
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１垂直期間前の画像データと現垂直期間の画像データとに基づいて、液晶表
示パネルへ供給する画像データを強調変換することにより、前記液晶表示パネルの光学応
答特性を補償する液晶表示装置であって、
　入力画像データがプログレッシブ信号であるかインターレース信号であるかの信号種別
を検出する信号種別検出手段と、
　前記入力画像データがインターレース信号である場合、該インターレース信号をプログ
レッシブ信号の画像データに変換するＩ／Ｐ変換手段と、
　前記液晶表示パネルが所定期間内において前記画像データの定める透過率となるように
、前記画像データの強調変換を行う強調変換手段とを備え、
　前記信号種別検出手段による検出結果に応じて、前記強調変換手段における前記画像デ
ータに対する強調変換度合いを可変制御することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメ
ータが格納されたテーブルメモリを備え、
　前記強調変換手段は、
　前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す演算部と、
　前記演算部の出力データに対し、前記信号種別検出手段による検出結果に応じて、異な
る係数を乗算する乗算部とを有することを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。

10

20

JP 3579046 B1 2004.10.20



【請求項３】
　前記乗算部における係数は、前記入力画像データがインターレース信号である場合、前
記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に比べて小さくなるように設定されて
いることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照する、現垂直期間の画像デ
ータと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテー
ブルメモリと、
　前記入力画像データがインターレース信号である場合に参照する、現垂直期間の画像デ
ータと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテー
ブルメモリとを備え、
　前記強調変換手段は、前記信号種別検出手段による検出結果に応じて、前記テーブルメ
モリから読み出される前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施
す演算部を有することを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記強調変換パラメータは、前記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に読
み出されるものに比べて、前記入力画像データがインターレース信号である場合に読み出
されるものが小さい値であることを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　さらに、装置内温度を検出する温度検出手段を備え、
　前記強調変換手段は、前記温度検出手段による検出結果に基づき、前記画像データに対
する強調変換度合いを可変することを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメ
ータが格納されたテーブルメモリを備え、
　前記強調変換手段は、
　前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す演算部と、
　前記演算部の出力データに対し、前記信号種別検出手段による検出結果と前記温度検出
手段の検出結果とに応じて、異なる係数を乗算する乗算部とを有することを特徴とする請
求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照する、現垂直期間の画像デ
ータと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテー
ブルメモリと、
　前記入力画像データがインターレース信号である場合に参照する、現垂直期間の画像デ
ータと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテー
ブルメモリとを備え、
　前記強調変換手段は、
　前記信号種別検出手段による検出結果に応じて、前記テーブルメモリから読み出される
前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す演算部と、
　前記演算部の出力データに対し、前記温度検出手段の検出結果に応じて異なる係数を乗
算する乗算部とを有することを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照する、複数の装置内温度毎
に対応して、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調
変換パラメータが格納されたテーブルメモリと、
　前記入力画像データがインターレース信号である場合に参照する、複数の装置内温度毎
に対応して、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調
変換パラメータが格納されたテーブルメモリとを備え、
　前記強調変換手段は、前記信号種別検出手段による検出結果と前記温度検出手段の検出
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結果とに応じて、前記テーブルメモリから読み出される前記強調変換パラメータを用いて
、前記画像データに強調演算を施す演算部を有することを特徴とする請求項６に記載の液
晶表示装置。
【請求項１０】
　複数の装置内温度毎に対応して、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データ
とから指定される強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを備え、
　前記強調変換手段は、前記信号種別検出手段による検出結果によって定められた切換温
度と前記温度検出手段の検出結果との比較結果に応じて、前記テーブルメモリから読み出
される前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す演算部を有す
ることを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記強調変換パラメータの切り換え選択を制御する制御手段を備え、
　前記制御手段は、
　前記温度検出手段により検出された温度データに対して、前記入力画像データの信号種
別毎に定められた所定の演算を施す演算部と、
　前記演算部により演算が施された温度データと、予め決められた所定の閾値温度データ
とを比較する閾値判別部と、
　前記閾値判別部による比較結果に応じて、前記強調変換パラメータを切り換え制御する
切換制御信号を生成する制御信号出力部とを有することを特徴とする請求項１０に記載の
液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記強調変換パラメータの切り換え選択を制御する制御手段を備え、
　前記制御手段は、
　前記温度検出手段により検出された温度データと、前記入力画像データの信号種別毎に
決められた所定の閾値温度データとを比較する閾値判別部と、
　前記閾値判別部による比較結果に応じて、前記強調変換パラメータを切り換え制御する
切換制御信号を生成する制御信号出力部とを有することを特徴とする請求項１０に記載の
液晶表示装置。
【請求項１３】
　少なくとも１垂直期間前の画像データと現垂直期間の画像データとに基づいて、液晶表
示パネルへ供給する画像データを強調変換することにより、前記液晶表示パネルの光学応
答特性を補償する液晶表示制御方法であって、
　入力画像データがプログレッシブ信号であるかインターレース信号であるかの信号種別
を検出する工程と、
　前記入力画像データがインターレース信号である場合、該インターレース信号をプログ
レッシブ信号の画像データに変換する工程と、
　前記液晶表示パネルが所定期間内において前記画像データの定める透過率となるように
、前記画像データの強調変換を行う工程とを有し、
　前記信号種別の検出結果に応じて、前記画像データに対する強調変換度合いを可変制御
することを特徴とする液晶表示制御方法。
【請求項１４】
　現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメ
ータが格納されたテーブルメモリを参照する工程と、
　前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す工程と、
　前記強調演算による出力データに対し、前記信号種別の検出結果に応じて、異なる係数
を乗算する工程とを有することを特徴とする請求項１３に記載の液晶表示制御方法。
【請求項１５】
　前記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照する、現垂直期間の画像デ
ータと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテー
ブルメモリを参照する工程と、
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　前記入力画像データがインターレース信号である場合に参照する、現垂直期間の画像デ
ータと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテー
ブルメモリを参照する工程と、
　前記信号種別の検出結果に応じて、前記テーブルメモリから読み出される前記強調変換
パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す工程とを有することを特徴とする
請求項１３に記載の液晶表示制御方法。
【請求項１６】
　装置内温度を検出する工程と、
　前記装置内温度の検出結果に基づき、前記画像データに対する強調変換度合いを可変す
る工程と有することを特徴とする請求項１３に記載の液晶表示制御方法。
【請求項１７】
　現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメ
ータが格納されたテーブルメモリを参照する工程と、
　前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す工程と、
　前記強調演算の出力データに対し、前記信号種別の検出結果と前記装置内温度の検出結
果とに応じて、異なる係数を乗算する工程とを有することを特徴とする請求項１６に記載
の液晶表示制御方法。
【請求項１８】
　前記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照する、現垂直期間の画像デ
ータと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテー
ブルメモリを参照する工程と、
　前記入力画像データがインターレース信号である場合に参照する、現垂直期間の画像デ
ータと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテー
ブルメモリを参照する工程と、
　前記信号種別の検出結果に応じて、前記テーブルメモリから読み出される前記強調変換
パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す工程と、
　前記強調演算の出力データに対し、前記装置内温度の検出結果に応じて異なる係数を乗
算する工程とを有する
ことを特徴とする請求項１６に記載の液晶表示制御方法。
【請求項１９】
　前記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照する、複数の装置内温度毎
に対応して、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調
変換パラメータが格納されたテーブルメモリを参照する工程と、
　前記入力画像データがインターレース信号である場合に参照する、複数の装置内温度毎
に対応して、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調
変換パラメータが格納されたテーブルメモリを参照する工程と、
　前記信号種別の検出結果と前記装置内温度の検出結果とに応じて、前記テーブルメモリ
から読み出される前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す工
程とを有することを特徴とする請求項１６に記載の液晶表示制御方法。
【請求項２０】
　複数の装置内温度毎に対応して、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データ
とから指定される強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを参照する工程と、
　前記信号種別の検出結果によって定められた切換温度と前記装置内温度の検出結果との
比較結果に応じて、前記テーブルメモリから読み出される前記強調変換パラメータを用い
て、前記画像データに強調演算を施す工程とを有することを特徴とする請求項１６に記載
の液晶表示制御方法。
【請求項２１】
　前記装置内温度の検出結果である温度データに対して、前記入力画像データの信号種別
毎に定められた所定の演算を施す工程と、
　前記演算が施された温度データと、予め決められた所定の閾値温度データとを比較する

