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(57)【要約】
【課題】画像の位置によって階調状態（明るさ）が大き
く異なる場合でも、効果的な調光処理及び伸張処理を施
すことが可能な画像表示装置、及び画像表示方法を提供
する。
【解決手段】演算部は、画像形成領域１５に表示される
１フレーム（１画面）分の画像を、各発光ユニット２１
ａ～２１ｌの照射領域に対応する複数の領域に区分して
、入力された画像信号から、画像の明るさ（輝度値）に
基づいた各種特徴量をブロック毎に導出する。特徴量と
しては、例えば、各ブロック内の最大輝度値を抽出する
とともに、各ブロック内の平均輝度値を算出する。その
後、導出した特徴量に基づき、階調範囲の伸張の程度を
表す伸張係数、及びバックライト２０の調光（減光）の
程度を表す調光係数をブロック毎に導いて、それぞれを
伸張処理部及び調光部に出力する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　階調情報を含んだ画像信号が入力される画像信号入力部と、
　光の照射範囲が複数の領域に分割され、前記領域毎に輝度を調整可能な照明装置と、
　前記照明装置の照射範囲に配置され、前記照明装置から照射される前記光を、前記画像
信号に基づいて変調し、画像を形成する光変調装置と、
　前記画像信号に基づいて、前記各領域に形成すべき画像の明るさに応じたパラメータを
、前記領域毎に導出する演算部と、
　前記パラメータに基づいて、前記照明装置の輝度を前記領域毎に調整する調光部と、
　前記パラメータに基づいて、前記画像信号に対して階調範囲を伸張するための補正を施
す伸張処理部と、
　前記補正後の画像信号に基づいて前記光変調装置を駆動し、前記光変調装置に前記補正
後の画像信号に応じた画像を形成させる変調駆動部と、
を備えたことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像表示装置であって、
　前記演算部は、前記パラメータを前記領域毎に導出した後に、当該各パラメータに対し
て、隣接する領域のパラメータに応じた平滑化処理を施し、
　前記調光部は、前記平滑化処理後のパラメータに基づいて、前記照明装置の輝度を調整
し、
　前記伸張処理部は、前記平滑化処理後のパラメータに基づいて、前記画像信号の補正を
行うことを特徴とする画像表示装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像表示装置であって、
　前記演算部は、前記各領域に形成すべき画像の明るさが暗い順に、前記各パラメータに
対して前記平滑化処理を施すことを特徴とする画像表示装置。
【請求項４】
　階調情報を含んだ画像信号が入力される画像信号入力部と、
　光の照射範囲が複数の領域に分割され、前記領域毎に輝度を調整可能な照明装置と、
　前記照明装置の照射範囲に配置され、前記照明装置から照射される前記光を、前記画像
信号に基づいて変調し、画像を形成する光変調装置と、
を備えた画像表示装置の画像表示方法であって、
　前記画像信号に基づいて、前記各領域に形成すべき画像の明るさに応じたパラメータを
、前記領域毎に導出する第１のステップと、
　前記パラメータに基づいて、前記照明装置の輝度を前記領域毎に調整する第２のステッ
プと、
　前記パラメータに基づいて、前記画像信号に対して階調範囲を伸張するための補正を施
す第３のステップと、
　前記補正後の画像信号に基づいて前記光変調装置を駆動し、前記光変調装置に前記補正
後の画像信号に応じた画像を形成させる第４のステップと、
を備えたことを特徴とする画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力される画像信号に基づいた画像を表示する画像表示装置、及び画像表示
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像表示装置の一形態として、バックライト等の照明装置から照射された光を、液晶パ
