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(57)【要約】
【課題】黒浮きの発生を防止し得る液晶表示装置、及び
そのバックライト駆動方法を提供する。
【解決手段】液晶表示パネルと、液晶表示パネルに対し
て複数の領域に分割して照明光を出射する光源を有する
バックライトと、液晶表示パネルへの画像信号に応じて
上記光源の輝度を分割単位毎に制御するバックライト駆
動制御部とを備える。バックライト駆動制御部は、画像
信号に基づいて点灯された点灯分割領域Ａに隣接する一
定幅の隣接領域Ｃに対して点灯分割領域Ａの輝度よりも
小さい輝度にて点灯する隣接領域点灯部を有している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶表示パネルと、
　上記液晶表示パネルに対して複数の領域に分割して照明光を出射する光源を有するバッ
クライトと、
　上記液晶表示パネルへの画像信号に応じて上記光源の輝度を分割単位毎に制御するバッ
クライト駆動制御手段とを備え、
　上記バックライト駆動制御手段は、画像信号に基づいて点灯された分割領域に隣接する
非点灯領域の一定幅の隣接領域に対して該点灯された分割領域の輝度よりも小さい輝度に
てバックライトを点灯させる隣接領域点灯手段を有していることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項２】
　前記バックライト駆動制御手段は、前記画像信号に基づいて点灯された分割領域の輝度
と前記隣接する非点灯領域の分割領域の輝度との輝度差が第１設定値以上のときに、隣接
領域点灯手段による点灯動作を行うことを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記バックライト駆動制御手段は、前記画像信号に基づいて点灯された分割領域のバッ
クライトの輝度が第２設定値以下であり、かつ前記画像信号に基づいて点灯された分割領
域の輝度と前記隣接する非点灯領域の分割領域の輝度との輝度差が第１設定値以上のとき
に、隣接領域点灯手段による点灯動作を行うことを特徴とする請求項１記載の液晶表示装
置。
【請求項４】
　前記光源は、発光ダイオードからなっていることを特徴とする請求項１、２又は３記載
の液晶表示装置。
【請求項５】
　液晶表示パネルと、上記液晶表示パネルに対して複数の領域に分割して照明光を出射す
る光源を有するバックライトとを備えた液晶表示装置のバックライト駆動方法において、
　上記液晶表示パネルへの画像信号に応じて上記光源の輝度を分割単位毎に制御すると共
に、
　画像信号に基づいてバックライトの輝度を決定した場合に、該決定した輝度のバックラ
イトと消灯したバックライトとが隣接するときには、該消灯したバックライトを該決定し
た輝度のバックライトよりも小さな輝度で点灯させることを特徴とする液晶表示装置のバ
ックライト駆動方法。
【請求項６】
　前記画像信号に基づいてバックライトの輝度を決定した場合に、該決定した輝度のバッ
クライトと、該決定した輝度よりも低い輝度のバックライトとが隣接したときには、該決
定した輝度のバックライトと、隣接する該決定した輝度よりも低い輝度のバックライトと
の輝度差が第１設定値以上のときに、輝度差を第１設定値以内にするため、上記隣接する
該決定した輝度よりも低い輝度のバックライトの輝度を高くすることを特徴とする請求項
５記載の液晶表示装置のバックライト駆動方法。
【請求項７】
　前記画像信号に基づいてバックライトの輝度を決定した場合に、該決定した輝度のバッ
クライトの輝度が第２設定値以下であり、かつ隣接する該決定した輝度よりも低い輝度の
バックライトとの輝度差が第１設定値以上のときに、上記隣接する該決定した輝度よりも
低い輝度の低いバックライトの輝度を上げて輝度差を第１設定値にすることを特徴とする
請求項５記載の液晶表示装置のバックライト駆動方法。
【請求項８】
　前記光源は、発光ダイオードからなっていることを特徴とする請求項５、６又は７記載
の液晶表示装置のバックライト駆動方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示パネルと、上記液晶表示パネルに対して複数の領域に分割して照明
光を出射する光源を有するバックライトとを備えた液晶表示装置、及びそのバックライト
駆動方法に関するものである。詳細には、画像信号に応じてバックライトの輝度を制御す
