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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像データに基づき、線状または面状に配列される複数の表示装置における各表示
画面上に表示される各画像を表す出力画像データを出力する画像処理装置であって、
　前記入力画像データにより表される入力画像を、前記表示画面上に表示するための表示
解像度に変換し、拡大画像データとして出力する画像解像度変換部と、
　前記画像解像度変換部から出力される前記拡大画像データにより表される拡大画像を、
前記複数の表示装置の間の境界に位置する額縁領域を考慮して、前記複数の表示装置の表
示画面上にそれぞれ表示されるべき複数の画像に分割し、当該複数の画像をそれぞれ表す
複数の画像データを前記額縁領域の周辺で表示輝度が増加するように補正することにより
複数の分割画像データを生成して出力する画像分割出力部と、
　前記入力画像データに基づき、表示される画像の輝度が増加するように、前記画像に応
じた輝度補正データを算出し出力する補正データ算出部と、
　前記補正データ算出部から出力される前記輝度補正データに基づき、前記分割画像デー
タにより表される画像の輝度を補正した出力画像データをそれぞれ出力する画像信号処理
部と
を備え、
　前記補正データ算出部は、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場合には
、当該複数の画像のそれぞれの画像毎に、当該画像に基づき、当該画像に対応する前記拡
大画像内の領域において表示される画像の輝度が増加するように輝度補正データを算出し
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て出力し、
　前記画像信号処理部は、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場合には、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
該複数の画像におけるいずれか１つの画像に対応する前記拡大画像内の１つの画像の少な
くとも一部のみを含む分割画像の輝度を、前記入力画像内の当該１つの画像につき前記補
正データ算出部により算出される輝度補正データに基づき補正することにより、前記出力
画像データを生成し、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
該複数の画像におけるいずれか２つ以上の画像に対応する前記拡大画像内の２つ以上の画
像のそれぞれの少なくとも一部を含む分割画像における当該２つ以上の画像の輝度を、前
記入力画像内の当該２つ以上の画像につき前記補正データ算出部によりそれぞれ算出され
る２つ以上の輝度補正データに基づきそれぞれ補正することにより、前記出力画像データ
を生成することを特徴とする、画像処理装置。
【請求項２】
　前記補正データ算出部は、
　　前記入力画像データに含まれる画素輝度の度数分布を示す値を算出し、算出された当
該値に基づき、前記輝度補正データを算出し、
　　前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場合には、当該複数の画像のそれ
ぞれの領域毎に、当該領域における画素輝度の度数分布を示す値を算出し、算出された当
該値に基づき前記輝度補正データ算出することを特徴とする、請求項１に記載の画像処理
装置。
【請求項３】
　前記補正データ算出部は、前記度数分布を示す値に基づき、前記度数分布が低輝度側に
偏る場合には、高輝度側に偏る場合よりも、表示されるべき画素の輝度が増加するように
ゲイン値を設定し、設定された当該ゲイン値を前記輝度補正データとして出力し、
　前記画像信号処理部は、前記分割画像データにより表される画像の輝度に対して前記ゲ
イン値を乗算することにより得られる値に基づき、前記出力画像データをそれぞれ出力す
ることを特徴とする、請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記補正データ算出部は、前記入力画像の少なくとも一部の輝度に対して、前記設定さ
れたゲイン値を乗算した値が、前記表示装置において表示可能な最大輝度値を超えるか否
かを判定し、超えると判定される画素の数または割合が所定の閾値を超える場合には、前
記設定されたゲイン値を小さくし、当該超えると判定される画素の数または割合が当該閾
値以下である場合には、前記設定されたゲイン値を、前記分割画像データにより表される
画像の輝度に対して乗算すべき前記ゲイン値として確定することを特徴とする、請求項３
に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記補正データ算出部は、前記設定されたゲイン値を所定の低減量だけ小さくしたゲイ
ン値を新たなゲイン値として再設定し、さらに前記入力画像の少なくとも一部の輝度に対
して、前記再設定されたゲイン値を乗算した値が、前記表示装置において表示可能な最大
輝度値を超えるか否かを判定し、超えると判定される画素の数または割合が所定の閾値を
超える場合には、所定量だけ前記設定されたゲイン値を小さくし、超えないと判定される
まで、前記所定量だけ前記設定されたゲインを小さくし、前記判定を行うことを繰り返し
、当該超えると判定される画素の数または割合が当該閾値以下である場合には、前記設定
されたゲイン値を、前記分割画像データにより表される画像の輝度に対して乗算すべき前
記ゲイン値として確定することを特徴とする、請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記補正データ算出部は、外部から画像調整のための情報を含む信号を受け取り、前記
入力画像データに基づくと共に当該信号に含まれる情報に基づき、前記輝度補正データを
算出することを特徴とする、請求項１に記載の画像処理装置。
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【請求項７】
　複数の入力画像データに基づき、線状または面状に配列される複数の表示装置における
各表示画面上に表示される各画像を表す出力画像データを出力する画像処理装置であって
、
　前記複数の入力画像データにより表される複数の入力画像を、前記表示画面上の所定位
置に表示するための表示解像度に変換し、拡大画像データとして出力する画像解像度変換
部と、
　前記画像解像度変換部から出力される前記拡大画像データにより表される複数の拡大画
像を、前記表示画面上の前記位置にそれぞれ表示するよう合成した画像とみなして、かつ
、前記複数の表示装置の間の境界に位置する額縁領域を考慮して、前記複数の表示装置の
表示画面上にそれぞれ表示されるべき複数の画像に分割し、当該複数の画像をそれぞれ表
す複数の画像データを前記額縁領域の周辺で表示輝度が増加するように補正することによ
り複数の分割画像データを生成して出力する画像分割出力部と、
　前記複数の入力画像のそれぞれの入力画像毎に、当該入力画像に基づき、当該入力画像
に対応する拡大画像の領域に表示される画像の輝度が増加するように輝度補正データを算
出して出力する補正データ算出部と、
　前記補正データ算出部から出力される前記輝度補正データに基づき、前記分割画像デー
タにより表される画像の輝度を補正した出力画像データをそれぞれ出力する画像信号処理
部と
を備え、
　前記画像信号処理部は、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記複数の入力画像
におけるいずれか１つの入力画像に対応する１つの拡大画像の少なくとも一部のみを含む
分割画像の輝度を、当該１つの入力画像につき前記補正データ算出部により算出される輝
度補正データに基づき補正することにより、前記出力画像データを生成し、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記複数の入力画像
におけるいずれか２つ以上の入力画像に対応する２つ以上の拡大画像のそれぞれの少なく
とも一部を含む分割画像における当該２つ以上の拡大画像の輝度を、当該２つ以上の入力
画像につき前記補正データ算出部によりそれぞれ算出される２つ以上の輝度補正データに
基づきそれぞれ補正することにより、前記出力画像データを生成することを特徴とする、
画像処理装置。
【請求項８】
　入力画像データに基づき、線状または面状に配列される複数の表示画面上に、前記入力
画像データに対応する画像を表示するシステムであって、
　前記入力画像データにより表される入力画像を、前記表示画面上に表示するための表示
解像度に変換し、拡大画像データとして出力する画像解像度変換部と、
　前記画像解像度変換部から出力される前記拡大画像データにより表される拡大画像を、
前記複数の表示装置の間の境界に位置する額縁領域を考慮して、前記複数の表示装置の表
示画面上にそれぞれ表示されるべき複数の画像に分割し、当該複数の画像をそれぞれ表す
複数の画像データを前記額縁領域の周辺で表示輝度が増加するように補正することにより
複数の分割画像データを生成して出力する画像分割出力部と、
　前記入力画像データに基づき、表示される画像の輝度が増加するように、前記画像に応
じた輝度補正データを算出し出力する補正データ算出部と、
　前記補正データ算出部から出力される前記輝度補正データに基づき、前記分割画像デー
タにより表される画像の輝度が補正された出力画像データをそれぞれ出力する画像信号処
理部と、
　前記出力画像データに基づき画像を表示する前記複数の表示画面を含む複数の表示部と
を備え、
　前記補正データ算出部は、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場合には
、当該複数の画像のそれぞれの画像毎に、当該画像に基づき、当該画像に対応する前記拡
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大画像内の領域において表示される画像の輝度が増加するように輝度補正データを算出し
て出力し、
　前記画像信号処理部は、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場合には、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
