載の信号生成装置。
［３］
　表示領域の部分は複数の画素から成り、複数の画素のうちの一部の画素に対応する入力
映像信号に基づいて低輝度表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［１］に記載の信号生成装置。
［４］
　複数の画素のうちの一部の画素に対応する入力映像信号の平均に基づいて低輝度表示の
信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［３］に記載の信号生成装置。
［５］
　出力映像信号の値は入力映像信号の値にゲイン値を乗ずることによって算出され、
　切り替わりから或る期間の間は表示領域の部分の各画素に対応する入力映像信号に通常
よりも大きな値のゲイン値を乗ずる、
上記［１］ないし［４］のいずれかに記載の信号生成装置。
［６］
　第１原色を表示するための第１入力映像信号、第２原色を表示するための第２入力映像
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信号、及び、第３原色を表示するための第３入力映像信号が、入力映像信号として供給さ
れ、
　第１入力映像信号、第２入力映像信号、及び、第３入力映像信号のそれぞれに共通のゲ
イン値を乗じて、第１原色を表示する第１副画素を駆動するための第１出力映像信号、第
２原色を表示する第２副画素を駆動するための第２出力映像信号、及び、第３原色を表示
する第３副画素を駆動するための第３出力映像信号を、出力映像信号として生成する、
上記［５］に記載の信号生成装置。
［７］
　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
入力映像信号に乗ずるゲイン値を変化させる、
上記［１］ないし［６］のいずれかに記載の信号生成装置。
［８］
　ステップ値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小、入力映像
信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されている、
上記［７］に記載の信号生成装置。
［９］
　積算ステップが所定の値以下である場合に積算値をリセットする処理を行う、
上記［７］または［８］に記載の信号生成装置。
［１０］
　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部を駆動するた
めの出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力映像信号に基づいて生成す
る信号生成装置において実行されることにより、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、切り替わりから或る期間の間は表示領域の部分の輝
度が通常より高くなるように表示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成する
、
信号生成プログラム。
［１１］
　表示領域の部分は１つの画素から成り、画素に対応する入力映像信号に基づいて低輝度
表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［１０］に記載の信号生成プログラム。
［１２］
　表示領域の部分は複数の画素から成り、複数の画素のうちの一部の画素に対応する入力
映像信号に基づいて低輝度表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［１０］に記載の信号生成プログラム。
［１３］
　複数の画素のうちの一部の画素に対応する入力映像信号の平均に基づいて低輝度表示の
信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［１２］に記載の信号生成プログラム。
［１４］
　出力映像信号の値は入力映像信号の値にゲイン値を乗ずることによって算出され、
　切り替わりから或る期間の間は表示領域の部分の各画素に対応する入力映像信号に通常
よりも大きな値のゲイン値を乗ずる、
上記［１０］ないし［１３］のいずれかに記載の信号生成プログラム。
［１５］
　第１原色を表示するための第１入力映像信号、第２原色を表示するための第２入力映像
信号、及び、第３原色を表示するための第３入力映像信号が、入力映像信号として供給さ
れ、
　第１入力映像信号、第２入力映像信号、及び、第３入力映像信号のそれぞれに共通のゲ
イン値を乗じて、第１原色を表示する第１副画素を駆動するための第１出力映像信号、第
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２原色を表示する第２副画素を駆動するための第２出力映像信号、及び、第３原色を表示
する第３副画素を駆動するための第３出力映像信号を、出力映像信号として生成する、
上記［１４］に記載の信号生成プログラム。
［１６］
　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
入力映像信号に乗ずるゲイン値を変化させる、
上記［１０］ないし［１５］のいずれかに記載の信号生成プログラム。
［１７］
　ステップ値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小、入力映像
信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されている、
上記［１６］に記載の信号生成プログラム。
［１８］
　積算ステップが所定の値以下である場合に積算値をリセットする処理を行う、
上記［１６］または［１７］に記載の信号生成プログラム。
［１９］
　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部を駆動するた
めの出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力映像信号に基づいて生成す
る信号生成方法であって、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、切り替わりから或る期間の間は表示領域の部分の輝
度が通常より高くなるように表示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成する
、
信号生成方法。
［２０］
