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(57)【要約】
【課題】表示部の電源がオンして一定期間であっても十
分な明るさで表示部に映像を表示させる画像処理装置、
画像処理方法、およびテレビ装置を提供することを目的
とする。
【解決手段】信号を選択的に受信する受信手段ＴＮと、
受信手段ＴＮから出力された信号を処理して表示手段Ｌ
ＣＤに出力する信号処理手段１０と、信号処理手段１０
を制御する制御手段ＣＴＲと、を備え、制御手段１０は
、表示手段ＬＣＤがオンされたか否かを判断する判断手
段２０を有し、信号処理手段１０は、判断手段２０によ
って表示手段ＬＣＤの電源がオンされたと判断されてか
ら所定時間、表示手段ＬＣＤに表示される映像の明るさ
を補正する補正手段１０Ａを有する画像処理装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号を選択的に受信する受信手段（ＴＮ）と、
　前記受信手段（ＴＮ）から出力された信号を処理して表示手段（ＬＣＤ）に出力する信
号処理手段（１０）と、
　前記信号処理手段（１０）を制御する制御手段（ＣＴＲ）と、を備え、
　前記制御手段（ＣＴＲ）は、前記表示手段（ＬＣＤ）がオンされたか否かを判断する判
断手段（２０）を有し、
　前記信号処理手段（１０）は、前記判断手段（２０）によって前記表示手段（ＬＣＤ）
の電源がオンされたと判断されてから所定時間、前記表示手段（ＬＣＤ）に表示される映
像の明るさを補正する補正手段（１０Ａ）を有する画像処理装置。
【請求項２】
　前記表示手段の電源がオフされていた時間をカウントするタイマをさらに備え、
　前記制御手段は、前記タイマによってカウントされた時間に応じて、前記表示手段の電
源がオンされてから表示される映像の明るさを補正する前記所定時間を設定する手段を有
する請求項１記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記表示手段は、液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルを照明する照明手段と、を有
し、
　前記照明手段の温度を測定するセンサをさらに有する画像処理装置であって、
　前記制御手段は、前記センサによって測定された値に応じて、前記表示手段の電源がオ
ンされてから表示される映像の明るさを補正する前記所定時間を設定する手段を有する請
求項１記載の画像処理装置。
【請求項４】
　表示手段の電源がオンされたか否かを判断する判断ステップと、
　判断ステップにおいて前記表示手段の電源がオンされたと判断された場合に、前記表示
手段の電源がオンされてから所定時間、前記表示手段に表示される映像の明るさを補正す
る補正ステップと、を有する画像処理方法。
【請求項５】
　前記補正ステップは、タイマから前記表示手段がオフされていた時間を取得する時間取
得ステップと、
　前記時間取得ステップにおいて取得された時間に応じて、前記表示手段の電源がオンさ
れてから前記表示手段に表示される映像の明るさを補正する前記所定時間を設定する補正
時間設定ステップと、を有する請求項４記載の画像処理方法。
【請求項６】
　前記補正ステップは、センサから前記表示部近傍の温度を取得する温度取得ステップと
、
　前記温度取得ステップにおいて取得された温度に応じて、前記表示手段に表示される映
像の明るさを補正する前記所定時間を設定する補正時間設定ステップと、を有する請求項
４記載の画像処理方法。
【請求項７】
　表示手段と、
　信号を選択的に受信する受信手段と、
　前記受信手段から出力された信号を処理して前記表示手段に出力する信号処理手段と、
　前記信号処理部を制御する制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記表示手段がオンされたか否かを判断する判断手段を有し、
　前記信号処理手段は、前記判断手段によって前記表示手段の電源がオンされたと判断さ
れてから所定時間、前記表示部に表示される映像の明るさを補正する補正手段を有するテ
レビ装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、テレビ装置、および画像処理方法
【背景技術】
【０００２】
　一般に、テレビ装置は、表示部と、信号を受信する受信部と、受信部で受信された信号
を選択するチューナーと、チューナーで選択された信号を表示部に適合する信号とする信
号処理部と、表示部および信号処理部とを制御する制御部と、を有している。
【０００３】
　表示部の各画素に表示される映像や画像は、これらを表示するデバイスの特性によって
明るさが異なることがある。従来、このような場合には、表示される直前で、ガンマ補正
が行われていた。
【０００４】
　例えば、表示デバイス毎のばらつきによる、表示の明るさのばらつきを補正するテレビ
ジョン調整システムが提案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－５７５４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記のように表示デバイス毎のばらつきを調整するように表示の明るさを補正
しても、表示デバイスの電源をオンしてしばらくの間は十分な明るさが得られない場合が
あった。
【０００６】
　本発明は上記の問題点に鑑みて成されたものであって、表示部の電源がオンされてから
一定期間であっても十分な明るさで表示部に映像を表示させる画像処理装置、テレビ装置
、および画像処理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】
