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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ発光色度および発光輝度の調整が可能な複数の光源からの光によって画面上に
画像を表示する画像表示装置において、
　画面の互いに異なる一部のエリアについて色度および輝度をそれぞれ検出する複数のカ
ラーセンサーと、
　上記それぞれのカラーセンサーの検出色度および検出輝度と上記それぞれの光源の発光
色度および発光輝度との相関式が記憶されている相関記憶手段と、
　上記相関式を用いて、上記検出色度および検出輝度から上記それぞれの光源の検出発光
色度および検出発光輝度を演算する演算手段と、
　上記検出発光色度および検出発光輝度をもとに、上記それぞれの光源の発光色度および
発光輝度を調整する調整手段と
　を備えた
　ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　上記それぞれの光源は、複数の色の発光体の発光量を個別に調整することによって、発
光色度および発光輝度の調整がなされるものであり、
　上記それぞれのカラーセンサーは、複数の色の光量を検出し、これらの検出光量を複数
チャンネルのデータとして出力するものであり、
　上記相関式は、上記それぞれのカラーセンサーの上記それぞれの検出光量と上記それぞ



(2) JP 4540298 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

れの光源の上記それぞれの発光体の発光量との相関式であり、
　上記演算手段は、上記検出光量から上記それぞれの光源の上記それぞれの発光体の検出
発光量を演算し、
　上記調整手段は、上記それぞれの光源の上記それぞれの発光体の発光量を調整する
　ことを特徴とする請求項１記載の画像表示装置。
【請求項３】
　上記複数の色の発光体は、Ｒ，Ｇ，Ｂ３色の発光体であり、
　上記複数チャンネルは、Ｒ，Ｇ，Ｂの３チャンネルである
　ことを特徴とする請求項２記載の画像表示装置。
【請求項４】
　上記それぞれの光源の基準発光色度および基準発光輝度となる光源基準発光データが記
憶されている基準データ記憶手段をさらに備え、
　上記調整手段は、それぞれの光源の発光色度および発光輝度が、その光源の上記光源基
準発光データに一致するように調整する
　ことを特徴とする請求項１記載の画像表示装置。
【請求項５】
　上記カラーセンサーの個数は、上記光源の個数以上であることを特徴とする請求項１記
載の画像表示装置。
【請求項６】
　それぞれ発光色度および発光輝度の調整が可能な複数の光源からの光によって画面上に
画像を表示する画像表示方法において、
　画面の互いに異なる一部のエリアについて複数のカラーセンサーによって色度および輝
度をそれぞれ検出する第１のステップと、
　上記それぞれのカラーセンサーの検出色度および検出輝度と上記それぞれの光源の発光
色度および発光輝度との相関式を用いて、上記検出色度および検出輝度から上記それぞれ
の光源の検出発光色度および検出発光輝度を演算する第２のステップと、
　上記検出発光色度および検出発光輝度をもとに、上記それぞれの光源の発光色度および
発光輝度を調整する第３のステップと
　を含む
　ことを特徴とする画像表示方法。
【請求項７】
　上記それぞれの光源は、複数の色の発光体の発光量を個別に調整することによって、発
光色度および発光輝度の調整がなされるものであり、
　上記第１のステップは、上記それぞれのカラーセンサーが、それぞれ複数の色の光量を
検出し、これらの検出光量を複数チャンネルのデータとして出力し、
　上記第２のステップは、上記それぞれのカラーセンサーの上記それぞれの検出光量と上
記それぞれの光源の上記それぞれの発光体の発光量との相関式を用いて、上記検出光量か
ら上記それぞれの光源の上記それぞれの発光体の検出発光量を演算し、
