
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

、
　 補正座標データに基づいて される 補正領域を、 補正中心点を共通とし
て、少なくとも４個の矩形領域に分割する分割処理と、
　補間を行う画素の画素位置が、上記矩形領域のいずれの領域に位置するかを判定する判
定処理と、
　上記判定処理による判定結果と、上記補正座標データに基づいて、上記各矩形領域内に
おける上記画素の番地データを演算する番地データ演算処理と、
　上記補正中心点の補正データと、上記番地データとに基づいて、上記画素

を補間するための補間データを演算する補間データ演算処理、
　を実行することを特徴とする補間方法。
【請求項２】
　

　 補正座標データに基づいて される補正領域を、 補正中心点を共

10

20

JP 3719317 B2 2005.11.24

輝度或いは色度ムラの表示画面内の場所と程度を分析し、長方形とされる補正領域を規
定する補正座標データ、および、当該補正領域内において前記輝度或いは色度ムラの生じ
ている場所に対応する補正中心点の座標データ並びに補正データを設定する設定処理と

上記 規定 上記 上記

の映像信号レ
ベル

輝度或いは色度ムラの表示画面内の場所と程度を分析して設定された長方形の補正領域
を規定する補正座標データ、および、当該補正領域内において前記輝度或いは色度ムラの
生じている場所に対応する補正中心点の座標データ並びに補正データを記憶する記憶手段
と、

上記記憶手段の 規定 上記



通として、少なくとも４個の矩形領域に分割する分割手段と、
　補間を行う画素の画素位置が、上記矩形領域のいずれの領域に位置するかを判定する判
定手段と、
　上記判定手段の判定結果と、上記補正座標データとに基づいて、上記各矩形領域内にお
ける上記画素の番地データを演算する番地データ演算手段と、
　上記補正中心点の補正データと、上記番地データとに基づいて、上記画素

を補間するための補間データを演算する補間データ演算手段と、
　を備えていることを特徴とする補間回路。
【請求項３】
　上記分割手段は、 上記補正領域を８個の長方体領域
に分割する
ことを特徴とする請求項２に記載の補間回路。
【請求項４】
　入力される画像データに対して所要のデータ処理を施すデータ処理手段と、
　表示手段と、
　上記データ処理手段の出力に基づいて上記表示手段に画像を表示するための表示制御を
行う表示制御手段と、
　上記データ処理手段において所要のデータ処理を行うときに用いられる補間データを生
成して出力する補間回路とからなり、
　上記補間回路は、
　

　補正座標データに基づいて設定される補正領域を、その補正中心点を共通として、少な
くとも４個の矩形領域に分割する分割手段と、
　補間を行う画素の画素位置が、上記矩形領域のいずれの領域に位置するかを判定する判
定手段と、
　上記判定手段の判定結果と、上記補正座標データとに基づいて、上記各矩形領域内にお
ける上記画素の番地データを演算する番地データ演算手段と、
　上記補正中心点の補正データと、上記番地データとに基づいて、上記画素を補間するた
めの補間データを演算する補間データ演算手段と、
　を備えていることを特徴とする画像表示装置。
【請求項５】
　上記分割手段は、 上記補正領域を８個の長方体領域
に分割することを特徴とする請求項 に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　上記データ処理手段は、上記入力される画像データのホワイトバランス調整を行うホワ
イトバランス調整回路を含んで構成されることを特徴とする請求項 に記載の画像表示装
置。
【請求項７】
　上記データ処理手段は、上記入力される画像データのガンマ補正を行うガンマ補正回路
含んで構成されることを特徴とする請求項 に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、

【０００２】
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の映像信号レ
ベル

映像信号レベルを基準としてさらに

輝度或いは色度ムラの表示画面内の場所と程度を分析して設定された長方形の補正領域
を規定する補正座標データ、および、当該補正領域内において前記輝度或いは色度ムラの
生じている場所に対応する補正中心点の座標データ並びに補正データを記憶する記憶手段
と、

映像信号レベルを基準としてさらに
４

４

４

例えばディスプレイ、プロジェクタ等の画像表示において、ホワイトバラン
ス調整等の線形処理、またはガンマ補正等の非線形処理を行う際に好適な補間方法、補間
回路及びそのような補間回路を備えた画像表示装置に関するものである。