10

20

30

40

50

(4) JP 3579046 B1 2004.10.20



工程と、
　前記比較の結果に応じて、前記強調変換パラメータを切り換え制御する切換制御信号を
生成する工程とを有することを特徴とする請求項２０に記載の液晶表示制御方法。
【請求項２２】
　前記装置内温度の検出結果である温度データと、前記入力画像データの信号種別毎に決
められた所定の閾値温度データとを比較する工程と、
　前記比較の結果に応じて、前記強調変換パラメータを切り換え制御する切換制御信号を
生成する工程とを有することを特徴とする請求項２０に記載の液晶表示制御方法。
【請求項２３】
　入力画像データがインターレース信号である場合、該インターレース信号をプログレッ
シブ信号の画像データに変換するＩ／Ｐ変換手段を有すると共に、少なくとも１垂直期間
前の画像データと現垂直期間の画像データとに基づいて、液晶表示パネルへ供給する画像
データを、前記液晶表示パネルが所定期間内において前記画像データの定める透過率とな
るように、前記画像データの強調変換することにより、前記液晶表示パネルの光学応答特
性を補償する液晶表示装置を制御するコンピュータのプログラムであって、
　入力画像データがプログレッシブ信号であるかインターレース信号であるかの信号種別
を検出した結果に応じて、前記画像データに対する強調変換度合いを可変制御する工程を
、上記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項２４】
　請求項２３記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示パネルを用いて画像を表示する液晶表示装置に関し、特に液晶表示
パネルの光学応答特性を改善することが可能な液晶表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置（ Liquid Crystal Display：以下、ＬＣＤという）は大型化、高精
細化が進み、表示される画像もパーソナルコンピュータやワードプロセッサ等に用いられ
る液晶表示装置のように主として静止画像を扱うものから、ＴＶ等として用いられる液晶
表示装置のように動画像を扱う分野にも普及しつつある。ＬＣＤは、陰極線管（ Cathod R
ay Tube ：以下、ＣＲＴという）を備えるＴＶに比べて薄型であり、場所をさほど占有せ
ずに設置することができるため、一般家庭へも普及しつつある。
【０００３】
　ＬＣＤは、第１の基板に形成された複数の走査ラインと、第２の基板に形成された複数
の信号ラインとが格子状に配置され、さらに第１及び第２の基板間に異方性誘電率を有す
る液晶が封入され、各走査ラインと信号ラインとが交差する部分に印加される画像データ
に応じた電界の強さを調節して第１及び第２の基板を透過する光の量を調節することによ
り所望の画像を表示させるものである。また、各走査ラインと各信号ラインとが交差する
部分の液晶を駆動する場合、各走査ラインと各信号ラインとが交差する近傍に配置した非
線形素子（スイッチング素子）であるＴＦＴ（ Thin Film Transistor）によって行うこと
が主流となっている。
【０００４】
　最近は、ＬＣＤがコンピュータのディスプレイ装置だけでなくテレビジョン受信機のデ
ィスプレイ装置として広く用いられるため、動画像を具現する必要が増加してきた。しか
しながら、従来のＬＣＤは応答速度が遅いために動画像を具現するのは難しいという短所
があった。
【０００５】
　このような液晶の応答速度の問題を改善するために、１フレーム前の入力画像データと
現フレームの入力画像データとの組み合わせに応じて、予め決められた現フレームの入力
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画像データに対する階調電圧より高い（オーバーシュートされた）駆動電圧或いはより低
い（アンダーシュートされた）駆動電圧を液晶表示パネルに供給する液晶駆動方法が知ら
れている（たとえば特許文献１）。以下、本願明細書においては、この駆動方式をオーバ
ーシュート（ＯＳ）駆動と定義する。
【０００６】
　また、液晶の応答速度は温度依存性が非常に大きいことが知られており、液晶表示パネ
ルの温度が変化しても、これに対応して表示品位を損なうことなく、常に階調変化の応答
速度を最適な状態に制御する液晶パネル駆動装置が、たとえば特許文献２に記載されてい
る。
【０００７】
　このように、使用環境温度に応じて、液晶表示パネルの光学応答特性を補償すべくオー
バーシュート駆動を行うものについて、図１５乃至図１９とともに説明する。ここで、図
１５は従来の液晶表示装置の要部構成を示すブロック図、図１６はＯＳテーブルメモリの
内容例を示す説明図、図１７は制御ＣＰＵの概略構成を示す機能ブロック図、図１８は装
置内温度と参照テーブルメモリとの関係を示す説明図、図１９は液晶に加える電圧と液晶
の応答との関係を示す説明図である。
【０００８】
　図１５において、１ａ～１ｄは入力画像データの１フレーム期間前後における階調遷移
に応じたＯＳパラメータ（強調変換パラメータ）を、装置内温度毎に対応して格納してい
るＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）、１５は入力画像データを１フレーム分記憶するフレー
ムメモリ（ＦＭ）、１４Ｈはこれから表示するＭ番目のフレームの入力画像データ（ Curr
ent Data）と、フレームメモリ１５に保存されたＭ－１番目のフレームの入力画像データ
(Previous Data )とを比較し、該比較結果（階調遷移）に対応するＯＳパラメータをＯＳ
テーブルメモリ（ＲＯＭ）１ａ～１ｄのいずれかより読み出して、このＯＳパラメータに
基づいてＭ番目のフレームの画像表示に要する強調変換データ（書込階調データ）を決定
する強調変換部である。
【０００９】
　また、１６は強調変換部１４Ｈからの強調変換データに基づいて、液晶表示パネル１７
のゲートドライバ１８及びソースドライバ１９に液晶駆動信号を出力する液晶コントロー
ラ、２０は当該装置内の温度を検出するための温度センサ、１２Ｈは温度センサ２０で検
出された装置内温度に応じて、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１ａ～１ｄのいずれかを選
択参照して、画像データの強調変換に用いるＯＳパラメータを切り換えるための切換制御
信号を強調変換部１４Ｈに出力する制御ＣＰＵである。
【００１０】
　ここで、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１ａ～１ｄに格納されているＯＳパラメータＬ
ＥＶＥＬ１～ＬＥＶＥＬ４は、それぞれ基準温度Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４（Ｔ１＜Ｔ２＜
Ｔ３＜Ｔ４）の環境下における、液晶表示パネル１７の光学応答特性の実測値から予め得
られるものであり、それぞれの強調変換度合いはＬＥＶＥＬ１＞ＬＥＶＥＬ２＞ＬＥＶＥ
Ｌ３＞ＬＥＶＥＬ４の関係となっている。
【００１１】
　なお、たとえば表示信号レベル数すなわち表示データ数が８ビットの２５６階調である
場合、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１ａ～１ｄには、２５６の全ての階調に対するＯＳ
パラメータ（実測値）を持っていてもよいが、たとえば図１６に示すように、３２階調毎
の９つの代表階調についての９×９のＯＳパラメータ（実測値）のみを記憶しておき、そ
の他の階調に対する強調変換データは、上記実測値から線形補完等の演算で求めるように
構成することで、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）の記憶容量を抑制することができる。
【００１２】
　また、制御ＣＰＵ１２Ｈは、図１７に示すように、温度センサ２０による温度検出デー
タを、予め決められた所定の閾値温度データ値Ｔｈ１，Ｔｈ２，Ｔｈ３と比較する閾値判
別部１２ａと、該閾値判別部１２ａによる比較結果に応じて、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
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Ｍ）１ａ～１ｄのいずれかを選択し、ＯＳパラメータＬＥＶＥＬ１～ＬＥＶＥＬ４を切り
換えるための切換制御信号を生成して出力する制御信号出力部１２ｂとを有している。
【００１３】
　ここでは、たとえば図１８に示すように、温度センサ２０で検出された装置内温度が切
換閾値温度Ｔｈ１（＝１５℃）以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｈは強調変換部１４Ｈに対
し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１ａを選択して参照するように指示する。これによっ
て、強調変換部１４ＨはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１ａに格納されているＯＳパラメ
ータＬＥＶＥＬ１を用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【００１４】
　また、温度センサ２０で検出された装置内温度が切換閾値温度Ｔｈ１（＝１５℃）より
大きく且つ切換閾値温度Ｔｈ２（＝２５℃）以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｈは強調変換
部１４Ｈに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１ｂを選択して参照するように指示する
。これによって、強調変換部１４ＨはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１ｂに格納されてい
るＯＳパラメータＬＥＶＥＬ２を用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【００１５】
　さらに、温度センサ２０で検出された装置内温度が切換閾値温度Ｔｈ２（＝２５℃）よ
り大きく且つ切換閾値温度Ｔｈ３（＝３５℃）以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｈは強調変
換部１４Ｈに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１ｃを選択して参照するように指示す
る。これによって、強調変換部１４ＨはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１ｃに格納されて
いるＯＳパラメータＬＥＶＥＬ３を用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【００１６】
　そしてまた、温度センサ２０で検出された装置内温度が切換閾値温度Ｔｈ３（＝３５℃
）より大きければ、制御ＣＰＵ１２Ｈは強調変換部１４Ｈに対し、ＯＳテーブルメモリ（
ＲＯＭ）１ｄを選択して参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＨはＯ
Ｓテーブルメモリ（ＲＯＭ）１ｄに格納されているＯＳパラメータＬＥＶＥＬ４を用いて
、入力画像データの強調変換処理を行う。
【００１７】
　一般的に液晶表示パネルにおいては、ある中間調から別の中間調に変更させる時間は長
く、また低温時の入力信号に対する追従性が極端に悪くなり、応答時間が増大するため、
中間調を１フレーム期間（たとえば６０Ｈｚのプログレッシブスキャンの場合は１６．７
ｍｓｅｃ）内に表示することができず、残像が発生するだけでなく、中間調を正しく表示
することができないという課題があったが、上述のオーバーシュート駆動回路を用いて、
予め決められた１フレーム表示期間経過後に液晶表示パネル１７が入力画像データの定め
る目標階調輝度へ到達するように、入力画像データの階調レベルを階調遷移方向へ強調変
換することにより、図１９に示すように、目標の中間調を短時間（１フレーム期間内）で
表示することが可能となる。
【特許文献１】特開平４－３６５０９４号公報
【特許文献２】特開平４－３１８５１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　ところで、ブラウン管のインターレース走査に対して、一般的な液晶表示装置において
は、プログレッシブ走査により画像表示を行っており、入力画像データがインターレース
方式の映像信号である場合、これを、プログレッシブ方式の映像信号に変換（Ｉ／Ｐ変換
）した上で、液晶表示パネルに供給する必要がある。ここで、Ｉ／Ｐ変換処理は、たとえ
ば図２０に示すように、インターレース信号の偶数フィールドと奇数フィールドのそれぞ
れに対しデータ補間し、偶数フィールドと奇数フィールドのそれぞれを、図２１に示すよ
うに、それぞれ１フレーム分の画像データとする処理である。
【００１９】
　これにより、３０フレーム／秒（６０フィールド／秒）のインターレース映像信号（Ｎ
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ＴＳＣ放送方式の場合）から６０フレーム／秒の擬似的なプログレッシブ映像信号に変換
されるため、インターレース方式の映像信号をプログレッシブ方式で表示することが可能
となる。ところが、このようなＩ／Ｐ変換処理として、たとえばインターレース方式の偶
数フィールドと奇数フィールドのそれぞれのフィールド内のデータのみで補間を行った場
合、図２１の点線で示すように、本来は静止している輪郭位置がフィールド毎に変化して
しまうことになり、ちらつきノイズ（偽信号）が発生したり、斜め線がギザギザのジャギ
ー（明暗段差）となって現れる。
【００２０】
　ここで、上述したオーバーシュート駆動によって画像データの強調変換を行うと、この
ようなＩ／Ｐ変換処理によって生じる不所望なちらつきノイズ（偽信号）や斜め線のジャ
ギー（明暗段差）が強調された画像が表示されることとなり、表示画像の画質劣化を招来
してしまうという問題がある。
【００２１】
　解決しようとする問題点は、インターレース方式の映像信号をＩ／Ｐ変換処理すると、
本来の画像にはないフレーム間の変化（偽信号）が生じてしまい、これがオーバーシュー
ト駆動によってさらに強調されて画質劣化を招く可能性がある点である。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　請求項１の液晶表示装置は、少なくとも１垂直期間前の画像データと現垂直期間の画像
データとに基づいて、液晶表示パネルへ供給する画像データを強調変換することにより、
前記液晶表示パネルの光学応答特性を補償する液晶表示装置であって、入力画像データが
プログレッシブ信号であるかインターレース信号であるかの信号種別を検出する信号種別
検出手段と、前記入力画像データがインターレース信号である場合、該インターレース信
号をプログレッシブ信号の画像データに変換するＩ／Ｐ変換手段と、前記液晶表示パネル
が所定期間（画素書き換え周期）内において前記画像データの定める透過率となるように
、前記画像データの強調変換を行う強調変換手段とを備え、前記信号種別検出手段による
検出結果に応じて、前記強調変換手段における前記画像データに対する強調変換度合いを
可変制御することを特徴とする。なお、垂直期間は、１フレーム（１コマ）の期間に相当
し、例えば、画像データの１フレーム（１コマ）の画像全体を、画像データの１フレーム
期間に渡って書き込み走査する場合、１垂直期間は１垂直表示期間と一致する。また、上
記画像データの強調変換は、画素単位で行なわれる。
【００２３】
　請求項２の液晶表示装置は、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとか
ら指定される強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを備え、前記強調変換手段
は、前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す演算部と、前記
演算部の出力データに対し、前記信号種別検出手段による検出結果に応じて、異なる係数
を乗算する乗算部とを有することを特徴とする。
【００２４】
　請求項３の液晶表示装置は、前記乗算部における係数は、前記入力画像データがインタ
ーレース信号である場合、前記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に比べて
小さくなるように設定されていることを特徴とする。
【００２５】
　請求項４の液晶表示装置は、前記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参
照する、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換
パラメータが格納されたテーブルメモリと、前記入力画像データがインターレース信号で
ある場合に参照する、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定さ
れる強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリとを備え、前記強調変換手段は、前
記信号種別検出手段による検出結果に応じて、前記テーブルメモリから読み出される前記
強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す演算部を有することを特
徴とする。
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【００２６】
　請求項５の液晶表示装置は、前記強調変換パラメータは、前記入力画像データがプログ
レッシブ信号である場合に読み出されるものに比べて、前記入力画像データがインターレ
ース信号である場合に読み出されるものが小さい値であることを特徴とする。
【００２７】
　請求項６の液晶表示装置は、さらに、装置内温度を検出する温度検出手段を備え、前記
強調変換手段は、前記温度検出手段による検出結果に基づき、前記画像データに対する強
調変換度合いを可変することを特徴とする。
【００２８】
　請求項７の液晶表示装置は、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとか
ら指定される強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを備え、前記強調変換手段
は、前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す演算部と、前記
演算部の出力データに対し、前記信号種別検出手段による検出結果と前記温度検出手段の
検出結果とに応じて、異なる係数を乗算する乗算部とを有することを特徴とする。
【００２９】
　請求項８の液晶表示装置は、前記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参
照する、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換
パラメータが格納されたテーブルメモリと、前記入力画像データがインターレース信号で
ある場合に参照する、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定さ
れる強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリとを備え、前記強調変換手段は、前
記信号種別検出手段による検出結果に応じて、前記テーブルメモリから読み出される前記
強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す演算部と、前記演算部の
出力データに対し、前記温度検出手段の検出結果に応じて異なる係数を乗算する乗算部と
を有することを特徴とする。
【００３０】
　請求項９の液晶表示装置は、前記入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参
照する、複数の装置内温度毎に対応して、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像
データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリと、前記入力画
像データがインターレース信号である場合に参照する、複数の装置内温度毎に対応して、
現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメー
タが格納されたテーブルメモリとを備え、前記強調変換手段は、前記信号種別検出手段に
よる検出結果と前記温度検出手段の検出結果とに応じて、前記テーブルメモリから読み出
される前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す演算部を有す
ることを特徴とする。
【００３１】
　請求項１０の液晶表示装置は、複数の装置内温度毎に対応して、現垂直期間の画像デー
タと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテーブ
ルメモリを備え、前記強調変換手段は、前記信号種別検出手段による検出結果によって定
められた切換温度と前記温度検出手段の検出結果との比較結果に応じて、前記テーブルメ
モリから読み出される前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施
す演算部を有することを特徴とする。
【００３２】
　請求項１１の液晶表示装置は、前記強調変換パラメータの切り換え選択を制御する制御
手段を備え、前記制御手段は、前記温度検出手段により検出された温度データに対して、
前記入力画像データの信号種別毎に定められた所定の演算を施す演算部と、前記演算部に
より演算が施された温度データと、予め決められた所定の閾値温度データとを比較する閾
値判別部と、前記閾値判別部による比較結果に応じて、前記強調変換パラメータを切り換
え制御する切換制御信号を生成する制御信号出力部とを有することを特徴とする。
【００３３】
　請求項１２の液晶表示装置は、前記強調変換パラメータの切り換え選択を制御する制御