　上記第３のステップは、上記それぞれの光源の上記それぞれの発光体の発光量を調整す
る
　ことを特徴とする請求項６記載の画像表示方法。
【請求項８】
　上記複数の色の発光体は、Ｒ，Ｇ，Ｂ３色の発光体であり、
　上記複数チャンネルは、Ｒ，Ｇ，Ｂの３チャンネルである
　ことを特徴とする請求項７記載の画像表示方法。
【請求項９】
　上記相関記憶手段には、上記相関式として、上記それぞれの光源の上記それぞれの発光
体の発光量と発光された光の三刺激値との相関と、上記エリアの各々における光の三刺激
値と上記カラーセンサーの検出光量の相関とに基づいて定められた相関式が記憶されてい
ることを特徴とする請求項２記載の画像表示装置。
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【請求項１０】
　上記第２のステップは、上記相関式として、上記それぞれの光源の上記それぞれの発光
体の発光量と発光された光の三刺激値との相関と、上記エリアの各々における光の三刺激
値と上記カラーセンサーの検出光量の相関とに基づいて定められた相関式を用いることを
特徴とする請求項７記載の画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像表示装置および画像表示方法に関し、特に複数の光源からの光によって画
面上に画像を表示する非自発光型の構成において画面の色度や輝度および画面内の色ムラ
や輝度ムラを容易に校正できる画像表示装置および画像表示方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
画面の色度や輝度の変動を補正する機能を備えた従来の画像表示装置としては、画面の色
度や輝度を１つのカラーセンサーによって検出し、その検出データをもとに上記色度や輝
度を補正するものがあった（例えば、特許文献１参照）。また、画面の色度や輝度を１つ
のカラーセンサーによって検出し、論理値からの検出値の変動量に応じて画像処理の色調
整を補正制御するものがあった（例えば、特許文献２参照）。
【０００３】
一方、光源からの光によって画面上に画像を表示する非自発光型の従来の画像表示装置と
しては、複数の色の発光体によって光源を構成し、異なる色の発光体からの光を混合する
ことによって光源の機能を果たし、それぞれの色の発光体の発光量を個別に制御して表示
画面の色度および輝度を調整するものがある。さらには、上記光源を複数備えたものもあ
る。
【０００４】
例えば、バックライト等の光源からの光を透過させて画面上に画像を表示する液晶ディス
プレイ等の非自発光型のフラットパネルディスプレイでは、Ｒ（Red），Ｇ（Green），Ｂ
（Blue）３色のＬＥＤをそれぞれ複数配列してなる複数の色の発光体によって１つまたは
複数の光源を構成したものがある。
【０００５】
このような非自発光型の画像表示装置では、光源の発光体の発光量が経時変化によって変
動するとともに、それぞれの色の発光体の発光量の変動量がばらつき、これによって画面
の色度や輝度が変動し、画面内に色ムラや輝度ムラを生じるため、色度や輝度および色ム
ラや輝度ムラの校正が必要となる。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００２－２８１５３１号公報（図１）
【特許文献２】
特開２００２－６４８４２号公報（図１，図３）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記複数の光源を備えた非自発光型の従来の画像表示装置に、上記色度や
輝度の変動を補正する従来の画像表示装置を適用して、色度や輝度の調整および色ムラや
輝度ムラを補正する場合には、以下の課題があった。
【０００８】
複数の光源からの光が混合された画面の色度や輝度を１つのカラーセンサーで検出するた
め、検出データとそれぞれの光源の相関が考慮されず、色度や輝度の調整処理が発散して
