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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光源領域にそれぞれ光源が配置され、その複数の光源を用いて液晶パネルを照明
する発光手段について、前記複数の光源の発光を制御する発光制御装置であって、
　前記光源の点灯値を前記光源領域ごとに算出する点灯値算出手段と、
　点灯値変換処理の対象となる対象領域の周辺に配置されている周辺領域の前記点灯値を
用いて、前記点灯値算出手段により算出された前記点灯値を前記光源領域ごとに所望の点
灯値に変換する点灯値変換処理手段と、
　前記点灯値変換処理手段により変換された変換点灯値に応じて前記光源を点灯させる点
灯制御部とを有する発光制御装置。
【請求項２】
　前記点灯値変換処理手段は、
　前記点灯値算出手段により算出された前記点灯値を前記光源領域ごとに読込む読込み手
段と、
　前記読込み手段により読込まれた前記対象領域および前記周辺領域の読込み点灯値につ
いてフィルタ処理を行ってフィルタ処理点灯値を出力するフィルタ処理手段と、
　前記読込み点灯値と、前記フィルタ処理手段から出力される前記フィルタ処理点灯値と
を比較する比較手段と、
　前記比較手段の比較結果にしたがい前記変換点灯値を設定する点灯値設定手段とを有す
る請求項１記載の発光制御装置。
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【請求項３】
　前記比較手段は、前記読込み点灯値と前記フィルタ処理点灯値のうち、大きい方を前記
点灯値設定手段に出力する請求項２記載の発光制御装置。
【請求項４】
　前記フィルタ処理手段は、前記読込み点灯値について、ゲインが異なるようにして前記
フィルタ処理を行う複数の空間フィルタを有し、それぞれの前記空間フィルタによって前
記フィルタ処理を行い、前記フィルタ処理点灯値を出力する請求項３記載の発光制御装置
。
【請求項５】
　前記比較手段は、前記複数の空間フィルタのいずれか一つを選択してその選択された前
記空間フィルタによる前記フィルタ処理後の前記フィルタ処理点灯値と、前記読込み点灯
値とを比較する請求項４記載の発光制御装置。
【請求項６】
　前記複数の空間フィルタのいずれか一つがゲイン１．０の変換処理特性を備えた第１の
空間フィルタであり、他のいずれか一つが１．０よりも大きいゲインの変換処理特性を備
えた第２の空間フィルタであり、
　前記比較手段は、前記第１の空間フィルタが前記フィルタ処理を行って得られる第１の
フィルタ処理点灯値が前記読込み点灯値よりも大きいときは該第１のフィルタ処理点灯値
を前記点灯値設定手段に出力し、前記第１のフィルタ処理点灯値が前記読込み点灯値より
も小さいときは前記第２の空間フィルタが前記フィルタ処理を行って得られる第２のフィ
ルタ処理点灯値を前記点灯値設定手段に出力する請求項４記載の発光制御装置。
【請求項７】
　入力される映像信号をフレーム単位に記憶する映像信号記憶手段と、
　前記点灯値変換処理手段により変換された前記変換点灯値に応じて、前記映像信号記憶
手段に記憶されている前記映像信号を補正する補正手段と、
　該補正手段により補正された補正映像信号に応じて前記液晶パネルを制御する液晶制御
部とを有する請求項１記載の発光制御装置。
【請求項８】
　液晶パネルと、複数の光源領域にそれぞれ光源が配置され、その複数の光源を用いて前
記液晶パネルを照明する発光手段と、前記複数の光源の発光を制御する発光制御手段とを
有する液晶表示装置であって、
　前記光源の点灯値を前記光源領域ごとに算出する点灯値算出手段と、
　点灯値変換処理の対象となる対象領域の周辺に配置されている周辺領域の前記点灯値を
用いて、前記点灯値算出手段により算出された前記点灯値を前記光源領域ごとに所望の点
灯値に変換する点灯値変換処理手段と、