ネルで画像信号に応じて変調し、画像を表示する液晶表示装置が知られている。液晶パネ
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ルには、複数の画素が形成されており、画像信号が表す階調情報に応じて、各画素の光の
透過率を制御することにより、画像信号に応じた画像が形成される。
【０００３】
　さらに、液晶パネル（ライトバルブ）の各画素に入射する光量を略一様に低減すること
が可能な調光手段（調光素子）と、光量の低減に合わせて各画素の階調（透過率）を補正
することにより階調範囲を伸張する伸張手段（画像処理部）と、を備えた画像表示装置（
映像表示装置）が提案されている（特許文献１参照）。これによれば、例えば、全体的に
暗い画像を表示する際に、調光手段による光量の低減（調光処理）と、伸張手段による階
調範囲の伸張（伸張処理）とを行うことにより、画像の暗い部位をより暗く表現すること
が可能になり、ダイナミックレンジを拡大することが可能となる。さらに、有効な階調数
が増えるため、階調の変化を滑らかに表現することが可能になる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－７９９９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の画像表示装置では、液晶パネルに入射する光量を略
一様に低減させる構成であるため、例えば、大部分が暗い階調からなる画像であっても、
一部に明るい階調の部位が存在すると、当該部位の明るさを表現するために必要な光量を
、照明装置から供給しなければならない。つまり、画像の位置によって階調状態（明るさ
）が大きく異なる場合に、調光処理及び伸張処理による効果が制限されてしまうという問
題を有している。
【０００６】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、画像の位置によって階調
状態（明るさ）が大きく異なる場合でも、効果的な調光処理及び伸張処理を施すことが可
能な画像表示装置、及び画像表示方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の画像表示装置は、階調情報を含んだ画像信号が入力される画像信号入力部と、
光の照射範囲が複数の領域に分割され、前記領域毎に輝度を調整可能な照明装置と、前記
照明装置の照射範囲に配置され、前記照明装置から照射される前記光を、前記画像信号に
基づいて変調し、画像を形成する光変調装置と、前記画像信号に基づいて、前記各領域に
形成すべき画像の明るさに応じたパラメータを、前記領域毎に導出する演算部と、前記パ
ラメータに基づいて、前記照明装置の輝度を前記領域毎に調整する調光部と、前記パラメ
ータに基づいて、前記画像信号に対して階調範囲を伸張するための補正を施す伸張処理部
と、前記補正後の画像信号に基づいて前記光変調装置を駆動し、前記光変調装置に前記補
正後の画像信号に応じた画像を形成させる変調駆動部と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
  この画像表示装置によれば、照明装置の照射範囲が複数の領域に分割されており、照明
装置の調光と階調範囲の伸張とを、この領域毎に行うようにしているため、画像の位置に
よって階調状態（明るさ）が異なる場合でも、領域毎に効果的な調光処理及び伸張処理を
行うことが可能となる。
【０００９】
　この画像表示装置において、前記演算部は、前記パラメータを前記領域毎に導出した後
に、当該各パラメータに対して、隣接する領域のパラメータに応じた平滑化処理を施し、
前記調光部は、前記平滑化処理後のパラメータに基づいて、前記照明装置の輝度を調整し
、前記伸張処理部は、前記平滑化処理後のパラメータに基づいて、前記画像信号の補正を
行うことが望ましい。
【００１０】
  この画像表示装置によれば、演算部が、領域毎に導出したパラメータに対して平滑化処
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理を施し、調光部及び伸張処理部が、平滑化処理後のパラメータに基づいて調光処理及び
