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(57)【要約】
　装置は液晶ディスプレイを照明するバックライトと、
当該バックライトの照明を制御する制御モジュールとを
含むとしてもよい。
　制御モジュールは、第１の周波数でバックライトをオ
ンおよびオフにすることと、第２の周波数でバックライ
トをオンおよびオフにすることとの間で切り替えるとし
てもよい。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶ディスプレイを照明するバックライトの照明を制御する制御モジュールを備え、
　前記制御モジュールは第１の周波数で前記バックライトを交互にオンおよびオフににす
ることと、ならびに第２の周波数で前記バックライトをオンおよびオフにすることとを切
り替え、前記第２の周波数は前記第１の周波数と異なる装置。
【請求項２】
　前記バックライトは発光ダイオードまたは冷陰極蛍光ランプのいずれかである、請求項
１に記載の装置。
【請求項３】
　前記制御モジュールは、前記第１の周波数で前記バックライトをオンおよびオフにする
前記第１の周波数の第１のパルス幅変調信号と、前記第２の周波数で前記バックライトを
オンおよびオフにする前記第２の周波数の第２のパルス幅変調信号とを用いる、請求項１
または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１のパルス幅変調信号のデューティサイクルは、前記第２のパルス幅変調信号の
デューティサイクルに等しい、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記制御モジュールは少なくとも１分間隔で、第１の周波数で前記バックライトをオン
およびオフにし、少なくとも１分間隔で、第２の周波数で前記バックライトをオンおよび
オフにする、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　液晶ディスプレイの第１の部分を照明する第１のバックライトと、
　前記液晶ディスプレイの第２の部分を照明する第２のバックライトと、
　前記第１および第２のバックライトの前記照明を制御する制御モジュールとを備え、
　前記制御モジュールは、第１の周波数で前記第１のバックライトをオンおよびオフにし
、第２の周波数で前記第２のバックライトをオンおよびオフにし、前記第２の周波数は前
記第１の周波数と異なる装置。
【請求項７】
　前記第１および第２のバックライトは発光ダイオードまたは冷陰極蛍光ランプのいずれ
かである、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記制御モジュールは、前記第１の周波数で前記第１のバックライトをオンおよびオフ
にする前記第１の周波数の第１のパルス幅変調信号と、前記第２の周波数で前記第２のバ
ックライトをオンおよびオフにする前記第２の周波数の第２のパルス幅変調信号とを生成
する、請求項６または７に記載の装置。
【請求項９】
　前記第１のパルス幅変調信号のデューティサイクルは、前記第２のパルス幅変調信号の
デューティサイクルに等しい、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記制御モジュールは前記第１の周波数を第３の周波数に変更する、請求項６に記載の
装置。
【請求項１１】
　前記第３の周波数はランダムに選択される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記制御モジュールは前記第１の周波数を前記第３の周波数にランダムに変更する、請
求項１０または１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記液晶ディスプレイの第３の部分を照明する第３のバックライトを更に備える、請求
項６に記載の装置。
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【請求項１４】
　前記制御モジュールは前記第３のバックライトの前記照明を制御し、第３の周波数で前
記第３のバックライトをオンおよびオフにする、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　請求項６に記載の装置を備える、電子デバイス。
【請求項１６】
　第１の周波数で第１のバックライトをオンおよびオフにし、前記第１のバックライトは
液晶ディスプレイの第１の部分を照明する段階と、
　第２の周波数で第２のバックライトをオンおよびオフにし、前記第２のバックライトは
前記液晶ディスプレイの第２の部分を照明し、前記第２の周波数は前記第１の周波数と異
なる段階とを
　備える方法。
【請求項１７】
