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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ディスプレイ用のバックライトであって、
　独立して制御可能な発光体の複数のストライプと、
　一つまたは複数のバックライトコントローラと
を備え
　前記バックライトコントローラは、パルス幅変調（ＰＷＭ）駆動信号を各発光体に印加
することによって前記ストライプ内の前記発光体の輝度レベルを制御するように構成され
、前記ＰＷＭ駆動信号は期間Ｔと、前記輝度レベルに比例するデューティーサイクルと、
前記ストライプの間で変化する位相オフセットとを有し、
　前記バックライトコントローラは、単一の期間Ｔ内の前記バックライトコントローラの
第１のビット深度に対応する第１のセットのＰＷＭ駆動値を含み、
　前記バックライトコントローラは、前記発光体を前記第１のビット深度よりも大きく、
かつバックライトの最低輝度レベルを画定するために用いられる第２のビット深度に対応
する第２のセットのＰＷＭ駆動値で制御できるように発光体の前記ストライプを、複数の
期間Ｔ’に亘ってＰＷＭ駆動信号によって制御するように構成されており、
　白色光は、少なくとも３つの色に対応する発光体によって表現され、前記バックライト
コントローラは、白色光に対する少なくとも３つの色の混合比率を満たしつつ、少なくと
も３つの色に対応する前記発光体の各々のＰＷＭ駆動値がゼロとなることがないように前
記バックライトの最低輝度レベルを画定する、バックライト。
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【請求項２】
前記バックライトコントローラは、１２ビットの第１のビット深度に対応する単一のＰＷ
Ｍ期間における第１のセットのＰＷＭ駆動値を生成し、発光体の任意のストライプを駆動
信号により、１４ビットの第２のビット深度に対応する４つのＰＷＭ期間に亘って制御す
る、請求項１に記載のバックライト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、ディスプレイシステムに関し、具体的には、改良型電力プロファイル
を備えるディスプレイシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハイダイナミックレンジ（ＨＤＲ）ディスプレイシステムによって、画像表現を人間の
目のダイナミックレンジに合わせることが可能となり、その結果として、視聴者は明らか
に良い視覚経験を得ることができるようになった。ただし、このようなＨＤＲディスプレ
イシステムの一部の実施形態では、これはＬＥＤなどの個々の発光体のアレイの効率的な
局所変調によってもたらされる。これらのディスプレイ（たとえばモニタ、ラップトップ
ディスプレイ、モバイルディスプレイ、テレビなど）の電力使用量が懸案事項となってい
る。
【０００３】
　その結果として、このようなディスプレイの全体的な電力需要ならびに瞬間的な電力需
要を低減することが望ましいこともある。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の複数の実施形態では、様々なパルス幅変調（ＰＷＭ）方式を二重変調器ディス
プレイシステムの実施形態に提供する技術が提示される。二重変調器ディスプレイシステ
ムは、個別にアドレス可能かつ制御可能な発光体のバックライトを備える。バックライト
は、視聴者に提示すべき光をさらに調節するための光変調器、たとえばＬＣＤに照明を提
供する。一実施形態では、バックライトはストライプ化され、各ストライプには、各スト
ライプのコントローラのビット深度を効率的に増やすＰＷＭ方式が割り当てられる。別の
実施形態では、ディスプレイシステムによって、ＰＷＭ期間をＬＣＤフレームレートによ
り良く適合させ、視覚的影響を減少させてもよい。別の実施形態では、ディスプレイシス
テムは、画像データにおいて表現されるべき細かな明るい特徴を検出してもよい。バック
ライトコントローラは、発光体の異なるパーティションへの事前割り当てにより、サブセ
ットの発光体を、ＰＷＭ方式にしたがって駆動するのではなく、パーティションに従って
駆動してもよい。
【０００５】
　本発明は、添付図の図面において一例として例示されるが、これに限定されない。図面
において、類似する符号は、類似する構成要素を指す。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１Ａ】ハイダイナミックレンジ性能に影響するディスプレイシステムのハイレベル構
造を示す。
【図１Ｂ】バックライトおよび光変調器のセグメントを備えるハイダイナミックレンジデ
ィスプレイシステムの実施形態を示す。
【図２】４つの発光体群を含む一つの従来のＰＷＭ方式を示す。
【図３】瞬間的にディスプレイシステムの電力需要を低下させてもよいＰＷＭオフセット
方式の一実施形態を示す。
【図４Ａ】瞬間的にディスプレイシステムの電力需要を低下させてもよいＰＷＭオフセッ
ト方式の一実施形態を示す。
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【図４Ｂ】瞬間的にディスプレイシステムの電力需要を低下させてもよいＰＷＭオフセッ
ト方式の一実施形態を示す。
【図５Ａ】発光体のタイル化および／またはセグメント化に影響を与え、コントローラま
たは複数のコントローラ方式によって駆動されるバックライト構造の一実施形態を示す。
【図５Ｂ】発光体のタイル化および／またはセグメント化に影響を与え、コントローラま
たは複数のコントローラ方式によって駆動されるバックライト構造の一実施形態を示す。
【図６】４つのデューティーサイクルが許容され、発光体がサイクル内の異なる時間にオ
ンとなるＰＷＭ駆動方式の一実施形態を示す。
【図７】バックライトの発光体がストライプ化され、各ストライプに印加されるＰＷＭ波
形が、要望に応じて時間的にずれるＰＷＭ方式の一実施形態を示す。
【図８】効率的な大きいビット深度制御にＰＷＭコントローラによって影響を与えるＰＷ
Ｍ方式の一実施形態を示す。
【図９】ずれたストライプの高ビット深度処理がラップアラウンドされ、所望の結果を産
出するＰＷＭ方式の一実施形態を示す。
【図１０】時折発生する画像内の細かな明るい特徴を処理してもよい、ＰＷＭ方式を用い
るディスプレイシステムの実施形態を示す。
【図１１】時折発生する画像内の細かな明るい特徴を処理してもよい、ＰＷＭ方式を用い