る場合の黒浮き防止に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置は、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）やプラズマディスプレイパネルなどの発光型
の表示装置と、液晶表示装置やエレクトロクロミックディスプレイ等の非発光型の表示装
置に大別できる。
【０００３】
　上記非発光型の表示装置としては、画像信号に応じて光の反射光量を調節する反射型の
光変調素子を用いるものと、画像信号に応じて光の透過光量を調整する透過型の光変調素
子を用いるものがある。特に、透過型の光変調素子として液晶表示素子を用い、その裏面
にバックライトを備える液晶表示装置は、薄型及び軽量であることから、コンピュータの
モニターやテレビ等の様々な表示装置として採用されている。
【０００４】
　ところで、ＣＲＴのような自発光型の表示装置では、画像を表示する際、画像信号に応
じて特定の画素を必要な光量で選択的に発光させている。このため、黒表示や、暗い画像
を表示する場合には画素の発光を停止したり、発光量を小さくできたりするので消費電力
は小さくなる。また、黒表示の場合、画素は発光しないので暗室でのコントラスト比は数
万以上と高くできる。
【０００５】
　これに対し、一般に液晶表示装置のような非発光型の表示装置では、画像信号に関わら
ずバックライトは常に一定の明るさで発光させている。したがって、バックライトの明る
さは通常、画面が最大輝度となる条件に合わせており、黒表示や暗い画像を表示する場合
でも同じ明るさで発光しているため、表示に寄与しない不要な電力が消費されることにな
る。さらに、黒表示の際には、バックライトの光の一部が漏れて、十分に暗くならないの
で暗室でのコントラスト比は５００～１０００程度であって、ＣＲＴなどの自発光型の表
示装置に比べると小さくなる。
【０００６】
　そこで、液晶表示装置において、コントラスト比を高めるために、例えば、特許文献１
には、バックライトを複数の分割領域単位毎に駆動し、画像信号に応じてバックライトの
輝度を制御する技術が開示されている。
【０００７】
　すなわち、この特許文献１の画像表示装置は、図１５に示すように、画像信号に応じて
画像を形成するＬＣＤパネル１０１と、光変調素子に画像を表示させるための照明光を照
射するバックライトとしてのＬＥＤパネル１０２と、照明光を複数の領域に分割して放射
する照明手段１０３と、複数の領域に対応する画像信号の輝度分布を算出して領域毎の照
明光の明るさを決定する輝度分布算出手段１１１と、この輝度分布算出手段１１１の決定
に基づいて、照明手段１０３の領域毎の照明光を制御するバックライト制御手段１１４と
、輝度分布算出手段１１１の決定に基づいて、光変調素子に入力する画像信号を補正する
画像補正手段１１０とを備えている。
【０００８】
　そして、この画像表示装置では、バックライトの輝度計算は、図１６に示すように、領
域毎の画像信号を調査し（Ｓ１０１）、領域毎のバックライトの明るさを決定し（Ｓ１０
２）、次いで、ＬＣＤパネル１０１上のバックライトの輝度分布を計算し（Ｓ１０３）、
それに基づき画像を処理し（Ｓ１０４）、かつバックライトを制御して（Ｓ１０５）、良
好な画像を得るものとなっていた。
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【特許文献１】特開２００５－２５８４０３号公報（平成１７年９月２２日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記従来の液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法では、領域毎
の画像データでＬＥＤの輝度を決定した場合、図１７（ｃ）に示すように、最大輝度のＬ
ＥＤの隣に無点灯のＬＥＤがあるという場合、ＬＣＤパネル１０１のコントラストが無限
大ではないため、不自然な黒浮きが生じてしまうという問題点を有している。
【００１０】
　すなわち、図１７（ａ）に示すように、ＬＣＤパネル１０１への表示が帯状の白色であ
り、かつその周りは黒色であったとする。この場合、領域内の画像データでＬＥＤの輝度
を決定すると、図１７（ｂ）に示すように、明るい画像の直下は最大輝度となり、真っ黒
な画像の直下は消灯となる。そして、図１７（ａ）に示す画像に対して、図１７（ｂ）に
示すＬＥＤを点灯すると、図１７（ｃ）に示すように、最大輝度ＬＥＤに対応する点灯分
割領域Ａの黒と、無点灯ＬＥＤに対応する黒領域Ｂの輝度とは、ＬＣＤパネル１０１のコ
