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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１以上の光源により構成される光源ブロックと分割表示エリアとが対応し、複数の光源
ブロックと複数の分割表示エリアにより構成される映像表示エリアとが対応し、映像信号
に応じて、前記映像表示エリアに対応した複数の光源の輝度を一括制御するための第１の
輝度制御信号を生成し、また、前記映像信号に応じて、前記光源ブロックの単位で各光源
の輝度を分割制御するための第２の輝度制御信号を生成する生成手段と、
　前記第１及び第２の輝度制御信号に基づき、前記複数の光源の輝度を制御する輝度制御
手段と、を備え、
　前記輝度制御手段は、前記映像信号に基づく黒帯検出に応じて、前記一括制御の比率を
前記分割制御の比率より高く制御する光源輝度制御装置。
【請求項２】
　前記輝度制御手段は、前記映像信号に基づく映画コンテンツの検出に応じて、前記一括
制御の比率を前記分割制御の比率より高くすることを特徴とする請求項１に記載の光源輝
度制御装置。
【請求項３】
　前記輝度制御手段は、前記映像信号とともに提供される制御信号に基づく映画コンテン
ツの検出に応じて、前記一括制御の比率を前記分割制御の比率より高くすることを特徴と
する請求項１に記載の光源輝度制御装置。
【請求項４】



(2) JP 4783468 B1 2011.9.28

10

20

30

40

50

　前記輝度制御手段は、周囲照度に応じて、前記一括制御及び前記分割制御の比率を可変
制御することを特徴とする請求項１に記載の光源輝度制御装置。
【請求項５】
　前記輝度制御手段は、基準周囲照度値より低い低周囲照度値の検出に応じて、前記一括
制御の比率を前記分割制御の比率より高くすることを特徴とする請求項４に記載の光源輝
度制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、バックライトの輝度制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルＴＶ等の液晶表示装置は、例えば液晶パネルの背面に設けられたバックライト
が液晶を照明するように構成される。バックライトは、ＣＣＦＬ蛍光管又は複数のＬＥＤ
（Light Emitting Diode）ライトを光源としている。ＬＥＤを光源とするバックライトに
は、映像信号に応じて、所定数ＬＥＤライトの単位で、バックライトを構成する各ＬＥＤ
ライトの輝度を制御するエリア輝度制御も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２０４８２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　映像信号に応じて、バックライトを構成する複数のＬＥＤライトの輝度を一様に制御す
る全体輝度制御が知られている。さらに、映像信号に応じて、所定数ＬＥＤライトの単位
で、バックライトを構成する各ＬＥＤライトの輝度を制御するエリア輝度制御も知られて
いる。
【０００５】
　エリア輝度制御は、全体輝度制御に比して高画質及び低消費電力が期待されるが、例え
ば、エリア輝度制御が、不向きなケースもあり、輝度制御の改善が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の光源輝度制御装置は、映像信号に応じて、映像表示エリアに対応した複数の
光源の輝度を一括制御するための第１の輝度制御信号を生成し、また、前記映像信号に応
じて、１以上の光源により構成される光源ブロックの単位で前記複数の光源の輝度を分割
制御するための第２の輝度制御信号を生成する生成手段と、前記第１及び第２の輝度制御
信号に基づき、前記複数の光源の輝度を制御する輝度制御手段と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１～第４の実施形態の映像表示装置の一例を示すブロック図である。
【図２】バックライトを構成する複数の光源ブロックと、液晶パネル（映像表示エリア）
に対応する複数の分割表示エリアとの関係の一例を示す図である。
【図３】入力映像信号に応じたエリア輝度制御の一例を示す図である。
【図４Ａ】暗い背景中を移動する白球映像の一例を示す図である。
【図４Ｂ】図４Ａに示す白球映像に対応したエリア輝度制御の一例を示す図である。
【図４Ｃ】図４Ｂに示すエリア輝度制御を適用した白球映像の一例を示す図である。
【図５】第１の実施形態の輝度制御の一例を説明するための図である。
【図６】第２の実施形態の輝度制御の一例を説明するための図である。
【図７】第３の実施形態の輝度制御の一例を説明するための図である。
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【図８】第４の実施形態の輝度制御の一例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照し、第１～第４の実施形態について説明する。なお、図１～図４は、
第１～第４の実施形態の共通図である。
【０００９】
　図１は、映像表示装置の一例を示すブロック図である。図１に示すように、映像表示装
置は、設定入力モジュール１、主制御モジュール２、映像解析モジュール３、輝度制御モ
ジュール４１、映像信号処理モジュール４２、映像表示モジュール６、明るさセンサー７
