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(57)【要約】
【課題】バックライトの消費電力を低減したタッチパネ
ル型の液晶表示装置を提供する。
【解決手段】バックライト照射を伴うデータ表示を行う
液晶表示装置において、タッチパネル型の入出力表示部
上における操作オブジェクトによるバックライトの反射
光を検出するセンサのセンサ出力と、予め設定した基準
値との比較を実行し、該比較結果を利用してセンサ出力
が予め設定した許容下限出力値に近づくようにバックラ
イトの輝度を調整する。本構成により、例えば経時変化
や温度変化によるセンサ出力の低下を見込んた高めのバ
ックライト輝度設定を行う必要がなくなり、十分なセン
サ出力を確保した上で消費電力を低減させることが可能
となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネル機能を持つ入出力表示部と、
　前記入出力表示部に背面から光を照射するバックライトと、
　前記入出力表示部上における操作オブジェクトによるバックライト反射光を検出するセ
ンサのセンサ出力と、予め設定した基準値との比較を行う比較処理部と、
　前記比較処理部の比較結果を入力し、前記センサ出力が予め設定した許容下限出力値に
近づくように前記バックライトの輝度を調整するバックライト輝度調整部と、
　を有する液晶表示装置。
【請求項２】
　前記バックライト輝度調整部は、
　前記バックライトに出力する電流値の制御により、前記バックライトの輝度を調整する
請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記バックライト輝度調整部は、
　前記比較処理部の比較結果として、センサ出力と基準値との差分値を入力し、入力した
差分値を適用して前記バックライトに出力する電流値の算出を実行する請求項２に記載の
液晶表示装置。
【請求項４】
　前記バックライト輝度調整部は、
　前記バックライトに出力する電流値制御のためのＰＷＭ信号の設定を変更することによ
り、前記バックライトの輝度を調整する請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記バックライト輝度調整部は、
　前記比較処理部の比較結果として、センサ出力と基準値との差分値を入力し、入力した
差分値を適用して前記ＰＷＭ信号の設定情報を算出し、算出した設定情報によって変更し
たＰＷＭ信号による電流制御を実行して前記バックライトの輝度を調整する請求項４に記
載の液晶表示装置。
【請求項６】
　液晶表示装置において実行するバックライト制御方法であり、
　比較処理部が、タッチパネル機能を持つ入出力表示部上における操作オブジェクトによ
るバックライト反射光を検出するセンサのセンサ出力と、予め設定した基準値との比較を
行う比較処理ステップと、
　バックライト輝度調整部が、前記比較処理部の比較結果を入力し、前記センサ出力が予
め設定した許容下限出力値に近づくように前記バックライトの輝度を調整するバックライ
ト輝度調整ステップと、
　を有するバックライト制御方法。
【請求項７】
　液晶表示装置においてバックライト制御処理を実行させるプログラムであり、
　比較処理部に、タッチパネル機能を持つ入出力表示部上における操作オブジェクトによ
るバックライト反射光を検出するセンサのセンサ出力と、予め設定した基準値との比較を
行わせる比較処理ステップと、
　バックライト輝度調整部に、前記比較処理部の比較結果を入力し、前記センサ出力が予
め設定した許容下限出力値に近づくように前記バックライトの輝度を調整させるバックラ
イト輝度調整ステップと、
　を有するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置、およびバックライト制御方法、並びにプログラムに関する。
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さらに、詳細には、タッチパネル機能を有する液晶表示装置のバックライト輝度を制御し
て消費電力の削減を実現する液晶表示装置、およびバックライト制御方法、並びにプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置はフラットで軽量のディスプレイであり、例えばカメラ、携帯型情報処理
装置、銀行端末などのディスプレイなどの光学式タッチパネルに多く利用されている。液
晶表示装置は非発光性であるため、見易さの向上および暗所での使用を可能にする目的で