該複数の画像におけるいずれか１つの画像に対応する前記拡大画像内の１つの画像の少な
くとも一部のみを含む分割画像の輝度を、前記入力画像内の当該１つの画像につき前記補
正データ算出部により算出される輝度補正データに基づき補正することにより、前記出力
画像データを生成し、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
該複数の画像におけるいずれか２つ以上の画像に対応する前記拡大画像内の２つ以上の画
像のそれぞれの少なくとも一部を含む分割画像における当該２つ以上の画像の輝度を、前
記入力画像内の当該２つ以上の画像につき前記補正データ算出部によりそれぞれ算出され
る２つ以上の輝度補正データに基づきそれぞれ補正することにより、前記出力画像データ
を生成することを特徴とする、画像表示システム。
【請求項９】
　前記複数の表示部を含む複数の表示装置にそれぞれ含まれ、外部から画像調整のための
情報を含む信号を受け取り、当該信号に含まれる情報に基づき、前記複数の分割画像デー
タにより表される複数の分割画像のうちの対応する分割画像に対する補正処理を行う画像
調整処理部をさらに備え、
　前記画像信号処理部は、前記複数の表示装置にそれぞれ含まれ、前記補正データ算出部
から対応する輝度補正データを受け取り、受け取った輝度補正データに基づき、前記画像
調整処理部によって補正処理が行われた対応する分割画像に対して、前記輝度が補正され
た出力画像データを生成し、対応する表示部に出力することを特徴とする、請求項８に記
載の画像表示システム。
【請求項１０】
　前記画像信号処理部は、前記画像調整処理部によって行われた前記補正処理に応じて、
前記受け取った輝度補正データを修正し、修正された輝度補正データに基づき、前記画像
調整処理部によって補正処理が行われた対応する分割画像に対して、前記輝度が補正され
た出力画像データを生成し、対応する表示部に出力することを特徴とする、請求項９に記
載の画像表示システム。
【請求項１１】
　前記複数の表示装置は、少なくとも前記輝度補正データを伝送する信号線によりデイジ
ーチェイン接続されることを特徴とする、請求項９に記載の画像表示システム。
【請求項１２】
　入力画像データに基づき、線状または面状に配列される複数の表示装置における各表示
画面上に表示される各画像を表す出力画像データを出力する画像表示方法であって、
　前記入力画像データにより表される入力画像を、前記表示画面上に表示するための表示
解像度に変換し、拡大画像データとして出力する画像解像度変換ステップと、
　前記画像解像度変換ステップにおいて出力される前記拡大画像データにより表される拡
大画像を、前記複数の表示装置の間の境界に位置する額縁領域を考慮して、前記複数の表
示装置の表示画面上にそれぞれ表示されるべき複数の画像に分割し、当該複数の画像をそ
れぞれ表す複数の画像データを前記額縁領域の周辺で表示輝度が増加するように補正する
ことにより複数の分割画像データを生成して出力する画像分割出力ステップと、
　前記入力画像データに基づき、表示される画像の輝度が増加するように、前記画像に応
じた輝度補正データを算出し出力する補正データ算出ステップと、
　前記補正データ算出ステップにおいて出力される前記輝度補正データに基づき、前記分
割画像データにより表される画像の輝度を補正した出力画像データをそれぞれ出力する画
像信号処理ステップと
を備え、
　前記補正データ算出ステップでは、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる
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場合には、当該複数の画像のそれぞれの画像毎に、当該画像に基づき、当該画像に対応す
る前記拡大画像内の領域において表示される画像の輝度が増加するように輝度補正データ
を算出して出力し、
　前記画像信号処理ステップでは、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場
合には、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
該複数の画像におけるいずれか１つの画像に対応する前記拡大画像内の１つの画像の少な
くとも一部のみを含む分割画像の輝度を、前記入力画像内の当該１つの画像につき前記補
正データ算出ステップにより算出される輝度補正データに基づき補正することにより、前
記出力画像データを生成し、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
該複数の画像におけるいずれか２つ以上の画像に対応する前記拡大画像内の２つ以上の画
像のそれぞれの少なくとも一部を含む分割画像における当該２つ以上の画像の輝度を、前
記入力画像内の当該２つ以上の画像につき前記補正データ算出ステップによりそれぞれ算
出される２つ以上の輝度補正データに基づきそれぞれ補正することにより、前記出力画像
データを生成することを特徴とする、画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像表示システム、および画像表示方法に関し、より詳細に
は複数の表示装置で１つ以上の画像を表示させるための画像処理装置、画像表示システム
、および画像表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、表示装置は大型化および高解像度化が進み、多数の人に視聴されるインフォメー
ション用表示装置やデジタルサイネージ用表示装置として、液晶表示装置が広く使用され
る。
【０００３】
　しかし液晶表示装置の画面の大きさには製造工程による限界があり、また大画面の液晶
表示装置は一般的に高価である。そこで、複数の液晶表示装置を面状（場合によっては線
状）に隣接するよう配置した、いわゆるマルチディスプレイと呼ばれる装置が用いられる
ことがある。このマルチディスプレイ装置は、安価に大画面が得られるため、デジタルサ
イネージ用途などに広く用いられている。
【０００４】
　このような用途で使用される液晶表示装置は、一般的に高い視認性が要求され、しかも
視認性が低下しやすい屋外などに配置されることが多い。そのため、従来より、視認性を
改善するための様々な輝度補正手法が使用されている。
【０００５】
　例えば特開２００７－２４８９３５号公報には、映像入力信号を変換することにより得
られる入力映像の明度および彩度に応じた補正値を算出し、算出された補正値と周囲の照
度に基づき、入力映像の明度および彩度を補正する画像処理装置の構成が開示されている
。この構成によって、表示される映像の画質および視認性を改善することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２４８９３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、マルチディスプレイ装置の場合、複数の液晶表示装置によって典型的には１つ
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の画像を分割して表示する。そのため、特開２００７－２４８９３５号公報に記載されて
いるような補正手法をそのままマルチディスプレイ装置に適用すると、液晶表示装置毎に
補正量が異なり、複数の液晶表示装置それぞれにおいて異なる輝度の画像が表示される場
合がある。その場合には、１つの画像において輝度の分布が不均一になるため、違和感の
ある表示態様となる問題点が生じる。
【０００８】
　この問題点を回避するためには、複数の液晶表示装置で表示される上記１つの画像に対
して、上記補正を行うことが考えられる。しかし、液晶表示装置は多数（例えば９～２５
個）が設けられる場合もあるため、その場合には上記１つの画像を構成する全表示画像の
データ量が膨大になる。したがって、これに対して補正を行う構成は、非常に高速な処理
が求められるため、現実的ではない。
【０００９】
　このことから、表示される画像の元データである入力画像データに対して上記補正を行
う構成が考えられる。しかし、入力画像データを拡大する（解像度を大きくする）ことに
より、各液晶表示装置において表示されるべき複数の画像を生成する際には、複数の表示
装置において表示するために、各表示画像のエッジ処理や周波数特性などに基づく各種の
画像処理がなされることが多い。このような画像処理は、上記視認性を改善するための補
正を行う前の入力画像に対してなされる必要がある。もし当該補正後の入力画像に対して
上記画像処理を適用した場合には、例えば補正後の入力画像の階調性が崩れている場合も
あるため、拡大処理（解像度変換処理）を含む上記画像処理に不都合が生じ、結果として
表示不良を生じる可能性がある。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、隣接するよう配置される複数の表示装置によって少なくとも
１つの画像を表示する構成の表示装置において、表示不良を発生させることなく視認性を
改善するような補正を行うことができる画像処理装置、画像表示システム、および画像表
示方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の発明は、入力画像データに基づき、線状または面状に配列される複数の表示装置
における各表示画面上に表示される各画像を表す出力画像データを出力する画像処理装置
であって、
　前記入力画像データにより表される入力画像を、前記表示画面上に表示するための表示
解像度に変換し、拡大画像データとして出力する画像解像度変換部と、
　前記画像解像度変換部から出力される前記拡大画像データにより表される拡大画像を、
前記複数の表示装置の間の境界に位置する額縁領域を考慮して、前記複数の表示装置の表
示画面上にそれぞれ表示されるべき複数の画像に分割し、当該複数の画像をそれぞれ表す
複数の画像データを前記額縁領域の周辺で表示輝度が増加するように補正することにより
複数の分割画像データを生成して出力する画像分割出力部と、
　前記入力画像データに基づき、表示される画像の輝度が増加するように、前記画像に応
じた輝度補正データを算出し出力する補正データ算出部と、
　前記補正データ算出部から出力される前記輝度補正データに基づき、前記分割画像デー
タにより表される画像の輝度を補正した出力画像データをそれぞれ出力する画像信号処理
部と