　前記第１のバックライトをオンおよびオフにする前記第１の周波数を変更する段階を更
に備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１の周波数をランダムな間隔でランダム周波数に変更する、請求項１７に記載の
方法。
【請求項１９】
　前記第２のバックライトをオンおよびオフにする前記第２の周波数を変更する段階を更
に備える、請求項１７または１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第２の周波数をランダムな間隔でランダム周波数に変更する、請求項１９に記載の
方法。
【請求項２１】
　第１の期間中に第１の周波数で前記第１のバックライトのみをオンおよびオフにし、第
２の期間中に第２の周波数で前記第２のバックライトのみをオンおよびオフにする、請求
項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　システムであって、
　バッテリと、
　前記バッテリからの電力を用いて、液晶ディスプレイを照明するバックライトと、
　第１の周波数で前記バックライトをオンおよびオフにすることと、第２の周波数で前記
バックライトをオンおよびオフにすることとの間で切り替えて、前記バックライトの前記
照明を制御し、前記第２の周波数は前記第１の周波数と異なる制御モジュールと
　を備えるシステム。
【請求項２３】
　前記バックライトは、発光ダイオードまたは冷陰極蛍光ランプのいずれかである、請求
項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記制御モジュールは、前記第１の周波数で前記バックライトをオンおよびオフにする
前記第１の周波数の第１のパルス幅変調信号と、前記第２の周波数で前記バックライトを
オンおよびオフにする前記第２の周波数の第２のパルス幅変調信号とを用いる、請求項２
２または２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記第１のパルス幅変調信号のデューティサイクルは、前記第２のパルス幅変調信号の
デューティサイクルに等しい、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記制御モジュールは少なくとも１分間隔で、第１の周波数で前記バックライトをオン
およびオフにし、少なくとも１分間隔で、第２の周波数で前記バックライトをオンおよび
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オフにする、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２７】
　プロセッサによって方法を実行するためのプログラムであって、前記方法は、
　第１の周波数で液晶ディスプレイを照明するバックライトをオンおよびオフにする手順
と、
　第２の周波数で前記バックライトをオンおよびオフにし、前記第２の周波数は前記第１
の周波数と異なる手順と
　を含むプログラム。
【請求項２８】
　制御モジュールは前記バックライトをオンおよびオフにし、前記制御モジュールは、前
記第１の周波数で前記バックライトをオンおよびオフにする前記第１の周波数の第１のパ
ルス幅変調信号と、前記第２の周波数で前記バックライトをオンおよびオフにする前記第
２の周波数の第２のパルス幅変調信号とを用いる、請求項２７に記載のプログラム。
【請求項２９】
　前記第１のパルス幅変調信号のデューティサイクルは、前記第２のパルス幅変調信号の
デューティサイクルに等しい、請求項２８に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　正確なテクスチャの検出および解析の性能は画像解析を行う場合に重要な課題である。
具合的には、テクスチャの検出および解析はフレームレートアップ変換、動画監視等のフ
レーム補間で用いる動作を検出するときに使用される。動画を扱うときのリアルタイムま
たはほぼリアルアイムでのそのような解析の性能は、実質的に計算的リソースを必要とす
る可能性がある。
【０００２】
　従って、テクスチャの位置、特に特定可能な周期性で反復する位置を特定するあまり複
雑でない解決法を提供する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　電子デバイスに用いる様々なディスプレイはバックライトを用いて実装されるとしても
よい。例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）はバックライト機能を必要とすることがある
。ディスプレイにおけるバックライトはディスプレイ用の照明を提供する。通常、バック
ライトはディスプレイ表面の後部または側面に位置付けられる。ＬＣＤでは、バックライ