表示画面を背面から照射するバックライトが利用される。バックライトとしては蛍光管や
ＬＥＤなどが用いられる。
【０００３】
　液晶表示装置の表示部をタッチパネル式の入力部として用いる場合、ユーザの指やペン
型の入力装置であるスタイラスペンを液晶パネルの表面に接触または近接させる。タッチ
パネル型液晶表示装置は、この指やスタイラスペンなどの接触または近接位置の検出を行
う。
【０００４】
　具体的には、パネル上部に接触または近接したオブジェクト、すなわち指やスタイラス
ペンにバックライトからの光を反射させ、その反射光を液晶パネル内に配置したセンサ（
検出素子）により検出し、入力位置や面積を判定して、判定に従って様々なデータ処理を
行う。なお、タッチパネル型液晶表示装置については、例えば特許文献１（特開２００９
－６３８０３号公報）に記載されている。
【０００５】
　図１を参照して、光学式タッチパネル型液晶表示装置の構成例について説明する。左上
部に示す入出力表示パネル１１は、表示部とセンサ機能を持つパネルである。左下部に示
すのは断面図であり、入出力表示パネル１１の背面に蛍光管やＬＥＤなどによって構成さ
れるバックライト１２が配置されている。
【０００６】
　入出力表示パネル１１に対してユーザの指などが触れると、センサ検出情報がセンサ検
出情報入力部２１に入力される。センサ検出情報入力部は、指などのオブジェクト接触位
置情報をデータ処理部２２に出力する。データ処理部２２は、予め設定された接触位置に
応じたデータ処理を実行する。例えば表示データの変更処理などである。表示データの変
更命令は、表示制御部２３に出力される。表示制御部２３は、データ処理部２２からの入
力に応じて、入出力表示パネル１１の表示データの変更を行う。
【０００７】
　一方、このデータ処理系統とは別の制御系統として、バックライト１２の制御処理系統
がある。バックライト輝度調整部３１は、バックライトの輝度を調整する。バックライト
発光制御部３２は、バックライトの明滅処理としてのＯＮ／ＯＦＦ制御を実行する。タッ
チパネル式のインタフェースに設定されるバックライトは、短い間隔で明滅（ＯＮ／ＯＦ
Ｆ）を繰り返す設定となっている。これは、パネルに対する接触部の検出精度を高めるた
めである。バックライト発光制御部３２は、このＯＮ／ＯＦＦ制御を行う。
【０００８】
　このようなセンサを持つ入出力表示パネル１１では、センサ感度の温度特性・経年変化
による感度の変動が発生することが確認されている。このためバックライト１２の輝度（
光強度）はセンサ感度が変動して低下し、予測される検出感度の最小値においても、十分
に指の接触などを検出できるように、予め大きめに設定されている。
【０００９】
　すなわち、バックライト輝度調整部３１は、経年変化でセンサ感度が低下しても十分な
光強度が得られるようにバックライトへ輝度を予め高めに設定するよう高めの電流が供給
されるように調整されている。従って、初期状態では、本来、必要とされる電力より多く
を供給している状態となり、余分な電力消費が発生していることになる。
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【００１０】
　また、同様に温度の変動によってもセンサ感度が低下することが知られているが、バッ
クライト輝度調整部３１は、温度変化でセンサ感度が低下しても十分な光強度が得られる
ようにバックライトへ輝度を予め高めに設定するように調整されている。従って、例えば
夏場などの温度の高い状態では、本来、必要とされる電力より多くの過度な電力を供給し
ている状態となり、余分な電力消費が発生していることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００９－６３８０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、例えば上述の問題点に鑑みてなされたものであり、タッチパネル機能を有す
る液晶表示装置のバックライト制御を行うことで消費電力削減を実現する液晶表示装置、
およびバックライト制御方法、並びにプログラム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】
【００１３】
　本発明の第１の側面は、
　タッチパネル機能を持つ入出力表示部と、
　前記入出力表示部に背面から光を照射するバックライトと、
　前記入出力表示部上における操作オブジェクトによるバックライト反射光を検出するセ
