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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素が配列された表示パネルと、前記表示パネルを照射するバックライトとを備
え、映像データを入力として受け前記表示パネルに表示する表示装置において、
　前記バックライトは複数の光源を備え、前記光源毎に輝度を制御可能な表示装置であっ
て、
　映像内の物体の移動速度を検出する移動速度検出部と、
　映像内の物体の移動方向を検出する物体移動方向検出部と、
　前記物体移動方向検出部で検出した結果に応じて、映像内の物体の移動先エリアを前も
って照射するように前記移動先エリアの前記光源の輝度を演算する移動先エリア照射演算
部と、
　前記移動速度検出部で検出した結果に応じて前記光源の輝度変化量を前記光源毎に制御
すると共に、前記移動先エリア照射演算部が演算した結果に応じて前記移動先エリアの前
記光源の輝度を制御する輝度変化量制御部と、を備え、
　前記輝度変化量制御部は、映像内の物体の移動速度が速い場合は前記輝度変化量を第一
の値に設定し、映像内の物体の移動速度が遅い場合は前記輝度変化量を第二の値に設定し
、
　前記第一の値は前記第二の値より大きいことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置において、
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　前記第一の値および前記第二の値を外部から調整可能なレジスタを備えることを特徴と
する表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記第二の値は前記第一の値より細かい単位で調整できることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関し、特に動画を表示する場合に好適な表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示装置のバックライトはＣＣＦＬ（冷陰極蛍光管）を用いたものが主流で
あった。しかし、近年、バックライトにＬＥＤ（発光ダイオード）素子を用いる研究が進
められている。この代表例として、特許文献１がある。
【０００３】
　特許文献１には、液晶パネルに照射する照射光を発する光源となるＬＥＤを、複数の分
割領域に対して少なくとも１つずつ配置し、前記ＬＥＤは表示される映像に応じて、少な
くとも照射光が必要とされる画面領域のみ照射されるように、分割領域単位で制御し、照
射する必要のない領域に対しては基本的に照射せず、照明に必要とされる消費電力を低減
する方法が記載されている。
【０００４】
　特許文献１の技術は、ＬＥＤ素子の発光輝度が分割した表示領域毎フレーム毎に明滅す
るため、その輝度変化がフリッカの原因になる。これを改善する代表的な例として、特許
文献２がある。
【０００５】
　特許文献２は、入力映像が静止画像か動画像かを判定し、静止画像の場合に、ＬＥＤ素
子を常時点灯することで、フリッカを回避するＬＥＤ制御に関するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１４２４０９号公報
【特許文献２】特開２００８－２９９１４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献２に記載の技術は、静止画像のフリッカを回避するものであり、動画像のフリ
ッカを回避する効果は期待できない。
【０００８】
　そこで、発明者らは動画表示においてもフリッカの少ないＬＥＤ制御について検討した
。その検討過程で、映像内の物体の移動速度が遅い表示（例えば前景が低速でスクロール
する表示）では特にフリッカが目立ち、映像内の物体の移動速度が速い動画表示（例えば
前景が高速でスクロールする表示）では特に輝度低下が目立つことが判明した。