るディスプレイシステムの実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　画像処理技術に関連する可能な実施形態を本明細書で説明する。以下の説明において、
本発明を完全に理解するための説明を目的として、多数の具体的な詳細を記載する。ただ
し、本発明をこれらの具体的な詳細を用いずに実行しえることは明らかであろう。別の事
例では、本発明を不必要に妨害し、不明瞭にし、または分かりにくくすることを避けるた
めに、周知の構造および装置を詳細には記載しない。
【０００８】
　このようなディスプレイの一部では、バックライトは空間光変調器の領域を照明するた
めのＬＥＤなどの複数の発光素子を含む。このような発光素子またはこのような発光素子
の群は別々に制御可能であってもよい。それによってバックライトが発する光度を空間光
変調器上で所望の方法で変化させることができる。本明細書ではこのようなディスプレイ
を二重変調ディスプレイと称する。二重変調ディスプレイの一部の例は次の共有特許およ
び特許出願に記載されている。（１）「ハイダイナミックレンジディスプレイ装置」とい
う題名の米国特許第６８９１６７２号（「’６７２特許」という）、（２）「ハイダイナ
ミックレンジディスプレイ装置」という題名の米国特許第７４０３３３２号（「’３３２
特許」）、および（３）「二重変調ディスプレイ上の高速画像表現」という題名の米国特
許出願公開第２００８／０１８０４６６号（「’４６６出願」）。これらすべてはその全
体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００９】
　さらに、共有特許出願である（１）「省電力ディスプレイ」という題名の国際公開第／
２０１１／０１１５４８号（「’５４８出願」）および（２）「光変調ディスプレイの２
次元画像素子アレイの制御」という題名の国際公開第／２０１１／０１１４４６号（「’
４４６出願」）の両方とも、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。これらの特
許出願において、独立して制御可能なバックライトのアレイ（たとえば、ＬＥＤ、ＯＬＥ
Ｄ、エレクトロルミネセントパネル（ＥＬＰ）、ＣＣＦＬ、白熱灯、量子ドットおよび／
またはその他の制御可能な発光体など）と、光変調器（たとえばＬＣＤなど）とを備える
ディスプレイシステムが記載されている。これらのディスプレイシステムは、通常用いら
れるその他のディスプレイシステムよりも明らかに良いダイナミックレンジ性能を有する
。これは主に、（通常は実質的にリアルタイムで表現すべき画像データに依存して）バッ
クライトを局所的な方法で別々に変調することと、光変調器と掛け合わせることを組み合
わせた効果によるものである。
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【００１０】
　これらのディスプレイシステムの一部の実施形態は、合理的に多くの発光体をバックラ
イトに用いることもあるため、これらのシステムの全体的な消費電力は関心事項となる。
具体的には、’４４６出願は、このような独自のディスプレイ構成の合計消費電力を低減
するように意図されている複数の技術、システムおよび方法を記載する。様々なパルス幅
変調（ＰＷＭ）方式を適用することによって、’４４６出願の技術は全体的な消費電力を
低減することに役立つ。ＰＷＭは通常は、バックライト上の発光体の輝度を制御すること
を含む。ＬＥＤなどの発光素子は、素子を流れる適切な定電流をオンおよびオフに切り替
えることによって、１００％の輝度のオン状態と０％の輝度のオフ状態との間で切り替え
られてもよい。ＰＷＭは、繰り返し期間の一定の割合に亘って、各発光体をそのオン状態
にパルスすることによって動作する。期間が十分に短い（たとえば１ミリ秒）場合は、人
間の視覚系は発光体がオン状態とオフ状態との間を循環していることを検知しない。観察
者は単に平均発光強度を認知する。平均発光強度は、装置がオン状態であるＰＷＭ期間の
割合に比例する。この割合はＰＷＭ信号のデューティーサイクルと称される。たとえば、
７５％のデューティーサイクルでＰＷＭ信号によって駆動される発光体は各ＰＷＭ期間の
７５％の間に亘ってオンとなり、観察者には最大の輝度の７５％の輝度を有する光を安定
して発しているかのように見える。（本明細書に記載する）これらのＰＷＭ方式に対する
さらなる改良によって、全体的な消費電力がさらに大きく改善される。
【００１１】
　図１Ａは本出願で用いる一般的なディスプレイシステム１０を示す。システム１０は光
源コントローラ１２と、光変調器コントローラ１５とを備える。光変調器コントローラ１
５は、一実施形態では、タイミングおよび画像データ信号Ｉ１を入力してもよい。コント
ローラ１２および１５は光源１４および光変調器１７を通信経路１３および１６それぞれ
を介して制御する。光源１４が発する光１８は変調器１７を照射し、経路１９を通じて視
聴者まで到達する。
【００１２】
　図１Ｂはディスプレイシステム２０の一実施形態を（ある程度拡大した図で）示す。本
実施形態では、図１の基本的構造はパーティション化、セグメント化またはその他の方法
でストライプ化されてもよい。ディスプレイシステム２０はその光変調器２７を（たとえ
ば、セグメント２８において図示するようにＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄに、または任意のその他の方
法で）セグメント化させてもよい。さらに、光源２４も同様に、（たとえば、図示するよ
うにセグメント２６Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに、または任意のその他の方法で）セグメント化また
はストライプ化されてもよい。各光源ストライプは発光体２８のアレイを（たとえば２０
ｘ４または、３列の１６個のＬＥＤなど任意のその他の列で）備えていてもよい。
【００１３】
　ＰＷＭの従来の一例として、図２は、バックライト上の４つの発光体または発光体群を
駆動するための４つのＰＷＭ駆動信号Ｉ１－Ｉ４を例示する。ＰＷＭ信号Ｉ１－Ｉ４はそ
れぞれ期間Ｔと、Ｔの７５％のオン時間、即ちデューティーサイクルを有する。すべての
信号は互いに同相である。すべての信号はそれぞれ電流Ｉｏｎによって時間ｔ０で共に立
ち上がり、時間ｔ３で共に立ち下がる。電流Ｉｏｎはオン状態の発光体を駆動するために
必要な電流に相当する。ＰＷＭ駆動信号Ｉ１－Ｉ４は例示しやすいように図２と同一に示
される。ただし、二重変調ディスプレイでは、各信号は特定のデューティーサイクルを有