ンサのセンサ出力と、予め設定した基準値との比較を行う比較処理部と、
　前記比較処理部の比較結果を入力し、前記センサ出力が予め設定した許容下限出力値に
近づくように前記バックライトの輝度を調整するバックライト輝度調整部と、
　を有する液晶表示装置にある。
【００１４】
　さらに、本発明の液晶表示装置の一実施態様において、前記バックライト輝度調整部は
、前記バックライトに出力する電流値の制御により、前記バックライトの輝度を調整する
。
【００１５】
　さらに、本発明の液晶表示装置の一実施態様において、前記バックライト輝度調整部は
、前記比較処理部の比較結果として、センサ出力と基準値との差分値を入力し、入力した
差分値を適用して前記バックライトに出力する電流値の算出を実行する。
【００１６】
　さらに、本発明の液晶表示装置の一実施態様において、前記バックライト輝度調整部は
、前記バックライトに出力する電流値制御のためのＰＷＭ信号の設定を変更することによ
り、前記バックライトの輝度を調整する。
【００１７】
　さらに、本発明の液晶表示装置の一実施態様において、前記バックライト輝度調整部は
、前記比較処理部の比較結果として、センサ出力と基準値との差分値を入力し、入力した
差分値を適用して前記ＰＷＭ信号の設定情報を算出し、算出した設定情報によって変更し
たＰＷＭ信号による電流制御を実行して前記バックライトの輝度を調整する。
【００１８】
　さらに、本発明の第２の側面は、
　液晶表示装置において実行するバックライト制御方法であり、
　比較処理部が、タッチパネル機能を持つ入出力表示部上における操作オブジェクトによ
るバックライト反射光を検出するセンサのセンサ出力と、予め設定した基準値との比較を
行う比較処理ステップと、
　バックライト輝度調整部が、前記比較処理部の比較結果を入力し、前記センサ出力が予



(5) JP 2010-281915 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

め設定した許容下限出力値に近づくように前記バックライトの輝度を調整するバックライ
ト輝度調整ステップと、
　を有するバックライト制御方法にある。
【００１９】
　さらに、本発明の第３の側面は、
　液晶表示装置においてバックライト制御処理を実行させるプログラムであり、
　比較処理部に、タッチパネル機能を持つ入出力表示部上における操作オブジェクトによ
るバックライト反射光を検出するセンサのセンサ出力と、予め設定した基準値との比較を
行わせる比較処理ステップと、
　バックライト輝度調整部に、前記比較処理部の比較結果を入力し、前記センサ出力が予
め設定した許容下限出力値に近づくように前記バックライトの輝度を調整させるバックラ
イト輝度調整ステップと、
　を有するプログラムにある。
【００２０】
　なお、本発明のプログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実行可能な画像処
理装置やコンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶媒体
、通信媒体によって提供可能なプログラムである。このようなプログラムをコンピュータ
可読な形式で提供することにより、画像処理装置やコンピュータ・システム上でプログラ
ムに応じた処理が実現される。
【００２１】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基
づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の一実施例の構成によれば、バックライト照射を伴うデータ表示を行う液晶表示
装置において、タッチパネル型の入出力表示部上における操作オブジェクトによるバック
ライトの反射光を検出するセンサのセンサ出力と、予め設定した基準値との比較を実行し
、該比較結果を利用してセンサ出力が予め設定した許容下限出力値に近づくようにバック
ライトの輝度を調整する。本構成により、例えば経時変化や温度変化によるセンサ出力の
低下を見込んた高めのバックライト輝度設定を行う必要がなくなり、十分なセンサ出力を
確保した上で消費電力を低減させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】タッチパネル型液晶表示装置の一般的構成例について説明する図である。
【図２】本発明の一実施例に係るタッチパネル型液晶表示装置の構成例について説明する
図である。