を備えている。映像表示モジュール６は、バックライト６１及び液晶パネル６２を備えて
いる。なお、輝度制御モジュール４１及び映像信号処理モジュール４２をＬＳＩ（Large 
Scale Integrated circuit）４により構成するようにしてもよい。
【００１０】
　設定入力モジュール１は、例えばユーザからの入力情報を主制御モジュール２に通知す
る。設定入力モジュール１は、例えばリモートコントローラであってもよい。明るさセン
サー７は、周囲の照度を検出し、周囲照度検出値を主制御モジュール２に通知する。
【００１１】
　主制御モジュール２は、設定入力モジュール１からの入力情報に基づき各種条件を設定
する。また、主制御モジュール２は、明るさセンサー７からの周囲照度検出値を輝度制御
モジュール４１へ通知する。輝度制御モジュール４１は、周囲照度検出値に基づきバック
ライト６１の輝度を制御することができる。さらに、主制御モジュール２は、ＨＤＭＩ（
High-Definition Multimedia Interface）を介して入力された制御信号に基づき、ＨＤＭ
Ｉを介して入力された入力映像信号の種別を検出することができ、入力映像種別検出結果
を輝度制御モジュール４１へ通知することができる。輝度制御モジュール４１は、種別検
出結果に基づきバックライト６１の輝度を制御することができる。周囲照度検出値に基づ
く輝度制御、及び種別検出結果に基づく輝度制御については、後に詳しく説明する。
【００１２】
　映像解析モジュール３は、入力映像信号を解析し、入力映像信号が映画コンテンツか否
かを検出することができる。例えば、映像解析モジュール３は、入力映像信号に基づき濃
度ヒストグラムを生成し、濃度ヒストグラムに基づき入力映像信号に基づく映像が黒帯を
含むか否かを検出することができる。映像解析モジュール３は、黒帯検出に基づき、入力
映像信号を映画コンテンツと判定することができる。或いは、映像解析モジュール３は、
入力映像信号のフォーマットを検出し、検出フォーマットに基づき入力映像信号が映画コ
ンテンツか否かを検出することができる。例えば、映像解析モジュール３は、２－３プル
ダウンフォーマット又は２４Ｐフォーマットの検出に基づき入力映像信号を映画コンテン
ツと判定することができる。２－３プルダウンフォーマットは、映画フィルムなど毎秒２
４コマで記録された映像を毎秒３０フレーム（６０フィールド）の映像信号に変換（プル
ダウン）したフォーマットである。また、２４Ｐフォーマットは、毎秒２４フレームの順
次走査（プログレッシブスキャン）のフォーマットである。
【００１３】
　映像表示モジュール６は、バックライト６１及び液晶パネル６２を備える。図２は、バ
ックライト６１を構成する複数の光源ブロック６１０１～６１１２と、液晶パネル６２（
映像表示エリア）に対応する複数の分割表示エリア６２０１～６２１２との関係の一例を
示す図である。図２に示すような、エッジライト方式又はサイドライト方式と呼ばれるバ
ックライト６１に対して、第１～第４の実施形態の輝度制御を適用するケースについて説
明する。なお、第１～第４の実施形態の輝度制御は、例えば直下型方式のバックライトに
適用することもできる。
【００１４】
　図２に示すように、バックライト６１は複数の光源ブロック６１０１～６１１２により
構成されている。光源ブロック６１０１は、１以上の光源（ＬＥＤライト）により構成さ
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れる。光源ブロック６１０２～６１１２も同様の構成である。
【００１５】
　また、液晶パネル６２に対応した映像表示エリアが構成され、この映像表示エリアは複
数の分割表示エリア６２０１～６２１２により構成されている。
【００１６】
　光源ブロック６１０１を構成する１以上の光源から出た光は、分割表示エリア６２０１
に対応する導光板に入射し、入射光は導光板で表面反射を繰り返して導光板上に均一に広
がり、導光板内から出た光が分割表示エリア６２０１を照らす。つまり、光源ブロック６
１０１を構成する１以上の光源から出た光が、ほぼ均一に分割表示エリア６２０１を照ら
す。同様に、光源ブロック６１０２～６１１２を構成する１以上の光源から出た光が、ほ
ぼ均一に分割表示エリア６２０２～６２１２を照らす。
【００１７】
　輝度制御モジュール４１は、入力映像信号に応じて、映像表示エリア（複数の分割表示
エリア６２０１～６２１２）に対応した複数の光源の輝度を一括して制御（グローバルデ
ィミング制御）するための全体輝度制御信号（第１の輝度制御信号）を生成し、この全体
輝度制御信号に基づき複数の光源の輝度を一括して制御することができる。例えば、輝度
制御モジュール４１は、入力映像信号に基づき生成される１画面の映像中の黒面積比を算
出し、黒面積比に応じて全体輝度制御信号を生成する。言い換えれば、輝度制御モジュー
ル４１は、入力映像信号から算出される平均輝度に基づき全体輝度制御信号を生成する。
輝度制御モジュール４１は、１画面の映像中の黒面積比が高い場合（平均輝度が低い場合
）には、複数の光源の輝度を低輝度に制御するための全体輝度制御信号を生成し、逆に、
１画面の映像中の黒面積比が低い場合（平均輝度が高い場合）には、複数の光源の輝度を
高輝度に制御するための全体輝度制御信号を生成する。
【００１８】
　或いは、輝度制御モジュール４１は、入力映像信号及び周囲照度検出値に応じて、全体
