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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが単色の画像を表示する複数の光学変調素子と、
　前記単色の画像をカラー画像へと合成する光学系と、
　表示すべき輝度に応じて補正係数を調整し、その調整された補正係数を用いて前記単色
の画像内の輝度むらを抑制する輝度むら補正処理を、映像信号に対して施す輝度むら補正
部と、
　画素または画素ブロックの単位で前記単色の画像間の輝度バランスを調整することによ
り、前記カラー画像内の色むらを抑制する色むら補正処理を、前記映像信号に対して施す
色むら補正部と、
　を備え、
　前記表示すべき輝度は、入力映像信号の輝度レベルの平均値、最大値、又は、最小値で
あり、
　前記輝度むら補正部は、前記表示すべき輝度が所定レベルより大きい場合の補正量が、
前記表示すべき輝度が前記所定レベル以下の場合の補正量に比べて小さくなるように、前
記補正係数を調整する
ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記輝度むら補正部は、前記表示すべき輝度が前記所定レベル以下の場合に、輝度むら
補正処理が施された映像信号に基づく前記単色の画像内の輝度が均一になるように、前記
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補正係数を調整することを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記輝度むら補正部は、前記表示すべき輝度が前記所定レベルより大きい場合に、前記
表示すべき輝度が大きい程補正量が小さくなるよう前記補正係数を調整することを特徴と
する請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記輝度むら補正部は、前記表示すべき輝度が前記所定レベルより大きい場合に、補正
量がゼロになるよう前記補正係数を調整することを特徴とする請求項１または２に記載の
表示装置。
【請求項５】
　前記色むら補正部は、前記輝度むら補正部により補正された映像信号に対して、色むら
補正処理を施すことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の表示装置。
【請求項６】
　複数の単色の画像を合成することによりカラー画像を表示する表示方法であって、
　表示すべき輝度に応じて補正係数を調整するステップと、
　その調整された補正係数を用いて前記単色の画像内の輝度むらを抑制する輝度むら補正
処理を、映像信号に対して施すステップと、
　画素または画素ブロックの単位で前記単色の画像間の輝度バランスを調整することによ
り、前記カラー画像内の色むらを抑制する色むら補正処理を、前記映像信号に対して施す
ステップと、
　を含み、
　前記表示すべき輝度は、入力映像信号の輝度レベルの平均値、最大値、又は、最小値で
あり、
　前記輝度むら補正処理を施すステップでは、前記表示すべき輝度が所定レベルより大き
い場合の補正量が、前記表示すべき輝度が前記所定レベル以下の場合の補正量に比べて小
さくなるように、前記補正係数が調整される
ことを特徴とする表示方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその表示方法に関し、特に、色むら及び輝度むらを改善する方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置の色むらを補正する方法としては、例えば特許文献１、２に開示されたように
、表示画面をブロックに分割し、分割したブロックの輝度レベルを均一にして、表示画面
に生じる色むらを補正する方法がある。
【０００３】
　また、特許文献３には、ゲイン調整回路とＤＣオフセット調整回路により、入力映像信
号レベルの大きな高輝度時に比べ低輝度時の補正量を大きくすることが開示されている。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１、２の方法では、輝度の低い部分に合わせて輝度の高い部分
の輝度を低くすることで表示画面全体の輝度を均一化しているため、表示画面の最大輝度
が低くなるという問題があった。
【０００５】