【図３】本発明の液晶表示装置におけるバックライト輝度調整シーケンスについて説明す
るフローチャートを示す図である。
【図４】本発明の一実施例に係るタッチパネル型液晶表示装置の構成例について説明する
図である。
【図５】本発明の液晶表示装置におけるバックライト輝度調整のためのＰＷＭを利用した
制御例について説明する図である。
【図６】本発明の液晶表示装置におけるバックライト輝度調整シーケンスについて説明す
るフローチャートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照しながら本発明の液晶表示装置、およびバックライト制御方法、並び
にプログラムの詳細について説明する。
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【００２５】
　本発明について以下の項目に従って順次説明する。
　１．本発明の第１実施例に係る液晶表示装置の構成例と処理例について
　２．本発明の第２実施例に係る液晶表示装置の構成例と処理例について
【００２６】
　　［１．本発明の第１実施例に係る液晶表示装置の構成例と処理例について］
　図２以下を参照して本発明の第１実施例に係る液晶表示装置の構成例と処理例について
説明する。図２は、本発明の第１実施例に係る液晶表示装置の構成例を示す図である。
【００２７】
　図２に示すタッチパネル型液晶表示装置のバックライト制御以外の基本構成は、先に図
１を参照して説明した光学式タッチパネル型液晶表示装置と同様の構成である。入出力表
示パネル１０１は、表示部とセンサ機能を持つパネルである。左下部に示すのは断面図で
あり、入出力表示パネル１０１の背面に蛍光管やＬＥＤなどによって構成されるバックラ
イト１０２が配置されている。
【００２８】
　入出力表示パネル１０１に対してユーザの指などが触れると、センサ検出情報がセンサ
検出情報入力部１２１に入力される。入出力表示パネル１０１には、入出力表示部上にお
ける操作オブジェクトによる前記バックライトの反射光を検出するセンサが設けられてい
る。
【００２９】
　センサ検出情報入力部１２１は、接触位置情報をデータ処理部１２２に出力する。デー
タ処理部１２２は、予め設定された接触位置に応じたデータ処理を実行する。例えば表示
データの変更処理などである。表示データの変更命令は、表示制御部１２３に出力される
。表示制御部１２３は、データ処理部１２２からの入力に応じて、入出力表示パネル１０
１の表示データの変更を行う。
【００３０】
　一方、バックライト１０２の制御処理系統は、先に図１を参照して説明した構成とは異
なっている。
【００３１】
　バックライト輝度調整部２０４は、バックライト１０２の輝度を調整する。バックライ
ト発光制御部１３２は、バックライトの明滅（ＯＮ／ＯＦＦ）制御を実行する。先に説明
したように、タッチパネル式のインタフェースに設定されるバックライトは、短い間隔で
明滅（ＯＮ／ＯＦＦ）を繰り返す設定となっている。これは、パネルに対する接触部の検
出精度を高めるためである。バックライト発光制御部１３２は、このＯＮ／ＯＦＦ制御を
行う。
【００３２】
　先に図１を参照して説明した液晶表示装置は、バックライト輝度調整部３１において、
センサの経時変化や温度変化による検出精度の低下を考慮して予め過度な強度の輝度設定
が行なわれ、無駄な電力消費を発生させていた。
【００３３】
　図２に示す液晶表示装置では、このような電力消費の無駄を省くため、バックライト輝
度調整部２０４が、状況に応じた最適なバックライト輝度調整を実行する。以下、この処
理について説明する。
【００３４】
　入出力表示パネル１０１には、感度モニタセンサが設定されている。この感度モニタセ
ンサは、通常使用するセンサの一部を利用してもよいし、通常使用するセンサと異なるセ
ンサとして、例えば表示領域の外周や周囲に設定してもよい。
【００３５】
　図２に示す感度モニタセンサ出力検出部２０１は、これらの感度モニタセンサの出力を
検出する。検出された感度モニタセンサの出力値は、比較処理部２０２に入力される。
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【００３６】
　比較処理部２０２は、予めメモリ２０３に格納された基準値との比較を実行する。基準
値は、バックライト輝度調整部２０４において、最適なバックライト輝度調整電流を決定
するために適用する比較処理部２０２の出力値（差分値（Ｘ））を得るために予め設定さ
れる値である。この基準値は予めメモリ２０３に格納しておく。