輝度制御信号を生成し、全体輝度制御信号に基づき複数の光源の輝度を一括して制御する
ことができる。例えば、輝度制御モジュール４１は、入力映像信号に基づき生成される１
画面の映像中の黒面積比を算出し、黒面積比及び周囲照度検出値に応じて全体輝度制御信
号を生成する。輝度制御モジュール４１は、黒面積比に応じた輝度制御に加えて、周囲の
照度が低い場合（暗い場合）には、複数の光源の輝度を低輝度に制御するための全体輝度
制御信号を生成し、逆に、周囲の照度が高い場合（明るい）には、複数の光源の輝度を高
輝度に制御するための全体輝度制御信号を生成する。
【００１９】
　上記したように、輝度制御モジュール４１は、全体輝度制御信号に基づき複数の光源の
輝度を一括して制御することができる。言い換えれば、輝度制御モジュール４１は、液晶
パネル６２に対応した映像表示エリアの輝度を一様に制御することができる。上記したよ
うな複数の光源の輝度を一括して制御する手法を、全体輝度制御と称する。
【００２０】
　また、輝度制御モジュール４１は、入力映像信号に応じて、光源ブロック６１０１～６
１１２の単位で各光源の輝度を分割して制御するためのエリア輝度制御信号（第２の輝度
制御信号）を生成し、エリア輝度制御信号に基づき光源ブロック６１０１～６１１２の単
位で各光源の輝度を分割して制御することができる（図３参照）。例えば、輝度制御モジ
ュール４１は、入力映像信号に基づき生成される１画面の映像中の明るい部分と暗い部分
とを検出し、明暗検出結果に応じてエリア輝度制御信号を生成する。言い換えると、輝度
制御モジュール４１は、分割表示エリア６２０１～６２１２に表示される各部分映像の平
均輝度を検出し、各部分映像の平均輝度に基づきエリア輝度制御信号を生成する。つまり
、輝度制御モジュール４１は、明るい部分映像に対応した分割表示エリアの光源の輝度を
高輝度に制御し、暗い部分映像に対応した分割表示エリアの光源の輝度を低輝度に制御す
るためのエリア輝度制御信号を生成する。
【００２１】
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　或いは、輝度制御モジュール４１は、入力映像信号及び周囲照度検出値に応じて、エリ
ア輝度制御信号を生成し、エリア輝度制御信号に基づき光源ブロック６１０１～６１１２
の単位で各光源の輝度を分割して制御することができる。例えば、輝度制御モジュール４
１は、入力映像信号に基づき１画面の映像中の明るい部分と暗い部分とを検出し、明暗検
出結果及び周囲照度検出値に応じてエリア輝度制御信号を生成する。輝度制御モジュール
４１は、明暗検出結果に応じたエリア輝度制御に加えて、周囲の照度が低い場合（暗い場
合）には、複数の光源の輝度を低輝度に制御するためのエリア輝度制御信号を生成し、逆
に、周囲の照度が高い場合（明るい場合）には、複数の光源の輝度を高輝度に制御するた
めのエリア輝度制御信号を生成する。
【００２２】
　上記したように、輝度制御モジュール４１は、エリア輝度制御信号に基づき光源ブロッ
ク６１０１～６１１２の単位で各光源の輝度を分割して制御することができる。言い換え
れば、輝度制御モジュール４１は、液晶パネル６２に対応した複数の分割表示エリアの輝
度を個々に制御することができる。上記したような光源ブロック６１０１～６１１２の単
位で各光源の輝度を分割して制御する手法を、エリア輝度制御と称する。さらに、拡散フ
ィルター４１が、各分割表示エリア６２０２～６２１２の明るさを拡散し、各分割表示エ
リア６２０２～６２１２の明るさの違いを滑らかにする（図３参照）。
【００２３】
　また、輝度制御モジュール４１は、例えば、上記した全体輝度制御及びエリア輝度制御
を同時に併用し、各光源の輝度を制御することができる。つまり、輝度制御モジュール４
１は、状況に応じて（例えば入力映像信号の特性に応じて）、全体輝度制御の比率を０％
～１００％で可変制御し、これに対応して、エリア輝度制御の比率を１００％～０％で可
変制御し、これら可変制御に対応した補正輝度制御信号を生成し、補正輝度制御信号に基
づきバックライト６１を構成する複数の光源の輝度を制御することができる。
【００２４】
　また、輝度制御モジュール４１は、状況に応じて、全体輝度制御の比率とエリア輝度制
御の比率とを次第に変化させて、全体輝度制御の比率とエリア輝度制御の比率とを目的の
比率に設定することもできる。例えば、全体輝度制御の比率を６０％に設定し、エリア輝
度制御の比率を４０％に設定する場合に、輝度制御モジュール４１は、全体輝度制御の比
率を５０％から次第に６０％へ変更し、これに対応して、エリア輝度制御の比率を５０％
から４０％へ変更する。或いは、輝度制御モジュール４１は、全体輝度制御の比率を０％
から次第に６０％へ変更し、これに対応して、エリア輝度制御の比率を１００％から４０
％へ変更する。或いは、輝度制御モジュール４１は、全体輝度制御の比率を１００％から
次第に６０％へ変更し、これに対応して、エリア輝度制御の比率を０％から４０％へ変更
する。
【００２５】
　上記したように、輝度制御モジュール４１は、例えば、上記した全体輝度制御及びエリ
ア輝度制御を同時に併用することもできるし、また、上記した全体輝度制御及びエリア輝
度制御を時間で使い分けることもできる。例えば、輝度制御モジュール４１は、第１の時
間帯（第１のタイミング）で、全体輝度制御又はエリア輝度制御により各光源の輝度を制
御し、第２の時間帯（第２のタイミング）で、エリア輝度制御又は全体輝度制御により各
