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(57)【要約】
【課題】表示画面に表示される無画部の形状に関わりな
く、バックライト光源の点灯不要な部分を迅速に特定し
て発光制御を行う。
【解決手段】映像表示装置は、表示すべき映像信号の画
像データを取得し（Ｓ１）、保存しているｎ番目のマス
クパターンと演算する（Ｓ２）。演算の結果、ｎ番目の
マスクパターンのマスク部と表示画面の無画部とが一致
するかどうかを判別し（Ｓ３）、一致した場合にはその
マスクパターンでバックライト光源の点灯制御を行う（
Ｓ４）。ここではマスク部に対応する光源は非点灯とし
、非マスク部に対応する光源は点灯する。またＳ３で、
マスクパターンのマスク部と表示画面の無画部とが一致
しなかった場合、他のマスクパターンがあるかどうかを
判別し（Ｓ５）、他のマスクパターンがなければバック
ライト光源を全点灯させ（Ｓ６）、他のマスクパターン
があればｎ＝ｎ＋１として更新し（Ｓ７）、Ｓ２に戻る
。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力した映像信号による映像を表示する液晶表示パネルを照明する照明するためのバッ
クライト光源を制御するバックライト制御装置であって、
　前記バックライト光源の非点灯領域をマスク部分として規定するマスクパターンを予め
複数記憶する記憶手段と、
　表示すべき映像信号の表示画面の無画部の形状とマスクパターンのマスク部分が一致す
るかどうかを判断する判断手段と、
　該判断手段によって前記表示画面の無画部の形状に一致したと判断されたマスクパター
ンに基づいて、前記バックライト光源の点灯パターンを制御するバックライト制御手段と
、を有することを特徴とするバックライト制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のバックライト制御装置において、
　前記バックライト制御手段は、前記マスクパターンのマスク部分に対応する位置のバッ
クライト光源を消灯する制御を行うことを特徴とするバックライト制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のバックライト制御装置において、
　前記マスクパターンは、映像信号による映像を表示する際に取り得る無画部の形状に一
致したマスク部分を有する複数のマスクパターンであることを特徴とするバックライト制
御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のバックライト制御装置において、
　前記判断手段は、該マスクパターンのマスク部分が前記表示画面の無画部の形状に一致
するかどうかを、前記記憶手段に記憶した複数のマスクパターンについて一つずつ判断し
、
　前記バックライト制御手段は、前記表示画面の無画部の形状に一致するマスク部分をも
つマスクパターンがあれば、該マスクパターンに基づいて前記バックライト光源の点灯パ
ターンを制御し、前記無画部の形状に一致するマスク部分をもつマスクパターンがなけれ
ば、バックライト光源を全て点灯させる制御を行うこと特徴とするバックライト制御装置
。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１に記載のバックライト制御装置において、
　前記判断手段は、前記マスクパターンにおいて、前記表示画面の画素に対応した位置の
各画素の画像データを設定し、前記表示画面の画素の画像データと、該画像データの画素
に対応した位置の前記マスクパターンの画素の画像データとを演算し、演算結果に従って
該マスクパターンのマスク部分と該表示画面の無画部の形状とが一致しているかどうかを
判断することを特徴とするバックライト制御装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のバックライト制御装置において、
　前記判断手段は、前記マスクパターンの全ての画素の画像データについて、前記表示画
面の画素の画像データと演算することを特徴とするバックライト制御装置。
【請求項７】
　請求項５に記載のバックライト制御装置において、
　前記判断手段は、前記マスクパターンのマスク部分の画素の画像データについてのみ、
前記表示画面の画素の画像データと演算することを特徴とするバックライト制御装置。
【請求項８】
　請求項５に記載のバックライト制御装置において、
　前記演算は、前記マスクパターンの画素の画素データと、前記表示画面の画素の画素デ
ータとのＯＲ演算であることを特徴とするバックライト制御装置。
【請求項９】
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　請求項５に記載のバックライト制御装置において、
　前記演算は、前記マスクパターンの画素の画素データと、前記表示画面の画素の画素デ
ータとを比較する演算であることを特徴とするバックライト制御装置。
【請求項１０】
　請求項５に記載のバックライト制御装置において、
　前記演算は、前記マスクパターンの画素の画素データと、前記表示画面の画素の画素デ
ータとの引き算であることを特徴とするバックライト制御装置。
【請求項１１】
　請求項５に記載のバックライト制御装置において、
　前記演算は、前記マスクパターンの画素の画素データと、前記表示画面の画素の画素デ
ータとのＸＯＲ演算であることを特徴とするバックライト制御装置。
【請求項１２】
　請求項１ないし１１のいずれか１に記載のバックライト制御装置と、該バックライト制
御装置によって制御されるバックライト光源と、該バックライト光源により照明される液
晶表示パネルとを備え、前記映像信号の映像を前記液晶表示パネルに表示させることを特
徴とする映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックライト制御装置、及び該装置を備えた映像表示装置に関し、より詳細
には、液晶表示パネルを背面から照明するためのバックライト光源を制御するためのバッ