　本発明の第１態様に係る画像処理装置は、信号を選択的に受信する受信手段と、前記受
信手段から出力された信号を処理して表示部に出力する信号処理手段と、前記信号処理部
を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記表示部がオンされたか否かを判断
する判断手段を有し、前記信号処理手段は、前記判断手段によって前記表示部の電源がオ
ンされたと判断されてから所定時間、前記表示部に表示される映像の明るさを補正する補
正手段を有する画像処理装置。
【０００８】
　本発明の第２態様に係る画像処理方法は、表示手段の電源がオンされたか否かを判断す
る判断ステップと、判断ステップにおいて前記表示手段の電源がオンされたと判断された
場合に、前記表示手段の電源がオンされてから所定時間、前記表示手段に表示される映像
の明るさを補正する補正ステップと、を有する画像処理方法。
【０００９】
　本発明の第３態様に係るテレビ装置は、表示手段と、信号を選択的に受信する受信手段
と、前記受信手段ら出力された信号を処理して前記表示手段に出力する信号処理手段と、
前記信号処理部を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記表示手段がオンさ
れたか否かを判断する判断手段を有し、前記信号処理手段は、前記判断手段によって前記
表示手段の電源がオンされたと判断されてから所定時間、前記表示部に表示される映像の
明るさを補正する補正手段を有するテレビ装置。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、表示部の電源がオンされてから一定期間であっても十分な明るさで表
示部に映像を表示させる画像処理装置、テレビ装置、および画像処理方法を提供すること
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ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、本発明の第１実施形態に係るテレビ装置について図面を参照して説明する。図
１に示すように、本実施形態に係るテレビ装置は、表示部としての液晶表示装置ＬＣＤと
、番組信号を選択的に受信する受信部ＴＮと、受信部で受信された信号を液晶表示装置Ｌ
ＣＤで表示可能な信号とする信号処理部１０と、液晶表示装置ＬＣＤおよび信号処理部１
０の動作を制御するコントローラＣＴＲと、を有している。信号処理部１０では、例えば
、受信部ＴＮから供給された信号の復号化、デコード等の処理を行い、液晶表示装置ＬＣ
Ｄに描画可能な信号とする。
【００１２】
　液晶表示装置ＬＣＤは、液晶表示パネルＰＮＬと、液晶表示パネルＰＮＬを背面側から
照明する照明手段としてのバックライトＢＬと、を有している。液晶表示パネルＰＮＬは
、
マトリクス状に配置された表示画素ＰＸからなる表示領域ＤＹＰと、表示領域ＤＹＰの周
囲に配置された信号線駆動回路ＳＤおよび走査線駆動回路ＧＤを有している。
【００１３】
　表示領域ＤＹＰには、表示画素ＰＸの配列する列に沿って延びる信号線ＳＬと、表示画
素ＰＸの配列する行に沿って延びる走査線ＧＬとが配置されている。信号線ＳＬは信号線
駆動回路ＳＤに電気的に接続されている。走査線ＧＬは走査線駆動回路ＧＤに電気的に接
続されている。バックライトＢＬは、例えば複数の冷陰極管（図示せず）を有している。
【００１４】
　受信部ＴＮは、アンテナＡＴで受信する番組信号を選択するチューナーである。受信部
ＴＮで受信された信号を信号処理部１０に供給される。信号処理部１０は、供給された信
号から液晶表示パネルＰＮＬに出力する直前に、出力信号に対してガンマ補正を行うガン
マ補正部１０Ａを有している。
【００１５】
　本実施形態に係るテレビ装置は、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオフされている時間をカ
ウントするタイマＴＭをさらに有している。コントローラＣＴＲは、液晶表示装置ＬＣＤ
の電源がオンされたか否かを判断する判断部２０を有している。コントローラＣＴＲは、
判断部２０によって液晶表示装置ＬＣＤの電源がオンされたと判断されると、タイマＴＭ
から液晶表示装置ＬＣＤがオフされていた時間を取得し、取得された時間に応じてガンマ
補正部１０Ａを制御して、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオンされてから時間Ｔの間、表示
領域ＤＹＰに表示される画像が明るくなるように補正させる。
【００１６】
　すなわち、本実施形態に係るテレビ装置では、コントローラＣＴＲは、図２に示すよう
に、例えば液晶表示装置ＬＣＤの電源がオンされてから時間Ｔの間、時間の経過に従って
線形的にガンマ補正の補正量が小さくなるようにガンマ補正部１０Ａを補正する。
【００１７】
　このとき、例えば液晶表示装置ＬＣＤの場合、バックライトＢＬの冷陰極管の温度によ
って、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオンされてから十分な明るさが得られるまでの時間が
異なる。
【００１８】
　そこで、本実施形態に係るテレビ装置では、コントローラＣＴＲは、タイマＴＭから取
得した液晶表示装置ＬＣＤの電源がオフされていた時間に応じて、ガンマ補正部１０Ａに
ガンマ補正させる時間Ｔを変化させる。
【００１９】
　すなわち、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオフされていた時間が長いほど、バックライト
ＢＬの冷陰極管の温度が低くなっているため、コントローラＣＴＲは、ガンマ補正を行う
時間Ｔを長くする。液晶表示装置ＬＣＤの電源がオフされていた時間が短いほど、バック