しまう可能性があった。このような調整処理の発散を防止するためには、それぞれの光源
を個別に発光させて色度や輝度を検出する必要があるが、色ムラや輝度ムラの補正には、
画面内の複数のエリアでの検出が必要となるので、光量の検出および発光量の調整に手間
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および時間がかかってしまう。
【０００９】
また、変動量の度合によって画像処理において変換誤差やビット落等が発生し、色ムラや
輝度ムラの補正とは別に画像品質を劣化させてしまうことがあった。
【００１０】
本発明は、このような従来の課題を解決するためになされたものであり、複数の光源から
の光によって画面上に画像を表示する非自発光型の構成において画像品質を劣化させずに
画面の色度や輝度および画面内の色ムラや輝度ムラを容易に校正できる画像表示装置およ
び画像表示方法を提供することを目的とするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明の画像表示装置は、
それぞれ発光色度および発光輝度の調整が可能な複数の光源によって画面上に画面上に画
像を表示する画像表示装置において、
画面上の互いに異なる一部のエリアについて色度および輝度をそれぞれ検出する複数のカ
ラーセンサーと、
上記それぞれのカラーセンサーの検出色度および検出輝度と上記それぞれの光源の発光色
度および発光輝度との相関式が記憶されている相関記憶手段と、
上記相関式を用いて、上記検出色度および検出輝度から上記それぞれの光源の検出発光色
度および検出発光輝度を演算する演算手段と、
上記検出発光色度および検出発光輝度をもとに、上記それぞれの光源の発光色度および発
光輝度を調整する調整手段と
を備えた
ことを特徴とするものである。
【００１２】
また、本発明の画像表示方法は、
それぞれ発光色度および発光輝度の調整が可能な複数の光源によって画面上に画面上に画
像を表示する画像表示方法において、
画面上の互いに異なる一部のエリアについて複数のカラーセンサーによって色度および輝
度をそれぞれ検出する第１のステップと、
上記それぞれのカラーセンサーの検出色度および検出輝度と上記それぞれの光源の発光色
度および発光輝度との相関式を用いて、上記検出色度および検出輝度から上記それぞれの
光源の検出発光色度および検出発光輝度を演算する第２のステップと、
上記検出発光色度および検出発光輝度をもとに、上記それぞれの光源の発光色度および発
光輝度を調整する第３のステップと
を含む
ことを特徴とするものである。
【００１３】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の実施の形態の画像表示装置においてのディスプレイパネルの構成図である
。また、図２は本発明の実施の形態の画像表示装置においての光源校正のための構成およ
び光源校正手順を説明する図である。
【００１４】
図１および図２において、この実施の形態の画像表示装置は、液晶ディスプレイ等の非自
発光型の画像表示装置であって、ディスプレイパネルの表示部１１と、ディスプレイパネ
ルの導光板１２と、ディスプレイパネルの４つの光源Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４と、４つの
カラーセンサーＳ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４と、光源制御部２０と、光源駆動部２１と、Ａ／
Ｄ変換部２２とを備えている。また、上記光源制御部２０は、光源発光量演算部２３と、
相関データメモリ２４と、光源基準発光量データメモリ２５と、光源制御量演算部２６と
を備えている。
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【００１５】
光源Ｌｎ（ｎは１，２，３，４の内の任意の値とする）は、Ｒ（Red）発光体，Ｇ（Green