【従来の技術】
図８に従来例として、投射型テレビジョン受像機等に搭載されるＲＧＢ３板式液晶ブロジ
ェクタの信号系のブロック図を示す。
この図８において、図示しない前段ブロックから入力された３原色の映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂ
は、ユーザコントロール部２０でコントラストや輝度が調整されて使用者の好みに合った
映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂが形成される。これらの映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂは適当なゲインが与えら
れているゲイン回路３１Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂと、適当なバイアスが与えられているバイア
ス回路３２Ｒ，３２Ｇ，３２Ｂとから構成されるホワイトバランス調整部３０で色温度の
調整が行われると共に、非線形アンプ４１Ｒ，４１Ｇ，４１Ｂによって構成されるガンマ
補正部４０でγ補正が施されて画質が調整される。そして、各色信号成分が液晶表示（ li
quid crystal display）ドライバ部６０に設けられているＬＣＤドライバ６０Ｒ，６０Ｇ
，６０Ｂを介して液晶板７０の各ＬＣＤパネル７０Ｒ，７０Ｇ，７０Ｂに供給される。
【０００３】
タイミングジェネレータ８０は、入力される水平同期信号 H.SYNC、垂直同期信号 V.SYNC及
びクロックＣＬＫに基づいてＰＬＬ（ Phase Locked Loop ）回路８１で液晶ドライバ６０
Ｒ，６０Ｇ，６０Ｂのタイミング信号を生成するようにしている。
【０００４】
このようにして投影型テレビジョン受像機等では、液晶板７０の各ＬＣＤパネル７０Ｒ，
７０Ｇ，７０ＢにそれぞれＲ，Ｇ，Ｂ光が照射され、その透過光がスクリーン等に投影さ
れることになる。
【０００５】
ところが、上記したような液晶プロジェクタの信号系の回路ブロックは、全ての信号をア
ナログ的に処理するものとされているため、例えばホワイトバランス調整部３０で色温度
を調整するための調整値やガンマ補正部４０でγ補正を行うための補正値が画面全体で同
じ調整値、補正値を用いて処理するようにしているため、液晶板７０に設けられているＬ
ＣＤパネル７０Ｒ，７０Ｇ，７０Ｂの製造バラツキや投射ランプに起因して発生する輝度
や色度ムラといった、いわゆるユニフォミティのあばれを改善する効果はない。
【０００６】
そこで、上記したようなユニフォミティのあばれを改善することができるＲＧＢ板式液晶
ブロジェクタの信号系の回路ブロックが提案されており、図９にそのブロック図を示す。
また、図１１に一般的なＬＣＤ（ liquid crystal display）パネルの入力電圧Ｖと透過率
Ｔの関係を示す。
【０００７】
この図９において、図示しない前段ブロックから入力される各色のアナログ映像信号Ｒ，
Ｇ，Ｂは、Ａ／Ｄ変換部１０の各Ａ／Ｄ変換器１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂでそれぞれデジタ
ル映像信号に変換され、上記図８と同様にユーザコントロール部２０でコントラストや輝
度が調整されて使用者の好みに合った画像信号が形成される。そして、ホワイトバランス
調整部３０ではデジタル信号にて色温度の調整が行われると共に、ガンマ補正部４０では
例えば図１１に示すようなＶ－Ｔ特性と逆の特性カーブのデータを持つルックアップテー
ブル４２Ｒ，４２Ｇ，４２Ｂからデータを読み出しγ補正をかけるようにしている。
【０００８】
上記ホワイトバランス調整部３０やガンマ補正部４０で調整や補正を行うための補正デー
タは、破線で示した２次元補間部１００で演算した補正データが用いられている。
この２次元補間部１００には、位置ブロックアドレス記憶部１０１、補正値記憶部１０２
、位置ブロック特定処理部１０３、４点補正値抽出部１０４、位置ブロック内座標特定部
１０５、２次元補間処理部１０６によって構成される。
位置ブロックアドレス記憶部１０１には、例えば図１０に示すような表示画面７０のブラ
ンキング部７１を除いた有効画面７２を水平方向にｍ分割すると共に、垂直方向にｎ分割
した時に、その交点（ｍ＋１）＊（ｎ＋１）個の座標アドレスが予め記憶されている。
また、補正値記憶部１０２には、この（ｍ＋１）＊（ｎ＋１）個の交点における補正値が
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記憶されている。
【０００９】
このように２次元補間部１００は、位置ブロックアドレス記憶部１０１に交点（ｍ＋１）
＊（ｎ＋１）個の座標アドレスを記憶させておくと共に、補正値記憶部１０２に（ｍ＋１
）＊（ｎ＋１）個の交点における補正値を記憶させておくことで、任意の画素における補
正値を求めるようにしている。すなわち、例えば図１０に示す画素Ｇ（Ｘ，Ｙ）における
補正値を求める場合は、先ず位置ブロック特定処理部１０３において、この画素Ｇがどの
位置ブロックに含まれるかを特定し、その特定したブロックに含まれる４点の補正値が補
正値記憶部１０２から４点補正値抽出部１０４に呼び出される。
【００１０】
位置ブロック内座標特定部１０５は、位置ブロック特定処理部１０３で位置ブロックが特
定された画素Ｇ（Ｘ，Ｙ）が、その位置ブロックのどの場所に存在するかを判別しており
、２次元補間処理部１０６では、位置ブロック内座標特定部１０５の判別結果と、４点補
正値抽出部１０５に呼び出された４つの補正値に基づいて２次元的に補間する補間データ
を演算することになる。
【００１１】
このようにして２次元補間部１００で得られた補間データを、ホワイトバランス調整部３
０やガンマ補正部４０のパラメータとして利用することで、表示画面７０の有効画面７２
内においては、画素Ｇの位置に応じて輝度や色度ムラを補正することができるため、上記
図８に示したようなＲＧＢ３板式液晶ブロジェクタの信号系の回路ブロックと比較して画
質の向上を図ることができるという利点がある。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記図９に示したような液晶プロジェクタの信号系回路ブロックにおいて
は、予め有効画面７２内に格子状のブロックを設定し、その交点の補正値を補正値記憶部
１０２に記憶させておくことで、輝度や色度のムラの補正を行うようにしているため、輝
度や色度のムラが生じる場所が、この画面を分割した交点（頂点）に存在しないと、改善
の効果が大きく減じてしまう。このため、有効画面７２内の任意の位置で輝度や色度ムラ
を補正するのが困難であった。
【００１３】
また、例えば調整の自由度を上げるためには、図１０に示した有効画面７０ａの画面分割
数を多くする必要が有り、この場合はその分割数だけ補正値を入力する必要があるため、
比較的大きな容量のメモリーを必要とし、回路規模が大きくなるという欠点もあった。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、このような問題点を鑑みてなされたものであり、本発明の補間方法は、