　特許文献３には、所謂シェーディング補正の様に輝度を均一化することにより輝度むら
及び色むらを補正すること、及び、高輝度時には輝度むら・色むらが目立たないため小さ
な補正量でよいことが開示されている。
【０００６】
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　しかしながら、高輝度時には、確かに輝度むらは目立たなくなるが、色むらは依然とし
て目立つ。よって、特許文献３に記載された様に、高輝度時に単純に補正量を小さくする
だけでは、色むらによる画質劣化を改善することはできない。
【０００７】
　表示装置、特に投写型表示装置（プロジェクタ）では、明るい場所での視認性を向上す
るために、表示画面の高輝度化が強く求められている。一方で、大画面化にともなって、
色むら及び輝度むらの低減も強く求められている。しかし、上述したように、従来は、表
示画面の高輝度化と、色むら及び輝度むらの低減との両立は困難であった。
【特許文献１】特開平１０－８４５５１号公報
【特許文献２】特許第３２０２６１３号公報
【特許文献３】特開平０９－２００５７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明では、表示画面の最大輝度を低くすることなく、色むらを補正することが可能な
表示装置及び表示方法を提供することを目的とする。
【０００９】
　更に、本発明では、輝度むらが目立つ低輝度の表示の場合は、輝度むらと色むらを合わ
せて補正することが可能な表示装置及び表示方法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】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明にあっては、以下の構成を採用する。
【００１１】
　本発明の第１態様は、表示装置であって、それぞれが単色の画像を表示する複数の光学
変調素子と、前記単色の画像をカラー画像へと合成する光学系と、表示すべき輝度に応じ
て補正係数を調整し、その調整された補正係数を用いて前記単色の画像内の輝度むらを抑
制する輝度むら補正処理を、映像信号に対して施す輝度むら補正部と、画素または画素ブ
ロックの単位で前記単色の画像間の輝度バランスを調整することにより、前記カラー画像
内の色むらを抑制する色むら補正処理を、前記映像信号に対して施す色むら補正部と、を
備え、前記表示すべき輝度は、入力映像信号の輝度レベルの平均値、最大値、又は、最小
値であり、前記輝度むら補正部は、前記表示すべき輝度が所定レベルより大きい場合の補
正量が、前記表示すべき輝度が前記所定レベル以下の場合の補正量に比べて小さくなるよ
うに、前記補正係数を調整することを特徴とする表示装置である。
 
【００１２】
　本発明の第２態様は、複数の単色の画像を合成することによりカラー画像を表示する表
示方法であって、表示すべき輝度に応じて補正係数を調整するステップと、その調整され
た補正係数を用いて前記単色の画像内の輝度むらを抑制する輝度むら補正処理を、映像信
号に対して施すステップと、画素または画素ブロックの単位で前記単色の画像間の輝度バ
ランスを調整することにより、前記カラー画像内の色むらを抑制する色むら補正処理を、
前記映像信号に対して施すステップと、を含み、前記表示すべき輝度は、入力映像信号の
輝度レベルの平均値、最大値、又は、最小値であり、前記輝度むら補正処理を施すステッ
プでは、前記表示すべき輝度が所定レベルより大きい場合の補正量が、前記表示すべき輝
度が前記所定レベル以下の場合の補正量に比べて小さくなるように、前記補正係数が調整
されることを特徴とする表示方法である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によると、表示輝度の低下を招くことなく、表示画像の輝度むら・色むらを適切
に改善し、高品位な画像表示が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１４】
　以下に図面を参照して、この発明の最良な実施形態を例示的に詳しく説明する。ただし
、この実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、特
に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではな
い。
