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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面に画像を表示する表示手段と、
　前記画面を構成する複数の分割領域のそれぞれについて個別に発光を制御可能な発光手
段と、
　表示される画像の特徴量を取得する取得手段と、
　前記分割領域毎に、動画像のみが表示される第１領域、静止画像のみが表示される第２
領域、及び、前記動画像と前記静止画像との両方が表示される混在領域のいずれであるか
を判定する第１判定手段と、
　前記取得手段で取得された前記特徴量と、前記第１判定手段の判定結果とに基づいて、
前記発光手段の発光を制御する制御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、
　　前記第１領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段が、前記動画像の前
記特徴量に基づく輝度で発光し、
　　前記第２領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段と、前記混在領域と
判定された前記分割領域に対応する前記発光手段とが、少なくとも前記静止画像の前記特
徴量に基づく輝度で発光する
ように、
前記発光手段の発光を制御する
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ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記動画像は、画像の動き量が所定値以上の画像であり、前記静止画像は、画像の動き
量が前記所定値未満の画像である
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記取得手段は、前記分割領域毎に、当該分割領域に表示される画像の前記特徴量を取
得し、
　前記制御手段は、
　　前記第２領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段が、当該分割領域に
表示される前記静止画像の前記特徴量に基づく輝度で発光し、
　　前記混在領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段が、当該分割領域に
表示される前記静止画像の前記特徴量に基づく輝度で発光する
ように、
前記発光手段の発光を制御する
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記取得手段は、前記分割領域毎に、当該分割領域に表示される画像の前記特徴量を取
得し、
　前記制御手段は、前記第１領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段が、
当該分割領域に表示される前記動画像の前記特徴量に基づく輝度で発光するように、前記
発光手段の発光を制御する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記混在領域と判定された前記分割領域に表示される前記静止画像の
面積が閾値未満である場合に、当該分割領域に対応する前記発光手段が、前記動画像と前
記静止画像との特徴量に基づく輝度で発光するように、前記発光手段の発光を制御する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記混在領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段を前記動画像の前記特
徴量に基づく輝度で発光させたときと、当該分割領域に対応する前記発光手段を前記静止
画像の前記特徴量に基づく輝度で発光させたときとで、当該分割領域に表示される前記動
画像の前記画面上の明るさが変化しないように、前記動画像を補正する補正手段をさらに
有する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記混在領域と判定された前記分割領域が存在しない場合には、前記
第１領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段が、前記動画像の前記特徴量
に基づく輝度で発光し、前記第２領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段
が、前記静止画像の前記特徴量に基づく輝度で発光するように、前記発光手段の発光を制
御する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記動画像と共に前記静止画像を表示する場合は、前記動画像と前記静止画像をピクチ
ャ・イン・ピクチャ表示する場合、または、前記動画像と前記静止画像をピクチャ・アウ
ト・ピクチャ表示する場合である
ことを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項９】
　複数の画像を共に表示する場合に、前記画像毎に、当該画像が前記動画像と前記静止画
像のいずれであるかを判定する第２判定手段をさらに有する
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ことを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　複数の画像を入力する入力手段と、
　前記入力手段で入力された前記複数の画像を合成し、前記複数の画像を共に表示するた
めの合成画像を生成する合成手段と、
をさらに有する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　画面に画像を表示する表示手段と、
　前記画面を構成する複数の分割領域のそれぞれについて個別に発光を制御可能な発光手
段と、
を有する表示装置の制御方法であって、
　表示される画像の特徴量を取得する取得ステップと、
　前記分割領域毎に、動画像のみが表示される第１領域、静止画像のみが表示される第２
領域、及び、前記動画像と前記静止画像との両方が表示される混在領域のいずれであるか
を判定する第１判定ステップと、
　前記取得ステップで取得された前記特徴量と、前記第１判定ステップの判定結果とに基
づいて、前記発光手段の発光を制御する制御ステップと、
を有し、
　前記制御ステップでは、
　　前記第１領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段が、前記動画像の前
記特徴量に基づく輝度で発光し、
　　前記第２領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段と、前記混在領域と
判定された前記分割領域に対応する前記発光手段とが、少なくとも前記静止画像の前記特
徴量に基づく輝度で発光する
ように、
前記発光手段の発光を制御する
ことを特徴とする表示装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記動画像は、画像の動き量が所定値以上の画像であり、前記静止画像は、画像の動き
量が前記所定値未満の画像である
ことを特徴とする請求項１１に記載の表示装置の制御方法。
【請求項１３】
　前記取得ステップでは、前記分割領域毎に、当該分割領域に表示される画像の前記特徴
量を取得し、
　前記制御ステップでは、
　　前記第２領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段が、当該分割領域に
表示される前記静止画像の前記特徴量に基づく輝度で発光し、
　　前記混在領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段が、当該分割領域に
表示される前記静止画像の前記特徴量に基づく輝度で発光する
ように、
前記発光手段の発光を制御する
ことを特徴とする請求項１１または請求項１２に記載の表示装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記取得ステップでは、前記分割領域毎に、当該分割領域に表示される画像の前記特徴
量を取得し、
　前記制御ステップでは、前記第１領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手
段が、当該分割領域に表示される前記動画像の前記特徴量に基づく輝度で発光するように
、前記発光手段の発光を制御する
ことを特徴とする請求項１１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法
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。
【請求項１５】
　前記制御ステップでは、前記混在領域と判定された前記分割領域に表示される前記静止
画像の面積が閾値未満である場合に、当該分割領域に対応する前記発光手段が、前記動画
像と前記静止画像との特徴量に基づく輝度で発光するように、前記発光手段の発光を制御
する
ことを特徴とする請求項１１乃至請求項１４のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法
。
【請求項１６】
　前記混在領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段を前記動画像の前記特
徴量に基づく輝度で発光させたときと、当該分割領域に対応する前記発光手段を前記静止
画像の前記特徴量に基づく輝度で発光させたときとで、当該分割領域に表示される前記動
画像の前記画面上の明るさが変化しないように、前記動画像を補正する補正ステップをさ
らに有する
ことを特徴とする請求項１１乃至請求項１５のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法
。
【請求項１７】
　前記制御ステップでは、前記混在領域と判定された前記分割領域が存在しない場合には
、前記第１領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段が、前記動画像の前記
特徴量に基づく輝度で発光し、前記第２領域と判定された前記分割領域に対応する前記発
光手段が、前記静止画像の前記特徴量に基づく輝度で発光するように、前記発光手段の発
光を制御する
ことを特徴とする請求項１１乃至請求項１６のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法
。
【請求項１８】
　前記動画像と共に前記静止画像を表示する場合は、前記動画像と前記静止画像をピクチ
ャ・イン・ピクチャ表示する場合、または、前記動画像と前記静止画像をピクチャ・アウ
ト・ピクチャ表示する場合である
ことを特徴とする請求項１１乃至請求項１７のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法
。
【請求項１９】
　複数の画像を共に表示する場合に、前記画像毎に、当該画像が前記動画像と前記静止画
像のいずれであるかを判定する第２判定ステップをさらに有する
ことを特徴とする請求項１１乃至請求項１８のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法
。
【請求項２０】
　複数の画像を入力する入力ステップと、
　前記入力ステップで入力された前記複数の画像を合成し、前記複数の画像を共に表示す
るための合成画像を生成する合成ステップと、
をさらに有する
ことを特徴とする請求項１１乃至請求項１９のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置の機能として、複数の画像を共に表示する機能がある。複数の画像を共に表示
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する機能は、例えば、ＰｉｎＰ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　ｉｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）表示やＰｏｕ
ｔＰ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　ｏｕｔ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）表示といった表示形式で複数の画像を
表示する機能である。ＰｉｎＰ表示では、１つの画像が表示されると共に、当該画像上に
１つ以上の画像が表示される。ＰｏｕｔＰ表示では、複数の画像が互いに重ならないよう
に表示される。
【０００３】