トからの照明はディスプレイの表面上の液晶素子を照らす。液晶素子は電流によって制御
される向きに依存し、バックライトからの異なる量の照明がディスプレイ表面を通過して
発せられることを可能にし、ディスプレイ上に映像を提供する。
【０００４】
　バックライトを用いるＬＣＤの画質における近年の改善に伴い、高品質の映像コンテン
ツを容易に録画することができる。例えば、長編映画および他の著作権を有する資料をコ
ンピュータ、テレビ、または他の電子デバイスのＬＣＤスクリーンから録画することがで
きる。著作権を有する資料を高品質で録画する能力は、映画会社および著作権を有する作
品の他の所有者に懸念を生じさせる。その結果、これらの会社および個人はいくつかの場
合、および／または特定の条件下ではコンテンツをＬＣＤスクリーン上に表示することを
許可しようとしないことがある。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１Ａ】いくつかの実施形態による、例示的なシステム１００のブロック図である。
【０００６】
【図１Ｂ】いくつかの実施形態による、図１Ａのシステム１００における例示的な信号１
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４２のタイミング図解１４０である。
【０００７】
【図２】いくつかの実施形態による、例示的なシステム２００のブロック図である。
【０００８】
【図３】いくつかの実施形態による、例示的なシステム３００のブロック図である。
【０００９】
【図４】いくつかの実施形態による、例示的な方法４００のフローチャートである。
【００１０】
【図５】いくつかの実施形態による、図１Ａの例示的なシステム１００を組み込む例示的
なシステム５００のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１Ａはいくつかの実施形態による、例示的なシステム１００のブロック図である。シ
ステム１００は制御モジュール１１０、バックライト１２０、および液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）１３０を含む。バックライト１２０は、ＬＣＤ１３０を照明し得る照明１２２を
生成するとしてもよい。ＬＣＤ１３０は照明１２２を操作して、ＬＣＤ１３０から発せら
れる映像を形成するとしてもよい。
【００１２】
　ＬＣＤ１３０が照明１２２を操作して映像を形成するとき、照明１２２の基礎となる特
性のいくつかはＬＣＤに影響されないことがある。例えば、いくつかの実施形態において
、照明１２２のある変調は、ＬＣＤ１３０を通過するするときに影響されないことがある
。影響され得ない照明１２２の変調の１つのタイプはある周波数でバックライト１２０を
オンおよびオフにし、バックライト１２０にその周波数で照明１２２の規則的な閃光を生
成させることによって生成される。
【００１３】
　照明１２２の閃光が特定の周波数範囲を超える場合、閃光は人間の目によっては検出可
能でない場合がある。例えば、照明１２２の変調周波数がおよそ５０～６０ヘルツを超え
る場合、人間の目は変調を検出することができないことがある。しかし、人間の目によっ
て検出可能でない特定の周波数で、ＬＣＤ１３０が生成する映像を録画するために用いる
カムコーダーまたはカメラ等の録画装置は、照明１２２の閃光を録画することがある。例
えば、いくつかの実施形態において、６０～１０００ヘルツの範囲の周波数で閃光する照
明１２２を用いてＬＣＤ１３０を証明するとき、閃光を録画装置によって録画することが
できる。従って、人間の目によっては知覚不能であるが録画装置によって録画可能な周波
数で閃光する照明１２２を用いてＬＣＤ１３０を照明して、ＬＣＤ１３０がもたらす画質
は、人間の目に対しては維持されるが、録画装置に対しては劣化することがある。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、録画装置の画質は、照明１２２の閃光が線または他の好
ましくないアーチファクトとして録画映像に表示され得るので、劣化することがある。例
えば、ＬＣＤテレビスクリーン上に表示された映画を録画するカムコーダーは、照明１２
２が閃光すると、好ましくない線またはぼやけた部分が動画の録画映像に現れるので動画
の質を劣化させていることがある。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、録画装置は１つの周波数での照明１２２の閃光等を検出
し、変調について補正するとしてもよい。しかし、これらまたは他の実施形態において、
録画装置は２つ以上の周波数または変化する周波数で照明１２２の変調を補正できないこ
とがある。
【００１６】