光源の輝度を制御することができる。例えば、輝度制御モジュール４１は、映画コンテン
ツの再生に対応して全体輝度制御により各光源の輝度を制御し、非映画コンテンツの再生
に対応してエリア輝度制御により各光源の輝度を制御することができる。
【００２６】
　映像信号処理モジュール４２は、入力映像信号に対して各種処理を適用し、例えば、拡
散フィルターによる光の広がり状態に基づき、入力映像信号を補正する。表示モジュール
６は、輝度制御モジュール４１により輝度制御されたバックライト６１の照明により、補
正映像信号に基づく映像を表示する。
【００２７】
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　上記したエリア輝度制御は、分割数及び分割パターンにより、省電力効果が期待できる
。反面、エリア輝度制御が、不向きなケースもある。図４Ａは、暗い背景中を移動する白
球映像の一例を示す図であり、図４Ｂは、図４Ａに示す白球映像に対応したエリア輝度制
御の一例を示す図であり、図４Ｃは、図４Ｂに示すエリア輝度制御を適用した白球映像の
一例を示す図である。
【００２８】
　例えば、図４Ａの状態１に示す白球に対応して、図４Ｂの状態１に示すように分割表示
エリア６２０１に対応する光源が第１の輝度（高輝度）に制御され、分割表示エリア６２
０２、６２０７、６２０８に対応する光源が第１の輝度より低い第２の輝度に制御され、
分割表示エリア６２０３、６２０９に対応する光源が第２の輝度より低い第３の輝度に制
御され、分割表示エリア６２０４、６２１０に対応する光源が第３の輝度より低い第４の
輝度に制御され、分割表示エリア６２０５、６２０６、６２１１、６２１２に対応する光
源が第４の輝度より低い第５の輝度に制御される。その結果、図４Ｃの状態１に示すよう
な画面表示が出力される。
【００２９】
　続いて、図４Ａの状態２に示す白球に対応して、図４Ｂの状態２に示すように分割表示
エリア６２０２に対応する光源が第１の輝度（高輝度）に制御され、分割表示エリア６２
０１、６２０３、６２０７、６２０８、６２０９に対応する光源が第１の輝度より低い第
２の輝度に制御され、分割表示エリア６２０４、６２１０に対応する光源が第２の輝度よ
り低い第３の輝度に制御され、分割表示エリア６２０５、６２１１に対応する光源が第３
の輝度より低い第４の輝度に制御され、分割表示エリア６２０６、６２１２に対応する光
源が第４の輝度より低い第５の輝度に制御される。その結果、図４Ｃの状態２に示すよう
な画面表示が出力される。
【００３０】
　続いて、図４Ａの状態３に示す白球に対応して、図４Ｂの状態３に示すように分割表示
エリア６２０３、６２０９に対応する光源が第１の輝度（高輝度）に制御され、分割表示
エリア６２０２、６２０４、６２０８、６２１０に対応する光源が第１の輝度より低い第
２の輝度に制御され、分割表示エリア６２０１、６２０５、６２０７、６２１１に対応す
る光源が第２の輝度より低い第３の輝度に制御され、分割表示エリア６２０６、６２１２
に対応する光源が第３の輝度より低い第４の輝度に制御される。その結果、図４Ｃの状態
３に示すような画面表示が出力される。
【００３１】
　このように、白球を含む分割表示エリアに対応した光源は高輝度に制御され、白球を含
む分割表示エリアに隣接した分割表示エリアに対応した光源も比較的高輝度に制御される
。これに対して、白球から離れた分割表示エリアに対応した光源は低輝度に制御される。
【００３２】
　例えば、上記した白球移動映像が映画コンテンツの１シーンであり、この映画コンテン
ツに対応した映像の上下に黒帯が挿入されるとすると、上記したエリア輝度制御により黒
帯部分の輝度が不均一になることがある。例えば、分割表示エリア６２０１～６２０６に
跨って上側の黒帯が表示され、分割表示エリア６２０７～６２１２に跨って下側の黒帯が
表示される場合、白球の移動に対応して黒帯の輝度が変化してしまう。つまり、白球を含
む分割表示エリアに表示される黒帯の一部は明るくなり、白球から遠い分割表示エリアに
表示される黒帯の一部は暗くなってしまう。このように、白球の動きに合わせたエリア輝
度制御の影響により、映像的には変化していない黒帯の明るさが変化してしまい、映像が
不自然になってしまうことがある。
【００３３】
　以下説明する第１～第４の実施形態に示すバックライト輝度制御により、上記したよう
に映像が不自然になってしまう不具合を低減することができる。
【００３４】
（第１の実施形態）
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　図５を参照して、第１の実施形態について説明する。図５は、第１の実施形態の輝度制
御の一例を説明するための図である。
【００３５】
　入力映像信号に対応した映像が黒帯を含む場合、その黒帯は映像の上下に配置される。
つまり、黒帯の位置は、ある程度予測することができる。例えば、映像解析モジュール３
は、入力映像信号に基づき黒帯予測エリア（映像の上下の帯状のエリア）の濃度ヒストグ
ラムを生成し（ＳＴ５０１）、濃度ヒストグラムに基づき入力映像信号に基づく映像が黒
帯を含むか否かを検出する（ＳＴ５０２）。なお、映像解析モジュール３は、黒帯予測エ
リアを考慮せずに、入力映像信号に基づき濃度ヒストグラムを生成し、濃度ヒストグラム
に基づき入力映像信号に基づく映像が黒帯を含むか否かを検出することもできる。
【００３６】
　映像が黒帯を含まない場合（ＳＴ５０２、ＮＯ）、輝度制御モジュール４１は、映像解