【０００９】
　本発明の目的とするところは、複数の光源（例えば複数のＬＥＤ素子）を２次元に配置
したバックライトを備え、光源毎に輝度を調光可能な表示装置において、フリッカおよび
輝度低下の少ない良好な画質の表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　複数の光源（例えば複数のＬＥＤ素子）を２次元に配置したバックライトを備え、光源
毎に輝度を調光可能な表示装置において、映像内の物体の移動速度（例えば前景の移動速
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度）を検出する手段と、映像内の物体の移動速度に応じて光源の輝度変化量を光源毎に自
動で制御する手段と、を設けた。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、複数の光源（例えば複数のＬＥＤ素子）を２次元に配置したバックラ
イトを備え、光源毎に輝度を調光可能な表示装置において、フリッカおよび輝度低下の少
ない良好な画質の表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施例における表示装置を示す図である。
【図２】第１の実施例における映像内の物体の移動速度を説明する図である。
【図３】第１の実施例における映像内の物体の移動速度とバックライトＬＥＤ輝度変化量
の関係を説明する図である。
【図４】第２の実施例におけるバックライトのＬＥＤ点灯パタンを説明する図である。
【図５】第２の実施例における表示装置を示す図である。
【図６】第３の実施例における動作原理を説明する図である。
【図７】第３の実施例における表示装置を示す図である。
【図８】第３の実施例における移動速度検出部の第一の構成例を示す図である。
【図９】第３の実施例における移動速度検出部の第二の構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　続いて、本発明の表示装置の構成方法について例をあげて説明する。
【実施例１】
【００１４】
　本発明の第１の実施例について、図１と図２と図３を用いて説明する。
【００１５】
　本実施例は、入力映像において、映像内の物体の移動速度の速い表示（例えば前景が高
速で移動する表示）であるか、遅い表示（例えば前景が低速で移動する表示）であるかを
検出し、この結果に応じてバックライトのＬＥＤ素子の１フレームに変化する輝度量をＬ
ＥＤ素子毎に自動で制御する。
【００１６】
　図１は、本実施例における液晶表示装置の例を示したものである。
【００１７】
　表示パネル１００は、例えば液晶表示パネルであり、Ｓ列、Ｔ行の表示素子を画素（表
示単位）としてマトリクス状に配列し、各々の画素について階調電圧を印加することで個
別に透過率（液晶を透過する光の変調度）を制御できる構成とする（ＳＴは各々２以上の
整数）。
【００１８】
　バックライト１０１は、表示パネル１００を照明する役割を持ち、複数の光源を備える
。光源としては、例えば冷陰極管（ＣＣＦＬ）、熱陰極管（ＨＣＦＬ）、発光ダイオード
（ＬＥＤ）素子などを用いることができる。バックライトは、複数の照明領域（照明エリ
ア）をＰ列、Ｑ行に配列し、照明領域毎に光源の輝度並びに点灯・消灯タイミングを制御
できる構成とする（Ｐ、Ｑは各々２以上の整数、図１ではＬＥＤを用い、Ｐ＝９、Ｑ＝５
の例を示した）。
【００１９】
　表示装置の各画素の最終的な表示輝度は、表示パネル１００の各画素の透過率と、画素
に対応するバックライト１０１の各領域の輝度とを乗算したものとなる。
【００２０】
　前述の表示パネル１００へ印加する階調電圧の制御は以下１０２～１０７のブロックに
よって実現できる。
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【００２１】
　表示データ選択部１０２は、表示データを入力とし、表示データを表示パネル１００の
