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(57)【要約】
【課題】入力される映像信号に基づいて輝度を制御し、
共通電極の抵抗に起因する電圧降下による表示不良の防
止と消費電力の低減とを図ることが可能な映像信号処理
装置、映像信号処理方法、プログラム、および表示装置
を提供する。
【解決手段】表示画面を複数の分割領域に分割し、入力
された映像信号に基づいて分割領域ごとの平均輝度を算
出する平均輝度算出部と、分割領域ごとの平均輝度に基
づいて表示画面において局所的な共通電極の電圧降下が
発生しうる分割領域を判定し、判定された分割領域に対
応する映像信号のゲインを電圧降下の発生が防止される
所定の値以下に設定するための補正中心位置を設定する
補正中心設定部と、補正中心位置を基点として表示画面
の表示位置に応じた補正値を設定する補正値設定部と、
補正値に基づいて映像信号のゲインを調整するゲイン調
整部とを備える映像信号処理装置が提供される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面を複数の分割領域に分割し、入力された映像信号に基づいて前記分割領域ごと
の平均輝度を算出する平均輝度算出部と、
　前記分割領域ごとの平均輝度に基づいて前記表示画面において局所的な共通電極の電圧
降下が発生しうる分割領域を判定し、判定された前記分割領域に対応する映像信号のゲイ
ンを前記電圧降下の発生が防止される所定の値以下に設定するための補正中心位置を設定
する補正中心設定部と、
　前記補正中心位置を基点として前記表示画面の表示位置に応じた補正値を設定する補正
値設定部と、
　前記補正値に基づいて前記映像信号のゲインを調整するゲイン調整部と、
　を備えることを特徴とする、映像信号処理装置。
【請求項２】
　前記補正値設定部は、前記補正中心位置を基点とし、前記表示画面の画面端部へ向かっ
て映像信号のゲインを減衰させる補正値を設定することを特徴とする、請求項１に記載の
映像信号処理装置。
【請求項３】
　前記補正値設定部は、前記補正中心位置の予め規定された基準位置に対するずれ量に応
じて、映像信号のゲインの減衰率を変更することを特徴とする、請求項２に記載の映像信
号処理装置。
【請求項４】
　前記補正値設定部は、前記補正中心設定部が設定した前記補正中心位置が第１補正中心
位置から第２補正中心位置へと変化した場合には、前記第１補正中心位置に対応する補正
値から前記第２補正中心位置に対応する補正値へと段階的に補正値を変化させることを特
徴とする、請求項１～３に記載の映像信号処理装置。
【請求項５】
　前記補正値設定部は、さらに前記分割領域ごとの平均輝度と所定の閾値とに基づいて、
前記閾値より前記平均輝度が大きい程、前記ゲイン調整部における調整後の映像信号の輝
度を低減させる前記補正値を設定することを特徴とする、請求項１～４に記載の映像信号
処理装置。
【請求項６】
　表示画面を複数の分割領域に分割し、入力された映像信号に基づいて前記分割領域ごと
の平均輝度を算出するステップと、
　前記分割領域ごとの平均輝度に基づいて前記表示画面において局所的な共通電極の電圧
降下が発生しうる分割領域を判定し、判定された前記分割領域に対応する映像信号のゲイ
ンを前記電圧降下の発生が防止される所定の値以下に設定するための補正中心位置を設定
するステップと、
　前記補正中心位置を基点として前記表示画面の表示位置に応じた補正値を設定するステ
ップと、
　前記補正値に基づいて前記映像信号のゲインを調整するステップと、
　を有することを特徴とする、映像信号処理方法。
【請求項７】
　表示画面を複数の分割領域に分割し、入力された映像信号に基づいて前記分割領域ごと
の平均輝度を算出するステップ、
　前記分割領域ごとの平均輝度に基づいて前記表示画面において局所的な共通電極の電圧
降下が発生しうる分割領域を判定し、判定された前記分割領域に対応する映像信号のゲイ
ンを前記電圧降下の発生が防止される所定の値以下に設定するための補正中心位置を設定
するステップ、
　前記補正中心位置を基点として前記表示画面の表示位置に応じた補正値を設定するステ
ップ、
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　前記補正値に基づいて前記映像信号のゲインを調整するステップ、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項８】
　入力された映像信号を補正する映像信号補正部と、
　前記映像信号補正部が補正した映像信号に基づいて映像を表示画面に表示する映像表示
部と、
　を備え、
　前記映像信号補正部は、
　前記表示画面を複数の分割領域に分割し、入力された映像信号に基づいて前記分割領域
ごとの平均輝度を算出する平均輝度算出部と、
　前記分割領域ごとの平均輝度に基づいて前記表示画面において局所的な共通電極の電圧
降下が発生しうる分割領域を判定し、判定された前記分割領域に対応する映像信号のゲイ
ンを前記電圧降下の発生が防止される所定の値以下に設定するための補正中心位置を設定
する補正中心設定部と、
　前記補正中心位置を基点として前記表示画面の表示位置に応じた補正値を設定する補正
値設定部と、
　前記補正値に基づいて前記映像信号のゲインを調整するゲイン調整部と、
　を備え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、映像信号処理装置、映像信号処理方法、プログラム、および表示装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＲＴディスプレイ（Cathode　Ray　Tube　display）に替わる表示装置として
、有機ＥＬディスプレイ（organic　ElectroLuminescence　display。または、ＯＬＥＤ
ディスプレイ（Organic　Light　Emitting　Diode　display）ともよばれる。）、ＦＥＤ
（Field　Emission　Display。電界放出ディスプレイ）、ＰＤＰ（Plasma　Display　Pan
el。プラズマディスプレイ）など様々な自発光型の表示装置が開発されている。
【０００３】
　上記のような様々な表示装置の開発では、少ない消費電力で高画質化を図ることが技術
的な目標となっている。このような中、消費電力を低減させながら高画質化を図る技術が
開発されている。映像を画面に表示する場合において、常に画面の物理的な中心点を基点
とし、画面端部へ向かって輝度を下げることにより消費電力を低減させる技術としては、
例えば、特許文献１が挙げられる。
【０００４】
【特許文献１】特許第３１１５７２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　自発光型の表示装置のうち、有機ＥＬディスプレイは、エレクトロルミネッセンス現象
（ElectroLuminescence）を利用した自発光型の表示装置である。有機ＥＬディスプレイ
は、例えば、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Display。液晶ディスプレイ）のように別途の光
源を必要とする表示装置と比較すると、動画特性、視野角特性、色再現性などが優れてい
ることから、次世代の表示装置として特に注目されている。ここで、エレクトロルミネッ
センス現象とは、物質（有機ＥＬ素子）の電子状態が、電界によって基底状態（ground　
state）から励起状態（excited　state）へ変化し、不安定な励起状態から安定した基底
状態へと戻るときに、差分のエネルギーが光として放出される現象である。なお、以下で
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は、発光素子として有機ＥＬ素子を備える表示装置、すなわち有機ＥＬディスプレイを例
に挙げて従来の技術における問題について説明するが、有機ＥＬディスプレイに限られる
ものではない。また、以下に示す問題は、別途の光源を必要とするＬＣＤのような自発光
型ではない表示装置においても起こりうる。
【０００６】
　表示装置が、発光素子として有機ＥＬ素子を備える場合、映像を表示画面に表示する表
示パネルを構成する各画素は、例えばマトリクス状（行列状）に配置され、各画素は、ア
クティブマトリクス（active　matrix）方式で発光される。また、表示装置が、発光素子
として有機ＥＬ素子を備える場合、各画素は、例えば、発光素子と、当該発光素子と接続
されて発光素子への発光電流の印加を制御する駆動トランジスタとを備える。図１３は、
画素回路の一例を概略的に示す説明図である。なお、図１３は、駆動トランジスタがｐ－
チャネル型のトランジスタで構成される例を示しているが、上記に限られない。
【０００７】
　図１３を参照すると、画素回路は、カソードがグランドＧＮＤに接続される発光素子Ｄ
１と、発光素子Ｄ１のアノードおよび電源とそれぞれ接続された駆動トランジスタＴｒ１
と、駆動トランジスタＴｒ１のゲート端子と電源とに接続されるキャパシタＣ１とを備え
る。ここで、図１３に示すような画素回路を有する表示パネルでは、画素回路の構成や画
素回路に使用されるトランジスタの種類などに応じて電源側またはグランドＧＮＤのどち
らか一方が共通電極の役目を果たす。例えば、図１３に示す画素回路において発光素子Ｄ
１のカソード側から光を取り出す場合には、グランドＧＮＤが共通電極となる。上記の場
合には、グランドＧＮＤは、ＩＴＯ（Indium　Tin　Oxide。酸化インジウムスズ）などの
透明導電物質で構成される。また、例えば、グランドＧＮＤを共通電極としたときに発光
素子Ｄ１のアノード側から光を取り出す場合には、グランドＧＮＤが透明である必要はな
いため、グランドＧＮＤは金属等で構成される。以下では、説明の便宜上、グランドＧＮ
Ｄが共通電極となる場合を例に挙げて説明する。
【０００８】
　共通電極としてＩＴＯが使用される場合であっても、また、金属等が使用される場合で
あっても、共通電極にはある値の抵抗値が存在することとなる。また、上記抵抗値は、図
１４に示すように表示パネルの各所に存在し、一般的に表示パネルの中央部分の方が、表
示パネルの周辺部分よりも抵抗値が大きくなる。そして、上記抵抗値が大きくなると、図
１３に示す画素回路は、例えば図１５に示すように抵抗Ｒｏが挿入された場合と等価とな
る。ここで、図１４は、表示パネルの共通電極に生じる抵抗値を概略的に示す説明図であ
り、また、図１５は、共通電極に生じる抵抗の抵抗値が大きい場合における画素回路を概
略的に示す説明図である。
【０００９】
　図１３に示す画素回路が、図１５に示すように画素回路に抵抗Ｒｏが挿入されたものと
等価となった場合には、当該抵抗Ｒｏにおいて電圧降下が発生する。そして、上記抵抗Ｒ
ｏにおいて発生する電圧降下が大きくなると、本来発光素子Ｄ１に印加されなければなら
ない電圧が維持できなくなる恐れがある。上記の場合には、発光素子Ｄ１に発光のための
電流が正常に印加されないことから、例えば、輝度の低下や非発光などの表示不良を引き
起こしてしまう。図１６は、共通電極に存在する抵抗Ｒｏによる電圧降下に起因した表示