）発光体，Ｂ（Blue）発光体によって構成されている。例えば、Ｒ発光体はＲのＬＥＤを
、Ｇ発光体はＧのＬＥＤを、Ｂ発光体はＢのＬＥＤを、それぞれ複数配列したものである
。この光源Ｌｎは、Ｒ発光体，Ｇ発光体，Ｂ発光体（Ｒチャンネル，Ｇチャンネル，Ｂチ
ャンネル）それぞれの発光量を独立して個別に調整することが可能である。
【００１６】
光源Ｌｎの３色の発光体からのＲ，Ｇ，Ｂ光は、それぞれ画素ごとに透過率が制御され、
導光板１２によって混合されて表示部１１に拡散され、これによって表示部１１にカラー
画像が表示される。
【００１７】
カラーセンサーＳｍ（ｍは１，２，３，４の内の任意の値とする）は、表示部１１の周辺
であって表示部１１上の一部のエリアＡｍの近傍に設置されており、導光板１２によって
混合された光源Ｌ１～Ｌ４からの光のエリアＡｍにおいてのＲ，Ｇ，Ｂ３色（Ｒ，Ｇ，Ｂ
３チャンネル）の光量を検出し、これらＲ，Ｇ，Ｂ３チャンネルの検出光量をＡ／Ｄ変換
部２２に出力する。なお、上記３チャンネルの検出光量からエリアＡｍにおいての色度お
よび輝度が判るので、カラーセンサーＳｍは、エリアＡｍにおいての色度および輝度を検
出し、その検出色度および検出輝度をＡ／Ｄ変換部２２に出力する、と言い換えることも
できる。
【００１８】
ここで、表示部１１上の一部のエリアＡ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４のそれぞれは、図１におい
ては、点線でハッキリと分割されているように表現しているが、これはあくまでもエリア
の位置を示す目安であり、実際にそれぞれのカラーセンサーが検出する範囲はこのように
ハッキリと分割されるものではない。
【００１９】
また、カラーセンサーＳ１～Ｓ４を設置する際には、光源Ｌ１～Ｌ４からの光以外による
検出誤差を排除するため、光源Ｌ１～Ｌ４からの光以外の入射光は遮蔽する構造とするこ
とが望ましい。
【００２０】
光源駆動部２１は、それぞれの光源のそれぞれの発光体を個別に駆動するとともに、光源
制御部２０の光源制御量演算部２６からの光源制御データに従って、上記それぞれの発光
体の発光量を個別に制御する。
【００２１】
Ａ／Ｄ変換部２２は、それぞれのカラーセンサーから出力された検出光量のアナログ値を
ディジタル値に変換し、これらの検出光量データを光源制御部２０の光源発光量演算部２
３に出力する。
【００２２】
光源制御部２０において、相関データメモリ２４には、それぞれのカラーセンサーのＲ，
Ｇ，Ｂチャンネルそれぞれの検出光量と、それぞれの光源Ｌ１～Ｌ４のＲ，Ｇ，Ｂチャン
ネルそれぞれの発光量との間の相関データがあらかじめ記憶されている。なお、上記相関
データは、それぞれのカラーセンサーの検出色度および検出輝度と、それぞれの光源の発
光色度および発光輝度との間の相関データでもある。
【００２３】
光源発光量演算部２３は、相関データメモリ２４に記憶されている相関データを用いて、
上記それぞれのカラーセンサーの検出光量からそれぞれの光源のＲ，Ｇ，Ｂチャンネルそ
れぞれの検出発光量を演算し、これらの検出発光量データを光源制御量演算部２６に出力
する。なお、光源発光量演算部２３は、上記それぞれのカラーセンサーの検出色度および
検出輝度からそれぞれの光源の検出発光色度および検出発光輝度を演算する、と言い換え
ることもできる。
【００２４】
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で構成された光源基準発光量データがあらかじめ記憶されている。なお、上記光源基準発
光量データは、それぞれの光源の基準発光色度および基準発光輝度で構成されたデータで
もある。
【００２５】
光源制御量演算部２６は、それぞれの光源のそれぞれの発光体についての検出発光量デー
タを、メモリ２５に記憶されているその光源のその発光体についての光源基準発光量デー
タと比較し、その発光体の発光量が基準発光量に一致するように、その発光体の発光量を