ントラストが無限大ではないため、違いが生じ、不自然に感じる。すなわち、画面が暗い
場合、輝度差が５％程度存在すると、人は点灯分割領域Ａに不自然な黒浮きがあると認識
してしまう。この問題は、コントラストが低下する斜め方向から見た場合、さらに顕在化
する。そして、この問題は、ＬＣＤパネル１０１に表示する画像を補正するだけでは、対
応できない。その理由は、特許文献１では、図１７（ａ）に示すホワイトバーで表示され
る画像の隣接領域のことについては、考慮されていないためである。
【００１１】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、黒浮きの発生
を防止し得る液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の液晶表示装置は、上記課題を解決するために、液晶表示パネルと、上記液晶表
示パネルに対して複数の領域に分割して照明光を出射する光源を有するバックライトと、
上記液晶表示パネルへの画像信号に応じて上記光源の輝度を分割単位毎に制御するバック
ライト駆動制御手段とを備え、上記バックライト駆動制御手段は、画像信号に基づいて点
灯された分割領域に隣接する非点灯領域の一定幅の隣接領域に対して該点灯された分割領
域の輝度よりも小さい輝度にてバックライトを点灯させる隣接領域点灯手段を有している
ことを特徴としている。
【００１３】
　また、本発明の液晶表示装置のバックライト駆動方法は、液晶表示パネルと、上記液晶
表示パネルに対して複数の領域に分割して照明光を出射する光源を有するバックライトと
を備えた液晶表示装置のバックライト駆動方法において、上記液晶表示パネルへの画像信
号に応じて上記光源の輝度を分割単位毎に制御すると共に、画像信号に基づいてバックラ
イトの輝度を決定した場合に、該決定した輝度のバックライトと消灯したバックライトと
が隣接するときには、該消灯したバックライトを該決定した輝度のバックライトよりも小
さな輝度で点灯させることを特徴としている。
【００１４】
　上記の発明によれば、上記バックライト駆動制御手段は、液晶表示パネルへの画像信号
に応じて上記光源の輝度を分割単位毎に制御する。したがって、いわゆるエリアアクティ
ブバックライトを利用しているので、高コントラストの液晶表示装置を提供することがで
きる。
【００１５】
　ところで、エリアアクティブバックライトを採用する液晶表示装置において、例えば、
点灯分割領域の隣が無点灯となっているときには、液晶のコントラストが無限大ではない
ので、本来黒画像とすべき部分が光の漏洩により黒画像とならず、不自然ないわゆる黒浮
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きが発生する。この黒浮きは、この黒浮き部分と無点灯の領域との輝度差が大きいために
視認されるものである。
【００１６】
　そこで、本発明では、画像信号に基づいて点灯された分割領域に隣接する非点灯領域の
一定幅の隣接領域に対して該点灯された分割領域の輝度よりも小さい輝度にてバックライ
トを点灯する。
【００１７】
　この結果、上記黒浮き部分の領域に隣接する従来無点灯の領域であった一定幅の隣接領
域が、該点灯された分割領域の輝度よりも小さい輝度で点灯されている。したがって、黒
浮き部分の領域から従来無点灯の領域までの輝度が段階的に小さくなるので、人間の目に
は、領域間の輝度差を感じなくなる。
【００１８】
　この結果、黒浮きの発生を防止し得る液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法を
提供することができる。
【００１９】
　また、本発明の液晶表示装置では、前記バックライト駆動制御手段は、前記画像信号に
基づいて点灯された分割領域の輝度と前記隣接する非点灯領域の分割領域の輝度との輝度
差が第１設定値以上のときに、隣接領域点灯手段による点灯動作を行うことが好ましい。
【００２０】
　また、本発明の液晶表示装置のバックライト駆動方法では、前記画像信号に基づいてバ
ックライトの輝度を決定した場合に、該決定した輝度のバックライトと、該決定した輝度
よりも低い輝度のバックライトとが隣接したときには、該決定した輝度のバックライトと
、隣接する該決定した輝度よりも低い輝度のバックライトとの輝度差が第１設定値以上の
ときに、輝度差を第１設定値以内にするため、上記隣接する該決定した輝度よりも低い輝
度のバックライトの輝度を高くすることが好ましい。