不良の一例を示す説明図である。ここで、図１６は、表示画面（表示パネル）全体に白を
示す画像、すなわち、輝度が最大の画像（最大階調の画像）を表示させた場合における表
示例を表している。
【００１０】
　上述したように、共通電極に存在する抵抗Ｒｏの抵抗値は、表示パネルの中央部分の方
が、表示パネルの周辺部分よりも大きくなる。また、上記のような電圧降下に起因する表
示不良は、発光素子に流す電流が大きいとき（すなわち、輝度が高いとき）に生じやすい
。よって、表示画面全体に輝度が最大の画像を表示させた場合には、例えば図１６に示す
ように、表示画面の中心部分が最も電圧降下が大きいことに起因して表示画面の中心部分
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の輝度が低下（表示不良の一例）が生じてしまう。また、表示装置が、発光素子として有
機ＥＬ素子を備える場合、例えば、ＲＧＢそれぞれに対応する発光素子の特性が異なる。
よって、ＲＧＢそれぞれに対応する画素（サブ画素）が表示画面の同様の位置に位置する
場合であっても、ＲＧＢそれぞれに対応する画素において表示不良の発生の度合いが一定
となるとは限らない。上記の場合、表示画面では、輝度の低下が生じるだけでなく、さら
に意図しない色が現れることが起こりうる。
【００１１】
　なお、上記では、表示画面全体に輝度が最大の画像を表示させた場合における表示不良
の例に挙げたが、上記に限られない。例えば、表示装置が、入力される映像信号に基づい
て表示画面全体の負荷を判定し、表示画面全体の負荷が大きくなったときには輝度の制限
を行う機能を有する場合は、画面全体に表示した場合とは限らない。また、入力される映
像信号によっては、表示パネルの中心部分以外の場所で上記のような表示不良が生じる恐
れがある。
【００１２】
　また、表示画面上のどこでどのくらい電圧降下が生じるかは、例えば、表示パネルのサ
イズや共通電極の素材、膜圧、入力される映像信号などによって異なる。例えば、１０イ
ンチ以上のサイズの表示パネルでは、表示パネルの中央部分において１Ｖ以上電圧降下が
起こる場合がある。そして、上記の場合、画素回路の構成や当該画素回路を駆動させる駆
動電圧の設定によっては、上記のような表示不良が生じることがある。
【００１３】
　上記のような共通電極の抵抗（以下、「共通電極の抵抗Ｒｏ」とよぶ場合がある。）に
起因する電圧降下による表示不良を防止する方法としては、例えば、画素回路に供給する
電源電圧を高くして画素回路の動作上の余裕を持たせることが挙げられる。しかしながら
、上記のように電源電圧を高く設定する場合には、例えば、表示装置における消費電力の
増大へと繋がる。また、上記のように電源電圧を高く設定する場合には、例えば、表示パ
ネルの各画素回路を当該電源電圧に耐えられる素子で構成しなければばらないことから、
コストの増大を招いてしまう。したがって、上記のように電源電圧を高く設定する場合に
は、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良を防止することができたとし
ても、消費電力の増大やコストの増大などの様々な問題を引き起こしてしまう。
【００１４】
　また、表示画面の物理的な中心点を基点として画面端部へ向かって輝度を下げる従来の
技術（以下、単に「従来の技術」とよぶ場合がある。）を用いた表示装置は、入力される
映像信号が示す映像（または画像）がどのような映像であったとしても、常に表示画面の
物理的な中心点を基点として画面端部へ向かって輝度が下がるように映像信号の処理を行
う。ここで、上述したように、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下は、表示パネルの
中央部分の方が表示パネルの周辺部分よりも大きくなることから、表示パネルの中心部分
において生じやすい。しかしながら、従来の技術を用いた装置は、常に表示画面の物理的
な中心点を基点として画面端部へ向かって輝度が下がるように映像信号の処理を行ってい
るに過ぎないので、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下が生じやすい表示パネルの中
心部分については、何らの対策もとられていないことに等しい。よって、従来の技術を用
いたとしても、表示パネルの中心部分に生じうる共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下
による表示不良を防止することはできない。
【００１５】
　また、上記では、表示パネルの中心部分以外の場所で上記のような表示不良が生じる恐
れがあることを述べた。上記の場合であっても、従来の技術を用いた装置では、共通電極
の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良を防止することができるとは限らない。
【００１６】
　図１７は、表示画面の物理的な中心点を基点として画面端部へ向かって輝度を下げる従
来の技術を用いた装置における問題を説明するための説明図である。ここで、図１７（ａ
）は、映像信号に対応する画像を表示する表示画面を示しており、輝度が高い領域Ａが表
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示画面の中心よりも向かって右側に位置する画像が表示画面に表示された表示例を示して
いる。つまり、領域Ａは、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下が生じやすい領域を示
している。また、図１７（ｂ）は、表示画面の物理的な中心点を基点として画面端部へ向
かって輝度を下げる従来の技術を用いた装置における映像信号の補正の一例を示している
。ここで、図１７（ｂ）は、図１７（ａ）に示す表示画面の表示位置（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ
）と映像信号の補正後の目標ゲイン（Ｇａｉｎ）との関係を示している。なお、図１７（
ｂ）は、従来の技術の問題を説明するため、および後述する本発明の実施形態との比較の
ための図である。よって、従来の技術に係る、例えば上記特許文献１に記載の発明が、ゲ
インを図１７（ｂ）に示す値に制御するものではなく、また、後述する本発明の実施形態
が、例えば上記特許文献１に記載の発明を利用するものでもないことは、言うまでもない
。
【００１７】
　図１７（ｂ）に示すように、従来の技術を用いた装置は、領域Ａに対応する位置Ｐ１に
おいて入力される映像信号のゲインをｑ１０分下げる。ここで、共通電極の抵抗Ｒｏに起
因する電圧降下は、上述したように、発光素子に流す電流が大きいとき（すなわち、輝度
が高いとき）に生じやすい。つまり、映像信号のゲインを下げることによって、共通電極
の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下の発生を抑えることが可能であるといえる。しかしながら
、従来の技術を用いた装置は、常に表示画面の物理的な中心点を基点として画面端部へ向
かって輝度が下がるように映像信号の処理を行っているに過ぎないので、共通電極の抵抗
Ｒｏに起因する電圧降下を、表示不良が生じない程度まで小さくすることができるとは限
らない。よって、表示画面の物理的な中心点を基点として画面端部へ向かって輝度を下げ
る従来の技術を用いたとしても、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良
を防止することはできるとは限らない。
【００１８】
　したがって、上述したように、表示画面の物理的な中心点を基点として画面端部へ向か
って輝度を下げる従来の技術を用いたとしても、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下
による表示不良を防止することはできない。
【００１９】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、入力
される映像信号に基づいて輝度を制御することによって、共通電極の抵抗に起因する電圧
降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図ることが可能な、新規かつ改良された
映像信号処理装置、映像信号処理方法、プログラム、および表示装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点によれば、表示画面を複数の分割領域
に分割し、入力された映像信号に基づいて上記分割領域ごとの平均輝度を算出する平均輝
度算出部と、上記分割領域ごとの平均輝度に基づいて上記表示画面において局所的な共通
電極の電圧降下が発生しうる分割領域を判定し、判定された上記分割領域に対応する映像
信号のゲインを上記電圧降下の発生が防止される所定の値以下に設定するための補正中心
位置を設定する補正中心設定部と、上記補正中心位置を基点として上記表示画面の表示位
置に応じた補正値を設定する補正値設定部と、上記補正値に基づいて上記映像信号のゲイ
ンを調整するゲイン調整部とを備える映像信号処理装置が提供される。
【００２１】
　かかる構成により、入力される映像信号に基づいて輝度を制御し、共通電極の抵抗に起
因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図ることができる。
【００２２】
　また、上記補正値設定部は、上記補正中心位置を基点とし、上記表示画面の画面端部へ
向かって映像信号のゲインを減衰させる補正値を設定してもよい。
【００２３】
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　かかる構成により、画質の低下を防止しながら共通電極の抵抗に起因する電圧降下によ
る表示不良の防止と消費電力の低減とを図ることができる。
【００２４】
　また、上記補正値設定部は、上記補正中心位置の予め規定された基準位置に対するずれ
量に応じて、映像信号のゲインの減衰率を変更してもよい。
【００２５】
　かかる構成により、一方の表示画面端の輝度が極端に下がることを防止し、さらなる高
画質化を図ることができる。
【００２６】
　また、上記補正値設定部は、上記補正中心設定部が設定した上記補正中心位置が第１補
正中心位置から第２補正中心位置へと変化した場合には、上記第１補正中心位置に対応す
る補正値から上記第２補正中心位置に対応する補正値へと段階的に補正値を変化させても
よい。
【００２７】
　かかる構成により、輝度の急激な変化を防止し、さらなる高画質化を図ることができる
。
【００２８】
　また、上記補正値設定部は、さらに上記分割領域ごとの平均輝度と所定の閾値とに基づ
いて、上記閾値より上記平均輝度が大きい程、上記ゲイン調整部における調整後の映像信
号の輝度を低減させる上記補正値を設定してもよい。
【００２９】
　かかる構成により、表示画面に表示される画像全体における暗部の階調表現が損なわれ
ることを防止し、さらなる高画質化を図ることができる。
【００３０】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第２の観点によれば、表示画面を複数の分