10

20

30

40

50

(9) JP 3579046 B1 2004.10.20



手段を備え、前記制御手段は、前記温度検出手段により検出された温度データと、前記入
力画像データの信号種別毎に決められた所定の閾値温度データとを比較する閾値判別部と
、前記閾値判別部による比較結果に応じて、前記強調変換パラメータを切り換え制御する
切換制御信号を生成する制御信号出力部とを有することを特徴とする。
【００３４】
　請求項１３の液晶表示制御方法は、少なくとも１垂直期間前の画像データと現垂直期間
の画像データとに基づいて、液晶表示パネルへ供給する画像データを強調変換することに
より、前記液晶表示パネルの光学応答特性を補償する液晶表示制御方法であって、入力画
像データがプログレッシブ信号であるかインターレース信号であるかの信号種別を検出す
る工程と、前記入力画像データがインターレース信号である場合、該インターレース信号
をプログレッシブ信号の画像データに変換する工程と、前記液晶表示パネルが所定期間内
において前記画像データの定める透過率となるように、前記画像データの強調変換を行う
工程とを有し、前記信号種別の検出結果に応じて、前記画像データに対する強調変換度合
いを可変制御することを特徴とする。
【００３５】
　請求項１４の液晶表示制御方法は、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像デー
タとから指定される強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを参照する工程と、
前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す工程と、前記強調演
算による出力データに対し、前記信号種別の検出結果に応じて、異なる係数を乗算する工
程とを有することを特徴とする。
【００３６】
　請求項１５の液晶表示制御方法は、前記入力画像データがプログレッシブ信号である場
合に参照する、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強
調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを参照する工程と、前記入力画像データが
インターレース信号である場合に参照する、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画
像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを参照する工
程と、前記信号種別の検出結果に応じて、前記テーブルメモリから読み出される前記強調
変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す工程とを有することを特徴と
する。
【００３７】
　請求項１６の液晶表示制御方法は、装置内温度を検出する工程と、前記装置内温度の検
出結果に基づき、前記画像データに対する強調変換度合いを可変する工程と有することを
特徴とする。
【００３８】
　請求項１７の液晶表示制御方法は、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像デー
タとから指定される強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを参照する工程と、
前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す工程と、前記強調演
算の出力データに対し、前記信号種別の検出結果と前記装置内温度の検出結果とに応じて
、異なる係数を乗算する工程とを有することを特徴とする。
【００３９】
　請求項１８の液晶表示制御方法は、前記入力画像データがプログレッシブ信号である場
合に参照する、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定される強
調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを参照する工程と、前記入力画像データが
インターレース信号である場合に参照する、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画
像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを参照する工
程と、前記信号種別の検出結果に応じて、前記テーブルメモリから読み出される前記強調
変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す工程と、前記強調演算の出力
データに対し、前記装置内温度の検出結果に応じて異なる係数を乗算する工程とを有する
ことを特徴とする。
【００４０】