　該点灯値変換処理手段により変換された変換点灯値に応じて前記光源を点灯させる点灯
制御部とを有する液晶表示装置。
【請求項９】
　前記点灯値変換処理手段は、
　前記点灯値算出手段により算出された前記点灯値を前記光源領域ごとに読込む読込み手
段と、
　該読込み手段により読込まれた前記対象領域および前記周辺領域の読込み点灯値につい
てフィルタ処理を行ってフィルタ処理点灯値を出力するフィルタ処理手段と、
　前記読込み点灯値と、前記フィルタ処理手段から出力される前記フィルタ処理点灯値と
を比較する比較手段と、
　該比較手段の比較結果にしたがい前記変換点灯値を設定する点灯値設定手段とを有する
請求項８記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、液晶パネル等を照明するバックライト等発光手段の発光を制御する発光制御
装置およびそれを備えた液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、テレビ、パーソナルコンピュータ、携帯電話機などでは画像表示手段として液晶
表示装置が用いられている。液晶表示装置は液晶パネル自体が発光しないため、液晶パネ
ルの背面側にバックライトを配置し、そのバックライトで液晶パネルを背面側から照明し
て画像を表示するようになっている。
【０００３】
　バックライトを備えた従来の液晶表示装置において、消費電力低減の観点等からバック
ライトを構成する各光源と表示画面とを対応させて複数の領域に分割し、表示画面の領域
（画面領域）ごとに各光源を制御するエリア制御を行う液晶表示装置が知られている。
【０００４】
　この種の液晶表示装置に関し、例えば特許文献１には、次のような液晶表示装置が開示
されている。この液晶表示装置は、入力される映像信号に基づいて、各画面領域の最高輝
度を算出して、その算出された最高輝度に応じて光源の配置された光源領域ごとに光源を
発光させるとともに、液晶パネルに供給される輝度情報を補正するようになっている。
【特許文献１】特開２００４－１９１４９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、エリア制御を行う液晶表示装置では、各光源を点灯させる点灯値と、液晶パ
ネルを構成する各液晶素子の透過率とに相関性を持たせることによって、液晶パネルの輝
度値を本来あるべき所望の輝度値になるように制御している。
【０００６】
　しかしながら、前述したように、各光源を点灯させる点灯値と、液晶パネルを構成する
各液晶素子の透過率とを相関させても、表示しようとする映像が明るさの急峻な変化を含
む映像（以下「明度急変映像」といい、特に暗闇に小さな明かりだけが点灯していること
を示すような映像など）の場合は、必要とする輝度で映像を表示できなかったり、表示し
た映像にちらつきが現れることがあった。
【０００７】
　そこで、本発明は上記課題を解決するためになされたもので、表示しようとする映像が
明度急変映像であっても、必要とする輝度で表示でき、ちらつきが現れることなく表示で
きるようにした発光制御装置およびそれを備えた液晶表示装置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】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明は、複数の光源領域にそれぞれ光源が配置され、その
複数の光源を用いて液晶パネルを照明する発光手段について、複数の光源の発光を制御す
る発光制御装置であって、光源の点灯値を光源領域ごとに算出する点灯値算出手段と、点
灯値変換処理の対象となる対象領域の周辺に配置されている周辺領域の点灯値を用いて、
点灯値算出手段により算出された点灯値を光源領域ごとに所望の点灯値に変換する点灯値
変換処理手段と、その点灯値変換処理手段により変換された変換点灯値に応じて光源を点