割領域に分割し、入力された映像信号に基づいて上記分割領域ごとの平均輝度を算出する
ステップと、上記分割領域ごとの平均輝度に基づいて上記表示画面において局所的な共通
電極の電圧降下が発生しうる分割領域を判定し、判定された上記分割領域に対応する映像
信号のゲインを上記電圧降下の発生が防止される所定の値以下に設定するための補正中心
位置を設定するステップと、上記補正中心位置を基点として上記表示画面の表示位置に応
じた補正値を設定するステップと、上記補正値に基づいて上記映像信号のゲインを調整す
るステップとを有する映像信号処理方法が提供される。
【００３１】
　かかる方法を用いることにより、入力される映像信号に基づいて輝度を制御し、共通電
極の抵抗に起因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図ることができ
る。
【００３２】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第３の観点によれば、表示画面を複数の分
割領域に分割し、入力された映像信号に基づいて上記分割領域ごとの平均輝度を算出する
ステップ、上記分割領域ごとの平均輝度に基づいて上記表示画面において局所的な共通電
極の電圧降下が発生しうる分割領域を判定し、判定された上記分割領域に対応する映像信
号のゲインを上記電圧降下の発生が防止される所定の値以下に設定するための補正中心位
置を設定するステップ、上記補正中心位置を基点として上記表示画面の表示位置に応じた
補正値を設定するステップ、上記補正値に基づいて上記映像信号のゲインを調整するステ
ップをコンピュータに実行させるためのプログラムが提供される。
【００３３】
　かかるプログラムにより、入力される映像信号に基づいて輝度を制御し、共通電極の抵
抗に起因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図ることができる。
【００３４】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第４の観点によれば、入力された映像信号
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を補正する映像信号補正部と、上記映像信号補正部が補正した映像信号に基づいて映像を
表示画面に表示する映像表示部とを備え、上記映像信号補正部は、上記表示画面を複数の
分割領域に分割し、入力された映像信号に基づいて上記分割領域ごとの平均輝度を算出す
る平均輝度算出部と、上記分割領域ごとの平均輝度に基づいて上記表示画面において局所
的な共通電極の電圧降下が発生しうる分割領域を判定し、判定された上記分割領域に対応
する映像信号のゲインを上記電圧降下の発生が防止される所定の値以下に設定するための
補正中心位置を設定する補正中心設定部と、上記補正中心位置を基点として上記表示画面
の表示位置に応じた補正値を設定する補正値設定部と、上記補正値に基づいて上記映像信
号のゲインを調整するゲイン調整部とを備える表示装置が提供される。
【００３５】
　かかる構成により、入力される映像信号に基づいて輝度を制御し、共通電極の抵抗に起
因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図ることができる。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、入力される映像信号に基づいて輝度を制御することによって、共通電
極の抵抗に起因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図ることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３８】
（本発明の実施形態に係る映像信号処理装置におけるアプローチ）
　本発明の実施形態に係る映像信号処理装置（以下、「映像信号処理装置１００」とよぶ
場合がある。）の構成について説明する前に、まず、映像信号処理装置１００における共
通電極の抵抗に起因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減のためのアプロ
ーチについて説明する。なお、以下に示すアプローチは、本発明の実施形態に係る映像信
号処理装置だけでなく、本発明の実施形態に係る表示装置にも当てはまるものである。
【００３９】
　図１は、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００における共通電極の抵抗に起
因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減のためのアプローチを説明するた
めの説明図である。ここで、図１（ａ）は、映像信号に対応する画像を表示する表示画面
を示しており、図１７（ａ）と同様の画像が表示された例を示している。つまり、図１（
ａ）の領域Ａは、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下が生じやすい領域を示している
。また、図１（ｂ）は、図１（ａ）に示す表示画面の表示位置（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ）と映
像信号の補正後の目標ゲイン（Ｇａｉｎ）との関係を示している。ここで、図１において
各表示位置における目標ゲイン（Ｇａｉｎ）は、後述する補正値設定部１０６が設定する
補正値にそれぞれ対応する。なお、図１（ｂ）では、表示位置（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ）の一
例として水平方向を示しているが、垂直方向についても同様に補正中心位置を基点として
表示画面の端部へ向かってゲインを減衰させることができる。また、図１（ｂ）では、表
示画面の物理的な中心点を基点として画面端部へ向かって輝度を下げる従来の技術を用い
た装置との比較のため、図１７（ｂ）に示すゲインの調整例を表している（図１（ｂ）の
破線）。
【００４０】
　図１（ｂ）に示すように、映像信号処理装置１００は、位置Ｃ１に対応する補正中心位
置を基点として周辺へ向けてゲインを減衰させていることが分かる。ここで、図１（ｂ）
に示す映像信号処理装置１００における補正中心位置は、従来の技術を用いた装置のよう
に表示画面の物理的な中心点（図１（ｂ）のＣｅｎｔｅｒに対応）ではない。図１（ｂ）
に示すように位置Ｃ１に対応する補正中心位置を基点として周辺へ向けてゲインを減衰さ
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せることによって、映像信号処理装置１００は、領域Ａに対応する位置Ｐ１において入力
される映像信号のゲインをｑ１分下げることができる。ここで、図１（ｂ）から明らかな
ように、図１（ｂ）に示すｑ１は、ｑ１＞ｑ１０の関係を有する。したがって、図１（ｂ
）に示す例では、映像信号処理装置１００は、図１７で示した従来の技術を用いた装置よ
りも、より確実に共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良の防止すること
ができる。
【００４１】
　また、映像信号処理装置１００によって処理された映像信号に基づく画像をみるユーザ
に目を向けると、ユーザは、一般的に表示画面の中央に注意が集中するという特性（人間
の視覚特性）を有する。逆に、ユーザは、一般的に表示画面の周辺部分へいく程注意が散
漫となる。さらに、映像信号処理装置１００が処理する映像信号が示す映像（画像）ソー
スを製作する製作者（例えば、各種制作会社など）は、上記ユーザの特性に配慮し、往々
にして重要な情報が表示画面の中央部分に配置された映像を製作する。よって、図１（ｂ
）に示すように、映像信号処理装置１００が、補正中心位置を基点として周辺へ向けてゲ
インを減衰させたとしても、画質の低下は生じない。
【００４２】
　上記のように、映像信号処理装置１００は、ある補正中心位置を基点として周辺へ向け
てゲインを減衰させることによって、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示
不良の防止を図る。ここで、映像信号処理装置１００では、入力される映像信号に基づい
て補正中心位置が設定される。映像信号処理装置１００における補正中心位置の設定方法
については、後述する。
【００４３】
　また、映像信号処理装置１００が表示装置に適用された場合には、当該表示装置は、表
示パネルを構成する各画素回路に供給する電源電圧を高くし、画素回路の動作上の余裕を
持たせる必要はない。さらに、映像信号処理装置１００は、ある補正中心位置を基点とし
て周辺へ向けて映像信号のゲインを減衰させるので、映像信号処理装置１００が表示装置
に適用された場合には、表示パネルで消費される消費電力をより低減することが可能とな
る。さらに、上記のように補正中心位置を基点として周辺へ向けて映像信号のゲインを減
衰させたとしても、画質の低下は生じないので、映像信号処理装置１００が適用された表
示装置では、高画質な画像を表示することができる。
【００４４】
　したがって、映像信号処理装置１００は、入力される映像信号に基づいてある補正中心
位置を基点として周辺へ向けてゲインを減衰させる（輝度を制御する）ことによって、共
通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図るこ
とができる。
【００４５】
（本発明の実施形態に係る映像信号処理装置における処理の概要）
　次に、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置における処理の概要について説明する
。図１（ｂ）に示すように、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００は、入力さ
れる映像信号に基づいて映像信号を補正する基点（以下、「補正中心位置」という。）を
適宜設定し、設定された補正中心位置を中心として表示画面端部へ向かって連続的に映像
信号のゲインを減衰させる。ここで、本発明の実施形態に係る「連続的」には、離散値が
集まることによる擬似的な連続を含むことができる。
【００４６】
　より具体的に説明すると、映像信号処理装置１００は、例えば、以下の（Ｉ）～（ＩＩ
Ｉ）に示すように映像信号の処理を行うことができる。また、以下では、図２～図４を適
宜参照して、映像信号処理装置１００における処理の概要について説明する。ここで、図
２～図４それぞれは、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００における処理の概
要を説明するための説明図である。
【００４７】
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（Ｉ）補正中心位置の選択処理１
　図２に示すように、映像信号処理装置１００は、入力される映像信号が示す画像を表示
する表示画面を複数の分割領域に区切り、入力される映像信号に基づいて当該分割領域ご