伸張処理を行うため、隣接する領域間で、画像の明るさが不連続になるのを抑制すること
が可能となる。
【００１１】
　この画像表示装置において、前記演算部は、前記各領域に形成すべき画像の明るさが暗
い順に、前記各パラメータに対して前記平滑化処理を施すことが望ましい。
【００１２】
  この画像表示装置によれば、各領域のパラメータの平滑化を、各領域内に形成すべき画
像の明るさが暗い順に行っているため、暗い領域のパラメータが明るい領域のパラメータ
に近づくことになる。この結果、明るく見栄えのよい画像表示を行うことが可能となる。
【００１３】
　本発明の画像表示方法は、階調情報を含んだ画像信号が入力される画像信号入力部と、
光の照射範囲が複数の領域に分割され、前記領域毎に輝度を調整可能な照明装置と、前記
照明装置の照射範囲に配置され、前記照明装置から照射される前記光を、前記画像信号に
基づいて変調し、画像を形成する光変調装置と、を備えた画像表示装置の画像表示方法で
あって、前記画像信号に基づいて、前記各領域に形成すべき画像の明るさに応じたパラメ
ータを、前記領域毎に導出する第１のステップと、前記パラメータに基づいて、前記照明
装置の輝度を前記領域毎に調整する第２のステップと、前記パラメータに基づいて、前記
画像信号に対して階調範囲を伸張するための補正を施す第３のステップと、前記補正後の
画像信号に基づいて前記光変調装置を駆動し、前記光変調装置に前記補正後の画像信号に
応じた画像を形成させる第４のステップと、を備えたことを特徴とする。
【００１４】
  この画像表示方法によれば、照明装置の照射範囲が複数の領域に分割されており、階調
範囲の伸張と照明装置の調光とを、この領域毎に行うようにしているため、画像の位置に
よって階調状態（明るさ）が異なる場合でも、領域毎に効果的な調光処理及び伸張処理を
行うことが可能となる。
【００１５】
　また、上述した画像表示装置及び画像表示方法が、画像表示装置に備えられたコンピュ
ータを用いて構築されている場合には、本発明は、その機能を実現するためのプログラム
、或いは当該プログラムを前記コンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体等の態様
で構成することも可能である。記録媒体としては、フレキシブルディスクやＣＤ－ＲＯＭ
、光磁気ディスク、ＩＣカード、ＲＯＭカートリッジ、パンチカード、バーコード等の符
号が印刷された印刷物、プロジェクタの内部記憶装置（ＲＡＭやＲＯＭ等のメモリ）、及
び外部記憶装置等、前記コンピュータが読み取り可能な種々の媒体を利用することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態に係る画像表示装置として、バックライトから照射された光を
画像信号に応じて変調し、画像信号に応じた画像を表示する液晶表示装置について説明す
る。
　図１は、本実施形態の画像表示装置を示す図であり、（ａ）は、画像表示装置の正面図
、（ｂ）は、その側断面図、（ｃ）は、バックライトの正面図である。
　図１（ａ）、（ｂ）に示すように、画像表示装置１は、その本体が筐体２で覆われた構
成を有しており、筐体２の正面に形成された開口部２ａから、光変調装置としての透過型
の液晶パネル１０が露出している。また、図１（ｂ）に示すように、液晶パネル１０の背
面側には、照明装置としてのバックライト２０が備えられている。
【００１７】
　図１（ｂ）、（ｃ）に示すように、バックライト２０は、ＬＥＤ（発光ダイオード）２
２と、略正方形の拡散板２３とからなる発光ユニット２１によって構成されており、本実
施形態では、１２組の発光ユニット２１ａ～２１ｌを備えている。各発光ユニット２１ａ
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～２１ｌは、３行×４列のマトリクス状に配列されており、ＬＥＤ２２は、各拡散板２３
の略中央の背面側から拡散板２３に向けて光を射出可能に配置されている。拡散板２３は