領域毎に順次選択し、後述の表示データ伸張部１０４、最大値選択部１１１、表示データ
用フレームメモリ１０８に転送するブロックである。
【００２２】
　伸張係数算出部１０３は、後述の発光輝度算出部１１３から転送されるＬＥＤ発光輝度
データ値に応じて表示データの伸張に用いる伸張係数ｅ（ｅは１以上の値）を算出して、
その結果を後述の表示データ伸張部１０４に転送するブロックである。
【００２３】
　表示データ伸張部１０４は、伸張係数算出部１０３から転送される伸張係数ｅを表示デ
ータ選択部１０２から転送される表示データに乗算して、その結果を後述のソースドライ
バ１０６に転送するブロックである。
【００２４】
　伸張係数算出部１０３および表示データ伸張部１０４によれば、消費電力低減とフリッ
カ低減を図ることができる。
【００２５】
　例えば、ある輝度Ｂ１を表示する場合に、基準状態ではバックライトは輝度Ｂｌ１であ
り、表示パネルは透過率Ｔｒ１であったとすると、Ｂ１＝Ｂｌ１×Ｔｒ１の関係が成り立
つ。これに対し、伸張係数算出部１０３および表示データ伸張部１０４では、基準状態よ
りもバックライトの点灯率を１／ｅに下げる一方で、通常よりも表示パネルの透過率をｅ
倍に大きくするように表示データを伸張する。この場合に観測される輝度はＢ２＝（Ｂｌ
１×１／ｅ）×（Ｔｒ１×ｅ）となる。つまり、透過率Ｔｒ１を伸張することで、小さい
バックライト輝度Ｂｌ２で基準状態のバックライト輝度Ｂｌ１と同等の観測輝度を実現で
きる（Ｂ１＝Ｂ２となる）。
【００２６】
　また、バックライトが変化しても観測輝度が保たれるので、バックライト輝度変化起因
のフリッカを緩和することができる。
【００２７】
　タイミング信号生成部１０５は、ソースドライバ１０６とゲートドライバ１０７で使用
するタイミング信号を生成し、ソースドライバ１０６とゲートドライバ１０７に転送する
ブロックである。
【００２８】
　ソースドライバ１０６は、タイミング信号生成部１０５から転送されたタイミング信号
で、表示データ伸張部１０４から転送された伸張演算後の表示データに応じた階調電圧を
選択し、この階調電圧をゲートドライバ１０７から転送されるタイミング信号に従って表
示パネル１００の画素に印加するブロックである。
【００２９】
　ゲートドライバ１０７は、タイミング信号生成部１０５から転送されたタイミング信号
に従い、ソースドライバ１０６が階調電圧を表示パネル１００の画素へ印加するタイミン
グ信号を生成するブロックである。
【００３０】
　バックライト１０１のＬＥＤ素子発光輝度の制御は以下１０８～１１５のブロックによ
って実現できる。
【００３１】
　表示データ用フレームメモリ１０８は、表示データ選択部１０２から転送される表示デ
ータを過去Ｎフレーム分保持して、これを後述の移動速度検出部（１）１０９に転送する
ブロックである。
【００３２】
　移動速度検出部（１）１０９は、表示データ用フレームメモリ１０８から転送された表
示データから輝度ヒストグラムまたは動きベクトルを算出することで移動速度（例えば前
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景がスクロールする速度）を検出し、この移動速度（Ｍｖ）を後述の発光輝度変化量ＬＵ
Ｔ１１０に転送するブロックである。具体的な動作としては、図２の２００に示すような
暗い背景に明るい前景が高速で移動する表示では、移動速度（Ｍｖ）＝１を出力し、２０
１のような暗い背景に明るい前景が低速で移動する表示では移動速度（Ｍｖ）＝０を出力
する。
【００３３】
　なお、本実施例では、移動速度の検出方法として、輝度ヒストグラムまたは動きベクト
ルを挙げたが、移動速度を検出するものであれば他の方法でも構わない。また、移動速度
の検出を高速と低速の２段階設定としたが、Ｈ段階（Ｈは３以上）でも構わない。
【００３４】
　発光輝度変化量ＬＵＴ１１０は、バックライト１０１のＬＥＤ素子の発光輝度が上昇ま