灯させる点灯制御部とを有する発光制御装置を特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、液晶パネルと、複数の光源領域にそれぞれ光源が配置され、その複数
の光源を用いて液晶パネルを照明する発光手段と、複数の光源の発光を制御する発光制御
手段とを有する液晶表示装置であって、光源の点灯値を光源領域ごとに算出する点灯値算
出手段と、点灯値変換処理の対象となる対象領域の周辺に配置されている周辺領域の点灯
値を用いて、点灯値算出手段により算出された点灯値を光源領域ごとに所望の点灯値に変
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換する点灯値変換処理手段と、その点灯値変換処理手段により変換された変換点灯値に応
じて光源を点灯させる点灯制御部とを有する液晶表示装置を提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　以上詳述したように、本発明によれば、表示しようとする映像が明度急変映像であって
も、必要とする輝度で表示でき、ちらつきが現れることなく表示できるようにした発光制
御装置およびそれを備えた液晶表示装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、同一要素には同一符号を用い、重
複する説明は省略する。
【００１２】
　図１，２を参照して本発明の実施の形態に係る液晶表示装置１００の構成について説明
する。図１は本発明の実施の形態に係る液晶表示装置１００の構成を示す分解斜視図、図
２は光源領域および光源の構成を示す斜視図である。
【００１３】
　液晶表示装置１００は液晶テレビ等に用いられ、図１に示すように、バックライト１４
０と、液晶パネル１５０とを有している。
【００１４】
　バックライト１４０は、発光部（発光手段）１４１と、発光部１４１の前面に配置され
たプリズムシート１４３を挟む一対の拡散板１４２，１４４とを有し、発光手段としての
機能を有している。
【００１５】
　発光部１４１は、パネル形状を有しており、複数の光源領域１４５がＭ行Ｎ列の縦横規
則的に配置されたマトリクス構造を有している。なお、図１では、一例として５行８列の
光源領域１４５を備えた発光部１４１を示している。
【００１６】
　光源領域１４５は、図２に示すように、拡散板１４２等との重なり方向に延びる隔壁１
４６によって四方を囲まれている。
【００１７】
　また、各光源領域１４５には、ＲＧＢ三原色の３個のＬＥＤ１６１，１６２，１６３か
らなる光源１４８が配置されている。光源１４８は、赤色ＬＥＤ１６１、緑色ＬＥＤ１６
２及び青色のＬＥＤ１６３によって構成され、赤緑青の３色を混ぜながら前面（液晶パネ
ル１５０）に向けて光を出射する。各光源領域１４５からの出射光によって液晶パネル１
５０の背面側が照明され、出射光の液晶パネル１５０の透過を調製して映像が表示される
。
【００１８】
　そして、液晶表示装置１００は各光源領域１４５に配置されている複数の光源１４８に
よってバックライト１４０が全面発光して、液晶パネル１５０に背面から光を照明する直
下型方式になっている。
【００１９】
　液晶パネル１５０は一対の偏光板１５５，１５７と、その偏光板１５５，１５７の間に
挟まれた液晶１５６とを有している。
【００２０】
　次に、図３を参照してバックライト制御部２００の構成について説明する。ここで、図
３はバックライト制御部２００の構成をバックライト１４０および液晶パネル１５０とと
もに示すブロック図である。
【００２１】
　バックライト制御部２００はバックライト１４０および液晶パネル１５０とともに液晶
表示装置１００に備えられていて、バックライト１４０を構成する複数の光源１４８の発
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光を制御する発光制御装置としての機能を有している。
【００２２】