、ＬＥＤ２２から射出された光を、輝度分布が略一様になるように拡散させ、液晶パネル
１０に照射する。
【００１８】
　液晶パネル１０は、液晶が封入された一対の透明基板１１を有しており、透明基板１１
の内面には、液晶に対して微小領域（画素１１ａ）毎に駆動電圧を印加可能な透明電極（
画素電極）がマトリクス状に形成されている。また、透明基板１１間には、カラー表示を
行うための３色（光の３原色であるＲ（赤）、Ｇ（緑）、及びＢ（青））のカラーフィル
タが形成されており、各画素１１ａは、Ｒ，Ｇ，Ｂのいずれかの色光を透過可能になって
いる。
【００１９】
　透明基板１１の入射側表面及び射出側表面には、それぞれ入射側偏光板１２及び射出側
偏光板１３が貼り付けられている。入射側偏光板１２及び射出側偏光板１３は、それぞれ
特定の偏光方向の偏光光のみを透過する。このため、バックライト２０から照射された様
々な偏光方向の光のうち、入射側偏光板１２を透過可能な偏光成分のみが透明基板１１に
入射する。
【００２０】
　ここで、透明基板１１の各画素１１ａに、画像信号に応じた駆動電圧が印加されると、
透明基板１１に入射した光は、駆動電圧に応じて変調され、画素１１ａ毎に異なる偏光方
向を有した偏光光となる。この偏光光のうち、射出側偏光板１３を透過可能な偏光成分の
みが液晶パネル１０から射出される。つまり、液晶パネル１０が、画像信号に応じて、画
素１１ａ毎に異なる透過率で入射光を透過させることによって、階調を有するカラー画像
が形成される。
【００２１】
　なお、透明電極（画素電極）が形成された領域、即ち画像を形成可能な画像形成領域１
５は、バックライト２０の発光領域全体とほぼ同一の形状及びサイズを有しており、液晶
パネル１０とバックライト２０とは、画像形成領域１５の全域にバックライト２０からの
光が照射されるように位置決めされている。
【００２２】
　図２は、画像表示装置１の回路構成を説明するためのブロック図である。
　図２に示すように、画像表示装置１は、図１に示した液晶パネル１０及びバックライト
２０に加えて、画像信号処理部３０、演算部３１、伸張処理部３２、調光部３３、変調駆
動部３４等を備えている。なお、具体的には、画像表示装置１は、ＣＰＵやＲＯＭ、ＲＡ
Ｍ等からなるコンピュータを備えており、画像信号処理部３０、演算部３１、及び伸張処
理部３２は、前記ＣＰＵが前記ＲＯＭに記憶されている制御プログラムに従って動作する
ことによって実現されている。この画像表示装置１は、暗い画像を表示する際、調光部３
３によってバックライト２０の光量を低減するとともに、伸張処理部３２によって階調範
囲を明るい側に伸張することによって、有効な階調数を増やし（ダイナミックレンジを拡
大し）、コントラスト感を向上させることができるようになっている。
【００２３】
　画像信号処理部３０は、本発明の画像信号入力部に相当するものであり、外部から各種
形式の画像信号が入力される。画像信号処理部３０は、入力された画像信号に含まれる階
調情報に基づいて、各画素１１ａの階調（透過率）を１０ビットの輝度値（０～１０２３
）で表したデジタルの画像信号を生成し、演算部３１及び伸張処理部３２に出力する。
【００２４】
　演算部３１は、図３に示すように、画像形成領域１５に表示される１フレーム（１画面
）分の画像を、各発光ユニット２１ａ～２１ｌの照射領域に対応する複数の領域（ブロッ
ク１５ａ～１５ｌ）に区分して、入力された画像信号から、画像の明るさ（輝度値）に基
づいた各種特徴量をブロック毎に導出する。特徴量としては、例えば、各ブロック内の最
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大輝度値を抽出するとともに、各ブロック内の平均輝度値を算出する。その後、導出した
これらの特徴量に基づき、階調範囲の伸張の程度を表す伸張係数、及びバックライト２０
の調光（減光）の程度を表す調光係数をブロック毎に導いて、それぞれを伸張処理部３２
及び調光部３３に出力する。なお、特徴量に基づいて導かれる伸張係数及び調光係数は、
本発明のパラメータに相当する。
【００２５】