たは下降する際の１フレーム当たりの輝度変化量を格納した参照テーブル（ＬＵＴ）を備
え、移動速度検出部（１）１０９から転送される移動速度（Ｍｖ）に応じて前記参照テー
ブルから輝度変化量（Ａ）を選択し、後述の発光輝度算出部１１３に転送するブロックで
ある。
【００３５】
　例えば、移動速度（Ｍｖ）＝１であれば、大きい輝度変化量を選択する。これによると
、バックライト部１０１のＬＥＤ素子の発光輝度は、図３（ａ）の３００に示すように急
峻に目標輝度に達することになる。図３（ａ）の３００では、１フレーム期間でＬＥＤ素
子の輝度が０％から１００％へ変化しているから、１フレーム当たりの輝度変化量は１０
０％である。一方、移動速度（Ｍｖ）＝０であれば、小さい輝度変化量を選択する。これ
によると、バックライト素子の発光輝度は、図３（ｂ）の３０１に示すように緩やかに目
標値に到達することになる。図３（ｂ）の３０１では、３フレーム期間でＬＥＤ輝度が０
％から１００％へ変化しているから、１フレーム当たりの輝度変化量は３３．３％である
。
【００３６】
　なお、本実施例では、輝度変化を急な場合と緩やかな場合の２段階であったが、Ｌ段階
（Ｌは３以上）でも構わない。
【００３７】
　また、前記参照テーブルに格納してある値は外部から調整可能なレジスタによって変更
可能であっても良い。更に、前記参照テーブルは、大きい値より小さい値を多く格納して
いるほうが好ましい。これにより、低速移動の表示において、精度の高い輝度変化量（Ａ
）の選択が可能になり、低速移動表示のフリッカを回避しやすくなる。
【００３８】
　最大値選択部１１１は、表示データ選択部１０２から転送された表示データから最大値
を選択し、後述の目標発光輝度ＬＵＴ１１２に転送するブロックである。
【００３９】
　目標発光輝度ＬＵＴ１１２は、発光素子の輝度値を格納した参照テーブルを備え、最大
値選択部１１１から転送されたデータに応じて前記参照テーブルから目標発光輝度を選択
し、後述の発光輝度算出部１１３に転送するブロックである。
【００４０】
　発光輝度算出部１１３は、目標発光輝度ＬＵＴ１１２から転送された目標発光輝度と後
述する発光輝度用フレームメモリ１１４から転送される前フレーム発光輝度を比較し、こ
の比較結果をもとに発光輝度を算出して、伸張係数ｅ算出部１０３と後述する発光輝度用
フレームメモリ１１４と発光素子選択部１１５へ転送するブロックである。具体的な発光
輝度の算出処理としては、目標発光輝度値が前フレーム発光輝度値より大きければ、前フ
レーム発光輝度に発光輝度変化量ＬＵＴ１１０から転送される輝度変化量（Ａ）を加算し
、目標輝度値が前フレーム発光輝度より小さければ、前フレーム発光輝度に輝度変化量（
Ａ）を減算する。このようにして、発光輝度算出部１１３は、移動速度検出部（１）１０
９で検出した結果に応じて発光素子の輝度変化量を光源毎に制御する。
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【００４１】
　発光輝度用フレームメモリ１１４は、発光輝度算出部１１３からの輝度データ値を１フ
レーム間保持した後、発光輝度算出部１１３に転送するブロックである。
【００４２】
　発光素子選択部１１５は、発光輝度算出部１１３からの制御により発光輝度に対応する
電圧をバックライト部１０１の発光素子に印加するブロックである。
【００４３】
　以上、第１の実施例について詳細に説明したが、第１の実施例は、バックライト１０１
は複数の光源を備え、光源毎に輝度を制御可能な表示装置であり、映像内の物体の移動速
度を検出する移動速度検出部（１）１０９と、移動速度検出部（１）１０９で検出した結
果に応じて光源の輝度変化量を光源毎に制御する輝度変化量制御部（図１の発光輝度変化
量ＬＵＴ１１０と発光輝度算出部１１３に対応する。）と、を備える表示装置であればよ
い。この輝度変化量制御部は、例えば、映像内の物体の移動速度が速い場合は輝度変化量
を第一の値に設定し、映像内の物体の移動速度が遅い場合は輝度変化量を第二の値に設定