するように個別に制御可能であってもよい。このように、異なる発光体は異なる輝度レベ
ルで動作してもよい。図２に例示する一般的なＰＷＭでは、ＰＷＭサイクル内で各発光体
をオフにする時間を変更することによって、輝度レベルは制御される。つまり、デューテ
ィーサイクルは各ＰＷＭサイクルの開始時から計時される。
【００１４】
　図２の波形Ｐｔｏｔａｌは、４つのＰＷＭ駆動信号Ｉ１－Ｉ４によって制御される発光
体を駆動するために必要な総電力を表す。総電力、Ｐｔｏｔａｌはこのような発光体のそ
れぞれが任意の時間に消費する電力の合計であり、Ｐ＝ＩＶで示される。この式において
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、Ｉは発光体を流れる駆動電流であり、Ｖはその時間の発光体の対応する電圧降下である
。図２に示すように、Ｐｔｏｔａｌは時間ｔ０で直ちに最大値であるＰｍａｘまで跳ね上
がる。たとえば、各ＰＷＭ信号Ｉ１－Ｉ４がオン状態で電力（Ｉｏｎ）（Ｖｏｎ）を消費
する発光体を駆動した場合、Ｐｍａｘは４（Ｉｏｎ）（Ｖｏｎ）に等しくなる。Ｐｔｏｔ

ａｌはｔ０からｔ３までの期間、Ｐｍａｘに留まり、その後、すべての発光体がオフ状態
に切り替えられると、各ＰＷＭサイクルの最後の１／４でゼロに降下する。同様に、４つ
のＬＥＤは４（Ｉｏｎ）の総電流を時間ｔ０からｔ３まで流し、その後、ゼロの総電流を
各サイクルの最後の１／４で流す。
【００１５】
　複数の発光体と共に用いるときのＰＷＭの欠点は、発光体が各ＰＷＭサイクルの開始中
に一定の時間、（任意のゼロではない輝度設定で）すべて同時にオンとなることである。
その結果、ディスプレイの電源は、少なくとも短時間、すべての発光体を完全に駆動する
ための十分な電力を供給できなければならず、しかも、ディスプレイの効率的な輝度レベ
ルにかかわらず、この電力をほとんど瞬間的に提供できなければならない。この要件によ
って、特に大量の発光体を有するバックライトのためにディスプレイの電源の費用がかさ
み、複雑さが増す。一部のバックライトは何ダース、何百または何千もの個々の発光体を
有することもある。この問題は特に、ディスプレイがたとえば、一部のハイダイナミック
レンジ（ＨＤＲ）ディスプレイの場合のように、非常に明るい画像を表示する能力を有す
る場合に重大となる。このようなディスプレイは、２０００ｃｄ／ｍ２以上の局部光度を
有する画像を表示することが可能であってもよい。このようなディスプレイでは、発光素
子はオン状態でかなりの電力を消費する種類であり得る。
【００１６】
　一部の実施形態では、このような過渡電力要件は、バックライトの発光体を複数の群に
分割し、異なる群の発光体のＰＷＭサイクルの開始時間を時間的にずらすことによって、
低減される。発光体は任意の便利な方法で群に分割することができる。
【００１７】
　図３は一実施形態によるＰＷＭ駆動信号Ｉ１’－Ｉ４’を例示する。本実施形態では、
バックライトの発光体は４つの群に分割されている。各発光体の群はＰＷＭ信号Ｉ１’－
Ｉ４’の一つによって制御される。図２に示すように、各ＰＷＭ信号は７５％のデューテ
ィーサイクルを有し、それによって発光体は７５％の効率的な輝度で動作する。ただし、
図２とは反対に、図３のＰＷＭ信号Ｉ１’－Ｉ４’は互いに９０度位相が異なる。図示す
るように、各群のＰＷＭサイクルの開始点をずらすことによって、４つの発光体群が必要
とする総電力Ｐｔｏｔａｌ’は第１のＰＷＭサイクル中の時刻ｔ０、ｔ１およびｔ２にお
いて段階的に最大値Ｐｍａｘ’まで上昇する。総電力Ｐｔｏｔａｌはその後、図示するよ
うに後続するＰＷＭサイクルにおいて、最大値Ｐｍａｘ’で一定に留まる。
【００１８】
　電力要件の差異が容易に分かるように、図２の波形Ｐｔｏｔａｌを点線で図３のＰｔｏ

ｔａｌ’の上に示す。図から分かるように、各ＰＷＭサイクルの開始時に同時にスイッチ
をオンにするすべての発光体に関連するＰｔｏｔａｌで繰り返される電力の急上昇は、Ｐ

ｔｏｔａｌ’では回避される。むしろ、Ｐｔｏｔａｌ’は第１のＰＷＭサイクルでレベル
Ｐｍａｘ’まで次第に上昇する。ＰＷＭ信号が変化して後続する画像を表示するまでＰｔ

ｏｔａｌ’はレベルＰｍａｘ’に留まる。電力の急上昇を回避し、または削減することに
加え、発光体の開始時間をずらすことによって、任意のセットの駆動信号の最大電力要件
を低減し得る。例示実施形態では、Ｐｍａｘ’はＰｍａｘよりΔＰｍａｘだけ小さい。
【００１９】
　たとえば、簡略化するために各ＰＷＭ信号Ｉ１’－Ｉ４’が、オン状態のときに電力（
Ｉｏｎ）（Ｖｏｎ）を消費する発光体を駆動すると仮定すると、Ｐｔｏｔａｌ’は時刻ｔ
０、ｔ１およびｔ２において（Ｉｏｎ）（Ｖｏｎ）だけ段階的に増加し、３（Ｉｏｎ）（
Ｖｏｎ）の最大Ｐｍａｘ’に到達する。このように、最大電力Ｐｍａｘ’は、ＰＷＭ信号
が図２に例示する位相にあるときに必要となる４（Ｉｏｎ）（Ｖｏｎ）の最大電力Ｐｍａ
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ｘの７５％に等しい。
【００２０】
　このコンセプトを拡張して、ＰＷＭ信号間で任意の適切な相対位相シフトを有する、任
意の数の発光体群を有する実施形態を提供してもよい。たとえば、一部の実施形態では、
発光体はＮ群に分割されるが、各群のＰＷＭ信号は互いに対して３６０／Ｎだけ位相シフ
トされる。バックライトの電力要件は複数の要因によって変動する。複数の要因には発光
体の数、各発光体に印加されるデューティーサイクルおよびＰＷＭ信号の位相オフセット
が含まれる。発光体のデューティーサイクル（したがって輝度）は前述のように独立して
制御可能であってもよい。一部の実施形態では、ＰＷＭ信号を位相シフトすることによっ
て得られる有利点には、同じＰＷＭ信号が同位相で印加される場合よりも、総電力がより
段階的に増加し、より均一に分散され、より低い最大値に維持されるという有利点が挙げ
られる。
【００２１】
　任意の画像のＰＷＭ信号は、画像が表示されている限り、変化せずに繰り返されてもよ
い。新規の画像が表示されると、ＰＷＭ駆動信号を更新して、新規の画像の画像データを
反映してもよい。各新規の画像の第１のＰＷＭサイクル中に、総電力はゼロから、更新さ
れたＰＷＭ信号によって決定される最大値まで上昇する必要があり得る。前述したように
、この初期立ち上がり時間を、ＰＷＭ信号の群を互いに位相不一致となるように構成する
ことによって延長してもよい。同じ画像の後続するＰＷＭサイクル中に、総電力は、（図
３に例示するように）この最大値で一定であるか、あるいは第１のＰＷＭサイクルの初期