とに映像信号の平均輝度を導出する。
【００４８】
　ここで、図２では、Ａ１～Ａ２４の２４領域に区切られた例を示しているが、本発明の
実施形態に係る分割領域数が２４領域に限られないことは、言うまでもない。また、本発
明の実施形態に係る分割領域数は、例えば、予め規定された数であってもよいし、または
、映像信号処理装置１００を使用するユーザからのユーザ入力や入力される映像信号の解
像度などに応じて適宜設定されてもよい。
【００４９】
（ＩＩ）補正中心位置の選択処理２
　映像信号処理装置１００は、分割領域ごとに算出された平均輝度に基づいて、平均輝度
が最も高い分割領域を判定する。そして、映像信号処理装置１００は、補正中心位置を設
定してゲインの調整を行った場合において、上記判定された分割領域に対応する映像信号
の信号レベルを所定の値よりも小さくする（または、所定の値以下とする）ことが可能な
分割領域の中心位置を映像信号の補正中心位置として設定する。ここで、映像信号処理装
置１００は、例えば、分割領域（平均輝度が高いと判定される分割領域に対応）と当該分
割領域に対応する補正中心位置とが対応付けられたルックアップテーブル（Look　Up　Ta
ble）を用いることによって、平均輝度が最も高い分割領域に対応する補正中心位置を一
意に設定することができるが、上記に限られない。また、上記ルックアップテーブルに記
録される補正中心位置は、例えば、表示パネルのサイズ、当該表示パネルに使用される共
通電極の種類、分割領域数などの各種条件を設定した上で、分割領域における平均輝度が
最大の場合を基準とすることによって予め導出することができる。さらに、上記ルックア
ップテーブルには、例えば、補正中心位置として選択される条件を満たす分割領域のうち
、最も表示画面の中心部分に近い分割領域の中心位置が補正中心位置として記録すること
ができるが、上記に限られない。
【００５０】
（ＩＩＩ）映像信号の補正処理
　図３、図４に示すように、設定された補正中心位置を中心として表示画面端部へ向かっ
て連続的に映像信号のゲインを減衰させ、輝度を調整する。ここで、図３は、補正中心位
置として分割領域Ａ８が設定された例を示しており、また、図４は、補正中心位置として
分割領域Ａ１６が設定された例を示している。
【００５１】
　本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００は、上記（Ｉ）～（ＩＩＩ）に示すよ
うな処理を行うことにより輝度を制御する。ここで、映像信号処理装置１００は、入力さ
れる映像信号に基づいて補正中心位置を設定し、平均輝度が高い分割領域（すなわち、共
通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下が生じる可能性が高い分割領域）に対応する映像信
号の信号レベルを、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下の発生が防止される信号レベ
ルに調整する。したがって、映像信号処理装置１００は、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する
電圧降下による表示不良の防止することができる。
【００５２】
　また、映像信号処理装置１００は、図１（ｂ）に示すように、設定された補正中心位置
を基点として周辺へ向けてゲインを減衰させることによって、共通電極の抵抗Ｒｏに起因
する電圧降下による表示不良の防止を図る。つまり、映像信号処理装置１００により処理
された映像信号に基づく映像を表示する表示パネル（または、映像信号処理装置１００が
適用された表示装置。以下、「表示装置２００」とよぶ場合がある。）では、各画素回路
に供給する電源電圧を高く設定する必要はない。さらに述べれば、映像信号処理装置１０
０は、図１（ｂ）に示すように補正中心位置を基点として周辺へ向けてゲインを減衰させ
るので、表示装置２００では、ゲインが減衰された分表示パネルで消費される消費電力は
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小さくなる。
【００５３】
　したがって、映像信号処理装置１００は、入力される映像信号に基づいて輝度を制御す
ることによって、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良の防止と消費電
力の低減とを図ることができる。
【００５４】
　また、本発明の実施形態に係る表示装置２００は、映像信号処理装置１００を備えるこ
とによって、映像信号処理装置１００と同様に輝度が制御された映像信号に対応する画像
、映像を表示する。したがって、表示装置２００は、入力される映像信号に基づいて輝度
を制御することによって、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良の防止
と消費電力の低減とを図ることができる。
【００５５】
　以下、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００および表示装置２００の構成に
ついて、より詳細に説明する。なお、以下では、映像信号処理装置１００や表示装置２０
０に映像信号が入力されるものとして説明するが、映像信号処理装置１００や表示装置２
００に入力される映像信号は、静止画像を示すものであってもよいし、または、動画像（
いわゆる映像）であってもよい。また、以下では、表示画面に表示される上記静止画像や
動画像（映像）を単に「画像」とよぶ場合がある。
【００５６】
（本発明の実施形態に係る映像信号処理装置）
　図５は、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００の一例を示すブロック図であ
る。ここで、図５では一の映像信号を示しているが、本発明の実施形態はかかる構成に限
られず、例えば、入力される映像信号が赤（Red）、緑（Green）、青（Blue）各色ごとに
独立の信号であってもよい。
【００５７】
　また、以下では、映像信号処理装置１００に入力される映像信号が、例えばデジタル放
送などで用いられるデジタル信号であるとして説明するが、上記に限られない。例えば、
映像信号処理装置１００に入力される映像信号は、アナログ放送などで用いられるアナロ
グ信号とすることもできる。なお、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００に入
力される映像信号は、例えば、放送局から送信され映像信号処理装置１００が受信したも
のとすることができるが、上記に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る映像信号
処理装置１００に入力される映像信号は、ＬＡＮ（Local　Area　Network）などのネット
ワークを介して外部装置から送信され映像信号処理装置１００が受信したものであっても
よいし、または、映像信号処理装置１００が備える記憶部（図示せず）に保持された映像
ファイルや画像ファイルを映像信号処理装置１００が読み出したものであってもよい。
【００５８】
　図５を参照すると、映像信号処理装置１００は、平均輝度算出部１０２と、補正中心設
定部１０４と、補正値設定部１０６と、ゲイン調整部１０８とを備える。なお、以下に示
す平均輝度算出部１０２、補正中心設定部１０４、補正値設定部１０６、およびゲイン調
整部１０８における信号処理は、例えば、ハードウェア（例えば、信号処理回路）および
／またはソフトウェア（信号処理ソフトウェア）で実現される。
【００５９】
　また、映像信号処理装置１００は、例えば、ＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）など
で構成され映像信号処理装置１００全体を制御することが可能な制御部（図示せず）や、
制御部が使用するプログラムや演算パラメータなどの制御用データが記録されたＲＯＭ（
Read　Only　Memory。図示せず）、制御部により実行されるプログラムなどを一次記憶す
るＲＡＭ（Random　Access　Memory。図示せず）、平均輝度算出部１０２における平均輝
度の算出や補正値設定部１０６における補正値の設定に用いられるデータなどを記憶可能
な記憶部（図示せず）、放送局などから送信される映像信号を受信する受信部（図示せず
）、ユーザが操作可能な操作部（図示せず）などを備えてもよい。映像信号処理装置１０
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０は、例えば、データの伝送路としてのバス（bus）により上記各構成要素間を接続する
ことができる。
【００６０】
　ここで、記憶部（図示せず）としては、例えば、ハードディスク（Hard　Disk）などの
磁気記録媒体や、フラッシュメモリ（flash　memory）などの不揮発性メモリ（nonvolati
le　memory）、光磁気ディスク（Magneto　Optical　Disk）などが挙げられるが、上記に
限られない。また、操作部（図示せず）としては、例えば、キーボード（keyboard）やマ
ウス（mouse）などの操作入力デバイスや、ボタン、方向キー、あるいは、これらの組み
合わせなどが挙げられるが、上記に限られない。
【００６１】
　平均輝度算出部１０２は、入力される映像信号に基づいて所定期間における輝度の平均
値を算出する。平均輝度算出部１０２が平均輝度を算出する所定期間としては、例えば、
１フレーム期間が挙げられるが、上記に限られず、例えば、後述するゲイン調整部１０８
において映像信号のゲインを調整する周期と合わせた期間とすることもできる。以下では
、平均輝度算出部１０２が平均輝度を算出する所定期間を１フレーム期間として説明する
。
【００６２】
　また、平均輝度算出部１０２は、図２に示すように、入力される映像信号が示す画像を
表示する表示画面を複数の分割領域に区切り、入力される映像信号に基づいて当該分割領
域ごとに映像信号の平均輝度を算出する。平均輝度算出部１０２が平均輝度を算出するた
めに用いる分割領域の数やサイズなどの情報は、例えば、平均輝度算出部１０２が記憶手
段を備え、当該記憶手段に保持することができる。ここで、平均輝度算出部１０２が備え
る記憶手段としては、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Erasable　and　Programma
ble　Read　Only　Memory）、フラッシュメモリ、ＭＲＡＭ（Magnetoresistive　Random
　Access　Memory）、ＦｅＲＡＭ（Ferroelectric　Random　Access　Memory）、ＰＲＡ
Ｍ(Phase　change　Random　Access　Memory)などの不揮発性メモリが挙げられるが、上
記に限られない。なお、平均輝度算出部１０２が平均輝度を算出するために用いる分割領
域の数やサイズなどの情報は、例えば、映像信号処理装置１００の記憶部（図示せず）に
記憶され、平均輝度算出部１０２が当該記憶部（図示せず）から適宜読み出してもよいこ
とは、言うまでもない。