【００２１】
　これにより、画像信号に基づいて点灯された分割領域の輝度と前記隣接する非点灯領域
の分割領域の輝度との輝度差が人間の目に黒浮きを認識できる第１設定値以上のときに、
隣接領域点灯手段による点灯動作を行うことによって、黒浮きの発生を防止し得る液晶表
示装置、及びそのバックライト駆動方法を提供することができる。
【００２２】
　ところで、人間の目は、明るいところは鈍感であり、かつ暗いところは敏感であるので
、一定以上の明るい部分では、画像信号に基づいて点灯された分割領域の輝度と前記隣接
する非点灯領域の分割領域の輝度との輝度差が第１設定値以上のときでも、黒浮きを認識
しない。
【００２３】
　そこで、本発明の液晶表示装置では、前記バックライト駆動制御手段は、前記画像信号
に基づいて点灯された分割領域のバックライトの輝度が第２設定値以下であり、かつ前記
画像信号に基づいて点灯された分割領域の輝度と前記隣接する非点灯領域の分割領域の輝
度との輝度差が第１設定値以上のときに、隣接領域点灯手段による点灯動作を行うことが
好ましい。
【００２４】
　また、本発明の液晶表示装置のバックライト駆動方法では、前記画像信号に基づいてバ
ックライトの輝度を決定した場合に、該決定した輝度のバックライトの輝度が第２設定値
以下であり、かつ隣接する該決定した輝度よりも低い輝度のバックライトとの輝度差が第
１設定値以上のときに、上記隣接する該決定した輝度よりも低い輝度の低いバックライト
の輝度を上げて輝度差を第１設定値にすることが好ましい。
【００２５】
　これにより、分割領域のバックライトの輝度が第２設定値以下の暗いときに黒浮きを認
識するので、黒浮きの発生を防止し得る液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法を
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提供することができる。
【００２６】
　また、本発明の液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法では、前記光源は、発光
ダイオードからなっていることが好ましい。
【００２７】
　これにより、エリアアクティブバックライトを効率よく駆動することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法は、以上のように、液晶表示パ
ネルへの画像信号に応じて上記光源の輝度を分割単位毎に制御すると共に、画像信号に基
づいて点灯された分割領域に隣接する非点灯領域の一定幅の隣接領域に対して該点灯され
た分割領域の輝度よりも小さい輝度にてバックライトを点灯する。
【００２９】
　それゆえ、黒浮きの発生を防止し得る液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法を
提供するという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施形態について図１ないし図１１に基づいて説明すれば、以下の通りであ
る。
【００３１】
　本実施の形態の液晶表示装置の構成について、図２に基づいて説明する。図２は、本実
施の形態の液晶表示装置の全体構成を示す概略図である。
【００３２】
　上記液晶表示装置は、図２に示すように、液晶表示パネル（以下「ＬＣＤパネル」とい
う。）１と、このＬＣＤパネル１に対して複数の領域に分割して照明光を出射する光源と
してのＬＥＤ（Light Emitting Diode）３を有するバックライト２とを有している。
【００３３】
　また、本実施の形態では、上記ＬＣＤパネル１への画像信号に応じてＬＥＤ３の輝度を
分割単位毎に制御するバックライト駆動制御手段としてのバックライト駆動制御部１０と
、上記バックライト駆動制御部１０によるバックライト駆動制御をしたときに、さらに画
像が適切に表示されるように画像補正を行う画像補正部２０とが設けられている。
【００３４】
　上記バックライト駆動制御部１０は、画像データに応じて上記バックライト２の輝度を
算出するバックライト輝度算出部１１と、ＬＣＤパネル１上の輝度分布を計算するＬＣＤ
パネル輝度分布計算部１２と、点灯された分割領域に隣接する一定幅の隣接領域に対して
該点灯された分割領域の輝度よりも小さい輝度にて点灯する隣接領域点灯手段としての隣
接領域点灯部１３とを有している。
【００３５】
　なお、ＬＣＤパネル１の表示に関する制御は、一般的なものであるので、ここではその
説明を省略している。