　システム１００において、制御モジュール１１０は、第１の周波数でバックライト１２
０をオンおよびオフにしてバックライト１２０の照明１２２を制御するとしてもよい。バ
ックライト１２０がオンのとき、バックライト１２０は照明１２２を生成する。バックラ
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イト１２０がオフのとき、バックライト１２０は照明１２２を生成しない。従って、バッ
クライト１２０をオンおよびオフにすると、バックライト１２０が生成する照明１２２の
変調が生じる。また、制御モジュール１１０は、第２の周波数でバックライト１２０をオ
ンおよびオフにして第２の周波数でバックライト１２０が生成する照明１２２の変調を生
じさせ、バックライト１２０の照明１２２を制御するとしてもよい。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、制御モジュール１１０は、第１の周波数でバックライト
１２０をオンおよびオフにすることと、第２の周波数でバックライトをオンおよびオフに
することとの間で切り替えてもよい例えば、制御モジュール１１０は第１の周波数で第１
の期間中、バックライト１２０をオンおよびオフにするとしてもよい。次いで、制御モジ
ュール１１０は、第２の周波数で第２の期間中、バックライト１２０をオンおよびオフに
し、その後、制御モジュール１１０は第１の周波数で第３の期間中、バックライト１２０
をオンおよびオフにし、第２の周波数で第４の期間中、バックライト１２０をオンおよび
オフにするとしてもよい。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、制御モジュール１１０が第１および第２の第２の周波数
でバックライト１２０をオンおよびオフにする継続期間は、実質的に等しいか、または等
しくないとしてもよい。あるいは、または更に、制御モジュール１１０が第１および第２
の周波数でバックライト１２０をオンおよびオフにする継続期間は、常数またはランダム
であってもよい。いくつかの実施形態において、制御モジュール１１０が第１および第２
の周波数でバックライト１２０をオンおよびオフにする継続期間は、ある所定の間隔より
も常に長いとしてもよい。例えば、この間隔は２０秒、３０秒、１分、２分、または他の
いくつかの間隔であってもよい。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、第１および第２の周波数は、制御モジュール１１０が第
１の周波数でバックライト１２０をオンおよびオフにすることと、第２の周波数でバック
ライト１２０をオンおよびオフにすることとの間で切り替えるとき、定数であるとしても
よい。他の実施形態において、第１および／または第２の周波数は、制御モジュール１１
０がバックライト１２０を第１の周波数でオンおよびオフにすることと、第２の周波数で
オンおよびオフにすることとの間で切り替えるときに変更されてもよい。例えば、いくつ
かの実施形態において、制御モジュール１１０は第１の周波数を変更するが、第１の周波
数でバックライト１２０をオンおよびオフにするとしてもよい。他の実施形態において、
制御モジュール１１０は第１の周波数を変更するが、第２の周波数でバックライト１２０
をオンおよびオフにするとしてもよい。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、第１および第２の周波数は予め定めるとしてもよい。あ
るいは、または更に、第１および第２の周波数はある範囲の周波数からランダムに選択す
るとしてもよい。例えば、第１および第２の周波数は６０～１０００ヘルツの範囲の周波
数からランダムに選択するとしてもよい。
【００２１】
　あるいは、または更に、第１および第２の周波数は録画機器の録画周波数に基いて決定
するとしてもよい。例えば、録画装置の１組の知られた録画周波数を前提に、第１および
第２の周波数は録画周波数の調和振動数にならないように決定するとしてもよい。例えば
、録画装置用に知られた録画周波数が２４、３０、および６０ヘルツである場合、録画装
置の１つまたは複数の調和振動数は７２、９０、９６、１２０、１４４、１５０、１６８
、１８０、１９２、２１０、２１６、２４０、２６４、２７０、および他の周波数であっ
てもよい。第１および第２の周波数が録画装置の調和振動数である場合、録画映像の質は
、第１および第２の周波数でバックライト１２０をオンおよびオフにしても劣化しないこ
とがある。
【００２２】
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　更に、第１および第２の周波数が録画周波数の高調波に近くなるほど、録画映像の質の