【００１５】
　図１は本実施形態に係る背面投射型表示装置２００を側方から見た断面図である。図１
において、投射型表示エンジンＤ１から投射された画像は、反射ミラー２０１にて反射さ
れ、スクリーン６の背面に投射される。スクリーン６の前面には、デジタイザ２０２が取
り付けられている。デジタイザ２０２は、スクリーン６の前面からデジタイザ用ペン２０
３にて入力された位置座標を、表示装置２００に入力する。デジタイザ２０２としては、
光学式のものや感圧式のものや超音波式のもの等各種のものを用いることができる。明る
さ調整ＳＷ２０４は、表示画面の明るさを指示するためのＳＷ（スイッチ）である。
【００１６】
　図２に投射型表示エンジンＤ１を示す。図２の投射型表示エンジンＤ１は、光変調素子
として、Ｒ、Ｇ、Ｂ各色表示用の３枚の液晶パネル２Ｒ，２Ｇ，２Ｂを用いる。これら３
枚の液晶パネル２Ｒ，２Ｇ，２Ｂはクロスプリズム７に対向する位置に配置されている。
クロスプリズム７は、液晶パネル２Ｒ，２Ｇ，２Ｂに表示された単色（Ｒ、Ｇ、Ｂ）の画
像を合成し、フルカラー画像を形成する光学系である。なお、本実施形態においては、液
晶パネル２Ｒ，２Ｇ，２Ｂとして、ＴＦＴを用いて駆動するＴＮ液晶パネルが用いられて
いる。また、各液晶パネル２Ｒ，２Ｇ，２Ｂを挟み込むように、その両側には偏光板８が
それぞれ配置され、クロスプリズム７の光出射側には投射レンズ９やスクリーン（被投射
部材）６が配置される。
【００１７】
　ランプ（光源）１を囲むように放物型のリフレクタ１０が配置される。このリフレクタ
１０は、ランプ１からの出射光を平行光束に変換する。なお、このリフレクタ１０は放物
型でなくてもよい。例えば、楕円型のリフレクタにより集光光束へ変換するようにしても
良い。ランプ１には、メタルハライドランプやキセノンランプなどを用いることができる
。
【００１８】
　はえの目インテグレータ４０，４１は、ランプ１から出射された光の光路上に、液晶パ
ネル２Ｒ，２Ｇ，２Ｂと共役な関係となるように配置されており、光源の不均一性を改善
する。
【００１９】
　そして、はえの目インテグレータ４０，４１の光出射側には、順に、リレーレンズ１１
及びミラー１２が配置される。さらに、２枚のダイクロミラー１３，１４、リレーレンズ
１５、ミラー１６，１７，１８が配置される。これらの光学系により、ランプ１からの出
射光が３つに分岐し、各液晶パネル２Ｒ，２Ｇ，２Ｂに導かれる。なお、符号１９はフィ
ールドレンズを示す。
【００２０】
　ここで、各液晶パネル２Ｒ，２Ｇ，２ＢのＶ－Ｔカーブが面内で一致していない場合や
、ランプ１より照射する光が各液晶パネル２Ｒ，２Ｇ，２Ｂ上で一様でない場合や、投射
する光学系の特性により、投射する光が一様でない場合には、後述するように、表示画像
の色むらや輝度むら等の画質劣化が生じる。
【００２１】
　上述した液晶パネル２Ｒ，２Ｇ，２Ｂには、図３に示すように映像信号処理ユニット３
等が接続されている。
【００２２】
　図３は本実施形態に係る背面投射型表示装置２００を示すブロック図である。図３にお
いて、背面投射型表示装置２００には映像信号処理ユニット３が設けられている。映像信
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号処理ユニット３は、信号処理回路５２、スイッチ３０、Ａ／Ｄコンバータ３１、ＤＳＰ
３２、現在の表示データと次のフレームで表示するデータ等を保持するメモリ３３、タイ
ミング発生回路３４、解像度変換部１０１、輝度むら・色むら補正に使用する表示データ
を記憶するメモリ１０２、輝度むら・色むら補正部１０３、Ｄ／Ａコンバータ３５、各液
晶パネル２Ｒ，２Ｇ，２Ｂに印加する信号と電源を供給するドライバ回路（パネルドライ
バ）３６を備える。ＤＳＰ３２では、コントラスト、ブライト調整や色変換等の表示画像
処理が行われる。
【００２３】
　符号５０はＰＣ（パソコン）入力端子を示し、符号５１はＮＴＳＣ入力端子を示す。こ
こで、図３のブロック図には、アナログ入力信号のみ記載されているが、それに限らず、
ＬＶＤＳ、ＴＭＤＳ等の入力端子や、デジタルＴＶ用Ｄ４端子等を設けても有効であるこ
とは言うまでもない。
【００２４】
　信号処理回路５２は、ＮＴＳＣ信号のデコード、ノイズ低減処理、帯域制限フィルタリ
ング及び信号レベル調節等の信号処理を行う。符号５７は、ランプ１に接続されるランプ