　バックライト制御部２００は、フレームメモリ１０１と、入力信号補正処理部１０２と
、点灯値算出部１０３と、点灯値変換処理部１０４と、点灯制御部１０５と、液晶制御部
１０６とを有している。
【００２３】
　バックライト制御部２００は、液晶パネル１５０に映像を表示させるための映像信号Ｖ
ｇを入力する。
【００２４】
　映像信号Ｖｇはフレームメモリ１０１と、点灯値算出部１０３とに入力される。フレー
ムメモリ１０１は、フレームごとに映像信号Ｖｇを保存する。入力信号補正処理部１０２
は、フレームメモリ１０１から読み出される映像信号Ｖｇｔを点灯値変換処理部１０４に
より変換された後述する変換点灯値Ｌｄにしたがい補正して液晶制御部１０６に出力する
。このとき、入力信号補正処理部１０２は、フレームメモリ１０１から読み出される映像
信号Ｖｇｔと、変換点灯値Ｌｄとの相関性を取りながら映像信号Ｖｇｔを補正する。液晶
制御部１０６は補正された映像信号Ｖｇｔにしたがい液晶パネル１５０の透過率を制御す
る。この場合、バックライト制御部２００は、液晶パネル１５０による画像の表示タイミ
ングと、光源１４８の点灯タイミングとを適合さている。
【００２５】
　また、点灯値算出部１０３は入力される映像信号Ｖｇにしたがい、各光源領域１４５に
おける光源１４８の点灯値Ｌｄ０を算出し、点灯値変換処理部１０４は算出された点灯値
Ｌｄ０を変換点灯値Ｌｄに変換する。そして、点灯制御部１０５は変換点灯値Ｌｄにした
がい各光源領域１４５における光源１４８を点灯させてバックライト１４０を発光させる
。
【００２６】
　次に、点灯値変換処理部１０４の構成について図４を参照して説明する。図４は点灯値
変換処理部１０４の構成を示すブロック図である。点灯値変換処理部１０４は、点灯値読
込み部１０９と、空間フィルタ処理部１１０と、比較部１１３と、点灯値設定部１１４と
を有している。各構成の詳細は点灯値変換処理部１０４の動作内容とともに説明する。
【００２７】
　次に、以上の構成を有するバックライト制御部２００の動作内容について、点灯値変換
処理部１０４の動作内容を中心に図５～図８を参照して説明する。
【００２８】
　まず、点灯値読込み部１０９が点灯値算出部１０３により算出される各光源領域１４５
における光源１４８の点灯値Ｌｄ０を読込む。このとき、点灯値読込み部１０９が読込ん
だ各光源領域１４５における光源１４８の点灯値Ｌｄ０を読込み点灯値Ｌａという。そし
て、読込み点灯値Ｌａは空間フィルタ処理部１１０に入力される。
【００２９】
　空間フィルタ処理部１１０は、第１の空間フィルタ１１１と、第２の空間フィルタ１１
２とを有している。第１の空間フィルタ１１１と、第２の空間フィルタ１１２とは、いず
れも、各光源領域１４５のうち、点灯値変換処理の対象となっている領域（対象領域）の
読込み点灯値Ｌａと、対象領域の周辺に配置されている光源領域（周辺領域）の読込み点
灯値Ｌａとに対する空間フィルタ処理を行う。第１の空間フィルタ１１１と、第２の空間
フィルタ１１２とは、いずれもある決められた変換パラメータを元にして空間的なフィル
タ処理を行い、それぞれ後述するフィルタ処理点灯値Ｌｂ１，Ｌｂ２を出力する。
【００３０】
　フィルタ処理点灯値Ｌｂ１，Ｌｂ２は、比較部１１３に入力される。比較部１１３は、
フィルタ処理前における対象領域および周辺領域の読込み点灯値Ｌａと、フィルタ処理点
灯値Ｌｂ１，Ｌｂ２とを比較し、その比較結果にしたがい、後述する設定用点灯値Ｌｃを
出力する。設定用点灯値Ｌｃは最終的に点灯値設定部１１４に入力される。
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【００３１】
　点灯値設定部１１４は設定用点灯値Ｌｃにしたがい変換点灯値Ｌｄを設定して点灯制御
部１０５に出力する。なお、空間フィルタ処理部１１０は、２つの空間フィルタ（第１の
空間フィルタ１１１および第２の空間フィルタ１１２）を有しているが、２つ以上の空間
フィルタを有していてもよい。