析モジュール３からの黒帯無しの検出結果に基づき、エリア輝度制御を実行する（ＳＴ５
０３）。つまり、輝度制御モジュール４１は、エリア輝度制御信号に基づきバックライト
６１の光源の輝度を制御する。又は、輝度制御モジュール４１は、映像解析モジュール３
からの黒帯無しの検出結果に基づき、エリア輝度制御の比率を全体輝度制御の比率より高
く設定し、エリア輝度制御及び全体輝度制御を併用する。即ち、輝度制御モジュール４１
は、入力映像信号に対応してエリア輝度制御のためのエリア輝度制御信号を生成し、また
、入力映像信号に対応して全体輝度制御のための全体輝度制御信号を生成し、エリア輝度
制御信号による輝度制御の比率が全体輝度制御信号による輝度制御の比率より高くなるよ
うな補正輝度制御信号を生成し、補正輝度制御信号に基づきバックライト６１の光源の輝
度を制御する。これにより、例えば、分割表示エリア６２０１～６２１２に表示される各
部分映像の平均輝度に対して強く依存して各光源の輝度が制御され、逆に、映像表示エリ
ア全体に表示される全体映像の平均輝度に対して弱く依存して各光源の輝度が制御される
。例えば、一部映像の平均輝度が高くなった場合には、この一部映像に対応した分割表示
エリアの各光源の輝度が高く制御されるが、全体映像の平均輝度が大きく変化しても全体
映像に対応した各光源の輝度変化量は小さく抑制される。
【００３７】
　映像が黒帯を含まなければ、エリア輝度制御により映像（黒帯）が不自然に表示される
ことはない。このため、映像が黒帯を含まない場合は、エリア輝度制御の効果を高め、全
体輝度制御の効果を低減し、映像信号に応じた輝度制御を優先し、画像品位を高めること
ができる。
【００３８】
　また、映像が黒帯を含む場合（ＳＴ５０２、ＹＥＳ）、輝度制御モジュール４１は、映
像解析モジュール３からの黒帯有りの検出結果に基づき、映画コンテンツと判定し（ＳＴ
５０４）、全体輝度制御を実行する（ＳＴ５０５）。つまり、輝度制御モジュール４１は
、全体輝度制御信号に基づきバックライト６１の光源の輝度を制御する。又は、輝度制御
モジュール４１は、映像解析モジュール３からの黒帯有りの検出結果に基づき、全体輝度
制御の比率をエリア輝度制御の比率より高く設定し、全体輝度制御及びエリア輝度制御を
併用する。即ち、輝度制御モジュール４１は、入力映像信号に対応して全体輝度制御のた
めの全体輝度制御信号を生成し、また、入力映像信号に対応してエリア輝度制御のための
エリア輝度制御信号を生成し、全体輝度制御信号による輝度制御の比率がエリア輝度制御
信号による輝度制御の比率より高くなるような補正輝度制御信号を生成し、補正輝度制御
信号に基づきバックライト６１の光源の輝度を制御する。これにより、例えば、分割表示
エリア６２０１～６２１２に表示される各部分映像の平均輝度に対して弱く依存して各光
源の輝度が制御され、逆に、映像表示エリア全体に表示される全体映像の平均輝度に対し
て強く依存して各光源の輝度が制御される。例えば、全体映像の平均輝度が高くなった場
合には全体映像に対応した各光源の輝度も高く制御されるが、一部映像の平均輝度が大き
く変化してもこの一部映像に対応した分割表示エリアの各光源の輝度変化量は小さく抑制
される。
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【００３９】
　映像が黒帯を含むと、エリア輝度制御により映像（黒帯）が不自然に表示されることが
ある。このため、映像が黒帯を含む場合は、全体輝度制御の効果を高め、エリア輝度制御
の効果を低減し、不具合が目立たないように輝度を制御し、画像品位の低下を防止するこ
とができる。
【００４０】
　なお、輝度制御モジュール４１は、黒帯無し又は有りの検出結果に基づき、即座にエリ
ア輝度制御又は全体輝度制御に切り換えたり、即座に全体輝度制御の比率をエリア輝度制
御の比率より高く設定したりすることもできるし、全体輝度制御の比率とエリア輝度制御
の比率とを次第に変化させて、全体輝度制御の比率とエリア輝度制御の比率とを目的の比
率に設定することもできる。
【００４１】
（第２の実施形態）
　図６を参照して、第２の実施形態について説明する。図６は、第２の実施形態の輝度制
御の一例を説明するための図である。
【００４２】
　入力映像信号に対応した映像が映画コンテンツである場合、入力映像信号の映像フォー
マットは、例えば２４Ｐフォーマット又は２－３プルダウンフォーマットである。映像解
析モジュール３は、入力映像信号の映像フォーマットを検出することができる。入力映像
信号の映像フォーマットが、２４Ｐフォーマットではなく、２－３プルダウンフォーマッ
トでもないことが検出された場合（ＳＴ６０１、ＮＯ）（ＳＴ６０２、ＮＯ）、輝度制御
モジュール４１は、エリア輝度制御を実行する（ＳＴ６０３）。つまり、輝度制御モジュ
ール４１は、エリア輝度制御信号に基づきバックライト６１の光源の輝度を制御する。又
は、輝度制御モジュール４１は、エリア輝度制御の比率を全体輝度制御の比率より高く設
定し、エリア輝度制御及び全体輝度制御を併用する。即ち、輝度制御モジュール４１は、
入力映像信号に対応してエリア輝度制御のためのエリア輝度制御信号を生成し、また、入
力映像信号に対応して全体輝度制御のための全体輝度制御信号を生成し、エリア輝度制御
信号による輝度制御の比率が全体輝度制御信号による輝度制御の比率より高くなるような
補正輝度制御信号を生成し、補正輝度制御信号に基づきバックライト６１の光源の輝度を
制御する。
【００４３】