　近年、表示装置の表示特性の向上に対する市場要求が高まってきている。
　液晶表示装置の表示特性を向上するための技術として、画像の特徴量（例えば、平均輝
度レベル（ＡＰＬ））に基づいてバックライトの発光輝度を制御する技術がある（特許文
献１参照）。
【０００４】
　また、液晶表示装置の表示特性を向上するための技術として、バックライトをローカル
ディミング制御する技術がある（特許文献２）。ローカルディミング制御では、画面を分
割して得られる分割領域毎に、バックライトの発光輝度が制御される。
　図１３を用いて、ローカルディミング制御について説明する。
　バックライトの光源は、冷陰極蛍光管よりも優れた発光効率を有する発光ダイオード（
ＬＥＤ：　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）が主流となり始めている。図１
３のバックライトは、光源としてＬＥＤを有する。
　図１３の例では、バックライトは、水平方向１０個×垂直方向６個の計６０個の分割領
域に対応する６０個のＬＥＤ制御エリアからなる。各分割領域（各ＬＥＤ制御エリア）に
光源（図１３の例では４つのＬＥＤ）が設けられている。各分割領域の光源は、個別に制
御することができる。暗い画像が表示される分割領域の発光輝度（バックライトの発光輝
度）を、明るい画像が表示される分割領域の発光輝度よりも低くすることにより、表示画
像（画面に表示された画像）のコントラストを向上することができる。
【０００５】
　一般に、分割領域の数は、表示パネル（液晶パネル）の画素数よりも少ない。即ち、１
つの分割領域は、複数の画素を含む領域である。液晶表示装置で使用される液晶パネルの
画素数は、年々増加する傾向にあり、約２００万画素（例えば、水平方向１９２０画素×
垂直方向１０８０画素）が主流となっている。
【０００６】
　しかしながら、静止画と共に動画を表示する際に上記ローカルディミング制御を行うと
、静止画の視認性が低下してしまう（静止画の画質が劣化してしまう）ことがある。例え
ば、静止画と動画をＰｉｎＰ表示する際に上記ローカルディミング制御を行うと、図１４
に示すように、動画の輝度変化によって、少なくとも一部に動画が表示される分割領域の
発光輝度が変化してしまう。その結果、静止画の動画周辺の領域１６０１で明るさのちら
つきやハレーションなどが発生してしまう。
　また、ローカルディミング制御を行って複数の静止画を共に表示する際に静止画の表示
位置を変更した場合にも、静止画の視認性が低下してしまう。例えば、図１５（ａ）に示
すように２つの静止画（静止画ａ、静止画ｂ）をＰｏｕｔＰ表示している場合に、図１５
（ｂ）に示すように静止画ｂの表示位置を変更すると、静止画ｂの表示位置変更前後の周
辺領域１５０１で明るさのちらつきやハレーションなどが発生してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１４０４８３号公報
【特許文献２】特開２００２－９９２５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、ローカルディミング制御を行うことによる静止画の視認性の低下を抑制する
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ことのできる技術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】
【０００９】
　本発明の第１の態様は、
　画面に画像を表示する表示手段と、
　前記画面を構成する複数の分割領域のそれぞれについて個別に発光を制御可能な発光手
段と、
　表示される画像の特徴量を取得する取得手段と、
　前記分割領域毎に、動画像のみが表示される第１領域、静止画像のみが表示される第２
領域、及び、前記動画像と前記静止画像との両方が表示される混在領域のいずれであるか
を判定する第１判定手段と、
　前記取得手段で取得された前記特徴量と、前記第１判定手段の判定結果とに基づいて、
前記発光手段の発光を制御する制御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、
　　前記第１領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段が、前記動画像の前
記特徴量に基づく輝度で発光し、
　　前記第２領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段と、前記混在領域と
判定された前記分割領域に対応する前記発光手段とが、少なくとも前記静止画像の前記特
徴量に基づく輝度で発光する
ように、
前記発光手段の発光を制御する
ことを特徴とする表示装置である。
 
【００１０】
　本発明の第２の態様は、
　画面に画像を表示する表示手段と、
　前記画面を構成する複数の分割領域のそれぞれについて個別に発光を制御可能な発光手
段と、
を有する表示装置の制御方法であって、
　表示される画像の特徴量を取得する取得ステップと、
　前記分割領域毎に、動画像のみが表示される第１領域、静止画像のみが表示される第２
領域、及び、前記動画像と前記静止画像との両方が表示される混在領域のいずれであるか
を判定する第１判定ステップと、
　前記取得ステップで取得された前記特徴量と、前記第１判定ステップの判定結果とに基
づいて、前記発光手段の発光を制御する制御ステップと、
を有し、
　前記制御ステップでは、
　　前記第１領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段が、前記動画像の前
記特徴量に基づく輝度で発光し、
　　前記第２領域と判定された前記分割領域に対応する前記発光手段と、前記混在領域と
判定された前記分割領域に対応する前記発光手段とが、少なくとも前記静止画像の前記特
徴量に基づく輝度で発光する
ように、
前記発光手段の発光を制御する
ことを特徴とする表示装置の制御方法である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ローカルディミング制御を行うことによる静止画の視認性の低下を抑
制することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１，２に係る液晶表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図２】実施例１，２に係るバックライトの構成の一例を示す図
【図３】実施例１，２に係る１つの分割領域の光源の一例を示す図
【図４】実施例１，２に係るＢＬ発光データテーブルの一例を示す図
【図５】実施例１に係る液晶表示装置の動作の一例を示すフローチャート
【図６】図５のＳ５０６の処理の一例を示すフローチャート
【図７】静止画と動画の表示領域と、分割領域との関係の一例を示す図
【図８】実施例１，２に係るＢＬ発光データ補正値テーブルの一例を示す図
【図９】実施例１，２に係る画像データ補正値テーブルの一例を示す図
【図１０】実施例２に係る液晶表示装置の動作の一例を示すフローチャート
【図１１】ＰｏｕｔＰ表示する静止画と動画の配置の一例を示す図
【図１２】静止画と動画の表示領域と、分割領域との関係の一例を示す図
【図１３】ローカルディミング制御可能なバックライトの構成の一例を示す図
【図１４】従来技術において生じる静止画の画質の劣化の一例を示す図
【図１５】従来技術において生じる静止画の画質の劣化の一例を示す図
【図１６】実施例３に係る液晶表示装置の動作の一例を示すフローチャート
【図１７】ＰｉｎＰ表示する静止画の配置の一例を示す図
【図１８】ＰｏｕｔＰ表示する静止画の配置の一例を示す図
【図１９】２つの静止画の表示領域と、分割領域との関係の一例を示す図
【図２０】他の実施例に係る発光輝度の設定方法の一例を示す図
【図２１】実施例４に係る表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図２２】実施例４に係る発光輝度比較部の機能構成の一例を示すブロック図
【図２３】実施例４に係る分割領域と光源の配置の一例を示す図
【図２４】実施例４に係る表示画像の一例を示す図
【図２５】実施例４に係る表示装置の処理フローの一例を示すフローチャート
【図２６】実施例４に係る画像と目標輝度の一例を示す図
【図２７】実施例４に係る副光源の発光輝度の推移の一例を示す図
【図２８】実施例５に係る発光輝度比較部の機能構成の一例を示すブロック図
【図２９】実施例５に係る表示装置の処理フローの一例を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　＜実施例１＞
　本発明の実施例１に係る表示装置及びその制御方法について以下に説明する。
　なお、本実施例では、表示装置が液晶表示装置である場合の例を説明するが、表示装置
は液晶表示装置に限らない。独立した光源と、光源からの光を透過して画像を表示する表
示装置であれば、どのような表示装置であってもよい。
【００１４】
　（液晶表示装置の全体構成について）
　図１は、本実施例に係る液晶表示装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
　図１に示すように、液晶表示装置１０１は、第１画像入力部１０２、第２画像入力部１
０３、画像判定部１０４、第１セレクタ１０５、第１合成部１０６、第２セレクタ１０７
、画像解析部１０８、画像補正部１０９、第３セレクタ１１０、第２合成部１１１、第４
セレクタ１１２、画像出力部１１３、液晶駆動部１１４、液晶パネル１１５、システム制
御部１１６、不揮発性メモリ１１７、補正値決定部１１８、ＢＬ制御部１１９、バックラ
イト１２０、電源ボタン１２１、操作ボタン群１２２などを有する。
【００１５】
　第１画像入力部１０２と第２画像入力部１０３は、液晶表示装置１０１内に、共に表示
する複数の画像を入力し、入力した複数の画像を画像判定部１０４に出力する。具体的に
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は、第１画像入力部１０２と第２画像入力部１０３は、それぞれ、１つの画像（静止画ま
たは動画）を入力する。
【００１６】
　画像判定部１０４は、第１画像入力部１０２と第２画像入力部１０３から出力された画
像毎に、静止画か動画かを判定する。具体的には、画像判定部１０４は、第１画像入力部
１０２から出力された画像が静止画か動画かを判定し、第２画像入力部１０３から出力さ
れた画像が静止画か動画かを判定する。そして、画像判定部１０４は、判定結果をシステ
ム制御部１１６に出力し、第１画像入力部１０２と第２画像入力部１０３から出力された
複数の画像（２つの画像）を第１セレクタ１０５に出力する。
【００１７】
　第１セレクタ１０５は、システム制御部１１６からの指示に応じて、画像判定部１０４
から出力された複数の画像を、第１合成部１０６、第２セレクタ１０７、第３セレクタ１
１０のいずれかに出力する。具体的には、複数の画像が静止画を含み、且つ、複数の画像
をＰｉｎＰ表示（ピクチャ・イン・ピクチャ表示）する場合には、複数の画像のうちの静
止画が第３セレクタ１１０に出力され、複数の画像のうちの動画が第２セレクタ１０７に
出力される。それ以外の場合には、複数の画像は第１合成部１０６に出力される。
【００１８】
　第１合成部１０６は、システム制御部１１６からの指示に応じて、入力された複数の画
像を合成し、複数の画像を共に表示するための合成画像を生成する。そして、第１合成部
１０６は、生成した合成画像を第２セレクタ１０７に出力する。
【００１９】
　第２セレクタ１０７は、システム制御部１１６からの指示に応じて、入力された画像（
第１合成部１０６から入力された合成画像、または、第１セレクタ１０５から入力された
動画）を、画像解析部１０８に出力する。
【００２０】
　画像解析部１０８は、システム制御部１１６からの指示に応じて、画面を分割して得ら
れる分割領域毎に、その分割領域に表示される画像（第２セレクタ１０７から入力された
画像）の特徴量を取得する。そして、画像解析部１０８は、分割領域毎の特徴量を、補正
値決定部１１８に出力する。また、画像解析部１０８は、第２セレクタ１０７から入力さ
れた画像を、画像補正部１０９に出力する。
【００２１】
　画像補正部１０９は、システム制御部１１６からの指示に応じて、画像解析部１０８か
ら入力された画像を補正する。そして、画像補正部１０９は、補正後の画像（補正をしな
い場合には画像解析部１０８から入力された画像）を第３セレクタ１１０に出力する。
【００２２】
　第３セレクタ１１０は、システム制御部１１６からの指示に応じて、入力された画像（
画像補正部１０９から入力された画像（動画または合成画像）、または、第１セレクタ１
０５から入力された静止画）を、第２合成部１１１と第４セレクタ１１２のいずれかに出