　本実施形態では、伸張係数は、１．０～２．０の範囲内で設定され、階調範囲を１～２
倍の範囲で伸張することができる。また、調光係数は、０．５～１．０の範囲で０．１刻
みで定められ、調光係数が０．５の場合には、ＬＥＤ２２は、調光係数が１．０の場合の
約５０％の輝度で発光するように駆動される。
【００２６】
　伸張処理部３２は、画像信号処理部３０から入力された画像信号の各輝度値に対して、
それぞれに対応するブロックの伸張係数を乗じる補正を行う。なお、伸張係数を乗じた結
果、輝度値の最大値（１０２３）を超える画素１１ａについては、１０２３をその輝度値
とする。補正された輝度値は、変調駆動部３４に出力され、変調駆動部３４は、補正され
た輝度値に応じて液晶パネル１０を駆動する。
【００２７】
　調光部３３は、各ブロックに照射されるバックライト２０の輝度、即ち各発光ユニット
２１ａ～２１ｌの輝度が、入力された調光係数に応じた輝度となるように、各ＬＥＤ２２
に対する駆動電流を個別に制御する。
【００２８】
　なお、伸張係数を乗じることにより輝度値が最大値（１０２３）を超える画素１１ａが
多数存在すると、白飛びとして画像を劣化させてしまうため、演算部３１で伸張係数及び
調光係数を定める際には、抽出された最大輝度値が大きいほど、伸張係数を小さく（調光
係数を大きく）する必要がある。一方で、算出した平均輝度値が小さく、かつ最大輝度値
から離れているほど、伸張処理により白飛びが発生する画素１１ａの数が限られることか
ら、平均輝度値が小さいほど伸張係数を大きく（調光係数は小さく）なるよう加味するの
が望ましい。
【００２９】
　次に、演算部３１が伸張係数及び調光係数を導く際の手順を説明する。
　図４は、演算部３１が伸張係数及び調光係数を導く際の手順を示すフローチャートであ
る。また、図５は、画像信号処理部３０から入力される画像信号が表す画像の例を示す図
、図６（ａ）～（ｄ）は、この画像に適した調光係数を導く際の手順を説明するための説
明図である。
【００３０】
　図４に示すように、ステップＳ１０１では、演算部３１は、入力された画像信号に基づ
いて、ブロック毎に特徴量を導出する。ステップＳ１０２では、導出した特徴量に基づい
て、各ブロックに適する伸張係数を暫定的に決定し、ステップＳ１０３では、この伸張係
数に対応する暫定的な調光係数をブロック毎に決定する。例えば、入力される画像信号が
、図５に示すようなサンプル画像を表す場合には、調光係数は、各ブロックの明暗に応じ
て、図６（ａ）に示すように定められる。
【００３１】
　次に、ステップＳ１０４では、演算部３１は、すべてのブロック１５ａ～１５ｌについ
て、調光係数が小さい順（暗い順）に平滑化処理を行う。このとき、同一の調光係数のブ
ロックが複数存在する場合には、図６（ｂ）に示す優先順位に従って画像の中心に近いブ
ロックほど早い順に平滑化処理を行うようにし、同一の調光係数のブロックが同一の優先
順位である場合には、任意の順序で行うものとする。これにより、各ブロックの平滑化処
理は、図６（ｃ）に示すような順に行われる。
【００３２】
　平滑化処理は、処理の対象となるブロックと、当該ブロックに辺で隣接する複数のブロ
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ックの各々との間で、調光係数が小さい順（暗い順）に調光係数の平均値の算出を繰り返
す。
　例えば、最初に処理対象となるブロック１５ｋの平滑化処理を行う場合には、まず、ブ
ロック１５ｋの調光係数（０．５）と、隣接する３つのブロック１５ｇ、１５ｊ、１５ｌ
のうち調光係数が最も小さいブロック１５ｌの調光係数（０．５）との平均値を計算し、
次に、その計算結果（０．５）と、ブロック１５ｊの調光係数（０．６）との平均値を計
算する。最後に、その計算結果（０．５５）と、ブロック１５ｇの調光係数（０．６）と
の平均値を計算し、その計算結果（０．５７５）を四捨五入した値（０．６）をブロック
１５ｋの最終的な調光係数とする。なお、これ以降、ブロック１５ｋの調光係数を用いた
計算を行う際には、当初の調光係数（０．５）の代わりに最終的な調光係数（０．６）を