、 補
正座標データに基づいて される 補正領域を、 補正中心点を共通として、少な
くとも４個の矩形領域に分割する分割処理と、補間を行う画素の画素位置が、上記矩形領
域のいずれの領域に位置するかを判定する判定処理と、上記判定処理による判定結果と、
上記補正座標データに基づいて、上記各矩形領域内における上記画素の番地データを演算
する番地データ演算処理と、上記補正中心点の補正データと、上記番地データとに基づい
て、上記画素 を補間するための補間データを演算する補間データ演算処
理、を実行するようにした。
【００１５】
　また本発明の補間回路は、
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輝度
或いは色度ムラの表示画面内の場所と程度を分析し、長方形とされる補正領域を規定する
補正座標データ、および、当該補正領域内において前記輝度或いは色度ムラの生じている
場所に対応する補正中心点の座標データ並びに補正データを設定する設定処理と 上記

規定 上記 上記

の映像信号レベル

輝度或いは色度ムラの表示画面内の場所と程度を分析して設
定された長方形の補正領域を規定する補正座標データ、および、当該補正領域内において
前記輝度或いは色度ムラの生じている場所に対応する補正中心点の座標データ並びに補正



補正座標データに基づいて される補正
領域を、 補正中心点を共通として、少なくとも４個の矩形領域に分割する分割手段と
、補間を行う画素の画素位置が、上記矩形領域のいずれの領域に位置するかを判定する判
定手段と、上記判定手段の判定結果と、上記補正座標データとに基づいて、上記各矩形領
域内における上記画素の番地データを演算する番地データ演算手段と、上記補正中心点の
補正データと、上記番地データとに基づいて、上記画素 を補間するため
の補間データを演算する補間データ演算手段とを備えている。
【００１６】
　また本発明の画像表示装置は、入力される画像データに対して所要のデータ処理を施す
データ処理手段と、表示手段と、上記データ処理手段の出力に基づいて上記表示手段に画
像を表示するための表示制御を行う表示制御手段と、上記データ処理手段において所要の
データ処理を行うときに用いられる補間データを生成して出力する補間回路とからなり、
　上記補間回路は、

補正座標データに基づいて設定される補正領域を、その補正中心点
を共通として、少なくとも４個の矩形領域に分割する分割手段と、補間を行う画素の画素
位置が、上記矩形領域のいずれの領域に位置するかを判定する判定手段と、上記判定手段
の判定結果と、上記補正座標データとに基づいて、上記各矩形領域内における上記画素の
番地データを演算する番地データ演算手段と、上記補正中心点の補正データと、上記番地
データとに基づいて、上記画素を補間するための補間データを演算する補間データ演算手
段とを備えている。
　
【００１７】
　

【００１８】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の形態として投影型テレビジョン受像機等に搭載されるＲＧＢ３板
式液晶ブロジェクタの信号系のブロック図を示したものである。
この図１において、Ａ／Ｄ変換部１０は、図示しない前段ブロックから入力される各色の
アナログの各映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂをデジタルの映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂに変換するためのＡ／
Ｄ変換器１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂが設けられている。
ユーザコントロール部２０は、例えば図示しないコントロール回路から供給されるコント
ロール信号によって、表示画像のコントラストや輝度が調整されて使用者の好みの画像信
号を形成するようにされる。
【００１９】
ホワイトバランス調整部３０は、ユーザコントロール部２０からの映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの
色温度の調整を行うようにされており、各映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの白色側の色温度を調整す
るために適当なゲインデータが与えられているゲイン回路３１Ｒ，３１Ｇ，３１Ｂと、各
映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの黒色側の色温度を調整するために適当なバイアスデータが与えられ
ているバイアス回路３２Ｒ，３２Ｇ，３２Ｂが設けられている。
ガンマ補正部４０は、ホワイトバランス調整部３０からの映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂにガンマ補
正を施して画質の調整を行っており、ガンマ補正部４０には、各映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂごと
にガンマ補正を行うためのルックアップテーブル４２Ｒ，４２Ｇ，４２Ｂが設けられてい
る。
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データを記憶する記憶手段と、上記記憶手段の 規定
上記

の映像信号レベル

輝度或いは色度ムラの表示画面内の場所と程度を分析して設定された
長方形の補正領域を規定する補正座標データ、および、当該補正領域内において前記輝度
或いは色度ムラの生じている場所に対応する補正中心点の座標データ並びに補正データを
記憶する記憶手段と、

また、上記前記補正中心点は、有効画面上の最大補正地点となるように設定した。

上記本発明では、補正座標データに基づいて設定される補正領域を、その補正中心点を
共通として、少なくとも４個の矩形領域に分割し、補間を行う画素の画素位置が、矩形領
域のいずれの領域に位置するかを判定する。そして、その判定結果と補正座標データに基
づいて、各矩形領域内における画素の番地データを演算するようにしている。そのうえで
、この番地データと補正中心点の補正データに基づいて、画素を補間するための補間デー
タを演算により求めるようにしている。