力する。具体的には、画像補正部１０９から入力された合成画像は、第４セレクタ１１２
に出力される。画像補正部１０９から入力された動画、及び、第１セレクタ１０５から入
力された静止画は、第２合成部１１１に出力される。
【００２３】
　第２合成部１１１は、システム制御部１１６からの指示に応じて、第３セレクタ１１０
から入力された複数の画像（静止画と動画）を合成し、複数の画像を共に表示するための
合成画像を生成する。そして、第２合成部１１１は、生成した合成画像を第４セレクタ１
１２に出力する。
【００２４】
　第４セレクタ１１２は、システム制御部１１６からの指示に応じて、入力された画像（
第３セレクタ１１０から入力された合成画像、または、第２合成部１１１から入力された
合成画像）を、画像出力部１１３に出力する。
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【００２５】
　画像出力部１１３は、システム制御部１１６からの指示に応じて、第４セレクタ１１２
から入力された合成画像のデータを、液晶パネル１１５の表示解像度、表示色数、リフレ
ッシュレートに適した表示データに変換する。そして、画像出力部１１３は、変換後のデ
ータ（表示データ）を液晶駆動部１１４に出力する。
【００２６】
　液晶駆動部１１４は、画像出力部１１３から入力された表示データを、液晶パネル１１
５の透過率を制御する制御信号に変換する。そして、液晶駆動部１１４は、制御信号を液
晶パネル１１５に出力する。
【００２７】
　液晶パネル１１５は、バックライト１２０からの光を透過することにより、画面上に画
像を表示する表示パネルである。液晶パネル１１５は、液晶駆動部１１４から入力された
制御信号に応じて透過率（バックライト１２０から照光される光に対する、液晶パネル１
１５を透過する光の割合）が変化する複数の画素を有する。
【００２８】
　システム制御部１１６は、液晶表示装置１０１が有する各機能を制御する。
　不揮発性メモリ１１７は、液晶表示装置１０１の動作に関わる複数の情報を記憶してい
る。
【００２９】
　補正値決定部１１８とＢＬ制御部１１９は、システム制御部１１６からの指示に応じて
、分割領域毎の発光輝度（バックライト１２０の発光輝度）を設定する。本実施例では、
表示する画像、及び、画像解析部１０８で取得された分割領域毎の特徴量に基づいて、分
割領域毎の発光輝度が設定される。具体的には、複数の画像が静止画を含み、且つ、複数
の画像をＰｉｎＰ表示する場合には、少なくとも一部に静止画が表示される複数の分割領
域に対して同じ発光輝度が設定され、静止画が表示されない分割領域に対して分割領域毎
の特徴量に基づく発光輝度が設定される。それ以外の場合には、分割領域毎に、分割領域
毎の特徴量に基づく発光輝度が設定される。
【００３０】
　補正値決定部１１８は、システム制御部１１６からの指示に応じて、画像補正部１０９
で動画を補正するために使用する画像データ補正値と、ＢＬ制御部１１９で分割領域毎の
発光輝度を設定する際に使用するＢＬ発光データ補正値とを決定する。そして、補正値決
定部１１８は、画像データ補正値を画像補正部１０９に出力し、ＢＬ発光データ補正値を
ＢＬ制御部１１９に出力する。
【００３１】
　ＢＬ制御部１１９は、システム制御部１１６からの指示に応じて、分割領域毎の発光輝
度を設定する。
【００３２】
　バックライト１２０は、分割領域毎に、設定された発光輝度で発光する。具体的には、
バックライト１２０は、液晶パネル１１５の背面側に設けられており、液晶パネル１１５
の背面に光を照射する。バックライト１２０は、分割領域毎に光源を有する。各分割領域
の光源は、設定された発光輝度で発光するように、個別に制御可能である。
【００３３】
　（バックライトの構造と基本制御について）
　図２に、本実施例に係るバックライト１２０の構成の一例を示す。
　本実施例では、図２に示すように、バックライト１２０は、水平方向３２個×垂直方向
２０個の計６４０個の分割領域に対応する６４０個のＬＥＤ制御エリアからなる。各分割
領域（各ＬＥＤ制御エリア）には光源（図２の例では４つの白色ＬＥＤ）が設けられてい
る。各分割領域の光源は、個別に制御することができる。
　なお、分割領域の数は６４０個に限らない。例えば、分割領域の数は、水平方向１６個
×垂直方向１０個の計１６０個であってもよいし、水平方向４０個×垂直方向２５個の計
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１０００個であってもよいし、水平方向１個×垂直方向８個の計８個であってもよいし、
水平方向１２個×垂直方向１個の計１２個であってもよい。
【００３４】
　図３に、１つの分割領域の光源の一例を示す。
　本実施例では、図３に示すように、１つの分割領域の光源として、直列に接続された４
つの白色ＬＥＤが使用される。また、各分割領域には、その分割領域の光源に電流を流し
て、当該光源を発光させるＬＥＤドライバ３０１が設けられている。
　ＬＥＤドライバ３０１は、ＢＬ制御部１１９から入力されたＰＷＭ制御データに応じて
、ＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）制御を行い、光源（４つの
ＬＥＤ）に電流を流す。ＰＷＭ制御データは、ＬＥＤドライバ３０１が光源に流す電流量
（当該光源に電流を流す時間（パルス幅））を表す。
【００３５】
　ＢＬ制御部１１９は、発光輝度を表すＢＬ発光データ（０～４０９５の値）を決定し、
ＢＬ発光データをＰＷＭ制御データに変換する。そして、ＢＬ制御部１１９は、ＰＷＭ制
御データをＬＥＤドライバ３０１に出力する。本実施例では、発光輝度が高いほどＢＬ発
光データの値が大きいものとする。
　なお、ＢＬ発光データの値の範囲は、０～４０９５に限らない。ＢＬ発光データの値の
範囲は、０～４０９５より狭くてもよいし、広くてもよい。
【００３６】
　本実施例では、分割領域と、その分割領域のバックライトを所定の発光輝度で発光させ
るためのＢＬ発光データとの対応関係を表すテーブル（ＢＬ発光データテーブル）が、不
揮発性メモリ１１７に予め記憶されている。ＢＬ発光データテーブルは、液晶表示装置１
０１の製造段階において、液晶表示装置１０１とは異なる装置（不図示）によって作成さ
れる。例えば、ＢＬ発光データテーブルは、画面上の輝度ムラが最小となるようにＢＬ発
光データを調整することにより作成される。
　本実施例では、不揮発性メモリ１１７に、発光輝度２０～２００ｃｄ／ｍ２を１０等分
して得られる１０個の発光輝度（間隔が２０ｃｄ／ｍ２の１０個の発光輝度）に対応する
１０個のＢＬ発光データテーブルが予め記憶されている。また、不揮発性メモリ１１７に
は、上記１０個の発光輝度である１０個のバックライト輝度値が予め記憶されている。
　図４（ａ），４（ｂ）にＢＬ発光データテーブルの一例を示す。
　図４（ａ）は、バックライト全体（各分割領域のバックライト）を発光輝度１００ｃｄ
／ｍ２で発光させるためのＢＬ発光データの一例である。
　図４（ｂ）は、バックライト全体（各分割領域のバックライト）を発光輝度２００ｃｄ
／ｍ２で発光させるためのＢＬ発光データの一例である。
　図４（ａ），４（ｂ）において、分割領域間でＢＬ発光データが異なるのは、ＬＥＤ毎
に発光特性が異なるためである。
　なお、予め用意するＢＬ発光データテーブルの数は１０個に限らない。予め用意するＢ
Ｌ発光データテーブルの数は１０個より少なくてもよいし、多くてもよい。予め用意する
ＢＬ発光データテーブルの数は１個でもよい。
【００３７】
　ＢＬ制御部１１９は、システム制御部１１６からの点灯制御要求に応じて、不揮発性メ
モリ１１７からバックライト輝度値（発光輝度）を取得する。バックライト輝度値は、デ
フォルト値、ユーザに指定された値、表示する画像の種類等に応じて設定された値である
。
　次に、ＢＬ制御部１１９は、バックライト輝度値に対応するＢＬ発光データテーブルを
、不揮発性メモリ１１７から取得する。例えば、バックライト輝度値が「１００ｃｄ／ｍ
２」の場合には、図４（ａ）に示したＢＬ発光データが取得される。
　そして、ＢＬ制御部１１９は、分割領域毎に、補正値決定部１１８から入力されたＢＬ
発光データ補正値を用いて、取得したＢＬ発光データテーブルにおけるＢＬ発光データを
補正する。本処理により、各分割領域の発光輝度が決定（設定）される。
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　次に、ＢＬ制御部１１９は、分割領域毎に、補正後のＢＬ発光データをＰＷＭ制御デー
タに変換する。例えば、補正後のＢＬ発光データが０の場合、対応する分割領域のバック
ライト（光源）を発光させないために、補正後のＢＬ発光データは、電流量（電流を流す
時間が０）のＰＷＭ制御データに変換される。補正後のＢＬ発光データが４０９５の場合
、対応する分割領域のバックライト（光源）を最大発光輝度で発光させるために、補正後
のＢＬ発光データは、電流量が最大値（電流を流す時間が最大値）のＰＷＭ制御データに
変換される。
　そして、ＢＬ制御部１１９は、分割領域毎に、その分割領域のＰＷＭ制御データを、当
該分割領域のＬＥＤドライバ３０１に出力する。
【００３８】
　（液晶表示装置の動作について）
　図５は、本実施例に係る液晶表示装置１０１の動作の一例を示すフローチャートである
。図５は、複数の画像を共に表示する場合の動作の一例を示す。図５の動作は、電源オン
要求、複数の画像を共に表示する表示モードへ変更する表示モード変更要求などの入力を
システム制御部１１６が検出した場合に開始される。電源オン要求は、ユーザが電源ボタ
ン１２１を操作することにより入力される。表示モード変更要求は、ユーザが操作ボタン
群１２２を操作することにより入力される。
【００３９】
　まず、画像判定部１０４が、第１画像入力部１０２から入力された画像が静止画か動画
かを判定し、第２画像入力部１０３から入力された画像が静止画か動画かを判定する（Ｓ
５０１）。例えば、複数フレーム間の画素値を比較することにより、画像が静止画か動画
かが判定される。画像判定部１０４は、判定結果をシステム制御部１１６に出力し、第１
画像入力部１０２と第２画像入力部１０３から入力された２つの画像を第１セレクタ１０
５に出力する。
【００４０】
　次に、システム制御部１１６が、画像判定部１０４の判定結果から、共に表示する複数
の画像（第１画像入力部１０２と第２画像入力部１０３から入力された２つの画像）に静
止画が含まれているか否かを判定する（Ｓ５０２）。複数の画像に静止画が含まれている
場合にはＳ５０３に処理が進められ、複数の画像に静止画が含まれていない場合にはＳ５
１０に処理が進められる。
【００４１】
　Ｓ５０３では、システム制御部１１６が、不揮発性メモリ１１７から表示レイアウト情
報を取得する。表示レイアウト情報は、表示形式の種類、各画像の表示領域情報などを含
む。表示形式の種類としては、ＰｉｎＰ表示、ＰｏｕｔＰ表示（ピクチャ・アウト・ピク
チャ表示）などがある。表示領域情報は、画像が表示される画面上の領域（表示領域）を
表す情報である。表示領域情報は、例えば、表示領域の始点と終点、表示領域の位置とサ
イズなどである。なお、１つの表示レイアウト情報が用意されていてもよいし、複数の表
示レイアウト情報が用意されていてもよい。複数の表示レイアウト情報が用意されている
場合には、デフォルトの表示レイアウト情報が取得されてもよいし、ユーザ操作や表示す
る画像の種類などに応じた表示レイアウト情報が取得されてもよい。
【００４２】
　次に、システム制御部１１６が、Ｓ５０３で取得した表示レイアウト情報に基づいて、
表示形式がＰｉｎＰ表示か否かを判定する（Ｓ５０４）。表示形式がＰｉｎＰ表示の場合
にはＳ５０５に処理が進められ、ＰｉｎＰ表示でない場合にはＳ５１０に処理が進められ
る。
【００４３】
　（複数の画像が静止画を含み、且つ、複数の画像をＰｉｎＰ表示する場合）
　Ｓ５０５では、システム制御部１１６が、画像判定部１０４の判定結果に基づいて、画
像判定部１０４から入力された２つの画像のうち、静止画が第３セレクタ１１０に出力さ
れ、動画が画像解析部１０８に出力されるように第１セレクタ１０５を制御する。画像解
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析部１０８は、分割領域毎に、その分割領域に表示される動画（第１セレクタ１０５から
入力された動画）の特徴量を取得する。本実施例では、特徴量として平均輝度レベル（Ａ
ＰＬ）が取得される。そして、画像解析部１０８は、分割領域毎の特徴量を、補正値決定
部１１８に出力する。また、画像解析部１０８は、第１セレクタ１０５から入力された動
画を画像補正部１０９に出力する。
　なお、画像判定部１０４から入力された２つの画像がいずれも静止画である場合には、