制御する光源制御データを光源駆動部２１に出力する。
【００２６】
それぞれの光源のそれぞれの発光体の発光量は、表示部１１の画面全体で色度よび輝度が
均一になり、色ムラや輝度ムラがないように初期設定される。しかし、それぞれの発光体
の発光輝度の経時変動および発光体間での上記経時変動のばらつきによって、上記画面内
での色度および輝度の均一性が崩れ、色ムラや輝度ムラを生じる。特に、Ｒ，Ｇ，Ｂ発光
体間で経時変動にばらつきがあると、色度の変化が著しく現れ、視認性が低下する。この
ため、それぞれの光源のそれぞれの発光体の発光量を校正して、画面内での色度および輝
度の均一性を初期設定と同様に保つ必要がある。
【００２７】
この実施の形態の画像表示装置においての光源校正の手順を以下に説明する。この実施の
形態の光源校正手順は、それぞれのカラーセンサーのそれぞれのチャネンネルの検出光量
と、それぞれの光源のそれぞれの発光体の発光量との間の相関を用いることを特徴として
いる。まず、上記カラーセンサの検出光量と上記光源の発光量の相関について説明する。
【００２８】
まず、光源ＬｎのＲ，Ｇ，Ｂ発光体の発光量と光源Ｌｎの色度および輝度との間には相関
がある。光源ＬｎのＲ発光体の発光量をＲＬｎ、光源ＬｎのＧ発光体の発光量をＧＬｎ、
光源ＬｎのＢ発光体の発光量をＢＬｎとし、発光量ＲＬｎの三刺激値を（ＸＲＬｎ，ＹＲ

Ｌｎ，ＺＲＬｎ）、発光量ＧＬｎの三刺激値を（ＸＧＬｎ，ＹＧＬｎ，ＺＧＬｎ）、発光
量ＢＬｎの三刺激値を（ＸＢＬｎ，ＹＢＬｎ，ＺＢＬｎ）とすると、光源Ｌｎの三刺激値
（ＸＬｎ，ＹＬｎ，ＺＬｎ）は、次の（１）式のように表される。
【数１】

【００２９】
上記（１）式において、Ｃｎは、光源ＬｎのＲ，Ｇ，Ｂ発光体の発光量（ＲＬｎ，ＧＬｎ

，ＢＬｎ）と、光源Ｌｎの三刺激値（ＸＬｎ，ＹＬｎ，ＺＬｎ）との相関を示す３×３の
行列である。この相関行列Ｃｎは、光源ごとに固有の行列であって、実際の測定などによ
ってあらかじめ求めることができる。
【００３０】
また、表示部１１の一部のエリアＡｍにおいての光は、４つの光源Ｌ１～Ｌ４のそれぞれ
から固有の減衰率でエリアＡｍに到達した光の混合光である。このようなエリアＡｍにお
いての光の三刺激値（ＸＡｎ，ＹＡｎ，ＺＡｎ）は、次の（２）式のように表される。
【数２】
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【００３１】
上記（２）式において、ｋｍｎは光源Ｌｎからの光がエリアＡｍに到達するまでの減衰率
を表す係数である。なお、上記（２）式では、光源ＬｎからのＸ，Ｙ，Ｚ光の減衰率係数
を全て同じ値ｋｍｎとしているが、上記Ｘ，Ｙ，Ｚ光の減衰率が異なる場合は、上記減衰
率係数ｋｍｎは上記Ｘ，Ｙ，Ｚ光それぞれに固有の値となる。
【００３２】
上記（２）式の第ｎ項は、エリアＡｍにおいての光源Ｌｎの発光量の寄与率を表す。光源
Ｌ１～Ｌ４を全て発光させた場合は、エリアＡｍにおいての光の三刺激値（ＸＡｍ，ＹＡ

ｍ，ＺＡｍ）は、上記（２）式の第１項～第４項を全て加算したものとなる。また、例え
ば光源Ｌ１のみを発光させた場合は、エリアＡｍにおいての光の三刺激値（ＸＡｍ，ＹＡ

ｍ，ＺＡｍ）は、上記（２）式の第１項となる。
【００３３】
また、カラーセンサーＳｍは、エリアＡｍにおいての光を検出する。エリアＡｍにおいて
の光の三刺激値と、カラーセンサーＳｍのＲ，Ｇ，Ｂ検出光量との間には相関がある。エ
リアＡｍにおいての光の三刺激値を（ＸＡｍ，ＹＡｍ，ＺＡｍ）とすると、カラーセンサ
ーＳｍの分光感度特性がルータ条件を満たすとき、カラーセンサーＳｍのＲ，Ｇ，Ｂ検出
光量（ＲＳｍ，ＧＳｍ，ＢＳｍ）は、次の（３）式のように表される。
【数３】

【００３４】
上記（３）式において、Ｄｍは、エリアＡｍにおいての光の三刺激値（ＸＡｍ，ＹＡｍ，
ＺＡｍ）と、カラーセンサーＳｍの検出光量（ＲＳｍ，ＧＳｍ，ＢＳｍ）との相関を表す
３×３の行列である。この相関行列Ｄｍは、例えばエリアごと（カラーセンサーごと）に