【００２０】
Ｄ／Ａ変換部５０は、ガンマ補正部４０からのデジタルの各映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂをアナロ
グの各映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂに変換するためのＤ／Ａ変換器５０Ｒ，５０Ｇ，５０Ｂが設け
られている。
液晶ドライバ６０は、Ｄ／Ａ変換部５０からの各色信号成分Ｒ，Ｇ，Ｂによって液晶板７
０を駆動する液晶（ＬＣＤ）ドライバ６０であり、液晶板７０には各色のＬＣＤパネル７
０Ｒ，７０Ｇ，７０Ｂが設けられている。
【００２１】
タイミングジェネレータ８０は、入力される水平同期信号 H.SYNC、垂直同期信号 V.SYNC及
びクロックＣＬＫに基づいてＰＬＬ（ Phase Locked Loop ）回路８１によって液晶ドライ
バ６０を駆動するためのタイミング信号を生成するようにしている。
【００２２】
２次元補間部１は、後述するように入力される水平同期信号 H.SYNC、垂直同期信号 V.SYNC
及びクロックＣＬＫに基づいて任意の画素Ｇ（Ｘ，Ｙ）における２次元補間データＣ（Ｘ
，Ｙ）を演算し、その２次元補間データＣ（Ｘ，Ｙ）を上記ホワイトバランス調整部３０
のゲイン回路３１やバイアス回路３２、ガンマ補正部４０のルックアップテーブル４２に
対して供給するようにされている。
また、２次元補間部１には予め輝度や色度ムラの補正が必要とされる中心位置座標データ
、補正範囲の座標データ、補正中心位置座標における補正データなどが供給されてメモリ
等に格納されている。
【００２３】
図２は、上記図１に示した２次元補間部１の一構成例を示したブロック図である。
この図２において、水平／垂直同期カウンタ２は、補正処理を行なう画素（信号）の表示
画面内での位置、すなわち表示画面を平面として見た場合に、画素の面座標（Ｘ，Ｙ）を
特定するためのカウンタであり、この水平／垂直同期カウンタ２から出力される水平位置
座標Ｘは、水平同期信号 H.SYNCに同期してゼロリセットされると共に、クロックＣＬＫ毎
にカウントアップされ、水平方向の画素の位置を表わす座標データとされる。また、水平
／垂直同期カウンタ２から出力される垂直位置座標Ｙは、垂直同期信号 V.SYNCに同期して
ゼロリセットされ、水平同期信号 H.SYNCごとにカウントアップされる垂直方向の画素の位
置を表わす座標データとされる。
なお、クロックＣＬＫは画素の時間軸上での変化に同期したもので、一般にドットクロッ
クと呼ばれるものである。
【００２４】
座標データ格納部３は、後述する補正中心座標データ及び補正範囲座標データを格納する
ためのレジスタなどが設けられており、このレジスタには工場調整時等において予め外部
より補正中心座標データ及び補正範囲座標データが入力されて格納されている。
【００２５】
ここで、図３に本実施の形態とされる液晶プロジェクタの表示画面の一例を示し、この図
を用いて上記データ格納部３に格納する補正中心座標データ及び補正範囲座標データにつ
いて説明する。
なお、この図３に示す表示画面の例では、画面のほぼ中央付近に輝度ムラ或は色度ムラが
生じているものとする。
また、表示画面７０はブランキング部７１を除いた有効画面７２の水平方向をＸ軸、垂直
方向をＹ軸としたＸ－Ｙ平面座標を想定し、時間の経過と共に画素が移動する方向を正方
向とする。
【００２６】
座標データ格納部３に格納される補正中心座標データは、図３に示す補正をかける中心点
の座標データＧｃ（Ｘｃ、Ｙｃ）とされ、補正範囲座標データは図３に示す補正が必要と
される補正領域Ｈを長方形で指定した時に、その４つの頂点の座標データＧ１（Ｘ１，Ｙ
１）、Ｇ２（Ｘ２，Ｙ１）、Ｇ３（Ｘ１，Ｙ２）、Ｇ４（Ｘ２，Ｙ２）とされる。
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【００２７】
但し、座標データ格納部３には、補正範囲座標データＧ１，Ｇ２，Ｇ３，Ｇ４の４点全て
の座標データを入力する必要はなく、上記補正範囲座標データの４つのパラメータＸ１、
Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２を入力すれば良い。但し、パラメータＸ１，Ｘ２，Ｘｃ及びＹ１，Ｙ２
，Ｙｃは、Ｘ１≦Ｘｃ≦Ｘ２及びＹ１≦Ｙｃ≦Ｙ２の条件を満たす必要がある。
【００２８】
なお、上記したような座標データは、製造時の調整段階で行われおり、例えばカメラ装置
で映像を捕えて、輝度や色度ムラの場所と程度を分析することによって実現することがで
きるため、製造・調整装置による自動調整を行うことが可能になり、生産効率を向上させ
ることも可能である。また、設備次第では人間の目によって判別しても良い。
【００２９】
また、補正中心点Ｇｃや頂点Ｇ１～Ｇ４の座標データの設定は、当該テレビジョン受像機
のリモートコマンダまたは外部のコンピュータ装置により、セット内のマイクロコンピュ
ータ装置にデータを送信することで実現することができる。
【００３０】
位置ブロック特定処理部４は、水平／垂直カウンタ２から画素Ｇ（Ｘ，Ｙ）の座標Ｘ，Ｙ
が供給されていると共に、座標データ格納部３から補正中心座標ＧｃのパラメータＸｃ，
Ｙｃ及び補正範囲座標Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３，Ｇ４のパラメータＸ１，Ｘ２，Ｙ１，Ｙ２が供