クライト制御装置と、そのバックライト制御装置を備えた映像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　映像ソースを表示するために、例えば液晶表示パネル等のマトリックス型表示パネルを
備えた映像表示装置が一般的に用いられる。液晶表示パネルを使用した表示装置では、液
晶表示パネルを背面から照明し、その照明光を液晶表示パネルで変調して映像を表示する
ためのバックライト光源が用いられる。
【０００３】
　また映像表示装置で表示する映像ソースには、例えばアスペクト比が４：３のＮＴＳＣ
方式の放送映像や、アスペクト比が１６：９のＨＤＴＶ方式の放送映像などがある。また
映画等では、シネマ型と呼ばれるアスペクト比４：３よりも横長の映像信号が使用されて
いたりする。
　また映像表示装置の表示画面においても、画素のアスペクト比が４：３の表示パネルや
、ハイビジョンに対応した１６：９のアスペクト比を有する表示パネルなどが用いられて
いる。
【０００４】
　このように、映像ソースのアスペクト比には複数の規格があり、またこれを表示する映
像表示装置の表示画面にもそのアスペクト比において複数の規格がある。
　図１５は、レターボックス方式の映像信号の表示例を模式的に示す図である。
　例えば、アスペクト比１６：９の映像信号を、アスペクト比４：３の表示パネルを用い
て表示しようとする場合、レターボックス方式と呼ばれる表示形態が用いられる。レター
ボックス方式の表示においては、アスペクト比が４：３の表示パネルの上下両側の端部に
映像の無い無画部１１２を水平方向にオビ状に設け、これら上下の無画部１１２の間にア
スペクト比が１６：９の映像部１１１を表示させるようにする。
【０００５】
　レターボックスの放送信号は、放送局側で上記の無画部１１２が映像部１１１に付加さ
れた状態で放送される。レターボックス式の放送信号を１６：９の表示パネルで表示する
場合には、上記の無画部１１２を表示させずに映像部１１１のみを表示させることができ
る。
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【０００６】
　図１６は、サイドパネル方式の映像信号の表示例を模式的に示す図である。例えばアス
ペクト比が４：３の映像信号を、アスペクト比が１６：９の表示パネルに表示しようとす
る場合、サイドパネル方式と呼ばれる表示形態が用いられる。サイドパネル方式の表示に
おいては、アスペクト比が１６：９の表示パネルの左右両側の端部に映像の無い無画部１
１２を垂直方向にオビ状に設け、これら左右の無画部１１２の間にアスペクト比が４：３
の映像部１１１を表示させるようにしている。これらの例でオビ状の無画部１１２は、黒
オビなどと呼ばれる。
【０００７】
　あるいは映像表示装置において、映像信号の表示画面サイズを切り換える機能（例えば
、オートワイド機能と呼ばれる）を備えるものがある。このようなサイズを切り換える機
能に対応する場合には、その表示パネルのアスペクト比に応じて映像信号の拡大比率を変
化させる必要が生じる。
　例えば図１７のノーマルモードでは、アスペクト比が１６：９の表示パネルにおいてア
スペクト比４：３の映像信号を表示する際に、映像信号をそのままのアスペクト比率をも
つ映像に変倍して表示し、さらに映像の左右にオビ状の無画部１１２を付けて表示する。
【０００８】
　また図１８のシネマモードでは、上端及び下端にオビ状の無画部１１２をもつレターボ
ックス型あるいはシネマ型の４：３映像信号から、無画部１１２を除いた部分をそのまま
の１６：９のアスペクト（１６：９）で変倍して表示する。
　このように映像表示装置において、映像信号の表示画面サイズを変更する場合にも、そ
のときの映像信号の方式や画面表示モードに応じて、上記のような無画部が生じる場合が
ある。
【０００９】
　あるいは、例えば映像表示装置の２画面表示機能を使用して画面分割し、一方の分割画
面に映像ソースを表示させ、他方の分割画面が無表示である場合などにも、このような無
画部が生じる。このときに一方の分割画面に対して、さらに異なるアスペクトの映像信号
を表示させたり表示モードを変更させたりすることにより、分割画面内にさらに無画部が
生じる場合もある。
【００１０】
　すなわち上記のように、映像信号の方式や映像表示装置の仕様、及び画像表示モードな
どの組み合わせに応じて、映像表示装置の表示パネルに無画部を表示する必要が生じ、無
画部の形状も上記の条件に応じて各種様々な形状をとることになる。
　この場合、バックライト光源を使用した映像表示装置において、バックライト光源によ
る照明光を上記のような無画部に対しても照射すると、本来映像の無い（映像を表示しな
い）領域にも照明光を使用することになり、バックライト光源の低消費電力化の観点から
非効率的となる。
【００１１】
　このような問題に関し、例えば、特許文献１には、液晶表示パネルの画面のアスペクト
比と異なるアクペクト比を有する画像を表示する際、無画部表示領域に対してはバックラ
イト光源の点灯を自動的に停止することにより、無駄な消費電力を低減するようにした液
晶表示装置が開示されている。この液晶表示装置は、複数の発光領域を有するバックライ
ト光源を用いて、液晶表示パネルを照射することにより画像を表示するもので、入力映像
信号の無画部を検出し、液晶表示パネルにおける無画部表示領域を判別して、無画部表示
領域に対応するバックライト光源の発光領域を消灯制御する。
【特許文献１】特開２００４－１８４９３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記のように、映像表示装置の表示パネルは、そのパネルサイズや解像度などの表示パ
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ネル仕様、映像ソースの種類（アナログ波、デジタル波、入力端子の系統など）、あるい
は映像表示モードなどの条件に応じて、無画部の表示領域が生じ、またこのときの無画部
の形状も種々の形状を取り得ることになる。そしてこれらの無画部の検出に要する時間も
各条件に応じて異なっていた。
【００１３】
　上記特許文献１の液晶表示装置では、入力映像信号のアスペクト比と表示パネルの画面
のアスペクト比とが異なる場合に、無画部に対応するバックライト光源の発光領域を消灯