固有の行列であって、実際の測定などによってあらかじめ求めることができる。
【００３５】
上記（１）式～（３）式を組合せることにより、４つの光源Ｌ１～Ｌ４のＲ，Ｇ，Ｂ色発
光体の発光量（ＲＬ１，ＧＬ１，ＢＬ１）～（ＲＬ４，ＧＬ４，ＢＬ４）と、カラーセン
サーＳｍの検出光量（ＲＳｍ，ＧＳｍ，ＢＳｍ）との相関を表す次の（４）式を導出でき
る。
【数４】

【００３６】
上記（４）式において、Ｅｍｎは、光源ＬｎのＲ，Ｇ，Ｂ発光体の発光量（ＲＬｎ，ＧＬ

ｎ，ＢＬｎ）と、カラーセンサーＳｍの検出光量（ＲＳｍ，ＧＳｍ，ＢＳｍ）との相関を
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示す３×３の行列であって、Ｅｍｎ＝Ｄｍ×ｋｍｎ×Ｃｎである。
【００３７】
上記（４）式の第ｎ項は、カラーセンサーＳｍの検出光量（ＲＳｍ，ＧＳｍ，ＢＳｍ）に
おいての光源Ｌｎの発光量の寄与率を表す。光源Ｌ１～Ｌ４を全て発光させた場合は、カ
ラーセンサーＳｍの検出光量（ＲＳｍ，ＧＳｍ，ＢＳｍ）は、上記（４）式の第１項～第
４項を全て加算したものとなる。また、例えば光源Ｌ１のみを発光させた場合は、カラー
センサーＳｍの検出光量（ＲＳｍ，ＧＳｍ，ＢＳｍ）は、上記（４）式の第１項となる。
【００３８】
相関行列Ｅ１ｍ～Ｅ４ｍは、光源Ｌ１～Ｌ４の内の光源ＬｍのＲ，Ｇ，Ｂ発光体のいずれ
か１つのみを単独で発光させたときのその発光体の発光量およびカラーセンサーＳ１～Ｓ
４の検出光量（ＲＳ１，ＧＳ１，ＢＳ１）～（ＲＳ４，ＧＳ４，ＢＳ４）をもって、あら
かじめ求めることができる。
【００３９】
例えば、光源Ｌ１のＲ発光体のみを発光させときのその発光体の発光量ＲＬ１およびカラ
ーセンサーＳ１～Ｓ４の検出光量（ＲＳ１，ＧＳ１，ＢＳ１）～（ＲＳ４，ＧＳ４，ＢＳ

４）をもって、相関行列Ｅ１１～Ｅ４１の第１列の３つの値を求めることができ、光源Ｌ
１のＧ発光体のみを発光させときのその発光体の発光量ＧＬ１およびカラーセンサーＳ１
～Ｓ４の検出光量（ＲＳ１，ＧＳ１，ＢＳ１）～（ＲＳ４，ＧＳ４，ＢＳ４）をもって、
相関行列Ｅ１１～Ｅ４１の第２列の３つの値を求めることができ、光源Ｌ１のＢ発光体の
みを発光させときのその発光体の発光量ＢＬ１およびカラーセンサーＳ１～Ｓ４の検出光
量（ＲＳ１，ＧＳ１，ＢＳ１）～（ＲＳ４，ＧＳ４，ＢＳ４）をもって、相関行列Ｅ１１

～Ｅ４１の第３列の３つの値を求めることができる。
【００４０】
あらかじめ求めた相関行列Ｅ１１～Ｅ４４を上記（４）式に代入することにより、カラー
センサーＳ１～Ｓ４の合計１２の検出光量ＲＳ１～ＢＳ４のそれぞれについて、光源Ｌ１
～Ｌ４のＲ，Ｇ，Ｂ発光体の発光量ＲＬ１～ＢＬ４との相関式がそれぞれ得られる。
【００４１】
あらかじめ求めた上記合計１２の相関式に、カラーセンサーＳ１～Ｓ４の合計１２の検出
光量ＲＳ１～ＢＳ４をそれぞれ代入することにより、光源Ｌ１～Ｌ４のＲ，Ｇ，Ｂ発光体
の合計１２の発光量ＲＬ１～ＢＬ４を変数とする１２の式からなる連立方程式が得られ、
この連立方程式を解くことにより、光源Ｌ１～Ｌ４のＲ，Ｇ，Ｂ発光体の発光量（検出発
光量）ＲＬ１～ＢＬ４のそれぞれを算出することができる。
【００４２】
このように、上記（４）式から得られる合計１２の相関式を用いることにより、カラーセ
ンサーＳ１～Ｓ４の検出光量ＲＳ１～ＢＳ４から、光源Ｌ１～Ｌ４のＲ，Ｇ，Ｂ発光体の
発光量（検出発光量）ＲＬ１～ＢＬ４を算出することができる。
【００４３】
図３は本発明の実施の形態の画像表示装置においての光源校正手順を示すフローチャート
である。この図３を用いて本実施の形態の光源校正手順について以下に説明する。
【００４４】
相関データメモリ２４には、上記（４）式の相関行列Ｅ１１～Ｅ４４の値があらかじめ記
憶されている。これらの相関行列Ｅ１１～Ｅ４４の値は、設計段階や生産段階などにおい
て実際の測定値などを用いて設定される。また、上記（４）式から得られた上記合計１２