10

20

30

40

50

(10) JP 3579046 B1 2004.10.20



　請求項１９の液晶表示制御方法は、前記入力画像データがプログレッシブ信号である場
合に参照する、複数の装置内温度毎に対応して、現垂直期間の画像データと１垂直期間前
の画像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを参照す
る工程と、前記入力画像データがインターレース信号である場合に参照する、複数の装置
内温度毎に対応して、現垂直期間の画像データと１垂直期間前の画像データとから指定さ
れる強調変換パラメータが格納されたテーブルメモリを参照する工程と、前記信号種別の
検出結果と前記装置内温度の検出結果とに応じて、前記テーブルメモリから読み出される
前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す工程とを有すること
を特徴とする。
【００４１】
　請求項２０の液晶表示制御方法は、複数の装置内温度毎に対応して、現垂直期間の画像
データと１垂直期間前の画像データとから指定される強調変換パラメータが格納されたテ
ーブルメモリを参照する工程と、前記信号種別の検出結果によって定められた切換温度と
前記装置内温度の検出結果との比較結果に応じて、前記テーブルメモリから読み出される
前記強調変換パラメータを用いて、前記画像データに強調演算を施す工程とを有すること
を特徴とする。
【００４２】
　請求項２１の液晶表示制御方法は、前記装置内温度の検出結果である温度データに対し
て、前記入力画像データの信号種別毎に定められた所定の演算を施す工程と、前記演算が
施された温度データと、予め決められた所定の閾値温度データとを比較する工程と、前記
比較の結果に応じて、前記強調変換パラメータを切り換え制御する切換制御信号を生成す
る工程とを有することを特徴とする。
【００４３】
　請求項２２の液晶表示制御方法は、前記装置内温度の検出結果である温度データと、前
記入力画像データの信号種別毎に決められた所定の閾値温度データとを比較する工程と、
前記比較の結果に応じて、前記強調変換パラメータを切り換え制御する切換制御信号を生
成する工程とを有することを特徴とする。
【００４４】
　請求項２３のプログラムは、入力画像データがインターレース信号である場合、該イン
ターレース信号をプログレッシブ信号の画像データに変換するＩ／Ｐ変換手段を有すると
共に、少なくとも１垂直期間前の画像データと現垂直期間の画像データとに基づいて、液
晶表示パネルへ供給する画像データを、前記液晶表示パネルが所定期間内において前記画
像データの定める透過率となるように、前記画像データの強調変換することにより、前記
液晶表示パネルの光学応答特性を補償する液晶表示装置を制御するコンピュータのプログ
ラムであって、入力画像データがプログレッシブ信号であるかインターレース信号である
かの信号種別を検出した結果に応じて、前記画像データに対する強調変換度合いを可変制
御する工程を、上記コンピュータに実行させるプログラムであり、請求項２４記載の記録
媒体は、上記プログラムが記録されている記録媒体である。
【００４５】
　本発明の液晶表示装置は、信号種別検出手段により入力画像データがプログレッシブ信
号であるかインターレース信号であるかの信号種別を検出し、入力画像データがインター
レース信号である場合、Ｉ／Ｐ変換手段により該インターレース信号をプログレッシブ信
号の画像データに変換した上で、強調変換手段により該画像データの強調変換を行う。そ
の際、信号種別検出手段による検出結果に応じて、強調変換手段における画像データに対
する強調変換度合いを可変制御し、入力画像データがプログレッシブ信号である場合に比
べて、画像データの強調変換度合いを小さくするようにしたので、インターレース方式の
映像信号がＩ／Ｐ変換される際に生じるフレーム間の不所望な変化（偽信号）が強調され
て画質が劣化することを防止することができる。
【発明の効果】
【００４６】
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　本発明の液晶表示装置は、インターレース方式の映像信号がＩ／Ｐ変換される際に生じ
るフレーム間の不所望な変化（偽信号）がオーバーシュート駆動によって強調されること
を防止して、輪郭部等におけるちらつきノイズやジャギーの発生を抑えた高画質の画像表
示を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　本発明の液晶表示装置においては、液晶の応答速度を改善するために、入力画像データ
に対して上述したオーバーシュート駆動により強調変換処理を施すが、その際、インター
レース信号をＩ／Ｐ変換する際に発生する不所望なちらつきノイズやジャギー等が強調さ
れて目立つことを抑えるために、入力画像データがインターレース信号である場合には、
入力画像データがプログレッシブ信号である場合に比べて、画像データに対する強調変換
度合いをより小さくする。これによって、液晶表示パネルの光学応答特性を補償して、残
像や尾引きの発生を抑制しつつ、Ｉ／Ｐ変換する際に発生する輪郭部での不所望な偽信号
の強調を抑制して、高画質の画像表示を行うことが可能となる。
（実施形態１）
　図１は本発明の液晶表示装置の実施形態１を説明するための図、図２は図１のＯＳテー
ブルメモリ（ＲＯＭ）を参照して得られるＯＳパラメータと、入力信号種別に応じて与え
られる乗算係数とを用いて、液晶表示パネルに供給する強調変換データを求める場合を説
明するための図である。なお、以下に説明する図において、図１５と共通する部分には同
一符号を付すものとする。また、以下の説明においては、各実施形態における強調変換部
による強調変換が異なるため、それぞれの実施形態においては強調変換部に符号１４Ａ～
１４Ｆのいずれかを付している。同様に、各実施形態における制御ＣＰＵによる制御も異
なるため、それぞれの実施形態では符号１２Ａ～１２Ｇのいずれかを付している。
【００４８】
　図１に示す実施形態１の液晶表示装置は、入力画像データがプログレッシブ信号である
場合は無変換のままで、入力画像データがインターレース信号である場合はプログレッシ
ブ信号にＩ／Ｐ変換した上で、液晶表示パネルの光学応答速度を改善するために、画像デ
ータに対する強調変換処理を施すものであり、その際、Ｉ／Ｐ変換処理された画像データ
に対する強調変換度合いを、入力画像データがもともとプログレッシブ信号である場合よ
り小さくするものであって、映像信号種別検出部１０、Ｉ／Ｐ変換部１１、制御ＣＰＵ１
２Ａ、強調変換部１４Ａ、フレームメモリ１５、液晶コントローラ１６、液晶表示パネル
１７を備えている。
【００４９】
　信号種別検出手段としての映像信号種別検出部１０は、入力画像データがインターレー
ス信号であるかプログレッシブ信号であるかの信号種別を検出する。その際、水平周波数
をカウントし、信号フォーマットを判別するような検出方法を用いることができる。Ｉ／
Ｐ変換手段としてのＩ／Ｐ変換部１１は、図２０で説明したように、インターレース信号
の偶数フィールドと奇数フィールドのそれぞれに対しデータ補間し、偶数フィールドと奇
数フィールドのそれぞれを、図２１に示したように、それぞれ１フレーム分の画像データ
とする変換を行う。これにより、３０フレーム／秒（６０フィールド／秒）のインターレ
ース映像信号（ＮＴＳＣ放送方式の場合）から６０フレーム／秒の擬似的なプログレッシ
ブ映像信号に変換される。
【００５０】
　制御手段としての制御ＣＰＵ１２Ａは、映像信号種別検出部１０によってインターレー
ス信号が検出されたとき、Ｉ／Ｐ変換部１１に対してＩ／Ｐ変換処理を行わせたり、映像
信号種別検出部１０によって検出された信号種別に応じて強調変換部１４Ａによる強調変
換処理を制御したりする。
【００５１】
　強調変換手段としての強調変換部１４Ａは、制御ＣＰＵ１２Ａによる制御により、これ
から表示する現フレームの画像データ（現垂直期間の画像データ）と、フレームメモリ１
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５に格納された１フレーム前の画像データ（１垂直期間前の画像データ）とを比較し、そ
の比較結果である階調遷移パターンに応じたＯＳパラメータ（強調変換パラメータ）をＯ
Ｓテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３から読み出し、この読み出したＯＳパラメータに基づい
て、これから表示する現フレームの画像表示に要する強調変換データ（書込階調データ）
を求め、液晶コントローラ１６に出力する。ここで、強調変換部１４Ａには、入力画像デ
ータがプログレッシブ信号の場合、そのまま無変換の画像データが入力され、入力画像デ
ータがインターレース信号の場合、Ｉ／Ｐ変換処理された後の画像データが入力される。
【００５２】
　この場合、図２に示すように、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３を参照して得られる
ＯＳパラメータと、入力画像データの信号種別に応じて与えられる乗算係数とを用いるこ
とで、液晶表示パネル１７に供給する強調変換データを求めることができる。すなわち、
演算部１４ｄにより、これから表示するＭ番目のフレームの入力画像データ（ Current Da
ta）と、フレームメモリ１５に格納されたＭ－１番目のフレームの入力画像データ (Previ
ous Data )とを比較し、その比較結果（階調遷移）に対応する（すなわち、その比較結果
により指定される）ＯＳパラメータをＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３から読み出し、
線形補完等の演算を施すことにより、強調演算データを出力する。
【００５３】
　そして、減算器１４ａによって現フレームの画像データからその強調演算データを減算
して差分データを求め、乗算器１４ｂによってその差分データに対し制御ＣＰＵ１２Ａか
らの係数切換制御信号により切り換えられる乗算係数α 1 又はβ 1 を乗算し、加算器１４
ｃによってその乗算係数が乗算された差分データを現フレームの画像データに加算し、そ
の加算したデータを強調変換データとして液晶コントローラ１６に与える。これにより、
液晶画素が所定期間内において入力画像データの定める透過率となるように駆動表示され
る。ここで、所定期間とは１フレーム画像の表示期間（画素書き換え周期）であり、通常
のホールド型表示の場合、１フレーム期間（たとえば６０Ｈｚのプログレッシブスキャン
の場合は１６．７ｍｓｅｃ）であり、たとえば１フレーム期間の５０％の期間に黒表示を
行う擬似インパルス型表示とした場合には、画像表示期間は１／２フレーム期間（たとえ
ば６０Ｈｚのプログレッシブスキャンの場合は８．３ｍｓｅｃ）となる。
【００５４】
　また、入力画像データがプログレッシブ信号の場合の乗算係数はα 1 ＝１とし、入力画
像データがインターレース信号の場合の乗算係数はβ 1 ＜１としている。これにより、入