【００３６】
　上記液晶表示装置における画像データを表示するときのバックライト２の点灯制御につ
いて説明する。なお、ここでは、図３に示す画像データを表示する場合を考える。同図に
示す例えば３×３マトリクスの各要素は、バックライト２の分割領域ＤＩＶを示している
。なお、この３×３マトリクスは、本実施の形態のバックライト２の点灯制御を示すため
に、分かり易いように示しているものであって、実際にはより多くの要素を有するマトリ
クスに分割されている。また、この分割領域ＤＩＶには、複数のＬＥＤ３が含まれている
。
【００３７】
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　ここで、同図に示す画像データは、上記分割領域ＤＩＶの一つである領域ｂ２の一部分
である中央部分が白で示す例えば画像データ階調値１００となっていると共に、その他の
黒で示す分割領域ＤＩＶの画像データ階調値は０とする。なお、最も明るい画像データ階
調値は２５５であり、最も暗い画像データ階調値は０であるとする。また、これに対応す
る分割領域ＤＩＶのＬＥＤ３の最も明るい輝度データ値を２５５とする一方、最も暗い輝
度データ値を０とする。
【００３８】
　上記領域ｂ２の中央部分の画像データ階調値１００に対応して、領域ｂ２に点灯される
バックライト２の輝度データ値は、バックライト輝度算出部１１によって算出される。こ
のバックライト輝度算出部１１での輝度データ値の計算は、例えば、上記領域ｂ２に対応
する画像データ階調値から最大値や平均値を算出することにより行われる。また、例えば
、ヒストグラムや統計的手法によってバックライト２の輝度データ値を求めることも可能
である。
【００３９】
　ここでは、図４に示すように、中央部分の白画像の輝度を十分出すため、領域ｂ２のバ
ックライト２の輝度データ値は１５０とした場合を考える。このとき、領域ｂ２以外の分
割領域ＤＩＶ（＝領域ａ１～ａ３、領域ｂ１・ｂ３、領域ｃ１～ｃ３）の画像データ階調
値は０であるため、バックライト２の輝度データ値も０とする。
【００４０】
　この場合、ＬＣＤパネル１のコントラストが無限大ではないため、領域ｂ２の黒画像の
輝度とその他の分割領域ＤＩＶにおける領域ａ１～ａ３、領域ｂ１・ｂ３、及び領域ｃ１
～ｃ３の黒の輝度との間に輝度差が生じ、前記従来の説明図である図１７（ｃ）に示すよ
うに、領域ｂ２の黒領域ＡＢの黒が不自然に浮き上がってしまう。この減少は、一般に「
黒浮き」と呼ばれる。
【００４１】
　そこで、本実施の形態では、図１（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように、画像信号に基づい
て点灯された点灯分割領域Ａに隣接する非点灯領域の一定幅の隣接領域Ｃに対して、この
点灯された分割領域Ａの輝度よりも小さい輝度にて点灯する。つまり、図１（ｃ）に示す
ように、点灯分割領域Ａにおける黒領域ＡＢの輝度と輝度データ値＝０の黒領域Ｂの輝度
との輝度差が設定値以内になるよう、非点灯領域の一定幅の隣接領域Ｃのバックライト２
の輝度データ値を持ち上げる。これにより、輝度差がなくなり、不自然な黒浮きを防止す
ることができる。
【００４２】
　ここで、黒浮きが目立ってしまう輝度差は、ＬＣＤパネル１のコントラストによって変
化する。そこで、この黒浮きが目立ってしまう輝度差を第１閾値Ｐａとして設定する。こ
こでは、第１閾値Ｐａが例えば輝度差８０であるとする。
【００４３】
　この場合、図４に示すように、分割領域ＤＩＶにおける領域ｂ２のバックライト２の輝
度データ値が１５０であるため、図５（ａ）（ｂ）に示すように、その他の分割領域ＤＩ
Ｖにおける領域ａ１～ａ３、領域ｂ１・ｂ３、及び領域ｃ１～ｃ３の輝度データ値を７０
とする。
【００４４】
　このように、バックライト輝度を領域毎に変調した場合、ＬＣＤパネル１に出力する画
像階調データを補正する必要がある。例えば、図６に示すように、領域ｂ２のバックライ
ト２の輝度データ値が１００であり、かつ領域ｃ２の輝度データ値が２０であるとき、図
７に示したＬＣＤパネル１上のバックライト照射によるパネル領域ｅ１～ｅ９の輝度分布
を考える。図８は、バックライトｂ２及びバックライトｃ２による、それぞれの輝度分布
である。この２つの輝度を重畳したものが図９である。この輝度がＬＣＤパネル上のパネ
ル領域ｅ１～ｅ９のバックライト照射による輝度分布である。ここで、人が見るＬＣＤパ
ネル１の上の画像は、