　映像が映画コンテンツでなければ、映像が黒帯を含む可能性は低い。よって、エリア輝
度制御により映像（黒帯）が不自然に表示されることはない。このため、映像が映画コン
テンツではない場合は、エリア輝度制御の効果を高め、全体輝度制御の効果を低減し、映
像信号に応じた輝度制御を優先し、画像品位を高めることができる。
【００４４】
　また、入力映像信号の映像フォーマットが、２４Ｐフォーマット又は２－３プルダウン
フォーマットである場合（ＳＴ６０１、ＹＥＳ）（ＳＴ６０３、ＹＥＳ）、輝度制御モジ
ュール４１は、入力映像信号は映画コンテンツと判定し（ＳＴ６０４）、全体輝度制御を
実行する（ＳＴ６０５）。つまり、輝度制御モジュール４１は、全体輝度制御信号に基づ
きバックライト６１の光源の輝度を制御する。又は、輝度制御モジュール４１は、全体輝
度制御の比率をエリア輝度制御の比率より高く設定し、全体輝度制御及びエリア輝度制御
を併用する。即ち、輝度制御モジュール４１は、入力映像信号に対応して全体輝度制御の
ための全体輝度制御信号を生成し、また、入力映像信号に対応してエリア輝度制御のため
のエリア輝度制御信号を生成し、全体輝度制御信号による輝度制御の比率がエリア輝度制
御信号による輝度制御の比率より高くなるような補正輝度制御信号を生成し、補正輝度制
御信号に基づきバックライト６１の光源の輝度を制御する。
【００４５】
　映像が映画コンテンツであれば、映像が黒帯を含む可能性が高い。よって、エリア輝度
制御により映像（黒帯）が不自然に表示されることがある。このため、映像が映画コンテ
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ンツである場合は、全体輝度制御の効果を高め、エリア輝度制御の効果を低減し、不具合
が目立たないように輝度を制御し、画像品位の低下を防止することができる。
【００４６】
　なお、輝度制御モジュール４１は、映像フォーマットの検出結果に基づき、即座にエリ
ア輝度制御又は全体輝度制御に切り換えたり、即座に全体輝度制御の比率をエリア輝度制
御の比率より高く設定したりすることもできるし、全体輝度制御の比率とエリア輝度制御
の比率とを次第に変化させて、全体輝度制御の比率とエリア輝度制御の比率とを目的の比
率に設定することもできる。
【００４７】
（第３の実施形態）
　図７を参照して、第３の実施形態について説明する。図７は、第３の実施形態の輝度制
御の一例を説明するための図である。
【００４８】
　図１に示す映像表示装置が、ＨＤＭＩを介して映像再生機器と接続されている場合、Ｈ
ＤＭＩを介して映像信号とともに提供される制御信号に基づき、入力映像信号の種別を検
出することができる。主制御モジュール２が、ＨＤＭＩの制御信号に基づき、入力映像信
号の種別を映画コンテンツ以外と判定すると（ＳＴ７０１、ＮＯ）、輝度制御モジュール
４１は、非映画コンテンツの判定結果に基づき、エリア輝度制御を実行する（ＳＴ７０３
）。つまり、輝度制御モジュール４１は、エリア輝度制御信号に基づきバックライト６１
の光源の輝度を制御する。又は、輝度制御モジュール４１は、エリア輝度制御の比率を全
体輝度制御の比率より高く設定し、エリア輝度制御及び全体輝度制御を併用する。即ち、
輝度制御モジュール４１は、入力映像信号に対応してエリア輝度制御のためのエリア輝度
制御信号を生成し、また、入力映像信号に対応して全体輝度制御のための全体輝度制御信
号を生成し、エリア輝度制御信号による輝度制御の比率が全体輝度制御信号による輝度制
御の比率より高くなるような補正輝度制御信号を生成し、補正輝度制御信号に基づきバッ
クライト６１の光源の輝度を制御する。
【００４９】
　映像が映画コンテンツでなければ、映像が黒帯を含む可能性は低い。よって、エリア輝
度制御により映像（黒帯）が不自然に表示されることはない。このため、映像が映画コン
テンツではない場合は、エリア輝度制御の効果を高め、全体輝度制御の効果を低減し、映
像信号に応じた輝度制御を優先し、画像品位を高めることができる。
【００５０】
　主制御モジュール２が、ＨＤＭＩの制御信号に基づき、入力映像信号の種別を映画コン
テンツと判定すると（ＳＴ７０１、ＮＯ）、輝度制御モジュール４１は、映画コンテンツ
の判定結果に基づき、全体輝度制御を実行する（ＳＴ７０４）（ＳＴ７０５）。つまり、
輝度制御モジュール４１は、全体輝度制御信号に基づきバックライト６１の光源の輝度を
制御する。又は、輝度制御モジュール４１は、全体輝度制御の比率をエリア輝度制御の比
率より高く設定し、全体輝度制御及びエリア輝度制御を併用する。即ち、輝度制御モジュ
ール４１は、入力映像信号に対応して全体輝度制御のための全体輝度制御信号を生成し、
また、入力映像信号に対応してエリア輝度制御のためのエリア輝度制御信号を生成し、全
体輝度制御信号による輝度制御の比率がエリア輝度制御信号による輝度制御の比率より高
くなるような補正輝度制御信号を生成し、補正輝度制御信号に基づきバックライト６１の
光源の輝度を制御する。
【００５１】
　映像が映画コンテンツであれば、映像が黒帯を含む可能性が高い。よって、エリア輝度
制御により映像（黒帯）が不自然に表示されることがある。このため、映像が映画コンテ
ンツである場合は、全体輝度制御の効果を高め、エリア輝度制御の効果を低減し、不具合
が目立たないように輝度を制御し、画像品位の低下を防止することができる。
【００５２】
　なお、輝度制御モジュール４１は、映画コンテンツの検出結果に基づき、即座にエリア