給されている。そして、座標データ格納部３から供給される補正中心座標Ｘｃ，Ｙｃ及び
補正範囲座標Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４に基づいて、長方形とされる補正領域Ｈをさらに４
つの矩形領域とされる位置ブロックＡ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４に分割するようにしている。
【００３１】
図３に示す例では、それぞれの位置ブロックＡ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４を、補正領域Ｈの頂
点Ｇｎ（１≦ｎ≦４）と、補正中心点Ｇｃを対角とする４つの矩形として定義していると
共に、表示画面７０の有効画面７２内で、且つ、上記位置ブロックＡ１～Ａ４に属さない
領域をＡ０と定義している。
【００３２】
このようにして表示画面７０の有効画面７２内を５つの位置ブロックＡｎ（０≦ｎ≦４，
ｎは整数）に分割した後、水平／垂直カウンタ２からの出力Ｘ，Ｙが与えられた時に、こ
の画素Ｇ（Ｘ，Ｙ）が図３に示す有効画面７０ａのＸ－Ｙ面に展開された位置ブロックＡ
ｎの内、どのブロックに含まれるかを特定するようにしている。
【００３３】
ここでの特定処理としては、例えば水平／垂直カウンタ２から出力される画素Ｇ（Ｘ，Ｙ
）の座標を示す出力Ｘ，Ｙが、
Ｘ１≦Ｘ≦Ｘｃ、且つ、Ｙ１≦Ｙ≦Ｙｃの時、ブロックＡ１
Ｘｃ≦Ｘ≦Ｘ２、且つ、Ｙ１≦Ｙ≦Ｙｃの時、ブロックＡ２
Ｘ１≦Ｘ≦Ｘｃ、且つ、Ｙｃ＜Ｙ≦Ｙ２の時、ブロックＡ３
Ｘｃ＜Ｘ≦Ｘ２、且つ、Ｙｃ＜Ｙ≦Ｙ２の時、ブロックＡ４
Ｘ、Ｙが上記以外の時、　　　　　　　　　　ブロックＡ０
と判別して、位置ブロックを特定するようにしている。
【００３４】
位置演算処理部５は、水平／垂直カウンタ２から出力される画素Ｇ（Ｘ，Ｙ）の座標を示
す出力Ｘ，Ｙ、座標データ格納部３から供給される補正中心座標ＧｃのパラメータＸｃ，
Ｙｃ及び補正範囲座標Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３，Ｇ４のパラメータＸ１，Ｘ２，Ｙ１，Ｙ２、位
置ブロック特定処理部４から供給される補正領域Ｈ内の位置ブロックＡｎを特定するサフ
ィックスｎが供給されいる。
そして、これらから処理される画素Ｇ（Ｘ，Ｙ）が、上記位置ブロック特定処理部４で特
定された補正領域Ｈの位置ブロックＡｎのどこの番地に位置するか判別し、その判別結果
を番地データＸｂ，Ｙｂとして出力するようにしている。
【００３５】
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ここで、位置演算処理部５における番地データＸｂ，Ｙｂの判別方法を図４を参照しなが
ら説明する。
図４に示すように処理される画素Ｇ（Ｘ，Ｙ）が位置ブロックＡ１（サフィックスｎ＝１
）に位置する時の番地データＸｂは、補正中心点Ｇｃと頂点Ｇ１とのＸ方向の距離と、画
素Ｇと頂点Ｇ１とのＸ方向の距離とによって示され、番地データＹｂは補正中心点Ｇｃと
頂点Ｇ１とのＹ方向の距離と、画素Ｇと頂点Ｇ１とのＹ方向の距離とによって示すことが
できる。
【００３６】
また、処理する画素Ｇ（Ｘ，Ｙ）が位置ブロックＡ２（ｎ＝２）に位置する時の番地デー
タＸｂは、補正中心点Ｇｃと頂点Ｇ２とのＸ方向の距離と、画素Ｇと頂点Ｇ２とのＸ方向
の距離とによって示され、番地データＹｂは、補正中心点Ｇｃと頂点Ｇ２とのＹ方向の距
離と、画素Ｇと頂点Ｇ２とのＹ方向の距離とによって示される。
【００３７】
同様にして画素Ｇが位置ブロックＡ３（ｎ＝３）に位置する時の番地データＸｂは、補正
中心点Ｇｃと頂点Ｇ３とのＸ方向の距離に対する画素Ｇと頂点Ｇ３とのＸ方向の距離によ
って表され、番地データＹｂは、補正中心点Ｇｃと頂点Ｇ３とのＹ方向の距離に対する画
素Ｇと頂点Ｇ３とのＹ方向の距離によって示される。
【００３８】
同様に、画素Ｇ（Ｘ，Ｙ）が位置ブロックＡ４（ｎ＝４）に位置する時の番地データＸｂ
は、補正中心点Ｇｃと頂点Ｇ４とのＸ方向の距離と、画素Ｇと頂点Ｇ２とのＸ方向の距離
とによって示され、番地データＹｂは、補正中心点Ｇｃと頂点Ｇ４とのＹ方向の距離と、
画素Ｇと頂点Ｇ２とのＹ方向の距離とによって示される。
【００３９】
すなわち、番地データＸｂ，Ｙｂは、
ｎ＝０の時　Ｘｂ＝Ｙｂ＝０
ｎ＝１の時　Ｘｂ＝（Ｘ－Ｘ１）／（Ｘｃ－Ｘ１），Ｙｂ＝（Ｙ－Ｙ１）／（Ｙｃ－Ｙ１
）
ｎ＝２の時　Ｘｂ＝（Ｘ２－Ｘ）／（Ｘ２－Ｘｃ），Ｙｂ＝（Ｙ－Ｙ１）／（Ｙｃ－Ｙ１
）
ｎ＝３の時　Ｘｂ＝（Ｘ－Ｘ１）／（Ｘｃ－Ｘ１），Ｙｂ＝（Ｙ２－Ｙ）／（Ｙ２－Ｙｃ
）
ｎ＝４の時　Ｘｂ＝（Ｘ２－Ｘ）／（Ｘ２－Ｘｃ），Ｙｂ＝（Ｙ２－Ｙ）／（Ｙ２－Ｙｃ
）
と定義する。
【００４０】
補正データ格納部６は、例えば補正中心座標Ｇｃにおける補正データＣｃを格納するため
のレジスタなどが設けられており、このレジスタには工場調整時等において予め外部より
補正データＣｃが入力されて格納されている。
【００４１】
２次元補間処理部７は、位置演算処理部５からの番地データＸｂ，Ｙｂ及び補正データ格
納部６からの補正データＣｃに基づいて、Ｘ－Ｙ平面座標における任意の位置における画
素Ｇ（Ｘ，Ｙ）の２次元補間データＣ（Ｘ，Ｙ）を求めるようにしている。