用の電源であるバラストを示し、符号５８はシステム電源、符号６０はＡＣインレットを
示す。符号６１は本表示装置２００の種々の操作を行うためのリモコン、符号６２はその
リモコンの信号を受信する制御パネルを示す。
【００２５】
　符号２０４は明るさ調整ＳＷを示し、符号１０９は明るさ調整ＳＷ２０４の動作を検出
する明るさ調整ＳＷ検出部を示す。符号１１８は、デジタイザ２０２において指示された
座標を検出するデジタイザ検出部を示す。符号１０７はＵＳＢ　Ｉ／Ｆである。
【００２６】
　符号６３はＣＰＵを示し、符号６４はＲＯＭ、符号６５はＲＡＭを示す。このＣＰＵ６
３は、上述した映像信号処理ユニット３や制御パネル６２やバラスト５７や明るさ調整Ｓ
Ｗ検出部１０９やデジタイザ検出部１１８やＵＳＢ　Ｉ／Ｆ１０７等に接続されており、
液晶パネル２Ｒ，２Ｇ，２Ｂやランプ１等の駆動制御や表示画像の拡大・縮小や移動を行
う。
【００２７】
　本実施形態では、明るさ調整ＳＷ検出部１０９、デジタイザ検出部１１８、ＵＳＢ　Ｉ
／Ｆ１０７等はＣＰＵ６３に接続されるものとして説明したが、ＣＰＵに内蔵したり、プ
ログラムにより実行したりするように構成してもよい。
【００２８】
　符号３００はＰＣ（パーソナルコンピューター）である。ＰＣ３００はＣＰＵ３０１、
ＨＤ（ハードディスク）３０２、ＲＡＭ３０３、ＲＯＭ３０４、ビデオメモリ３０５、グ
ラフィックコントローラ３０６、マウスＩ／Ｆ３０７、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ　３０８等からな
り、映像出力端子３０９、ＵＳＢ入力端子３１０、マウス入力端子３１１を備えている、
符号３１２は、マウス入力端子３１１に接続されるマウスである。
【００２９】
　（従来の輝度むら補正方法）
　図４は従来例の輝度むら補正方法を示すものである。
【００３０】
　図４の（Ａ）は、輝度むら補正前の入力信号とその表示輝度の例である。入力信号の縦
軸はレベル、横軸は水平方向の画素位置を示している。表示輝度の縦軸は輝度を示し、横
軸は水平方向の画素位置を示している。全ての画素に同一レベルの信号を入力したとき、
補正前の表示では、表示部の中心部の輝度が高く、両端部の表示輝度が低くなっている。
このような輝度むらが大きいと、表示画像の画像品質が低下する。
【００３１】
　図４の（Ｂ）は、図４の（Ａ）の輝度むらを補正するための従来例の補正係数（補正信
号）を示している。この補正係数は、最も低輝度な両端部において最大値（例えば、１０
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０％）をとり、輝度が高くなるほど（表示部の中心に近づくほど）小さい値をとる。この
補正信号を補正前の信号に乗ずると、低輝度部分（画面両端部）の信号のレベルは変わら
ないが、高輝度部分（画面中央部）の信号のレベルが低輝度部分と同程度に小さくなる。
【００３２】
　図４の（Ｃ）は、補正後の入力信号とその表示輝度の例である。画面中央部の信号のレ
ベルが小さくなったことにより、画面中央部の表示輝度が両端部とほぼ同じ輝度となる。
これにより、画面全体として均一な輝度が得られる。
【００３３】
　しかしながら、このような従来方法は、低輝度部分に合わせて、高輝度の部分の輝度を
下げるように補正を行うため、全体画面の輝度（最大輝度ＭＡＸ）が低くなるという問題
があった。
【００３４】
　（本実施形態の輝度むら補正方法）
　図５、図６、図７は、本実施形態による輝度むら・色むら補正の例を示したものである
。本実施形態では、輝度むら補正回路に入力される信号のレベルに応じて、輝度むら補正
の効果を変える。図５は、入力信号のレベル（輝度レベル）が大きい場合の例であり、図
６は、輝度レベルが中間の場合の例であり、図７は、輝度レベルが小さい場合の例である
。
【００３５】
　図５の（Ａ）示すように、輝度レベルの大きい信号が入力された場合には、図５の（Ｂ
）に示すように、補正量の小さい輝度むら補正係数が選択される。表示位置による補正量
の違いは無い。本例では、補正量ゼロの補正係数を用いており、図５の（Ｃ）に示すよう
に輝度むらの補正を行わず出力される。よって、最大輝度ＭＡＸが低下しない。この場合
も、次の色むら補正部での処理は行われるため、色度の差の少ない表示が行われる。
【００３６】
　図７の（Ａ）～（Ｃ）は、輝度レベルの小さい信号が入力された場合の例である。この