を備え、
　前記補正データ算出部は、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場合には
、当該複数の画像のそれぞれの画像毎に、当該画像に基づき、当該画像に対応する前記拡
大画像内の領域において表示される画像の輝度が増加するように輝度補正データを算出し
て出力し、
　前記画像信号処理部は、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場合には、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
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該複数の画像におけるいずれか１つの画像に対応する前記拡大画像内の１つの画像の少な
くとも一部のみを含む分割画像の輝度を、前記入力画像内の当該１つの画像につき前記補
正データ算出部により算出される輝度補正データに基づき補正することにより、前記出力
画像データを生成し、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
該複数の画像におけるいずれか２つ以上の画像に対応する前記拡大画像内の２つ以上の画
像のそれぞれの少なくとも一部を含む分割画像における当該２つ以上の画像の輝度を、前
記入力画像内の当該２つ以上の画像につき前記補正データ算出部によりそれぞれ算出され
る２つ以上の輝度補正データに基づきそれぞれ補正することにより、前記出力画像データ
を生成することを特徴とする。
【００１２】
　第２の発明は、第１の発明において、
　前記補正データ算出部は、
　　前記入力画像データに含まれる画素輝度の度数分布を示す値を算出し、算出された当
該値に基づき、前記輝度補正データを算出し、
　　前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場合には、当該複数の画像のそれ
ぞれの領域毎に、当該領域における画素輝度の度数分布を示す値を算出し、算出された当
該値に基づき前記輝度補正データ算出することを特徴とする。
【００１３】
　第３の発明は、第２の発明において、
　前記補正データ算出部は、前記度数分布を示す値に基づき、前記度数分布が低輝度側に
偏る場合には、高輝度側に偏る場合よりも、表示されるべき画素の輝度が増加するように
ゲイン値を設定し、設定された当該ゲイン値を前記輝度補正データとして出力し、
　前記画像信号処理部は、前記分割画像データにより表される画像の輝度に対して前記ゲ
イン値を乗算することにより得られる値に基づき、前記出力画像データをそれぞれ出力す
ることを特徴とする。
【００１４】
　第４の発明は、第３の発明において、
　前記補正データ算出部は、前記入力画像の少なくとも一部の輝度に対して、前記設定さ
れたゲイン値を乗算した値が、前記表示装置において表示可能な最大輝度値を超えるか否
かを判定し、超えると判定される画素の数または割合が所定の閾値を超える場合には、前
記設定されたゲイン値を小さくし、当該超えると判定される画素の数または割合が当該閾
値以下である場合には、前記設定されたゲイン値を、前記分割画像データにより表される
画像の輝度に対して乗算すべき前記ゲイン値として確定することを特徴とする
【００１５】
　第５の発明は、第４の発明において、
　前記補正データ算出部は、前記設定されたゲイン値を所定の低減量だけ小さくしたゲイ
ン値を新たなゲイン値として再設定し、さらに前記入力画像の少なくとも一部の輝度に対
して、前記再設定されたゲイン値を乗算した値が、前記表示装置において表示可能な最大
輝度値を超えるか否かを判定し、超えると判定される画素の数または割合が所定の閾値を
超える場合には、所定量だけ前記設定されたゲイン値を小さくし、超えないと判定される
まで、前記所定量だけ前記設定されたゲインを小さくし、前記判定を行うことを繰り返し
、当該超えると判定される画素の数または割合が当該閾値以下である場合には、前記設定
されたゲイン値を、前記分割画像データにより表される画像の輝度に対して乗算すべき前
記ゲイン値として確定することを特徴とする。
【００１６】
　第６の発明は、第１の発明において、
　前記補正データ算出部は、外部から画像調整のための情報を含む信号を受け取り、前記
入力画像データに基づくと共に当該信号に含まれる情報に基づき、前記輝度補正データを
算出することを特徴とする。
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【００１８】
　第７の発明は、複数の入力画像データに基づき、線状または面状に配列される複数の表
示装置における各表示画面上に表示される各画像を表す出力画像データを出力する画像処
理装置であって、
　前記複数の入力画像データにより表される複数の入力画像を、前記表示画面上の所定位
置に表示するための表示解像度に変換し、拡大画像データとして出力する画像解像度変換
部と、
　前記画像解像度変換部から出力される前記拡大画像データにより表される複数の拡大画
像を、前記表示画面上の前記位置にそれぞれ表示するよう合成した画像とみなして、かつ
、前記複数の表示装置の間の境界に位置する額縁領域を考慮して、前記複数の表示装置の
表示画面上にそれぞれ表示されるべき複数の画像に分割し、当該複数の画像をそれぞれ表
す複数の画像データを前記額縁領域の周辺で表示輝度が増加するように補正することによ
り複数の分割画像データを生成して出力する画像分割出力部と、
　前記複数の入力画像のそれぞれの入力画像毎に、当該入力画像に基づき、当該入力画像
に対応する拡大画像の領域に表示される画像の輝度が増加するように輝度補正データを算
出して出力する補正データ算出部と、
　前記補正データ算出部から出力される前記輝度補正データに基づき、前記分割画像デー
タにより表される画像の輝度を補正した出力画像データをそれぞれ出力する画像信号処理
部と
を備え、
　前記画像信号処理部は、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記複数の入力画像
におけるいずれか１つの入力画像に対応する１つの拡大画像の少なくとも一部のみを含む
分割画像の輝度を、当該１つの入力画像につき前記補正データ算出部により算出される輝
度補正データに基づき補正することにより、前記出力画像データを生成し、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記複数の入力画像
におけるいずれか２つ以上の入力画像に対応する２つ以上の拡大画像のそれぞれの少なく
とも一部を含む分割画像における当該２つ以上の拡大画像の輝度を、当該２つ以上の入力
画像につき前記補正データ算出部によりそれぞれ算出される２つ以上の輝度補正データに
基づきそれぞれ補正することにより、前記出力画像データを生成することを特徴とする。
【００１９】
　第８の発明は、入力画像データに基づき、線状または面状に配列される複数の表示画面
上に、前記入力画像データに対応する画像を表示するシステムであって、
　前記入力画像データにより表される入力画像を、前記表示画面上に表示するための表示
解像度に変換し、拡大画像データとして出力する画像解像度変換部と、
　前記画像解像度変換部から出力される前記拡大画像データにより表される拡大画像を、
前記複数の表示装置の間の境界に位置する額縁領域を考慮して、前記複数の表示装置の表
示画面上にそれぞれ表示されるべき複数の画像に分割し、当該複数の画像をそれぞれ表す
複数の画像データを前記額縁領域の周辺で表示輝度が増加するように補正することにより
複数の分割画像データを生成して出力する画像分割出力部と、
　前記入力画像データに基づき、表示される画像の輝度が増加するように、前記画像に応
じた輝度補正データを算出し出力する補正データ算出部と、
　前記補正データ算出部から出力される前記輝度補正データに基づき、前記分割画像デー
タにより表される画像の輝度が補正された出力画像データをそれぞれ出力する画像信号処
理部と、
　前記出力画像データに基づき画像を表示する前記複数の表示画面を含む複数の表示部と
を備え、
　前記補正データ算出部は、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場合には
、当該複数の画像のそれぞれの画像毎に、当該画像に基づき、当該画像に対応する前記拡
大画像内の領域において表示される画像の輝度が増加するように輝度補正データを算出し
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て出力し、
　前記画像信号処理部は、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場合には、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
該複数の画像におけるいずれか１つの画像に対応する前記拡大画像内の１つの画像の少な
くとも一部のみを含む分割画像の輝度を、前記入力画像内の当該１つの画像につき前記補
正データ算出部により算出される輝度補正データに基づき補正することにより、前記出力
画像データを生成し、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
該複数の画像におけるいずれか２つ以上の画像に対応する前記拡大画像内の２つ以上の画
像のそれぞれの少なくとも一部を含む分割画像における当該２つ以上の画像の輝度を、前
記入力画像内の当該２つ以上の画像につき前記補正データ算出部によりそれぞれ算出され
る２つ以上の輝度補正データに基づきそれぞれ補正することにより、前記出力画像データ
を生成することを特徴とする。
【００２０】
　第９の発明は、第８の発明において、
　前記複数の表示部を含む複数の表示装置にそれぞれ含まれ、外部から画像調整のための
情報を含む信号を受け取り、当該信号に含まれる情報に基づき、前記複数の分割画像デー
タにより表される複数の分割画像のうちの対応する分割画像に対する補正処理を行う画像
調整処理部をさらに備え、
　前記画像信号処理部は、前記複数の表示装置にそれぞれ含まれ、前記補正データ算出部
から対応する輝度補正データを受け取り、受け取った輝度補正データに基づき、前記画像
調整処理部によって補正処理が行われた対応する分割画像に対して、前記輝度が補正され
た出力画像データを生成し、対応する表示部に出力することを特徴とする。