することにより、無駄な消費電力を低減できるようにしている。
　しかしながら上記のように、無画部の形状は、アスペクト比が異なる場合のみならず、
映像ソースの方式や表示パネル仕様、表示パネルにおける映像表示モードなどに応じて、
種々の形状を取り得る。
　このような種々の形状の無画部が生じた場合であっても、この無画部を確実に検出し、
無画部に応じてバックライト光源の発光を制御することにより、消費電力の低減による省
エネルギー効果をより有効に実現することができる。
【００１４】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたもので、映像信号を表示する際に、表示
画面に表示される無画部の形状に関わりなく、バックライト光源の点灯不要な部分を迅速
に特定して発光制御を行うことにより、消費電力の低減による省エネルギー効果をより有
効に実現できるようにしたバックライト制御装置、及び該置を備えた映像表示装置を提供
することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、入力した映像信号による映像
を表示する液晶表示パネルを照明する照明するためのバックライト光源を制御するバック
ライト制御装置であって、バックライト光源の非点灯領域をマスク部分として規定するマ
スクパターンを予め複数記憶する記憶手段と、表示すべき映像信号の表示画面の無画部の
形状とマスクパターンのマスク部分が一致するかどうかを判断する判断手段と、判断手段
によって表示画面の無画部の形状に一致したと判断されたマスクパターンに基づいて、バ
ックライト光源の点灯パターンを制御するバックライト制御手段と、を有することを特徴
としたものである。
【００１６】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、バックライト制御手段が、マスクパター
ンのマスク部分に対応する位置のバックライト光源を消灯する制御を行うことを特徴とし
たものである。
【００１７】
　第３の技術手段は、第１または第２の技術手段において、マスクパターンが、映像信号
による映像を表示する際に取り得る無画部の形状に一致したマスク部分を有する複数のマ
スクパターンであることを特徴としたものである。
【００１８】
　第４の技術手段は、第３の技術手段において、判断手段が、マスクパターンのマスク部
分が表示画面の無画部の形状に一致するかどうかを、記憶手段に記憶した複数のマスクパ
ターンについて一つずつ判断し、バックライト制御手段は、表示画面の無画部の形状に一
致するマスク部分をもつマスクパターンがあれば、マスクパターンに基づいてバックライ
ト光源の点灯パターンを制御し、無画部の形状に一致するマスク部分をもつマスクパター
ンがなければ、バックライト光源を全て点灯させる制御を行うこと特徴としたものである
。
【００１９】
　第５の技術手段は、第１ないし第４のいずれかの技術手段において、判断手段が、マス
クパターンにおいて、表示画面の画素に対応した位置の各画素の画像データを設定し、表
示画面の画素の画像データと、画像データの画素に対応した位置のマスクパターンの画素
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の画像データとを演算し、演算結果に従ってマスクパターンのマスク部分と表示画面の無
画部の形状とが一致しているかどうかを判断することを特徴としたものである。
【００２０】
　第６の技術手段は、第５の技術手段において、判断手段が、マスクパターンの全ての画
素の画像データについて、表示画面の画素の画像データと演算することを特徴としたもの
である。
【００２１】
　第７の技術手段は、第５の技術手段において、判断手段が、マスクパターンのマスク部
分の画素の画像データについてのみ、表示画面の画素の画像データと演算することを特徴
としたものである。
【００２２】
　第８の技術手段は、第５の技術手段において、演算が、マスクパターンの画素の画素デ
ータと、表示画面の画素の画素データとのＯＲ演算であることを特徴としたものである。
【００２３】
　第９の技術手段は、第５の技術手段において、演算が、マスクパターンの画素の画素デ
ータと、表示画面の画素の画素データとを比較する演算であることを特徴としたものであ
る。
【００２４】
　第１０の技術手段は、第５の技術手段において、演算が、マスクパターンの画素の画素
データと、表示画面の画素の画素データとの引き算であることを特徴としたものである。
【００２５】
　第１１の技術手段は、第５の技術手段において、演算が、マスクパターンの画素の画素
データと、表示画面の画素の画素データとのＸＯＲ演算であることを特徴としたものであ
る。
【００２６】
　第１２の技術手段は、第１ないし第１１のいずれかの技術手段のバックライト制御装置
と、バックライト制御装置によって制御されるバックライト光源と、バックライト光源に
より照明される液晶表示パネルとを備え、映像信号の映像を液晶表示パネルに表示させる
ことを特徴としたものである。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、映像信号を表示する際に、表示画面に表示される無画部の形状に関わ
りなく、バックライト光源の点灯不要な部分を迅速に特定して発光制御を行うことにより
、消費電力の低減による省エネルギー効果をより有効に実現できるようにしたバックライ
ト制御装置、及び該置を備えた映像表示装置を提供することができる。
【００２８】
　特に本発明によれば、予め表示画面の無画部の形状に応じたマスク部をもつマスクパタ
ーンを保持し、そのマスクパターンに応じてバックライト光源の点灯／非点灯を制御する
ことにより、表示画面の無画部の検出からバックライト光源の点灯切り替えまでの処理の
簡略化・高速化を図ることができるようになる。
【００２９】
　また、本発明によれば、映像信号による映像が表示される際に取り得る無画部の形状に
応じて複数のマスクパターンを保持し、このマスクパターンの画像データと表示画面の画
像データを演算することで、バックライト光源の制御に使用するマスクパターンを簡単に
