
JP 5542409 B2 2014.7.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに双方向通信が可能なマスター液晶表示装置及び１以上のスレーブ液晶表示装置か
ら構成されるマルチ画面表示装置において、
　各前記液晶表示装置は、
　ＬＣＤパネルと、
　前記ＬＣＤパネルの背面に設けられバックライトの輝度を検出する輝度センサと、
　前記輝度センサの測定輝度と初期設定時の前記輝度センサの測定輝度と目標輝度補正値
の積である目標輝度の比較結果に基づき、前記バックライトの輝度を制御するパラメータ
である輝度調整値を前記目標輝度と現在の前記輝度センサの測定輝度の差が一定範囲内に
収束するまで調整する輝度調整値調整手段と、
　前記輝度調整値に基づき前記バックライトの点灯時間を制御して前記ＬＣＤパネルの輝
度を調整するバックライト制御手段と、を備え、
　前記マスター液晶表示装置はさらに、前記スレーブ液晶表示装置から前記輝度調整値を
受け、自己を含む全ての前記液晶表示装置の前記輝度調整値に基づき前記目標輝度を調整
する目標輝度調整手段を備え、
　前記目標輝度調整手段は前記スレーブ液晶表示装置から前記調整後の前記輝度調整値を
受け、自己を含む全ての前記輝度調整値の最大値が所定の上限値を超える場合、前記目標
輝度補正値を下げる補正をし、前記輝度調整値の最大値が所定の下限値未満である場合、
前記目標輝度補正値を上げる補正をすることを特徴とする、マルチ画面表示装置。
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【請求項２】
　互いに双方向通信が可能なマスター液晶表示装置及び１以上のスレーブ液晶表示装置か
ら構成されるマルチ画面表示装置において、
　各前記液晶表示装置は、
　ＬＣＤパネルと、
　前記ＬＣＤパネルの背面に設けられバックライトの輝度を検出する輝度センサと、
　前記輝度センサの測定輝度と初期設定時の前記輝度センサの測定輝度と目標輝度補正値
の積である目標輝度の比較結果に基づき、前記バックライトの輝度を制御するパラメータ
である輝度調整値を調整する輝度調整値調整手段と、
　前記輝度調整値に基づき前記バックライトの点灯時間を制御して前記ＬＣＤパネルの輝
度を調整するバックライト制御手段と、を備え、
　前記マスター液晶表示装置はさらに、前記スレーブ液晶表示装置から前記輝度調整値を
受け、自己を含む全ての前記液晶表示装置の前記輝度調整値に基づき前記目標輝度を調整
する目標輝度調整手段を備え、
　前記輝度調整値調整手段は、前記目標輝度と現在の前記輝度センサの測定輝度の差が一
定範囲内に収束していない場合は、前記輝度調整値を所定量調整することを繰り返し、
　前記目標輝度調整手段は、前記輝度調整値の前記調整が行われる度に前記スレーブ液晶
表示装置から調整後の前記輝度調整値を受け、自己を含む全ての前記輝度調整値の最大値
が所定の上限値を超える場合、前記目標輝度補正値を下げる補正をし、前記輝度調整値の
最大値が所定の下限値未満である場合、前記目標輝度補正値を上げる補正をすることを特
徴とする、
マルチ画面表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数の液晶表示装置を組み合わせることにより大画面化を構成するマルチ
画面表示装置において、マルチ画面全体の輝度が均一に保たれるように各液晶表示装置の
輝度を制御することができるマルチ画面表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の液晶表示装置を組み合わせて大画面を構成するマルチ画面表示装置におい
て、各液晶表示装置は背面に設けられたバックライトからの光によって、表示面の明るさ
が確保されている。
【０００３】
　バックライトの輝度はＰＷＭ制御（Ｐｕｌｓｅ Ｗｉｄｔｈ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）で
あり、バックライトパルス制御部によって生成されるパルス幅にしたがってバックライト
の点灯制御を行っている。すなわち、外部から入力される輝度制御パラメータをバックラ
イトパルス制御部でバックライトパルス幅に変換し、変換されたパルス幅にしたがってバ
ックライトの点灯制御を行うことによりバックライトの輝度制御が行われる。
【０００４】
　このような液晶表示装置の輝度特性は、ＬＣＤパネルの透過率の特性で決まるほか、バ
ックライトの輝度特性にも影響される。ところが、ＬＣＤパネルの透過率特性は液晶材料
などにより決まるため、自由に設定したり変更したりすることができない。また、バック
ライトも経時劣化や温度特性により、輝度が大きく変化する。
【０００５】
　そのため、バックライトのＰＷＭ制御による点灯時間を同じにしても、個体差や使用環
境などにより、個々の液晶表示装置ごとに輝度に差が生じてしまうことがある。このため
、マルチ画面を構成する各液晶表示装置の輝度特性を輝度センサにて常に監視し、各マル
チ画面表示装置の輝度値が一定になるマルチ画面表示装置が提案されている（特許文献１
参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１８３３９７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来のマルチ画面表示装置では、マルチ画面を構成する各液晶表示装置