【００３２】
　次に、空間フィルタ処理部１１０の動作内容を図５を参照して詳しく説明する。ここで
、まず、図５に示すように、今、バックライト１４０を構成するＭ行Ｎ列に配置されたＭ
Ｎ個の光源領域１４５における位置ｍｎの光源領域を対象領域１２３として考える。対象
領域１２３には、周辺に配置される８個の光源領域が周辺領域１２０ａとして存在してお
り、空間フィルタ処理部１１０は、対象領域１２３の読込み点灯値Ｌａと、８個の周辺領
域１２０ａの読込み点灯値Ｌａとを対象として空間的なフィルタ処理を行う。本実施の形
態では、対象領域１２３と、８個の周辺領域１２０ａとをあわせてフィルタ領域１２０と
いう。
【００３３】
　空間フィルタ処理部１１０によるフィルタ処理が行われていない場合は、通常、対象領
域１２３自身の点灯値はそのままであり、ゲイン１．０の状態となっている。
【００３４】
　まず、第１の空間フィルタ１１１について説明する。第１の空間フィルタ１１１はゲイ
ン１．０になるように、自らの点灯値（対象領域１２３の読込み点灯値Ｌａ）を１／２に
する一方、周辺領域１２０ａの読込み点灯値Ｌａの１／１６の大きさの点灯値を自らの点
灯値に加算する。こうすることにより、対象領域１２３自身の点灯値と同じ大きさの点灯
値をフィルタ領域１２０全体の点灯値を用いて確保しようとしている。第１の空間フィル
タ１１１は、図５に示す変換パラメータ１２１にしたがい点灯値を変換することによって
フィルタ処理を行う。
【００３５】
　光源１４８の発光量には限界があるため、ある特定の部分だけを特に明るくした映像を
表示する場合、その特定の部分に対応した光源領域１４５を点灯させるだけでは所望の明
るさが得られないことがある。そのため、点灯値変換処理部１０４では、第１の空間フィ
ルタ１１１によるフィルタ処理を行うことによって点灯値の変換を行い、周辺領域１２０
ａの光源をより明るく点灯させることによって不足分の明るさを補っている。
【００３６】
　このような第１の空間フィルタ１１１による点灯値の変換式は以下の式１に示すとおり
である。
式１　Ｌ´ｍｎ＝Ａ×Ｌｍｎ＋Ｂ×{Ｌ（ｍ－１）（ｎ－１）＋Ｌｍ（ｎ－１）
＋Ｌ（ｍ＋１）（ｎ－１）＋Ｌ（ｍ－１）ｎ＋Ｌ（ｍ＋１）ｎ
＋Ｌ（ｍ－１）（ｎ＋１）＋Ｌｍ（ｎ＋１）＋Ｌ（ｍ＋１）（ｎ＋１）}
なお、Ａは対象領域１２３の変換パラメータ、Ｂは周辺領域１２０ａの変換パラメータを
示している。
【００３７】
　第１の空間フィルタ１１１の場合、ゲインを１．０にしているため、どのような映像に
対しても、フィルタ領域１２０全体としての点灯エネルギーは変わらない。つまり、明る
さと使用電力は、フィルタ処理前と変わらないということになる。
【００３８】
　ここで、例えば、白いボールが黒い背景上を横方向に移動する様子の映像を表示すると
する。すると、各光源領域１４５の光源１４８がそのボールの移動に併せて順次点灯する
ため、各光源１４８の点灯、消灯が目立ってしまい、これが映像のちらつきになって現わ
れてしまう。しかしながら、第１の空間フィルタ１１１によりフィルタ処理を行うと、明
るさの急峻な変化が押さえられるため、輝度変化が滑らかになる。したがって、映像表示
の動特性が向上し映像のちらつきが低減することになる。
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【００３９】
　ところが、不足分の明るさを補うための周辺領域１２０ａ自体が暗い場合には、その点
灯値の１／１６を加算しても所望の明るさに到達しないことがある。そのため、部分的な
輝度測定を行うと、第１の空間フィルタ１１１のフィルタ処理により輝度が低下してしま
うことがある。点灯値変換処理部１０４は、この点を考慮して第２の空間フィルタ１１２
が設けられている。
【００４０】
　そして、第２の空間フィルタ１１２は、ゲインが１．５になるようにして変換パラメー
タ１２２が設定されている。変換式は上述した通りである。第２の空間フィルタ１１２は