劣化が生じることは少なくなる。従って、いくつかの実施形態において、第１および第２
の周波数は録画映像の更なる劣化をもたらし得る範囲内で選択するとしてもよい。例えば
、録画装置の録画周波数が２４、３０、および６０ヘルツである場合、いくつかの実施形
態において、更なる録画映像の劣化をもたらし得る周波数の範囲は、とりわけ、１００～
１１５ヘルツ、１２５～１３９ヘルツ、１９８～２０５ヘルツ、２２１～２３５ヘルツ、
および２４５～２５９ヘルツの周波数を含むとしてもよい。いくつかの実施形態において
、第１および第２の周波数は同一の範囲内で選択するとしてもよい。他の実施形態におい
て、第１および第２の周波数は同一の範囲内で選択しないとしてもよい。いくつかの実施
形態において、第１および第２の周波数は更なる録画映像の劣化をもたらす周波数の範囲
からランダムに選択するとしてもよい。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、制御モジュール１１０は有効および無効にすることがで
きる。有効にすると、制御モジュール１１０は第１および第２の周波数でバックライト１
２０をオンおよびオフにするとしてもよい。無効にすると、制御モジュール１１０はバッ
クライト１２０が通常の動作を行うことを可能にするとしてもよい。例えば、いくつかの
実施形態において、制御モジュール１１０は録画映像の劣化が所望である私的なコンテン
ツ、著作権を有するコンテンツ、および／または任意のコンテンツがＬＣＤ１３０上に表
示されることを示す信号を受信するとしてもよい。この信号は、制御モジュール１１０が
第１の周波数でバックライト１２０をオンおよびオフにすることと、第２の周波数でバッ
クライトをオンおよびオフにすることとの間で切り替えることを可能にするとしてもよい
。あるいは、または更に、制御モジュール１１０は、１つまたは複数の他の要素に基き、
有効または無効にすることについて自己決定を行うとしてもよい。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、バックライト１２０は発光ダイオード、電界発光パネル
、冷陰極蛍光ランプ、白熱電球、編み込み光ファイバーメッシュ、温陰極蛍光ランプ、ま
たは他の発光素子を用いて実装するとしてもよい。いくつかの実施形態において、バック
ライト１２０は１つまたは複数の個別の発光素子で構成されるとしてもよい。例えば、い
くつかの実施形態において、バックライト１２０は複数の発光ダイオードを含むとしても
よい。これらおよび他の実施形態において、複数の発光ダイオードの全ては、第１または
第２の周波数で制御モジュール１１０によって共にオンおよびオフにするとしてもよい。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、ＬＣＤ１３０は、デスクトップコンピュータ、ラップト
ップコンピュータ、テレビ、タブレット、ビデオゲームコンソール、スマートフォン、ま
たは他の電子デバイス用のディスプレイの一部であってもよい。いくつかの実施形態にお
いて、制御モジュール１１０はハードウェア、プログラマブル論理、ソフトウェア、また
はそれらの組み合わせを用いて実装するとしてもよい。いくつかの実施形態において、制
御モジュール１１０は、ＬＣＤディスプレイを含むシステム内の別のモジュールの一部で
あってもよい。いくつかの実施形態において、制御モジュール１１０はバックライト１２
０に一体化するとしてもよい。
【００２６】
　図１Ｂはいくつかの実施形態による、図１Ａのシステム１００における例示的な信号１
４２のタイミング図解１４０である。タイミング図解１４０は期間１６０、１６２、１６
４、１６６、および信号１４２を例示する。いくつかの実施形態において、信号１４２は
、制御モジュール１１０によって生成し、バックライト１２０に送信し、ある周波数でバ
ックライト１２０をオンおよびオフにしてバックライト１２０の照明を制御するとしても
よい。信号１４２は、高いレベル１５２にあることと低いレベル１５４にあることとの間
で切り替えるとしてもよい。高いレベル１５２で、信号１４２はバックライト１２０をオ
ンにするとしてもよい。低レベル１５４で、信号１４２はバックライト１２０をオフにす
るとしてもよい。各期間１６０、１６２、１６４、１６６の間、信号１４２は高いレベル
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１５２に、次いで低いレベル１５４に遷移して、バックライト１２０をオンにし、その後
オフにするとしてもよい。所定の時間内に生じるいくつかの期間は、信号１４２がバック
ライト１２０をオンおよびオフにする周波数を決定する。例えば、２００の期間が１秒以
内に生じた場合、バックライト１２０を１秒で２００回オンおよびオフにしたことを意味