の前面側に輝度センサを設けており、輝度センサにより表示内容の一部が隠れてしまうと
いう課題がある。また、マルチ画面全体の輝度を均一に保つのに工夫の余地がある。
【０００８】
　本発明は上述の問題点に鑑みてなされたものであり、マルチ画面全体の輝度を均一に保
ち、且つ輝度センサにより表示内容が隠れてしまうことのない、マルチ画面表示装置の提
供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１のマルチ画面表示装置は、互いに双方向通信が可能なマスター液晶表示装
置及び１以上のスレーブ液晶表示装置から構成されるマルチ画面表示装置であって、各液
晶表示装置は、ＬＣＤパネルと、ＬＣＤパネルの背面に設けられバックライトの輝度を検
出する輝度センサと、輝度センサの測定輝度と初期設定時の輝度センサの測定輝度と目標
輝度補正値の積である目標輝度の比較結果に基づき、バックライトの輝度を制御するパラ
メータである輝度調整値を目標輝度と現在の輝度センサの測定輝度の差が一定範囲内に収
束するまで調整する輝度調整値調整手段と、輝度調整値に基づきバックライトの点灯時間
を制御してＬＣＤパネルの輝度を調整するバックライト制御手段と、を備え、マスター液
晶表示装置はさらに、スレーブ液晶表示装置から輝度調整値を受け、自己を含む全ての液
晶表示装置の輝度調整値に基づき目標輝度を調整する目標輝度調整手段を備え、目標輝度
調整手段はスレーブ液晶表示装置から調整後の輝度調整値を受け、自己を含む全ての輝度
調整値の最大値が所定の上限値を超える場合、目標輝度補正値を下げる補正をし、輝度調
整値の最大値が所定の下限値未満である場合、目標輝度補正値を上げる補正をする。
【００１０】
　また、本発明の第２のマルチ画面表示装置は、互いに双方向通信が可能なマスター液晶
表示装置及び１以上のスレーブ液晶表示装置から構成されるマルチ画面表示装置であって
、各液晶表示装置は、ＬＣＤパネルと、ＬＣＤパネルの背面に設けられバックライトの輝
度を検出する輝度センサと、輝度センサの測定輝度と初期設定時の輝度センサの測定輝度
と目標輝度補正値の積である目標輝度の比較結果に基づき、バックライトの輝度を制御す
るパラメータである輝度調整値を調整する輝度調整値調整手段と、輝度調整値に基づきバ
ックライトの点灯時間を制御してＬＣＤパネルの輝度を調整するバックライト制御手段と
、を備え、マスター液晶表示装置はさらに、スレーブ液晶表示装置から輝度調整値を受け
、自己を含む全ての液晶表示装置の輝度調整値に基づき目標輝度を調整する目標輝度調整
手段を備え、輝度調整値調整手段は、目標輝度と現在の輝度センサの測定輝度の差が一定
範囲内に収束していない場合は、輝度調整値を所定量調整することを繰り返し、目標輝度
調整手段は、輝度調整値の調整が行われる度にスレーブ液晶表示装置から調整後の輝度調
整値を受け、自己を含む全ての輝度調整値の最大値が所定の上限値を超える場合、目標輝
度補正値を下げる補正をし、輝度調整値の最大値が所定の下限値未満である場合、目標輝
度補正値を上げる補正をする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の第１のマルチ画面表示装置は、互いに双方向通信が可能なマスター液晶表示装
置及び１以上のスレーブ液晶表示装置から構成されるマルチ画面表示装置であって、各液
晶表示装置は、ＬＣＤパネルと、ＬＣＤパネルの背面に設けられバックライトの輝度を検
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出する輝度センサと、輝度センサの測定輝度と初期設定時の輝度センサの測定輝度と目標
輝度補正値の積である目標輝度の比較結果に基づき、バックライトの輝度を制御するパラ
メータである輝度調整値を目標輝度と現在の輝度センサの測定輝度の差が一定範囲内に収
束するまで調整する輝度調整値調整手段と、輝度調整値に基づきバックライトの点灯時間
を制御してＬＣＤパネルの輝度を調整するバックライト制御手段と、を備え、マスター液
晶表示装置はさらに、スレーブ液晶表示装置から輝度調整値を受け、自己を含む全ての液
晶表示装置の輝度調整値に基づき目標輝度を調整する目標輝度調整手段を備え、目標輝度
調整手段はスレーブ液晶表示装置から調整後の輝度調整値を受け、自己を含む全ての輝度
調整値の最大値が所定の上限値を超える場合、目標輝度補正値を下げる補正をし、輝度調
整値の最大値が所定の下限値未満である場合、目標輝度補正値を上げる補正をする。輝度
センサをＬＣＤパネルの背面に設けることにより、表示内容が輝度センサにより隠れてし
まうことを防ぎ、さらに適切な目標輝度に全液晶表示装置の輝度を揃えることが出来る。
また、例えば経年変化によりバックライトの輝度が低下した場合、バックライト輝度調整
値が上限値を越えるとマルチ画面表示装置全体の目標輝度を下げるように制御を行うため
、すべての液晶表示装置の輝度が均一に保ったままバックライト輝度調整値を一定値以下
に制御することができ、バックライトに過大な電流が流れることによりバックライトの寿
命が短くなったり、あるいはバックライトの発熱により液晶表示装置の庫内温度が上昇し