(5) JP 2009-14755 A 2009.1.22

10

20

30

40

50

ライトの冷陰極管の温度が高いため、コントローラＣＴＲは、ガンマ補正を行う時間Ｔを
短くする。
【００２０】
　上記のようにガンマ補正を行うことによって、ガンマ補正部１０Ａの入力信号と出力信
号とは、図３に示すように、液晶表示装置ＬＣＤの電源をオンした直後はグラフＬ１に示
すように、ガンマ補正部１０Ａの入力信号に対する出力信号が大きくなる。時間Ｔの間に
ガンマ補正部１０Ａでの補正量が小さくなるため、グラフＬ２に示すようにガンマ補正部
１０Ａの入力信号に対する出力信号の大きさはグラフＬ１に比べて徐々に小さくなる。時
間Ｔが経過すると、グラフＬ３に示すように、ガンマ補正部１０Ａでの補正量がゼロとな
る。
【００２１】
　なお、ガンマ補正を行う際の補正量は、時間の経過に対して例えば図４および図５に示
すように変化させてもよい。すなわち、図４に示すように、最初の補正量を一定の値に設
定し、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオフされていた時間に応じて、ガンマ補正を行う時間
Ｔを変化させてもよい。また、図５に示すように、補正量を曲線状に変化させてもよい。
この場合にも、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオフされていた時間に応じて、ガンマ補正を
行う時間Ｔを変化させる。
【００２２】
　すなわち、上記のように補正することによって、液晶表示装置ＬＣＤの電源が入力され
てから時間Ｔの間は、表示領域ＤＹＰに表示される画像が明るく補正されるために、バッ
クライトＢＬの明るさが十分でない場合であっても、表示される画像が暗くて見えにくく
なることがない。
【００２３】
　信号処理部１０から液晶表示装置ＬＣＤに供給された信号は、液晶表示装置ＬＣＤの信
号線駆動回路ＳＤに供給される。走査線駆動回路ＧＤと信号線駆動回路ＳＤとはコントロ
ーラＣＴＲによって制御され、走査線駆動回路ＧＤによって順次選択された走査線ＧＬに
よって選択された表示画素ＰＸに、信号線駆動回路ＳＤから出力された画像信号が書き込
まれる。
【００２４】
　したがって、コントローラＣＴＲが上記のようにガンマ補正部１０Ａを制御することに
よって、表示部の電源がオンして所定の期間に、十分な明るさで表示部に映像を表示させ
るテレビ装置を提供することができる。すなわち、本実施形態に係るテレビ装置によれば
、バックライトＢＬの明るさを変更することがないため、高価なバックライトＢＬを用い
ることなく、安価で容易に上記のような効果を得ることが出来る。
【００２５】
　次に、上記のテレビ装置における画像処理方法について説明する。最初に、コントロー
ラＣＴＲは、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオンされたと判断すると（ＳＴＡ１）、タイマ
ＴＭから液晶表示装置ＬＣＤがオフされていた時間を取得する（ＳＴＡ２）。
【００２６】
　コントローラＣＴＲは、タイマＴＭから取得した時間に応じて、ガンマ補正部１０Ａを
制御する。すなわち、コントローラＣＴＲは、タイマＴＭから取得した時間に応じてガン
マ補正を行う時間Ｔを決定する（ＳＴＡ３）。
【００２７】
　次に、コントローラＣＴＲは、ガンマ補正部１０Ａに時間Ｔの間ガンマ補正をさせる（
ＳＴＡ４）。すなわち、コントローラＣＴＲは、ガンマ補正部１０Ａを制御して、液晶表
示装置ＬＣＤに出力する信号に対して、例えば図２に示すような補正量の補正をさせる（
ＳＴＡ５）。
【００２８】
　上記のように、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオンされたときに、ガンマ補正部１０Ａに
所定の時間ガンマ補正をさせることによって、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオンしてから
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所定の期間であっても十分な明るさで映像を液晶表示装置ＬＣＤに表示させる画像処理方
法を提供することが出来る。
【００２９】
　さらに、液晶表示装置ＬＣＤがオフされていた時間に応じて、液晶表示装置ＬＣＤの電