【００２１】
　第１０の発明は、第９の発明において、
　前記画像信号処理部は、前記画像調整処理部によって行われた前記補正処理に応じて、
前記受け取った輝度補正データを修正し、修正された輝度補正データに基づき、前記画像
調整処理部によって補正処理が行われた対応する分割画像に対して、前記輝度が補正され
た出力画像データを生成し、対応する表示部に出力することを特徴とする。
【００２２】
　第１１の発明は、第９の発明において、
　前記複数の表示装置は、少なくとも前記輝度補正データを伝送する信号線によりデイジ
ーチェイン接続されることを特徴とする。
【００２３】
　第１２の発明は、入力画像データに基づき、線状または面状に配列される複数の表示装
置における各表示画面上に表示される各画像を表す出力画像データを出力する画像表示方
法であって、
　前記入力画像データにより表される入力画像を、前記表示画面上に表示するための表示
解像度に変換し、拡大画像データとして出力する画像解像度変換ステップと、
　前記画像解像度変換ステップにおいて出力される前記拡大画像データにより表される拡
大画像を、前記複数の表示装置の間の境界に位置する額縁領域を考慮して、前記複数の表
示装置の表示画面上にそれぞれ表示されるべき複数の画像に分割し、当該複数の画像をそ
れぞれ表す複数の画像データを前記額縁領域の周辺で表示輝度が増加するように補正する
ことにより複数の分割画像データを生成して出力する画像分割出力ステップと、
　前記入力画像データに基づき、表示される画像の輝度が増加するように、前記画像に応
じた輝度補正データを算出し出力する補正データ算出ステップと、
　前記補正データ算出ステップにおいて出力される前記輝度補正データに基づき、前記分
割画像データにより表される画像の輝度を補正した出力画像データをそれぞれ出力する画
像信号処理ステップと
を備え、
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　前記補正データ算出ステップでは、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる
場合には、当該複数の画像のそれぞれの画像毎に、当該画像に基づき、当該画像に対応す
る前記拡大画像内の領域において表示される画像の輝度が増加するように輝度補正データ
を算出して出力し、
　前記画像信号処理ステップでは、前記入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれる場
合には、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
該複数の画像におけるいずれか１つの画像に対応する前記拡大画像内の１つの画像の少な
くとも一部のみを含む分割画像の輝度を、前記入力画像内の当該１つの画像につき前記補
正データ算出ステップにより算出される輝度補正データに基づき補正することにより、前
記出力画像データを生成し、
　　前記複数の分割画像データにより表される複数の分割画像のうち前記入力画像内の当
該複数の画像におけるいずれか２つ以上の画像に対応する前記拡大画像内の２つ以上の画
像のそれぞれの少なくとも一部を含む分割画像における当該２つ以上の画像の輝度を、前
記入力画像内の当該２つ以上の画像につき前記補正データ算出ステップによりそれぞれ算
出される２つ以上の輝度補正データに基づきそれぞれ補正することにより、前記出力画像
データを生成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　上記第１の発明によれば、入力画像データに基づき、表示される画像の輝度が増加する
ように、画像に応じた輝度補正データが算出され、当該輝度補正データに基づき、入力画
像の輝度ではなく、画像分割出力部から出力される分割画像データにより表される画像の
輝度を補正した出力画像データがそれぞれ出力されるので、線状または面状に配置される
複数の表示装置において、典型的には１つの画像を表示する場合、映像破綻などの表示不
良を発生させることなく、視認性をより向上させることができる。
　また上記第１の発明によれば、入力画像に互いに異なる複数の画像が含まれている場合
、それぞれの画像に適した輝度補正データを算出することができる。このことにより、画
像の内容に応じて、例えば暗い画像に対しては、より輝度を増加させることができるので
、表示される画像の視認性を領域毎にさらに向上させることができる。特に、複数の画像
領域における輝度の（平均的な値の）差が大きいＯＳＤを使用した画像が含まれる場合に
は、一方の輝度補正が他方の輝度補正に影響を与えないようにすることができるので、表
示される画像の視認性を領域毎にさらに向上させることができる。
　さらに上記第１の発明によれば、複数の表示装置の間の境界に位置する額縁領域におけ
る表示輝度は０であるが額縁領域の周辺の表示輝度が増加するので、全体として輝度分布
が自然な画像を得ることができる。
【００２５】
　上記第２の発明によれば、画素輝度の度数分布を使用することにより、簡易な構成で画
素全体として平均的に、または統計的に好適な態様で視認性をより向上させることができ
る。
【００２６】
　上記第３の発明によれば、度数分布が低輝度側に偏る場合には、高輝度側に偏る場合よ
りも、表示されるべき画素の輝度が増加するようにゲイン値が設定されるので、暗い画像
をより見やすくすることができ、視認性をより向上させることができる。
【００２７】
　上記第４の発明によれば、表示可能な最大輝度値を超えると判定される画素の数または
割合が所定の閾値を超える場合には、ゲイン値がさらに小さく設定されるので、映像破綻
などの表示不良を抑制しつつ、視認性をより向上させることができる。
【００２８】
　上記第５の発明によれば、上記画素の数または割合が閾値を超える場合には、超えなく
なるまでゲイン値を小さく設定し続けることになるので、映像破綻などの表示不良を閾値
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に対応する程度以下まで確実に抑制しつつ、視認性をより向上させることができる。
【００２９】
　上記第６の発明によれば、外部からの画像調整のための情報に基づき、輝度補正データ
が算出されるので、外部の状況、特に周囲の明るさに応じて好適な輝度補正を行うことが
できる。このことにより、視認性をさらに向上させることができる。
【００３１】
　上記第７の発明によれば、複数の入力画像データにより表される複数の画像に応じて、
表示される画像の視認性を当該画像毎にさらに向上させることができる。
　また上記第７の発明によれば、複数の表示装置の間の境界に位置する額縁領域における
表示輝度は０であるが当該額縁領域の周辺の表示輝度が増加するので、全体として輝度分
布が自然な画像を得ることができる。

                                                                                
【００３２】
　上記第８の発明によれば、第１の発明の効果と同様の効果を画像表示システムにおいて
奏することができる。
【００３３】
　上記第９の発明によれば、外部から画像調整のための情報を含む信号を受け取り、当該
信号に含まれる情報に基づき、対応する画像に対する補正処理が行われた後、当該補正後
の画像に対して輝度補正データに基づき、典型的には視認性を向上させるための輝度補正
が行われる。したがって、最終的に（最後に）この輝度補正を行うことができることから
、画像調整の結果に影響を及ぼさない好適な補正を行うことができ、表示品位を向上させ
ることができる。
【００３４】
　上記第１０の発明によれば、画像調整処理部によって行われた補正処理に応じて、画像
の輝度を修正し、修正された新たな輝度補正データに基づき、輝度補正が行われるので、
例えば利用者の指示などに基づく画像調整結果を反映した好適な表示態様で表示を行うこ
とができる。またこの場合、画像調整結果は（輝度補正データに対して）一律に反映され
るため、各液晶表示装置において異なる画像輝度となることがなく、表示品位を保つこと
ができる。
【００３５】
　上記第１１の発明によれば、簡易な構成で、複数の表示装置で同一の輝度補正データを
共有することが可能になる。
【００３６】
　上記第１２の発明によれば、第１の発明の効果と同様の効果を画像表示方法において奏
することができる。

                                                                                
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るマルチディスプレイ装置の構成を示すブロック図
である。
【図２】上記実施形態における９個の液晶表示装置により表示される表示画面を簡易に示
す図である。
【図３】上記実施形態におけるヒストグラム解析により高階調側に画素輝度が分布する場
合の、画像輝度の補正態様について説明するための図である。
【図４】上記実施形態におけるヒストグラム解析により低階調側に画素輝度が分布する場
合の、画像輝度の補正態様について説明するための図である。
【図５】上記実施形態におけるゲイン値の設定処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】上記実施形態の構成により、視認性が向上することを説明するための図である。
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【図７】本発明の第２の実施形態に係るマルチディスプレイ装置の構成を示すブロック図
である。
【図８】上記実施形態における液晶表示装置の構成を示すブロック図である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係るマルチディスプレイ装置の構成を示すブロック図
である。
【図１０】本発明の第４の実施形態に係るマルチディスプレイ装置の構成を示すブロック
図である。
【図１１】上記実施形態における第１の表示画面例を説明するための図である。
【図１２】上記実施形態における第２の表示画面例を説明するための図である。
【図１３】上記実施形態における第３の表示画面例を説明するための図である。