抽出することができるので、種々の無画部形状に応じたバックライト光源の制御を柔軟か
つ容易に実行することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明によれば、映像信号を画面表示する際に、予め用意したマスクパターンを用いて
表示画面の無画部に一致するマスク部を有するマスクパターンを抽出し、そのマスクパタ



(7) JP 2008-116554 A 2008.5.22

10

20

30

40

50

ーンに対応してバックライト光源の点灯／非点灯領域を制御することにより消費電力を削
減する。マスクパターンは、映像信号が取り得る無画部のパターンを予め想定して用意し
ておくようにする。
【００３１】
　この場合、例えば映像表示装置のチャンネル選局操作等をトリガとして、予め準備され
たマスクパターンと、映像信号から得られる表示画面の無画部等とを演算することにより
、従来の無画部検出方式に比べて適切に（相応に早く）無画部を検出し、その無画部に応
じたマスクパターンを決定して、点灯不要なバックライトの光源を消灯することができる
。以下に本発明を実施するための実施形態における構成及び処理を具体的に説明する。
【００３２】
　図１は、本発明のバックライト制御装置を備えた映像表示装置の構成例を説明するため
のブロック図で、映像表示装置として適用可能なテレビの例を示すものである。
　テレビ１０は、アンテナ２３で受信した放送信号からチャンネルを選局するチューナ１
１と、テレビ１０に対して外部接続されたＡＶ機器やネットワーク等から映像・音声信号
を入力する外部入力部１２とを備えている。そしてチューナ１１もしくは外部入力部１２
から入力した映像信号は、映像処理部１３にてその映像フォーマットや映像処理設定に応
じた映像処理が行われる。
【００３３】
　ここでは、例えばＹＣ分離処理、ＲＧＢデコード処理、Ａ／Ｄ変換処理、色空間変換処
理、ＩＰ変換処理、スケーリング処理、ＦＲＣ処理、γ補正処理、色補正処理、同期検出
処理などが適宜施される。この映像処理部１３から出力される映像信号には、上記のよう
な映像ソースの種類や液晶表示パネル１７の仕様、液晶表示パネル１７の映像表示モード
などに応じて、所定形状の無画部が含まれている場合がある。
【００３４】
　そして表示デバイスドライバ１５は、映像処理部１３で映像処理された映像信号に従っ
て、ディスプレイユニット１６が備える液晶表示パネル１７を制御する。また映像処理部
１３で映像処理された映像信号は、パターン抽出・ＢＬ（バックライト）制御部１９にも
入力される。パターン抽出・ＢＬ制御部１９ではディスプレイユニット１６が備えるバッ
クライト光源１８の点灯制御を行う。バックライト光源１８による照明光は、液晶表示パ
ネル１７を背面から照明し、映像信号に応じて制御された液晶表示パネル１７で変調され
て画像表示が行われる。
【００３５】
　またこのときにパターン抽出・ＢＬ制御部１９では、映像信号による表示画面の画像デ
ータと、メモリ２０に記憶したマスクパターンの画像データとを演算し、表示画面の無画
部の形状に合致するマスク部をもつマスクパターンをメモリ２０から抽出する。そして抽
出したマスクパターンに応じて、予め設定されている点灯制御パターンに従って、バック
ライト光源１８の点灯／非点灯領域を制御する。この場合、表示画面の無画部に対応する
バックライト光源１８の領域を非点灯とし、映像表示を行う映像部に対応するバックライ
ト光源１８の領域を点灯させる。
【００３６】
　一方、チューナ１１または外部入力部１２から出力された音声信号は、音声処理部２１
で音声処理されてスピーカー２２から音声出力される。またＭＣＵ１４は、テレビ１０の
各部を制御する制御部である。
【００３７】
　本発明によるバックライト制御装置は、バックライト光源の非点灯領域をマスク部分と
して規定するマスクパターンを予め複数記憶する記憶手段と、表示すべき映像信号の表示
画面の無画部の形状とマスクパターンのマスク部分が一致するかどうかを判断する判断手
段と、その判断手段によって表示画面の無画部の形状に一致したと判断されたマスクパタ
ーンに基づいて、バックライト光源の点灯パターンを制御するバックライト制御手段とを
有している。図１の例では、上記記憶手段はメモリ２０により実現され、上記判断手段及
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びバックライト制御手段はパターン抽出・ＢＬ制御部１９により実現される。パターン抽
出・ＢＬ制御部１９の機能は、予めメモリ２０などに記憶したプログラム及びデータによ
ってコンピュータにより実行されるものである。
【００３８】
　図２は、本発明に適用可能なバックライ光源を備えたディスプレイユニットの構成例を
示す図で、図２（Ａ）はディスプレイユニットの断面図、図２（Ｂ）は液晶表示パネルや
拡散板などの部材を除いた状態のディスプレイユニットの上面図である。本例は複数のＬ
ＥＤをバックライト光源として使用したディスプレイユニットを示している。
【００３９】
　ディスプレイユニット１６は、筐体３０の底面側に図示しない反射板を設置し、その上
方にＬＥＤによるバックライト光源を配設する。本例のバックライト光源は、赤色（Ｒ）
を発光する赤色ＬＥＤ３１と、緑色（Ｇ）を発光する緑色ＬＥＤ３２と、青色（Ｂ）を発
光する青色ＬＥＤ３３とによって構成される。これらＲＧＢ３色のＬＥＤの発光を混色す
ることによって白色光源を得るようにしている。
【００４０】
　各ＬＥＤ３１，３２，３３から発光した光は、さらに上方に配置された拡散板３４によ
って拡散され、さらに光学シート類３５によって光学的な作用を受けて液晶表示パネル１
７を照明する。光学シート類３５は、例えば照明光に配光特性及び輝度分布特性を持たせ
る部材であり、拡散シート、プリズムシート、反射偏光板などが適宜使用される
【００４１】
　バックライト光源としては、上記のようなＲＧＢ３色のＬＥＤを利用する方式の他、短
波長ＬＥＤに蛍光体を組み合わせて白色を得る方式、青色ＬＥＤに蛍光体を組み合わせて
白色を得る方式、あるいは青色ＬＥＤに黄色の蛍光体を組み合わせて白色を得る方式など
を採用することができる。
【００４２】