源がオンされたときにガンマ補正を行う時間Ｔを変化させることによって、液晶表示装置
ＬＣＤの電源がオンされてから所定の期間において、より効果的に表示される映像の明る
さを補正することが出来る。
【００３０】
　次に、本発明の第２実施形態に係るテレビ装置について、図面を参照して以下に説明す
る。なお、以下の説明において、上述の第１実施形態に係るテレビ装置と同様の構成には
同一の符号を付して説明を省略する。
【００３１】
　図７に示すように、本実施形態に係るテレビ装置は、液晶表示装置ＬＣＤの近傍に配置
されたセンサＳＳを有している。このセンサＳＳは、バックライトＢＬの冷陰極管近傍の
温度を測定する。
【００３２】
　すなわち、上記のテレビ装置における画像処理方法について説明する。最初に、コント
ローラＣＴＲは、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオンされたと判断すると（ＳＴＢ１）、セ
ンサＳＳからバックライトＢＬの冷陰極管近傍の温度を取得する（ＳＴＢ２）。
【００３３】
　コントローラＣＴＲは、センサＳＳから取得した温度に応じて、ガンマ補正部１０Ａを
制御する。すなわち、コントローラＣＴＲは、センサＳＳから取得した時間に応じてガン
マ補正を行う時間Ｔを決定する（ＳＴＢ３）。
【００３４】
　次に、コントローラＣＴＲは、ガンマ補正部１０Ａに時間Ｔの間ガンマ補正をさせる（
ＳＴＢ４）。すなわち、コントローラＣＴＲは、ガンマ補正部１０Ａを制御して、液晶表
示装置ＬＣＤに出力する信号に対して、例えば図２に示すような補正量の補正をさせる（
ＳＴＢ５）。
【００３５】
　上記のように、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオンされたときに、ガンマ補正部１０Ａに
所定の時間ガンマ補正をさせることによって、液晶表示装置ＬＣＤの電源がオンしてから
所定の期間であっても十分な明るさで映像を液晶表示装置ＬＣＤに表示させる画像処理方
法を提供することが出来る。
【００３６】
　さらに、バックライトＢＬの冷陰極管近傍の温度に応じて、液晶表示装置ＬＣＤの電源
がオンされたときにガンマ補正を行う時間Ｔを変化させることによって、液晶表示装置Ｌ
ＣＤの電源がオンされてから所定の期間において、より効果的に表示される映像の明るさ
を補正することが出来る。
【００３７】
　なお、この発明は、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。例えば、上記の実施形態に
係るテレビ装置は、表示部として液晶表示装置を有していたが、表示部は液晶表示装置に
限らず、例えば、ＣＲＴ表示装置やプラズマ表示装置であってもよい。
【００３８】
　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。更に、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の第１実施形態に係るテレビ装置の構成例を概略的に示す図。
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【図２】図１に示すテレビ装置のガンマ補正部における補正方法の一例を説明するための
図。
【図３】図２に示すように補正をしたときの、ガンマ補正部への入力信号と出力信号との
関係の一例を示す図。
【図４】図１に示すテレビ装置のガンマ補正部における補正方法の他の例を説明するため
の図。
【図５】図１に示すテレビ装置のガンマ補正部における補正方法の他の例を説明するため
の図。
【図６】図１に示すテレビ装置における画像処理方法の一例を説明するための図。
【図７】本発明の第２実施形態に係るテレビ装置の構成例を概略的に示す図。
【図８】図７に示すテレビ装置における画像処理方法の一例を説明するための図。
【符号の説明】
【００４０】
　ＴＮ…受信部、ＣＴＲ…コントローラ、１０…信号処理部、１０Ａ…ガンマ補正部、２
０…判断部、ＬＣＤ…液晶表示装置(表示部)

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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