する。ここで、第一の値は第二の値より大きい。図３の例では、第一の値は１００％であ
り、第二の値は３３．３％である。また、第二の値は第一の値より細かい単位で調整でき
るようにすれば、低速移動の表示において、精度の高い輝度変化量の選択が可能になり、
低速移動表示のフリッカを回避しやすくなる。
【００４４】
　本発明の第１の実施例によれば、映像内の物体の移動速度を検出し、これに応じてＬＥ
Ｄ素子の輝度変化量を制御することで、動画表示においてフリッカおよび輝度低下の小さ
い良好な表示品質を得ることができる。
【００４５】
　具体的には、映像内の物体の移動速度の小さい表示（例えば前景が低速で移動する表示
）では、ＬＥＤ素子の輝度変化量を小さく制御し、輝度を緩やかに上昇または下降させる
ことで、フリッカの小さい良好な表示品質を得ることができる。
【００４６】
　一方、映像内の物体の移動速度の大きい表示（例えば前景が高速で移動する表示）では
、ＬＥＤ素子の輝度変化量を大きく制御し、輝度を急峻に上昇または下降させることで、
輝度低下の小さい良好な表示品質を得ることができる。
【実施例２】
【００４７】
　本発明の第２の実施例について、図４と図５を用いて説明する。第１の実施例は、映像
中の表示物体の移動速度が遅い場合、小さいＬＥＤバックライトの輝度変化量を小さくす
るが、この副作用として、ＬＥＤバックライトが目標輝度に到達するまでに時間がかかる
ため、その間、表示輝度が低下する。これを回避するため、第２の実施例では、表示物体
の移動先を予測し、移動先エリアのＬＥＤ輝度を予め目標値付近まで上昇しておく。つま
り、第１の実施例では、図４（ａ）に示すように、前景を照射するＬＥＤ４００のみを点
灯していたが、第２の実施例では図４（ｂ）のように、前景移動方向のＬＥＤ４０１の輝
度を上昇しておく。図４（ｂ）は、ＬＥＤ４００を１００％点灯させ、ＬＥＤ４０１をＸ
％点灯させた例である。Ｘは０＜Ｘ＜１００である。または、上下左右のいずれの移動方
向にも対応できるように、図４（ｃ）のように周囲のＬＥＤ４０２の輝度を上昇させてお
く。図４（ｃ）は、ＬＥＤ４００を１００％点灯させ、ＬＥＤ４０１、４０２をＸ％点灯
させた例である。
【００４８】
　図５は、本実施例における液晶表示装置の例を示したものである。図５において、１０
０～１１５は第１の実施例と同様であるが、さらに、物体移動方向検出部５００と移動先
エリア照射演算部５０１を備える。
【００４９】
　物体移動方向検出部５００は、表示データ用フレームメモリ１０８から入力される複数
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フレーム分のデータをもとに、移動先方向を検出し、上下左右斜め何れかの移動方向を示
す信号を移動先エリア照射演算部５０１に転送するブロックである。移動方向の検出は、
映像処理技術で一般的なオプティカルフロー等を利用することで可能であるが、移動方向
が検出あるいは予測できればこの方法に限らない。
【００５０】
　移動先エリア照射演算部５０１は、最大値選択部１１１からのデータに対して、物体移
動方向検出部５００からの信号をもとに、移動物体の移動方向を照射するよう演算し、演
算後のデータを目標発光輝度ＬＵＴ１１２に転送するブロックである。
【００５１】
　図４（ｃ）のように隣接する全てのエリアのＬＥＤの輝度を予め上昇させておく場合は
、物体移動方向検出部５００はなくてもよく、移動先エリア照射演算部５０１は隣接する
全てのエリアのＬＥＤの輝度を予め上昇させるように演算すればよい。
【００５２】
　以上、第２の実施例について詳細に説明したが、第２の実施例は、実施例１の構成に加
えて、映像内の物体の表示エリアの上下左右斜めに隣接するエリアのうち少なくとも１つ
又は隣接する全てのエリアを前もって照射するように隣接エリアの光源の輝度を演算する
隣接エリア照射演算部（図５の移動先エリア照射演算部５０１に対応する。）を備え、輝
度変化量制御部（図５の発光輝度算出部１１３に対応する。）は、移動速度検出部（１）