【００３７】
　バックライト輝度調整部２０４は、比較処理部２０２において算出された、
　「感度モニタセンサ出力と基準値との差分（Ｘ）」
　を入力し、差分（Ｘ）に基づいて、バックライトの最適輝度を決定する。具体的にはセ
ンサ出力が予め設定した許容下限出力値に近づくようにバックライトの輝度を調整する。
すなわち、必要な最低レベルのセンサ出力許容値に相当するモニタセンサ出力値が得られ
るレベルに、バックライト１０２の輝度を調整する。
【００３８】
　バックライト輝度調整部２０４は、バックライト１０２に出力する電流値を決定して出
力する。出力電流値Ｉの決定処理は例えば以下のように行われる。
【００３９】
　比較処理部２０２の比較結果として得られる値をＸとする。すなわち、
　（基準値－感度モニタセンサ出力）＝Ｘ
　この差分データ（Ｘ）がバックライト輝度調整部２０４に入力される。
　バックライト輝度調整部２０４は、バックライト輝度調整のために設定する出力電流Ｉ
を以下の式によって算出する。
　Ｉ＝αＸ・・・（式１）
　ただし、αは電流変換ゲイン
　である。
【００４０】
　感度モニタセンサ出力の値が大きくなると、
　（基準値－感度モニタセンサ出力）＝Ｘ
　このＸの値は小さな値となり、出力電流値Ｉ＝αＸは減少する。
　感度モニタセンサ出力の値が小さくなると、
　（基準値－感度モニタセンサ出力）＝Ｘ
　このＸの値は大きな値となり、出力電流値Ｉ＝αＸは増加する。
　メモリ２０３に格納する基準値、および、上記式（式１）におけるパラメータ［α］は
、バックライト輝度調整部２０４によつて設定される出力電流値Ｉが、最低許容レベルの
センサ出力が得られる電流値を算出可能な値に設定される。
【００４１】
　このようなバックライト輝度調整処理を実行することにより、センサからの出力を許容
レベル以上とすることを保証した上で、バックライトの輝度を低下させることが可能とな
る。結果としてバックライト１０２の消費電力は低減させることができる。この機能によ
り、センサ出力の経時変化や温度変化による出力低下を見込んで過度なバックライト輝度
を保持する必要がなくなり、必要に応じたバックライト輝度調整が可能となり、かつ適正
なセンサ出力を保証した上で消費電力削減が実現される。
【００４２】
　なお、バックライト輝度調整部２０４における出力電流Ｉの算出式は、上記式［Ｉ＝α
Ｘ］に限らず、その他の算出式を適用することも可能である。例えば、
　Ｉ＝βＸ＋Ｉ・・・（式２）
　ただし、βは予め設定したパラメータ
　上記式に従って出力電流［Ｉ］を決定する構成としてもよい。なお、この場合のメモリ
２０３に格納する基準値は、上記式（式２）によって算出される電流値［Ｉ］が、最低許
容レベルのセンサ出力が得られる電流値を算出可能な値に設定される。
【００４３】



(8) JP 2010-281915 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

　なお、バックライト輝度調整部３０１は、比較処理部２０２の比較結果として得られる
値をＸを継続的に入力可能であり、入力値Ｘによる出力電流調整を継続的に実行してもよ
いが、出力電流［Ｉ］の調整を行う条件を予め規定して、その条件に一致する場合にのみ
調整を行う設定としてもよい。
【００４４】
　例えば、感度モニタセンサの出力と基準値との差分［Ｘ］が、規定の閾値［ＴＨ１］よ
り大である場合にのみ出力電流を低下させる処理を行い、基準値との差分［Ｘ］が、規定
の閾値［ＴＨ１］以下である場合は、出力電流の調整を実行しないといった処理を行う構
成としてもよい。
【００４５】
　本実施例のバックライト輝度調整シーケンスについて、図３に示すフローチャートを参
照して説明する。
　まず、ステップＳ１０１において、感度モニタセンサ出力検出部２０１が、感度モニタ
センサ出力を検出する。
　次にステップＳ１０２において、比較処理部２０２が、感度モニタセンサ出力と、メモ
リ２０３に格納された基準値とを比較する。
【００４６】
　次にステップＳ１０３において、バックライト輝度調整部２０４が、比較結果を入力し
て、比較値（差分Ｘ）に基づいてバックライト１０２に出力する最適電流値［Ｉ］を決定
する。これは、例えば上述した式（式１）や式（式２）を適用して算出する。
　最後に、ステップＳ１０４において、バックライト輝度調整部２０４が、決定した電流
値［Ｉ］をバックライト１０２に出力して、バックライト輝度調整処理を実行する。
【００４７】
　なお、図３に示すフローチャートに従った処理は、液晶表示装置内のメモリに格納され