　表示領域の部分は１つの画素から成り、画素に対応する入力映像信号に基づいて低輝度
表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［１９］に記載の信号生成方法。
［２１］
　表示領域の部分は複数の画素から成り、複数の画素のうちの一部の画素に対応する入力
映像信号に基づいて低輝度表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［１９］に記載の信号生成方法。
［２２］
　複数の画素のうちの一部の画素に対応する入力映像信号の平均に基づいて低輝度表示の
信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［２１］に記載の信号生成方法。
［２３］
　出力映像信号の値は入力映像信号の値にゲイン値を乗ずることによって算出され、
　切り替わりから或る期間の間は表示領域の部分の各画素に対応する入力映像信号に通常
よりも大きな値のゲイン値を乗ずる、
上記［１９］ないし［２２］のいずれかに記載の信号生成方法。
［２４］
　第１原色を表示するための第１入力映像信号、第２原色を表示するための第２入力映像
信号、及び、第３原色を表示するための第３入力映像信号が、入力映像信号として供給さ
れ、
　第１入力映像信号、第２入力映像信号、及び、第３入力映像信号のそれぞれに共通のゲ
イン値を乗じて、第１原色を表示する第１副画素を駆動するための第１出力映像信号、第
２原色を表示する第２副画素を駆動するための第２出力映像信号、及び、第３原色を表示
する第３副画素を駆動するための第３出力映像信号を、出力映像信号として生成する、
上記［２３］に記載の信号生成方法。
［２５］
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　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
入力映像信号に乗ずるゲイン値を変化させる、
上記［１９］ないし［２４］のいずれかに記載の信号生成方法。
［２６］
　ステップ値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小、入力映像
信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されている、
上記［２５］に記載の信号生成方法。
［２７］
　積算ステップが所定の値以下である場合に積算値をリセットする処理を行う、
上記［２５］または［２６］に記載の信号生成方法。
［２８］
　２次元マトリクス状に画素が配列されて成る表示領域を備えた画像表示部部、及び、
　画像表示部を駆動するための出力映像信号を表示すべき画像に対応して供給される入力
映像信号に基づいて生成する信号生成部、
を備えており、
　信号生成部は、
　１つ以上の画素を含む表示領域の部分に対応する入力映像信号が低輝度表示の信号から
高輝度表示の信号へ切り替わるとき、切り替わりから或る期間の間は表示領域の部分の輝
度が通常より高くなるように表示領域の部分の各画素に対応する出力映像信号を生成する
、
画像表示装置。
［２９］
　表示領域の部分は１つの画素から成り、画素に対応する入力映像信号に基づいて低輝度
表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［２８］に記載の画像表示装置。
［３０］
　表示領域の部分は複数の画素から成り、複数の画素のうちの一部の画素に対応する入力
映像信号に基づいて低輝度表示の信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［２８］に記載の画像表示装置。
［３１］
　複数の画素のうちの一部の画素に対応する入力映像信号の平均に基づいて低輝度表示の
信号から高輝度表示の信号への切り替わりを検出する、
上記［３０］に記載の画像表示装置。
［３２］
　出力映像信号の値は入力映像信号の値にゲイン値を乗ずることによって算出され、
　切り替わりから或る期間の間は表示領域の部分の各画素に対応する入力映像信号に通常
よりも大きな値のゲイン値を乗ずる、
上記［２８］ないし［３１］のいずれかに記載の画像表示装置。
［３３］
　第１原色を表示するための第１入力映像信号、第２原色を表示するための第２入力映像
信号、及び、第３原色を表示するための第３入力映像信号が、入力映像信号として供給さ
れ、
　第１入力映像信号、第２入力映像信号、及び、第３入力映像信号のそれぞれに共通のゲ
イン値を乗じて、第１原色を表示する第１副画素を駆動するための第１出力映像信号、第
２原色を表示する第２副画素を駆動するための第２出力映像信号、及び、第３原色を表示
する第３副画素を駆動するための第３出力映像信号を、出力映像信号として生成する、
上記［３２］に記載の画像表示装置。
［３４］
　入力映像信号の値に応じた積算ステップの値を時間軸方向に積算した積算値に基づいて
入力映像信号に乗ずるゲイン値を変化させる、
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上記［２８］ないし［３３］のいずれかに記載の画像表示装置。
［３５］
　ステップ値は、入力映像信号が最小輝度の画像を表示する値の場合には最小、入力映像
信号が最大輝度の画像を表示する値の場合には最大となるように設定されている、
上記［３４］に記載の画像表示装置。
［３６］
　積算ステップが所定の値以下である場合に積算値をリセットする処理を行う、
上記［３４］または［３５］に記載の画像表示装置。
【符号の説明】
【００８３】
１・・・画像表示装置、１０・・・信号生成部（信号生成装置）、１１・・・映像信号積
算値算出部、１２・・・映像信号レベル制御部、２０・・・画像表示部、２１・・・表示
領域、２２・・・画素、２２R・・・第１副画素、２２G・・・第２副画素、２２B・・・
第３副画素１１１・・・入力信号変換部、１１２・・・縮小スケーリング部、１１３・・
・積算ステップ算出部、１１４・・・時間方向積算値算出部、１１５・・・積算値保持部
、１１６・・・拡大スケーリング部、１２１・・・ゲイン乗算部１２２・・・ゲイン算出
部Ｒin，Ｇin，Ｂin・・・入力映像信号、Ｒout，Ｇout，Ｂout・・・出力映像信号

【図１】 【図２】
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