し、バックライト１２０を２００ヘルツの周波数でオンおよびオフにすることになる。い
くつかの実施形態において、制御モジュール１１０は、パルス幅変調を用いて信号１４２
を生成するとしてもよい。これらおよび他の実施形態において、１つの期間中に低いレベ
ル１５４と比較して信号１４２が高いレベル１５２にある時間の比率である、信号１４２
のデューティサイクルは、デューティサイクルが１００パーセント未満にとどまる限り、
調整されるとしてもよい。制御モジュール１１０が第１および第２の信号を用いて、第１
の周波数でバックライト１２０をオンおよびオフにすることと、第２の周波数でバックラ
イト１２０をオンおよびオフにすることとの間で切り替えるいくつかの実施形態において
、第１および第２の信号のデューティサイクルは実質的に等しいとしてもよい。第１およ
び第２の周波数のデューティサイクルが実質的に等しくない場合、デューティサイクルが
変化すると、人間の目はＬＣＤ１３０から発する照明１２２の強度における変化を検出す
るとしてもよい。
【００２７】
　図２は、いくつかの実施形態による、例示的なシステム２００のブロック図である。シ
ステム２００は、制御モジュール２１０、第１および第２のバックライト２２０、２２２
、ならびにＬＣＤ２３０を含む。第１のバックライト２２０は照明２２１を生成し、ＬＣ
Ｄ２３０の第１の部分２３２を照明するとしてもよい。第２のバックライト２２２は照明
２２３を生成し、ＬＣＤ２３０の第２の部分２３４を照明するとしてもよい。制御モジュ
ール２１０は第１および第２のバックライト２２０、２２２の両方に接続され、第１の周
波数で第１のバックライト２２０をオンおよびオフにし、第２の周波数で第２のバックラ
イト２２２をオンおよびオフにして、第１および第２のそれぞれのバックライト２２０、
２２２によって生成された照明２２１、２２３を制御するとしてもよい。いくつかの実施
形態において、第２の周波数は第１の周波数と同一であるか、またはこれと異なってもよ
い。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、制御モジュール２１０は第１の周波数で第１の制御信号
を第１のバックライト２２０に送信し、第１の周波数で第１のバックライト２２０をオン
およびオフにするとしてもよい。また、制御モジュール２１０は第２の周波数で第２の制
御信号を第２のバックライト２２２に送信し、第２の周波数で第２のバックライト２２２
をオンおよびオフにするとしてもよい。いくつかの実施形態において、第１および第２の
制御信号はパルス幅変調信号であってもよい。あるいは、または更に、第１および第２の
制御信号は同一または類似のデューティサイクルを有するとしてもよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、制御モジュール２１０はいずれかの制御信号の周波数を
変更し、それによってバックライト２２０、２２２をオンおよびオフにする周波数を変更
するとしてもよい。制御モジュール２１０は、いずれかの制御信号の周波数を周期的また
はランダムに変更するとしてもよい。いくつかの実施形態において、制御モジュール２１
０は、制御信号の周波数のいずれかを変更する間の最小時間間隔をおいて待つとしてもよ
い。例えば、いくつかの実施形態において、最小時間間隔は２０秒、３０秒、１分、２分
、または他のいくつかの間隔であってもよい。いくつかの実施形態において、制御信号の
周波数は、同一の時間または異なる時間で変更されるとしてもよい。制御モジュール２１
０は、周波数の１つの範囲または周波数の複数の範囲から所定周波数またはランダム周波
数に、制御信号の周波数を変更するとしてもよい。例えば、いくつかの実施形態において
、制御モジュール２１０は、上述のように録画映像の更なる劣化をもたらす周波数の範囲
から周波数をランダムに選択するとしてもよい。
【００３０】
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　いくつかの実施形態において、制御モジュール２１０は第１および第２のバックライト
２２０、２２２を制御し、従ってバックライト２２０、２２２のうちの一方のみをある時
間にオンおよびオフにするが、バックライト２２０、２２２のうちの他方は録画映像を劣
化させないとしてもよい。例えば、制御モジュール２１０は第１の期間中に第１の周波数
で第１のバックライト２２０をオンおよびオフにするが、第２の周波数で第２のバックラ
イト２２２をオンおよびオフにしないとしてもよい。第２の期間に、制御モジュールは第
２の周波数で第２のバックライト２２２をオンおよびオフにするが、第１の周波数で第１
のバックライト２２０をオンおよびオフにしないとしてもよい。これらおよび他の実施形