立ち上がりに対してある程度変動してもよい。
【００２２】
　映像画像では、画像データおよび対応するＰＷＭ駆動信号を各映像フレームの始めに更
新してもよい。複数のＰＷＭサイクルが単一の映像フレーム内で発生するように、ＰＷＭ
期間は映像フレーム期間よりはるかに短くてもよい。たとえば、一部の実施形態では、映
像フレーム期間は３から１６．７ミリ秒の範囲内である一方、ＰＷＭ期間は０．１から２
ミリ秒の範囲内である。フレーム期間およびＰＷＭ期間を表す波形例を図４Ａに例示する
。波形５０はＴフレームの期間を有する映像フレームサイクル例を表す。波形５２は期間
Ｔを有するＰＷＭサイクル例を表す。この非限定例では、波形５０の各フレームサイクル
は波形５２の１２個のＰＷＭサイクルを含有する。
【００２３】
　別の実施形態によると、画像更新後の第１のＰＷＭサイクルの期間は、同じ画像の後続
するＰＷＭサイクル期間に対して時間的に延長される。画像は映像フレームであっても、
静止画像であってもよい。電力変動またはサージは第１のＰＷＭサイクル中に最大となる
傾向があるため（図３に例示するゼロから最大値までの電力上昇のように）、第１のＰＷ
Ｍサイクルを長くすることによって、この初期電力立ち上がりが生じる時間を長くするこ
とができ、したがって、電源に対する電力サージの要求を低減することができる。画像更
新後の第１のＰＷＭサイクルのみを延長する（それでもフレーム期間より短く設定する）
場合は、発光体輝度には何も目に見える効果はないはずである。更新後の第１のＰＷＭサ
イクル期間は、たとえば、２ミリ秒まで時間的に延長されてもよい。
【００２４】
　図４Ａの波形５４は波形５２と類似しているが、各フレームサイクルの第１のＰＷＭサ
イクルが期間Ｔ１を有することが異なる。期間Ｔ１は、本発明の実施形態によるフレーム
サイクル内の後続するＰＷＭサイクルの期間Ｔ２より長い。期間Ｔ１は期間Ｔ２より長い
任意の適切な長さとしてもよい。一部の実施形態では、期間Ｔ１は期間Ｔ２の整数倍であ
る。一部の実施形態では、Ｔ１／Ｔ２の割合は、たとえば１．５から１０の範囲内である
。実施形態では、非限定例として、期間Ｔ１は期間Ｔ２の２倍である（Ｔ２は波形５２の
期間Ｔと等しい）。
【００２５】
　図４Ｂは、図３に例示する位相シフトと、図４Ａに例示するＰＷＭサイクルの延長を組
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み合わせた実施形態を示す。図４Ｂでは、信号Ｉ１”－Ｉ４”の第１のＰＷＭサイクルの
期間は後続するＰＷＭサイクルの２倍の長さである。その他の点では、図４ＢのＰＷＭ信
号Ｉ１”－Ｉ４”は図３に示すＩ１’－Ｉ４’と同じである。図から分かるように、総電
力Ｐｔｏｔａｌ”は第１のＰＷＭサイクルの時刻ｔ０、ｔ２およびｔ４においてゼロから
最大値Ｐｍａｘ”（図３のＰｍａｘ’と等しい）まで上昇する。初期電力立ち上がり時間
はしたがって図３の実施形態と比べて２倍である。
【００２６】
　前述したようにバックライトの電力変動の増加率、規模および頻度を低減することによ
って、同様にバックライトに電力を供給するために必要な電源の複雑さと費用を低減して
もよい。たとえば、サージ容量、負荷レギュレーションおよび過渡応答などの電源の様々
なパラメータは、ＰＷＭ信号が図３および４で例示するようにオフセットされる場合に軽
減されてもよい。サージ容量は電源が任意の期間に亘って任意のデューティーサイクルで
供給可能な最大電流の基準である。電源のサージ容量は、平均出力電力容量よりもかなり
大きいこともある。負荷レギュレーションは出力負荷の変動に応じて定出力電圧を維持す
るための電源の能力の基準である。過渡応答は、出力負荷が変化した後に、出力電圧を安
定させるための時間の基準である。電源が必要とする出力電流の変動を抑えれば、本発明
の実施形態によるバックライトによって、電源は適度なサージ容量、負荷レギュレーショ
ン、および過渡応答のうちの少なくとも一つを持てる。また、バックライトに供給される
サージ電流を低減することによって、複雑なサージ保護回路を用いずに電源を用いること
が可能になる。
【００２７】
　さらに、図３および４で例示されるように、ＰＷＭ信号がオフセットされる場合は電源
の効率および信頼性は増加することもある。比較的一定の電流を提供するように操作され
る場合には電源はより効率的になりやすく、全負荷と軽負荷との間で変動する場合には効
率的ではなくなることが多い。同様に、電源からの電流が全負荷と軽負荷との間で変動し
ない場合には、電源の電子部品にはストレスがあまりかからず、寿命が長くなりやすい。
【００２８】
　図５Ａはバックライト６０の一部を例示する。バックライト６０は本発明の実施形態に
よる発光体６４の複数のタイル６２を備える。発光体６４はたとえばＬＥＤであってもよ
い。一部の実施形態では、バックライト６０はタイル６２の２次元のアレイを備え、各タ
イルは発光体６４の２次元の構成を備える。一部の実施形態では、各タイル６２は、ＬＥ
Ｄまたはその他の発光体のアレイを含むプリント基板（ＰＣＢ）を備える。
【００２９】
　バックライト６０を組み込むディスプレイはまた、入力画像データ７０による輝度信号
６８を生成するコントローラ６６も備えていてもよい。輝度信号６８は、一つまたは複数
の発光体６４に関して所望の輝度レベルを表すアナログまたはデジタル信号であってもよ
い。バックライト６０はまた、輝度信号６８をＰＷＭ駆動信号７４に変換するための一つ
または複数のＰＷＭコントローラ７２も備えていてもよい。ＰＷＭコントローラ７２は、
発光体６４の輝度を直接制御してもよい。一部の実施形態では、バックライト６０は複数
のＰＷＭコントローラ７２を備え、それぞれがＬＥＤなどの複数の発光体６４を制御する
。一部の実施形態では、各タイル６２は、そのタイル上の発光体６４を制御する一つまた
は複数のＰＷＭコントローラ７２を備える。たとえば、タイル６２は、ＰＣＢ内に組み込
まれ、ＰＣＢ上の発光体６４を制御するＰＷＭコントローラ７２を有するＰＣＢを備える
。コントローラ６６およびＰＷＭコントローラ７２は個別の物理デバイスであってもよく
、同じ物理デバイス内で結合されていてもよい。
【００３０】
　ＰＷＭ駆動信号７４は、任意の期間、デューティーサイクルおよび位相オフセットを有
する一連のサイクルを備える波形であってもよい。ＰＷＭ駆動信号７４は、発光体６４を
流れる定電流をオンおよびオフに変えるために動作してもよい。一部の実施形態では、一
つのタイルのＰＷＭ駆動信号７４は（たとえば図３に例示するように）別のタイルのＰＷ