当該２つの画像は第１セレクタ１０５から第３セレクタ１１０へ送られる。
【００４４】
　次に、補正値決定部１１８が、画像解析部１０８から入力された分割領域毎の特徴量と
、システム制御部１１６から入力された表示レイアウト情報に基づいて、ＢＬ発光データ
補正値と画像データ補正値を決定する（Ｓ５０６）。
【００４５】
　Ｓ５０６の処理について詳しく説明する。
　図６は、Ｓ５０６の処理の一例を示すフローチャートである。図７は、静止画と動画を
ＰｉｎＰ表示する場合の、静止画と動画の表示領域と、分割領域との関係の一例を示す図
である。
　まず、補正値決定部１１８が、表示レイアウト情報に基づいて、処理対象（補正値の算
出対象）の分割領域が静止画領域、動画領域、混在領域のうちのどの領域かを判定する（
Ｓ６０１）。静止画領域は静止画のみが表示される分割領域である。動画領域は動画のみ
が表示される分割領域である。混在領域は静止画と動画の両方が表示される分割領域であ
る。
　図７において、破線で示す領域は分割領域である。図７において、符号ａは静止画領域
を示し、符号ｂは動画領域を示し、符号ｃは混在領域を示す。
　処理対象の分割領域が静止画領域である場合には、Ｓ６０２に処理が進められる。処理
対象の分割領域が動画領域である場合には、Ｓ６０３に処理が進められる。処理対象の分
割領域が混在領域である場合には、Ｓ６０４に処理が進められる。
【００４６】
　Ｓ６０２では、補正値決定部１１８が、処理対象の分割領域（静止画領域）のＢＬ発光
データ補正値を決定する。本実施例では、静止画領域のＢＬ発光データの補正を行なわな
いため、ＢＬ発光データ補正値が「１」とされる。その後、Ｓ６０７に処理が進められる
。
【００４７】
　Ｓ６０３では、補正値決定部１１８が、処理対象の分割領域（動画領域）のＢＬ発光デ
ータ補正値を決定する。
　本実施例では、動画領域のＢＬ発光データを、動画の特徴量に基づくＢＬ発光データに
するＢＬ発光データ補正値が決定される。例えば、暗い画像が表示される動画領域の発光
輝度が、明るい画像が表示される分割領域の発光輝度よりも低くなるように、ＢＬ発光デ
ータ補正値が決定される。
　具体的には、処理対象の分割領域（動画領域）の特徴量であるＡＰＬと、不揮発性メモ
リ１１７に記憶されているＢＬ発光データ補正値テーブルとから、ＢＬ発光データ補正値
が決定される。ＢＬ発光データ補正値テーブルは、ＡＰＬとＢＬ発光データ補正値の関係
を示すテーブル（または関数）である。ＢＬ発光データ補正値テーブルの一例を図８に示
す。図８の横軸はＡＰＬを示し、縦軸はＢＬ発光データ補正値を示す。図８に示すように
、本実施例では、ＡＰＬが大きいときのほうが、ＡＰＬが小さいときよりも大きいＢＬ発
光データ補正値が得られる。また、図８の例では、ＢＬ発光データ補正値は、１より小さ
い値から１より大きい値までを取りうる。
　なお、図８の例では、ＢＬ発光データ補正値テーブルには、ＡＰＬの変化に対してＢＬ
発光データ補正値が変化しない部分が存在するが、そのような部分は存在しなくてもよい
。また、図８の例では、ＡＰＬの変化に対してＢＬ発光データ補正値が線形に変化してい
るが、ＡＰＬの変化に対してＢＬ発光データ補正値が非線形に変化してもよい。ＡＰＬの
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変化に対してＢＬ発光データ補正値が段階的に変化してもよい。
【００４８】
　Ｓ６０４では、補正値決定部１１８が、処理対象の分割領域（混在領域）のＢＬ発光デ
ータ補正値を決定する。本実施例では、混在領域のＢＬ発光データの補正を行なわないた
め、ＢＬ発光データ補正値が「１」とされる。その後、Ｓ６０５，Ｓ６０６の処理が行わ
れ、Ｓ６０７に処理が進められる。
【００４９】
　Ｓ６０５，Ｓ６０６では、補正値決定部１１８が、画像データ補正値を決定する。画像
データ補正値は、特徴量に基づく発光輝度でバックライトを発光させたときと、設定した
発光輝度でバックライトを発光させたときとで、混在領域内における動画の画面上の明る
さが変化しないように、動画を補正するための補正値である。混在領域内（静止画と動画
の両方が表示される分割領域内）における動画の領域は、例えば、図７の符号ｃ－２で示
す領域である。図７の符号ｃ－１で示す領域は、混在領域内における静止画の領域である
。
【００５０】
　Ｓ６０５では、補正値決定部１１８が、処理対象の分割領域（混在領域）に対して、動
画のみを表示する（静止画を表示しない）と仮定したときのＢＬ発光データ補正値（理想
ＢＬ発光データ補正値）を決定する。理想ＢＬ発光データ補正値は、動画領域のＢＬ発光
データ補正値の決定方法と同様に、処理対象の分割領域の特徴量（動画の特徴量）である
ＡＰＬと、不揮発性メモリ１１７に記憶されているＢＬ発光データ補正値テーブル（図８
）とから、決定される。
【００５１】
　Ｓ６０６では、補正値決定部１１８が、処理対象の分割領域（混在領域）内の動画の各
画素に適用する画像データ補正値を決定する。具体的には、画像データ補正値は、Ｓ６０
４で決定したＢＬ発光データ補正値と、Ｓ６０５で決定した理想ＢＬ発光データ補正値と
の差分、及び、不揮発性メモリ１１７に記憶されている画像データ補正値テーブルを用い
て決定される。画像データ補正値テーブルは、ＢＬ発光データ補正値の差分（Ｓ６０４で
決定したＢＬ発光データ補正値－Ｓ６０５で決定した理想ＢＬ発光データ補正値）と画像
データ補正値の関係を示すテーブル（または関数）である。画像データ補正値テーブルの
一例を図９に示す。図９の横軸はＢＬ発光データ補正値の差分を示し、縦軸は画像データ
補正値を示す。図９に示すように、本実施例では、差分が大きいときのほうが、差分が小
さいときよりも大きい画像データ補正値が得られる。また、図９に示すように、差分が０
のときに、ＢＬ発光データ補正値は１となる。
　なお、図９の例では、差分の変化に対して画像データ補正値が非線形に変化しているが
、差分の変化に対して画像データ補正値が線形に変化してもよい。差分の変化に対して画
像データ補正値が段階的に変化してもよい。また、画像データ補正値テーブルには、差分
の変化に対して画像データ補正値が変化しない部分が存在していてもよい。
【００５２】
　Ｓ６０７では、補正値決定部１１８が、全ての分割領域についてＳ６０１～Ｓ６０６の
処理が行われたか否かを判定する。Ｓ６０１～Ｓ６０６の処理が行われていない分割領域
（未処理の分割領域）がある場合には、補正値決定部１１８が、処理対象の分割領域を未
処理の分割領域に切り替え、Ｓ６０１に処理が戻される。全ての分割領域についてＳ６０
１～Ｓ６０６の処理が行われた場合には、Ｓ６０８に処理が進められる。
【００５３】
　Ｓ６０８では、補正値決定部１１８が、分割領域毎のＢＬ発光データ補正値をＢＬ制御
部１１９に出力する。
　Ｓ６０９では、補正値決定部１１８が、混在領域毎（混在領域内の動画の画素毎）の画
像データ補正値を画像補正部１０９に出力する。
【００５４】
　図５の説明に戻る。
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　Ｓ５０６の次に、ＢＬ制御部１１９が、分割領域毎に、ＢＬ発光データテーブルから決
定したＢＬ発光データに対し、補正値決定部１１８から入力されたＢＬ発光データ補正値
を乗算する（Ｓ５０７；ＢＬ発光データの補正）。それにより、分割領域毎の発光輝度が
決定（設定）される。ＢＬ制御部１１９は、分割領域毎に、補正後のＢＬ発光データをＰ
ＷＭ制御データに変換する。
【００５５】
　次に、画像補正部１０９が、画像解析部１０８から入力された動画に、補正値決定部１
１８から入力された画像データ補正値を乗算する（Ｓ５０８；動画の補正）。画像補正部
１０９は、補正後の動画を第３セレクタ１１０に出力する。
　なお、共に表示する２つの画像がいずれも静止画である場合には、画像解析部１０８と
画像補正部１０９に動画は入力されず、Ｓ５０８の処理は行われない。
【００５６】
　そして、システム制御部１１６が、画像補正部１０９から入力された動画と、第１セレ
クタ１０５から入力された静止画とが、第２合成部１１１に出力されるように第３セレク
タ１１０を制御する。さらに、システム制御部１１６は、表示レイアウト情報に基づいて
、入力された静止画と動画をＰｉｎＰ表示するための合成画像が生成されるように、第２
合成部１１１を制御する（Ｓ５０９）。第２合成部１１１は、生成した合成画像を画像出
力部１１３に出力する。
　なお、共に表示する２つの画像がいずれも静止画である場合には、画像補正部１０９か
ら第３セレクタ１１０に動画は送られず、第１セレクタ１０５から第３セレクタ１１０に
２つの静止画が送られる。そして、２つの静止画が第３セレクタ１１０から第２合成部１
１１へ送られ、当該２つの静止画をＰｉｎＰ表示するための合成画像が生成される。
【００５７】
　そして、ＢＬ制御部１１９が、分割領域毎のＰＷＭ制御データをバックライト１２０に
送信する。それにより、バックライト１２０は、分割領域毎に設定された発光輝度で発光
する。また、画像出力部１１３が、合成画像から表示データを生成し、表示データを液晶
駆動部１１４に出力する。そして、液晶駆動部１１４が、画像出力部１１３から入力され
た表示データを、液晶パネル１１５の透過率を制御する制御信号に変換し、制御信号を液
晶パネル１１５に出力する。それにより、液晶パネル１１５の透過率が制御される。
　透過率の制御と、バックライトの発光とを所定のタイミングで行うことにより、画面に
画像が表示される。
【００５８】
　（複数の画像が静止画を含まない場合、又は、複数の画像をＰｉｎＰ表示しない場合）
　Ｓ５１０では、システム制御部１１６が、画像判定部１０４から入力された２つの画像
が第１合成部１０６に出力されるように第１セレクタ１０５を制御する。さらに、システ
ム制御部１１６は、表示レイアウト情報に基づいて、入力された２つの画像を共に表示す
るための合成画像が生成されるように、第１合成部１０６を制御する。第１合成部１０６
は、生成した合成画像を第２セレクタ１０７に出力する。
【００５９】
　次に、システム制御部１１６が、第１合成部１０６から入力された合成画像が画像解析
部１０８に出力されるように第２セレクタ１０７を制御する。画像解析部１０８は、分割
領域毎に、その分割領域に表示される合成画像（第２セレクタ１０７から入力された合成
画像）の特徴量を取得する（Ｓ５１１）。そして、画像解析部１０８は、分割領域毎の特
徴量を、補正値決定部１１８に出力する。また、画像解析部１０８は、第２セレクタ１０
７から入力された合成画像を画像補正部１０９に出力する。
【００６０】
　そして、補正値決定部１１８が、画像解析部１０８から入力された分割領域毎の特徴量
に基づいて、ＢＬ発光データ補正値を決定する（Ｓ５１２）。分割領域毎のＢＬ発光デー
タ補正値は、動画領域のＢＬ発光データ補正値の決定方法と同様に、処理対象の分割領域
の特徴量であるＡＰＬと、不揮発性メモリ１１７に記憶されているＢＬ発光データ補正値
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テーブル（図８）とから、決定される。
【００６１】
　次に、ＢＬ制御部１１９が、分割領域毎に、ＢＬ発光データテーブルから決定したＢＬ
発光データに対し、補正値決定部１１８から入力されたＢＬ発光データ補正値を乗算する
（Ｓ５１３；ＢＬ発光データの補正）。それにより、分割領域毎の発光輝度が決定（設定
）される。ＢＬ制御部１１９は、分割領域毎に、補正後のＢＬ発光データをＰＷＭ制御デ
ータに変換する。
【００６２】
　そして、ＢＬ制御部１１９が、分割領域毎のＰＷＭ制御データをバックライト１２０に
送信する。それにより、バックライト１２０は、分割領域毎に設定された発光輝度で発光
する。また、画像補正部１０９が、画像解析部１０８から入力された合成画像を第３セレ
クタ１１０に出力する。第３セレクタ１１０が、画像補正部１０９から入力された合成画
像を第４セレクタ１１２に出力する。第４セレクタ１１２が、第３セレクタ１１０から入
力された合成画像を画像出力部１１３に出力する。画像出力部１１３が、合成画像から表
示データを生成し、表示データを液晶駆動部１１４に出力する。そして、液晶駆動部１１
４が、画像出力部１１３から入力された表示データを、液晶パネル１１５の透過率を制御
する制御信号に変換し、制御信号を液晶パネル１１５に出力する。それにより、液晶パネ
ル１１５の透過率が制御される。
　透過率の制御と、バックライトの発光とを所定のタイミングで行うことにより、画面に
画像が表示される。
【００６３】
　以上述べたように、本実施例によれば、静止画と動画をＰｉｎＰ表示する場合に、少な
くとも一部に静止画が表示される複数の分割領域に対して、同じ発光輝度が設定され、静