たりするという問題が発生しない。
【００１３】
　また、本発明の第２のマルチ画面表示装置は、互いに双方向通信が可能なマスター液晶
表示装置及び１以上のスレーブ液晶表示装置から構成されるマルチ画面表示装置であって
、各液晶表示装置は、ＬＣＤパネルと、ＬＣＤパネルの背面に設けられバックライトの輝
度を検出する輝度センサと、輝度センサの測定輝度と初期設定時の輝度センサの測定輝度
と目標輝度補正値の積である目標輝度の比較結果に基づき、バックライトの輝度を制御す
るパラメータである輝度調整値を調整する輝度調整値調整手段と、輝度調整値に基づきバ
ックライトの点灯時間を制御してＬＣＤパネルの輝度を調整するバックライト制御手段と
、を備え、マスター液晶表示装置はさらに、スレーブ液晶表示装置から輝度調整値を受け
、自己を含む全ての液晶表示装置の輝度調整値に基づき目標輝度を調整する目標輝度調整
手段を備え、輝度調整値調整手段は、目標輝度と現在の輝度センサの測定輝度の差が一定
範囲内に収束していない場合は、輝度調整値を所定量調整することを繰り返し、目標輝度
調整手段は、輝度調整値の調整が行われる度にスレーブ液晶表示装置から調整後の輝度調
整値を受け、自己を含む全ての輝度調整値の最大値が所定の上限値を超える場合、目標輝
度補正値を下げる補正をし、輝度調整値の最大値が所定の下限値未満である場合、目標輝
度補正値を上げる補正をする。輝度センサをＬＣＤパネルの背面に設けることにより、表
示内容が輝度センサにより隠れてしまうことを防ぎ、さらに適切な目標輝度に全液晶表示
装置の輝度を揃えることが出来る。また、一部の液晶表示装置のバックライト輝度調整値
が許容値から外れた場合に、速やかにマルチ画面表示装置全体の目標輝度を調整すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施の形態１のマルチ画面表示装置の構成図である。
【図２】実施の形態１の液晶表示装置の構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１のスレーブ液晶表示装置の動作を示すフローチャートである。
【図４】実施の形態１のマスター液晶表示装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】バックライト輝度値とＬＣＤパネル輝度値の関係を示す図である。
【図６】実施の形態２のスレーブ液晶表示装置の動作を示すフローチャートである。
【図７】実施の形態２のマスター液晶表示装置の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（実施の形態１）
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　＜構成＞
　図１は、本実施の形態のマルチ画面表示装置の構成図である。マルチ画面表示装置は、
マスター液晶表示装置１１（マスターセット）と、スレーブ液晶表示装置１２（スレーブ
セット１）、スレーブ液晶表示装置１３（スレーブセット２）、スレーブ液晶表示装置１
４（スレーブセット３）から構成される。本実施の形態では１台のマルチ液晶表示装置と
３台のスレーブ液晶表示装置で構成されるマルチ画面表示装置について説明するが、スレ
ーブ液晶表示装置は１台以上であれば良い。
【００１７】
　各液晶表示装置１１～１４の内部構成を図２に示す。各液晶表示装置１１～１４は、セ
ット間通信端子ＩＮ２９、セット間通信端子ＯＵＴ３０、外部制御端子３１を備える。液
晶表示装置間はこれらの通信端子を介して双方向の通信ケーブルで接続され、マスター液
晶表示装置１１がスレーブ液晶表示装置１２～１４とセット間通信を行う。また、外部制
御端子３１を介して外部ＰＣなどから制御することも可能である。
【００１８】
　また、各液晶表示装置１１～１４はＬＣＤパネル２４とＬＣＤパネル２４の光源となる
バックライト２３と、ＬＣＤパネルの背面に設けられてバックライト２３の輝度を測定す
る輝度センサ２６の他、映像信号を出力する映像入力回路２１と、映像入力回路２１から
映像信号を受けてＬＣＤパネル２４を制御しバックライト２３から出力される光を偏光し
て映像を表示させるＬＣＤ制御回路２２を備える。
【００１９】
　さらに、各液晶表示装置１１～１４はパラメータを算出するＣＰＵ２７と、パラメータ
の幾つかを記憶する不揮発メモリ２８と、ＰＷＭ制御によりバックライト２３の輝度制御
を行うバックライト制御回路２５を備える。バックライト制御回路２５はＣＰＵ２７が算
出したバックライト輝度調整値Ｄをバックライトパルス幅に変換し、変換したパルス幅に
したがってバックライトの点灯制御を行うことによりバックライトの輝度制御を行う。バ
ックライト輝度調整値Ｄの値が大きければバックライト制御回路２５が出力するバックラ
イトパルス幅が広くなり、バックライト２３の点灯時間が長くなって輝度が上がる。
【００２０】
　＜動作＞
　図３は、本実施の形態のマルチ画面表示装置を構成するスレーブ液晶表示装置１２～１
４の動作を示すフローチャートである。以下、図３に沿ってスレーブ液晶表示装置１２～
１４の動作を説明する。
【００２１】
　まず、ユーザが初期設定として、マルチ画面全体が均一の輝度となるようマルチ画面表
示装置を構成する各液晶表示装置１１～１４の輝度調整を行うと、各スレーブ液晶表示装