【図１４】本発明の第５の実施形態に係るマルチディスプレイ装置の構成を示すブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明の各実施形態について添付図面を参照して説明する。
【００３９】
＜１．　第１の実施形態＞
＜１．１　全体的構成および動作＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るマルチディスプレイ装置の構成を示すブロック
図である。図１に示されるように、このマルチディスプレイ装置１００は、画像処理装置
１０と、９個の液晶表示装置６１～６９とを備える画像表示システムであって、典型的に
は１枚の画像を９つの表示画面によって表示する。なお以下では、画像処理装置１０は、
液晶表示装置６１～６９とは別の装置として説明するが、これらの筐体のいずれかに内蔵
されていてもよい。また表示装置の数に限定はなく、配置態様も面状（マトリクス状）で
はなく、入力画像の形状や表示用途に応じて線状に配置にしてもよく、基本的には限定は
ない。
【００４０】
　図２は、９個の液晶表示装置により表示される表示画面を簡易に示す図である。図２に
示されるように、液晶表示装置６１～６９は、縦方向および横方向に３つずつ、面状（マ
トリクス状）に配列されており、９つの表示画面で典型的には１つの表示画面を表示する
。このような構成により、本マルチディスプレイ装置１００は、大画面を安価に提供する
ことができる。
【００４１】
　次に、図１に示されるように、画像処理装置１０は、外部から与えられる入力画像を表
す入力画像データＤｐの画像解像度を変換する画像解像度変換部１１と、変換された画像
を９つに分割する画像分割出力部１３と、入力画像データＤｐに対してヒストグラム解析
を行い、ゲイン値Ｇを出力するヒストグラム解析部１２と、ゲイン値Ｇに基づき視認性が
改善された出力画像データＤａ１～Ｄａ９を液晶表示装置６１～６９に与えるゲイン調整
部１４とを備える。
【００４２】
　なお、本実施形態に使用される液晶表示装置６１～６９は、それぞれ本マルチディスプ
レイ装置１００のためにそれぞれの配置位置が予め定められている専用の表示装置である
が、これらに代えて、一般的な液晶表示装置を使用することもできる。その場合には、使
用される液晶表示装置の額縁領域の大きさなどの各種情報が必要となるが、当該情報を適
宜入力できる構成であれば、同様の大画面を得ることができる。また、上記液晶表示装置
に代えて、上記大画面を表示可能な周知の表示装置を使用することができる。
【００４３】
　図１に示される画像解像度変換部１１は、外部から与えられる入力画像データＤｐによ
って表される所定の解像度を有する入力画像を、上記大画面、すなわち９つの液晶表示装
置６１～６９の表示画面全体で表示するために拡大する処理を行う。例えば、上記入力画
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像の解像度と、各液晶表示装置６１～６９における表示解像度とが同一である場合、上記
入力画像を縦方向に３倍、横方向に３倍拡大すればよいので、解像度は９倍となる。この
ように解像度が大きくなるように変換する場合（すなわちアップコンバートする場合）、
表示画像の品質が低下しないように様々な補間手法や補正手法が知られており、画像解像
度変換部１１は、これら周知の手法のうちのいくつかを使用することにより、入力画像の
解像度を（９倍に）大きくする変換を行い、変換された拡大画像データＤｐｕを出力する
。
【００４４】
　画像分割出力部１３は、画像解像度変換部１１から受け取った拡大画像データＤｐｕを
、液晶表示装置６１～６９における表示に適するように、それぞれの液晶表示装置に対し
て供給可能な９つの分割画像データＤｓ１～Ｄｓ９を生成する。このとき、液晶表示装置
６１～６９は、シームレスな１枚の表示画面を形成しているわけではなく、実際には図２
に示す液晶表示装置６１～６９の間の境界線の位置に、所定の大きさの額縁領域を有して
いる。この額縁領域には液晶表示素子が存在しないため、表示が不可能となっている。し
たがって、この額縁領域の存在を考慮することなく、拡大画像データＤｐｕにより表され
る拡大画像を、単純に９つに分割すれば、実際に表示した時に全体として不自然な画像と
なる。そこで、当該額縁領域を考慮した分割を行うことになる。また、額縁領域の表示輝
度は０であるため、その周辺の輝度を増加させると全体として輝度分布が自然な画像を得
ることができる。このように画像分割出力部１３は、上記額縁領域を考慮して、拡大画像
データＤｐｕを、適宜の位置で切り出し、さらに適宜の補正を行うことにより、分割画像
データＤｓ１～Ｄｓ９を生成する。
【００４５】
　なお、液晶表示装置６１～６９は、額縁領域付近にプリズムやファイバープレートなど
の光学部材を配置することにより、９つの表示画面でシームレスに一枚の画像を表示可能
な構成であってもよい。この場合にも、各表示画面で表示される画像を生成する際には、
額縁領域を考慮する必要がある。
【００４６】
　一方、ヒストグラム解析部１２は、上記画像解像度変換部１１による画像変換が行われ
る前の入力画像データＤｐに対してヒストグラム解析を行い、ゲイン値Ｇを算出し出力す
る。なお、このヒストグラム解析は、画像に含まれる画素の輝度の分布状態を解析するも
のであって、周知の各種手法によって実現可能であるため、その詳細な解析方法について
は説明を省略する。
【００４７】
　ここでヒストグラム解析部１２は、解析により得られる輝度分布が高階調側に偏ってい
る場合と、低階調側に偏っている場合とで、出力するゲイン値Ｇを変更する。このような
ヒストグラム解析部１２の動作について、図３から図５までを参照して説明する。
【００４８】
＜１．２　ヒストグラム解析部の動作＞
＜１．２．１　第１の動作例＞
　図３は、ヒストグラム解析により高階調側に画素輝度が分布する場合における、画像輝
度の補正態様について説明するための図であり、図４は、ヒストグラム解析により低階調
側に画素輝度が分布する場合における、画像輝度の補正態様について説明するための図で
ある。
【００４９】
　これらの図中において、一点鎖線により示される直線Ａは、入力階調と出力階調が等し
い場合、すなわち補正を行わない場合を示しており、この場合のゲイン値Ｇは１となる。
なお、ここでは説明の便宜のため、補正が行われない場合には、入力階調と出力階調とが
等しい直線Ａに示されるような対応関係であるものとして説明するが、実際には後述する
図６における所定の特性曲線Ｃに示されるような対応関係となる。
【００５０】
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　また、これらの図中において、２点鎖線により示される直線Ｂは、入力階調に対して出
力階調が大きい場合、すなわち視認性向上のために表示輝度を増加させる補正が行われる
場合を示しており、ここでのゲイン値は１より大きくなる。
【００５１】
　まず、図３において、入力階調が８０％付近にピークを有するような画素の輝度分布が
得られる場合、すなわち高階調側に画素輝度が分布する場合、視認性向上のために画像の
輝度が大きくなるよう補正する必要があるとしても、液晶表示装置６１～６９において表
示される画像は全体的に高輝度であるため、視認性は比較的高い。したがって、ゲイン値
Ｇは比較的小さく設定するのが好適である。図３では、Ｇ＝１．２程度となっている。
【００５２】
　これに対して、図４において、入力階調が２０％付近までに、ほとんどの画素輝度が分
布する場合、すなわち低階調側に画素輝度が分布する場合、画像の輝度が全体的に大きく
なるよう補正しなければ、液晶表示装置６１～６９において表示される画像の視認性は向
上しない。したがって、ゲイン値Ｇは比較的大きく設定するのが好適である。図４では、
Ｇ＝４程度となっている。
【００５３】
　なお、図３および図４に示す輝度分布は、高階調側および低階調側にそれぞれ画素輝度
が分布する一例を示しているに過ぎず、ゲイン値Ｇの値も一例に過ぎず、これらは液晶表
示装置の特性や外部の環境に応じて適宜に決めることができる。
【００５４】
　ここで、このようなゲイン値Ｇの設定手法には様々な構成が適用可能であって、例えば
ヒストグラム解析により得られる輝度分布が高階調側に偏っているかまたは低階調側に偏
っているかのいずれの場合であるか（いずれがより近いか）を判定し、対応する予め定め
られたゲイン値を設定（選択）する手法が考えられる。
【００５５】
　しかしこの場合には、ゲイン値Ｇが２種類しか存在しないため、より適切なゲイン値Ｇ
を設定するため、輝度分布のピーク値や平均値などの特徴値を算出し、当該特徴値に対応
するゲイン値Ｇを所定の計算式または所定の対応テーブルなどを参照することにより算出
してもよい。さらにその他のパラメータを使用してゲイン値Ｇを算出してもよい。
【００５６】
　また、このように輝度分布からゲイン値を一意に算出するのではなく、入力画像の内容
に応じて適宜の値を算出する構成も考えられる。すなわち、まず目的ゲイン値を設定し、
この目的ゲイン値を適用して入力階調を補正する場合、階調を大きく補正し過ぎることに
より生じる階調つぶれまたは映像破綻が所定数より多く生じないように、好適なゲイン値
を設定する構成も考えられる。このようなヒストグラム解析部１２の動作例について、図
５を参照して説明する。
【００５７】
＜１．２．２　第２の動作例＞
　図５は、本実施形態におけるゲイン値の設定処理の流れを示すフローチャートである。
図５に示すステップＳ１０において、ヒストグラム解析部１２は、最初の基準となる目標
ゲイン値を設定する。この目標ゲイン値は、前述したように、ヒストグラム解析により得
られる画素の輝度分布状態が高階調側に偏っているか低階調側に偏っているかを判定し、
それぞれに対応して予め定められている目標ゲイン値のいずれかに決定する構成であって
もよいし、輝度分布のピーク値や平均値などの特徴値を算出し、当該特徴値に対応する目
標ゲイン値を算出してもよい。
【００５８】
　次にステップＳ２０において、ヒストグラム解析部１２は、入力画像データＤｐにより
表される入力画像に含まれる全てまたは一部の画素の輝度値（階調値）に対して、上記目
標ゲイン値を乗算し（すなわち補正を行い）、得られる値が表示装置において表示可能な
最も大きい階調値（例えば２５５）を超える画素数または（全体に対する）割合（以下、
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この量を「エラー量」という）を計算する処理を行う。