力画像データがプログレッシブ信号の場合には、乗算係数α 1 （＝１）が選択されて、液
晶画素が所定期間内において入力画像データの定める透過率となるように、画像データの
強調変換を行うことにより、残像や尾引きが発生しない高画質の画像表示が行われる。一
方、入力画像データがインターレース信号の場合は、乗算係数β１（＜１）が選択されて
、強調変換度合いをより小さくすることができ、Ｉ／Ｐ変換処理によって表示画像の輪郭
部等に発生する不所望なちらつきノイズやジャギー等の過強調による画質劣化が防止され
る。
【００５５】
　なお、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３には、表示データ数が８ビットの２５６階調
である場合、２５６の全ての階調に対するＯＳパラメータ（実測値）を持たせてもよいが
、たとえば図１６に示したように、３２階調毎の９つの代表階調についての９×９のＯＳ
パラメータ（実測値）のみを記憶しておき、その他の階調に対する強調変換データは、上
記実測値から線形補完等の演算で求めるように構成することで、ＯＳテーブルメモリ（Ｒ
ＯＭ）１３の記憶容量を抑制することができる。
【００５６】
　フレームメモリ１５は、１フレーム分の画像データを格納することができるものであっ
て、これから表示される現フレームの画像データに対し、１フレーム前の画像データが格
納されている。液晶コントローラ１６は、強調変換部１４Ａからの強調変換データに基づ
き、ゲートドライバ１８及びソースドライバ１９を駆動し、液晶表示パネル１７に対し画
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像表示を行わせる。液晶表示パネル１７は、上述した非線形素子（スイッチング素子）で
あるＴＦＴ（ Thin Film Transistor）を有し、ゲートドライバ１８及びソースドライバ１
９の駆動により画像表示を行う。
【００５７】
　次に、上述した実施形態１での入力画像データの強調変換による液晶表示制御方法につ
いて説明する。
【００５８】
　まず、入力画像データがあると、映像信号種別検出部１０により、インターレース信号
であるかプログレッシブ信号であるかの信号種別が検出される。検出に際しては、上述し
たように、入力画像データの水平周波数をカウントし、信号フォーマットを判別するよう
な検出方法を用いることができる。
【００５９】
　ここで、たとえばプログレッシブ信号が検出されると、映像信号種別検出部１０から制
御ＣＰＵ１２Ａに対し、プログレッシブ信号を検出したことが通知される。この場合には
、Ｉ／Ｐ変換部１１によるＩ／Ｐ変換処理は行われず、入力画像データはそのまま強調変
換部１４Ａに入力される。
【００６０】
　このとき、制御ＣＰＵ１２Ａにより強調変換部１４Ａに対して、入力画像データに対す
る強調変換処理が指示される。この場合、上述したように、演算部１４ｄにより、これか
ら表示するＭ番目のフレームの入力画像データ（ Current Data）と、フレームメモリ１５
に格納されたＭ－１番目のフレームの入力画像データ (Previous Data )とが比較され、そ
の比較結果（階調遷移）に対応するＯＳパラメータがＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３
から読み出され、強調演算データが求められる。なお、この強調演算データは、液晶表示
パネル１７が所定期間内においてこれから表示するＭ番目のフレームの入力画像データに
より定められる透過率に到達可能なデータである。減算器１４ａによってその強調演算デ
ータとこれから表示するＭ番目のフレームの入力画像データとの差分データが求められる
。
【００６１】
　ここで、制御ＣＰＵ１２Ａによりプログレッシブ信号の場合の乗算係数α 1 （＝１）が
選択されるため、乗算器１４ｂによって減算器１４ａによる差分データに対し乗算係数α
1 （＝１）が乗算され（すなわち、差分データがそのまま出力され）、加算器１４ｃによ
ってその乗算されたデータとこれから表示するＭ番目のフレームの入力画像データとが加
算され、その加算されたデータが強調変換データとして液晶コントローラ１６に与えられ
る（従って、この場合、液晶表示パネル１７に供給される強調変換データは、演算部１４
ｄによる強調演算データと等しい）。これにより、入力画像データがプログレッシブ信号
の場合には、液晶画素が所定期間内において入力画像データの定める透過率となるように
表示駆動されるので、液晶表示パネル１７の光学応答特性を補償して、残像や尾引きのな
い高画質の画像表示が行われる。
【００６２】
　これに対し、映像信号種別検出部１０により、インターレース信号が検出されると、制
御ＣＰＵ１２によりＩ／Ｐ変換部１１が制御され、Ｉ／Ｐ変換部１１によってインターレ
ース信号の入力画像データに対するＩ／Ｐ変換処理が行われ、擬似的なプログレッシブ信
号に変換された上で、強調変換部１４Ａに入力される。
【００６３】
　またこのとき、制御ＣＰＵ１２Ａにより強調変換部１４Ａに対して、Ｉ／Ｐ変換処理さ
れた画像データに対する強調変換処理が指示される。この場合、上述したように、演算部
１４ｄにより、これから表示するＭ番目のフレームの入力画像データ（ Current Data）と
、フレームメモリ１５に格納されたＭ－１番目のフレームの入力画像データ (Previous Da
ta )とが比較され、その比較結果（階調遷移）に対応するＯＳパラメータがＯＳテーブル
メモリ（ＲＯＭ）１３から読み出され、強調演算データが求められる。なお、この強調演
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算データは、液晶表示パネル１７が所定期間内においてこれから表示するＭ番目のフレー
ムの入力画像データにより定められる透過率に到達可能なデータである。減算器１４ａに
よってその強調演算データとこれから表示するＭ番目のフレームの入力画像データとの差
分データが求められる。
【００６４】
　ここで、制御ＣＰＵ１２Ａによりインターレース信号の場合の乗算係数β 1 （＜１）が
選択されるため、乗算器１４ｂによって減算器１４ａによる差分データに対し乗算係数β
1 が乗算され（すなわち、差分データが低減されて出力され）、加算器１４ｃによってそ
の乗算されたデータとこれから表示するＭ番目のフレームの入力画像データとが加算され
、その加算されたデータが強調変換データとして液晶コントローラ１６に与えられる（従
って、この場合、液晶表示パネル１７に供給される強調変換データは、演算部１４ｄによ
る強調演算データより強調変換度合いが小さい）。これにより、入力画像データがインタ
ーレース信号の場合には、液晶表示パネル１７の光学応答特性を補償して、残像や尾引き
の発生を抑えつつ、Ｉ／Ｐ変換処理によって発生する不所望な偽信号が強調されることに
よる画質劣化を抑制して、高画質の画像表示が行われる。
【００６５】
　以上のように、実施形態１では、映像信号種別検出部１０によりプログレッシブ信号が
検出された場合、強調変換部１４Ａにより現フレームの入力画像データと１フレーム前の
入力画像データとの比較結果（階調遷移）に対応するＯＳパラメータをＯＳテーブルメモ
リ（ＲＯＭ）１３から読み出し、その読み出したＯＳパラメータに基づいて得られた強調
演算データを強調変換データとして液晶コントローラ１６に出力するようにしたので、液
晶画素が所定期間内において入力画像データの定める透過率となるように表示駆動するこ
とができ、残像や尾引きのない高画質の画像表示を行うことが可能である。
【００６６】
　これに対し、映像信号種別検出部１０によりインターレース信号が検出された場合、強
調変換部１４Ａにより現フレームの入力画像データと１フレーム前の入力画像データとの
比較結果（階調遷移）に対応するＯＳパラメータをＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３か
ら読み出し、その読み出したＯＳパラメータに基づいて得られた強調演算データより強調
変換度合いを小さくして、強調変換データとして液晶コントローラ１６に出力するように
したので、液晶の応答速度を改善して残像や尾引きの発生を抑制するとともに、インター
レース信号をＩ／Ｐ変換処理する際に画像輪郭部等で生じる偽信号による画質劣化を抑え
ることができ、高画質の画像表示を行うことが可能となる。
（実施形態２）
　図３は入力画像データがプログレッシブ信号である場合に、画像データの強調変換に用
いるＯＳパラメータが格納されたＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）と、入力画像データがイ
ンターレース信号である場合に、画像データの強調変換に用いるＯＳパラメータが格納さ
れたＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）とを個別に設けた場合の実施形態２を示す図である。
なお、以下に説明する図において、図１と共通する部分には同一符号を付し重複する説明
を省略する。
【００６７】
　図３に示す液晶表示装置では、入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照
するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａと、入力画像データがインターレース信号であ
る場合に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂとを備え、映像信号種別検出部１
０により検出された入力画像データの信号種別に応じてＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１
３ａ，１３ｂのいずれかを切り換え参照して、画像データの強調変換処理を行うようにし
ている。
【００６８】
　また、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂ内のＯＳパラメータは、ＯＳテーブルメモ
リ（ＲＯＭ）１３ａ内のＯＳパラメータより小さい値である。これは、上述したように、
インターレース信号をＩ／Ｐ変換処理した場合に画像輪郭部で生じる偽信号が強調されて
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目立つことを抑制するために、入力画像データがインターレース信号である場合には、入
力画像データがプログレッシブ信号である場合に比べて、画像データに対する強調変換度
合いを小さくする必要があるためである。
【００６９】
　なお、ここでは、それぞれのＯＳパラメータを、それぞれ個別に設けられたＯＳテーブ
ルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ，１３ｂに格納しているが、単一のＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）の異なるテーブル領域にそれぞれのＯＳパラメータを格納しておき、制御ＣＰＵ１２