置１２～１４は、輝度センサ２６の出力値である初期センサ値Ｓn0、バックライト輝度初
期調整値Ｄn0を初期値として不揮発メモリ２８に記憶する。また、バックライト輝度調整
値ＤnをＤn＝Ｄn0、目標輝度補正値ＴをＴ＝１に初期化する（ステップＳ１）。なお、添
字のｎはスレーブ液晶表示装置ごとの番号であり、スレーブ液晶表示装置１２はｎ＝１、
スレーブ液晶表示装置１３はｎ＝２、スレーブ液晶表示装置１４はｎ＝３である。
【００２２】
　次に、ＣＰＵ２７はマスター液晶表示装置１１から目標輝度補正値Ｔを受信する（ステ
ップＳ２）。
【００２３】
　そして、ＣＰＵ２７は、定期的に現在の輝度センサ２６の出力値Ｓｎ１を監視して、現
在の輝度値Ｓn1とＳn0×Ｔの差が一定範囲内に収束しているか否かを判断する。図３では
、Ｓn1がＳn0×Ｔの±１％以内に収束することを判定条件としている（ステップＳ３）。
【００２４】
　ステップＳ３で現在の輝度値Ｓn1とＳn0×Ｔの差が一定範囲内に収束していない場合は
、ＣＰＵ２７が以下のようにバックライト輝度調整値Ｄｎを補正した後ステップ３に戻る
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（ステップＳ４）。すなわち、Ｓn1＜（Ｓn0×Ｔ）の場合、Ｄnを１増加し、Ｓn1＞（Ｓn

0×Ｔ）の場合、Ｄnを１減少する補正を行う。
【００２５】
　ステップＳ３で現在の輝度値Ｓn1とＳn0×Ｔの差が一定範囲内に収束している場合は、
現在のバックライト輝度調整値Ｄnをマスター液晶表示装置１１に送信する（ステップＳ
５）。このように、スレーブ液晶表示装置１２～１４においてＣＰＵ２７は、輝度センサ
２６の測定輝度と目標輝度Ｓn0×Ｔの比較結果に基づき、バックライト輝度制御値Ｄnを
調整する輝度調整値調整手段として動作する。
【００２６】
　その後、ステップＳ６にて終了指示があれば終了し、なければステップＳ２に戻って、
マスター液晶表示装置１１から受信した目標輝度補正値Ｔを使って液晶表示装置の輝度補
正を行う。
【００２７】
　一方、マスター液晶表示装置１１では、図４に示す制御が行われる。図４は、本実施の
形態のマルチ画面表示装置を構成するマスター液晶表示装置１１の動作を示すフローチャ
ートである。
【００２８】
　まず、ユーザが初期設定として、マルチ画面全体が均一の輝度となるようマルチ画面表
示装置を構成する各液晶表示装置１１～１４の輝度調整を行うと、マスター液晶表示装置
１１は、輝度センサ２６の出力値である初期センサ値Ｓ00、バックライト輝度初期調整値
Ｄ00を初期値として不揮発メモリ２８に記憶する。また、バックライト輝度調整値Ｄ0を
Ｄ0＝Ｄ00、目標輝度補正値ＴをＴ＝１に初期化する（ステップＳ１１）。
【００２９】
　次に、ＣＰＵ２７はスレーブ液晶表示装置１２～１４にＴを送信する。初期設定後の段
階ではＴ＝１を送信する（ステップＳ１２）。
【００３０】
　そして、ＣＰＵ２７は定期的に現在の輝度センサ２６の出力値Ｓ01を監視して、現在の
輝度値Ｓ01とＳ00×Ｔの差が一定範囲内に収束しているか否かを判断する。図４ではＳ01

がＳ00×Ｔの±１％以内に収束することを判定条件としている（ステップＳ１３）。
【００３１】
　ステップＳ１３で現在の輝度値Ｓ01とＳ00×Ｔの差が一定範囲内に収束していない場合
は、ＣＰＵ２７が以下のようにバックライト輝度調整値Ｄnを補正した後にステップ１３
に戻る。すなわち、Ｓ01＜（Ｓ00×Ｔ）の場合、Ｄ0を１増やし、Ｓ01＞（Ｓ00×Ｔ）の
場合、Ｄ0を１減らす（ステップＳ１４）。このように、マスター液晶表示装置１１にお
いてＣＰＵ２７は、輝度センサ２６の測定輝度と目標輝度の比較結果に基づき、バックラ
イト輝度制御値Ｄnを調整する輝度調整値調整手段として動作する。
【００３２】
　ステップＳ１３で現在の輝度値Ｓ01とＳ00×Ｔの差が一定範囲内に収束している場合は
、スレーブ液晶表示装置１２～１４から夫々の現在のバックライト輝度調整値Ｄ1～Ｄnを
受信する（ステップＳ１５）。
【００３３】
　ステップＳ１５にてスレーブ液晶表示装置１２～１４からバックライト輝度調整値Ｄn

を全て受信した時点で、ＣＰＵ２７はＤ0～Ｄnの最大値を検出し、Ｄ0～Ｄnの最大値をあ
らかじめ決められている閾値ＤmaxとＤminと比較し、以下のように目標輝度補正値Ｔの補
正を行う。すなわち、Ｄ0～Ｄnの最大値＞ＤmaxであればＴ－０．０１を新たなＴとし、
Ｄ0～Ｄnの最大値＜ＤminであればＴ＋０．０１を新たなＴとする。それ以外の場合はＴ
を変更しない（ステップＳ１６）。このように、マスター液晶表示装置１１においてＣＰ
Ｕ２７は、全液晶表示装置１１～１４のバックライト輝度調整値Ｄnに基づき目標輝度を
調整する目標輝度調整手段として動作する。
【００３４】
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　次に、ステップＳ１７にて終了指示があれば終了し、なければステップＳ１２に戻って
Ｓ１６で補正した目標輝度補正値Ｔをスレーブ液晶表示装置１２～１４に送信する。
【００３５】
　このように、実施の形態１のマルチ画面表示装置は、互いに双方向通信が可能なマスタ
ー液晶表示装置１１及び１以上のスレーブ液晶表示装置１２～１４から構成されるマルチ