止画が表示されない分割領域に対して、分割領域毎の特徴量に基づく発光輝度が設定され
る。それにより、静止画と共に動画を表示する場合（静止画と動画をＰｉｎＰ表示する場
合）に、静止画の視認性の低下を抑制し、且つ、動画のコントラストを向上することがで
きる。
　また、本実施例によれば、静止画と動画をＰｉｎＰ表示する場合に、特徴量に基づく発
光輝度でバックライトを発光させたときと、設定された発光輝度でバックライトを発光さ
せたときとで、混在領域内における動画の画面上の明るさが変化しないように、動画が補
正される。それにより、少なくとも一部に静止画が表示される複数の分割領域に対して同
じ発光輝度を設定することによる動画の画質の劣化を抑制することができる。
【００６４】
　＜実施例２＞
　本発明の実施例２に係る表示装置及びその制御方法について以下に説明する。
　実施例１では、静止画と動画をＰｉｎＰ表示する場合に静止画の画質の劣化を抑制する
構成について説明した。本実施例では、静止画と動画をＰｏｕｔＰ表示する場合にも静止
画の画質の劣化を抑制することのできる構成について説明する。
　本実施例に係る液晶表示装置の全体構成は、実施例１（図１）と同様のため、その説明
は省略する。
　また、本実施例に係るバックライト１２０の構造と基本制御も、実施例１と同様のため
、その説明は省略する。
【００６５】
　（液晶表示装置の動作について）
　図１０は、本実施例に係る液晶表示装置１０１の動作の一例を示すフローチャートであ
る。図１０は、複数の画像を共に表示する場合の動作の一例を示す。図１０の動作は、電
源オン要求、表示モード変更要求などの入力をシステム制御部１１６が検出した場合に開
始される。
【００６６】
　図１０のＳ５０１～Ｓ５０３の処理は、それぞれ、図５のＳ５０１～Ｓ５０３の処理と
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同様のため、その説明は省略する。
　図１０のＳ５０３の次に、システム制御部１１６が、Ｓ５０３で取得した表示レイアウ
ト情報に基づいて、表示形式がＰｉｎＰ表示かＰｏｕｔＰ表示かを判定する（Ｓ５０４）
。表示形式がＰｉｎＰ表示の場合にはＳ５０５に処理が進められ、表示形式がＰｏｕｔＰ
表示の場合にはＳ１００１に処理が進められる。
【００６７】
　（複数の画像が静止画を含み、且つ、複数の画像をＰｉｎＰ表示する場合）
　図１０のＳ５０５～Ｓ５０９の処理は、それぞれ、図５のＳ５０５～Ｓ５０９の処理と
同様のため、その説明は省略する。
【００６８】
　（複数の画像が静止画を含み、且つ、複数の画像をＰｏｕｔＰ表示する場合）
　図１０のＳ１００１では、システム制御部１１６が、Ｓ５０３で取得した表示レイアウ
ト情報（ＰｏｕｔＰ表示する各画像の表示領域情報）に基づいて、ＰｏｕｔＰ表示する２
つの画像の間隔を算出する。換言すれば、ＰｏｕｔＰ表示する２つの画像が表示される２
つの領域（画面上の領域）の間隔が算出される。
【００６９】
　次に、システム制御部１１６が、ＰｏｕｔＰ表示する２つの画像の両方が表示される分
割領域が存在するか否かを判定する（Ｓ１００２）。具体的には、システム制御部１１６
は、Ｓ１００１で算出した間隔Ｌａが１つの分割領域のサイズＬｂよりも大きいか否かを
判定する。間隔ＬａがサイズＬｂより大きい場合には、ＰｏｕｔＰ表示する２つの画像の
両方が表示される分割領域が存在しないと判断され、Ｓ５１０に処理が進められる。間隔
ＬａがサイズＬｂ以下の場合には、ＰｏｕｔＰ表示する２つの画像の両方が表示される分
割領域が存在すると判断され、Ｓ１００３に処理が進められる。
　なお、ＰｏｕｔＰ表示する２つの画像の両方が表示される分割領域が存在するか否かの
判定方法は上記方法（ＰｏｕｔＰ表示する２つの画像の間隔に基づく方法）に限らない。
例えば、各分割領域を表す領域情報と、ＰｏｕｔＰ表示する２つの画像の表示領域情報と
から、ＰｏｕｔＰ表示する２つの画像の両方が表示される分割領域が存在するか否かが判
定されてもよい。
　なお、バックライトの光源の特性（光の照射角度特性）やバックライトの拡散構造など
に基づいて、サイズＬｂとして分割領域のサイズよりも大きいまたは小さいサイズが設定
されてもよい。
【００７０】
　Ｓ１００３では、システム制御部１１６が、画像判定部１０４の判定結果に基づいて、
画像判定部１０４から入力された２つの画像のうち、静止画が第３セレクタ１１０に出力
され、動画が画像解析部１０８に出力されるように第１セレクタ１０５を制御する。画像
解析部１０８は、分割領域毎に、その分割領域に表示される動画（第１セレクタ１０５か
ら入力された動画）の特徴量を取得する。そして、画像解析部１０８は、分割領域毎の特
徴量を、補正値決定部１１８に出力する。また、画像解析部１０８は、第１セレクタ１０
５から入力された動画を画像補正部１０９に出力する。
【００７１】
　次に、補正値決定部１１８が、画像解析部１０８から入力された分割領域毎の特徴量と
、システム制御部１１６から入力された表示レイアウト情報に基づいて、ＢＬ発光データ
補正値と画像データ補正値を決定する（Ｓ１００４）。
【００７２】
　Ｓ１００４の処理について、図６のフローチャート、及び、図１１，１２を用いて詳し
く説明する。
　図１１は、ＰｏｕｔＰ表示する静止画と動画の配置（画面上での配置）の一例を示す図
である。図１２は、図１１のＰｏｕｔＰ表示を行う場合における、静止画と動画の表示領
域と、分割領域との関係を示す図である。
　図１１の例では、静止画と動画は間隔Ｌａだけ離れて、配置されている。画面の領域の
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うち、静止画も動画も表示されない領域には、所定の背景画像が表示される。背景画像は
、例えば、一様な色（黒やグレーなど）の画像である。
【００７３】
　Ｓ６０１では、背景画像は静止画として扱って、実施例１と同様の処理が行われる。
　図１２において、破線で示す領域は分割領域である。図１２において、符号ａは静止画
領域を示し、符号ｂは動画領域を示し、符号ｃは混在領域を示す。
　処理対象の分割領域が静止画領域である場合には、Ｓ６０２に処理が進められる。処理
対象の分割領域が動画領域である場合には、Ｓ６０３に処理が進められる。処理対象の分
割領域が混在領域である場合には、Ｓ６０４に処理が進められる。
　Ｓ６０２～Ｓ６０９では、実施例１と同じ処理が行われる。
【００７４】
　図１０の説明に戻る。
　Ｓ１００４の次に、ＢＬ制御部１１９が、分割領域毎に、ＢＬ発光データテーブルから
決定したＢＬ発光データに対し、補正値決定部１１８から入力されたＢＬ発光データ補正
値を乗算する（Ｓ１００５；ＢＬ発光データの補正）。それにより、分割領域毎の発光輝
度が決定（設定）される。ＢＬ制御部１１９は、分割領域毎に、補正後のＢＬ発光データ
をＰＷＭ制御データに変換する。
【００７５】
　次に、画像補正部１０９が、画像解析部１０８から入力された動画に、補正値決定部１
１８から入力された画像データ補正値を乗算する（Ｓ１００６；動画の補正）。画像補正
部１０９は、補正後の動画を第３セレクタ１１０に出力する。
　なお、共に表示する２つの画像がいずれも静止画である場合には、画像解析部１０８と
画像補正部１０９に動画は入力されず、Ｓ１００６の処理は行われない。
【００７６】
　そして、システム制御部１１６が、画像補正部１０９から入力された動画と、第１セレ
クタ１０５から入力された静止画とが、第２合成部１１１に出力されるように第３セレク
タ１１０を制御する。さらに、システム制御部１１６は、表示レイアウト情報に基づいて
、入力された静止画と動画をＰｏｕｔＰ表示するための合成画像が生成されるように、第
２合成部１１１を制御する（Ｓ１００７）。第２合成部１１１は、生成した合成画像を画
像出力部１１３に出力する。
　なお、共に表示する２つの画像がいずれも静止画である場合には、画像補正部１０９か
ら第３セレクタ１１０に動画は送られず、第１セレクタ１０５から第３セレクタ１１０に
２つの静止画が送られる。そして、２つの静止画が第３セレクタ１１０から第２合成部１
１１へ送られ、当該２つの静止画をＰｏｕｔＰ表示するための合成画像が生成される。
【００７７】
　（複数の画像が静止画を含まない場合、又は、間隔ＬａがサイズＬｂより大きい場合）
　図１０のＳ５１０～Ｓ５１３の処理は、それぞれ、図５のＳ５１０～Ｓ５１３の処理と
同様のため、その説明は省略する。
【００７８】
　以上述べたように、本実施例によれば、静止画と動画をＰｉｎＰ表示する場合に、実施
例１と同様に、静止画の視認性の低下を抑制し、且つ、動画のコントラストを向上するこ
とができる。
　また、本実施例によれば、静止画と動画をＰｏｕｔＰ表示する場合に、少なくとも一部
に静止画が表示される複数の分割領域に対して、同じ発光輝度が設定され、静止画が表示
されない分割領域に対して、分割領域毎の特徴量に基づく発光輝度が設定される。それに
より、静止画と動画をＰｏｕｔＰ表示する場合に、静止画の視認性の低下を抑制し、且つ
、動画のコントラストを向上することができる。
　また、本実施例によれば、静止画と動画の両方が表示される分割領域が存在しない場合
には、分割領域毎に、分割領域毎の特徴量に基づく発光輝度が設定される。静止画と動画
の両方が表示される分割領域が存在しない場合には、動画の輝度変化によって静止画が表
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示される分割領域の発光輝度が変化することはないため、静止画の画質の劣化も発生しな
い。そのため、静止画と動画の両方が表示される分割領域が存在する場合に、分割領域毎
に、分割領域毎の特徴量に基づく発光輝度を設定することにより、静止画と動画の両方の
コントラストを向上することができる。
【００７９】
　＜実施例３＞
　本発明の実施例３に係る表示装置及びその制御方法について以下に説明する。
　実施例１，２では、静止画と動画をＰｉｎＰ表示する場合、静止画と動画をＰｏｕｔＰ
表示する場合に静止画の画質劣化を抑制する構成について説明した。本実施例では、複数
の静止画を共に表示し静止画の表示位置を変更する場合にも静止画の画質の劣化を抑制す
ることのできる構成について説明する。
【００８０】
　本実施例に係る液晶表示装置の全体構成は、実施例１（図１）と同様のため、その説明
は省略する。
　また、本実施例に係るバックライト１２０の構造と基本制御も、実施例１と同様のため
、その説明は省略する。
【００８１】
　（液晶表示装置の動作について）
　図１６は、本実施例に係る液晶表示装置１０１の動作の一例を示すフローチャートであ
る。図１６は、複数の画像を共に表示する場合の動作の一例を示す。図１６の動作は、電
源オン要求、表示モード変更要求、表示位置変更要求などの入力をシステム制御部１１６
が検出した場合に開始される。電源オン要求は、ユーザが電源ボタン１２１を操作するこ
とにより入力される。表示モード変更要求は、ユーザが操作ボタン群１２２を操作するこ
とにより入力される。画像の表示位置を変更する表示位置変更要求は、ユーザが操作ボタ
ン群１２２を操作することにより入力される。
【００８２】
　図１６のＳ５０１～Ｓ５０３の処理は、それぞれ、図１０のＳ５０１～Ｓ５０３の処理
と同様のため、その説明は省略する。
　図１６のＳ５０３の次に、システム制御部１１６が、Ｓ５０３で取得した表示レイアウ
ト情報に基づいて、表示形式がＰｉｎＰ表示かＰｏｕｔＰ表示かを判定する（Ｓ５０４）
。表示形式がＰｉｎＰ表示の場合にはＳ１６０１に処理が進められ、表示形式がＰｏｕｔ
Ｐ表示の場合にはＳ１００１に処理が進められる。
【００８３】
　表示形式がＰｉｎＰ表示の場合、システム制御部１１６が、画像判定部１０４の判定結
果から、共に表示する複数の画像（第１画像入力部１０２と第２画像入力部１０３から入
力された２つの画像）に動画が含まれているか否かを判定する（Ｓ１６０１）。複数の画
像に動画が含まれている場合にはＳ５０５に処理が進められ、複数の画像に動画が含まれ
ていない場合にはＳ１６０２に処理が進められる。
【００８４】
　（複数の画像が動画と静止画を含み、且つ、複数の画像をＰｉｎＰ表示する場合）
　図１６のＳ５０５～Ｓ５０９の処理は、それぞれ、図１０のＳ５０５～Ｓ５０９の処理
と同様のため、その説明は省略する。
【００８５】
　（複数の画像が静止画のみであり、且つ、複数の画像をＰｉｎＰ表示する場合）
　図１７（ａ）～１７（ｃ）は、２つの静止画をＰｉｎＰ表示する場合の配置（画面上で
の配置）の一例を示す図である。図１７（ａ）～１７（ｃ）では、静止画ｂの表示位置が
互いに異なる。本実施例に係る液晶表示装置１０１では、ユーザは、操作ボタン群１２２
を操作することにより、画像の表示位置を変更することができる。本実施例では、そのよ
うなユーザ操作により、２つの静止画が、図１７（ａ）～１７（ｃ）に示した表示位置で