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　ＬＣＤパネル１に出力された画像データ×バックライト２により照射された輝度
となる。このため、パネル領域ｅ１とパネル領域ｅ６とのオリジナルの各画像階調データ
がいずれも４０であるというように同じ画像階調データをＬＣＤパネル１に出力した場合
、その位置のバックライト２による輝度データ値が違うため、ＬＣＤパネル１上に輝度差
が生じてしまう。
【００４５】
　これを補正するため、パネル領域ｅ１では画像階調データを大きくする一方、パネル領
域ｅ６では画像階調データを小さくする。
【００４６】
　例えば、パネル領域ｅ１でのバックライト２による輝度データ値を４０とすると、輝度
データ値４０の画像を出すためには、画像階調データを１００とするような補正が必要と
なる。補正をするための処理はさまざま考えることができる。ここでは、図１０に示すよ
うに、例えば、ＬＵＴ（Look Up Table）を使った例を示す。
【００４７】
　同図に示すように、第１ＬＵＴ１２ａにより、バックライト２の輝度データ値、画像の
位置情報、及び画像階調データを基に、輝度を算出する。第１ＬＵＴ１２ａは、図２のＬ
ＣＤパネル輝度分布計算部１２に相当する。次に、その輝度に応じて、第２ＬＵＴ２０ａ
を用いて画像を補正する。上記第２ＬＵＴ２０ａは、図２の画像補正部２０に相当する。
【００４８】
　次に、上記の液晶表示装置における画像データを表示するときのバックライト２の点灯
制御について、整理して、図１１に示すフローチャートに基づいて説明する。
【００４９】
　すなわち、先ず画像データが入力されると（Ｓ１）、バックライト輝度算出部１１は、
この画像データに基づいてバックライト輝度を算出する（Ｓ２）。次いで、隣接する一定
幅の領域のバックライト２の輝度差が第１閾値Ｐａ以上であるか否かが判断される（Ｓ３
）。
【００５０】
　Ｓ３において、隣接する一定幅の領域のバックライト２の輝度差が第１閾値Ｐａ以上で
ある場合には、上記隣接する一定幅の領域のバックライト２の輝度差が第１閾値Ｐａ以下
となるように、その点灯された分割領域の輝度よりも小さい輝度にて点灯する（Ｓ４）。
【００５１】
　その後、ＬＣＤパネル１上の輝度分布の計算を行い（Ｓ５）、画像補正を行う（Ｓ６）
。
【００５２】
　一方、上記Ｓ３において、隣接する一定幅の領域のバックライト２の輝度差が第１パラ
メータＰａ以上である場合には、直接、ＬＣＤパネル１上の輝度分布の計算を行い（Ｓ５
）、画像補正を行う（Ｓ６）。
【００５３】
　このように、本実施の形態の液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法では、バッ
クライト駆動制御部１０は、ＬＣＤパネル１への画像信号に応じてＬＥＤ３の輝度を分割
単位毎に制御する。したがって、いわゆるエリアアクティブバックライトを利用している
ので、高コントラストの液晶表示装置を提供することができる。
【００５４】
　ところで、エリアアクティブバックライトを採用する液晶表示装置において、例えば、
点灯分割領域Ａの隣が無点灯となっているときには、液晶のコントラストが無限大ではな
いので、本来黒画像とすべき部分である黒領域ＡＢが光の漏洩により黒画像とならず、不
自然ないわゆる黒浮きが発生する。この黒浮きは、この黒浮き部分と無点灯の領域との輝
度差が大きいために視認されるものである。
【００５５】
　そこで、本実施の形態では、画像信号に基づいて点灯された点灯分割領域Ａに隣接する
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非点灯領域の一定幅の隣接領域Ｃに対して該点灯分割領域Ａの輝度よりも小さい輝度にて
バックライト２を点灯する。
【００５６】
　この結果、黒浮き部分の領域に隣接する従来無点灯の領域であった一定幅の隣接領域Ｃ
が、点灯分割領域Ａの輝度よりも小さい輝度で点灯されている。したがって、黒浮き部分
の領域から従来無点灯の領域までの輝度が段階的に小さくなるので、人間の目には、領域
間の輝度差を感じなくなる。すなわち、バックライト２の正面にあたる領域の画像データ
だけでなく、それに隣接する黒領域ＡＢのバックライト２の輝度も考慮して、バックライ
ト２の最終的な輝度を決定する。
【００５７】
　この結果、黒浮きの発生を防止し得る液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法を
提供することができる。
【００５８】