画面表示装置において、各液晶表示装置１１～１４は、ＬＣＤパネル２４と、ＬＣＤパネ
ル２４の背面に設けられバックライト２３の輝度を検出する輝度センサ２６と、輝度セン
サ２６の測定輝度と目標輝度の比較結果に基づき、バックライト２３の輝度を制御するパ
ラメータであるバックライト輝度調整値Ｄnを調整する輝度調整値調整手段（ＣＰＵ２７
）と、バックライト輝度調整値Ｄnに基づきバックライト２３の点灯時間を制御してＬＣ
Ｄパネル２４の輝度を調整するバックライト制御回路２５（バックライト制御手段）と、
を備え、マスター液晶表示装置１１はさらに、スレーブ液晶表示装置１２～１４からバッ
クライト輝度調整値を受け、自己を含む全ての液晶表示装置１１～１４のバックライト輝
度調整値に基づき目標輝度を調整する目標輝度調整手段（ＣＰＵ２７）を備える。輝度セ
ンサ２６をＬＣＤパネル２４の背面に設けることにより、輝度センサ２６が表示内容を隠
してしまうことを防ぎ、適切な目標輝度に液晶表示装置を統一することが出来る。
【００３６】
　また、目標輝度は、初期設定時の輝度センサの測定輝度Ｓn0と目標輝度補正値Ｔの積で
あり、輝度調整値調整手段は、目標輝度Ｓn0×Ｔと現在の輝度センサ２６の測定輝度の差
が一定範囲内に収束するまでバックライト輝度調整値Ｄnを調整し、目標輝度調整手段は
スレーブ液晶表示装置１２～１４から調整後のバックライト輝度調整値を受け、自己を含
む全てのバックライト輝度調整値の最大値が所定の上限値Ｄmaxを超える場合、目標輝度
補正値Ｔを下げる補正をし、バックライト輝度調整値の最大値が所定の下限値Ｄmin未満
である場合、目標輝度補正値Ｔを上げる補正をする。これにより、過大な負荷によりバッ
クライト２３の寿命が短くなることや、液晶表示装置内の温度上昇による故障等を防ぐこ
とが出来る。
【００３７】
　輝度センサ２６によって検出されるバックライト２３の輝度値とＬＣＤパネル２４上の
実際の輝度値との関係は図５に示す通りであり、バックライト２３の輝度値をＳminから
Ｓmaxの範囲で制御すればバックライト２３の輝度値と実際にＬＣＤパネル２４上の輝度
の関係は線形の特性になる。図５の場合ではバックライト２３の輝度値を１００％から３
０％程度の範囲で制御すれば、これに比例してＬＣＤパネル２４の実際の輝度も１００％
から３０％までの範囲で変化する。
【００３８】
　よって、目標輝度補正値Ｔによって目標となるバックライト２３の輝度値を下げた場合
は、バックライト２３の輝度値に比例して実際のＬＣＤパネル２４上の輝度値も下がるた
め、バックライト２３の輝度値を調整することによりマルチ画面全体の輝度を一定に保つ
ことができる。例えば、目標輝度補正値Ｔ＝０．９とすれば、すべての液晶表示装置のバ
ックライト２３の輝度値が初期設定の９０％となり、これに比例してＬＣＤパネル２４上
の輝度も同様に９０％低下する。そのため、ＬＣＤパネル２４の背面に設けた輝度センサ
２６によりバックライト２３の輝度を測定した上でこれを調整することにより、ＬＣＤパ
ネル２４上の輝度値を所望の値にすることが可能である。
【００３９】
　すなわち、本実施の形態のマルチ画面表示装置を構成する液晶表示装置は、ＬＣＤパネ
ル２４と、ＬＣＤパネル２４の背面に設けられバックライト２３の輝度を検出する輝度セ
ンサ２６と、を備える。ＬＣＤパネル２４の前面に輝度センサ２６を配置しないため、表
示内容が輝度センサ２６に隠れることがない。
【００４０】
　バックライト輝度調整値Ｄを増加させることによりバックライト２３の輝度値が上昇す
るが、バックライト輝度調整値Ｄを増加させすぎる、すなわちパルス幅を大きくしすぎる
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と、バックライト２３に許容値以上の電流が流れ、バックライト２３の寿命が短くなった
り発熱によって液晶表示装置の庫内温度が上昇し製品動作環境温度が守れなくなることが
ある。そのため、バックライト輝度調整値Ｄには上限値Ｄmaxを設定し、Ｄmax以上の値が
設定された場合にはマルチ画面表示装置全体の目標輝度補正値Ｔを下げる。
【００４１】
　その一方で、上記目標輝度補正値Ｔを下げすぎることによりマルチ画面表示装置全体の
目標輝度が下がりすぎることのないように、バックライト輝度調整値Ｄの下限値Ｄminを
設定する。例えば、各液晶表示装置１１～１４の輝度を５００ｃｄの輝度に調整し、初期
調整時の液晶表示装置のＤn0が１００の場合、Ｄmax、ＤminをＤｎ０の±２０％（Ｄmax

＝１２０、Ｄmin＝８０）と設定する。
【００４２】
　本実施の形態では、ユーザがマルチ画面全体が均一の輝度になるよう初期設定調整を行
い、この際の輝度センサ２６の出力値を初期輝度センサ値としていたが、工場出荷時にあ
らかじめ各液晶表示装置のＬＣＤパネル２４側の輝度が一定値（例えば５００ｃｄ／ｍ2

）となる初期センサ値Ｓn0、バックライト輝度初期調整値Ｄn0を記憶しておいてもよい。
この場合は、マルチ画面全体の輝度値は工場出荷時の輝度値となるが、マルチ画面設置時
にユーザがマルチ画面全体を均一の輝度になるよう初期設定調整を行う必要はなくなる。
【００４３】
　また、各液晶表示装置の電源をＯＦＦする場合、電源をＯＦＦする直前の目標輝度補正