、対象領域１２３自身の点灯値がそのままの値になる点で、第１の空間フィルタ１１１と
相違している。
【００４１】
　第２の空間フィルタ１１２の場合、ゲインが１．５になるようにしているため、フィル
タ処理を行う前の点灯値と比べ、フィルタ領域１２０の明るさが増加することになる。そ
のため、第２の空間フィルタ１１２によるフィルタ処理を行うと、フィルタ領域１２０の
明るさが増加する分、電力を余計に消費してしまう。この点について図６を参照して説明
する。
【００４２】
　図６は、液晶パネル１５０を１００％白表示にした場合において、フィルタ処理を行わ
ない場合（フィルタＯＦＦの場合）と、第２の空間フィルタ１１２によるフィルタ処理後
の場合とを比較したグラフである。縦軸は液晶パネル１５０上の輝度であり、横軸は入力
映像信号である。図６に示すように、第２の空間フィルタ１１２によるフィルタ処理を行
うと、全体的に明るさが増加する効果が出ていることがわかる。しかしながら、入力映像
信号が２００を超えるあたりから、輝度が飽和気味になっていることがわかる。これは、
明るさを無駄に上げてしまい電力を無駄に消費することを示している。
【００４３】
　上述したように、第１の空間フィルタ１１１を用いてゲイン１．０のフィルタ処理だけ
を行った場合、消費電力を変えることなく周辺の輝度変化を滑らかにして動特性を向上で
き、明度急変映像のちらつきを低減する効果がある。しかしながら、この場合は、輝度が
下がってしまうことがある。
【００４４】
　一方、第２の空間フィルタ１１２を用いてゲイン１．５のフィルタ処理だけを行った場
合、輝度を上げることが可能である。しかし、常にゲイン１．５のままでフィルタ処理を
行うと無駄に電力を消費してしまうことになる。
【００４５】
　そこで、点灯値変換処理部１０４では、第１の空間フィルタ１１１と、第２の空間フィ
ルタ１１２の両者を備え、その双方を選択的に切り替えることによって、輝度不足をなく
すとともに、無駄な電力消費を起こさないようにしている。
【００４６】
　図７、図８は、第１の空間フィルタ１１１と、第２の空間フィルタ１１２の双方を備え
、それらを選択的に切り替えた場合の図６と同様のグラフである。図７は面積比１％の白
表示の場合である。例えば、小さな漁船の明かりだけが白く映っている深夜の海辺の映像
のような、暗闇に小さな明かりだけが点灯していることを示すような映像の場合である。
図８は、面積比１００％の白表示の場合である。
【００４７】
　図７、図８では、上述した第１の空間フィルタ１１１と第２の空間フィルタ１１２を切
り替えた場合を示しているが、もちろん２つ以上のフィルタを選択的に切り替えるような
構成にしてもよい。
【００４８】
　第１の空間フィルタ１１１と第２の空間フィルタ１１２のいずれか一方を選択する手順
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の例を挙げれば以下のとおりである。
【００４９】
　まず、フィルタ領域１２０における読込み点灯値Ｌａと、第１の空間フィルタ１１１が
フィルタ処理で変換したフィルタ処理点灯値Ｌｂ１とを比較部１１３が比較する。そして
、フィルタ処理点灯値Ｌｂ１が読込み点灯値Ｌａよりも低い場合はフィルタ処理により輝
度が下がることになるので、比較部１１３は第１の空間フィルタ１１１ではなく、第２の
空間フィルタ１１２を選択する。すなわち、比較部１１３は第２の空間フィルタ１１２が
フィルタ処理で変換したフィルタ処理点灯値Ｌｂ２を用いて設定用点灯値Ｌｃを設定する
。
【００５０】
　また、フィルタ処理点灯値Ｌｂ１が読込み点灯値Ｌａと同じかまたはそれ以上である場
合は、そのまま第１の空間フィルタ１１１を選択する。
【００５１】
　図７に示すように、面積比１％程度のような表示の場合、通常、第１の空間フィルタ１
１１によるフィルタ処理だけでは、輝度が低下してしまい、輝度不足を生じる。そのため
、フィルタ処理前よりも白表示の部分が暗く表示されてしまう。