例えば線形補間によって求められる画素Ｇ（Ｘ，Ｙ）の２次元補間データＣ（Ｘ，Ｙ）は
、
Ｃ（Ｘ，Ｙ）＝Ｃｃ＊Ｘｂ＊Ｙｂ
と求めることができる。
【００４２】
なお、図２に示す２次元補間部１の構成は、映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの何れか１種類の映像信
号の２次元補間データＣ（Ｘ，Ｙ）を演算するためのものであり、３色の映像信号Ｒ，Ｇ
，Ｂを補間データを求める場合は、上記図２に示した２次元補間部１の構成が３つ必要と
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される。
【００４３】
このように本実施の形態においては、２次元補間部１で得られる任意の画素Ｇの位置座標
（Ｘ，Ｙ）を変数に持つ補正関数Ｃ（Ｘ，Ｙ）を使用することにより、有効画面７２内で
局所的に存在する輝度や色度ムラを補正するようにしている。すなわち、本実施の形態に
おいては、予め２次元補間部１に補間処理を行う必要がある画面上の領域を知る必要があ
るため、例えば工場調整時などにおいて、補正をかける中心点の座標データＧｃ及び補正
がおよぶことになる補正領域の座標データＧ１，Ｇ２，Ｇ３，Ｇ４を入力しておくと共に
、補正中心点の補正データＣｃを入力しておく。これにより有効画面７０ａの範囲内で任
意の画素Ｇの水平位置座標Ｘ、垂直位置座標Ｙが与えられた時に、その座標位置Ｇ（Ｘ，
Ｙ）における２次元補正値Ｃｃを演算によって求めることで、輝度や色度ムラなどを補正
するようにしている。
【００４４】
ここで、上記２次元補間部１で得られた任意の画素Ｇの座標位置（Ｘ，Ｙ）を変数に持つ
補正関数Ｃ（Ｘ，Ｙ）を用いて、図１に示したホワイトバランス調整部３０のゲイン回路
部３１を補正することを考える。
ゲイン回路部３１は、ＲＧＢの各映像信号の増幅度を変えて表示される画像の白側の色温
度を調整する回路部とされているため、一般にこのゲイン回路部３１に入力される映像信
号のレベルをＺとすると、ゲイン回路部３１から出力される出力信号Ｄは、
Ｄ（Ｚ）＝ｋＺ　（但し、ｋはゲインデータとする）
と表わされ、出力信号ＤはＺの関数となる。
【００４５】
ここで、上記２次元補間部１で得られた補正関数Ｃ（Ｘ，Ｙ）を適用すると、ゲイン回路
部３１から出力される出力信号Ｄは、
Ｄ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）＝（ｋ＋ｐＣ（Ｘ，Ｙ））Ｚ　（但し、ｐは定数とする）
となり、出力Ｄは信号レベルＺと有効画面７０ａ内の位置（Ｘ，Ｙ）の関数となる。つま
り、ホワイトバランス調整部３０のゲイン回路部３１においては、位置によって増幅度を
変化させることができるようになり、局所的に白側の色温度を変化させることが出来るよ
うになる。
【００４６】
同様に、図１におけるホワイトバランス調整部３０のバイアス回路部３２を補正する場合
を考えた場合、バイアス回路部３２は、ＲＧＢの各映像信号の直流成分を変え、表示され
る画像の黒側の色温度を調整する回路部とされているため、バイアス回路部３２に入力さ
れる映像信号のレベルをＺとすると、出力信号ＢはＺの関数となり、
Ｂ（Ｚ）＝Ｚ＋ｍ　（但し、ｍはバイアスデータとする）
と示される。
【００４７】
ここで、上記２次元補間部１で得られた補正関数Ｃ’（Ｘ，Ｙ）を適用すると、
Ｂ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）＝Ｚ＋ｍ＋ｑＣ’（Ｘ，Ｙ）　（但し、ｑは定数）
となり、出力Ｂは信号レベルＺと有効画面７２内の位置（Ｘ，Ｙ）の関数となる。つまり
、バイアス回路部３２においては、位置によって直流（ＤＣ）成分を変化させることがで
きるようになり、局所的に黒側の色温度を変化させることが出来るようになる。
【００４８】
このようにして得られる２つの関数Ｄ、Ｂを用いることによって、ホワイトバランス調整
部３０から出力される出力信号Ｗと入力信号Ｚの関係は、
Ｗ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）＝（ｋ＋ｐＣ（Ｘ，Ｙ））Ｚ＋ｍ＋ｑＣ’（Ｘ，Ｙ）
と示すことができる。
【００４９】
また、２次元補間部１で得られた補正関数Ｃ（Ｘ，Ｙ）は、上記ホワイトバランス調整部
３０への適用と全く同じようにして、ガンマ補正部４０にも適用することが可能である。
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なお、ガンマ補正部４０では、図１に示したＬＣＤパネル７０の入力電圧Ｖ－透過率Ｔの
特性を補正するものであり、例えば図５に示すような特性として示されるものである。
【００５０】
ここで、ガンマ補正部４０に入力される入力信号のレベルをＺ、ガンマ補正部４０から出
力される信号のレベルをΓとすると、ΓはＺの関数Γ（Ｚ）で示され、上記２次元補間部
１で得られた補正関数Ｃ（Ｘ，Ｙ）、Ｃ’（Ｘ，Ｙ）を適用した場合のガンマ補正部４０
の出力δは、
δ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）＝（１＋ｐＣ（Ｘ，Ｙ））Γ（Ｚ）＋ｑＣ’（Ｘ，Ｙ）
（但し、ｐ、ｑは定数）
と示されることになる。
【００５１】
つまり、ガンマ補正関数δは、入力信号レベルＺと有効画面７２内の位置（Ｘ，Ｙ）の関