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輝度制御又は全体輝度制御に切り換えたり、即座に全体輝度制御の比率をエリア輝度制御
の比率より高く設定したりすることもできるし、全体輝度制御の比率とエリア輝度制御の
比率とを次第に変化させて、全体輝度制御の比率とエリア輝度制御の比率とを目的の比率
に設定することもできる。
【００５３】
　図８を参照して、第４の実施形態について説明する。図８は、第４の実施形態の輝度制
御の一例を説明するための図である。
【００５４】
　図１に示す映像表示装置は明るさセンサー７を備え、例えば明るさセンサー７は表示モ
ジュール７の周囲の照度を検出することができる（ＳＴ８０１）。主制御モジュール２が
、明るさセンサー７からの周囲照度検出値に基づき、周囲照度が明るいと判定すると（Ｓ
Ｔ８０２、ＮＯ）、輝度制御モジュール４１は、周囲照度判定結果（明るい）に基づき、
エリア輝度制御を実行する（ＳＴ８０３）。つまり、輝度制御モジュール４１は、エリア
輝度制御信号に基づきバックライト６１の光源の輝度を制御する。又は、輝度制御モジュ
ール４１は、エリア輝度制御の比率を全体輝度制御の比率より高く設定し、エリア輝度制
御及び全体輝度制御を併用する。即ち、輝度制御モジュール４１は、入力映像信号に対応
してエリア輝度制御のためのエリア輝度制御信号を生成し、また、入力映像信号に対応し
て全体輝度制御のための全体輝度制御信号を生成し、エリア輝度制御信号による輝度制御
の比率が全体輝度制御信号による輝度制御の比率より高くなるような補正輝度制御信号を
生成し、補正輝度制御信号に基づきバックライト６１の光源の輝度を制御する。これによ
り、例えば、映像表示装置は、周囲照度判定結果（明るい）に基づき全体輝度制御により
バックライト６２の全体の輝度を上げつつ、入力映像信号に基づきエリア輝度制御により
分割表示エリアの単位で輝度を制御することができる。
【００５５】
　周囲照度値が高ければ（周囲が明るければ）、仮に映像に黒帯が含まれていて、エリア
輝度制御により黒帯部分の輝度が不均一であったとしても、黒帯部分の輝度変化は人間の
目では分かり難い。よって、エリア輝度制御により黒帯部分の輝度が不均一であったとし
ても、目立たない。このため、周囲照度値が高ければ（周囲が明るければ）、エリア輝度
制御の効果を高め、全体輝度制御の効果を低減し、映像信号に応じた輝度制御を優先し、
画像品位を高めることができる。
【００５６】
　主制御モジュール２が、明るさセンサー７からの周囲照度検出値（例えば基準周囲照度
値より低い低周囲照度検出値）に基づき、周囲照度が暗いと判定すると（ＳＴ８０２、Ｙ
ＥＳ）、輝度制御モジュール４１は、周囲照度判定結果（暗い）に基づき、全体輝度制御
を実行する（ＳＴ８０４）。つまり、輝度制御モジュール４１は、全体輝度制御信号に基
づきバックライト６１の光源の輝度を制御する。又は、輝度制御モジュール４１は、全体
輝度制御の比率をエリア輝度制御の比率より高く設定し、全体輝度制御及びエリア輝度制
御を併用する。即ち、輝度制御モジュール４１は、入力映像信号に対応して全体輝度制御
のための全体輝度制御信号を生成し、また、入力映像信号に対応してエリア輝度制御のた
めのエリア輝度制御信号を生成し、全体輝度制御信号による輝度制御の比率がエリア輝度
制御信号による輝度制御の比率より高くなるような補正輝度制御信号を生成し、補正輝度
制御信号に基づきバックライト６１の光源の輝度を制御する。これにより、例えば、映像
表示装置は、周囲照度判定結果（暗い）に基づき全体輝度制御によりバックライト６２の
全体の輝度を下げつつ、入力映像信号に基づきエリア輝度制御により分割表示エリアの単
位で輝度を制御することができる。
【００５７】
　周囲照度値が低ければ（周囲が暗ければ）、仮に映像に黒帯が含まれていて、エリア輝
度制御により黒帯部分の輝度が不均一になると、黒帯部分の輝度変化は人間の目でも分か
り易くなる。よって、エリア輝度制御により黒帯部分の輝度が不均一になると、黒帯部分
の輝度が不均一であることが目立ってしまう。このため、周囲照度値が低ければ（周囲が
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暗ければ）、全体輝度制御の効果を高め、エリア輝度制御の効果を低減し、黒帯部分の輝
度が不均一であることが目立たないように輝度を制御し、画像品位の低下を防止すること
ができる。
【００５８】
　なお、輝度制御モジュール４１は、周囲照度検出値に基づき、即座にエリア輝度制御又
は全体輝度制御に切り換えることもできるし、即座に全体輝度制御の比率をエリア輝度制
御の比率より高く設定したり、即座にエリア輝度制御の比率を全体輝度制御の比率より高
く設定したりすることもできるし、全体輝度制御の比率とエリア輝度制御の比率とを次第
に変化させて、全体輝度制御の比率とエリア輝度制御の比率とを目的の比率に設定するこ
ともできる。
【００５９】
　上記した第１～第４の実施形態の映像表示装置は、各種条件（入力映像信号の特性又は
環境条件）に応じて、全体輝度制御だけでバックライトの輝度を制御したり、エリア輝度
制御だけでバックライトの輝度を制御したり、全体輝度制御とエリア輝度制御とを併用し
たりすることができる。例えば、全体輝度制御とエリア輝度制御の併用とは、全体輝度制
御とエリア輝度制御の比率を変えることである。
【００６０】
　これにより、エリア輝度制御だけでバックライトの輝度を制御した場合に画像が不自然