【００６３】
　平均輝度算出部１０２が算出する所定期間における平均輝度の算出方法としては、例え
ば、相加平均を用いることが挙げられるが、上記に限られず、例えば、相乗平均や加重平
均を用いて算出することもできる。
【００６４】
　補正中心設定部１０４は、平均輝度算出部１０２が分割領域ごとに算出した平均輝度に
基づいて補正中心位置を設定する。より具体的には、補正中心設定部１０４は、例えば、
以下の（ｉ）、（ｉｉ）の処理により、補正中心位置を設定する。
【００６５】
（ｉ）平均輝度が最も高い分割領域の判定（選択）
　補正中心設定部１０４は、例えば、一の分割領域を判定候補領域として仮選択し、当該
一の分割領域の平均輝度と他の分割領域の平均輝度とを比較して平均輝度が高い分割領域
を新たな判定候補領域とする。上記比較を繰り返すことにより、補正中心設定部１０４は
平均輝度が最も高い分割領域を特定することができる。また、一の分割領域の平均輝度と
他の分割領域の平均輝度とが等しい場合には、例えば、各分割領域に予め定められた優先
度に基づいていずれか一方の分割領域を判定候補領域とする。上記優先度は、例えば、よ
り表示画面の中央部分に近い分割領域がより高く設定されるが、上記に限られない。ここ
で、補正中心設定部１０４が比較する分割領域や分割領域それぞれの平均輝度の値などの
各種情報は、例えば、補正中心設定部１０４が記憶手段を備え、当該記憶手段に保持され
てもよい。補正中心設定部１０４が備える記憶手段としては、例えば、ＳＤＲＡＭ（Sync
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hronous　Dynamic　Random　Access　Memory）やＳＲＡＭ（Static　Random　Access　Me
mory）などの揮発性メモリ（volatile　memory）が挙げられるが、上記に限られず、例え
ば、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリであってもよい。なお、補正中心設定部１０
４における平均輝度の比較方法が、上記に限られないことは、言うまでもない。
【００６６】
（ｉｉ）補正中心位置の設定
　補正中心設定部１０４は、上記（ｉ）の処理において判定された分割領域に基づいて補
正中心位置を設定する。ここで、補正中心設定部１０４は、例えば、分割領域と、当該分
割領域に対応する補正中心位置とが対応付けられたルックアップテーブルを用いることに
よって、上記（ｉ）の処理において判定された分割領域に基づいて一意に補正中心位置を
設定することができる。上記ルックアップテーブルは、例えば、補正中心設定部１０４が
記憶手段を備え、当該記憶手段に保持することができるが、上記に限られない。例えば、
補正中心設定部１０４は、映像信号処理装置１００の記憶部（図示せず）に記憶された上
記ルックアップテーブルを適宜読み出すこともできる。
【００６７】
　補正中心設定部１０４は、例えば、上記（ｉ）の処理、および（ｉｉ）の処理によって
、入力される映像信号に基づいて補正中心位置を設定することができる。
【００６８】
　補正値設定部１０６は、補正中心設定部１０４が設定した補正中心位置に基づいて、映
像信号を補正するための補正値を、映像信号に対応する画像を表示する表示画面の表示位
置に応じて設定する。以下、補正値設定部１０６における補正値の設定方法について、説
明する。なお、以下では、主に図２に示す分割領域Ａ８の中心点が補正中心位置として設
定された場合を例に挙げて説明する。
【００６９】
[第１の補正値設定方法]
　図６は、本発明の実施形態に係る補正値設定部１０６における第１の補正値設定方法を
説明するための説明図である。ここで、図６（ａ）は、映像信号に対応する画像を表示す
る表示画面を示しており、また、図６（ｂ）は、図６（ａ）に示す表示画面の表示位置（
Ｐｏｓｉｔｉｏｎ）と映像信号の補正後の目標ゲイン（Ｇａｉｎ）との関係を示している
。また、図６において各表示位置における目標ゲイン（Ｇａｉｎ）は、補正値設定部１０
６が設定する補正値にそれぞれ対応する。
【００７０】
　図６（ａ）に示すように、第１の補正値設定方法を用いる補正値設定部１０６は、分割
領域Ａ８の中心点に設定された補正中心位置Ｃ１を基点として、表示画面の端部へ向かっ
てゲインを減衰させるような補正値を設定する。なお、図６（ｂ）では、表示位置（Ｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ）の一例として水平方向を示しているが、垂直方向についても同様に補正中
心位置を基点として表示画面の端部へ向かってゲインを減衰させることができる。
【００７１】
　また、補正値設定部１０６は、図６（ｂ）に示すように、例えば、補正中心位置Ｃ１か
ら表示画面端までの距離（ｄ１、ｄ２）と、ゲインの下げ幅ｇ１を用いて表示画面の表示
位置（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ）に応じた補正値を設定する。
【００７２】
　ここで、ゲインの下げ幅ｇ１は、予め設定されたゲインの上限値および下限値により規
定することができる。例えば、図６（ｂ）では、上限値として“１．０”が設定されてお
り、当該上限値が設定されている補正中心位置Ｃ１では、映像信号のゲインは変化しない
。また、図６（ｂ）では、下限値として“０．８”が設定されている例を示している。な
お、本発明の実施形態に係る上限値および下限値が上記に限られないことは、言うまでも
ない。また、上記ゲインの上限値および下限値の値は、固定の値とすることができるが、
上記に限られない。例えば、映像信号処理装置１００は、映像信号処理装置１００の操作
部（図示せず）からのユーザ入力に応じて、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下によ
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る表示不良を防止可能な所定の範囲内で、上記ゲインの上限値および下限値の値を適宜変
更可能としてもよい。
【００７３】
　補正値設定部１０６が補正値を設定するために用いる上限値や下限値などの情報は、例
えば、補正値設定部１０６が記憶手段を備え、当該記憶手段に保持することができる。こ
こで、補正値設定部１０６が備える記憶手段としては、例えば、ＥＥＰＲＯＭやフラッシ
ュメモリなどの不揮発性メモリが挙げられるが、上記に限られない。なお、補正値設定部
１０６が補正値を設定するために用いる上限値や下限値などの情報は、例えば、映像信号
処理装置１００の記憶部（図示せず）に記憶され、補正値設定部１０６が当該記憶部（図
示せず）から適宜読み出してもよいことは、言うまでもない。
【００７４】
　上記のような第１の補正値設定方法を用いることにより、補正値設定部１０６は、補正
中心位置を基点とし、表示画面の画面端部へ向かって映像信号のゲインを減衰させる補正
値を設定することができる。
【００７５】
[第２の補正値設定方法]
　図６に示す第１の補正値設定方法では、表示画面端に対応する映像信号のゲインを補正
中心位置によらずゲインの下限値まで減衰させる補正値を設定する方法を示した。しかし
ながら、本発明の実施形態に係る補正値設定方法は、図６に示す第１の補正値設定方法に
限らない。そこで、次に、第２の補正値設定方法として、補正中心位置に応じてゲインの
下限値を変動させる方法について説明する。
【００７６】
　図７は、本発明の実施形態に係る補正値設定部１０６における第２の補正値設定方法を
説明するための説明図である。ここで、図７（ａ）は、図６（ａ）と同様に、映像信号に
対応する画像を表示する表示画面を示している。また、図７（ｂ）は、図６（ｂ）と同様
に、図７（ａ）に示す表示画面の表示位置（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ）と映像信号の補正後の目
標ゲイン（Ｇａｉｎ）との関係を示している。
【００７７】
　図７（ａ）に示すように、第２の補正値設定方法を用いる補正値設定部１０６は、第１
の補正値設定方法と同様に、分割領域Ａ８の中心点に設定された補正中心位置Ｃ１を基点
として、表示画面の端部へ向かってゲインを減衰させるような補正値を設定する。
【００７８】
　ここで、図７（ｂ）と第１の補正値設定方法に係る図６（ｂ）とを比較すると、第２の
補正値設定方法では、表示画面端Ｌｅｆｔに対応する映像信号のゲインの下限値Ｌと、表
示画面端Ｒｉｇｈｔに対応する映像信号のゲインの下限値０．８とで異なっていることが
分かる。これは、表示画面端Ｌｅｆｔと表示画面端Ｒｉｇｈｔとで映像信号のゲインの下
限値を同一とした場合、補正中心位置の位置によっては、一方の表示画面端の輝度が極端
に下がってしまうことがある（すなわち、ゲインの減衰率が大きくなる）からである。
【００７９】
　第２の補正値設定方法を用いる補正値設定部１０６は、上記のような一方の表示画面端
の輝度が極端に下がってしまうことを防止するために、補正中心位置の予め規定された基
準位置に対する「ずれ量」に応じて映像信号のゲインの下限値を適宜設定する。上記のよ
うに映像信号のゲインの下限値を適宜設定することによって、補正値設定部１０６は、映
像信号のゲインの減衰率を変更することができる。
【００８０】
　ここで、「ずれ量」は、例えば、表示画面の中心位置（図７（ｂ）のＣｅｎｔｅｒ）を
基準位置として決定される。例えば、図７（ｂ）では、ずれ量は“ｚ”で表されている。
なお、本発明の実施形態に係るずれ量は、図７（ｂ）のずれ量ｚのように表示画面の一方
向（例えば、表示画面の水平方向）に応じた距離に対応する値とすることができるが、上
記に限られず、例えば、基準位置（例えば、メカセンタ）と補正中心位置との間のユーク
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リッド距離であってもよい。
【００８１】
　補正値設定部１０６は、例えば、ずれ量ｚとゲインの下限値Ｌとが対応付けられたルッ
クアップテーブルを用いて、決定されたずれ量ｚに応じたゲインの下限値Ｌを設定するこ
とができる。補正値設定部１０６が補正値を設定するために用いるルックアップテーブル
は、例えば、補正値設定部１０６が備える記憶手段に記憶することができるが、上記に限
られず、映像信号処理装置１００の記憶部（図示せず）から適宜読み出されてもよい。な
お、本発明の実施形態に係るゲインの下限値Ｌの設定手段は、上記に限られず、例えば、
予め設定されたゲインの下限値にずれ量に応じた値を加算することによってゲインの下限
値Ｌを設定することもできる。
【００８２】
　上記のように、第２の補正値設定方法を用いる補正値設定部１０６では、ずれ量ｚに応
じてゲインの下限値Ｌを設定する点が、第１の補正値設定方法を用いる場合と異なるが、
基本的な補正値の設定方法については、第１の補正値設定方法と同様である。つまり、第
２の補正値設定方法を用いる補正値設定部１０６は、第１の補正値設定方法を用いる場合
と同様に、補正中心位置Ｃ１から表示画面端までの距離（ｄ１、ｄ２）と、ゲインの下げ
幅ｇ１、ゲインの下限値Ｌにより規定されるゲインの下げ幅ｇ２を用いて表示画面の表示