の上記相関式も、上記検出発光量ＲＬ１～ＢＬ４の演算アルゴリズムの一部として相関デ
ータメモリ２４に記憶されている。
【００４５】
従って、相関データメモリ２４には、上記（４）式から得られた上記合計１２の上記相関
式であって、上記（４）式の相関行列Ｅ１１～Ｅ４４の値が判っているものが、相関デー
タとしてあらかじめ記憶されている。なお、上記演算アルゴリズムを光源発光量演算部２
３に記憶しておくことも可能である。
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【００４６】
また、光源基準発光量データメモリ２５には、それぞれの光源のそれぞれの発光体の基準
発光量で構成された光源基準発光量データがあらかじめ記憶されている。この光源基準発
光量データは、全域に色ムラや輝度ムラのない画面が得られるときのそれぞれの光源のそ
れぞれの発光体の発光量データであり、設計段階や生産段階（生産段階においての光源発
光量の初期設定時）などにおいて設定される。
【００４７】
さらに、光源基準発光量データメモリ２５には、基準発光量データに対する検出発光量デ
ータの許容範囲があらかじめ記憶されている。この許容範囲は、例えば画像表示装置の表
示品質や使用目的などに応じて、設計段階や生産段階などにおいて設定される。
【００４８】
図３において、光源校正の開始時に、光源Ｌ１～Ｌ４が発光していればすぐにステップ１
に進み、光源Ｌ１～Ｌ４が発光していなければ、光源制御部２０の光源制御量演算部２６
によって光源駆動部２１を制御し、光源駆動部２１によって光源Ｌ１～Ｌ４を発光させ、
必要に応じて光源が安定するまで待機してからステップ１に進む。この光源校正は、ユー
ザーが任意のタイミングで開始させることが可能である他、所定の時間間隔や所定の時刻
になされるように自動設定しておくことも可能である。
【００４９】
ステップ１では、カラーセンサーＳ１によってエリアＡ１においてのＲ，Ｇ，Ｂ光量を、
カラーセンサーＳ２によってエリアＡ２においてのＲ，Ｇ，Ｂ光量を、カラーセンサーＳ
３によってエリアＡ３においてのＲ，Ｇ，Ｂ光量を、それぞれ検出する。
【００５０】
そして、これらカラーセンサーＳ１のＲ，Ｇ，Ｂ検出光量（ＲＳ１，ＧＳ１，ＢＳ１）、
カラーセンサーＳ２のＲ，Ｇ，Ｂ検出光量（ＲＳ２，ＧＳ２，ＢＳ２）、カラーセンサー
Ｓ３のＲ，Ｇ，Ｂ検出光量（ＲＳ３，ＧＳ３，ＢＳ３）、およびカラーセンサーＳ４のＲ
，Ｇ，Ｂ検出光量（ＲＳ４，ＧＳ４，ＢＳ４）をＡ／Ｄ変換部２２に送出し、Ａ／Ｄ変換
部２２において、ディジタル値に変換する。
【００５１】
次のステップ２では、Ａ／Ｄ変換部２２でディジタル値に変換された検出光量データを光
源制御部２０の光源発光量演算部２３に送出し、光源発光量演算部２３において、相関デ
ータメモリ２４に記憶されている上記合計１２の相関式を用いて、合計１２の検出光量Ｒ

Ｓ１～ＢＳ４から、光源Ｌ１のＲ，Ｇ，Ｂ発光体の検出発光量（ＲＬ１，ＧＬ１，ＢＬ１

）、光源Ｌ２のＲ，Ｇ，Ｂ発光体の検出発光量（ＲＬ２，ＧＬ２，ＢＬ２）、光源Ｌ３の
Ｒ，Ｇ，Ｂ発光体の検出発光量（ＲＬ３，ＧＬ３，ＢＬ３）、および光源Ｌ４のＲ，Ｇ，
Ｂ発光体の検出発光量（ＲＬ４，ＧＬ４，ＢＬ４）を算出する。
【００５２】
次のステップ３では、光源発光量演算部２３で算出された検出発光量データを光源制御量
演算部２６に送出し、光源制御量演算部２６において、それぞれの光源のそれぞれの発光
体について、検出発光量とメモリ２５に記憶されている基準発光量との差分を求め、その
差分をメモリ２５に記憶されている許容範囲と比較する。そして、いずれかの発光体の上
記差分が上記許容範囲を超えている場合にはステップ４に進む。
【００５３】
ステップ４では、許容範囲を超えている検出発光量が基準発光量よりも小さい場合はその
発光体の発光量を増やす方向にその発光体の制御量を変更し、許容範囲を超えている検出
発光量が基準発光量よりも大きい場合はその発光体の発光量を減らす方向にその発光体の