【００５９】
　なお、このエラー量は、全ての画素において平等に計数される構成となっているが、階
調値の最大値に近い階調値の画素ほど大きい重み付けを与える構成であってもよい。すな
わち、各画素の階調値から最大階調値までの差に応じたエラー量の総量を算出する構成で
あってもよい。
【００６０】
　続いてステップＳ３０において、ヒストグラム解析部１２は、ステップＳ２０において
得られるエラー量が予め定められた映像破綻が許容可能な限界量（例えば総画素数の２０
％の数）以下であるか否かを判定し、限界量を超える場合（ステップＳ３０においてＮｏ
の場合）、目標ゲイン値から所定値を減算することにより得られる値を新たな目標ゲイン
値として算出し（ステップＳ４０）、新たな目標ゲイン値を使用することによりエラー量
を計算する処理（Ｓ２０）を行い、得られるエラー量が上記限界量を超えなくなるまでこ
れらの処理を繰り返す（Ｓ３０→Ｓ４０→Ｓ２０→Ｓ３０）。
【００６１】
　ステップＳ３０における上記判定の結果、エラー量が限界量以下の場合（ステップＳ３
０においてＹｅｓの場合）、ヒストグラム解析部１２は、当該目標ゲイン値をゲイン値Ｇ
に確定する処理を行い（ステップＳ５０）、ゲイン値算出処理を終了する。
【００６２】
　ゲイン調整部１４は、前述したように　画像分割出力部１３における変換処理により生
成された９つの分割画像データＤｓ１～Ｄｓ９と、ヒストグラム解析部１２における上記
処理により算出されたゲイン値Ｇとを受け取り、分割画像データＤｓ１～Ｄｓ９に対して
ゲイン値Ｇを乗算する補正を行う。このようにゲイン調整部１４においてゲイン値Ｇに基
づき視認性が改善されるよう補正された出力画像データＤａ１～Ｄａ９は、それぞれ対応
する液晶表示装置６１～６９に与えられる。
【００６３】
　なお以上のような画像処理装置１０の機能は、上記各構成要素に対応する所定の論理回
路を含むハードウェアにより実現されるが、ＣＰＵ（Central Processing Unit）および
半導体メモリなどの記憶部を備えるコンピュータにおいて、所定のソフトウェアによって
上記各構成要素に対応する機能を実現してもよい。
【００６４】
　以上のように、図５に示すような処理によってゲイン値を算出し表示画像の各画素の輝
度に対して適用すれば、エラー量が上記限界量を超えないために、映像破綻が或る程度抑
制される。したがって、映像破綻が或る程度抑制される最大のゲイン値Ｇを設定すること
ができるので、映像破綻を或る程度抑えつつ、視認性を大きく向上させることができる。
【００６５】
　ここで、上記のようなゲイン値を使用した補正を行う場合には、低階調付近における補
正量が相対的に小さくなる（すなわち大きく階調が増加しない）ため、視認性が向上しな
いようにも思われる。そこで、図６を参照して、本実施形態の効果を説明する。
【００６６】
＜１．３　本実施形態の効果＞
　図６は、本実施形態の構成により、視認性が向上することを説明するための図である。
この図６に示される液晶表示装置における入力階調と出力階調との関係を示す特性曲線Ｃ
によれば、周囲の環境が屋内等のあまり明るくない環境下である場合には見やすい表示画
面を提供することができるが、屋外等の明るい環境下では視認性が低下する。
【００６７】
　ここで、図６に示す理想曲線Ｅは、上記明るい環境下に人間の目が順応している場合の
理想的な入力階調と出力階調との関係を示す特性曲線である。しかし、液晶表示装置にお
ける表示輝度は、その表示限界である出力階調１００％（例えば階調値２５５）を超える
ことはできないため、この理想曲線Ｅを実現する表示を行うことは、現実にはできない。
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そこで、前述したようにゲイン値Ｇを特性曲線Ｃに乗算することにより、本実施形態にお
ける視認性が向上した特性曲線Ｄを得ることができる。
【００６８】
　ここで、特性曲線Ｄは、明るい環境下では視認できない階調（例えば出力階調２０％以
下の階調値）を表示するものとなっている。そのため、この低階調部分をより大きく増加
させると、より視認性が向上するようにも思われる。しかし、明るい環境下であっても、
この視認できない階調で表示される領域を注目することにより低輝度に目が順応し、視認
することが可能になる。そのため、この低階調部分の階調値を大きくすると、かえって当
該部分の表示状態が異常に感じられることがある（黒浮きと呼ばれる）。したがって、こ
の部分は大きく増加させない方が表示品位が向上するため、本実施形態のような補正態様
が視認性を向上させつつ、表示品位を保つために、より好適であると言える。
【００６９】
　以上のように、本実施形態におけるマルチディスプレイ装置１００に備えられる画像処
理装置１０は、マトリクス状に隣接するよう配置される液晶表示装置６１～６９において
典型的には１つの画像を表示する場合、映像破綻などの表示不良を発生させることなく、
視認性をより向上させることができる。
【００７０】
　また、ヒストグラム解析などの画素輝度の度数分布を利用してゲイン値を算出し、輝度
補正を行うことにより、画素全体として平均的に、または統計的に好適な態様で視認性を
向上させることができる。
【００７１】
＜２．　第２の実施形態＞
＜２．１　全体的構成および動作＞
　図７は、本発明の第２の実施形態に係るマルチディスプレイ装置の構成を示すブロック
図である。図７に示されるように、このマルチディスプレイ装置２００は、図１に示す第
１の実施形態に係るマルチディスプレイ装置１００と同様に、画像処理装置２０と、９個
の液晶表示装置７１～７９とを備える画像表示システムであって、典型的には１枚の画像
を９つの表示画面によって表示する。
【００７２】
　しかし、本実施形態に係る画像処理装置２０は、第１の実施形態に係る画像処理装置１
０とは異なって、ゲイン調整部を備えておらず、このゲイン調整部は液晶表示装置７１～
７９にそれぞれ備えられている。
【００７３】
　すなわち、図７に示されるように、画像処理装置２０は、第１の実施形態における画像
解像度変換部１１と同様の動作を行う画像解像度変換部２１と、画像分割出力部１３と同
様の画像分割出力部２３と、ヒストグラム解析部１２と同様のヒストグラム解析部２２と
を備えるが、第１の実施形態におけるゲイン調整部１４に相当する構成要素は、液晶表示
装置７１～７９にそれぞれ備えられている。以下、液晶表示装置７１を例に、図８を参照
してその構成を詳しく説明する。なお以下では、画像処理装置２０は、液晶表示装置７１
～７９とは別の装置として説明するが、これらの筐体のいずれかに内蔵されていてもよい
。
【００７４】
＜２．２　液晶表示装置の構成および動作＞
　図８は、液晶表示装置７１の構成を示すブロック図である。図８に示されるように、こ
の液晶表示装置７１は、画像処理装置２０からの対応する分割画像データＤｓ１を受け取
り画像調整を行う画像信号調整部２５と、これにより調整された調整画像データＤｃに対
して、画像処理装置２０から受け取った対応するゲイン値Ｇに基づきゲイン調整を行うゲ
イン調整部２７と、ゲイン調整された出力画像データＤｖを表示するための液晶制御部２
８および液晶表示部２９とを備える。
【００７５】
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　図８に示されるように、画像信号調整部２５は、画像処理装置２０からの対応する分割
画像データＤｓ１を受け取るとともに、画像制御部２６を介して、ユーザからの（リモー
トコントローラや筐体に取り付けられたスイッチ等を操作することによる）画像調整のた
めのユーザ指示情報ＵＣを受け付ける。このユーザ指示情報ＵＣによって指定される画像
の調整態様は、一般的な映像表示装置と同様、画調モード（例えばダイナミック、標準、
ＰＣ、シネマなどの用途や表示態様に適するよう予め設定された調整モード）設定、輝度
調整、コントラスト調整、色温度調整、および色味バランス調整などの周知のものである
。
【００７６】
　このような画像調整は、第１の実施形態における液晶表示装置６１～６９においても可
能であり、また実際に行われてもよいが、第１の実施形態では、ゲイン調整部１４におけ
るゲイン調整後の画像に対して、上記画像調整がなされるため、当然に上記画像調整後の
画像に対して最終的にゲイン調整を行うことができない。これに対して、本実施形態の構
成では、最終的に（最後に）ゲイン調整を行うことができるため、上記調整結果に影響を
及ぼさないように好適なゲイン調整を行うことができる。ただし、上記調整により画素輝
度が増加するような補正が行われる場合、好適なゲイン調整が行われる場合であっても、
実際には輝度の増加量が大きくなり過ぎる場合も考えられる。この点、第１の実施形態で
は、利用者がさらに調整を行うことにより画素輝度の増加量を抑制することもできるので
、第１の実施形態の構成の方が好適な場合も考えられる。
【００７７】
　なお、画像制御部２６は、外部との入出力インタフェースとして機能しており、画像処
理装置２０から受け取ったゲイン値Ｇをゲイン調整部２７に与える。また、画像制御部２
６は、ユーザ指示情報ＵＣや外部の環境情報などを含む共通制御情報Ｃｓを液晶表示装置
７１～７９において共有されるよう伝送する。この点については、改めて後述する。
【００７８】
　ここで、ゲイン値Ｇを、上記画像調整結果と無関係な状態に置くのではなく、上記画像
調整結果をゲイン値Ｇに反映させる構成も考えられる。この構成を実現するため、前述し
たように拡大画像からゲイン値Ｇを決定することは困難であり、また各表示装置（のゲイ
ン調整部２７）においてそれぞれゲイン値を決定すると、形成される（大画面において表
示される）画像の輝度分布が不均一となり妥当でない。
【００７９】
　そこで、上記画像調整の結果をゲイン値Ｇの変更（修正）に対して一律に反映させるよ
う、上記画像調整の態様に応じたゲイン値Ｇの変更量（例えば変更比率）を予め各液晶表
示装置７１～７９において共通して設定しておき、全ての液晶表示装置において変更（修
正）された後のゲイン値の値が同一になるように構成する。この構成は、上記実施形態の
変形例に該当する。
【００８０】
　例えば、ユーザ指示情報ＵＣによって指定される画像の調整態様が、上記画調モードに
おける「ダイナミック」である場合、視認性を向上させるゲイン値による補正態様に近い
、画素輝度を増加する補正が行われていることが考えられる。そのため、例えば、ゲイン