位置（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ）に応じた補正値を設定する。
【００８３】
　したがって、上記のような第２の補正値設定方法を用いることにより、補正値設定部１
０６は、補正中心位置を基点として表示画面の画面端部へ向かって映像信号のゲインを減
衰させる補正値を設定することができる。
【００８４】
[第３の補正値設定方法]
　上記では、第１の補正値設定方法および第２の補正値設定方法として、補正中心位置を
基点として表示画面の画面端部へ向かって映像信号のゲインを減衰させる補正値を設定す
る補正値設定方法について説明した。ここで、輝度を制御する場合において、入力される
映像信号に対して単純に係数を乗算して映像信号のゲイン調整（振幅制御）を行った場合
には、例えば、表示画面に表示される画像全体における暗部の階調表現が損なわれること
がある。そこで、次に、本発明の実施形態に係る第３の補正値設定方法として、上記のよ
うな暗部の階調表現が損なわれることを防止することが可能な補正値設定方法について説
明する。なお、以下に示す第３の補正値設定方法は、例えば、上述した第１の補正値設定
方法または第２の補正値設定方法と組み合わせて行われる。以下では、第３の補正値設定
方法のうち、第１の補正値設定方法または第２の補正値設定方法と対応する部分について
は、説明を省略する。
【００８５】
　図８は、本発明の実施形態に係る補正値設定部１０６における第３の補正値設定方法を
説明するための説明図である。第３の補正値設定方法を用いる補正値設定部１０６は、例
えば、入力される映像信号が示す輝度が所定の閾値ＴＨより大きい場合には、図８に示す
ように入力される映像信号が示す輝度が大きい程輝度の低減率がより大きくなるように、
補正値を設定する。ここで、補正値設定部１０６は、例えば、映像信号の輝度の値と補正
値とが対応付けられたルックアップテーブルを用いて、平均輝度算出部１０２が算出した
平均輝度に応じた補正値（図８を実現する補正値）を設定することができるが、上記に限
られない。
【００８６】
　補正値設定部１０６が、図８に示すような入力される映像信号とゲイン調整後（補正後
）の映像信号との関係が一定ではない補正特性を設けることによって、映像信号処理装置
１００は、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良を防止しながら、暗部
における階調表現を保つことができる。
【００８７】
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[第４の補正値設定方法]
　補正値設定部１０６は、上述した第１～第３の補正値設定方法を用いることにより、１
フレーム期間（所定期間）ごとの補正中心位置に応じた補正値を設定することができる。
したがって、映像信号処理装置１００は、上述した第１～第３の補正値設定方法を用いる
ことによって、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良を防止と消費電力
の低減とを図ることができる。このように、補正値設定部１０６は、上述した第１～第３
の補正値設定方法を用いることにより各フレームごとの映像信号を補正するのに適した補
正値を設定することができる。しかしながら、各フレーム単位で適した補正値を設定した
としても、複数のフレーム単位でみた場合に画質の面から予期せぬ問題が生じる場合があ
る。
【００８８】
〔第４の補正値設定方法が対象とする問題〕
　図９は、本発明の実施形態に係る補正値設定部１０６における第４の補正値設定方法が
対象とする問題を説明するための説明図である。図９（ａ）、図９（ｂ）は、あるフレー
ムにおける補正中心位置および補正値を示しており、それぞれ補正中心設定部１０４にお
いて分割領域Ａ１７、Ａ１４が平均輝度が最も高い分割領域と判定された例を示している
。また、図９（ｃ）は、図９（ａ）に示すフレームの次フレームにおける補正中心位置お
よび補正値を示しており、図９（ｄ）は、図９（ｂ）に示すフレームの次フレームにおけ
る補正中心位置および補正値を示している。
【００８９】
　例えば、図９に示すように、補正中心位置が分割領域Ａ８の補正中心位置Ｃ１（図９（
ａ）：第１補正中心位置）から分割領域Ａ１１の補正中心位置Ｃ２（図９（ｃ）：第２補
正中心位置）へと変化した場合、表示画面の表示位置に応じた補正値もまた、それぞれの
補正中心位置に応じたものに設定される（図９（ｂ）、図９（ｄ））。しかしながら、上
記のように補正中心位置が変化した場合、図９（ｂ）と図９（ｄ）を比較すれば明らかな
ように、１フレーム遷移したときにおける補正値設定部１０６が設定する表示画面の表示
位置に応じた補正値が、急激に変化してしまうことがある。
【００９０】
　図９に示すように１フレームの遷移で表示画面の表示位置に応じた補正値が急激に変化
した場合には、輝度の変化が表示画面に露骨に表れてしまう恐れがある。したがって、上
記の場合には、たとえ各フレームごとに適した映像信号の補正が行われたとしても表示画
面に表示される画像の画質の低下へと結びつく可能性がある。
【００９１】
　そこで、次に、図９に示すような上記問題の発生を抑制することが可能な、第４の補正
値設定方法について説明する。
【００９２】
〔第４の補正値設定方法の問題解決アプローチ〕
　図１０は、本発明の実施形態に係る補正値設定部１０６における第４の補正値設定方法
を説明するための説明図である。
【００９３】
　第４の補正値設定方法を用いる補正値設定部１０６は、図９に示すような上記問題の発
生を抑制するために、補正値を段階的に変化させる。例えば、図１０は、図９（ａ）に示
す補正中心位置Ｃ１（第１補正中心位置）から図９（ｃ）に示す補正中心位置Ｃ２（第２
補正中心位置）へと４フレーム期間で段階的に変化させる例を示したものである。
【００９４】
　第４の補正値設定方法を用いる補正値設定部１０６は、補正中心位置が補正中心位置Ｃ
１から補正中心位置Ｃ２へと変化すると、例えば、Ｃ１－Ｃ２間の距離を４等分した中間
補正中心位置（図１０の「Ｃ１－１」～「Ｃ１－３」）を決定する。補正値設定部１０６
は、１フレーム目に中間補正中心位置Ｃ１－１を基点とした補正値を設定し（図１０（ｂ
））、２フレーム目に中間補正中心位置Ｃ１－２を基点とした補正値を設定する（図１０
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（ｃ））。同様に、補正値設定部１０６は、３フレーム目に中間補正中心位置Ｃ１－３を
基点とした補正値を設定し（図１０（ｄ））、そして４フレーム目に目標とする補正中心
位置である補正中心位置Ｃ２を基点とした補正値を設定する（図１０（ｅ））。
【００９５】
　したがって、第４の補正値設定方法を用いる補正値設定部１０６は、図９に示すように
１フレームの遷移で急激に補正値が変化することを防止することができるので、図９に示
すような上記問題の発生を抑制することができる。
【００９６】
　また、図１０では、補正中心位置Ｃ１から補正中心位置Ｃ２へと４フレーム期間で補正
中心位置を段階的に変化させて補正値を設定する例を示したが、上記４フレーム期間内に
目標とする補正中心位置が変化する（すなわち、補正中心設定部１０４が新たな補正中心
位置を設定する）場合もある。上記の場合には、補正値設定部１０６は、例えば、現フレ
ームにおける補正中心位置と補正中心設定部１０４が設定した新たな補正中心位置とから
、新たな中間補正中心位置を決定して補正値の設定を行うことができる。
【００９７】
　補正値設定部１０６が補正値を設定するために用いる現フレームにおける補正中心位置
や、目標とする補正中心位置（補正中心設定部１０４が設定する補正中心位置）、中間補
正中心位置などの情報は、例えば、補正値設定部１０６が記憶手段を備え、当該記憶手段
に保持することができるが、上記に限られない。ここで、補正値設定部１０６が備える記
憶手段としては、例えば、ＳＤＲＡＭやＳＲＡＭなどの揮発性メモリが挙げられるが、上
記に限られず、例えば、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリであってもよい。
【００９８】
[第５の補正値設定方法]
　補正値設定部１０６は、上述した第１～第３の補正値設定方法と、第４の補正値設定方
法とを適宜組み合わせることによって、補正中心位置を基点とし、表示画面の画面端部へ
向かって映像信号のゲインを減衰させる補正値を設定することができる。
【００９９】
　例えば上述した第１～第５の補正値設定方法を用いることによって、補正値設定部１０
６は、補正中心位置を基点とし、表示画面の画面端部へ向かって映像信号のゲインを減衰
させる補正値を設定することができる。したがって、補正値設定部１０６は、表示画面の
表示位置に応じた補正値を設定することができる。なお、本発明の実施形態に係る補正値
設定部１０６が用いる補正値設定方法が、上述した第１～第５の補正値設定方法に限られ
ないことは、言うまでもない。
【０１００】
　再度図５を参照して映像信号処理装置１００の構成について説明する。ゲイン調整部１
０８は、補正値設定部１０６において設定された補正値を用いて入力される映像信号のゲ
インを調整する。より具体的には、ゲイン調整部１０８は、例えば、映像信号と補正値設
定部１０６において設定された表示画面の表示位置に応じた補正値とを乗算することによ
って、映像信号のゲインを減衰させる。ここで、ゲイン調整部１０８は、例えば、乗算器
で構成することができるが、上記に限られない。
【０１０１】
　また、ゲイン調整部１０８は、例えば、表示画面の表示位置と補正値とが対応付けられ
たルックアップテーブルを記憶し、当該ルックアップテーブルから表示画面の表示位置に
応じた補正値を読み出すこともできる。ゲイン調整部１０８は、例えば、補正値設定部１
０６から補正値が伝達されるごとに上記ルックアップテーブルの補正値の値を更新する。
ここで、ゲイン調整部１０８が映像信号のゲインの調整に用いるルックアップテーブルな
どは、例えば、ゲイン調整部１０８が記憶手段を備え、当該記憶手段に保持することがで
きる。ゲイン調整部１０８が備える記憶手段としては、例えば、ＥＥＰＲＯＭやフラッシ
ュメモリなどの不揮発性メモリが挙げられるが、上記に限られない。なお、ゲイン調整部
１０８が映像信号のゲインの調整に用いるルックアップテーブルなどは、例えば、映像信
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号処理装置１００の記憶部（図示せず）に記憶され、ゲイン調整部１０８が補正値の値を
適宜更新させると共に、当該記憶部（図示せず）から適宜読み出してもよいことは、言う
までもない。
【０１０２】
　ゲイン調整部１０８は、ゲインを調整した映像信号を、例えば、画像を表示する表示画
面を備える表示装置に出力することができる。なお、ゲイン調整部１０８がゲインを調整
した映像信号を出力する出力先は、上記に限られない。例えば、ゲイン調整部１０８は、
映像信号処理装置１００が備える記憶部（図示せず）にゲインを調整した映像信号を記憶