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Ｍ駆動信号７４に対して位相シフトされる。一部の実施形態では、表示される画像の第１
のＰＷＭサイクルの期間は（たとえば図４Ｂに例示するように）同じ画像の後続するＰＷ
Ｍサイクルの期間より長い。
【００３１】
　例示実施形態では、ＰＷＭコントローラ７２は複数のＰＷＭ駆動信号７４を出力する。
各ＰＷＭ駆動信号７４は個々のタイル６２を制御する。一部の実施形態では、タイル６２
上のすべての発光体６４は、そのタイルのために生成される共通のＰＷＭ駆動信号７４に
よって制御される。その他の実施形態では、各発光体６４のＰＷＭ駆動信号７４のデュー
ティーサイクルは一つまたは複数のＰＷＭコントローラ７２によって独立して制御可能で
ある。
【００３２】
　一部の実施形態では、コントローラチップまたは回路は複数の発光体を個別に制御する
。一部の実施形態では、ＰＷＭコントローラチップまたは回路は、発光体のために生成さ
れるＰＷＭ信号の開始時間が互いにずれるように構成される。このようなＰＷＭコントロ
ーラチップまたは回路を用いて構成されるバックライトでは、異なる発光体群がオンにな
る時間は自動的にずれる。
【００３３】
　バックライト６０はまた、バックライト上の発光体６４に電力を供給するための電源７
６を備える。電源７６は所望の範囲の発光体６４の輝度を生成するために必要な特定の電
力要件を満たすように構成されてもよい。このような電力要件は、たとえば負荷レギュレ
ーション、過渡応答およびサージ容量のうちの少なくとも一つを含んでいてもよい。ＰＷ
Ｍ信号の群の開始時間が図３または４に例示するようにずれる場合には、発光体６４のす
べてが同時に１００％の輝度にオンされるわけではなく、このようにして電力要件は前述
したように低減され得る。特に、一部の実施形態では、電源７６のサージ容量は、すべて
の発光体６４が同時にオンになる場合に必要となるサージ容量より少なくなる。電源７６
のサージ容量の減少の割合は、同じ位相オフセットを有するＰＷＭ信号によって駆動され
る発光体の数の減少の割合に比例していてもよい。一部の実施形態では、電源７６の最大
サージ容量は、すべての発光体６４が同時にオンになる場合に必要となるサージ容量の半
分である。
【００３４】
　同様に、一部の実施形態では、電源７６は、すべての発光体６４が同時にオンにされた
場合に発光体６４が必要とする総突入電流よりも小さい最大出力サージ電流（アウトラッ
シュ電流）を出力可能である。たとえば、バックライト６０がＮ個の発光体を備え、各発
光体がオンになるときに突入電流Ｉｒｕｓｈを必要とする場合には、電源７６は必要な平
均電流を供給可能である一方、Ｎ（Ｉｒｕｓｈ）未満の最大アウトラッシュ電流を有して
いてもよい。一部の実施形態では、電源７６は０．７５（Ｎ）（Ｉｒｕｓｈ）未満の最大
アウトラッシュ電流を有する。一部の実施形態では、電源７６は０．５（Ｎ）（Ｉｒｕｓ

ｈ）未満の最大アウトラッシュ電流を有する。
【００３５】
　電源７６は、バックライト６０の所望の平均輝度を維持するのに十分な連続出力電流を
提供する容量を有するように構成されてもよい。一部の実施形態では、電源７６は最大平
均光度をバックライト６０全体で生成可能である。この最大平均光度はバックライト６０
の一部上で生成することができる局所光度より小さい。たとえば、電源７６は、バックラ
イト６０の一部上に、２０００ｃｄ／ｍ２以上の局所光度を生成することが可能である一
方、バックライト６０全体では４００ｃｄ／ｍ２の最大平均光度を生成可能である。
【００３６】
　’５４８出願では、本発明の実施形態による画像を表示するために、ＰＷＭ信号を生成
して、バックライト上の発光体群を駆動する方法（’５４８出願の図６のラベル付き方法
１００）を記載する。この方法は、たとえばバックライト用の一つまたは複数のコントロ
ーラにおいて具体化されてもよい。



(9) JP 5989789 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

【００３７】
　方法１００のブロック１０２は、ディスプレイのバックライト上のすべての発光体の輝
度値を表示すべき画像データに基づいて決定することを含む。この方法で、発光体を複数
の群に分ける。輝度値は独立して各個別の発光体または各個別の群に対して決定されても
よく、それによってバックライトが発する光度および空間光変調器の入射を空間光変調器
に対して所望の方法で変化させることができる。輝度値はたとえば、電子アナログまたは
デジタル信号で表されてもよい。
【００３８】
　方法１００のブロック１０４で、ＰＷＭデューティーサイクルは各群の発光体に対して
ブロック１０２で決定した輝度値に基づいて決定される。デューティーサイクルは、たと
えば、所望の輝度レベルを生成するために発光体がオン状態である各ＰＷＭ期間の割合ま
たは比率として表されてもよい。
【００３９】
　方法１００のブロック１０６で、ブロック１０４で決定されたデューティーサイクルと
、各群に対する所定の位相オフセットとを有するＰＷＭ駆動信号が生成され、各発光体に
印加される。各群に適用される位相オフセットはそれぞれ異なり、それによってＰＷＭサ
イクルの異なる群の開始時間（図３に例示）はずれる。たとえば、各群の位相オフセット
は３６０／Ｎの単位で適用されてもよい（Ｎは群の数）。
【００４０】
　ブロック１０８で、各ＰＷＭサイクルの期間は、画像の第１のＰＷＭサイクルが任意の
画像の後続するＰＷＭサイクルの期間（図４Ｂに図示）より長くなるように設定される。
たとえば、第１のＰＷＭサイクルは後続するＰＷＭサイクルの２倍にされてもよい。第１
のサイクルを延長する一つの利点は、発光体が得る電力および電流に必要な立ち上がり時
間を延長することである。
【００４１】
　ＰＷＭサイクルが隣接するオン時間部分の後に隣接するオフ時間部分を常に備えている
必要はない。任意のデューティーサイクルに対して、オン時間およびオフ時間のパターン
は、サイクル内のオン時間とオフ時間の全体的な比率が維持される限り、変化させてもよ
い。たとえば、サイクル内のオン時間とオフ時間の順序は逆になってもよい。それによっ
て発光体はサイクルの第１の部分はオフとなり、サイクルの残りの部分はオンとなる。こ
の事例では、異なる輝度レベルを有する発光体は、同じＰＷＭサイクル内の異なる時間に
おいてオンとなってもよい（サイクル終了時に同時にオフになってもよい）。本出願の図
６は４つの波形８０Ａ－８０Ｄを例示し、それぞれ２５％、５０％、７５％および１００
％のデューティーサイクルと、期間Ｔとを有するＰＷＭ信号を表す。図中、各期間のオン