値Ｔ、バックライト輝度調整値Ｄnを不揮発メモリ２８に記憶しておけば、電源を再投入
した後に再度マルチ画面間の初期設定を行わなくても、引き続きマルチ画面表示装置の輝
度を均一に保つことができる。
【００４４】
　さらに、本実施の形態では、図３のステップＳ２と図４のステップＳ１２で初期設定が
完了した後に、マスター液晶表示装置１１からスレーブ液晶表示装置１２～１４に対して
目標輝度補正値Ｔを送信していたが、各ステップＳ１，Ｓ１１にてＴが１に初期化されて
いるため、スレーブ液晶表示装置１２～１４はステップＳ５でＤnをマスター液晶表示装
置１１に送信した後に目標輝度補正値Ｔを受信してもよい。また、マスター液晶表示装置
１１はステップＳ１６にてＴを補正した後に、スレーブ液晶表示装置１２～１４にＴを送
信するように制御しても良い。
【００４５】
　また、輝度センサ２６はＬＣＤパネル２４の背面に設けるものとしたが、ＬＣＤパネル
２４の背面に設けない場合も考えられる。すなわち、本発明のマルチ画面表示装置におい
て、各液晶表示装置１１～１４は、ＬＣＤパネル２４と、ＬＣＤパネル２４に設けられバ
ックライトの輝度を検出する輝度センサ２６と、輝度センサ２６の測定輝度と目標輝度の
比較結果に基づき、バックライト２３の輝度を制御するパラメータである輝度調整値を調
整する輝度調整値調整手段（ＣＰＵ２７）と、輝度調整値に基づきバックライト２３の点
灯時間を制御してＬＣＤパネル２４の輝度を調整するバックライト制御回路２５（バック
ライト制御手段）と、を備え、マスター液晶表示装置１１はさらに、スレーブ液晶表示装
置１２～１４からバックライト輝度調整値を受け、自己を含む全ての液晶表示装置１１～
１４のバックライト輝度調整値に基づき目標輝度を調整する目標輝度調整手段（ＣＰＵ２
７）を備える。この場合には、本発明の課題の１つであるマルチ画面の輝度を均一に保つ
という効果を奏する。
【００４６】
　＜効果＞
　本実施の形態のマルチ画面表示装置によれば、既に述べたように以下の効果を奏する。
すなわち、実施の形態１のマルチ画面表示装置は、互いに双方向通信が可能なマスター液
晶表示装置１１及び１以上のスレーブ液晶表示装置１２～１４から構成されるマルチ画面
表示装置において、各液晶表示装置１１～１４は、ＬＣＤパネル２４と、ＬＣＤパネル２
４の背面に設けられバックライト２３の輝度を検出する輝度センサ２６と、輝度センサ２
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６の測定輝度と目標輝度の比較結果に基づき、バックライト２３の輝度を制御するパラメ
ータであるバックライト輝度調整値Ｄnを調整する輝度調整値調整手段（ＣＰＵ２７）と
、バックライト輝度調整値Ｄnに基づきバックライト２３の点灯時間を制御してＬＣＤパ
ネル２４の輝度を調整するバックライト制御回路２５（バックライト制御手段）と、を備
え、マスター液晶表示装置１１はさらに、スレーブ液晶表示装置１２～１４からバックラ
イト輝度調整値を受け、自己を含む全ての液晶表示装置１１～１４のバックライト輝度調
整値に基づき目標輝度を調整する目標輝度調整手段（ＣＰＵ２７）を備える。輝度センサ
２６をＬＣＤパネル２４の背面に設けることにより、輝度センサ２６が表示内容を隠して
しまうことを防ぎ、適切な目標輝度に液晶表示装置を統一することが出来る。
【００４７】
　また、目標輝度は、初期設定時の輝度センサの測定輝度Ｓn0と目標輝度補正値Ｔの積で
あり、輝度調整値調整手段は、目標輝度Ｓn0×Ｔと現在の輝度センサ２６の測定輝度の差
が一定範囲内に収束するまでバックライト輝度調整値Ｄnを調整し、目標輝度調整手段は
スレーブ液晶表示装置１２～１４から調整後のバックライト輝度調整値を受け、自己を含
む全てのバックライト輝度調整値の最大値が所定の上限値Ｄmaxを超える場合、目標輝度
補正値Ｔを下げる補正をし、バックライト輝度調整値の最大値が所定の下限値Ｄmin未満
である場合、目標輝度補正値Ｔを上げる補正をする。初期調整時のバックライトの輝度値
を輝度センサ２６で検出し初期値として記録し、バックライト２３の点灯時間を制御する
バックライト輝度調整値Ｄnを調整することにより、常にすべての液晶表示装置の輝度を
均一に保つことができる。さらに、経年変化によりバックライト２３の輝度が低下した場
合、バックライト輝度調整値Ｄnが上限値Ｄmaxを越えるとマルチ画面表示装置全体の目標
輝度を下げるように制御を行うため、すべての液晶表示装置の輝度が均一に保ったままバ
ックライト輝度調整値Ｄnを一定値以下に制御することができ、バックライト２３に過大
な電流が流れることによりバックライト２３の寿命が短くなったり、あるいはバックライ
ト２３の発熱により液晶表示装置の庫内温度が上昇するという問題が発生しない。
【００４８】
　あるいは、本実施の形態のマルチ画面表示装置を構成する液晶表示装置は、ＬＣＤパネ
ル２４と、ＬＣＤパネル２４の背面に設けられバックライト２３の輝度を検出する輝度セ
ンサ２６と、を備える。バックライト２３の輝度値を測定することによってマルチ画面全
体の輝度制御を行うため、輝度センサをＬＣＤパネルの背面に設置することができ輝度セ
ンサによりマルチ画面表示装置の一部の表示内容が隠れることがない。
【００４９】
　あるいは、本実施の形態の別のマルチ画面表示装置において、各液晶表示装置１１～１