させることもできるし、または、有線／無線ネットワークなどを介してＰＣ（Personal　
Computer）などの外部のコンピュータに出力することもできる。
【０１０３】
　以上のように、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００は、入力される映像信
号に基づいて分割領域ごとの平均輝度を算出し、算出された分割領域ごとの平均輝度に基
づいて補正中心位置を設定する。ここで、映像信号処理装置１００は、例えば、平均輝度
が最も高い分割領域に対応する映像信号の信号レベルを所定の値よりも小さくする（また
は、所定の値以下とする）ことが可能な分割領域の中心位置を映像信号の補正中心位置と
して設定する。また、映像信号処理装置１００は、設定した補正中心位置を基点として表
示画面の画面端部へ向かって映像信号のゲインを減衰させる補正値を設定する。そして、
映像信号処理装置１００は、設定された表示画面の表示位置に応じた補正値を入力された
映像信号に乗算することによって、映像信号のゲインを調整する（減衰させる）。上記の
ように映像信号のゲインを調整することによって、映像信号処理装置１００は、平均輝度
が最も高い分割領域（すなわち、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良
が生じる可能性が高い分割領域）の信号レベルを所定の値よりも小さくする（または、所
定の値以下とする）ことができる。よって、映像信号処理装置１００は、映像信号の輝度
を制御することによって、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良を防止
することができる。
【０１０４】
　また、映像信号処理装置１００が表示装置に適用された場合には、当該表示装置は、表
示パネルを構成する各画素回路に供給する電源電圧を高くし、画素回路の動作上の余裕を
持たせる必要はない。さらに、映像信号処理装置１００は、ある補正中心位置を基点とし
て周辺へ向けてゲインを減衰させるので、映像信号処理装置１００が表示装置に適用され
た場合には、表示パネルで消費される消費電力をより低減することが可能となる。
【０１０５】
　したがって、映像信号処理装置１００は、入力される映像信号に基づいてある補正中心
位置を基点として周辺へ向けてゲインを減衰させる（輝度を制御する）ことによって、共
通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図るこ
とができる。
【０１０６】
　また、映像信号処理装置１００は、設定した補正中心位置の予め規定された基準位置に
対するずれ量に応じて、映像信号のゲインの減衰率を適宜変更することができる。したが
って、映像信号処理装置１００は、より高画質化が図れるように、映像信号の輝度を制御
することができる。
【０１０７】
　また、映像信号処理装置１００は、例えば図８に示すように入力される映像信号と補正
後の映像信号との関係が一定ではない補正特性に則って、入力された映像信号を補正する
補正値を設定することができる。したがって、映像信号処理装置１００は、共通電極の抵
抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良を防止しながら、暗部における階調表現を保つ
（より高画質化を図る）ことができる。
【０１０８】
　さらに、映像信号処理装置１００は、表示画面に表示した場合における輝度の急激な変
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化による画質の低下を防止するために、段階的に補正値を変化させることもできる。した
がって、映像信号処理装置１００は、より高画質化が図れるように、映像信号の輝度を制
御することができる。
【０１０９】
　上記では、本発明の実施形態として映像信号処理装置１００を挙げて説明したが、本発
明の実施形態は、かかる形態に限られない。例えば、本発明の実施形態は、有機ＥＬディ
スプレイ、ＦＥＤ、ＰＤＰなどの自発光型の表示装置や、ＬＣＤなどの別途の光源を有す
る表示装置、ＰＣ、サーバ（Server）などのコンピュータ、携帯電話などの携帯型通信装
置など、様々な機器に適用することができる。なお、表示装置への適用については、後述
する。
【０１１０】
（映像信号処理装置１００に係るプログラム）
　コンピュータを、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００として機能させるた
めのプログラムによって、入力される映像信号に基づいて輝度を制御し、共通電極の抵抗
に起因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図ることができる。
【０１１１】
（本発明の実施形態に係る映像信号処理方法）
　次に、本発明の実施形態に係る映像信号処理方法について説明する。図１１は、本発明
の実施形態に係る映像信号処理方法の一例を示す流れ図である。なお、以下では、本発明
の実施形態に係る映像信号処理方法を映像信号処理装置１００が行う場合を例に挙げて説
明するが、本発明の実施形態に係る映像信号処理方法は、後述する本発明の実施形態に係
る表示装置２００にも適用することができる。
【０１１２】
　映像信号処理装置１００は、映像信号が入力されると、分割領域ごとの平均輝度を算出
する（Ｓ１００）。ここで、ステップＳ１００における分割領域ごとの平均輝度は、例え
ば、１フレーム期間における平均輝度とすることができるが、上記に限られない。また、
ステップＳ１００における平均輝度の算出は、例えば、相加平均を用いることが挙げられ
るが、上記に限られず、例えば、相乗平均や加重平均を用いて算出することもできる。
【０１１３】
　映像信号処理装置１００は、ステップＳ１００において算出された分割領域ごとの平均
輝度に基づいて補正中心位置を設定する（Ｓ１０２）。ここで、映像信号処理装置１００
は、例えば、分割領域と当該分割領域に対応する補正中心位置とが対応付けられたルック
アップテーブルを用いることによって、平均輝度が最も高い分割領域に対応する補正中心
位置を一意に設定することができる。
【０１１４】
　映像信号処理装置１００は、ステップＳ１０２において設定された補正中心位置に基づ
いて、映像信号が示す画像を表示画面に表示させる場合における表示画面の表示位置に応
じた補正値を設定する（Ｓ１０４）。ここで、ステップＳ１０４における補正値の設定は
、例えば、上述した第１～第５の補正値設定方法を用いて行うことができる。
【０１１５】
　ステップＳ１０４において設定された補正値に基づいて、映像信号処理装置１００は入
力された映像信号のゲインを調整する（Ｓ１０６）。ここで、ステップＳ１０４では、補
正中心位置を基点として、表示画面の端部へ向かってゲインを減衰させるような補正値が
設定されるので、ステップＳ１０６において調整される映像信号は、表示画面の端部に対
応する映像信号ほどゲインが減衰したものとなる。
【０１１６】
　以上のように、本発明の実施形態に係る映像信号処理方法は、入力される映像信号に基
づいて分割領域ごとの平均輝度を算出し、算出した分割領域ごとの平均輝度に基づいて補
正中心位置を設定する。そして、設定した補正中心位置を基点として表示画面の表示位置
に応じた補正値を設定して、設定した補正値に基づいて入力される映像信号のゲインを調
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整する。ここで、本発明の実施形態に係る映像信号処理方法では、平均輝度が最も高い分
割領域（すなわち、共通電極の抵抗Ｒｏに起因する電圧降下による表示不良が生じる可能
性が高い分割領域）の信号レベルを所定の値よりも小さくする（または、所定の値以下と
する）ように映像信号のゲインが調整される。また、本発明の実施形態に係る映像信号処
理方法では、補正中心位置を基点として表示画面の端部へ向かってゲインを減衰させるこ
とによって輝度を制御するので、表示パネルにおいて消費される消費電力を低減させるこ
とができる。
【０１１７】
　したがって、本発明の実施形態に係る映像信号処理方法を用いることによって、映像信
号処理装置１００は、入力される映像信号に基づいて輝度を制御し、共通電極の抵抗に起
因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図ることができる。
【０１１８】
（本発明の実施形態に係る表示装置）
　次に、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００が適用された表示装置２００に
ついて説明する。以下では、本発明の実施形態に係る表示装置２００として、発光素子に
流れる電流に応じて発光する自発光型の表示装置である有機ＥＬディスプレイを例に挙げ
て説明する。ここで、有機ＥＬディスプレイが備える発光素子である有機ＥＬ素子は、Ｉ
Ｌ特性（電流－発光量特性）が線形であるため、発光素子に印加される電流量に応じて発
光する。なお、本発明の実施形態に係る表示装置２００が有機ＥＬディスプレイに限られ
ないことは、言うまでもない。
【０１１９】
　図１２は、本発明の実施形態に係る表示装置２００を示すブロック図である。なお、図
１２に示す表示装置２００は、本発明の実施形態に係る表示装置の一実施形態であり、本
発明の実施形態が図１２の構成に限定されるものではないことは、言うまでもない。また
、以下では、表示装置２００に入力される映像信号が、例えば、デジタル放送などで用い
られるデジタル信号であるとして説明するが、上記に限られず、例えば、アナログ放送な
どで用いられるアナログ信号とすることもできる。
【０１２０】
　図１２を参照すると、表示装置２００は、映像信号補正部２０２と、映像表示部２０４
とを備える。
【０１２１】
　また、表示装置２００は、例えば、ＭＰＵなどで構成され表示装置２００全体を制御す
ることが可能な表示装置制御部（図示せず）や、表示装置制御部が使用するプログラムや
演算パラメータなどの制御用データが記録されたＲＯＭ（図示せず）、表示装置制御部に
より実行されるプログラムなどを一次記憶するＲＡＭ（図示せず）、映像信号補正部２０
２において映像信号の補正に用いられるデータなどを記憶可能な表示装置記憶部（図示せ
ず）、ユーザが操作可能な表示装置操作部（図示せず）、放送局などから送信される映像
信号を受信する受信部（図示せず）などを備えてもよい。表示装置２００は、例えば、デ
ータの伝送路としてのバスにより上記各構成要素間を接続することができる。
【０１２２】
　ここで、表示装置記憶部（図示せず）としては、例えば、ハードディスクなどの磁気記
録媒体や、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリが挙げられるが、上記に限られない。
また、表示装置操作部としては、例えば、キーボードやマウスなどの操作入力デバイスや
、ボタン、方向キー、あるいは、これらの組み合わせなどが挙げられるが、上記に限られ
ない。
【０１２３】
　映像信号補正部２０２は、例えば、図５に示す映像信号処理装置１００と同様の構成を
有する。したがって、映像信号補正部２０２は、入力される映像信号に基づいて分割領域