値Ｇを一律に０．８倍するような例が考えられる。
【００８１】
　以上のような変形例の構成では、画像調整結果を一律に反映したゲイン値の設定が可能
となり、特に、画像調整が視認性を向上させるためのゲイン値の設定と同様の結果をもた
らす場合に、好適なゲイン値を設定し、利用者による画像調整結果を反映した好適な表示
態様で表示を行うことができる。またこの場合、画像調整結果は（ゲイン値に対して）一
律に反映されるため、各液晶表示装置において異なる画像輝度となることがなく、表示品
位を保つことができる。このため、第１の実施形態の場合のようにさらに調整を行う必要
がなく、また第２の実施形態の場合のように画素輝度の増加量が大きくなりすぎることも
ないため、好適な構成とも言える。
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【００８２】
＜２．３　液晶表示装置間の情報共有動作＞
　また、画像制御部２６は、前述したようにユーザ指示情報ＵＣや外部の環境情報などを
含む共通制御情報Ｃｓを液晶表示装置７１～７９において共有されるよう伝送する。例え
ば、液晶表示装置７１～７９の１つにおいて、ユーザ指示情報ＵＣが受け取られる場合に
、当該情報を含む共通制御情報Ｃｓを全ての液晶表示装置７１～７９に伝送することによ
り、同一のユーザ指示情報ＵＣを共有する。なお、複数が受け取られる場合には、その優
先関係を予め規定することにより（例えば最後のユーザ指示情報ＵＣに規定することによ
り）、１つのユーザ指示情報ＵＣを共有する。
【００８３】
　このような液晶表示装置７１～７９の間でユーザ指示情報ＵＣを共有するためには、そ
れぞれが上記情報を伝送可能な信号線で接続されている必要があり、典型的には構成が最
も簡便なデイジーチェイン方式で接続されていることが好適である。そうすれば、少ない
信号線で簡易に情報共有が可能となる。なお、ここでさらに画像処理装置２０も上記液晶
表示装置７１～７９とデイジーチェイン方式で接続されていることが好ましい。そうすれ
ば、ゲイン値Ｇも同様に簡易な構成で液晶表示装置７１～７９に伝送することができる。
なお、上記接続方式は一例であって、例えば無線ＬＡＮ方式など周知の信号伝送ネットワ
ークが使用されてもよい。
【００８４】
＜２．４　本実施形態の効果＞
　以上のように、本実施形態では、第１の実施形態における効果のほか、ゲイン調整部２
７によって、最終的に（最後に）ゲイン調整を行うことができることから、ユーザ指示情
報ＵＣによって指定される画像調整の結果に影響を及ぼさないので、好適なゲイン調整を
行うことができる。したがって、ゲイン調整によって表示品位を低下させないようにする
ことができる。
【００８５】
＜３．　第３の実施形態＞
＜３．１　全体的構成および動作＞
　図９は、本発明の第３の実施形態に係るマルチディスプレイ装置の構成を示すブロック
図である。図９に示されるように、このマルチディスプレイ装置３００は、図１に示す第
１の実施形態に係るマルチディスプレイ装置１００と同様に、画像処理装置３０と、９個
の液晶表示装置６１～６９とを備える画像表示システムであって、典型的には１枚の画像
を９つの表示画面によって表示する。
【００８６】
　すなわち、図９に示されるように、画像処理装置３０は、第１の実施形態における画像
解像度変換部１１と同様の動作を行う画像解像度変換部３１と、画像分割出力部１３と同
様の画像分割出力部３３と、ゲイン調整部１４と同様のゲイン調整部３４とを備えるが、
ヒストグラム解析部１２とは異なって、本実施形態におけるヒストグラム解析部３２は、
図示されない各種センサや入力装置から外部情報Ｉｓを受け取り、この外部情報Ｉｓに基
づき、ゲイン値Ｇｃを決定する。以下、この外部情報Ｉｓの内容およびゲイン調整部３４
の動作について詳しく説明する。なお以下では、画像処理装置３０は、液晶表示装置６１
～６９とは別の装置として説明するが、これらの筐体のいずれかに内蔵されていてもよく
、以下の実施形態でも同様であるものとする。
【００８７】
＜３．２　ヒストグラム解析部の動作＞
　図９に示されるヒストグラム解析部３２におけるゲイン値Ｇｃの決定手法は、第１の実
施形態において説明したヒストグラム解析部１２におけるゲイン値Ｇの決定手法と、外部
情報Ｉｓを使用する点を除き、ほぼ同様の内容であるので、同様の点については説明を省
略する。
【００８８】
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　外部情報Ｉｓとは、外部の環境情報や第２の実施形態におけるユーザ指示情報ＵＣを広
く含む、画像表示に影響を与えるべき情報を指す。例えば、図示されない光センサにより
取得される周囲の明るさを示す外光情報、ユーザの（リモートコントローラなどに対する
）操作入力により指定される輝度設定情報、内部タイマーやインターネットを介して与え
られる周囲の明るさを予測するための時刻、日付、天候の情報などが例として考えられる
。視認性を向上させるためには、周囲の明るさが大きいほど、表示画像の輝度を増加させ
る必要がある。そのため、ヒストグラム解析部３２は、外部情報Ｉｓにより示される明る
さの（予測を含む）情報を参照し、周囲が明るいほどゲイン値Ｇを大きくする。そうすれ
ば、視認性をより向上させることができる。
【００８９】
　また、明るさ以外の情報、例えば視認性を向上させる必要があるかどうかを、周囲に人
が存在するか否かを感知する人感センサによって検知し、当該検知結果に応じてゲイン値
Ｇを設定してもよい。例えば、人がいないと検知される場合には、ゲイン値Ｇを小さく設
定しておき、遠くに人がいると検知される場合には、誘目性を高めるために（視認性が高
くなるよう）ゲイン値を大きく設定し、近くにのみ人がいると検知される場合には、細部
表現の視認性を向上させるため（より高品位の表示が行われるよう）ゲイン値をあまり大
きく設定しない、といった動作をヒストグラム解析部３２が行うことも考えられる。この
ようにすれば、外部の状況（例えば表示を見る人の有無など）に応じてゲイン値Ｇを好適
に設定することができる。
【００９０】
＜３．３　本実施形態の効果＞
　以上のように、本実施形態では、第１の実施形態における効果のほか、ヒストグラム解
析部３２によって、外部の状況、特に周囲の明るさに応じて好適なゲイン値Ｇを設定する
ことができる。このことにより、視認性をさらに向上させることができる。
【００９１】
＜４．　第４の実施形態＞
＜４．１　全体的構成および動作＞
　図１０は、本発明の第４の実施形態に係るマルチディスプレイ装置の構成を示すブロッ
ク図である。図１０に示されるように、このマルチディスプレイ装置４００は、図１に示
す第１の実施形態に係るマルチディスプレイ装置１００と同様に、画像処理装置４０と、
９個の液晶表示装置６１～６９とを備える画像表示システムであって、ここでは複数の画
像を９つの表示画面によって構成される大画面上に表示する。
【００９２】
　すなわち、図１０に示されるように、画像処理装置４０は、第１の実施形態における画
像解像度変換部１１と同様の動作を行う画像解像度変換部４１と、画像分割出力部１３と
同様の画像分割出力部４３とを備える。
【００９３】
　もっとも、本実施形態のゲイン調整部４４は、ゲイン調整部１４とは異なって、入力さ
れる複数の画像エリアに対応して個別に設定された複数のゲイン値Ｇａを使用することに
より視認性を向上させる補正を行い、また本実施形態におけるエリア別ヒストグラム解析
部４２は、ヒストグラム解析部１２とは異なって、エリア毎の上記ゲイン値Ｇａを出力す
る点がそれぞれ第１の実施形態の構成とは大きく異なっている。以下では、エリア別ヒス
トグラム解析部４２およびゲイン調整部４４の動作について詳しく説明する。
【００９４】
＜４．２　エリア別ヒストグラム解析部の動作＞
　本実施形態では、前述したように、入力画像データＤｐに表される入力画像内に、複数
の画像エリアに相当する複数の画像が含まれている。その画像の配置態様には例えば以下
の第１から第３までの例が考えられる。以下、図１１から図１３までを参照してそれぞれ
説明する。なお、以下の例のほかにも様々な表示態様が考えられ、本実施形態においては
、どのように複数の画像エリアが配置される態様であってもよい。
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【００９５】
　図１１は、上記実施形態における第１の表示画面例を説明するための図である。図１１
に示されるように、液晶表示装置６１～６９の表示画面によって形成される大画面の構成
自体は、第１の実施形態において説明した図２に示す画面と同様であるが、この大画面に
は、１つの画像ではなく、第１から第４までの分割表示画像６０１～６０４が表示されて
いる。この分割表示画像６０１～６０４は、それぞれ内容が異なる画像であって、図示さ
れない入力画像データ生成装置によって、４つの画像が適宜の位置に合成されたものであ
る。この分割表示画像６０１～６０４は、内容に関連性がないため、分割表示画像６０１
～６０４の表示輝度はそれぞれ異なっているが、１つの分割表示画像内では或る程度（１
枚の画像として）均一な輝度分布となっている。したがって、各画像の視認性を向上させ
るためには、各画像においてそれぞれヒストグラム解析を行い、それぞれにおいてゲイン
値を算出することが好ましい。
【００９６】
　また、図１２は、上記実施形態における第２の表示画面例を説明するための図である。
図１２に示されるように、液晶表示装置６１～６９の表示画面によって形成される大画面
の構成自体は同様であるが、この大画面には、１つの画像ではなく、全体の大きな画像の
中に小さな挿入画像６０５が含まれるように表示されている。このような表示態様は、Ｐ
ｉｎＰ（Picture in Picture）とも呼ばれる。この挿入画像６０５は、それを含む全体画
像とは内容が異なる画像であって、図示されない入力画像データ生成装置によって、全体
画像の適宜の位置に挿入されるように合成されたものである。この挿入画像６０５は、全
体画像とは内容に関連性がないため、表示輝度はそれぞれ異なっているが、それぞれの画
像内では或る程度（１枚の画像として）均一な輝度分布となっている。したがって、各画
像の視認性を向上させるためには、各画像においてそれぞれヒストグラム解析を行い、そ
れぞれにおいてゲイン値を算出することが好ましい。
【００９７】