　またＬＥＤ光源を調光制御する手段としては、電圧（電流）調光方式、もしくは明るさ
が時分割されるデューティー調光方式などを適用することができる。そしてＬＥＤの調光
制御を行うために、ＬＥＤ点灯回路、調光制御部、ＬＥＤ点灯回路等からなる各種電気回
路部品（いずれも図示せず）が、ＬＥＤ基板の背面側にまとめて配置される。
【００４３】
　例えば電圧（電流）調光方式による照明装置を適用するとき、調光制御部は、電源回路
からの入力電圧または入力電流をＤＣ－ＤＣコンバータ等で変化させて、その駆動電圧（
または電流）の大きさで直接ＬＥＤ点灯回路の負荷として接続されたＬＥＤの電流を変化
させて調光する。
　一方、デューティー調光方式を適用する場合、調光制御部は、ＬＥＤ点灯回路を駆動す
る調光パルス（ＰＷＭ信号）を生成し、そのＰＷＭ比設定データに応じたデューティー比
となるようにパルス幅を可変することで、ＬＥＤの明るさを調光することができる。
【００４４】
　本発明に係る実施形態では、表示画面の無画部に対応してバックライト光源の点灯／非
点灯領域を制御し、無画部に対してはバックライト光源の照明を行わないようにしている
。本例のようなＬＥＤを用いたバックライト光源では、種々の無画部の形状に対して比較
的容易に点灯／非点灯領域を制御することができる。マトリックス状もしくはアレイ状に
配置された多数のＬＥＤによって、点灯領域と非点灯領域とを柔軟に変化させることがで
きるためである。
【００４５】
　図３は、本発明に適用可能なバックライト光源を備えたディスプレイユニットの他の構
成例を示す図で、図３（Ａ）はディスプレイユニットの断面図、図３（Ｂ）は液晶表示パ
ネルや拡散板などの部材を除いた状態のディスプレイユニットの上面図である。本例は直
管式の複数の蛍光管をバックライト光源として使用したディスプレイユニットを示してい
る。
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【００４６】
　ディスプレイユニット１６は、筐体３０の底面側に図示しない反射板を設置し、その上
方に細管形状の複数の蛍光管４１を等間隔に配設してバックライト光源を構成する。
　蛍光管４１から発光した光は、さらに上方に配置された拡散板４２によって拡散され、
さらに光学シート類４３によって光学的な作用を受けて液晶表示パネル１７を照明する。
光学シート類４３は、例えば照明光に配光特性及び輝度分布特性を持たせる部材であり、
拡散シート、プリズムシート、反射偏光板などが適宜使用される
【００４７】
　蛍光管４１の点灯を制御するために、例えばディスプレイユニット１６では、バックラ
イト制御部から入力するバックライト輝度調整信号に従って、矩形波の高電位レベルと低
電位レベルの信号期間比（デューティー）が変化するパルス幅変調出力を調光信号として
出力する調光制御回路と、調光制御回路からの調光信号を受けてその調光信号に応じた周
期及び電圧の交流電圧を発生し、これを蛍光管４１に印加して点灯駆動するインバータ（
いずれも図示せず）とを含んでいる。
　インバータは、上記調光制御回路の出力が高電位レベルの時に動作し、低電位レベルの
時は動作を停止して、調光制御回路の出力デューティーに応じて間欠動作を行うことによ
りバックライト光源の輝度を調節する。
【００４８】
　本例では、直管式の蛍光管４１を、その管軸方向が画面の水平方向に一致するように配
置しているが、蛍光管４１の配置は、点灯／非点灯を制御する無画部の形状パターンに対
応できるように予めその方向や配設位置、管軸方向の長さ等を適宜設定しておくようにす
る。
　この場合、蛍光管方式のバックライト光源は、上記のＬＥＤによる構成に比して点灯／
非点灯領域制御の自由度の点でやや劣るといえるが、例えば、レターボックスやサイドエ
ッジの無画部に対応して蛍光管４１を配設し、これらの無画部に応じて点灯領域と非点灯
領域が制御できるようにすることで、使用頻度の高いパターンに対して点灯／非点灯制御
を有効に機能させることができるようになる。あるいは２画面表示時の１方の画面が無画
像となる場合に対応して、各画面のそれぞれの領域を個別に点灯制御できるように、約半
分の長さの蛍光管を２画面の分割位置に対応して設けるようにしてもよい。
【００４９】
　なお本発明に適用するディスプレイユニットとしては、バックライト光源として上記Ｌ
ＥＤと蛍光管とを併用した所謂ハイブリッドタイプを適用してもよい。　
【００５０】
　図４は、本発明における無画部の形状検出処理例を説明するための図で、図４（Ａ）は
映像表示装置で予め保持しているマスクパターンの一例を示す図、図４（Ｂ）は表示すべ
き映像信号の表示画面の一例を示す図、図４（Ｃ）はこれらの演算により得られる演算結
果を示す図である。
【００５１】
　上述のように、本発明に係る実施形態では、映像信号に基づく表示画面が取り得る無画
部に応じたマスク部をもつマスクパターンを予めメモリに保存しておく。
　そして実際に映像を表示する際に、その表示すべき映像信号から表示画面の画像データ
と、マスクパターンの画像データとを演算し、表示画面の無画部に一致する形状のマスク
部を有するマスクパターンをメモリから抽出する。そして抽出したマスクパターンに応じ
てバックライトの点灯／非点灯領域を制御することにより、無画部に対する無駄な照明を
行わないようにしている。
【００５２】
　例えば表示すべき映像信号の表示画面が、図４（Ｂ）に示すような表示画面１１０であ
るものとする。表示画面１１０は、映像が表示される映像部１１１と、映像のない無画部
１１２とによって形成されている。この例では、画面の左右両端にオビ状の無画部１１２
をもつサイドエッジ型の画面になっている。
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　また図４（Ａ）のマスクパターン１００には、マスク部１０２と非マスク部１０１とが
設定されているものとする。マスク部１０２は、バックライト光源を非点灯とする領域と
して設定される。
【００５３】
　そしてこの表示画面１１０とマスクパターン１００とを比較する。具体的には、表示画
面１１０の各画素の画像データと、マスクパターン１００に設定されている各画素の画像