ＰｉｎＰ表示される例を説明する。
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　複数の静止画をＰｉｎＰ表示する場合、静止画の表示位置を変更すると、表示位置が変
更された静止画周辺の他の静止画の表示にちらつきが生じる。例えば、静止画ｂの表示位
置を変更すると、静止画ｂ周辺の静止画ａの表示にちらつきが生じる。そこで、本実施例
では、複数の静止画をＰｉｎＰ表示する場合には、ローカルディミング制御を行わず、各
分割領域に同じ発光輝度を設定する。具体的には、Ｓ１６０２では以下の処理が行われる
。システム制御部１１６が、画像判定部１０４から入力された複数（本実施例では２つ）
の画像が第１合成部１０６に出力されるように第１セレクタ１０５を制御する。さらに、
システム制御部１１６は、表示レイアウト情報に基づいて、入力された複数の画像を共に
表示するための合成画像が生成されるように、第１合成部１０６を制御する。第１合成部
１０６は、生成した合成画像を第２セレクタ１０７に出力する。そして、合成画像が（各
機能部を経由して）液晶駆動部１１４へ入力される。また、ＢＬ制御部１１９が、各分割
領域に同じ発光輝度（基準値または基準値と略等しい値）を設定する。
　なお、基準値は、メーカによって予め定められた固定値であってもよいし、そうでなく
てもよい。例えば、基準値は、ユーザによって設定や変更が可能な値であってもよい。
【００８６】
　以下に、複数の画像をＰｏｕｔＰ表示する場合について説明する。
　表示形式がＰｏｕｔＰ表示の場合には、まず、図１６のＳ１００１の処理が行われる。
図１６のＳ１００１は、図１０のＳ１００１の処理と同様のため、その説明は割愛する。
　次に、システム制御部１１６が、ＰｏｕｔＰ表示する２つの画像の両方が表示される分
割領域が存在するか否かを判定する（Ｓ１００２）。具体的には、システム制御部１１６
は、Ｓ１００１で算出した間隔Ｌａが１つの分割領域のサイズＬｂよりも大きいか否かを
判定する。間隔ＬａがサイズＬｂより大きい場合には、ＰｏｕｔＰ表示する２つの画像の
両方が表示される分割領域が存在しないと判断され、Ｓ５１０に処理が進められる。間隔
ＬａがサイズＬｂ以下の場合には、ＰｏｕｔＰ表示する２つの画像の両方が表示される分
割領域が存在すると判断され、Ｓ１６０３に処理が進められる。
【００８７】
　（間隔ＬａがサイズＬｂより大きい場合）
　図１６のＳ５１０～Ｓ５１３の処理は、それぞれ、図１０のＳ５１０～Ｓ５１３の処理
と同様のため、その説明は省略する。
【００８８】
　Ｓ１６０３では、システム制御部１１６が、画像判定部１０４の判定結果から、共に表
示する複数の画像（第１画像入力部１０２と第２画像入力部１０３から入力された２つの
画像）に動画が含まれているか否かを判定する。動画が含まれている場合は、Ｓ１００３
に処理が進められる。動画が含まれていない場合は、Ｓ１６０４に処理が進められる。
【００８９】
　（複数の画像が動画と静止画を含み、且つ、複数の画像をＰｏｕｔＰ表示する場合）
　図１６のＳ１００３～Ｓ１００７の処理は、それぞれ、図１０のＳ１００３～Ｓ１００
７の処理と同様のため、その説明は省略する。
【００９０】
　（複数の画像が静止画のみであり、且つ、複数の画像をＰｏｕｔＰ表示する場合）
　Ｓ１６０４～Ｓ１６０７の処理は、それぞれ、図１０のＳ５１０～Ｓ５１３の処理と同
様である。
　Ｓ１６０４～Ｓ１６０７の処理の具体例について、図１８（ａ）～１８（ｃ）と図１９
を用いて説明する。
　図１８（ａ）～１８（ｃ）は、２つの静止画をＰｏｕｔＰ表示する場合の配置（画面上
での配置）の一例を示す図である。図１８（ａ）～１８（ｃ）では、静止画ｂの表示位置
が互いに異なる。
　図１９において、破線で示す領域は分割領域である。図１９において、符号ａは静止画
領域を示す。符号ｃは静止画移動表示領域である。静止画移動表示領域は、静止画ｂが移
動しうる領域である。本実施例では、静止画移動表示領域が、図７と図１２の符号ｃで示
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した混在領域と同様に扱われる。
【００９１】
　以上述べたように、本実施例によれば、静止画と動画をＰｉｎＰ表示する場合に、実施
例１及び実施例２と同様に、静止画の視認性の低下を抑制し、且つ、動画のコントラスト
を向上することができる。
　また、本実施例によれば、静止画と動画をＰｏｕｔＰ表示する場合に、実施例２と同様
に、静止画の視認性の低下を抑制し、且つ、動画のコントラストを向上することができる
。
　また、本実施例によれば、静止画と静止画をＰｉｎＰ表示する場合には、ローカルディ
ミング制御を行わないことにより、静止画の画質の劣化を抑制することができる。
　また、本実施例によれば、静止画と静止画をＰｏｕｔＰ表示する場合には、一方の静止
画の移動によって、その周辺の発光輝度が変化することを抑制することができる。それに
より、移動しない方の静止画の画質の劣化は発生せず、双方の静止画のコントラストを向
上することができる。
【００９２】
　なお、実施例１～３では、特徴量に基づいて発光輝度を決定することにより、明るい画
像が表示される分割領域の発光輝度が高められ、暗い画像が表示される分割領域の発光輝
度が低減される構成としたが、これに限らない。特徴量に基づいて発光輝度を決定するこ
とにより、発光輝度を高めることはされずに、暗い画像が表示される分割領域の発光輝度
が低減される構成であってもよい。特徴量に基づいて発光輝度を決定することにより、発
光輝度を低減することはされずに、明るい画像が表示される分割領域の発光輝度が高めら
れる構成であってもよい。
【００９３】
　なお、実施例１～３では、画像毎に、複数フレーム間の画素値（各画素の画素値、画素
値の代表値）の変化に基づいて、その画像が静止画か動画かを判定する構成としたが、こ
の構成に限らない。例えば、画像毎に、複数フレーム間の輝度値（各画素の輝度値、輝度
値の代表値）の変化に基づいて、その画像が静止画か動画かが判定されてもよい。代表値
は、最大値、最小値、最頻値、中間値、平均値などである。また、表示装置に画像が入力
される際に、当該画像と共に、その画像が静止画か動画かを示す情報が入力されてもよい
。その場合には、その情報を用いて、画像が静止画か動画かが判断されてもよい。
【００９４】
　なお、実施例１～３では、表示レイアウト情報が表示装置内に予め記憶されているもの
としたが、表示レイアウト情報は外部から入力されてもよい。
【００９５】
　なお、実施例１～３では、特徴量がＡＰＬである場合の例について説明したが、特徴量
はＡＰＬに限らない。例えば、特徴量は、画素値の代表値、輝度値の代表値などであって
もよい。なお、特徴量は、画像を解析することにより取得されてもよいし、外部から取得
されてもよい。
【００９６】
　なお、実施例１～３では、１つの分割領域の光源として４つの白色ＬＥＤを用いた場合
の例について説明したが、光源はこれに限らない。例えば、１つの分割領域の光源として
１つの白色ＬＥＤが用いられてもよい。１つの分割領域の光源として発光色が互いに異な
る複数のＬＥＤ（赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ）が用いられてもよい。ＬＥＤで
はなく、有機ＥＬ素子や冷陰極管などの発光素子が用いられてもよい。
【００９７】
　なお、実施例１～３では、２つの画像が共に表示されることを前提として説明したが、
これに限らない。表示装置は、３つ以上の画像を共に表示してもよいし、１つの画像を表
示してもよい。１つの画像を表示する場合には、その画像が静止画か動画かに拘わらず、
分割領域毎に、分割領域毎の特徴量に基づいて発光輝度が設定されてもよい。各分割領域
に同じ発光輝度が設定されてもよい。
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【００９８】
　なお、実施例１～３では、混在領域内における動画を補正する構成としたが、そのよう
な補正は行わなくてもよい。
【００９９】
　なお、実施例１～３では、基準の発光輝度（ＢＬ発光データテーブルから得られたＢＬ
発光データ）を補正することにより、最終的な発光輝度（最終的なＢＬ発光データ）を決
定する構成としたが、この構成に限らない。例えば、分割領域毎に、分割領域毎の特徴量
に基づいて発光輝度が決定された後、少なくとも一部に静止画が表示される分割領域の発
光輝度が変更されてもよい。少なくとも一部に静止画が表示される分割領域と、それ以外
の分割領域とで、別々の方法で発光輝度が決定されてもよい。
【０１００】
　なお、分割領域毎の特徴量に基づく発光輝度の決定方法は、どのような方法であっても
よい。例えば、分割領域毎に、その分割領域の特徴量に応じて、当該分割領域の発光輝度
が決定されてもよい。分割領域毎に、その分割領域（対象分割領域）と、その周囲の分割
領域との特徴量に応じて、対象分割領域の発光輝度が決定されてもよい。
【０１０１】
　なお、実施例２では、静止画と動画をＰｉｎＰ表示する場合と、静止画と動画をＰｏｕ
ｔＰ表示する場合とで、静止画の画質の劣化を抑制するものとしたが、これに限らない。
例えば、静止画と動画をＰｏｕｔＰ表示する場合にのみ、少なくとも一部に静止画が表示
される複数の分割領域に対し同じ発光輝度を設定することにより、静止画の画質の劣化を
抑制してもよい。
【０１０２】
　なお、複数の画像を共に表示する表示形態は、ＰｉｎＰ表示とＰｏｕｔＰ表示に限らな
い。例えば、他の表示形態としては、画像に他の画像の一部が重なるような表示形態があ
る。
【０１０３】
　なお、実施例２では、背景画像を静止画として扱ったが、背景画像が動画として扱って
もよい。その場合には、背景画像と動画のみが表示される分割領域は混在領域とならず、
背景画像と静止画が表示される分割領域、動画と背景画像と静止画が表示される分割領域
、及び、動画と静止画が表示される分割領域が混在領域となる。
　そして、背景画像のみが表示される分割領域に対して、分割領域毎の特徴量（背景画像
の特徴量）に基づく発光輝度が設定されてもよい。その場合には、混在領域内における動
画と同様に、混在領域内における背景画像を補正することが好ましい。背景画像を補正す
るための画像補正データは、動画を補正するための画像補正データと同様の方法で決定す
ればよい。具体的には、Ｓ６０４で決定したＢＬ発光データ補正値と、背景画像のみを表
示する仮定したときのＢＬ発光データ補正値との差分、及び、不揮発性メモリ１１７に記
憶されている背景画像データ補正値テーブルを用いて決定すればよい。背景画像データ補
正値テーブルは、ＢＬ発光データ補正値の差分と画像データ補正値の関係を示すテーブル
（または関数）である。背景画像データ補正値テーブルは、動画を補正するための画像デ
ータ補正値テーブルと同じものであってもよいし、動画を補正するための画像データ補正
値テーブルとは異なるものであってもよい。
【０１０４】
　なお、実施例１～３では、静止画に対してＬＤ（ローカルディミング）制御を行わない
構成について説明したが、静止画に対してＬＤ制御が行われてもよい。その場合には、例
えば、混在領域に対して、混在領域内の静止画の特徴量に基づいて、バックライトの発光
輝度を設定すればよい。
【０１０５】
　なお、混在領域が存在しない場合であっても、動画領域におけるバックライト光は、静
止画領域内に漏れ込むことがある。そのような漏れが生じると、ＬＤ制御時の動画領域に
おけるバックライト光量の変化により、静止画領域においてちらつきが発生してしまう。
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そのため、動画領域のうち、静止画領域に隣接する分割領域に対して、静止画領域の特徴
量に基づいて発光輝度が設定されてもよい。
【０１０６】
　図２０を用いて具体例を説明する。図２０において、符号ａは静止画領域を示し、符号
ｂは動画領域を示し、符号ｃは静止画領域に隣接する動画領域を示す。この場合、領域ｃ
に対して、静止画の輝度に基づいて、バックライトの発光輝度が設定される。例えば、静
止画領域に対してＬＤ制御を行わない場合には、静止画領域と同じ発光輝度が、領域ｃに
対して設定される。一方、静止画領域に対してＬＤ制御を行う場合には、領域ｃに対して
、周辺の静止画領域の発光輝度に基づく発光輝度が設定される。例えば、領域ｃに対して
、周辺の静止画領域と同じ発光輝度が設定される。周辺の静止画領域が複数存在する場合
には、複数の静止画領域の発光輝度の代表値（最大値、最小値、最頻値、中間値、平均値
）が、領域ｃの発光輝度として設定される。図２０の例では、下から４行目に位置する６
つの領域ｃのうち、右側５つの領域ｃに対しては、上側に隣接する領域ａと同じ発光輝度