たプログラムに従ってプログラム実行機能を有する制御部の制御の下に実行することがで
きる。
【００４８】
　　［２．本発明の第２実施例に係る液晶表示装置の構成例と処理例について］
　上述した第１実施例は、バックライト１０２に対して出力する電流値を直接、調整して
バックライトの輝度調整を実行する構成であった。
　次に、本発明の第２実施例として、バックライトの輝度をＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗａｖ
ｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）制御によって出力電流値を変化させ、輝度調整を行う処理例
について説明する。
【００４９】
　図４は、本発明の第１実施例に係る液晶表示装置の構成例を示す図である。図４に示す
タッチパネル型液晶表示装置のバックライト制御以外の基本構成は、先に図１を参照して
説明したタッチパネル型液晶表示装置と同様の構成である。入出力表示パネル１０１は、
表示部とセンサ機能を持つパネルである。左下部に示すのは断面図であり、入出力表示パ
ネル１０１の背面に蛍光管やＬＥＤなどによって構成されるバックライト１０２が配置さ
れている。
【００５０】
　入出力表示パネル１０１に対してユーザの指などが触れると、センサ検出情報がセンサ
検出情報入力部１２１に入力される。入出力表示パネル１０１に対してユーザの指などが
触れると、センサ検出情報がセンサ検出情報入力部１２１に入力される。入出力表示パネ
ル１０１には、入出力表示部上における操作オブジェクトによる前記バックライトの反射
光を検出するセンサが設けられている。
【００５１】
　センサ検出情報入力部１２１は、接触位置情報をデータ処理部１２２に出力する。デー
タ処理部１２２は、予め設定された接触位置に応じたデータ処理を実行する。例えば表示
データの変更処理などである。表示データの変更命令は、表示制御部１２３に出力される
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。表示制御部１２３は、データ処理部１２２からの入力に応じて、入出力表示パネル１０
１の表示データの変更を行う。
【００５２】
　一方、バックライト１０２の制御処理系統は、先に図１を参照して説明した構成とは異
なっている。バックライト輝度調整部３０１は、バックライト１０２の輝度を調整する。
バックライト発光制御部１３２は、バックライトの明滅（ＯＮ／ＯＦＦ）制御を実行する
。先に説明したように、タッチパネル式のインタフェースに設定されるバックライトは、
短い間隔で明滅（ＯＮ／ＯＦＦ）を繰り返す設定となっている。これは、パネルに対する
接触部の検出精度を高めるためである。バックライト発光制御部１３２は、このＯＮ／Ｏ
ＦＦ制御を行う。
【００５３】
　先に図１を参照して説明した液晶表示装置は、バックライト輝度調整部３１において、
センサの経時変化や温度変化による検出精度の低下を考慮して予め過度な強度の輝度設定
が行なわれ、無駄な電力消費を発生させていた。
【００５４】
　図４に示す液晶表示装置では、このような電力消費の無駄を省くため、バックライト輝
度調整部３０１が、状況に応じた最適なバックライト輝度調整を実行する。以下、この処
理について説明する。
【００５５】
　入出力表示パネル１０１には、感度モニタセンサが設定されている。この感度モニタセ
ンサは、通常使用するセンサの一部を利用してもよいし、通常使用するセンサと異なるセ
ンサとして、例えば表示領域の外周や周囲に設定してもよい。
【００５６】
　図４に示す感度モニタセンサ出力検出部２０１は、これらの感度モニタセンサの出力を
検出する。検出された感度モニタセンサの出力値は、比較処理部２０２に入力される。
【００５７】
　比較処理部２０２は、予めメモリ２０３に格納された基準値との比較を実行する。基準
値は、バックライト輝度調整部３０１において、最適なバックライト輝度調整電流を決定
するために適用する比較処理部２０２の出力値（差分値（Ｘ））を得るために予め設定さ
れる値である。この基準値は予めメモリ２０３に格納しておく。
【００５８】
　バックライト輝度調整部３０１は、比較処理部２０２において算出された、
　「感度モニタセンサ出力と基準値との差分（Ｘ）」
　を入力し、差分（Ｘ）に基づいて、バックライトの最適輝度を決定する。具体的にはセ
ンサ出力が予め設定した許容下限出力値に近づくようにバックライトの輝度を調整する。