時間はオフ時間の後に続く。図６に例示するように、結果として得られる総電力波形８２
は各サイクルの開始時に最大値まで瞬間的に上がるのではなく、各サイクル中に最大値８
４まで段階的に上がる。
【００４２】
　別の例として、オン時間はＰＷＭサイクル内の中心とされてもよく、それによって異な
る電力レベルが異なる時間に立ち上がりかつ立ち下がる。オン時間およびオフ時間は、サ
イクル内のオフ時間に対するオン時間の全体的な割合が同じである限り、任意のその他の
選択した様式でＰＷＭサイクル内に散在されてもよい。輝度レベルの個別の数がディスプ
レイの発光体に対して画定される（たとえばｎが輝度を画定する複数のビットであるとき
、２ｎの輝度レベル）場合、各サイクルは、発光体がオンまたはオフに設定されてもよい
セグメント数（たとえば２ｎセグメント）に分割されてもよい。各輝度レベルはＰＷＭサ
イクル内のオン／オフセグメントの特定のパターンに対応してもよい。異なる発光体の群
は、各輝度レベルに対して異なる組のオン／オフパターンを用いてもよい。それによって
群が同じ輝度レベルに設定される場合であっても、群間のオン時間はずれる。総電力要件
は、したがって、ＰＷＭサイクル全体により均等に分散されてもよい。
【００４３】
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　ＰＷＭサイクル内のオン時間およびオフ時間の分散の変化は、前述したように、ＰＷＭ
信号の群の位相オフセットの変化と組み合わせてもよい。たとえば、共通の位相オフセッ
トを有する群内の個々の発光体の開始時間は、各ＰＷＭサイクルの終了時から測定デュー
ティーサイクルだけずれる。各新規の画像の第１のサイクル期間が初期値のＰＷＭ期間よ
り長くされる場合は、必要な初期立ち上がり時間も対応して延長される。
【００４４】
　図５Ｂは別の実施形態によるバックライト１２０を例示する。本実施形態では、複数の
ＰＷＭコントローラ１２２Ａ－１２２Ｄ（まとめてＰＷＭコントローラ１２２という）は
それぞれ個別のクロック信号１２４Ａ－１２４Ｄ（まとめてクロック信号１２４という）
によって制御される。ＰＷＭコントローラ１２２はそれぞれ一つまたは複数の発光体１２
６の群１２５に対しＰＷＭ駆動信号１２３を生成する。クロック信号１２４は共通の期間
Ｔを有するが、互いに位相シフトされる。それによってＰＷＭコントローラ１２２によっ
て生成されるＰＷＭサイクルの開始時間はずれる。クロック信号１２４は共通の光源クロ
ックの出力を異なる長さだけ位相シフトすることによって生成されてもよい。たとえば、
４つのＰＷＭコントローラを例示する例では、クロック信号１２４Ａは０だけ位相シフト
されてもよく、クロック信号１２４Ｂは９０だけ位相シフトされてもよく、クロック信号
１２４Ｃは１８０だけ位相シフトされてもよく、クロック信号１２４Ｄは２７０だけ位相
シフトされてもよい。別の実施形態では、一つまたは複数のＰＷＭコントローラに対する
クロック信号は、一つまたは複数のその他のＰＷＭコントローラに対するクロック信号に
対して反転される。
【００４５】
　一部の実施形態では、各クロック信号１２４は、表示画像の第１のＰＷＭサイクルに用
いられる第１のクロック信号と、同じ画像の後続するＰＷＭサイクルに用いられる第２の
クロック信号との間で切り替えられてもよい。第１のクロック信号は対応する第２のクロ
ック信号よりも長い期間（たとえばＴに比べて２Ｔの期間）を有していてもよいが、同じ
位相オフセットを有する。したがって、第１のクロック信号を用いて、各表示画像の第１
のＰＷＭサイクルの期間を、同じ画像の後続するＰＷＭサイクルの期間に対して延長して
もよい。代替的な実施形態では、クロック信号の周波数を変化させ、それによって第１の
ＰＷＭサイクルの期間を後続するＰＷＭサイクルの期間より長くしてもよい。
【００４６】
　改良位相関係
　ここで、位相関係およびディスプレイシステムの別の実施形態を説明する。本明細書で
記載する一部の実施形態は以下のような影響を与えることがある。（１）瞬間的な電力需
要の低減、（２）ＰＷＭドライバおよびコントローラのうちの少なくとも一方のビット深
度の増加にともなうバックライト精度の増加、（３）バックライトと表現される画像との
より良い適合（４）バックライトブランキングを所望の回数にて提供することによる、よ
り良いテキスト可読性を提供することができる。
【００４７】
　このような位相関係を備えるディスプレイシステムの一実施形態を特定の基準仕様と共
にここで説明する。本明細書に記載する仕様は代表的なものであり、本出願の範囲を限定
するものではないことが理解されよう。
【００４８】
　一実施形態では、システムは単一のフレームを取り、単一のフレームを複数のＰＷＭサ
イクルに分割する。これらのＰＷＭサイクルは、個別に制御されてもよく、ＰＷＭ期間ご
とにリロードすることができる。それによって、システムは、そのフレームに対して与え
られた単一のビット深度のＰＷＭ値をリロードすることができる。システムは次に、ＰＷ
Ｍサイクルをさらに最適化して、位相内の開始時間を分散してもよい。この制御は、ＰＷ
Ｍ期間を位相に分割し、そのＰＷＭ期間の値をその位相に分散することによって作用し得
る。このようなシステムは、それほど瞬間的な電力を必要としないこともある。なぜなら
、低い値のＰＷＭ　ＬＥＤが後の位相で停止する際に、別のＬＥＤがオンし初めてもよい
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ためである。これによって、ＬＥＤ　ＰＷＭのオン状態の重複を効率的に分散することが
でき、したがって、同時に、電源の寿命が長くなり、電源の要件が緩和される。
【００４９】
　ＰＷＭコントローラが比較的速いフレームレート（たとえば、３．６Ｋｈｚ）で動作し
、このＰＷＭフレームレートを、光変調器（たとえば６０－１２０ｈｚ）を操作する映像
フレームと比較してもよいので、任意の映像フレーム内で約６０ＰＷＭフレームを有する
ことが可能である。さらに、１２ビットＰＷＭコントローラを用いると、４０９６段階を
任意のデューティーサイクルに用いることが可能となる。
【００５０】
　ＬＥＤを利用する駆動システムでＰＷＭの最大ピーク電流負荷を低減するために、位相
コンセプトを設定して、常にオンになっていてもよいＬＥＤの数の制限を設定してもよい
。一例として、この数はシステム内のＬＥＤの総数の分数として画定してもよい。たとえ
ば、システムがｎ個の位相に対して設計されている場合には、Ｎ／ｎ個以下のＬＥＤが常
にオンであってもよい（ＮはＬＥＤの総数）。本事例では、位相の重複はない。このよう