データとを同じ位置の画素同士で比較し、表示画面１１０の無画部１１２の形状が、マス
クパターン１００のマスク部１０２に一致するかどうかを判別する。この場合、表示すべ
き映像信号は、スケーリングなどを含む全ての映像信号処理が終わった後の映像信号であ
るため、液晶表示パネルの解像度（画素数）に合った映像データになっている。
【００５４】
　そして例えば映像信号が階調８ビットのデジタル映像データによって生成されている場
合、表示画面を構成する各画素は０～２５５の画像データで表される。そして本例では、
表示画面の各画素の画像データと、メモリに保持しているマスクパターンの各画素の画像
データとでＯＲ演算を行うことにより、表示画面の無画部とマスクパターンのマスク部と
が一致するかどうかを判別する。
【００５５】
　画像データをＯＲ演算した場合、
　　０ ｏｒ ０＝０
　　０ ｏｒ １＝１
　　１ ｏｒ ０＝１
　　１ ｏｒ １＝１
になる。
【００５６】
　例えば、画像データ“１００”と画像データ“２００”とをＯＲ演算した場合、
　　１００ ＝ ０１１００１００ｂ
　　２００ ＝ １１００１０００ｂ
　　１００ ｏｒ ２００ ＝ １１１０１１００ｂ ＝ ２３６
となる。
【００５７】
　図４（Ｂ）に示すような表示画面１１０の各画素の画像データと、図４（Ａ）に示すよ
うなマスクパターン１００の各画素の画像データとを比較するとき、マスクパターン１０
０においては、マスク部１０２の画素の画像データを“０”とし、非マスク部１０１の画
素の画像データを“２５５”とする。
　そして表示画面１１０の各画素の画像データの一つが例えば“２００”であるとき、こ
の画素がマスクパターンの、マスク部１０２の画素に対応するものであれば、
　　０　　 ＝ ００００００００ｂ
　　２００ ＝ １１００１０００ｂ
　　０　ｏｒ ２００ ＝ １１００１０１００ｂ ＝ ２００
となって、演算結果は、必ず表示画面１１０の画像データと同じになる。
【００５８】
　一方、マスクパターン１００の非マスク部１０１の画像データは“２５５”になってい
るため、表示画面１１０の画素の画像データ“２００”と演算を行うと、
　　２５５　＝　１１１１１１１１ｂ
　　２００　＝　１１００１０００ｂ
　　２５５ ｏｒ ２００ ＝　１１１１１１１１ｂ　＝ ２５５
となって、演算結果は、必ず非マスク部１０１の画像データと同じになる。
【００５９】
　上記のようにして、表示画面１１０の画素の画像データと、メモリに保存したマスクパ
ターン１００の画素の画像データとを比較する。このときに、表示画面１１０とマスクパ
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ターン１００とにおいて、互いに同じ位置同士の画素の画像データを演算していく。
　例えば、図４（Ａ）のマスクパターン１００の各画素の画像データと、図４（Ｂ）の表
示画面１１０の各画素の画像データとをＯＲ演算により比較していくと、図４（Ｃ）に示
すような演算結果１２０となる。
【００６０】
　ここではマスクパターン１００におけるマスク部１０２の画像データは、表示画面１１
０の無画部１１２の各画素の画像データと比較演算される。この場合、マスクパターン１
００のマスク部１０２の各画素の画像データは“０”であり、表示画面１１０の無画部１
１２の各画素の画像データも“０”である。そしてこれらの画像データ同士のＯＲ演算は
全て“０”になる。従って図４（Ｃ）の演算結果１２０に示すように、マスクパターン１
００のマスク部１０２に一致した形状の無画部１２２が得られることになる。無画部１２
２は、演算結果が全て“０”の領域である。
【００６１】
　一方、図４（Ａ）のマスクパターン１００における非マスク部１０１の各画素の画像デ
ータは、図４（Ｂ）の表示画面１１０の映像部１１１の各画素の画像データと演算される
。
　この場合、マスクパターン１００の非マスク部１０１の画像データは“２５５”であり
、表示画面１１０の映像部１１１の画像データはその画素毎に異なる値を取りうる。そし
てこれらの画像データ同士のＯＲ演算は全て“２５５”になる。従って図４（Ｃ）の演算
結果１２０に示すように、マスクパターン１００の非マスク部１０１に一致した形状の非
マスク部対応部１２１が得られることになる。演算結果１２０の非マスク部対応部１２１
は、演算結果がすべて“２５５”の領域であり、この場合は、表示画面１１０の映像部１
１１に対応したものになる。
【００６２】
　このようにして画像データを比較演算することにより、表示画面１１０の無画部１１２
の形状が、メモリに記憶されたマスクパターン１００のマスク部１０２に一致するかどう
かを判別することができる。例えば図４（Ｂ）の画面１１０に対して、図４（Ａ）とは異
なる形状のマスクパターン１００を比較した場合、表示画面１１０の無画部１１２の演算
結果が“０”にならない画素が出現するか、もしくは映像部１１１の演算結果が“２５５
”にならない画素が出現するため、表示画面１１０の無画部１１２と、マスクパターン１
００のマスク部１０２とが一致していないものと判断できる。この場合には、メモリに記
憶された次のマスクパターンを使用して、表示画面１１０の各画素の画像データと演算を
行う。
【００６３】
　図５は、映像信号の表示画面とは異なる無画部形状をもつマスクパターンを用いて演算
したときの例を説明するための図で、図５（Ａ）は映像表示装置で予め保持しているマス
クパターンの一例を示す図、図５（Ｂ）は表示すべき映像信号の表示画面の一例を示す図
、図５（Ｃ）はこれらの演算により得られる演算結果を示す図である。
　ここでは、図５（Ａ）に示すようなサイドエッジ型のマスク部１０２を持つマスクパタ
ーン１００の各画素の画像データと、図５（Ｂ）に示すようなレターボックス型の無画部
１１２を持つ表示画面１１０の各画素の画像データとをＯＲ演算により演算したものとす
る。
【００６４】
　この場合、図５（Ａ）のマスク部１０２の各画素の画像データと、そのマスク部１０２
に該当する位置の表示画面１１０の各画素の画像データとを比較すると、図５（Ｃ）に示
すように、演算結果１２０の画面の四隅の部分にのみ、演算結果が“０”である無画部１