　また、本実施の形態の液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法では、バックライ
ト駆動制御部１０は、画像信号に基づいて点灯された分割領域の輝度と前記隣接する非点
灯領域の分割領域の輝度との輝度差が第１閾値Ｐａ以上のときに、隣接領域点灯部１３に
よる点灯動作を行う。
【００５９】
　これにより、画像信号に基づいて点灯された分割領域の輝度と前記隣接する非点灯領域
の分割領域の輝度との輝度差が人間の目に黒浮きを認識できる第１閾値Ｐａ以上のときに
、隣接領域点灯部１３による点灯動作を行うことによって、黒浮きの発生を防止し得る液
晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法を提供することができる。
【００６０】
　また、本実施の形態の液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法では、光源は、Ｌ
ＥＤ３からなっているので、エリアアクティブバックライトを効率よく駆動することがで
きる。
【００６１】
　　〔実施の形態２〕
　本発明の他の実施の形態について図１２ないし図１４に基づいて説明すれば、以下の通
りである。なお、本実施の形態において説明すること以外の構成は、前記実施の形態１と
同じである。また、説明の便宜上、前記の実施の形態１の図面に示した部材と同一の機能
を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００６２】
　本実施の形態の液晶表示装置は、前記実施の形態１のバックライト２の輝度計算方法を
変更している。
【００６３】
　すなわち、人間の目は、暗い部分に対しては敏感であり、明るい部分に対しては鈍感と
なる。
【００６４】
　したがって、図１２に示すように、点灯分割領域Ａと黒領域Ｂとの不連続がもっとも目
立つのは、黒領域Ｂのバックライト２の輝度データ値が０のときである。すなわち、点灯
分割領域Ａのバックライト２の輝度データ値と領域Ｂのバックライト２の輝度データ値と
の輝度差が同じ１００であったとしても、輝度データ値１００と輝度データ値０とであれ
ば目立つが、輝度データ値２５５と輝度データ値１５５とでは目立たない。
【００６５】
　したがって、黒領域Ｂのバックライト２の輝度データ値がある一定値以上あれば、点灯
分割領域Ａのバックライト２の輝度データ値と黒領域Ｂのバックライト２の輝度データ値
との輝度差が８０以上あっても、黒領域Ｂのバックライト２の輝度データ値が第２閾値Ｐ
ｂ以上であれば、領域Ｂのバックライト２の輝度データ値を大きくすることを行わないよ
うにする。
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【００６６】
　このように、輝度差が第１閾値Ｐａ以上であっても、バックライト２の輝度データ値が
第２閾値Ｐｂ以上であれば、領域Ｂのバックライト２の輝度データ値を大きくしないこと
により、省電力及びコントラストのアップを図ることができる。
【００６７】
　これを具体例にて説明する。
【００６８】
　例えば、図１３（ａ）に示すバックライト２の輝度データ値が与えられたとする。この
ときの、陰影状態は、図１３（ｂ）として表される。
【００６９】
　このとき、第１閾値Ｐａ＝８０とし、第２閾値Ｐｂ＝１００とした場合を考える。この
とき、図１３（ｃ）に示すように、領域ｂ１～ｂ３の輝度データ値は１５０であり、領域
ｃ１～ｃ３との輝度差は１００ある。しかし、領域ｂ１～ｂ３の輝度データ値１５０が第
２閾値Ｐｂ＝８０を超えているので、領域ｂ１～ｂ３の輝度データ値１５０は補正の対象
から外れる。
【００７０】
　一方、領域ａ１～ａ３と領域ｂ１～ｂ３とでは、輝度差は第１閾値Ｐａ＝８０以上であ
り、かつ輝度データ値＝０は第２閾値Ｐｂ＝８０よりも小さい。したがって、領域ａ１～
ａ３の輝度データ値０は補正の対象となる。
【００７１】
　上記の液晶表示装置における画像データを表示するときのバックライト２の点灯制御に
ついて、整理して、図１４に示すフローチャートに基づいて説明する。
【００７２】
　すなわち、先ず画像データが入力されると（Ｓ１１）、バックライト輝度算出部１１は
、この画像データに基づいてバックライト輝度を算出する（Ｓ１２）。次いで、バックラ
イト２の輝度データ値が第２閾値Ｐｂ以下であり、かつ隣接する一定幅の領域のバックラ
イト２の輝度差が第１閾値Ｐａ以上であるか否かが判断される（Ｓ１３）。
【００７３】