態において、録画映像の一部のみを任意の時間に劣化させるとしてもよい。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、バックライト２２０、２２２は、発光ダイオード、電界
発光パネル、冷陰極蛍光ランプ、白熱電球、編み込み光ファイバーメッシュ、温陰極蛍光
ランプ、または他の発光素子を用いて実装するとしてもよい。いくつかの実施形態におい
て、バックライト２２０、２２２は、同一または異なる発光素子を用いて実装するとして
もよい。更に、いくつかの実施形態において、各バックライト２２０、２２２は１つまた
は複数の個別の発光素子から構成されるとしてもよい。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、システム２００は、ＬＣＤ２３０の第３の部分を照明す
る照明を生成し得る、第３のバックライトを含むとしてもよい。制御モジュール２１０は
第３の周波数で第３のバックライトをオンおよびオフにして、第３のバックライトが生成
する照明を制御するとしてもよい。更に、いくつかの実施形態において、ＬＣＤ２３０の
ために照明を生成する個別の各発光素子は、制御モジュール２１０または他の何らかのモ
ジュールによって制御され、同一もしくは異なる周波数、または周波数の何らかの組み合
わせで個別の発光素子のそれぞれをオンおよびオフにするとしてもよい。
【００３３】
　図３は、いくつかの実施形態による、例示的なシステム３００のブロック図である。シ
ステム３００は制御モジュール３１０、第１および第２のバックライト３２０、３２２、
およびＬＣＤ３３０を含む。第１のバックライト３２０は、ＬＣＤ３３０の第１の部分３
３２を照明する照明３２１を生成する、複数の発光ダイオードであってもよい。第１のバ
ックライト３２０は、第１のスイッチ３２６を閉じると、照明３２１を生成するとしても
よい。閉位置で、第１のスイッチ３２６は電圧ＶＤＤと接地との間の第１のバックライト
３２０を結合し、電流が第１のバックライト３２０を通って流れることを可能にし、バッ
クライト３２０内の発光ダイオードに照明３２１を生成させるとしてもよい。第１のスイ
ッチ３２６が開くとき、電流は第１のバックライト３２０を通って流れず、従って照明３
２１を生成しないとしてもよい。
【００３４】
　第２のバックライト３２２は、ＬＣＤ３３０の第２の部分３３４を照明する照明３２３
を生成する、複数の発光ダイオードであってもよい。第２のバックライト３２２は、第２
のスイッチ３２８を閉じると、照明３２３を生成するとしてもよい。閉位置で、第２のス
イッチ３２８はＶＤＤと接地との間の第２のバックライト３２２を結合し、電流が第２の
バックライト３２２を通って流れることを可能にし、第２のバックライト３２２内の発光
ダイオードに照明３２３を生成させるとしてもよい。第２のスイッチ３２８が開くと、電
流は第２のバックライト３２２を通って流れず、従って照明３２３を生成しないとしても
よい。いくつかの実施形態において、第１および第２のスイッチ３２６、３２８はトラン
ジスタ、または他のいくつかのタイプのスイッチまたはスイッチング回路であってもよい
。
【００３５】
　制御モジュール３１０は第１および第２のスイッチ３２６、３２８の両方の動作を制御
するとしてもよい。第１および第２のそれぞれの周波数で第１および第２のスイッチ３２
６、３２８をオンおよびオフにして、制御モジュール３１０は、第１および第２のそれぞ
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れの周波数で第１および第２のバックライト３２０、３２２をオンおよびオフにするとし
てもよい。いくつかの実施形態において、制御モジュール３１０は、スイッチ３２６、３
２８のそれぞれにパルス幅変調信号を提供して第１および第２のスイッチ３２６、３２８
の動作を制御するとしてもよい。これらおよび他の実施形態において、制御モジュール３
１０は、２つの出力部を有するパルス幅変調信号生成装置であってもよい。いくつかの実
施形態において、制御モジュール３１０は、図１Ａおよび２を参照する上述の制御信号の
周波数を変更および／または決定するとしてもよい。
【００３６】
　図４は、いくつかの実施形態による、例示的な方法４００のフローチャートである。方
法４００は、例えば、図２を参照して説明したシステム２００によって実行するとしても
よい。本明細書に記載するフローチャートは行為に固定された順序を必ずしも意味せず、
実施可能な任意の順序で実施形態を実行することができる。本明細書に説明する方法のい
ずれもハードウェア、ソフトウェア（マイクロコードを含む）、またはハードウェアおよ
びソフトウェアの組み合わせによって実行することができることに留意されたい。例えば
、ストレージ媒体は、マシンによって実行すると、本明細書に説明する実施形態のいずれ