制御量を変更し、これらの光源制御データを光源駆動部２１に送出する。
【００５４】
そして、光源駆動部２１において、上記制御量が変更された光源制御データに従って、そ
れぞれの光源のそれぞれの発光体の発光量を再調整したあと、再び上記ステップ１～３を
実施する。
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このようにして、それぞれの光源のそれぞれの発光量を調整し、上記ステップ３で、全て
の光源の全ての発光体について検出発光量と基準発光量の差分が許容範囲内に収まってい
れば、この光源校正手順を終了する。
【００５６】
以上のように本発明の実施の形態によれば、複数のカラーセンサーそれぞれの検出光量と
複数の光源それぞれの発光量との間の相関式を用いて、上記検出光量からそれぞれの光源
の検出発光量を算出し、これらの検出発光量をもとにそれぞれの光源の発光量を調整する
ことにより、複数の光源からの光によって画面上に画像を表示する非自発光型の構成にお
いて画像品質を劣化させずに画面の色度や輝度および画面内の色ムラや輝度ムラを容易に
校正することができる。
【００５７】
さらに、上記従来の画像表示装置では、カラーセンサーが１つのためにカラーセンサーを
画面の中央に設置する必要があり、カラーセンサーを画像表示の妨げになる位置に設置し
なければならないので、光源校正を随時実施することが困難であったが、この実施の形態
の画像表示装置では、複数カラーセンサーによって画面上の互いに異なる一部のエリアの
光量をそれぞれ検出しているので、それぞれのカラーセンサーを画面の周辺に設けること
ができ、カラーセンサーを画像表示の妨げにならない位置に設置できるので、光源校正を
随時実施することができる。
【００５８】
なお、上記実施の形態では、４つの光源を備えた画像表示装置において４つのカラーセン
サーを設けているが、カラーセンサーの個数を光源の個数以上とすれば上記（４）式を用
いて光源の発光体の検出発光量を算出することができるので、カラーセンサーの個数は光
源の個数と同じかそれよりも多い個数とすることが可能である。
【００５９】
また、上記実施の形態では、階調特性が線形であることを前提としているが、光源あるい
はカラーセンサー等の特性によって階調特性が線形でない場合には、あらかじめその階調
特性を測定などによって得た上で、上記（４）式の相関式に盛り込むことにより、同様に
光源の発光量を算出することができる。
【００６０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、複数の光源からの光によって画面上に画像を表示す
る非自発光型の構成において画像品質を劣化させずに画面の色度や輝度および画面内の色
ムラや輝度ムラを容易に校正することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態の画像表示装置においてのディスプレイパネルの構成図で
ある。
【図２】　本発明の実施の形態の画像表示装置においての光源校正のための構成および光
源校正手順を説明する図である。
【図３】　本発明の実施の形態の画像表示装置においての光源校正手順を示すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
１１　表示部、　１２　導光板、　Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４　光源、　Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３
，Ｓ４　カラーセンサー、　２０　光源制御部、　２１　光源駆動部、　２２　Ａ／Ｄ変
換部、　２３　光源発光量演算部、　２４　相関データメモリ、　２５　光源基準発光量
データメモリ、　２６　光源制御量演算部。
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