　さらに、図１３は、上記実施形態における第３の表示画面例を説明するための図である
。図１３に示されるように、液晶表示装置６１～６９の表示画面によって形成される大画
面の構成自体は同様であるが、この大画面には、１つの画像ではなく、一枚の画像の上に
重畳されるような態様で、項目表示画像６０６が含まれるよう表示されている。このよう
な表示態様は、ＯＳＤ（On Screen Display）とも呼ばれる。この項目表示画像６０６は
、それを含む全体画像とは内容が異なる画像であって、図示されない入力画像データ生成
装置または本画像処理装置４０によって（ユーザインタフェースのための表示画像として
）、全体画像の適宜の位置に上書き合成されたものである。この項目表示画像６０６は、
全体画像とは内容に関連性がなく、基本的にはコンピュータ合成画像であるため、表示輝
度はそれぞれ大きく異なっているが、それぞれの画像内では或る程度（１枚の画像として
）均一な輝度分布となっている。したがって、各画像の視認性を向上させるためには、各
画像においてそれぞれヒストグラム解析を行い、それぞれにおいてゲイン値を算出するこ
とが好ましい。
【００９８】
　以上のように、入力画像内に、輝度分布状態が異なる複数の画像が含まれている場合に
は、各画像の視認性を向上させるため、エリア別ヒストグラム解析部４２は、各画像にお
いてそれぞれヒストグラム解析を行い、それぞれに対応する複数のゲイン値Ｇａを算出す
る。このヒストグラム解析の手法およびゲイン値算出の手法自体は、第１の実施形態の場
合と同様であり、各画像で分けて行う点のみが異なる。したがって、その算出手法の説明
は省略する。
【００９９】
　ここで、エリア別ヒストグラム解析部４２は、それぞれヒストグラム解析の対象となる
複数の画像エリアが入力画像データＤｐにより表される入力画像のどの領域（位置）であ
るかを、併せて算出し、エリア位置情報Ｉａとして出力する。
【０１００】
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　ここで、図１１に示す分割表示画像６０１～６０４の表示位置は予め定められているた
め、エリア別ヒストグラム解析部４２は、その位置を特に算出し出力する必要はない。ま
た、図１３に示す項目表示画像６０６を、画像処理装置４０内の図示されない画像合成出
力部が出力する場合、エリア別ヒストグラム解析部４２は、その位置を受け取ることがで
きるので、そのまま出力すればよい。さらに、図１２に示す挿入画像６０５の挿入位置を
外部の装置から受け取ることができる場合にはそのまま出力すればよい。しかし、位置情
報を受け取ることができない場合、エリア別ヒストグラム解析部４２は、各画像の境界部
分を周知の微分フィルタなどで検出し、各画像エリアの入力画像全体における位置を算出
する。このような画像の位置検出ないし領域検出は、境界部分を検知する手法のほか、周
知のパターン認識解析などどのような手法を適用してもよい。
【０１０１】
　なお、エリア別ヒストグラム解析部４２は、画像解像度変換部４１によって変換された
拡大画像データＤｐｕにより表される拡大画像に対してヒストグラム解析を行うわけでは
ないが、ここではヒストグラム解析の対象とされた各画像エリアの拡大画像における位置
を（典型的には拡大率に応じて３倍の座標値を）算出し、エリア位置情報Ｉａとして出力
する。以上のようにして算出される複数のゲイン値Ｇａおよびエリア位置情報Ｉａは、ゲ
イン調整部４４に与えられる。このゲイン調整部４４の動作について説明する。
【０１０２】
＜４．３　ゲイン調整部の動作＞
　ゲイン調整部４４は、上記複数の画像に対応する入力画像の各エリア毎に算出されたゲ
イン値Ｇａを、当該エリア内の画素輝度（画素階調）に対して乗算することにより、視認
性を向上させる補正を行う。この補正内容は、第１の実施形態と同様であり、その対象が
対応する画像エリア内に限定されている点のみが第１の実施形態の場合とは異なっている
。
【０１０３】
　ここで、当該画像エリアは、各液晶表示装置６１～６９の表示画面に１つずつのみが含
まれている態様は稀であり、通常は、複数が含まれている。すなわち、通常の場合、１つ
の画像エリアは、複数の表示画面に渡って表示される。したがって、液晶表示装置６１～
６９のうちの１つの表示画面に複数のゲイン値が必要となる場合がある。例えば、ゲイン
調整部４４は、分割画像データＤｓにより表される１つの画像であって、上記１つの表示
画面に表示される画像に含まれる２つのうちの一方の画像エリア（例えば第１の画像エリ
ア）内の画素輝度に対しては第１のゲイン値を乗算し、他方の画像エリア（例えば第２の
画像エリア）内の画素輝度に対しては第２のゲイン値を乗算する。
【０１０４】
　具体的には、図１１に示す分割表示画像６０１～６０４が各表示画面に表示される場合
、液晶表示装置６１の表示画面には分割表示画像６０１のみが含まれているので対応する
ゲイン値は１つであるが、液晶表示装置６２の表示画面には分割表示画像６０１、６０２
が含まれているので対応するゲイン値は２つとなる。
【０１０５】
　このように、分割画像データＤｓにより表される画像において、どの部分の画素輝度に
どのゲイン値を乗算するかについては、エリア位置情報Ｉａから容易に算出することがで
きる。すなわち、例えば分割画像データＤｓ１により表される画像は、図１１に示される
左上の位置に配置されることが予め定められているので、拡大画像データＤｐｕにより表
される拡大画像に対する当該画像の配置位置は予め定まっている。したがって、エリア位
置情報Ｉａにより示される各画像エリアの拡大画像における位置から、分割画像データＤ
ｓ１～Ｄｓ９により示される各画像においてどの部分の画素輝度にどのゲイン値を乗算す
るかは容易に算出することができる。
【０１０６】
＜４．４　本実施形態の効果＞
　以上のように、本実施形態では、第１の実施形態における効果のほか、入力画像に複数
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の画像が含まれている場合、それぞれの画像に適したゲイン値を設定することができる。
このことにより、画像の内容に応じて、例えば暗い画像に対しては、より輝度を増加させ
ることができるので、表示される画像の視認性を領域毎にさらに向上させることができる
。
【０１０７】
　また、図１３に示すようなＯＳＤを使用した画像の場合には、複数の画像領域における
輝度の（平均的な値の）差が大きいため、一方の輝度補正が他方の輝度補正に影響を与え
ないように個別に行う構成によって、特に、表示される画像の視認性を領域毎に向上させ
ることができる。
【０１０８】
＜５．　第５の実施形態＞
＜５．１　全体的構成および動作＞
　図１４は、本発明の第５の実施形態に係るマルチディスプレイ装置の構成を示すブロッ
ク図である。図１４に示されるように、このマルチディスプレイ装置５００は、図１０に
示す第４の実施形態に係るマルチディスプレイ装置４００と同様に、画像処理装置５０と
、９個の液晶表示装置６１～６９とを備える画像表示システムであるが、画像処理装置５
０に与えられる入力画像データが複数である点が異なる。
【０１０９】
　すなわち、図１４に示されるように、画像処理装置５０は、第４の実施形態におけると
同様の画像解像度変換部５１、エリア別ヒストグラム解析部５２、画像分割出力部５３、
およびゲイン調整部５４を備えるが、１つの入力画像に複数の画像エリアが含まれている
のではなく、４つの入力画像データＤｐ１～Ｄｐ４に対応する４つの画像により、１つの
表示画像が形成されている点が異なる。
【０１１０】
　また、画像解像度変換部５１は、入力画像データＤｐ１～Ｄｐ４それぞれにより表され
る入力画像を拡大して得られる４つの拡大画像を表す拡大画像データＤｐｕ１～Ｄｐｕ４
を出力する点も、第４の実施形態の場合とは異なる。
【０１１１】
　すなわち画像解像度変換部５１は、入力画像データＤｐ１～Ｄｐ４によって表される所
定の解像度を有する４つの入力画像を、上記大画面、すなわち９つの液晶表示装置６１～
６９の表示画面全体で表示するために拡大する処理を行う。もっとも、４つの入力画像を
単純に合成することにより、上記表示画面全体で表示するのに適した大きさである場合に
は拡大する処理は必要ないが、ここでは適宜の拡大処理が行われるものとする。
【０１１２】
　なお、ここでは１つの拡大画像に合成する処理を行う必要はない。画像分割出力部５３
は、適宜に拡大処理が行われた４つの拡大画像から、対応する複数の領域を適宜の位置で
合成することにより、容易に分割画像データＤｓ１～Ｄｓ９により表される分割画像を生
成することができるからである。
【０１１３】
　以上のように、画像解像度変換部５１および画像分割出力部５３の動作は、第４の実施
形態の場合とやや異なるが、表示画面全体に表示される画像は、図１１に示される例と同
一であるため、エリア別ヒストグラム解析部５２におけるヒストグラム解析処理およびゲ
イン値算出処理や、ゲイン調整部５４におけるゲイン値の乗算処理などは、第４の実施形
態の場合と同様である。なお、前述したように、図１１に示す分割表示画像６０１～６０
４の表示位置は予め定められているため、エリア別ヒストグラム解析部５２は、エリア別
ヒストグラム解析部４２と同様、その位置を定めるためのエリア位置情報Ｉａを算出し出
力する必要はない。
【０１１４】
＜５．２　本実施形態の効果＞
　以上のように、本実施形態では、第１および第４の実施形態における効果と同様の効果
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を奏することができる。すなわち、表示される画像の視認性を領域毎にさらに向上させる
ことができる。
【符号の説明】
【０１１５】
　１０、２０、３０、４０、５０　…画像処理装置
　１１、２１、３１、４１、５１　…画像解像度変換部
　１２、２２、３２　…ヒストグラム解析部
　１３、２３、３３、４３、５３　…画像分割出力部
　１４、２７、３４、４４、５４　…ゲイン調整部
　２５　…画像信号調整部
　２６　…画像制御部
　２８　…液晶制御部
　２９　…液晶表示部
　４２、５２　…エリア別ヒストグラム解析部
　６１～６９、７１～７９　…液晶表示装置
　１００～５００…マルチディスプレイ装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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