２２が生成される。また演算結果１２０の画面の左右端部の無画部１２２間には、図５（
Ｂ）の画像１１０の画像データと同じ画像データを持つ映像部１２３が生成される。また
中央には、演算結果がすべて“２５５”の非マスク部対応部１２１が生成される。この場
合、非マスク部対応部１２１の領域には、表示画面の無画部１１２と映像部１１１とのそ
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れぞれ１部が含まれる。
【００６５】
　ここまでの処理により、図５（Ａ）のマスクパターン１００のマスク部１０２は、表示
画面１１０の無画部１１２に一致しないことがわかり、このマスクパターン１００はバッ
クライト光源の点灯制御に使用できないことが判断できる。
【００６６】
　次にマスクパターンの抽出処理の他の例について説明する。
　上記の例では、マスクパターン１００の全ての画素の画像データと、表示画面１１０の
全ての画素の画像データとを演算していたが、マスクパターン１００のマスク部１０２に
ついてのみ、表示画面１１０の画素の画像データと演算を行うようにしてもよい。
【００６７】
　例えば図４の例では、マスクパターン１００のマスク部１０２の各画素の画像データに
ついてのみ、表示画面１１０の対応する各画素の画像データと演算し、演算結果１２０に
おいて同一形状の無画部１２２が検出できれば、これらが一致したものと判断する。本例
の処理により、全ての画素の画像データを比較する必要がないため、簡易な構成と迅速な
演算処理が可能になる。
【００６８】
　ただしこの場合、例えば図６のように周囲に無画部１１２が存在する表示画面１１０の
場合であっても、図５（Ａ）のマスクパターンに一致するものと判断されることがある。
この場合、画面上下の無画部に対してもバックライト光源による照明光が照射されてしま
う。従って本例の処理によりマスクパターンを抽出する場合には、図６に示すような無画
部領域を持つマスクパターン１００を先に使用して、表示画面１１０の各画素の画像デー
タとの演算を行うようにする。
【００６９】
　つまり、図６の無画部１１２に相当するマスク部をもつマスクパターンのように、他の
マスクパターンのマスク部を全て包括してしまうようなマスクパターンがある場合には、
先にこのような他のマスクパターンを包括するマスクパターンの演算を行って、表示画面
１１０の無画部１１２の形状と一致するかどうかを確認し、一致しなければ他のマスクパ
ターンとの演算を行うようにすればよい。これにより、表示画面の無画部に一致するマス
ク部を有するマスクパターンを確実に抽出することができるようになる。
【００７０】
　また上記の各処理例においては、メモリに記憶したマスクパターン１００の各画素の画
像データと、表示画面１１０の各画素の画像データとをＯＲ演算によって比較することに
より、表示画面１１０の無画部１１２に一致するマスク部１０２を有するマスクパターン
１００を抽出していたが、さらに他の処理例として、例えば、
（１）マスクパターンの各画素の画像データと、表示画面の各画素の画像データとを全て
そのまま単純比較し、各画像データが互いに一致するかどうかを判別する。
（２）マスクパターンの各画素の画像データと、表示画面の各画素の画像データとの間で
引き算を行い、その結果が“０”になった画像データは互いに一致したものと判別する。
（３）マスクパターンの各画素の画像データと、表示画面の各画素の画像データとの間で
ＸＯＲ演算を行い、その結果が“０”になった画像データは互いに一致したものと判別す
る。
などの手法が適用できる。なお上記の画像データ同士の比較または演算は、ＯＲ演算と同
様にマスクパターン１００と表示画面１１０とで同じ場所に位置する画素同士の画像デー
タを比較または演算することを意味している。
【００７１】
　以下にＸＲＯ演算の例を説明する。
　画像データをＸＯＲ演算した場合、
　　０ ｘｏｒ ０ ＝ ０
　　０ ｘｏｒ １ ＝ １
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　　１ ｘｏｒ ０ ＝ １
　　１ ｘｏｒ １ ＝ ０
になる。
【００７２】
　例えば、画像データ“１００”と画像データ“２００”とをＯＲ演算した場合、
　　１００ ＝ ０１１００１００ｂ
　　２００ ＝ １１００１０００ｂ
　　１００ ｘｏｒ ２００ ＝ １０１０１１００ｂ ＝ １７２
となる。
【００７３】
　また例えば、同じ画像データ１００同士をＯＲ演算した場合、
　　１００　＝　０１１００１００ｂ
　　１００ ｘｏｒ １００ ＝ ００００００００ｂ ＝ ０
となる。
【００７４】
　つまり、ＸＯＲ演算を使用してマスクパターンの各画素の画像データと、表示画面の各
画素の画像データとを演算したときに、演算結果が“０”になった画素では、マスクパタ
ーンの画像データと表示画面の画像データが一致していることがわかる。ここで上記の図
４のＯＲ演算と同様に、マスクパターン１００において、マスク部１０２の各画素の画像
データを“０”とし、非マスク部１０１の各画素の画像データを“２５５”とする。そし
て演算結果１２０が“０”になった領域が、マスクパターン１００のマスク部１０２に一
致したときに、そのマスクパターン１００のマスク部１０２と表示画面１１０の無画部１
１２とが一致したものと判断することができる。
【００７５】
　図７ないし図１３は、マスクパターンとバックライト光源の点灯／非点灯制御の例を列
挙するものである。各図において、予め用意されるマスクパターンを図（Ａ）に、このと
きのバックライト光源の点灯制御例を図（Ｂ）に示すものである。図中、１３０はバック
ライト光源の全点灯領域、１３１は点灯領域、１３２は消灯（非点灯）領域である。
　図７ないし図１３にそれぞれ示すように、表示画面の無画部に一致するマスク部１０２
をもつマスクパターン１００に基づいてバックライト光源を点灯制御する場合、そのマス
クパターン１００のマスク部１０２に対応した領域１３２のバックライト光源を消灯（非
点灯）し、非マスク部１０１に対応した領域１３１のバックライト光源を点灯するように
制御する。これにより、表示画面の無画部に対して無駄な照明光を照射することがなくな