場合は、補正量の大きい輝度むら補正係数が選択され、従来例の図４の（Ａ）～（Ｃ）と
同様に、画面全体の輝度が均一になるように、十分な補正が行われる。
【００３７】
　図６の（Ａ）～（Ｃ）は、輝度レベルが中間の信号が入力された場合の例である。補正
の効果は入力信号のレベルに応じて、図５の（Ａ）～（Ｃ）の効果と図７の（Ａ）～（Ｃ
）の効果の中間に設定される。
【００３８】
　輝度むら補正係数は、画素の位置情報に応じて補正係数を記憶したメモリから出力され
るオリジナルの補正係数に対して、輝度レベルに応じて設定される調整値を乗ずることに
より算出される。
【００３９】
　（輝度むら・色むら補正部の構成）
　図８は本実施形態に係る輝度むら補正及び色むら補正を行う回路のブロック図である。
【００４０】
　位置情報発生部６０１は、表示を行う映像信号の水平同期信号ＨＳＹＮＣ及び垂直同期
信号ＶＳＹＮＣに基づいて水平方向及び垂直方向のカウントを行い、映像信号と補正信号
のタイミングに応じて、輝度むら補正係数記憶部６０３にメモリアドレスを与える。これ
により、対応する画素位置（補正ポイント）の補正係数が読み出される。
【００４１】
　輝度情報抽出部６０２は、表示輝度情報に基づいて、補正係数の割合（補正量の大きさ
）を変化させるための調整値を算出する。具体的には、輝度情報抽出部６０２は、表示輝
度が大きい場合に補正量が小さく、表示輝度が小さい場合に補正量が大きくなるような調
整値を算出する。表示輝度情報とは、表示すべき輝度の大きさを表す指標である。本実施
形態では、入力される映像信号の輝度レベルが表示輝度情報として用いられる。
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【００４２】
　輝度むら補正係数補間部６０４は、補正ポイントの補正係数を補間することより、表示
位置に応じた各画素の補正係数を算出して出力する。
【００４３】
　輝度むら補正演算部６０５は、入力される映像信号に、輝度むら補正係数を乗算するこ
とにより、輝度むらの補正を行う。ここで、輝度むら補正係数は、輝度むら補正係数補間
部６０４で算出された補正係数に輝度情報抽出部６０２で算出された調整値が乗算された
ものである。これにより、入力される信号の輝度レベルが高い（表示輝度が大きい）場合
は、輝度むら補正の度合が小さくなり、入力される信号の輝度レベルが低い（表示輝度が
小さい）場合は、輝度むら補正の度合が大きくなる。
【００４４】
　レベル検出部６０６は、映像信号のレベルを検出する。色むら補正係数補間部６０８は
、Ｒ，Ｇ，Ｂの信号のレベルに応じて、色むら補正係数記憶部６０７から各補正ポイント
の色むら補正係数を読み出し、それらを補間して各画素又は各画素ブロックの色むら補正
係数を算出する。算出された色むら補正係数は、色むら補正演算部６０９により、輝度む
ら補正後の入力信号に加減算される。
【００４５】
　図９を参照して、輝度むら補正係数記憶部６０３または色むら補正係数記憶部６０７に
、画面を水平および垂直方向に一定間隔で区切った補正ポイントの補正係数（補正データ
）を設定する例を示す。図９は、１０２４ドット×７６８ラインのＸＧＡ表示規格の映像
信号を、水平方向１２８ドッド間隔の９点、垂直方向１２８ライン間隔の７点に分割した
場合を示している。この場合、１画面では計６３個の補正ポイントＰのデータがＲＡＭに
設定されることになる。各画素に対する補正係数は、上述したように、記憶した補正ポイ
ントＰの補正係数を係数補間部６０４，６０８が水平及び垂直方向に補間することにより
算出される。これにより、全画素の補正係数を記憶するのに比べ、メモリ量が削減される
。
【００４６】
　また、輝度むら補正係数記憶部６０３及び色むら補正係数記憶部６０７に、入力レベル
毎の補正係数が記憶されていることも好ましい。
【００４７】
　入力レベル方向のメモリ量を削減するために、入力レベルを分割して、分割された各レ
ベルに対応した補正係数を記憶しておくようにしてもよい。この場合、輝度情報抽出部６
０２やレベル検出部６０６で、入力される映像信号のレベルを検出し、輝度むら係数補間
部６０４又は色むら係数補間部６０８で補正係数を入力レベル方向に補間することになる
。
【００４８】
　以上のように、係数補間部６０４，６０８では、画素位置の水平及び垂直方向の補間及
び入力信号のレベル方向の補間を行うことが可能である。