利用する。
【００３３】
　続いて、２番目に処理対象となるブロック１５ｌの平滑化処理を行う場合には、前述し
たように、まず、ブロック１５ｌの調光係数（０．５）と、ブロック１５ｌに辺で隣接す
る２つのブロック１５ｈ，１５ｋのうち調光係数が小さいほうのブロック１５ｋの調光係
数（０．６）との平均値を計算し、次に、その計算結果（０．５５）と、ブロック１５ｈ
の調光係数（０．７）との平均値を計算する。そして、その計算結果（０．６２５）を四
捨五入した値（０．６）をブロック１５ｌの最終的な調光係数とする。
【００３４】
　続いて、３番目に処理対象となるブロック１５ｇの平滑化処理を行う場合には、まず、
ブロック１５ｇの調光係数（０．６）と、ブロック１５ｇに辺で隣接する４つのブロック
１５ｃ，１５ｆ，１５ｈ，１５ｋのうち調光係数が最も小さいブロック１５ｋの調光係数
（０．６）との平均値を計算し、次いで、その計算結果（０．６）と、ブロック１５ｃの
調光係数（０．７）との平均値を計算する。次に、その計算結果（０．６５）とブロック
１５ｈの調光係数（０．７）との平均値を計算し、最後に、その計算結果（０．６７５）
と、調光係数が最も大きいブロック１５ｆの調光係数（１．０）との平均値を計算する。
そして、この計算結果（０．８３７５）を四捨五入した値（０．８）をブロック１５ｇの
最終的な調光係数とする。
　以上の手順を繰り返すことにより、図６（ｄ）に示すように、すべてのブロック１５ａ
～１５ｌについて最終的な調光係数が定まる。
【００３５】
　すべてのブロック１５ａ～１５ｌについての平滑化処理が終了して、ステップＳ１０５
に移行すると、演算部３１は、最終的に確定した調光係数に合わせて、各ブロックの伸張
係数を補正し、最終的な伸張係数を確定させる。
　ステップＳ１０６では、演算部３１は、上記手順によって確定したブロック毎の伸張係
数及び調光係数を、それぞれ伸張処理部３２及び調光部３３に出力し、処理を終了する。
【００３６】
　以上説明したように、本実施形態の画像表示装置１によれば、以下の効果を得ることが
できる。
  （１）本実施形態の画像表示装置１によれば、バックライト２０が、輝度を個別に制御
可能な複数の発光ユニット２１によって構成されおり、各発光ユニット２１ａ～２１ｌの
照射領域に対応するブロック毎に調光処理及び伸張処理を行うようにしているため、画像
の位置によって階調状態（明るさ）が異なる場合でも、ブロック毎に効果的な調光処理及
び伸張処理を行うことが可能となる。
【００３７】
  （２）本実施形態の画像表示装置１によれば、演算部３１が、ブロック毎に導出した調
光係数に対して平滑化処理を施し、調光部３３及び伸張処理部３２が、平滑化処理後の調
光係数に基づいて調光処理及び伸張処理を行うため、隣接するブロック間で、画像の明る
さが不連続になるのを抑制することが可能となる。例えば、図６（ａ）に示したように、
暫定的に定めた調光係数では、ブロック１５ｆと、それに隣接するブロック１５ｇ，１５
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ｊとの間で０．４の差が存在していたが、図６（ｄ）に示すように、最終的な調光係数で
は、隣接ブロック間の差は、最大でも０．２になっており、隣接する発光ユニット２１間
の輝度差に起因して画像が不連続になるのが抑制される。
【００３８】
  （３）本実施形態の画像表示装置１によれば、各ブロックの調光係数の平滑化を、調光
係数が小さい順、即ち明るさが暗い順に行っているため、暗い領域の調光係数が引き上げ
られることになり、明るく見栄えのよい画像表示を行うことが可能となる。なお、暗色部
の階調表現を重視する画像表示を行う場合には、調光係数が大きい順に平滑化処理を行う
ようにすればよい。
【００３９】
  （４）本実施形態の画像表示装置１によれば、複数の発光ユニット２１に対する駆動電
流を個別に制御することによって、ブロック毎の調光を行うようにしているため、暗いブ
ロックでは、明るいブロックに比べて発光ユニット２１の駆動電流を小さくすることが可
能となる。このため、明暗が混在する画像を表示する際には、全面で調光を行う場合に比