【００５２】
　しかしながら、上記のようにして、第１の空間フィルタ１１１から第２の空間フィルタ
１１２への切り替えを行うことにより、フィルタ処理前よりも、輝度を上げることが可能
となる。そのため、必要とする輝度で映像を表示でき、白表示の部分がより白く表示され
る。また、例えば、図９に示すように、大きさが同程度の黒表示部分１７１と白表示部分
１７２とが含まれた映像を表示する場合も、その境界部分１７３を所望の輝度で表示でき
、境界部分１７３をくっきりと表示することができる。
【００５３】
　さらに、面積比１００％の白表示の場合、切り替え効果により、第１の空間フィルタ１
１１によるフィルタ処理後、およびフィルタ処理無しの場合と同様の輝度変化を持たせる
ことができ、無駄な電力消費を回避することができる。
【００５４】
　以上の説明は、本発明の実施の形態についての説明であって、この発明の装置及び方法
を限定するものではなく、様々な変形例を容易に実施することができる。又、各実施形態
における構成要素、機能、特徴あるいは方法ステップを適宜組み合わせて構成される装置
又は方法も本発明に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の構成を示す分解斜視図である。
【図２】発光領域および光源の構成を示す斜視図である。
【図３】バックライト制御部の構成をバックライトおよび液晶パネルとともに示すブロッ
ク図である。
【図４】点灯値変換処理部の構成を示すブロック図である。
【図５】点灯値変換処理部の動作内容の一例を示す図である。
【図６】液晶パネルを１００％白表示にした場合におけるフィルタＯＦＦの場合と、第２
の空間フィルタによるフィルタ処理後の場合とを比較したグラフである。
【図７】面積比１％の場合で第１の空間フィルタと、第２の空間フィルタの双方を選択的
に切り替えた場合の図６と同様のグラフである。
【図８】面積比１００％の場合で第１の空間フィルタと、第２の空間フィルタの双方を選
択的に切り替えた場合の図６と同様のグラフである。
【図９】大きさが同程度の黒表示部分と白表示部分とが含まれた映像の一例を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００５６】
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　１００…液晶表示装置、１０１…フレームメモリ、１０２…入力信号補正処理部、１０
３…点灯値算出部、１０４…点灯値変換処理部、１０５…点灯制御部、１０６…点灯制御
部、１０９…点灯値読込み部、１１０…フィルタ処理部、１１１…第１の空間フィルタ処
理部、１１２…第２の空間フィルタ処理部、１１３…比較部、１１４…点灯値設定部、１
２３…対象領域、１４０…バックライト、１４１…発光部、１４５…光源領域、１４８…
光源、１５０…液晶パネル、２００…バックライト制御部。
【要約】
【課題】表示しようとする映像が明度急変映像であっても、必要とする輝度でちらつきが
現れることなく表示できるようにする。
【解決手段】発光制御装置は、複数の光源領域にそれぞれ光源が配置され、その複数の光
源を用いて液晶パネルを照明する発光手段について、複数の光源の発光を制御する。この
発光制御装置は、光源の点灯値を光源領域ごとに算出する点灯値算出手段と、点灯値変換
処理の対象となる対象領域の周辺に配置されている周辺領域の点灯値を用いて、点灯値算
出手段により算出された点灯値を光源領域ごとに所望の点灯値に変換する点灯値変換処理
手段と、その点灯値変換処理手段により変換された変換点灯値に応じて光源を点灯させる
点灯制御部とを有している。
【選択図】図３

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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