１０９で検出した結果に応じて表示エリアの光源の輝度変化量を制御すると共に、隣接エ
リア照射演算部が演算した結果に応じて隣接エリアの光源の輝度を制御するものであれば
よい。また、映像内の物体の移動方向を検出する物体移動方向検出部５００を備え、隣接
エリア照射演算部（移動先エリア照射演算部５０１）は、映像内の物体の移動先の隣接エ
リアを前もって照射するように隣接エリアの光源の輝度を演算するようにしてもよい。
【００５３】
　本発明の第２の実施例によれば、第１の実施例の副作用を改善することができる。具体
的には、第１の実施例では、ＬＥＤ素子の輝度変化量を小さく制御することで目標輝度に
達するまでに時間がかかり、この間表示輝度が低下するが、表示物体の移動先を予測し、
そのエリアのＬＥＤ輝度を予め目標輝度付近まで上昇させておくことで、上記輝度低下を
回避することができる。
【実施例３】
【００５４】
　本発明の第３の実施例について、図６～図９を用いて説明する。第１の実施例は、入力
映像内の物体の移動速度を判定するために、高コストな表示データ用フレームメモリ１０
８を必要とする。そこで、第３の実施例は、第１の実施例の表示データ用フレームメモリ
１０８なしに、第１の実施例同様の効果を実現するものである。
【００５５】
　本実施例の動作原理について図６を用いて説明する。図６（ａ）は前景が高速で移動す
る表示を例に、前景移動前後の表示部と、前景に対応するＬＥＤ素子を１００％点灯し、
その周囲のＬＥＤ素子をＸ％点灯する場合のバックライト部を示したものである。Ｘは０
＜Ｘ＜１００である。
【００５６】
　また、図６（ｂ）は前景が低速で移動する表示を例に、前景移動前後の表示部と、前景
に対応するＬＥＤを１００％点灯し、その周囲のＬＥＤをＸ％点灯する場合のバックライ
ト部を示したものである。
【００５７】
　図６（ａ）ではＬＥＤ素子（Ｐ）の前景移動前後の輝度差は１００％であるが、図６（
ｂ）では（１００－Ｘ）％である。この輝度差によって、前景の速度が低速か高速かを簡
易的に判定することが可能となる。
【００５８】
　つまり、前フレームのＬＥＤ輝度と現フレームのＬＥＤ輝度の差を算出し、この差が大
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きいときは映像内の物体の移動速度の大きい表示（例えば前景が高速で移動する表示）と
判定し、差が小さいときは移動速度の小さい表示（例えば前景が低速で移動する表示）と
判定することが可能である。
【００５９】
　図７は本実施例における液晶表示装置の例を示したものである。図７において、１００
～１０７、１１０～１１５は第１の実施例と同様であるが、移動速度検出部（１）１０９
の代わりに移動速度検出部（２）７００を備え、さらに隣接エリア照射演算部７０１を備
える。
【００６０】
　移動速度検出部（２）７００は、発光輝度用フレームメモリ１１４から転送される前フ
レームのＬＥＤ発光輝度値から、目標発光輝度ＬＵＴ１１２から転送される現フレームの
ＬＥＤ目標輝度値を比較し、その差分に応じて移動速度（Ｍｖ）を判定し、判定した移動
速度（Ｍｖ）を発光輝度変化量ＬＵＴ１１０に転送するブロックである。
【００６１】
　移動速度検出部（２）７００の内部動作について図８を用いて説明する。図８（ａ）は
移動速度検出部（２）７００内部のブロック図を示したものである。このブロックは、前
フレームのＬＥＤ発光輝度値と現フレームのＬＥＤ目標輝度値の差分（Ｓｕｂ）を算出す
る回路と、この差分（Ｓｕｂ）に応じて移動速度（Ｍｖ）を選択するＬＵＴ８００で実現
できる。
【００６２】
　ＬＵＴ８００の動作について、図８（ｂ）を用いて説明する。図８（ｂ）は前記差分（
Ｓｕｂ）と移動速度（Ｍｖ）の関係を示したものであり、前記差分（Ｓｕｂ）が任意の基
準値Ｓｕより大きい場合には、高速表示と判定して移動速度Ｍｖ＝１を選択し、前記差分
（Ｓｕｂ）が任意の基準値Ｓｕより小さい場合には、低速表示と判定して移動速度Ｍｖ＝