【００４９】
　なお、補間方法としては、ニアリストネイバー補間やリニア補間やキュービック補間や
スプライン補間等、各種の方法を用いることができる。
【００５０】
　次に、輝度むらの補正方法について詳細に説明する。
【００５１】
　（従来の輝度むら補正方法）
　各画素（ｘ，ｙ）の最大輝度をＫｍａｘ（ｘ，ｙ）とし、最も輝度が低い画素の輝度を
Ｋｍａｘ（ｍｉｎ）とし、入力映像信号のレベルをＤｉｎとしたとき、補正処理後の信号
のレベルＤｏｕｔが、
　Ｄｏｕｔ＝（Ｋｍａｘ（ｍｉｎ）／Ｋｍａｘ（ｘ，ｙ））×Ｄｉｎ
を満たすように補正すれば、表示輝度Ｋｏｕｔを画面内で均一にすることができる。
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【００５２】
　Ｋｍａｘ（ｍｉｎ）として、欠陥画素等の異常な画素の輝度が選ばれないようにするこ
とも好ましい。例えば、画素の輝度分布を参照して、所定量の度数（画素数）をもつ輝度
値の中から最も値の小さいものをＫｍａｘ（ｍｉｎ）に設定すればよい。
【００５３】
　そして、本処理をＲ、Ｇ、Ｂの各パネルに対して行えば、輝度むらの無い表示が可能と
なる。
【００５４】
　しかしながら、補正後の輝度Ｋｏｕｔの最大値は、Ｋｍａｘ（ｍｉｎ）となるため、補
正前に比べて、画面全体の最大輝度は大きく低下してしまうという問題があった。
【００５５】
　（本実施形態の輝度むら補正方法）
　そこで、本実施形態では、輝度むら・色むら補正部１０３が、入力信号のレベルに応じ
て、輝度むら補正の割合を変える。
【００５６】
　例えば、入力信号のレベルが所定レベルＤｒｅｆより高い場合には、
　Ｄｏｕｔ＝Ｄｉｎ
とし、輝度むら補正を行わない。
【００５７】
　また、入力信号のレベルが所定レベルＤｒｅｆ以下の場合には、
　Ｄｏｕｔ＝（Ｋｍａｘ（ｍｉｎ）／Ｋｍａｘ（ｘ，ｙ））×Ｄｉｎ
とし、輝度むら補正を行う。
　ここで、（Ｋｍａｘ（ｍｉｎ）／Ｋｍａｘ（ｘ，ｙ））は、輝度むら補正係数である。
【００５８】
　また、別の補正方法として、入力信号レベルが高い場合に輝度むら補正の割合をリニア
に変化させることも可能である。
【００５９】
　入力信号レベルが所定レベルＤｒｅｆ以下の場合には、上記例と同様に、
　Ｄｏｕｔ＝（Ｋｍａｘ（ｍｉｎ）／Ｋｍａｘ（ｘ，ｙ））×Ｄｉｎ
とし、輝度が均一になるように補正する。
【００６０】
　一方、入力信号レベルが所定レベルＤｒｅｆより高い場合には、
　Ｄｏｕｔ＝（（Ｋｍａｘ（ｍｉｎ）＋（Ｋｍａｘ（ｘ，ｙ）－Ｋｍａｘ（ｍｉｎ））×
（（Ｄｉｎ－Ｄｒｅｆ）／（Ｄｍａｘ－Ｄｒｅｆ）））／Ｋｍａｘ（ｘ，ｙ））×Ｄｉｎ
とする。
　但し、Ｄｍａｘは、入力信号レベルの最大値である。
【００６１】
　以上により、図５～図７に示す様に、補正係数を入力信号レベルに応じて変化させるこ
とが可能となる。
【００６２】
　上記方法では、輝度むら補正の割合が入力のレベルに応じてリニアに変化する。しかし
、輝度むら補正の割合がノンリニアに変化する方法を採用することも好ましい。例えば、
補正係数記憶部６０３に入力信号の各レベルに対応した所望の係数を記憶させておけば、
輝度むら補正の割合を任意に変化させることも可能である。
【００６３】
　（本実施形態の色むら補正方法）
　次に、本発明の実施形態の色むら補正方法について説明する。本実施形態の色むら補正
方法は、画面全体の輝度を一致させることなく、少ない輝度の変更で画面内の色のばらつ
きを補正する。この方法では、画素（あるいは画素ブロック）間の輝度のばらつきよりも
、画素（あるいは画素ブロック）間の色の差異のほうが優先的に抑制される。
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【００６４】
　従来方法は、Ｒ、Ｇ、Ｂのパネル毎に画面全体の輝度を一致させ、その結果として色む
らを解消していた。しかし、従来方法は、上述したように、表示輝度の低下を招く。
【００６５】
　これに対し、本実施形態の色むら補正方法は、図５～図７に示すように、画素単位で、
または複数（例えば１０個）の隣接画素からなる画素ブロック（隣接画素群）単位で、Ｒ
、Ｇ、Ｂの信号の輝度バランスを合わせる。画素（または画素ブロック）間の表示輝度（
明度）は均一にならないが、画素（または画素ブロック）間の色度（色相、彩度）の差は
小さくなる。これにより、表示輝度の低下を招くことなく、表示画像の色むらを改善する