べて、電力消費を低減させることが可能となる。
【００４０】
　（変形例）
　なお、本発明の実施形態は、以下のように変更してもよい。
　前記実施形態では、複数の発光ユニット２１に対する駆動電流を個別に制御することに
よって、ブロック毎の調光を行っているが、略一様な輝度で光を発する光源と、領域毎に
異なる透過率で光を透過させることが可能な光学素子とで照明装置を構成し、光学素子に
おける各領域の透過率を調整することによってブロック毎の調光を行うようにしてもよい
。このような光学素子は、例えば、駆動電圧に応じて透過率を変更可能な液晶素子やエレ
クトロクロミックガラス等によって形成可能である。
【００４１】
　前記実施形態では、画像表示装置として液晶表示装置の例を説明しているが、これに限
られず、例えば、変調した光を外部のスクリーン等に投写するプロジェクタや、一体的に
備わる透過型のスクリーンの背面側に変調光を投写するリアプロジェクタにも適用可能で
ある。また、光変調装置は、透過型の液晶パネルに限られず、反射型の液晶パネルや、入
射した光の射出方向をマイクロミラーにより画素毎に制御して照明光を変調する微小ミラ
ーアレイデバイス等を用いることもできる。
　また、複数台のプロジェクタからの投写画像を、上下、左右、或いはマトリクス状等に
並べて投写する表示システムにも適用することが可能であり、この場合には、１台のプロ
ジェクタの投写範囲をブロックとみなすことができるため、プロジェクタ単位で調光処理
及び伸張処理を施せばよい。
【００４２】
　前記実施形態では、１つの画像を１２のブロックに分割した例を示したが、分割数はこ
れに限定されない。ただし、分割数が多いほど、画像全体の明るさの分布に影響を受けず
に効果的な調光処理及び伸張処理を行うことが可能である。
【００４３】
　前記実施形態では、平滑化処理を行う際に、辺で隣接するブロックとの間で平滑化を行
っているが、これに加えて点（角）で隣接するブロックとも平滑化を行うようにしてもよ
い。この場合において、点で隣接するブロックよりも辺で隣接するブロックの影響が大き
くなるような重み付けを行うようにしてもよい。
【００４４】
　前記実施形態では、伸張係数や調光係数を導くための特徴量として、ブロック内の最大
輝度値及び平均輝度値を導出しているが、利用する特徴量は前記に限定されず、例えば、
ブロック内のヒストグラムを生成し、このヒストグラムに基づいて伸張係数や調光係数を
導くようにしてもよい。
【００４５】
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　前記実施形態では、発光ユニット２１が光源としてＬＥＤ２２を備える構成を示してい
るが、ＬＥＤ２２の代わりに各種光源を利用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】画像表示装置を示す図であり、（ａ）は、画像表示装置の正面図、（ｂ）は、そ
の側断面図、（ｃ）は、バックライトの正面図。
【図２】画像表示装置の回路構成を説明するためのブロック図。
【図３】複数のブロックに区分された画像形成領域を示す図。
【図４】演算部が伸張係数及び調光係数を導く際の手順を示すフローチャート。
【図５】画像信号処理部から入力される画像信号が表す画像の例を示す図。
【図６】（ａ）～（ｄ）は、図５の画像に適した調光係数を導く際の手順を説明するため
の説明図。
【符号の説明】
【００４７】
　１…画像表示装置、２…筐体、１０…液晶パネル、１１…透明基板、１１ａ…画素、１
２…入射側偏光板、１３…射出側偏光板、１５…画像形成領域、１５ａ～１５ｌ…ブロッ
ク、２０…バックライト、２１，２１ａ～２１ｌ…発光ユニット、２２…ＬＥＤ、２３…
拡散板、３０…画像信号処理部、３１…演算部、３２…伸張処理部、３３…調光部、３４
…変調駆動部。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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