り、バックライト光源の低消費電力化による省エネルギー効果を実現することができる。
【００７６】
　図１４は、本発明によるバックライト制御装置によるバックライト光源の制御処理例を
説明するためのフローチャートである。
　映像表示装置の制御部（例えばテレビ１０のパターン抽出・ＢＬ制御部１９に相当）は
、まず液晶表示パネルに表示すべき映像信号から、表示画面の画像データを取得する（ス
テップＳ１）。画像データは上述のように表示すべき映像信号の表示画面における各画素
の画像データを用いることができる。
【００７７】
　そして映像表示装置の制御部は、メモリに保存している複数のマスクパターンのうちｎ
番目（ｎ＝１，２，３・・・）のマスクパターンと、ステップＳ１で取得した表示画面の
画像データとを演算する（ステップＳ２）。そしてその演算の結果、ｎ番目のマスクパタ
ーンのマスク部と表示画面の無画部とが一致するかどうかを判別する（ステップＳ３）。
【００７８】
　ここでは上記の例のように、表示画面の各画素の画像データとマスクパターンの各画素
の画像データとを演算し、これらの結果に従ってｎ番目のマスクパターンのマスク部と、
表示画面の無画部とが一致するかどうかを判別する。演算手法は、上記のようなＯＲ演算
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などの手法を適宜採用することができる。これらの演算によって、マスクパターンのマス
ク部と表示画面の無画部とが一致すれば、ｎ番目のマスクパターンを抽出する。
　またマスクパターンの各画素の画像データと表示画面の各画素の画像データとを演算す
る場合には、マスクパターンの無画部のみについて上記の演算を行うようにしてもよく、
またマスクパターンの全領域のデータについて演算を行うようにしてもよい。
【００７９】
　そしてｎ番目のマスクパターンにおいて、そのマスク部と表示画面の無画部とが一致し
た場合、そのｎ番目のマスクパターンでバックライト光源の点灯制御を行う（ステップＳ
４）。すなわち上述のように、マスクパターンにおけるマスク部に対応するバックライト
光源は非点灯とし、非マスク部に対応するバックライト光源は点灯する制御を行う。
【００８０】
　また上記ステップＳ３で、ｎ番目のマスクパターンのマスク部と表示画面の無画部とが
一致しなかった場合、メモリに記憶した他のマスクパターンがあるかどうかを判別する（
ステップＳ５）。そしてメモリ内に他のマスクパターンがなければ、バックライト光源を
全点灯させる制御を行う（ステップＳ６）。
　またメモリ内に他のマスクパターンがあれば、ｎ＝ｎ＋１として更新し（ステップＳ７
）、ステップＳ２に戻ってｎ番目のマスクパターンと表示画面の画像データとを演算する
。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明のバックライト制御装置を備えた映像表示装置の構成例を説明するための
ブロック図である。
【図２】本発明に適用可能なバックライ光源を備えたディスプレイユニットの構成例を示
す図である。
【図３】本発明に適用可能なバックライ光源を備えたディスプレイユニットの他の構成例
を示す図である。
【図４】本発明における無画部の形状検出処理例を説明するための図である。
【図５】映像信号の表示画面とは異なる無画部形状をもつマスクパターンを用いて演算し
たときの例を説明するための図である。
【図６】周囲に無画部が存在する表示画面の例を示す図である。
【図７】マスクパターンとバックライト光源の点灯／非点灯制御の例を示す図である。
【図８】マスクパターンとバックライト光源の点灯／非点灯制御の他の例を示す図である
。
【図９】マスクパターンとバックライト光源の点灯／非点灯制御の更に他の例を示す図で
ある。
【図１０】マスクパターンとバックライト光源の点灯／非点灯制御の更に他の例を示す図
である。
【図１１】マスクパターンとバックライト光源の点灯／非点灯制御の更に他の例を示す図
である。
【図１２】マスクパターンとバックライト光源の点灯／非点灯制御の更に他の例を示す図
である。
【図１３】マスクパターンとバックライト光源の点灯／非点灯制御の更に他の例を示す図
である。
【図１４】本発明によるバックライト制御装置によるバックライト光源の制御処理例を説
明するためのフローチャートである。
【図１５】レターボックス方式の映像信号の表示例を模式的に示す図である。
【図１６】サイドパネル方式の映像信号の表示例を模式的に示す図である。
【図１７】アスペクト比が１６：９の表示パネルにおいてアスペクト比４：３の映像信号
を表示する例を示す図である。
【図１８】レターボックス型あるいはシネマ型の４：３映像信号から、無画部を除いた部
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分を１６：９のアスペクトに変倍して表示する例を示す図である。
【符号の説明】
【００８２】
３…ＲＧＢ、４…アスペクト比、８…階調、１０…テレビ、１１…チューナ、１２…外部
入力部、１３…映像処理部、１４…ＭＣＵ、１５…表示デバイスドライバ、１６…ディス
プレイユニット、１７…液晶表示パネル、１８…バックライト光源、１９…パターン抽出
・ＢＬ制御部、２０…メモリ、２１…音声処理部、２２…スピーカー、２３…アンテナ、
３０…筐体、３１…赤色ＬＥＤ、３２…緑色ＬＥＤ、３３…青色ＬＥＤ、３４…拡散板、
３５…光学シート類、４１…蛍光管、４２…拡散板、４３…光学シート類、１００…マス
クパターン、１０１…非マスク部、１０２…マスク部、１１０…表示画面、１１１…映像
部、１１２…無画部、１２０…演算結果、１２１…非マスク部対応部、１２２…無画部、
１２３…映像部、１３０…バックライト光源の全点灯領域、１３１…点灯領域、１３２…
消灯（非点灯）領域。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(19) JP 2008-116554 A 2008.5.22

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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