が設定される。右から６列目に位置する４つの領域ｃのうち、下側３つの領域ｃに対して
は、左側に隣接する領域ａと同じ発光輝度が設定される。そして、下から４行目、右から
６列目に位置する領域ｃに対しては、上側に隣接する領域ａ、左側に隣接する領域ａ、及
び、左上側に隣接する領域ａの３つの領域ａの発光輝度の平均値が、発光輝度として設定
される。
　なお、静止画の特徴量に基づいて発光輝度が設定される動画領域は、静止画領域に隣接
する動画領域に限らない。例えば、静止画領域からの距離が所定値未満の動画領域に対し
て、静止画の特徴量に基づいて発光輝度が設定されてもよい。例えば、図２０において、
領域ｃに隣接する領域ｂに対して、静止画の特徴量に基づいて発光輝度が設定されてもよ
い。なお、このとき、静止画領域からの距離が所定値以上の動画領域に対しては、その動
画領域の特徴量に基づいて発光輝度が設定される。
【０１０７】
　なお、混在領域における静止画の大きさが極めて小さければ、ちらつきはユーザに視認
されにくい。そのため、混在領域における静止画の面積に応じて処理が切り替えられても
よい。例えば、混在領域における静止画の面積が所定の面積以上である場合に、混在領域
に対して、静止画の輝度に基づいて発光輝度が設定されてもよい即ち、混在領域における
静止画の面積が所定の面積以上である場合に、上述した各実施例の処理が行われてもよい
。そして、混在領域における静止画の面積が所定の面積未満である場合には、混在領域に
対して、混在領域における表示画像の特徴量（静止画と動画とを合わせた特徴量）に基づ
いて、発光輝度が設定されてもよい。
　具体的には、混在領域の総面積に対する、当該混在領域における静止画の面積の割合が
２０％以上である場合に、当該混在領域に対して、静止画の輝度に基づいて発光輝度が設
定される。そして、混在領域の総面積に対する、当該混在領域における静止画の面積の割
合が２０％未満である場合に、当該混在領域に対して、当該混在領域における表示画像の
特徴量に基づいて、発光輝度が設定される。なお、上記閾値は２０％に限らず、１０％や
３０％等でもよい。上記割合が同じであっても、１画素のピクセルサイズが大きいディス
プレイと小さいディスプレイでは、静止画の乱れの認識されやすさが異なる。そのため、
上記閾値は、表示装置の1画素のピクセルサイズに基づいて決定されることが好ましい。
【０１０８】
　なお、実施例１～３では、静止画と動画とを判別していたが、これに限らない。例えば
、動画のみを含む分割領域を動画領域として用い、静止画のみを含む分割領域を静止画領
域として用いるのではなく、画像の動き量が所定値以上の領域（画像の動きが大きい領域
）を動画領域として用い、動き量が所定値未満の領域（画像の動きが小さい領域）を静止
画領域として用いてもよい。そのような構成の場合には、動画を含む分割領域であっても
、画像の動きが小さければ、静止画領域として扱われる。例えば、風景の領域（動きの小
さい領域）と、走る車の領域（動きの大きい領域）とを含む画像の場合には、風景の領域
を静止画領域として扱い、車の領域を動画領域として扱うことができる。
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　静止画と動画を共に表示する場合と同様に、画像の動きが小さい領域では、画像の動き
が大きい領域の発光輝度の変化により、視認性の低下が生じてしまうことがある。上記構
成を採用すれば、そのような視認性の低下を抑制することができる。
【０１０９】
　＜実施例４＞
　ローカルディミング制御では、表示画像のコントラストを高めるために、暗い画像が表
示される領域（以下、暗部）の光源の発光輝度が低い値に制御され、明るい画像が表示さ
れる領域（以下、明部）の光源の発光輝度が高い値に制御される。そのため、暗部に明部
が隣接している場合には、明部直下の光源からの光の漏れにより、暗部にハローやフリッ
カが発生しまう。そのような課題を解決するための方法は、例えば、特開２００９－２８
２４５１号公報に開示されている。特開２００９－２８２４５１号公報に開示の技術では
、フレーム間での入力画像データの変化が検出される。そして、急峻な変化が検出された
場合に、明部周辺の領域における光源の発光輝度に空間Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｌｔｅ
ｒ（以下、空間ＬＰＦ）が適応される。それにより、明部周辺の暗部における光源の発光
輝度を高めることができ、フリッカを抑制することができる。
【０１１０】
　しかしながら、上述した従来の技術ではフリッカを抑制するために、明部周辺の領域に
おける光源の発光輝度が高められる。
　そのため、マスタモニター等のような高い輝度再現性が求められる表示装置において、
ＰｉｎＰ表示などのように、表示領域（主表示領域）内に別の表示領域（副表示領域）が
存在する場合に、主表示領域の輝度再現性が損なわれてしまうことがあった。主表示領域
は、高い輝度再現性が求められる画像が表示される領域であり、副表示領域は、波形モニ
タなどの付加情報（高い輝度再現性が求められない画像）が表示される領域である。
　具体的には、主表示領域が暗部であり副表示領域が明部である場合に、上述した従来技
術では、副表示領域周辺の領域における光源の発光輝度に空間ＬＰＦが適応される。その
結果、主表示領域のうち、副表示領域周辺の領域において、光源の発光輝度が高められて
しまい、輝度再現性が損なわれてしまう。
【０１１１】
　実施例４では、主表示領域の輝度再現性を維持することができ、且つ、主表示領域に発
生するフリッカを抑制することのできる技術を説明する。
　図２１は、本実施例に係る表示装置の機能構成の一例を示すブロック図である。
　図２１に示すように、本実施例に係る表示装置は、液晶パネル１０１、バックライト１
０２、レイアウト情報通知部１０３、拡大縮小部１０４、合成指示部１０５、画像データ
合成部１０６、特徴量検出部１０７、目標輝度算出部１０８、目標輝度比較部１０９、目
標輝度選択部１１０、輝度推測演算部１１１、補正値算出部１１２、画像データ補正部１
１３を有する。
【０１１２】
　液晶パネル１０１は、各々が複数色のサブピクセルからなる複数の画素を有する表示部
である。液晶パネル１０１は、液晶パネル１０１に入力された画像データに基づく画像を
表示する。
【０１１３】
　バックライト１０２は、複数の光源を有する。バックライト１０２（複数の光源）から
発せられた光は、液晶パネル１０１の背面に照射される。例えば、バックライト１０２は
、照射領域（画面の領域に相当する領域）を水平方向にｘ等分、垂直方向にｙ等分に分割
さして得られる分割領域毎に、光源を有する。ｘとｙは１以上の整数である。本実施例で
は、図２３に示すように、バックライト１０２は、画面の領域を水平方向に６等分、垂直
方向に４等分して得られる２４個の分割領域に対応する２４個の光源を有する。各光源の
発光輝度は、対応する分割領域に表示すべき画像の明るさを表す特徴量に基づいて制御さ
れる。以後、水平位置がｍであり、垂直位置がｎである光源（ｍ，ｎ）に対応する分割領
域を、分割領域（ｍ，ｎ）と記載する。
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【０１１４】
　以下、図２４（ａ），２４（ｂ）を用いて本実施例における表示領域の定義を説明する
。
　本実施例に係る表示装置は、複数の画像データを受信し、表示する。
　具体的には、本実施例に係る表示装置は、第１画像データと第２画像データを受信し、
表示する。第１画像データは高い輝度再現性が求められる画像データである。例えば、第
１画像データは、電子写真の画像データ、などである。
　図２４（ａ）は、第１画像データを受信し、第１画像データに基づく画像を表示した場
合の表示の一例を示す。第２画像データは、第１画像データよりも輝度再現性が低い画像
データである。例えば、第２画像データは、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵ
Ｉ）を形成する画像データ、字幕を表す画像データ、などである。
　図２４（ｂ）は、第１画像データと第２画像データを受信し、両方の画像データを合成
した画像データに基づく画像を表示した場合の表示の一例を示す。ここで、画面の領域は
、第１画像データに基づく画像が表示される領域と、第２画像データに基づく画像が表示
される領域とを含む。第１画像データに基づく画像が表示される領域が主表示領域であり
、第２画像データに基づく画像が表示される領域が副表示領域である。
　以後、副表示領域を含む分割領域を副分割領域と呼び、副分割領域に対応する光源を副
光源と呼ぶ。また、副分割領域以外の分割領域を主分割領域と呼び、主分割領域に対応す
る光源を主光源と呼ぶ。例えば、図２３の例では、２４個の分割領域のうち、６個の分割
領域（２，３），（２，４），（２，５），（３，３），（３，４），（３，５）が副分
割領域となり、残り１８個の分割領域が主分割領域となる。
【０１１５】
　なお、本実施例では、第１画像データと第２画像データの２つの画像データが受信され
る例を説明するが、受信される画像データの数は２つより多くてもよい。その場合には、
複数の副表示領域や複数の主表示領域を設ければよい。
　また、本実施例では、外部から画像データを受信する例を説明するが、画像データは外
部から受信されるものに限らない。例えば、表示装置の設定を変更するために使用するＧ
ＵＩを形成する画像データなどのように、表示装置内に予め用意されている画像データを
重畳表示するオンスクリーンディスプレイ（ＯＳＤ）にも本発明は適応可能である。
　なお、受信された画像データが第１画像データか第２画像データかは、どのように判断
されてもよい。例えば、受信端子に応じて、その受信端子で受信された画像データが第１
画像データか第２画像データかが判断されてもよい。具体的には、第１の受信端子で受信
された画像データが第１画像データと判断され、第２の受信端子で受信された画像データ
が第２画像データと判断されてもよい。また、複数の画像（複数の画像データに基づく複
数の画像）が表示される複数の領域のうち、最も大きい領域が主表示領域として判断され
、当該主表示領域に表示される画像データが第１画像データとして判断されてもよい。
【０１１６】
　レイアウト情報通知部１０３は、受信された各画像データの表示領域を表すレイアウト
情報を予め保持しており、当該レイアウト情報を拡大縮小部１０４に通知する。レイアウ
ト情報は、例えば、表示領域の位置とサイズである。
　なお、レイアウト情報は、表示領域の始点と終点を表す情報であってもよい。
　なお、レイアウト情報は外部から取得されてもよい。例えば、レイアウト情報は画像デ
ータにメタデータとして付加されていてもよい。
【０１１７】
　拡大縮小部１０４は、レイアウト情報通知部１０３から通知されたレイアウト情報に基
づいて、受信された各画像データに拡大縮小処理を施す。そして、拡大縮小部１０４は、
拡大縮小処理が施された各画像データを画像データ合成部１０６へ送り、通知されたレイ
アウト情報を目標輝度比較部１０９へ通知する。本実施例では、画像のサイズがレイアウ
ト情報で示されたサイズと一致するように拡大縮小処理が行われる。
【０１１８】
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　合成指示部１０５は、ユーザ操作等に応じて生成された表示設定変更指示（表示設定を
変更する指示）に応じて、画像データ合成部１０６に合成指示を通知し、目標輝度選択部
１１０に合成後目標輝度選択指示を通知する。
【０１１９】
　画像データ合成部１０６は、合成指示部１０５からの合成指示の通知に応じて、拡大縮
小部１０４にて拡大縮小処理が施された各画像データを合成することにより、合成画像デ
ータを生成し、生成した合成画像データを画像データ補正部１１３へ送る。
【０１２０】
　特徴量検出部１０７は、画像データ合成部１０６から第１画像データと合成画像データ
を取得する。そして、特徴量検出部１０７は、画像データを分割領域毎の画像データに分
割し、分割領域毎に、その分割領域の画像データから特徴量を検出（取得）する処理を、
第１画像データと合成画像データのそれぞれについて行う。それにより、第２画像データ
が合成される前の第１画像データの特徴量（合成前特徴量）と、第１画像データと第２画
像データが合成された合成画像データの特徴量（合成後特徴量）とが取得される。特徴量
検出部１０７は、検出した特徴量を、目標輝度算出部１０８へ通知する。特徴量は、画像
の明るさを表すものであり、例えば、最大輝度値や平均輝度値などである。
【０１２１】
　目標輝度算出部１０８は、特徴量検出部１０７で検出された特徴量に基づいて、各光源
の目標輝度を算出する。具体的には、分割領域毎に、その分割領域の特徴量に応じて、当