数となり、位置によってガンマ補正が変化して局所的にＬＣＤパネル７０のＶ－Ｔ特性を
変化させることが出来るようになる。
【００５２】
なお、本実施の形態においては、Ｘ－Ｙ平面座標に１点の補正データ、補正中心位置及び
１つの補正範囲を設定した際の、画面内の全ての画素位置における補正値Ｃを求める方法
を示したが、これはあくまでも一例であり、複数の補正データと補正中心位置、及び補正
範囲が設定された場合も全く同様にして、画面内の全ての画素位置における補正値Ｃを求
めることが可能である。但し、本実施の形態においては複数の補正中心位置及び補正範囲
が重ならないことが条件である。
【００５３】
なお、例えば中心位置座標及び補正範囲座標が重複する場合、その重複している部分の補
正データが正、負であれば平均値処理を行い、重複している部分の補正データが正、正で
あれば最大値処理を行い、重複している部分の補正データが負、負であれば最小値処理を
行うことで実現することが可能である。
【００５４】
次に、本発明の他の実施の形態として上記図１に示したようなプロジェクタの信号系の回
路ブロックに３次元補間を行う場合について説明する。
なお、３次元補間部の構成は上記図２に示した２次元補間部１と同一構成で実現すること
ができるため、その構成は省略することとする。
【００５５】
３次元補間部において３次元補正関数を求めるには、信号レベルをＺ軸としたＸ－Ｙ－Ｚ
空間座標を設定し、その中の座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）における３次元補正関数Ｃ（Ｘ，Ｙ，Ｚ
）を求めるようにする。以下、３次元補正関数Ｃ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の求め方を図６を参照し
ながら説明する。
【００５６】
この場合、３次元補間部の座標データ格納部３には、補正中心点の座標データＧｃ（Ｘｃ
，Ｙｃ，Ｚｃ）と、有効画面７２の補正範囲座標のパラメータＸ１，Ｘ２，Ｙ１，Ｙ２と
、補正がおよぶ信号レベルの範囲、すなわちＺ方向の範囲Ｚ１，Ｚ２とが入力されて格納
されることになる。
また、補正データ格納部６には、補正中心点Ｇｃにおける補正データＣｃ（Ｘｃ，Ｙｃ，
Ｚｃ）が入力されて格納されることになる。
【００５７】
このようにして、座標データ格納部３にパラメータＸ１，Ｘ２，Ｙ１，Ｙ２，Ｚ１，Ｚ２
が格納されると共に、補正データ格納部６に補正データＣｃ（Ｘｃ，Ｙｃ，Ｚｃ）が格納
された状態で、上記２次元補間データを求めた方法と同様にして３次元補間データを求め
ることができる。
【００５８】
例えば、図６に示すように処理される任意の画素Ｇ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）とＸ－Ｙ－Ｚ空間座標
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の直方体の頂点と、処理される画素Ｇ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の位置からＸ方向の番地データＸｂ
、Ｙ方向の番地データＹｂ、Ｚ方向の番地データＺｂを下記のように定義することができ
る。
【００５９】
Ｘ１≦Ｘ≦ＸｃかつＹ１≦Ｙ≦ＹｃかつＺ１≦Ｚ≦Ｚｃの時
Ｘｂ＝（Ｘ－Ｘ１）／（Ｘｃ－Ｘ１），Ｙｂ＝（Ｙ－Ｙ１）／（Ｙｃ－Ｙ１），Ｚｂ＝（
Ｚ－Ｚ１）／（Ｚｃ－Ｚ１）
Ｘｃ＜Ｘ≦Ｘ２かつＹ１≦Ｙ≦ＹｃかつＺ１≦Ｚ≦Ｚｃの時
Ｘｂ＝（Ｘ２－Ｘ）／（Ｘ２－Ｘｃ），Ｙｂ＝（Ｙ－Ｙ１）／（Ｙｃ－Ｙ１），Ｚｂ＝（
Ｚ－Ｚ１）／（Ｚｃ－Ｚ１）
Ｘ１≦Ｘ≦ＸｃかつＹｃ＜Ｙ≦Ｙ２かつＺ１≦Ｚ≦Ｚｃの時
Ｘｂ＝（Ｘ－Ｘ１）／（Ｘｃ－Ｘ１），Ｙｂ＝（Ｙ２－Ｙ）／（Ｙ２－Ｙｃ），Ｚｂ＝（
Ｚ－Ｚ１）／（Ｚｃ－Ｚ１）
Ｘｃ＜Ｘ≦Ｘ２かつＹｃ＜Ｙ≦Ｙ２かつＺ１≦Ｚ≦Ｚｃの時
Ｘｂ＝（Ｘ２－Ｘ）／（Ｘ２－Ｘｃ），Ｙｂ＝（Ｙ２－Ｙ）／（Ｙ２－Ｙｃ），Ｚｂ＝（
Ｚ－Ｚ１）／（Ｚｃ－Ｚ１）
Ｘ１≦Ｘ≦ＸｃかつＹ１≦Ｙ≦ＹｃかつＺｃ＜Ｚ≦Ｚ２の時
Ｘｂ＝（Ｘ－Ｘ１）／（Ｘｃ－Ｘ１），Ｙｂ＝（Ｙ－Ｙ１）／（Ｙｃ－Ｙ１），Ｚｂ＝（
Ｚ２－Ｚ）／（Ｚ２－Ｚｃ）
Ｘｃ＜Ｘ≦Ｘ２かつＹ１≦Ｙ≦ＹｃかつＺｃ＜Ｚ≦Ｚ２の時
Ｘｂ＝（Ｘ２－Ｘ）／（Ｘ２－Ｘｃ），Ｙｂ＝（Ｙ－Ｙ１）／（Ｙｃ－Ｙ１），Ｚｂ＝（
Ｚ２－Ｚ）／（Ｚ２－Ｚｃ）
Ｘ１≦Ｘ≦ＸｃかつＹｃ＜Ｙ≦Ｙ２かつＺｃ＜Ｚ≦Ｚ２の時
Ｘｂ＝（Ｘ－Ｘ１）／（ｘｃ－Ｘ１），Ｙｂ＝（Ｙ２－Ｙ）／（Ｙ２－Ｙｃ）．Ｚｂ＝（
Ｚ２－Ｚ）／（Ｚ２－Ｚｃ）
Ｘｃ＜Ｘ≦Ｘ２かつＹｃ＜Ｙ≦Ｙ２かつＺｃ＜Ｚ≦Ｚ２の時
Ｘｂ＝（Ｘ２－Ｘ）／（Ｘ２－Ｘｃ），Ｙｂ＝（Ｙ２－Ｙ）／（Ｙ２－Ｙｃ），Ｚｂ＝（
Ｚ２－Ｚ）／（Ｚ２－Ｚｃ）
Ｘ、Ｙ、Ｚが上記以外の時　Ｘｂ＝Ｙｂ＝Ｚｂ＝０
【００６０】
上記のようにして位置演算処理部５で演算された画素Ｇ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）における番地デー
タＸｂ，Ｙｂ，Ｚｂが３次元補間処理部７に供給され、３次元補間処理部７において、こ
の番地データＸｂ，Ｙｂ，Ｚｂ及び補正データ格納部６からの補正データＣｃに基づいて
、任意の画素Ｇ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の３次元補間データＣ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を求めるようにして