Ｂからの切換制御信号に応じて、参照するテーブル領域を適応的に切り換えることにより
、ＯＳパラメータを切換選択して、強調変換データを求めるように構成してもよい。
【００７０】
　このような構成では、上述したように、映像信号種別検出部１０により、たとえばプロ
グレッシブ信号が検出されると、映像信号種別検出部１０から制御ＣＰＵ１２Ｂに対し、
プログレッシブ信号を検出したことが通知される。この場合には、Ｉ／Ｐ変換部１１によ
るＩ／Ｐ変換処理は行われず、入力画像データはそのまま強調変換部１４Ｂに入力される
。
【００７１】
　このとき、制御ＣＰＵ１２Ｂにより強調変換手段としての強調変換部１４Ｂに対して、
入力画像データに対する強調変換処理が指示される。この場合、強調変換部１４Ｂは、こ
れから表示するＭ番目のフレームの入力画像データ（ Current Data）と、フレームメモリ
１５に格納されたＭ－１番目のフレームの入力画像データ (Previous Data )との比較結果
（階調遷移）に対応する（すなわち、その比較結果により指定される）ＯＳパラメータを
、入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）１３ａから読み出し、このＯＳパラメータを用いて線形補完等の演算を施すことで、
液晶コントローラ１６に出力する強調変換データが求められる。なお、この強調変換デー
タは、液晶表示パネル１７が所定期間内においてこれから表示するＭ番目のフレームの入
力画像データにより定められる透過率に到達可能なデータである。
【００７２】
　これにより、入力画像データがプログレッシブ信号の場合には、液晶画素が所定期間内
において入力画像データの定める透過率となるように表示駆動されるので、液晶表示パネ
ル１７の光学応答特性を補償して、残像や尾引きのない高画質の画像表示が行われる。
【００７３】
　これに対し、映像信号種別検出部１０により、インターレース信号が検出されると、制
御ＣＰＵ１２ＢによりＩ／Ｐ変換部１１が制御され、Ｉ／Ｐ変換部１１によってインター
レース信号の入力画像データに対するＩ／Ｐ変換処理が行われ、擬似的なプログレッシブ
信号に変換された上で、強調変換部１４Ｂに入力される。
【００７４】
　またこのとき、制御ＣＰＵ１２Ｂにより強調変換部１４Ｂに対して、Ｉ／Ｐ変換処理さ
れた画像データに対する強調変換処理が指示される。この場合、強調変換部１４Ｂは、こ
れから表示するＭ番目のフレームの入力画像データ（ Current Data）と、フレームメモリ
１５に格納されたＭ－１番目のフレームの入力画像データ (Previous Data )との比較結果
（階調遷移）に対応する（すなわち、その比較結果により指定される）ＯＳパラメータを
、入力画像データがインターレース信号である場合に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）１３ｂから読み出し、このＯＳパラメータを用いて線形補完等の演算を施すことで、
液晶コントローラ１６に出力する強調変換データが求められる。なお、この強調変換デー
タは、入力画像データがプログレッシブ信号である場合に、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ
）１３ａを参照して求められた強調変換データに比べて、その強調変換度合いが小さくな
っている。
【００７５】
　これにより、入力画像データがインターレース信号の場合には、液晶表示パネル１７の
光学応答特性を補償して、残像や尾引きの発生を抑えつつ、Ｉ／Ｐ変換処理によって発生
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する不所望な偽信号が強調されることによる画質劣化を抑制して、高画質の画像表示が行
われる。
【００７６】
　このように、実施形態２では、入力画像データがプログレッシブ信号である場合に用い
るＯＳパラメータが格納されたＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａと、入力画像データ
がインターレース信号である場合に用いるＯＳパラメータが格納されたＯＳテーブルメモ
リ（ＲＯＭ）１３ｂとを備え、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂ内のＯＳパラメータ
を、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ内のＯＳパラメータより小さい値とし、前記検
出されたプログレッシブ信号又はインターレース信号に応じてＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）１３ａ，１３ｂのいずかより読み出されたＯＳパラメータを用いて、強調変換データ
を求めるようにしたので、入力画像データの信号種別に応じた適切な強調変換処理を画像
データに施すことができる。
（実施形態３）
　図４は図１の構成に温度センサを追加し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３を参照し
て得られるＯＳパラメータと、入力画像データの信号種別及び装置内温度に応じた乗算係
数を用いて、画像データに対する強調変換処理を行わせる場合の実施形態３を示す図であ
る。
【００７７】
　図４に示す液晶表示装置では、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３に、上記同様に、入
力画像データがプログレッシブ信号の場合に最適化されたＯＳパラメータ（強調変換パラ
メータ）が格納されており、信号種別検出手段としての映像信号種別検出部１０による信
号種別検出データと温度検出手段としての温度センサ２０による温度検出データとに応じ
た後述の乗算係数α１～α４、β１～β４を用いて入力画像データに対する強調変換を行
わせるようにしている。
【００７８】
　ここで、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３には、上述したように、表示データ数が８
ビットの２５６階調である場合、２５６の全ての階調に対するＯＳパラメータ（実測値）
を持っていてもよいが、たとえば図１６に示したように、３２階調毎の９つの代表階調に
ついての９×９のＯＳパラメータ（実測値）のみを記憶しておき、その他の階調に対する
強調変換データは、上記実測値から線形補完等の演算で求めるように構成することで、Ｏ
Ｓテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３の記憶容量を抑制することができる。
【００７９】
　本実施形態の強調変換部１４Ｃは、図２と同様の構成により実現され、ＯＳテーブルメ
モリ（ＲＯＭ）１３から読み出されたＯＳパラメータと、信号種別及び液晶表示パネル１
７の温度に応じた乗算係数α１～α４、β１～β４とを用いて、液晶表示パネル１７の温
度依存特性を含む光学応答特性を補償するための強調変換データを求めて、液晶コントロ
ーラ１６に出力することができる。ここで、入力画像データがプログレッシブ信号の場合
の乗算係数はα１～α４とし、入力画像データがインターレース信号の場合の乗算係数は
β１～β４とする。ただし、β１＜α１、β２＜α２、β３＜α３、β４＜α４である。
【００８０】
　すなわち、温度センサ２０からの温度検出データを、たとえば１５℃以下、１５℃より
大きく２５℃以下、２５℃より大きく３５℃以下、３５℃より大きい場合の４段階の温度
範囲に分けて、入力画像データがプログレッシブ信号であるとき、たとえば装置内温度が
１５℃以下である場合は乗算係数α１（＞α２）、１５℃より大きく２５℃以下である場
合は乗算係数α２（＞α３）、２５℃より大きく３５℃以下である場合は乗算係数α３（
＞α４）、３５℃より大きい場合は乗算係数α４（＝１）とし、入力画像データがインタ
ーレース信号であるとき、たとえば装置内温度が１５℃以下である場合は乗算係数β１（
＞β２）、１５℃より大きく２５℃以下である場合は乗算係数β２（＞β３）、２５℃よ
り大きく３５℃以下である場合は乗算係数β３（＞β４）、３５℃より大きい場合は乗算
係数β４（＜１）とするものについて説明するが、乗算係数は３段階以下或いは５段階以
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上の温度範囲に対応したものとしてもよいことは言うまでもない。
【００８１】
　なお、これらの乗算係数α１～α４、β１～β４は、液晶表示パネル１７の光学応答特
性の実測値から予め得られたものである。これにより、入力画像データがインターレース
信号の場合は、プログレッシブ信号の場合よりも小さな強調変換度合いで画像データの強
調変換を行うことができ、Ｉ／Ｐ変換処理によって発生する不所望な偽信号が強調される
ことによる画質劣化を抑制しつつ、液晶表示パネル１７の光学応答特性（温度依存特性を
含む）を補償して、残像や尾引きのない高品位な画像表示を行うことが可能となる。
【００８２】
　また、温度センサ２０は、その本来の目的から液晶表示パネル１７内に設けることが望
ましいが、これは構造上困難であるため、液晶表示パネル１７にできる限り近い場所に設
置すればよい。また、温度センサ２０は、１個に限らず複数個とし、液晶表示パネル１７
の各部位に対応して配置させるようにしてもよい。複数の温度センサ２０を設けた場合に
は、それぞれの温度センサ２０からの検出結果を平均した値を温度検出データとして用い
てもよいし、変化の大きいいずれかの温度センサ２０からの検出結果を温度検出データと
して用いてもよい。
【００８３】
　このような構成では、上述したように、映像信号種別検出部１０によりたとえばプログ
レッシブ信号が検出されると、映像信号種別検出部１０から制御ＣＰＵ１２Ｃに対し、プ
ログレッシブ信号を検出したことが通知される。この場合には、Ｉ／Ｐ変換部１１による
Ｉ／Ｐ変換処理は行われず、入力画像データはそのまま強調変換部１４Ｃに入力される。
【００８４】
　このとき、制御ＣＰＵ１２Ｃにより強調変換手段としての強調変換部１４Ｃに対して、
入力画像データに対する強調変換処理が指示される。この場合、上述したように、演算部
１４ｄにより、これから表示するＭ番目のフレームの入力画像データ（ Current Data）と
、フレームメモリ１５に格納されたＭ－１番目のフレームの入力画像データ (Previous Da
ta )とが比較され、その比較結果（階調遷移）に対応する（すなわち、その比較結果によ
り指定される）ＯＳパラメータがＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３から読み出されて強
調演算データが求められる。そして、減算器１４ａによってその強調演算データとこれか
ら表示するＭ番目のフレームの入力画像データとの差分データが求められる。
【００８５】
　このとき、制御ＣＰＵ１２Ｃには温度センサ２０からの温度検出データが取り込まれて