ごとの平均輝度を算出して表示画面の表示位置に応じた補正値を設定し、映像信号のゲイ
ンを調整（補正）することができる。
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【０１２４】
　映像表示部２０４は、映像信号補正部２０２において補正された映像信号に基づいて、
画像を表示する。
【０１２５】
[映像表示部２０４の構成例]
　映像表示部２０４は、表示部２０６と、行駆動部２０８と、列駆動部２１０と、電源供
給部２１２と、表示制御部２１４とを備える。
【０１２６】
　表示部２０６は、上述した表示パネルに相当し、例えば、行列状に配置された複数の画
素を備える。例えば、ＳＤ（Standard　Definition）解像度の映像を表示する表示部は、
少なくとも６４０×４８０＝３０７２００（データ線×走査線）の画素を有し、カラー表
示のために当該画素が赤、緑、青のサブピクセル（sub　pixel）からなる場合には、６４
０×４８０×３＝９２１６００（データ線×走査線×サブピクセルの数）のサブピクセル
を有する。同様に、例えば、ＨＤ（High　Definition）解像度の映像を表示する表示部は
、１９２０×１０８０の画素を有し、カラー表示の場合には、１９２０×１０８０×３の
サブピクセルを有する。また、表示部２０６は、例えば行単位に共通電極を有し、各画素
はそれぞれ共通電極に接続される（例えば、上述した図１３に示すＧＮＤ）。
【０１２７】
[サブピクセル（発光素子）の適用例：有機ＥＬ素子を備える場合]
　各画素のサブピクセルを構成する発光素子が有機ＥＬ素子である場合には、ＩＬ特性（
電流－発光量特性）が線形となり、発光素子に印加された電流量に応じて発光する。した
がって、表示装置２００として有機ＥＬディスプレイが適用された場合には、表示装置２
００は、調整された映像信号が示す被写体の光量と、表示装置２００の発光素子から発光
される発光量との関係を線形とすることができるので、映像信号に忠実な映像や画像を表
示することができる。
【０１２８】
　また、表示部２０６は、画素ごとに印加する電圧量／電流量を制御するための画素回路
（例えば、図１３）を備える。画素回路は、例えば、印加される走査信号および電圧信号
により電流量を制御するためのスイッチ素子およびドライブ素子と、電圧信号を保持する
ためのキャパシタで構成される。また、上記スイッチ素子および上記ドライブ素子は、例
えば、薄膜トランジスタ（Thin　Film　Transistor）で構成される。ここで、上述した図
１３は、画素回路の一例であり、図１３の例ではトランジスタＴｒ１（駆動トランジスタ
）がドライブ素子に対応する。なお、図１３では、スイッチ素子に対応するトランジスタ
は省略されている。
【０１２９】
　行駆動部２０８、および列駆動部２１０は、表示部２０６が有する複数の画素に電圧信
号を印加して各画素を発光させる。ここで、行駆動部２０８、および列駆動部２１０は、
一方が画素のＯＮ／ＯＦＦを決定する電圧信号（走査信号）を印加し、他方が表示させる
映像に応じた電圧信号（映像信号）を印加する役割を果たす。
【０１３０】
　また、行駆動部２０８、および列駆動部２１０の駆動方式としては、例えば、上記行列
状に配置された画素ごとに発光させる点順次駆動走査方式、上記行列状に配置された画素
を一列ごとに発光させる線順次駆動走査方式、そして、上記行列状に配置された全ての画
素を発光させる面順次駆動走査方式などが挙げられる。なお、図１２に示す表示装置２０
０の映像表示部２０４は、行駆動部２０８と列駆動部２１０との２つの駆動部を備えてい
るが、本発明の実施形態に係る表示装置が１つの駆動部で構成できることは、言うまでも
ない。
【０１３１】
　電源供給部２１２は、行駆動部２０８および列駆動部２１０に電源を供給し、行駆動部
２０８および列駆動部２１０には電圧が印加される。また、電源供給部２１２が、行駆動
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部２０８および列駆動部２１０に印加する電圧の大きさは、映像信号補正部２０２により
補正された映像信号に応じて可変する。
【０１３２】
　表示制御部２１４は、例えば、ＭＰＵなどで構成され、映像信号補正部２０２により補
正された映像信号に応じて、行駆動部２０８および列駆動部２１０の一方に画素のＯＮ／
ＯＦＦを決定する電圧を画素に印加するための制御信号を入力し、また、他方に映像信号
を入力する。また、表示制御部２１４は、映像信号補正部２０２により補正された映像信
号に応じて、電源供給部２１２による行駆動部２０８および列駆動部２１０への電源の供
給を制御することもできる。
【０１３３】
　本発明の実施形態に係る表示装置２００は、図１２に示すような構成を有することによ
り、入力される映像信号を補正し、当該補正された映像信号に基づいて映像を表示するこ
とができる。
【０１３４】
　以上のように、本発明の実施形態に係る表示装置２００は、本発明の実施形態に係る映
像信号処理装置１００と同様の構成を有する映像信号補正部２０２と、映像信号に応じた
画像を表示する映像表示部２０４とを備える。したがって、表示装置２００は、映像信号
処理装置１００と同様に、入力される映像信号に基づいて輝度を制御し、共通電極の抵抗
に起因する電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図ることができる。
【０１３５】
　また、表示装置２００は、映像信号補正部２０２において用いられる補正値の設定方法
（例えば、上述した第１～第５の補正値設定方法）に応じて、上述した映像信号処理装置
１００と同様の効果を奏することができる。
【０１３６】
　上記では、本発明の実施形態として表示装置２００を挙げて説明したが、本発明の実施
形態は、かかる形態に限られない。例えば、本発明の実施形態は、有機ＥＬディスプレイ
、ＦＥＤ、ＰＤＰなど自発光型の多様な表示装置や、ＬＣＤなどの別途の光源を有する表
示装置に適用することができる。また、本発明の実施形態は、テレビジョン（Television
）放送を受信する受信装置に適用することができる。
【０１３７】
（表示装置２００に係るプログラム）
　コンピュータを、本発明の実施形態に係る表示装置２００として機能させるためのプロ
グラムによって、入力される映像信号に基づいて輝度を制御し、共通電極の抵抗に起因す
る電圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減とを図ることができる。
【０１３８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１３９】
　例えば、図５に示す本発明の実施形態に係る映像信号処理装置１００、および図１２に
示す表示装置２００では、入力される映像信号がデジタル信号であるとして説明したが、
かかる形態に限られない。例えば、本発明の実施形態に係る映像信号処理装置および本発
明の実施形態に係る表示装置が、例えば、Ａ／Ｄコンバータ（Analog　to　Digital　con
verter）をそれぞれ備え、入力されるアナログ信号（映像信号）をデジタル信号に変換し
て、当該変換後の映像信号を処理してもよい。また、本発明の実施形態に係る映像信号処
理装置および本発明の実施形態に係る表示装置は、例えば、各構成要素をアナログ回路で
構成することにより、アナログ信号（映像信号）を処理することもできる。
【０１４０】
　また、図１２に示す本発明の実施形態に係る表示装置２００は、映像信号補正部２０２
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と、映像表示部２０４とを備えているが、かかる形態に限られず、例えば、映像信号補正
部２０２と、映像表示部２０４が備える表示制御部２１４とを一体とすることもできる。
かかる構成であっても、表示制御部が入力された映像信号を補正し、補正した映像信号に
基づいて、列駆動部、行駆動部、電源供給部などを制御することができるので、上記の本
発明の実施形態に係る表示装置２００と同様に補正された映像信号に基づいて映像を表示
することができる。
【０１４１】
　上述した構成は、本発明の実施形態の一例を示すものであり、当然に、本発明の技術的
範囲に属するものである。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】本発明の実施形態に係る映像信号処理装置における共通電極の抵抗に起因する電
圧降下による表示不良の防止と消費電力の低減のためのアプローチを説明するための説明
図である。
【図２】本発明の実施形態に係る映像信号処理装置における処理の概要を説明するための
説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係る映像信号処理装置における処理の概要を説明するための
説明図である。
【図４】本発明の実施形態に係る映像信号処理装置における処理の概要を説明するための
説明図である。
【図５】本発明の実施形態に係る映像信号処理装置の一例を示すブロック図である。
【図６】本発明の実施形態に係る補正値設定部における第１の補正値設定方法を説明する
ための説明図である。
【図７】本発明の実施形態に係る補正値設定部における第２の補正値設定方法を説明する
ための説明図である。
【図８】本発明の実施形態に係る補正値設定部における第３の補正値設定方法を説明する
ための説明図である。
【図９】本発明の実施形態に係る補正値設定部における第４の補正値設定方法が対象とす
る問題を説明するための説明図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る補正値設定部における第４の補正値設定方法を説明す
るための説明図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る映像信号処理方法の一例を示す流れ図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る表示装置を示すブロック図である。
【図１３】画素回路の一例を概略的に示す説明図である。
【図１４】表示パネルの共通電極に生じる抵抗値を概略的に示す説明図である。
【図１５】共通電極に生じる抵抗の抵抗値が大きい場合における画素回路を概略的に示す
説明図である。
【図１６】共通電極に存在する抵抗Ｒｏによる電圧降下に起因した表示不良の一例を示す
説明図である。
【図１７】表示画面の物理的な中心点を基点として画面端部へ向かって輝度を下げる従来
の技術を用いた装置における問題を説明するための説明図である。
【符号の説明】
【０１４３】
　１００　　映像信号処理装置
　１０２　　平均輝度算出部
　１０４　　補正中心設定部
　１０６　　補正値設定部
　１０８　　ゲイン調整部
　２００　　表示装置
　２０２　　映像信号補正部
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　２０４　　映像表示部
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