１を選択するものである。
【００６３】
　なお、本実施例では、前フレームのＬＥＤ発光輝度値と現フレームのＬＥＤ目標輝度値
の差分（Ｓｕｂ）を用いたが、図９のように前フレームのＬＥＤ発光輝度値と現フレーム
のＬＥＤ目標輝度値の平均二乗誤差（ＭＳＥ）を算出し、この値に従って、移動速度Ｍｖ
を選択しても構わない。
【００６４】
　隣接エリア照射演算部７０１は、最大値選択部１１１からのデータに対して、その周囲
エリアのＬＥＤについても照射するよう演算し、演算後のデータを目標発光輝度ＬＵＴ１
１２に転送するブロックである。隣接エリア照射演算部７０１は、照射する隣接エリアの
範囲を変更可能な外部レジスタを備え、照射する隣接エリアの範囲を調整可能にするよう
にしてもよい。また、隣接エリア照射演算部７０１は、照射する隣接エリアに該当する光
源の点灯輝度を変更可能な外部レジスタを備え、隣接エリアに該当する光源の点灯輝度（
前記Ｘの値）を調整可能にするようにしてもよい。
【００６５】
　以上、第３の実施例について詳細に説明したが、第３の実施例は、バックライト１０１
は複数の光源を備え、光源毎に輝度を制御可能な表示装置であり、映像内の物体の表示エ
リアの上下左右斜めに隣接するエリアのうち少なくとも一つ又は隣接する全てのエリアを
前もって照射するように隣接エリアの光源の輝度を演算する隣接エリア照射演算部７０１
と、１フレーム前の発光輝度値と表示フレームの発光輝度値を比較する比較部（図７の移
動速度検出部（２）７００に対応する。）と、この比較部による比較結果に応じて表示エ
リアの光源の輝度変化量を制御すると共に、隣接エリア照射演算部７０１が演算した結果
に応じて隣接エリアの光源の輝度を制御する輝度変化量制御部（図７の発光輝度変化量Ｌ
ＵＴ１１０と発光輝度算出部１１３に対応する。）と、を備えていればよい。そして、前
比較部は、例えば、１フレーム前の発光輝度値と表示フレームの発光輝度値の差分または
ＭＳＥを算出し、前記差分またはＭＳＥが大きい場合は前記輝度変化量を第三の値に設定
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し、前記差分またはＭＳＥが小さい場合は前記輝度変化量を第四の値に設定する。ここで
、第三の値は第四の値より大きい。第三の値および第四の値を外部から調整可能なレジス
タを備えるようにしてもよい。また、第四の値は第三の値より細かい単位で調整できるよ
うにすれば、低速移動の表示において、精度の高い輝度変化量の選択が可能になり、低速
移動表示のフリッカを回避しやすくなる。
【００６６】
　本発明の第３の実施例によれば、第１の実施例また第２の実施例における映像内の物体
の移動速度の検出を、表示データの動きベクトル解析やヒストグラム解析等の複雑な回路
なしに、低コストで実現することができる。
【符号の説明】
【００６７】
１００　表示パネル
１０１　バックライト
１０２　表示データ選択部
１０３　伸張係数算出部
１０４　表示データ伸張部
１０５　タイミング信号生成部
１０６　ソースドライバ
１０７　ゲートドライバ
１０８　表示データ用フレームメモリ
１０９　移動速度検出部（１）
１１０　発光輝度変化量ＬＵＴ
１１１　最大値選択部
１１２　目標発光輝度ＬＵＴ
１１３　発光輝度算出部
１１４　発光輝度用フレームメモリ
１１５　発光素子選択部
２００　高速スクロール表示の移動速度
２０１　低速スクロール表示の移動速度
３００　高速スクロール表示のＬＥＤ素子輝度遷移
３０１　低速スクロール表示のＬＥＤ素子輝度遷移
４００　映像内の物体を照射するＬＥＤ素子
４０１　映像内の物体の周囲を照射するＬＥＤ素子
４０２　映像内の物体の移動先を照射するＬＥＤ素子
５００　物体移動方向検出部
５０１　移動先エリア照射演算部
７００　移動速度検出部（２）
７０１　隣接エリア照射演算部
８００　ＬＵＴ
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