おり、制御ＣＰＵ１２Ｃによりその温度検出データに応じた乗算係数α１～α４のいずれ
かが切り換え選択される。ここで、温度検出データがたとえば１５℃以下である場合は乗
算係数α１（＞α２）となり、１５℃より大きく２５℃以下である場合は乗算係数α２（
＞α３）となり、２５℃より大きく３５℃以下である場合は乗算係数α３（＞α４）とな
り、３５℃より大きい場合は乗算係数α４（＝１）となる。
【００８６】
　温度検出データに応じて、これらの乗算係数α１～α４のいずれかが制御ＣＰＵ１２Ｃ
により切り換えられると、乗算器１４ｂにより前記差分データに対していずれかの乗算係
数α１～α４が乗算され、加算器１４ｃによってその乗算されたデータとこれから表示す
るＭ番目のフレームの入力画像データとが加算され、その加算されたデータが強調変換デ
ータとして液晶コントローラ１６に与えられる。これにより、入力画像データがプログレ
ッシブ信号の場合には、液晶表示パネル１７の温度が変化しても、液晶表示パネル１７の
光学応答特性（温度依存特性を含む）を補償して、残像や尾引きのない高画質の画像表示
が行われる。
【００８７】
　これに対し、映像信号種別検出部１０により、インターレース信号が検出されると、制
御ＣＰＵ１２ＣによりＩ／Ｐ変換部１１が制御され、Ｉ／Ｐ変換部１１によってインター
レース信号の入力画像データに対するＩ／Ｐ変換処理が行われ、擬似的なプログレッシブ
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信号に変換された上で、強調変換部１４Ｃに入力される。
【００８８】
　またこのとき、制御ＣＰＵ１２Ｃにより強調変換部１４Ｃに対して、Ｉ／Ｐ変換処理さ
れた画像データに対する強調変換処理が指示される。この場合、上述したように、演算部
１４ｄにより、これから表示するＭ番目のフレームの入力画像データ（ Current Data）と
、フレームメモリ１５に格納されたＭ－１番目のフレームの入力画像データ (Previous Da
ta )とが比較され、その比較結果（階調遷移）に対応する（すなわち、その比較結果によ
り指定される）ＯＳパラメータがＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３から読み出されて強
調演算データが求められる。そして、減算器１４ａによってその強調演算データとこれか
ら表示するＭ番目のフレームの入力画像データとの差分データが求められる。
【００８９】
　このとき、制御ＣＰＵ１２Ｃには温度センサ２０からの温度検出データが取り込まれて
おり、制御ＣＰＵ１２Ｃによりその温度検出データに応じた乗算係数β１～β４のいずれ
かが切り換え選択される。ここで、温度検出データがたとえば１５℃以下である場合は乗
算係数β１（＞β２）となり、１５℃より大きく２５℃以下である場合は乗算係数β２（
＞β３）となり、２５℃より大きく３５℃以下である場合は乗算係数β３（＞β４）とな
り、３５℃より大きい場合は乗算係数β４（＜１）となる。
【００９０】
　温度検出データに応じて、これらの乗算係数β１～β４のいずれかが制御ＣＰＵ１２Ｃ
により切り換えられると、乗算器１４ｂにより前記差分データに対していずれかの乗算係
数β１～β４が乗算され、加算器１４ｃによってその乗算されたデータとこれから表示す
るＭ番目のフレームの入力画像データとが加算され、その加算されたデータが強調変換デ
ータとして液晶コントローラ１６に与えられる。
【００９１】
　ここで、入力画像データがインターレース信号の場合には、β１＜α１、β２＜α２、
β３＜α３、β４＜α４であるため、液晶表示パネル１７の温度が変化しても、液晶表示
パネル１７の光学応答特性（温度依存特性を含む）を補償して、残像や尾引きの発生を抑
えつつ、Ｉ／Ｐ変換処理によって発生する不所望な偽信号が強調されることによる画質劣
化を抑制して、高画質の画像表示が行われる。
【００９２】
　このように、実施形態３では、温度センサ２０による温度検出データに応じた、入力画
像データがプログレッシブ信号の場合の乗算係数α１～α４と、インターレース信号の場
合の乗算係数β１～β４とを用いて、画像データに対する強調変換度合いを可変制御する
ようにしたので、入力画像データの信号種別及び装置内温度に応じた適切な強調変換処理
を画像データに施すことが可能となり、高画質の画像表示を行わせることができる。
（実施形態４）
　図５は図４のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）を入力画像データがプログレッシブ信号で
ある場合に参照する、画像データの強調変換に用いるＯＳパラメータが格納されたＯＳテ
ーブルメモリ（ＲＯＭ）と、入力画像データがインターレース信号である場合に参照する
、画像データの強調変換に用いるＯＳパラメータが格納されたＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）とを個別に設けた構成とし、装置内温度に応じた乗算係数を用いて画像データに対す
る強調変換度合いを可変する場合の実施形態４を示す図、図６は図５のＯＳテーブルメモ
リ（ＲＯＭ）を参照して得られるＯＳパラメータと温度センサによる温度検出データに応
じた乗算係数とを用いて強調変換データを求める場合を説明するための図である。
【００９３】
　図５に示す液晶表示装置では、入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照
するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａと、入力画像データがインターレース信号であ
る場合に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂとを備え、前記検出されたプログ
レッシブ信号又はインターレース信号に応じてＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ，１
３ｂのいずれかを切り換え参照するとともに、温度センサ２０による温度検出データに応
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じた後述の乗算係数α１～α４を用いて入力画像データに対する強調変換を行わせるよう
にしている。
【００９４】
　また、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂ内のＯＳパラメータは、ＯＳテーブルメモ
リ（ＲＯＭ）１３ａ内のＯＳパラメータより小さい値である。これは、上述したように、
Ｉ／Ｐ変換処理後の画像データに対する強調変換によって、表示画像の輪郭部で生じるち
らつきノイズ（偽信号）等が強調されて目立つのを抑制するために、入力画像データがイ
ンターレース信号の場合には、画像データに対する強調変換度合いを、入力画像データが
プログレッシブ信号の場合よりも小さくする必要があるためである。
【００９５】
　なお、ここでは、それぞれのＯＳパラメータを、それぞれ個別に設けられたＯＳテーブ
ルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ，１３ｂに格納しているが、単一のＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）の異なるテーブル領域にそれぞれのＯＳパラメータを格納しておき、制御ＣＰＵ１２
Ｄからの切換制御信号に応じて、参照するテーブル領域を適応的に切り換えることにより
、ＯＳパラメータを切換選択して、強調変換データを求めるように構成してもよい。
【００９６】
　また、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ，１３ｂには、上述したように、表示デー
タ数が８ビットの２５６階調である場合、２５６の全ての階調に対するＯＳパラメータ（
実測値）を持っていてもよいが、たとえば図１６に示したように、３２階調毎の９つの代
表階調についての９×９のＯＳパラメータ（実測値）のみを記憶しておき、その他の階調
に対する強調変換データは、上記実測値から線形補完等の演算で求めるように構成するこ
とで、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３の記憶容量を抑制することができる。
【００９７】
　本実施形態の強調変換部１４Ｄは、図２と同様の構成により実現され、入力信号種別に
応じてＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ，１３ｂのいずれかより読み出されたＯＳパ
ラメータと、液晶表示パネル１７の温度に応じた乗算係数はα１～α４とを用いて、液晶
表示パネル１７の温度依存特性を含む光学応答特性を補償するための強調変換データを求
めて、液晶コントローラ１６に出力することができる。
【００９８】
　すなわち、温度センサ２０からの温度検出データを、たとえば１５℃以下、１５℃より
大きく２５℃以下、２５℃より大きく３５℃以下、３５℃より大きい場合の４段階の温度
範囲に分けて、たとえば装置内温度が１５℃以下である場合は乗算係数α１（＞α２）、
１５℃より大きく２５℃以下である場合は乗算係数α２（＞α３）、２５℃より大きく３
５℃以下である場合は乗算係数α３（＞α４）、３５℃より大きい場合は乗算係数α４（
＝１）とするものについて説明するが、乗算係数は３段階以下或いは５段階以上の温度範
囲に対応したものとしてもよいことは言うまでもない。
【００９９】
　なお、これらの乗算係数α１～α４は、液晶表示パネル１７の光学応答特性の実測値か
ら予め得られたものである。これにより、入力画像データがインターレース信号の場合は
、プログレッシブ信号の場合よりも小さな強調変換度合いで画像データの強調変換を行う
ことができ、Ｉ／Ｐ変換処理によって発生する不所望な偽信号が強調されることによる画
質劣化を抑制しつつ、液晶表示パネル１７の光学応答特性（温度依存特性を含む）を補償
して、残像や尾引きのない高品位な画像表示が行われる。
【０１００】
　また、温度センサ２０は、その本来の目的から液晶表示パネル１７内に設けることが望
ましいが、これは構造上困難であるため、液晶表示パネル１７にできる限り近い場所に設
置すればよい。また、温度センサ２０は、１個に限らず複数個とし、液晶表示パネル１７
の各部位に対応して配置させるようにしてもよい。複数の温度センサ２０を設けた場合に
は、それぞれの温度センサ２０からの検出結果を平均した値を温度検出データとして用い
てもよいし、変化の大きいいずれかの温度センサ２０からの検出結果を温度検出データと
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して用いてもよい。
【０１０１】
　このような構成では、上述したように、映像信号種別検出部１０によりたとえばプログ
レッシブ信号が検出されると、映像信号種別検出部１０から制御ＣＰＵ１２Ｄに対し、プ
ログレッシブ信号を検出したことが通知される。この場合には、Ｉ／Ｐ変換部１１による