４は、ＬＣＤパネル２４と、ＬＣＤパネル２４に設けられバックライトの輝度を検出する
輝度センサ２６と、輝度センサ２６の測定輝度と目標輝度の比較結果に基づき、バックラ
イト２３の輝度を制御するパラメータであるバックライト輝度調整値Ｄnを調整する輝度
調整値調整手段（ＣＰＵ２７）と、バックライト輝度調整値Ｄnに基づきバックライト２
３の点灯時間を制御してＬＣＤパネル２４の輝度を調整するバックライト制御回路２５（
バックライト制御手段）と、を備え、マスター液晶表示装置１１はさらに、スレーブ液晶
表示装置１２～１４からバックライト輝度調整値Ｄnを受け、自己を含む全ての液晶表示
装置１１～１４のバックライト輝度調整値に基づき目標輝度を調整する目標輝度調整手段
（ＣＰＵ２７）を備える。この場合には、マルチ画面の輝度を均一に保つという効果を奏
する。
【００５０】
　（実施の形態２）
　＜構成＞
　実施の形態２のマルチ画面表示装置の構成は、実施の形態１のマルチ画面表示装置の構
成と同様であるため、説明を省略する。
【００５１】
　＜動作＞
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　実施の形態１では、図３のステップＳ３や図４のステップＳ１３において、各液晶表示
装置内で現在の輝度値Ｓ1nがＳ1n＝Ｓ0n×Ｔを満たすまでバックライト輝度調整値Ｄnを
補正し、このＤnを使ってマスター液晶表示装置１１が目標輝度補正値Ｔを決定していた
。しかし、必ずしも各液晶表示装置内の測定輝度値が目標輝度付近に収束してから、マス
ター液晶表示装置１１が目標輝度補正値Ｔを決定する必要はなく、実施の形態２では、バ
ックライト２３の輝度調整を行うと同時に目標輝度補正値Ｔを補正する。
【００５２】
　図６は、本実施の形態のマルチ画面表示装置を構成するスレーブ液晶表示装置１２～１
４の動作を示すフローチャートである。
【００５３】
　まず、ユーザが初期設定として、マルチ画面全体が均一の輝度となるようマルチ画面表
示装置を構成する各液晶表示装置１１～１４の輝度調整を行うと、各スレーブ液晶表示装
置１２～１４は、輝度センサ２６の出力値である初期センサ値Ｓn0、バックライト輝度初
期調整値Ｄn0を初期値として不揮発メモリ２８に記憶する。また、バックライト輝度調整
値ＤnをＤn＝Ｄn0、目標輝度補正値ＴをＴ＝１に初期化する（ステップＳ２１）。なお、
添字のｎはスレーブ液晶表示装置ごとの番号であり、スレーブ液晶表示装置１２はｎ＝１
、スレーブ液晶表示装置１３はｎ＝２、スレーブ液晶表示装置１４はｎ＝３である。
【００５４】
　次に、ＣＰＵ２７は、マスター液晶表示装置１１から目標輝度補正値Ｔを受信する（ス
テップＳ２２）。
【００５５】
　そして、ＣＰＵ２７は定期的に現在の輝度センサ２６の出力値Ｓn1を監視して、現在の
輝度値Ｓn1とＳn0×Ｔの差が一定範囲内に収束しているか否かを判断する。図５ではＳn1

がＳn0×Ｔの±１％以内に収束することを判定条件としている（ステップＳ２３）。
【００５６】
　ステップＳ２３で現在の輝度値Ｓn1とＳn0×Ｔの差が一定範囲内に収束していない場合
は、以下のようにバックライト輝度調整値Ｄnを補正する（ステップＳ２４）。すなわち
、Ｓn1＜（Ｓn0×Ｔ）の場合、Ｄnを１増加し、Ｓn1＞（Ｓn0×Ｔ）の場合、Ｄnを１減少
する補正を行う。
【００５７】
　ステップＳ３で現在の輝度値Ｓn1とＳn0×Ｔの差が一定範囲内に収束している場合は、
現在のバックライト輝度調整値Ｄnの値を維持する（ステップＳ２５）。このように、ス
レーブ液晶表示装置１２～１４においてＣＰＵ２７は、輝度センサ２６の測定輝度と目標
輝度Ｓn0×Ｔの比較結果に基づき、バックライト輝度制御値Ｄnを調整する輝度調整値調
整手段として動作する。
【００５８】
　そして、ステップＳ２４及びステップＳ２５で補正された現在のバックライト輝度調整
値Ｄnを、マスター液晶表示装置１１に送信する（ステップＳ２６）。
【００５９】
　その後、ステップＳ２７にて終了指示があれば終了し、なければステップＳ２２に戻っ
て、マスター液晶表示装置１１から受信した目標輝度補正値Ｔを使って液晶表示装置の輝
度補正を行う。
【００６０】
　一方、マスター液晶表示装置１１では、図７に示す制御が行われる。図７は、本実施の
形態のマルチ画面表示装置を構成するマスター液晶表示装置１１の動作を示すフローチャ
ートである。
【００６１】
　まず、ユーザが初期設定として、マルチ画面全体が均一の輝度となるようマルチ画面表
示装置を構成する各液晶表示装置１１～１４の輝度調整を行うと、マスター液晶表示装置
１１は、輝度センサ２６の出力値である初期センサ値Ｓ00、バックライト輝度初期調整値
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Ｄ00を初期値として不揮発メモリ２８に記憶する。また、バックライト輝度調整値Ｄ0を
Ｄ0＝Ｄ00、目標輝度補正値ＴをＴ＝１に初期化する（ステップＳ３１）。
【００６２】
　次に、スレーブ液晶表示装置１２～１４にＴを送信する（ステップＳ３２）。初期設定
後の段階ではＴ＝１を送信する。
【００６３】
　そして、定期的に現在の輝度センサ２６の出力値Ｓ01を監視して、現在の輝度値Ｓ01と
Ｓ00×Ｔの差が一定範囲内に収束しているか否かと判断する。図７ではＳ01がＳ00×Ｔの