かによる性能をもたらす命令を記憶する。
【００３７】
　４１０で、第１の周波数で第１のバックライトをオンおよびオフにするとしてもよい。
第１のバックライトはＬＣＤの第１の部分を照明するとしてもよい。４２０で、第２の周
波数で第２のバックライトをオンおよびオフにするとしてもよい。第２のバックライトは
ＬＣＤの第２の部分を照明するとしてもよい。いくつかの実施形態において、第１および
第２の周波数は異なる。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、方法４００は、第１のバックライトをオンおよびオフに
する第１の周波数を変更する段階を更に含むとしてもよい。あるいは、または更に、方法
４００は、第２のバックライトをオンおよびオフにする第２の周波数を変更する段階を更
に含むとしてもよい。第１および第２の周波数は、所定周波数、ランダム周波数、または
それらのいくつかの組み合わせに変更するとしてもよい。いくつかの実施形態において、
第１および第２の周波数は、およそ６０～１０００ヘルツの範囲等の周波数範囲から選択
されたランダム周波数に変更するとしてもよい。あるいは、または更に、第１および第２
の周波数は、周波数の複数の範囲から選択されたランダム周波数に変更するとしてもよい
。いくつかの実施形態において、複数の範囲の周波数は、ＬＣＤから映像を録画し得る録
画装置の録画周波数および調和振動数に依存することがある。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、第１および第２の周波数のうちの一方を変更し、他方は
変更しないとしてもよい。いくつかの実施形態において、第１および第２の周波数は、ラ
ンダムな間隔または設定間隔で変更するとしてもよい。いくつかの実施形態において、ラ
ンダムな間隔または設定間隔は１分より長くてもよい。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、第１の期間中に第１の周波数で第１のバックライトのみ
をオンおよびオフにするとしてもよく、第２の期間中に第２の周波数で第２のバックライ
トのみをオンおよびオフにするとしてもよい。これらおよび他の実施形態において、第１
の期間は同一であるか、第２の期間よりも長いか、または短くてもよい。いくつかの実施
形態において、本方法は、第１および第２の周波数と異なる第３の周波数で第３のバック
ライトをオンおよびオフにする段階を更に含むとしてもよい。第３のバックライトはＬＣ
Ｄの第３の部分を照明するとしてもよい。いくつかの実施形態において、方法４００は、
ＬＣＤから録画装置によって記録した映像の画質を劣化させるように実行するとしてもよ
い。
【００４１】
　図５はいくつかの実施形態による、図１Ａの例示的なシステム１００を組み込む例示的
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なシステム５００のブロック図である。システム５００はシステム１００、ならびに１つ
または複数の他のモジュールを含むとしてもよい。例えば、いくつかの実施形態において
、システム５００はデスクトップモニタ、ラップトップコンピュータ、テレビ、タブレッ
ト、ビデオゲームコンソール、スマートフォン、または他の電子デバイスであってもよい
。ＬＣＤ１３０はシステム５００内のディスプレイであってもよく、システム５００内の
１つまたは複数のモジュールから信号を受信するとしてもよい。制御モジュール１１０は
別個のモジュールであってもよく、またはシステム５００内の１つまたは複数のモジュー
ルに一体化してもよい。いくつかの実施形態によれば、制御モジュール１１０はＬＣＤ１
３０に電力供給するバッテリを含む。
【００４２】
　特定のシステム、ハードウェア、およびインターフェース構成を本明細書で説明したが
、実施形態は、その他のタイプのシステム、ハードウェア、および／またはインターフェ
ース構成を用いて実行することができる。同様に、具体的な方法を説明したが、本明細書
に説明した実施形態に関して任意の数の他のタイプの方法を実行することができる。
【００４３】
　本明細書で説明するいくつかの実施形態は例示のみのためのものである。当業者は、特
許請求の範囲によって限定される変更形態および改変形態を用いて他の実施形態を実施し
得ることを本明細書から理解するであろう。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】



(12) JP 2015-512054 A 2015.4.23

【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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