いる。
【００６１】
例えば、線形補間によって求められる任意の画素Ｇ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）における３次元補間デ
ータＣ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）は、
Ｃ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）＝Ｃｃ＊Ｘｂ＊Ｙｂ＊Ｚｂ
で示すことができる。
【００６２】
このように本発明の他の実施の形態においては、３次元補間部で得られたある画素Ｇの位
置座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を変数に持つ補正関数Ｃ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を使用することにより、座
標位置による補正に加えて、信号レベルによる補正が可能となり、更に調整自由度の高い
非線形処理を行うことができる。
【００６３】
ここで、３次元補間部で得られた位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を変数に持つ補正関数Ｃ（Ｘ，Ｙ，
Ｚ）を用いて、図１に示したガンマ補正部４０を補正することを考えた場合、ガンマ補正
部４０の出力Γは入力信号Ｚの関数Γ（Ｚ）で表わされる。
よって、上記したような３次元補間部で得られる３次元補正関数Ｃ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を適用
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した場合のガンマ補正部４０の出力をδとすると、ガンマ補正部４０の出力δは、
δ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）＝Γ（Ｚ）＋ｐＣ（Ｘ，Ｙ，Ｚ）　（但し、ｐは定数）
として示すことができる。
【００６４】
つまり、３次元補間を行えば、γ補正関数δは位置座標（Ｘ，Ｙ）によって補正をかける
ことができるだけでなく、信号レベルＺ（２０ＩＲＥ～５０ＩＲＥ）だけで補正をかける
ことが可能になり、例えば図７に示すように画素Ｇの位置と信号レベルによって異なるガ
ンマ補正を行うといったことができるようになる。
【００６５】
なお、本実施の形態においては、２次元補間部１又は３次元補間部を、投射型テレビジョ
ン受像機に搭載される液晶プロジェクタの信号系に適用した場合について説明したが、こ
れに限定されることなく、例えばＣＲＴ（ Cathode Ray Tube）、ＰＤＰ（ Plasma　 Displa
y Panel ），ＰＡＬＣ（ Plasma Addressed Liquid Crystal ）など各種画像表示装置に適
用することが可能である。
【００６６】
【発明の効果】
以上、説明したように本発明によれば、入力信号に対する特性（透過特性、反射特性、発
光特性等）の表示エリア内での位置や信号レベルによる不均一性や表示デバイスに入射す
る、光源からの光量分布の不均一性を補正することができるようになる。
【００６７】
また、各画素ごとの補正値を持つ必要が無く、離散的に設定すればよいため、小さな回路
規模で実現が可能であり、実用性の高いものとすることができる。
さらにまた、補正中心位置や補正範囲が自由に設定出来るため、画面上の任意の位置にお
いて、輝度や色度ムラを補正できると共に、補正データが１つでも、同心円状でないムラ
の補正が可能になるという利点も有る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態とされる液晶プロジェクタの信号系のブロック図である。
【図２】図１に示した２次元補間部の一構成を示したブロック図である。
【図３】本実施の形態とされる液晶プロジェクタの表示画面の一例を示した図である。
【図４】本実施の形態における番地データＸｂ，Ｙｂの判定例を示した図である。
【図５】ＬＣＤパネルの入力電圧Ｖ－透過率Ｔの関係を示した図である。
【図６】本発明の他の実施の形態における番地データＸｂ，Ｙｂ，Ｚｂの判定例を示した
図である。
【図７】ＬＣＤパネルの入力電圧Ｖ－透過率Ｔの関係を示した図である。
【図８】従来の液晶プロジェクタの信号系のブロック図である。
【図９】従来の液晶プロジェクタの信号系のブロック図である。
【図１０】従来の液晶プロジェクタの表示画面の一例を示した図である。
【図１１】従来のＬＣＤパネルの入力電圧Ｖ－透過率Ｔの関係を示した図である。
【符号の説明】
１　２次元補正部、２　水平／垂直カウンタ、３　座標データ格納部、４　位置ブロック
特定処理部、５　位置演算処理部、６　補正データ格納部、７　２次元補間処理部、１０
　Ａ／Ｄ変換部、２０　ユーザコントロール部、３０ホワイトバランス部、４０　ガンマ
補正部、５０　Ｄ／Ａ変換部、６０　液晶ドライバ、７０　液晶板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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