になるような状況下において、上記した第１～第４の実施形態の映像表示装置は、画像が
不自然になるのを防止することができる。また、エリア輝度制御だけでバックライトの輝
度を制御した場合に画像が不自然になるような状況下において、エリア輝度制御を完全に
停止し、全体輝度制御だけでバックライトの輝度を制御した場合、電力消費量が大きくな
ってしまう。これに対して、上記した第１～第４の実施形態の映像表示装置は、全体輝度
制御及びエリア輝度制御を併用することができ、電力消費量を抑えつつ、画像が不自然に
なるのを防止することができる。
【００６１】
　第１～第４の実施形態により、光源の輝度制御に優れた映像表示装置（光源輝度制御装
置）及び映像表示方法（光源輝度制御方法）を提供することができる。
【００６２】
　なお、上記したモジュールとは、ハードウェアで実現するものであっても良いし、ＣＰ
Ｕ等を使ってソフトウェアで実現するものであってもよい。
【００６３】
　なお、本願発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜
組み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形
態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適当な組み
合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からい
くつかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決
できる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］
　１以上の光源により構成される光源ブロックと分割表示エリアとが対応し、複数の光源
ブロックと複数の分割表示エリアにより構成される映像表示エリアとが対応し、映像信号
に応じて、前記映像表示エリアに対応した複数の光源の輝度を一括制御するための第１の
輝度制御信号を生成し、また、前記映像信号に応じて、前記光源ブロックの単位で各光源
の輝度を分割制御するための第２の輝度制御信号を生成する生成手段と、
　前記第１及び第２の輝度制御信号に基づき、前記複数の光源の輝度を制御する輝度制御
手段と、
　を備えた光源輝度制御装置。
　［２］
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　前記輝度制御手段は、前記映像信号に応じて、前記一括制御及び前記分割制御の比率を
可変制御することを特徴とする［１］に記載の光源輝度制御装置。
　［３］
　前記輝度制御手段は、前記映像信号に基づく黒帯検出に応じて、前記一括制御の比率を
前記分割制御の比率より高くすることを特徴とする［２］に記載の光源輝度制御装置。
　［４］
　前記輝度制御手段は、前記映像信号に基づく映画コンテンツの検出に応じて、前記一括
制御の比率を前記分割制御の比率より高くすることを特徴とする［２］に記載の光源輝度
制御装置。
　［５］
　前記輝度制御手段は、前記映像信号とともに提供される制御信号に基づく映画コンテン
ツの検出に応じて、前記一括制御の比率を前記分割制御の比率より高くすることを特徴と
する［２］に記載の光源輝度制御装置。
　［６］
　前記輝度制御手段は、周囲照度に応じて、前記一括制御及び前記分割制御の比率を可変
制御することを特徴とする［１］に記載の光源輝度制御装置。
　［７］
　前記輝度制御手段は、基準周囲照度値より低い低周囲照度値の検出に応じて、前記一括
制御の比率を前記分割制御の比率より高くすることを特徴とする［６］に記載の光源輝度
制御装置。
　［８］
　１以上の光源により構成される光源ブロックと分割表示エリアとが対応し、複数の光源
ブロックと複数の分割表示エリアにより構成される映像表示エリアとが対応し、映像信号
に応じて、前記映像表示エリアに対応した複数の光源の輝度を一括制御するための第１の
輝度制御信号を生成し、また、前記映像信号に応じて、前記光源ブロックの単位で各光源
の輝度を分割制御するための第２の輝度制御信号を生成し、
　前記第１及び第２の輝度制御信号に基づき、前記複数の光源の輝度を制御する光源輝度
制御方法。
【符号の説明】
【００６４】
１…設定入力モジュール、２…主制御モジュール、３…映像解析モジュール、４１…輝度
制御モジュール、４２…映像信号処理モジュール、６…映像表示モジュール、７…明るさ
センサー、６１…バックライト、６２…液晶パネル
【要約】
【課題】輝度制御を改善すること。
【解決手段】実施形態の光源輝度制御装置は、映像信号に応じて、映像表示エリアに対応
した複数の光源の輝度を一括制御するための第１の輝度制御信号を生成し、また、前記映
像信号に応じて、１以上の光源により構成される光源ブロックの単位で前記複数の光源の
輝度を分割制御するための第２の輝度制御信号を生成する生成手段と、前記第１及び第２
の輝度制御信号に基づき、前記複数の光源の輝度を制御する輝度制御手段と、を備える。
【選択図】図５
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４Ａ】
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【図５】 【図６】
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