に、一実施形態では、ディスプレイシステムのバックライトをストライプ化して、全体的
な電力需要を節約してもよい。図７はディスプレイシステムの一例であり、バックライト
はストライプ化されている（図示するようにストライプ０、１、２、および３）。これら
のストライプは、図示するようにオン－オフ状態をずらして、ディスプレイシステムの瞬
間的な電力需要を低減してもよい。
【００５１】
　常にオンであるＬＥＤの数が制限されている場合に、ピーク電流制限を超えて、重複し
てもよい追加の位相を加えることによって、さらに改良が可能である。各ＬＥＤのＰＷＭ
サイクルの開始をずらすことによって、電流負荷衝撃は（前述の図３に示すように）時間
と共に広がり、したがってｄｉ／ｄｔが減少する。これをピーク電流制限コンセプトと組
み合わせることによって、ピーク電流制限の利点を得ることができ、電力サブシステムに
対するｄｉ／ｄｔ衝撃負荷を低減することができる。これは単にピーク電流制限の規則を
維持するだけで実現される。この規則はＮ／ｎ個以下のＬＥＤが常にオンであってもよい
こと、つまり少なくともｎ個の位相があり得るということを意味する。ここで、２つのコ
ンセプトを組み合わせ、位相を重複可能であるが、Ｎ／ｎ個以下のＬＥＤが常にオンとな
ってもよいことによって、位相が重複しないという規則を修正すると、ｄｉ／ｄｔとピー
ク電流の制限が可能となる。
【００５２】
　別の実施形態では、ＬＥＤがＰＷＭサイクルの開始時点から一時的なオフセットでオン
となり、ＬＥＤがＰＷＭサイクルの境界を超えない場合に、システムはＰＷＭ制限、ＰＷ
Ｍ（最大）＝１００％－ＰＷＭ（オフセット）を設計しえる。代替的な方法として、オフ
セットによる任意の重複をＰＷＭサイクルの開始時に移動することが可能であってもよい
。たとえば、ＬＥＤの一時的なＰＷＭオフセットがＰＷＭサイクルで２５％であり、ＰＷ
Ｍ値が８０％である場合に、ＬＥＤのオン時間を次の２つの部分に分けることができる。
（１）ＰＷＭサイクルの０％オフセットからの５％オン時間、（２）２５％オフセットか
らの７５％オン時間。
【００５３】
　拡張ビット深度
　本システムの一実施形態は、低ビット深度ＰＷＭ　ＬＥＤドライバコントローラを取り
、かつ映像フレームごとのビット深度を増加させる設計を備える。この設計によって、そ
のフレーム中に発光される光をより制御可能となる。現在、一部の市販のドライバは１２
ビットＰＷＭ制御のみを用いる。これらの市販のドライバに関する一つの問題は、ＬＥＤ
を低い輝度で制御するほど、ＬＥＤは色の混合を制御することに問題を生じるようになる
ことである。その理由は、十分な制御が下端部にないためである。ただし、人間の視覚系
はこの低レベルでは光に敏感である。
【００５４】
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　一例として、非常に薄い青に調整される非常に低い輝度の白色光を作ることを所望する
場合であり、ＰＷＭ制御を１のＰＷＭ値まで落とすことが可能である場合に、赤および緑
をＰＷＭ＝０として、青色ＬＥＤをＰＷＭ＝１でオンにすることが可能であるとしたら、
システムはこの低レベルで青のみを得て、白を得ないだろう。また、システムはＲ，Ｇ，
Ｂの３色すべてに対してＰＷＭ＝１を有していてもよいが、システムはこのレベルでこれ
らの３色が提示するあらゆる混合を表現しなければならない。
【００５５】
　このように、一実施形態では、システムは、比率を満たす一方でＰＷＭ＝０になること
がないような最低の輝度を判断してもよい。つまり、赤がＰＷＭ＝１以下になり、緑およ
び青が白の混合を保つために高い値である場合には、このような設定によって、システム
のバックライトの最低輝度レベルを画定することができる。このように、低レベルでより
良く制御することが可能となり、その結果、システムは、より良い黒およびより正確なグ
レースケールトラッキングを表現することが可能となる。
【００５６】
　特定のＰＷＭフレームレートが映像フレームレートより大きい場合は、これらのレート
を適合させることによって、ＰＷＭ制御のビット深度を増加することが可能となる。たと
えば、一実施形態では、図８に示すように、１２ビットＰＷＭコントローラは、２ビット
だけ延長した効率的なビット深度を有し、効率的な１４ビットコントローラになってもよ
い。拡張ビット（（０，０）、（０，１）、（１，０）および（１，１））を一つのスト
ライプに用いて、図示するように追加のオン状態を加えてもよい。本例では、追加のオン
状態を段階値４０９６で示すが、デューティーサイクル内のその他の段階値を想定し、輝
度の異なる効率的なレベルを想定してもよいことが理解されるであろう。図９は、拡張ビ
ットがストライプ方式でどのようにして最初に戻される(wrapped around)のかを示す。た
とえば、図９はストライプ１が拡張ビットを用いてどのように駆動されるのかを示し、拡
張ビット（１，１）は、所望の結果を提供するために、最初に戻された状態（wrapped）
で示されている。
【００５７】
　一実施形態では、より多くのビットを得るためにドライバサイクルを複数回繰り返すこ
とによって、ＰＷＭビットを増加させる能力を用いて、Ｒ，Ｇ，Ｂがより多くのビットを
持つことが可能である。それによって、システムははるかに低い黒レベルを持つことがで
きる。これが可能となるのは、黒は、すべてのＲＧＢ値がすべてゼロであることによって
表されなくてもよいためである。この理由は、白となるためのＲＧＢ混合比率は１，１，
１ではなく、１，３，５であるので、次のレベルアップが光において大きなジャンプであ
るからである。そのため、拡張ビットＰＷＭ方式では、任意のＬＥＤの１の表示は低ビッ
トＰＷＭ方式の１の表示よりもはるかに薄暗い。このように、低輝度の白色光の追加のレ
ベル、または真に近くより黒い黒レベルは、ディスプレイシステムがこれらの拡張ビット
ＰＷＭ方式を用いて制御されるときに、表現されてもよい。
【００５８】
　画質改善
　改良位相方式では、ＬＣＤ応答時間をＬＥＤ位相方式に適合させることによって、画質
を改善することが可能である。
【００５９】
　一実施形態では、特に、（図１Ｂに示すように）バックライトのストライプが空間的に
ＬＣＤセグメントに適合する場合には、バックライトをロールしてセグメント内のＬＣＤ
のタイミングを適合させることが可能となる。これは、ＬＣＤフレームのセグメントが同
時に更新できない場合に可能であるが、代わりに、フレームをオフセットで更新してもよ
い。このように、ＬＥＤ画像は同じセグメント内でＬＣＤと適合してもよい。たとえば、