±１％以内に収束することを判定条件としている（ステップＳ３３）。
【００６４】
　ステップＳ３３で現在の輝度値Ｓ01とＳ00×Ｔの差が一定範囲内に収束していない場合
は、以下のようにバックライト輝度調整値Ｄnを補正する（ステップＳ３４）。すなわち
、Ｓ01＜（Ｓ00×Ｔ）の場合、Ｄ0を１増やし、Ｓ01＞（Ｓ00×Ｔ）の場合、Ｄ0を１減ら
す。
【００６５】
　ステップＳ３３で現在の輝度値Ｓ01とＳ00×Ｔの差が一定範囲内に収束している場合は
、現在のＤ0の値を維持する（ステップＳ３５）。このように、マスター液晶表示装置１
１においてＣＰＵ２７は、輝度センサ２６の測定輝度と目標輝度の比較結果に基づき、バ
ックライト輝度制御値Ｄ0を調整する輝度調整値調整手段として動作する。
【００６６】
　次に、スレーブ液晶表示装置１２～１４から現在のバックライト輝度調整値Ｄ1～Ｄnを
受信する（ステップＳ３６）。
【００６７】
　ステップＳ３６にてスレーブ液晶表示装置１２～１４からバックライト輝度調整値Ｄn

を受信した時点で、Ｄ0～Ｄnの最大値を検出し、Ｄ0～Ｄnの最大値をあらかじめ決められ
ている閾値Ｄmax及びＤminと比較し、以下のように目標輝度補正値Ｔの補正を行う（ステ
ップＳ３７）。すなわち、Ｄ0～Ｄnの最大値＞ＤmaxであればＴ－０．０１を新たなＴと
し、Ｄ0～Ｄnの最大値＜ＤminであればＴ＋０．０１を新たなＴとする。それ以外の場合
はＴを変更しない。このように、マスター液晶表示装置１１においてＣＰＵ２７は、全液
晶表示装置１１～１４のバックライト輝度調整値Ｄnに基づき目標輝度を調整する目標輝
度調整手段として動作する。
【００６８】
　次に、ステップＳ３８にて終了指示があれば終了し、なければステップＳ３２に戻って
Ｓ３２で補正した目標輝度補正値Ｔをスレーブ液晶表示装置１２～１４に対して送信する
。
【００６９】
　すなわち、実施の形態２のマルチ画面表示装置において、目標輝度は、初期設定時の輝
度センサ２６の測定輝度Ｓn0と目標輝度補正値Ｔの積であり、輝度調整値調整手段（ＣＰ
Ｕ２７）は、目標輝度と現在の輝度センサ２６の測定輝度Ｓn1の差が一定範囲内に収束し
ていない場合は、バックライト輝度調整値を所定量調整することを繰り返し、目標輝度調
整手段（ＣＰＵ２７）は、バックライト輝度調整値の調整が行われる度にスレーブ液晶表
示装置１２～１４から調整後の輝度調整値Ｄnを受け、自己を含む全ての輝度調整値Ｄnの
最大値が所定の上限値Ｄmaxを超える場合、目標輝度補正値Ｔを下げる補正をし、輝度調
整値Ｄnの最大値が所定の下限値Ｄmin未満である場合、目標輝度補正値Ｔを上げる補正を
することを特徴とする。バックライト２３の輝度値Ｓn1が目標輝度値Ｓn0×Ｔに収束する
か否かに関わらず、全液晶表示装置１１～１４に設定されている現在のバックライト輝度
調整値Ｄ0～Ｄnの最大値を検出して閾値ＤmaxとＤminと比較しているため、一部の液晶表
示装置のバックライト輝度調整値Ｄnが許容値を超えた場合に、速やかにマルチ画面表示
装置全体の目標輝度を下げることができる。
【００７０】
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　＜効果＞
　本実施の形態のマルチ画面表示装置によれば、既に述べたとおり以下の効果を奏する。
すなわち、実施の形態２のマルチ画面表示装置において、目標輝度は、初期設定時の輝度
センサ２６の測定輝度Ｓn0と目標輝度補正値Ｔの積であり、輝度調整値調整手段（ＣＰＵ
２７）は、目標輝度と現在の輝度センサ２６の測定輝度Ｓn1の差が一定範囲内に収束して
いない場合は、バックライト輝度調整値を所定量調整することを繰り返し、目標輝度調整
手段（ＣＰＵ２７）は、バックライト輝度調整値の調整が行われる度にスレーブ液晶表示
装置１２～１４から調整後の輝度調整値Ｄnを受け、自己を含む全ての輝度調整値Ｄnの最
大値が所定の上限値Ｄmaxを超える場合、目標輝度補正値Ｔを下げる補正をし、輝度調整
値Ｄnの最大値が所定の下限値Ｄmin未満である場合、目標輝度補正値Ｔを上げる補正をす
ることを特徴とする。バックライト２３の輝度値Ｓn1が目標輝度値Ｓn0×Ｔに収束するか
否かに関わらず、全液晶表示装置１１～１４に設定されている現在のバックライト輝度調
整値Ｄ0～Ｄnの最大値を検出して閾値ＤmaxとＤminと比較しているため、一部の液晶表示
装置のバックライト輝度調整値Ｄnが許容値を超えた場合に、速やかにマルチ画面表示装
置全体の目標輝度を下げることができる。よって、バックライト２３に過大な電流が流れ
ることによりバックライト２３の寿命が短くなったり、あるいはバックライト２３の発熱
により液晶表示装置の庫内温度が上昇するという問題を抑制できる。
【符号の説明】
【００７１】
　１１　マスター液晶表示装置、１２～１４　スレーブ液晶表示装置、２１　映像入力回
路、２２　ＬＣＤ制御回路、２３　バックライト、２４　ＬＣＤパネル、２５　バックラ
イト制御回路、２６　輝度センサ、２７　ＣＰＵ、２８不揮発メモリ、２９　セット間通
信端子ＩＮ、３０　セット間通信端子ＯＵＴ、３１　外部制御端子。

【図１】 【図２】
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