　Ｓ１３において、条件を満たす場合には、上記隣接する一定幅の領域のバックライト２
の輝度差が第１閾値Ｐａ以下となるように、その隣接部分を、その点灯された分割領域の
輝度よりも小さい輝度にて点灯する（Ｓ１４）。
【００７４】
　その後、ＬＣＤパネル１上の輝度分布の計算を行い（Ｓ１５）、画像補正を行う（Ｓ１
６）。
【００７５】
　一方、上記Ｓ１３において、条件に適合しない場合には、直接、ＬＣＤパネル１上の輝
度分布の計算を行い（Ｓ１５）、画像補正を行う（Ｓ１６）。
【００７６】
　このように、本実施の形態の液晶表示装置、及びそのバックライト駆動方法では、画像
信号に基づいて点灯された分割領域のバックライト２の輝度が第２閾値Ｐｂ以下の暗いと
きに黒浮きを認識するので、そのときに、黒浮きの発生を防止し得る液晶表示装置、及び
そのバックライト駆動方法を提供することができる。
【００７７】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明は、液晶表示パネルと、上記液晶表示パネルに対して複数の領域に分割して照明
光を出射する光源を有するバックライトとを備えた液晶表示装置を有する例えば液晶テレ
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ビ等に適用できる。バックライトとしては、発光ダイオード（ＬＥＤ：Light Emitting D
iode）、有機ＥＬ発光素子、無機ＥＬ発光素子等の発光素子の適用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、本発明における液晶表示装置の実施の一形態を示す説明
図である。
【図２】上記液晶表示装置におけるバックライト駆動制御部の構成を示すブロック図であ
る。
【図３】上記液晶表示装置における画像データを示す平面図である。
【図４】上記液晶表示装置の輝度データ値を示す説明図である。
【図５】（ａ）は上記液晶表示装置の点灯分割領域に隣接する隣接領域の点灯するときの
輝度データ値を示す説明図であり、（ｂ）は上記液晶表示装置の点灯分割領域に隣接する
隣接領域の点灯したときの輝度を示す平面図である。
【図６】上記液晶表示装置におけるバックライトの点灯状態の一例を示す平面図である。
【図７】上記点灯状態におけるバックライトの輝度分布を求めるときの、対象とするＬＣ
Ｄパネルのパネル領域の一例を示す平面図である。
【図８】上記対象とするＬＣＤパネルのパネル領域における各バックライトの各分割領域
における輝度分布を示すグラフである。
【図９】図８に示す輝度分布の合算輝度分布を示すグラフである。
【図１０】上記液晶表示装置におけるＬＣＤパネル輝度分布計算部及び画像補正部の具体
的構成を示すブロック図である。
【図１１】上記液晶表示装置におけるバックライト駆動制御方法を示すフローチャートで
ある。
【図１２】本発明における液晶表示装置の他の実施の形態を示すものであり、黒浮きが発
生している画像を示す平面図である。
【図１３】（ａ）は上記液晶表示装置の点灯分割領域に隣接する隣接領域の点灯するとき
の輝度データ値を示す説明図であり、（ｂ）は上記液晶表示装置の点灯分割領域に隣接す
る隣接領域の点灯したときの輝度を示す平面図であり、（ｃ）は上記液晶表示装置の点灯
分割領域に隣接する隣接領域の点灯するときの他の輝度データ値を示す説明図である。
【図１４】上記液晶表示装置におけるバックライト駆動制御方法を示すフローチャートで
ある。
【図１５】従来の液晶表示装置のバックライト駆動制御部の構成を示すブロック図である
。
【図１６】上記の液晶表示装置のバックライト駆動制御方法を示すフローチャートである
。
【図１７】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、上記の液晶表示装置のバックライト駆動制御方法によ
り黒浮きが発生する原理を示す平面図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１　　　ＬＣＤパネル（液晶表示パネル）
　２　　　バックライト
　３　　　ＬＥＤ（光源）
１０　　　バックライト駆動制御部（バックライト駆動制御手段）
１１　　　バックライト輝度算出部
１２　　　ＬＣＤパネル輝度分布計算部
１３　　　隣接領域点灯部（隣接領域点灯手段）
２０　　　画像補正部
　Ａ　　　点灯分割領域
　Ｂ　　　黒領域
　Ｃ　　　隣接領域
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