ＬＥＤ画像は同じセグメント内で、たとえば、上から下へ４から８セグメントのＬＣＤと
して更新してもよい。
【００６０】
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　さらに、任意の応答時間を用いて、各ＬＥＤストライプを有利に消灯する（たとえばオ
フにする）ことが可能である。一実施形態では、ＬＥＤストライプは、フレームのほんの
わずかの時間で消灯され、ＬＣＤの更新中の時間での視聴を避けることができる。この方
式によって、ＬＣＤの不鮮明さを大幅に回避しえる。
【００６１】
　一実施形態では、ＰＷＭコントローラ（第１の更新期間を備える）は映像フレームにお
いて何回も更新することができるため、このＰＷＭ更新を、有利にはＬＣＤ応答時間（第
１の応答期間）と適合させることができる。たとえば、ＬＣＤが黒から白に、一つのフレ
ームから別のフレームに切り替わるとき、いくらか時間がかかり、わずかな時間ではある
がフレームのかなりの時間をとることもある。このわずかな時間をＬＥＤドライバのＰＷ
Ｍサイクルと適合させてもよい。たとえば、ディスプレイがＬＣＤ値０から２５５まで（
たとえば完全にオフから完全にオンまで）移行するとき、フレーム内のＰＷＭは、４０９
５、４０９５、４０９５、４０９５、４０９５、４０９５と単に繰り返し表示するのでは
なく、０、６４、２５６、５１２、２０４８、４０９５、４０９５、４０９５と進んでも
よい。このように、複数の更新期間に亘ってＰＷＭ信号は段階的に増加する。
【００６２】
　細かな明るい特徴
　その他の実施形態では、ディスプレイシステムの最大輝度を異なるように画定してもよ
い。実際に、最大輝度は（１）全画面の最大輝度および（２）細かな明るい特徴の最大輝
度の複数の方法で画定してもよい。第１の例では、最大輝度はＬＥＤのＰＷＭが１００％
で完全に開放したＬＣＤとして確定しえる。このような事例では、一つの位相のみが必要
であり、ｄｉ／ｄｔの改良がここでも実現されてもよいように、駆動電流を設定すること
が可能である。
【００６３】
　ただし、細かな明るい特徴（Ｓｍａｌｌ　Ｂｒｉｇｈｔ　Ｆｅａｔｕｒｓ：ＳＢＦ）の
コンセプトを持つディスプレイシステムの効率的なダイナミックレンジを改良することが
可能である。ＳＢＦは画像内に時折発生することがあり、ヘッドルームがディスプレイシ
ステム内に設計されてＬＥＤダイナミックレンジを増加している場合に、付随して起きる
ことがある。画像データがバッファに読み込まれるときに、ＳＢＦを画像フレームバッフ
ァ内で検出してもよい。このようなバッファは図１Ａの光源コントローラ１２および光変
調器コントローラ１５のうちの少なくとも一方において影響を受けてもよい。このような
バッファは、従来技術で既知のように、その他のディスプレイシステムの画像パイプライ
ンのその他の部分において実装されてもよい。
【００６４】
　図１０は、ＬＥＤバックライトの一実施形態に現れるＳＢＦの発生を描く。図示するよ
うに、ＬＥＤバックライトはさらに、複数のパーティションのうちの一つに割り当てられ
てもよい。たとえば、図１０のＬＥＤはＩ、ＩＩ、ＩＩＩ、およびＩＶの４つのパーティ
ションのうちの一つに割り当てられてもよい。本事例では、パーティションは実際にバッ
クライト自体の区域の物理的パーティションであってもよい。ただし、多くのその他のパ
ーティションも可能であり、本出願の範囲に含まれることが理解されよう。ただし、たと
えばその他の実施形態では、実質的に任意の２つの隣接するＬＥＤを異なるパーティショ
ンに割り当てることも可能である。
【００６５】
　ＳＢＦはＬＥＤの任意の群によって画定され、時には位相の規則を無視して、１００％
のＰＷＭサイクルでオンされ得る。たとえば、夜間の爆発には、たとえば、画面の総区域
の２０％の明るい小区域を備える主に暗い画面が必要となってもよい。最大総電流制限を
超えない限り、爆発を背後から照らすために必要なＬＥＤは位相制限によって設定される
規則の例外となりえる。
【００６６】
　図１１は、それにしたがってＳＢＦを対処しえる２つの例を示す。上部のタイミング図
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は、ある任意のＳＢＦに対して、パーティションＩＩのＬＥＤがそのサイクルの約１５％
照明されてもよいことを示す。その下の３つの図は、５０％のサイクルを産出するために
パーティションＩＩおよびＩＩＩのＬＥＤがどのように照明され、７５％のサイクルを産
出するためにパーティションＩＩ、ＩＩＩ、およびＩＶのＬＥＤがどのように照明され、
９０％のサイクルを産出するために部分的なパーティションＩのＬＥＤがパーティション
ＩＩ、ＩＩＩ、およびＩＶのＬＥＤと組み合わせられてどのように照明されるかを例示す
る。別の照明パターンももちろんこの方式を用いて可能である。
【００６７】
　この例外を可能とするために、システムは任意のシーンに対する予測電力をモニタして
もよく、それにともなって、所望のＰＷＭ値の１００％を許容するか、またはシステムピ
ーク電流およびｄｉ／ｄｔ制限のうちの少なくとも一方を満たすために、所望のＰＷＭ値
を縮小することによって、ＳＢＦを許容（または部分的に許容）してもよい。
【００６８】
　以上、本発明の一つまたは複数の実施形態の詳細な説明を、本発明の原則を例示する添
付図と合わせて説明してきた。本発明をこのような実施形態に関連して説明してきたが、
本発明は任意の実施形態に限定されないことを理解されたい。本発明の範囲は請求項のみ
によって限定され、本発明は多数の代替、修正および同等物を内包する。本発明を完全に
理解するために、多数の具体的な詳細を本明細書に記載してきた。これらの詳細は例とし
て提示したものであり、本発明はこれらの具体的な詳細の一部またはすべてを用いずに、
請求項にしたがって実施されてもよい。明確さを期すために、本発明が不必要にあいまい
にならないように、本発明に関する技術分野で既知の技術事項については詳細には記載し
ていない。

【図３】 【図４Ｂ】

【図８】
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【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】 【図４Ａ】

【図５Ａ】
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【図６】

【図７】

【図９】
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