すなわち、必要な最低レベルのセンサ出力許容値に相当するモニタセンサ出力値が得られ
るレベルに、バックライト１０２の輝度を調整する。
【００５９】
　本実施例において、バックライト輝度調整部３０１は、バックライト１０２に出力する
電流制御用のＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗａｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）信号を決定して出
力する。
【００６０】
　ＰＷＭ信号は、図５に示すように、オン期間とオフ期間を交互に繰り返すパルス信号で
あり、オン期間のみ所定の電流を出力することで電流制御を行う信号である。オン期間を
長く設定すれば電流値は上昇し、オン期間を短く設定すれば電流値は減少することになる
。
【００６１】
　バックライト輝度調整部３０１における出力電流調整用のＰＷＭ信号は例えば以下のよ
うに調整される。
　図５に示すように、ＰＷＭ信号の周期をＴ、オン期間τとする。
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　比較処理部２０２の比較結果として得られる値をＸとする。すなわち、
　（基準値－感度モニタセンサ出力）＝Ｘ
　この差分データ（Ｘ）がバックライト輝度調整部３０１に入力される。
　バックライト輝度調整部３０１は、バックライト輝度調整のために設定するＰＷＭ信号
のオン期間τを以下の式によって算出する。
　τ＝γＸ・・・（式３）
　ただし、γは変換パラメータ
　である。
【００６２】
　感度モニタセンサ出力の値が大きくなると、
　（基準値－感度モニタセンサ出力）＝Ｘ
　このＸの値は小さな値となり、ＰＷＭ信号のオン期間τ＝γＸは減少し、バックライト
に対する供給電流は減少する。
　感度モニタセンサ出力の値が小さくなると、
　（基準値－感度モニタセンサ出力）＝Ｘ
　このＸの値は大きな値となり、ＰＷＭ信号のオン期間τ＝γＸは増加し、バックライト
に対する供給電流は増加する。
　メモリ２０３に格納する基準値、および、上記式（式３）におけるパラメータ［γ］は
、バックライト輝度調整部３０１によつて設定されるＰＷＭ信号のオン期間τによって出
力される電流Ｉが、最低許容レベルのセンサ出力が得られる電流値となるように設定され
る。
【００６３】
　このようなバックライト輝度調整処理を実行することにより、センサからの出力を許容
レベル以上とすることを保証した上で、バックライトの輝度を低下させることが可能とな
る。結果としてバックライト１０２の消費電力は低減させることができる。この機能によ
り、センサ出力の経時変化や温度変化による出力低下を見込んで過度なバックライト輝度
を保持する必要がなくなり、必要に応じたバックライト輝度調整が可能となり、かつ適正
なセンサ出力を保証した上で消費電力削減が実現される。
【００６４】
　なお、先の実施例１と同様、バックライト輝度調整部３０１におけるＰＷＭ信号のオン
期間τの算出式は、上記式［τ＝γＸ］に限らず、その他の算出式を適用することも可能
である。例えば、
　τ＝δＸ＋τ・・・（式４）
　ただし、δは予め設定したパラメータ
　上記式に従ってＰＷＭ信号のオン期間［τ］を決定する構成としてもよい。なお、この
場合のメモリ２０３に格納する基準値は、上記式（式４）によって算出されるＰＷＭ信号
のオン期間τによって出力される電流Ｉが、最低許容レベルのセンサ出力が得られる電流
値となるように設定される。
【００６５】
　なお、先の実施例と同様、バックライト輝度調整部３０１は、比較処理部２０２の比較
結果として得られる値をＸを継続的に入力可能であり、入力値Ｘによる出力電流調整を継
続的に実行してもよいが、調整を行う条件を予め規定して、その条件に一致する場合にの
み調整を行う設定としてもよい。
【００６６】
　例えば、感度モニタセンサの出力と基準値との差分［Ｘ］が、規定の閾値［ＴＨ２］よ
り大である場合にのみ出力電流を低下させる処理を行い、基準値との差分［Ｘ］が、規定
の閾値［ＴＨ２］以下である場合は、出力電流の調整を実行しないといった処理を行う構
成としてもよい。
【００６７】
　本実施例のバックライト輝度調整シーケンスについて、図６に示すフローチャートを参
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照して説明する。
　まず、ステップＳ２０１において、感度モニタセンサ出力検出部２０１が、感度モニタ
センサ出力を検出する。