該分割領域に対応する光源の目標輝度が算出される。以後、合成前特徴量に応じて決定さ
れた目標輝度を合成前目標輝度と記載し、合成後特徴量に応じて決定された目標輝度を合
成後目標輝度と記載する。
【０１２２】
　目標輝度比較部１０９は、図２２に示すように平均部９１と比較部９２を有する。
　平均部９１は、拡大縮小部１０４からレイアウト情報を取得し、目標輝度算出部１０８
から合成前目標輝度と合成後目標輝度を取得する。平均部９１は、レイアウト情報に基づ
いて副分割領域（第２画像データが表示される分割領域）を検出する。そして、平均部９
１は、副分割領域の合成前目標輝度の平均値（合成前平均輝度）と、副分割領域の合成後
目標輝度の平均値（合成後平均輝度）を算出する。
　比較部９２は、平均部９１で算出された合成前平均輝度と合成後平均輝度の差が閾値よ
り大きいか否かを判定する。平均輝度の差が閾値より大きい場合、比較部９２は、合成直
後にフリッカが発生すると判断し、目標輝度選択部１１０へ時間Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ　Ｆｉ
ｌｌｔｅｒ（時間ＬＰＦ）適応信号を送信する。時間ＬＰＦ適応信号は、目標輝度の時間
変化に対してＬＰＦを適応する光源や分割領域を示す情報である。本実施例では、副光源
または副分割領域を示す情報が時間ＬＰＦ適応信号として送信される。
　なお、閾値は、予め定められた固定値であってもよいし、ユーザ等によって設定された
任意の値であってもよい。
【０１２３】
　目標輝度選択部１１０は、合成指示部１０５からの合成後目標輝度選択指示の通知に応
じて、目標輝度算出部１０８で算出された合成後目標輝度を選択する。そして、目標輝度
選択部１１０は、バックライト１０２の各光源の発光輝度を、選択した合成後目標輝度に
制御し、各光源の合成後目標輝度を輝度推測演算部１１１へ送る。
　但し、目標輝度比較部１０９から時間ＬＰＦ適応信号が送信された場合には、目標輝度
選択部１１０は、副光源の合成後目標輝度に対して時間ＬＰＦを適応する。そして、副光
源については、発光輝度が時間ＬＰＦ後の目標輝度に制御され、時間ＬＰＦ後の目標輝度
が輝度推測演算部１１１へ送られる。
【０１２４】
　輝度推測演算部１１１は、目標輝度選択部１１０から送られた各光源の目標輝度に基づ
いて、画素毎にその画素に各光源が与える光の合計輝度を算出する。例えば、光源からの
距離と光源からの光の到達率との対応関係を表す減衰情報を予め用意される。そして、減
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衰情報を用いて、光源毎に、その光源からの光の、対象画素の位置での輝度（部分輝度）
が算出される。部分輝度は、例えば、光源と対象画素の間の距離に対応する到達率を、当
該光源の目標輝度に乗算することで算出される。そして、光源毎の部分輝度を合計するこ
とにより、複数の光源からの光の合成光の、対象画素の位置での輝度（合計輝度）が算出
される。
　また、輝度推測演算部１１１は、画素毎に、基準値に対する上記算出された合計輝度の
光源輝度の低下率を算出する。基準値は、例えば、全ての光源を所定の発光輝度で発光さ
せた場合の合計輝度である。
【０１２５】
　補正値算出部１１２は、画素毎に、輝度推測演算部１１１で算出された低下率に基づい
て、合成画像データの画素値に対する補正値を算出する。例えば、各画素の表示輝度（画
面上の輝度）を合計輝度が基準値であるときの表示輝度と同じ値にする場合には、低下率
の逆数を補正値とすればよい。
【０１２６】
　画像データ補正部１１３は、発光輝度の変化による表示輝度の変化を補正するために、
補正値算出部１１２で算出された補正値に基づいて合成画像データを補正する。これによ
り、光源輝度が変化しても画素の表示輝度が維持される。
【０１２７】
　以下、図２５を用いて、複数の画像データを合成して表示する場合における発光輝度の
制御方法について詳しく説明する。
　図２５は、合成画像データを表示する場合における発光輝度の制御方法の一例を示すフ
ローチャートである。
　なお、１つの画像データを受信して表示する場合における処理は本発明の特徴部分では
ないため、詳細な説明は省略する。１つの画像データを受信して表示する場合における処
理には、例えば、受信した画像データから分割領域毎の特徴量が取得される。そして、分
割領域毎に、その分割領域に対して取得された特徴量に応じて、当該分割領域に対応する
光源の発光輝度が制御される。また、受信した画像データに対して、発光輝度の制御に合
わせた補正処理（発光輝度の変化による表示輝度の変化を補正する処理）が施される。
【０１２８】
　まず、目標輝度比較部１０９が、副分割領域の合成前目標輝度の平均値（合成前平均輝
度）と、副分割領域の合成後目標輝度の平均値（合成後平均輝度）とを算出する（Ｓ１０
１）。
【０１２９】
　次に、目標輝度比較部１０９が、合成後平均輝度が合成前平均輝度よりも高く、且つ、
合成後平均輝度と合成前平均輝度の差が閾値より大きいか否かを判定する（Ｓ１０２）。
　合成後平均輝度が合成前平均輝度よりも高く、且つ、合成後平均輝度と合成前平均輝度
の差が閾値より大きい場合（Ｓ１０２：Ｙｅｓ）、Ｓ１０３に処理が進められる。
　それ以外の場合（Ｓ１０２：Ｎｏ）、処理が終了される。そして、目標輝度選択部１１
０が、合成後目標輝度を選択し、各光源の発光輝度を合成後目標輝度に制御する。また、
合成画像データに対して、発光輝度の制御に合わせた補正処理が施される。
【０１３０】
　Ｓ１０３では、目標輝度比較部１０９が、副分割領域（副光源）の目標輝度に時間ＬＰ
Ｆを適応すると判断する。
　次に、目標輝度比較部１０９が、副分割領域を表す時間ＬＰＦ適応信号を目標輝度選択
部１１０に送信する（Ｓ１０４）。
【０１３１】
　そして、目標輝度選択部１１０が、合成指示部１０５から合成後目標輝度選択指示が通
知され、且つ、目標輝度比較部１０９から時間ＬＰＦ適応信号が通知されたか否かを判定
する（Ｓ１０５）。
　目標輝度選択部１１０が、合成指示部１０５から合成後目標輝度選択指示が通知され、
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且つ、目標輝度比較部１０９から時間ＬＰＦ適応信号が通知された場合（Ｓ１０５：Ｙｅ
ｓ）、Ｓ１０６へ処理が進められる。
　それ以外の場合（Ｓ１０５：Ｎｏ）、処理が終了される。そして、目標輝度選択部１１
０が、合成後目標輝度を選択し、各光源の発光輝度を合成後目標輝度に制御する。また、
合成画像データに対して、発光輝度の制御に合わせた補正処理が施される。
【０１３２】
　Ｓ１０６では、目標輝度選択部１１０が、合成後目標輝度を選択し、時間ＬＰＦ適応信
号より指定された副光源の合成後目標輝度に時間ＬＰＦを適応する。そして、副光源の発
光輝度が時間ＬＰＦ適応後の目標輝度に制御され、主光源の発光輝度が合成後目標輝度に
制御される。それにより、合成直後の副光源の急激な目標輝度（発光輝度）の変化が抑制
される。また、合成画像データに対して、発光輝度の制御に合わせた補正処理が施される
。
【０１３３】
　図２６（ａ）は、第１画像データに基づく画像（合成前画像）の一例を示す。図２６（
ｂ）は、合成画像データに基づく画像（合成後画像）の一例を示す図であり、図２６（ａ
）の合成前画像に第２画像データに基づく画像を重畳した画像を示す。図２６（ｂ）にお
いて、白で示された領域が、第２画像データに基づく画像の領域（副表示領域）である。
また、図２６（ｃ）は、図２６（ａ）に示す合成前画像に基づいて決定された合成前目標
輝度を示し、図２６（ｄ）は、図２６（ｂ）に示す合成後画像に基づいて決定された合成
後目標輝度を示す。図２６（ａ）～２６（ｄ）には一部の分割領域のみが示されており、
他の分割領域は省略されている。
【０１３４】
　合成画像データに基づく画像が図２６（ｂ）に示す画像である場合、６つの分割領域（
２，３），（２，４），（２，５），（３，３），（３，４），（３，５）のそれぞれが
副分割領域となる。そのため、図２６（ｃ）から合成前平均輝度は２０となり、図２６（
ｄ）から合成後平均輝度は２３０となる。そして、合成前平均輝度と合成後平均輝度の差
は２１０となる。
　ここで、平均輝度の差と比較する閾値が１００であった場合、図２６（ａ）～２６（ｄ
）の例では、平均輝度の差２１０が閾値１００より大きいため、フリッカが発生すると判
断される。そして、上記６つの副分割領域（２，３），（２，４），（２，５），（３，
３），（３，４），（３，５）のそれぞれが、時間ＬＰＦを適応する領域として設定され
る。
　その後、副光源の合成後目標輝度に対して時間ＬＰＦが適応され、各発光部の発光輝度
が制御される。
【０１３５】
　図２７は、図２６（ａ）に示す画像から図２６（ｂ）に示す画像に表示が切り替えられ
たときの副光源（２，３）の発光輝度の推移を示した図である。
　従来の方法では、図２７のグラフに破線で示すように、表示の切り替え時に副光源の発
光輝度が急激に上昇してしまい、副分割領域（主表示領域の、副分割領域に含まれる部分
）においてフリッカが知覚されてしまう。
　本実施例では、副光源の発光輝度（目標輝度）に時間ＬＰＦが適応されるため、図２７
のグラフの実線に示すように、合成後の副光源の発光輝度の立ち上がりが緩やかになり、
副分割領域におけるフリッカの発生を抑制することができる。
【０１３６】
　以上説明したように、本実施例によれば、合成前平均輝度と合成後平均輝度の差が閾値
より大きい場合に、副光源の発光輝度に時間ＬＰＦが適応される。それにより、主表示領
域におけるフリッカの発生を抑制することができる。
　また、本実施例によれば、主光源の発光輝度が合成後特徴量に応じて制御されるため、
主表示領域の輝度再現性の低下を抑制することができる。
【０１３７】
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　＜実施例５＞
　以下、本発明の実施例５に係る表示装置について説明する。
　主表示領域に表示する画像データの輝度が低ければ低いほど、副表示領域における光源
からの光の主表示領域の表示輝度に対する影響は大きい。そこで、本実施例では、主表示
領域に表示する画像データが暗い画像か否かを判断し、主表示領域に表示する画像データ
が暗い画像であると判断した場合には、実施例４と同様に時間ＬＰＦを行う。
【０１３８】
　本実施例に係る表示装置の全体構成は実施例４と同じであるため説明を省略する。
　図２８は、本実施例に係る表示装置における目標輝度比較部１０９の機能構成の一例を
示すブロック図である。
　平均部９１は、実施例４と同じ機能を有する。
　制限部９３は、主表示領域に表示する画像データが暗い画像である否かを判定するため
の閾値として、合成前平均輝度の閾値（暗部判定閾値）を予め保持している。そして、制
限部９３は、暗部判定閾値を比較部９４に出力する。
　比較部９４は、実施例４の比較部９２と同じ機能を有する。また、比較部９４は、合成
前平均輝度と暗部判定閾値を比較し、主表示領域に表示する画像データが暗い画像である
否かを判定する。本実施例では、画像データの輝度が低いほど低い目標輝度が算出される
。そして、比較部９４は、合成前平均輝度が暗部判定閾値以下である場合に、主表示領域
に表示する画像データが暗い画像である否かを判定する。主表示領域に表示する画像デー
タが暗い画像であると判定された場合には、実施例４と同様に時間ＬＰＦが行われる。
【０１３９】
　以下、図２９を用いて、複数の画像データを合成して表示する場合における発光輝度の
制御方法について詳しく説明する。なお、実施例４（図２５）と同じ処理には同じ符号を
付し、その説明は省略する。
　本実施例では、Ｓ１０１の次に、比較部９４が、合成前平均輝度と暗部判定閾値を比較
する（Ｓ２０１）。
　合成前平均輝度が暗部判定閾値以下である場合（Ｓ２０１：Ｎｏ）、Ｓ１０３に処理が
進められる。即ち、比較部９４は、合成前平均輝度と合成後平均輝度を比較することなく
、副分割領域を時間ＬＰＦ適応領域として決定する。
　合成前平均輝度が暗部判定閾値より大きい場合（Ｓ２０１：Ｙｅｓ）には、Ｓ１０２に
処理が進められる。
　他の処理は、実施例４と同様である。
【０１４０】
　以上説明したように、本実施例によれば、主表示領域に表示する画像データが暗い画像
か否かが判断され、主表示領域に表示する画像データが暗い画像であると判断された場合
には、時間ＬＰＦが行われる。それにより、実施例４よりも確実に、主表示領域における
フリッカの発生を抑制することができる。
【符号の説明】
【０１４１】
　１０１　液晶表示装置
　１０８　画像解析部
　１１５　液晶パネル
　１１８　補正値決定部
　１１９　ＢＬ制御部
　１２０　バックライト
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