ことができる。
【００６６】
　本実施形態では、輝度むら補正の後に色むら補正が行われるので、輝度むらよりも色む
らのほうが優先的に補正されることになる。色むら補正により輝度むらが生じる（大きく
なる）可能性もあるが、後述のように、人間の視覚は輝度むらよりも色むらに敏感なため
、あまり問題にならない。なお、輝度むら補正の効果を適切に残すために、色むら補正の
補正量（係数値）を所定の範囲に制限することも好ましい。
【００６７】
　色むら補正では、Ｒ，Ｇ，Ｂのいずれかの信号のレベルを下げる（係数を減ずる）だけ
でなく、いずれかの信号のレベルを上げる（係数を加える）ことで、Ｒ，Ｇ，Ｂの輝度バ
ランスを調整することが好ましい。例えば、Ｒ、Ｇ、Ｂの輝度バランスを３：１：１から
１：１：１に調整する場合に、Ｒ信号のレベルのみを下げるのではなく、Ｒ信号のレベル
を下げると共にＧ信号及びＢ信号のレベルを上げるのである（例えば、２：２：２になる
ようにする）。これにより、高輝度を維持した色むら補正が実現される。
【００６８】
　本実施形態の輝度むら・色むら補正方法は、次の人間の視覚特性を利用している。
【００６９】
　（１）人間の視覚は、輝度むらよりも色むらの方に敏感である。そのため、色むら補正
（画素毎または画素ブロック毎に色バランスを調整するように、Ｒ、Ｇ、Ｂの輝度レベル
を独立に補正し、色むらを抑制する補正方法）を輝度むら補正より優先する。
【００７０】
　（２）人間の視覚は、輝度が高い方よりも低い方が輝度差に対して敏感である。そのた
め、入力映像信号の輝度レベルが高い場合には、低い場合に比べて、輝度むら補正量を小
さくする。
【００７１】
　本実施形態では、表示輝度情報として入力映像信号のレベルを用い、入力信号のレベル
に応じて輝度むら補正の割合を変化させる方法について説明した。しかし、表示輝度情報
としては、画面全体の平均輝度や最大値や最小値などの映像信号を統計的に処理した値を
用いてもよいし、入力映像信号に因らずに、明るさ調整スイッチの操作で設定された明る
さ調整値を用いてもよいし、表示画面の明るさを変更する各種の指示手段による指示値を
用いてもよい。
【００７２】
　本実施形態では、輝度むら補正と色むら補正が別々の回路で順次実行される。しかし、
１つの補正回路による１回の補正処理で輝度むらと色むらの両方が補正されることも好ま
しい。その場合も、表示輝度情報に応じて補正効果が変わるように、輝度むら補正と色む
ら補正の補正量（補正係数）が適宜調整されるとよい。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施形態に係る背面投射型表示装置を示す側断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る投射型表示エンジンを示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係る背面投射型表示装置のブロック図である。
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【図４】従来例の輝度むら補正方法を説明する図である。
【図５】本発明の実施形態に係る、入力レベルが大の場合の輝度むら・色むら補正方法を
説明する図である。
【図６】本発明の実施形態に係る、入力レベルが中の場合の輝度むら・色むら補正方法を
説明する図である。
【図７】本発明の実施形態に係る、入力レベルが小の場合の輝度むら・色むら補正方法を
説明する図である。
【図８】本発明の実施形態に係る輝度むら補正及び色むら補正を行う回路のブロック図で
ある。
【図９】補正ポイントの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００７４】
１　ランプ
２Ｒ，２Ｇ，２Ｂ　液晶パネル
３　映像信号処理ユニット
２００　背面投射型表示装置
２０１　反射ミラー
２０２　デジタイザ
２０３　デジタイザ用ペン
６０１　位置情報発生部
６０２　輝度情報抽出部
６０３　輝度むら補正係数記憶部
６０４　輝度むら補正係数補間部
６０５　輝度むら補正演算部
６０６　レベル検出部
６０７　色むら補正係数記憶部
６０８　色むら補正係数補間部
６０９　色むら補正演算部
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