　次にステップＳ２０２において、比較処理部２０２が、感度モニタセンサ出力と、メモ
リ２０３に格納された基準値とを比較する。
【００６８】
　次にステップＳ２０３において、バックライト輝度調整部３０１が、比較結果を入力し
て、比較値（差分Ｘ）に基づいてバックライト１０２に出力するＰＷＭ信号のオン期間［
τ］を決定する。これは、例えば上述した式（式３）や式（式４）を適用して算出する。
　最後に、ステップＳ２０４において、バックライト輝度調整部３０１が、決定したＰＷ
Ｍ信号のオン期間τを設定したＰＷＭ信号による制御電流をバックライト１０２に出力し
て、バックライト輝度調整処理を実行する。
【００６９】
　なお、図６に示すフローチャートに従った処理は、液晶表示装置内のメモリに格納され
たプログラムに従ってプログラム実行機能を有する制御部の制御の下に実行することがで
きる。
【００７０】
　以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が実施例の修正や代用を成し得ることは自明である
。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべき
ではない。本発明の要旨を判断するためには、特許請求の範囲の欄を参酌すべきである。
【００７１】
　また、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、あ
るいは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実
行する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込ま
れたコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実
行可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である
。例えば、プログラムは記録媒体に予め記録しておくことができる。記録媒体からコンピ
ュータにインストールする他、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、イン
ターネットといったネットワークを介してプログラムを受信し、内蔵するハードディスク
等の記録媒体にインストールすることができる。
【００７２】
　なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず
、処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行され
てもよい。また、本明細書においてシステムとは、複数の装置の論理的集合構成であり、
各構成の装置が同一筐体内にあるものには限らない。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　以上、説明したように、本発明の一実施例の構成によれば、バックライト照射を伴うデ
ータ表示を行う液晶表示装置において、タッチパネル型の入出力表示部上における操作オ
ブジェクトによるバックライトの反射光を検出するセンサのセンサ出力と、予め設定した
基準値との比較を実行し、該比較結果を利用してセンサ出力が予め設定した許容下限出力
値に近づくようにバックライトの輝度を調整する。本構成により、例えば経時変化や温度
変化によるセンサ出力の低下を見込んた高めのバックライト輝度設定を行う必要がなくな
り、十分なセンサ出力を確保した上で消費電力を低減させることが可能となる。
【符号の説明】
【００７４】
　　１１　入出力表示パネル
　　１２　バックライト
　　２１　センサ検出情報入力部
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　　２２　データ処理部
　　２３　表示制御部
　　３１　バックライト輝度調整部
　　３２　バックライト発光制御部
　１０１　入出力表示パネル
　１０２　バックライト
　１２１　センサ検出情報入力部
　１２２　データ処理部
　１２３　表示制御部
　１３２　バックライト発光制御部
　２０１　感度モニタセンサ出力検出部
　２０２　比較処理部
　２０３　メモリ
　２０４　バックライト輝度調整部
　３０１　バックライト輝度調整部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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