Ｉ／Ｐ変換処理は行われず、入力画像データはそのまま強調変換部１４Ｄに入力される。
【０１０２】
　このとき、制御ＣＰＵ１２Ｄにより強調変換手段としての強調変換部１４Ｄに対して、
入力画像データに対する強調変換処理が指示される。この場合、図６に示すように、制御
ＣＰＵ１２Ｄからのパラメータ切換制御信号によりＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ
を参照するように指示される。そして、演算部１４ｄにより、これから表示するＭ番目の
フレームの入力画像データ（ Current Data）と、フレームメモリ１５に格納されたＭ－１
番目のフレームの入力画像データ (Previous Data )との比較結果（階調遷移）に対応する
（すなわち、その比較結果により指定される）ＯＳパラメータがＯＳテーブルメモリ（Ｒ
ＯＭ）１３ａから読み出されて強調演算データが求められる。そして、減算器１４ａによ
ってその強調演算データとこれから表示するＭ番目のフレームの入力画像データとの差分
データが求められる。
【０１０３】
　このとき、制御ＣＰＵ１２Ｄには温度センサ２０からの温度検出データが取り込まれて
おり、制御ＣＰＵ１２Ｄによりその温度検出データに応じた乗算係数α１～α４のいずれ
かを切り換え選択するための係数切換制御信号が強調変換部１４Ｄに与えられる。ここで
、温度検出データがたとえば１５℃以下である場合は乗算係数α１（＞α２）となり、１
５℃より大きく２５℃以下である場合は乗算係数α２（＞α３）となり、２５℃より大き
く３５℃以下である場合は乗算係数α３（＞α４）となり、３５℃より大きい場合は乗算
係数α４（＝１）となる。
【０１０４】
　温度検出データに応じて、これらの乗算係数α１～α４のいずれかが制御ＣＰＵ１２Ｄ
からの係数切換制御信号により切り換えられると、乗算器１４ｂにより前記差分データに
対していずれかの乗算係数α１～α４が乗算され、加算器１４ｃによってその乗算された
データとこれから表示するＭ番目のフレームの入力画像データとが加算され、その加算さ
れたデータが強調変換データとして液晶コントローラ１６に与えられる。これにより、入
力画像データがプログレッシブ信号の場合には、液晶表示パネル１７の温度が変化しても
、液晶表示パネル１７の光学応答特性（温度依存特性を含む）を補償して、残像や尾引き
のない高画質の画像表示が行われる。
【０１０５】
　これに対し、映像信号種別検出部１０により、インターレース信号が検出されると、制
御ＣＰＵ１２ＤによりＩ／Ｐ変換部１１が制御され、インターレース信号の入力画像デー
タに対するＩ／Ｐ変換処理が行われ、擬似的なプログレッシブ信号に変換された上で、強
調変換部１４Ｄに入力される。
【０１０６】
　またこのとき、制御ＣＰＵ１２Ｄにより強調変換部１４Ｄに対して、Ｉ／Ｐ変換処理さ
れた画像データに対する強調変換処理が指示される。この場合、制御ＣＰＵ１２Ｄからの
パラメータ切換制御信号によりＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂを参照するように指
示される。そして、演算部１４ｄにより、これから表示するＭ番目のフレームの入力画像
データ（ Current Data）と、フレームメモリ１５に格納されたＭ－１番目のフレームの入
力画像データ (Previous Data)との比較結果（階調遷移）に対応する（すなわち、その比
較結果により指定される）ＯＳパラメータがＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂから読
み出されて強調演算データが求められる。そして、減算器１４ａによってその強調演算デ
ータとこれから表示するＭ番目のフレームの入力画像データとの差分データが求められる
。
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【０１０７】
　このとき、制御ＣＰＵ１２Ｄには温度センサ２０からの温度検出データが取り込まれて
おり、制御ＣＰＵ１２Ｄからはその温度検出データに応じた乗算係数α１～α４のいずれ
かを切り換え選択するための係数切換制御信号が強調変換部１４Ｄに与えられる。ここで
、温度検出データがたとえば１５℃以下である場合は乗算係数α１（＞α２）となり、１
５℃より大きく２５℃以下である場合は乗算係数α２（＞α３）となり、２５℃より大き
く３５℃以下である場合は乗算係数α３（＞α４）となり、３５℃より大きい場合は乗算
係数α４（＝１）となる。
【０１０８】
　温度検出データに応じてこれらの乗算係数α１～α４のいずれかが制御ＣＰＵ１２Ｄか
らの係数切換制御信号により切り換えられると、乗算器１４ｂにより前記差分データに対
していずれかの乗算係数α１～α４が乗算され、加算器１４ｃによってその乗算されたデ
ータとこれから表示するＭ番目のフレームの入力画像データとが加算され、その加算され
たデータが強調変換データとして液晶コントローラ１６に与えられる。
【０１０９】
　ここで、入力画像データがインターレース信号の場合には、上述したように、ＯＳテー
ブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂ内のＯＳパラメータがＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ
内のＯＳパラメータより小さい値であるため、液晶表示パネル１７の温度が変化しても、
液晶表示パネル１７の光学応答特性（温度依存特性を含む）を補償して、残像や尾引きの
発生を抑えつつ、Ｉ／Ｐ変換処理によって発生する不所望な偽信号が強調されることによ
る画質劣化を抑制して、高画質の画像表示が行われる。
【０１１０】
　このように、実施形態４では、入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照
するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａと、入力画像データがインターレース信号であ
る場合に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂとを備え、前記検出されたプログ
レッシブ信号又はインターレース信号に応じてＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ，１
３ｂのいずれかより読み出されたＯＳパラメータを用いるとともに、温度センサ２０によ
る温度検出データに応じた乗算係数α１～α４を用いて入力画像データに対する強調変換
度合いを可変制御するようにしたので、入力画像データの信号種別及び装置内温度に応じ
た適切な強調変換処理を画像データに施すことが可能となり、高画質の画像表示を行わせ
ることができる。
（実施形態５）
　図７は入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照する、複数の温度範囲の
それぞれに対応したＯＳパラメータが格納されたＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）と、入力
画像データがインターレース信号である場合に参照する、複数の温度範囲のそれぞれに対
応したＯＳパラメータが格納されたＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）とを個別に設けた構成
とした場合の実施形態５を示す図、図８は図７の制御ＣＰＵの詳細を説明するための図、
図９は図７のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）を入力画像データの信号種別及び装置内温度
に応じて切り換え選択する動作を説明するための図である。
【０１１１】
　図７に示すように、実施形態５では、入力画像データがプログレッシブ信号である場合
に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４と、入力画像データがインター
レース信号である場合に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３５～１３８とを設け
ている。そして、入力画像データがインターレース信号であるかプログレッシブ信号であ
るかの信号種別を検出し、その信号種別と温度センサ２０からの温度検出データによって
得られる装置内温度とに応じて、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３８のいずれ
かを切り換え参照し、画像データに対する強調変換処理を行うようにしている。
【０１１２】
　ここで、入力画像データがインターレース信号である場合に参照するＯＳテーブルメモ
リ（ＲＯＭ）１３５～１３８内のＯＳパラメータは、入力画像データがプログレッシブ信
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号である場合に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４内のＯＳパラメー
タより小さい値である。これは、上述したように、Ｉ／Ｐ変換処理後の画像データに対す
る強調変換によって、表示画像の輪郭部で生じるちらつきノイズ（偽信号）等が強調され
て目立つのを抑制するために、入力画像データがインターレース信号である場合には、入
力画像データがプログレッシブ信号の場合よりも、画像データに対する強調変換度合いを
小さくする必要があるためである。
【０１１３】
　なお、ここでは、それぞれのＯＳパラメータを、それぞれ個別に設けられたＯＳテーブ
ルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３８に格納しているが、単一のＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）の異なるテーブル領域にそれぞれのＯＳパラメータを格納しておき、制御ＣＰＵ１２
Ｅからの切換制御信号に応じて、参照するテーブル領域を適応的に切り換えることにより
、ＯＳパラメータを切換選択して、強調変換データを求めるように構成してもよい。
【０１１４】
　また、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３８には、上述したように、表示デー
タ数が８ビットの２５６階調である場合、２５６の全ての階調に対するＯＳパラメータ（
実測値）を持っていてもよいが、たとえば図１６に示したように、３２階調毎の９つの代
表階調についての９×９のＯＳパラメータ（実測値）のみを記憶しておき、その他の階調
に対する強調変換データは、上記実測値から線形補完等の演算で求めるように構成するこ
とで、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３８の記憶容量を抑制することができる
。
【０１１５】
　さらに、温度センサ２０は、その本来の目的から液晶表示パネル１７内に設けることが
望ましいが、これは構造上困難であるため、液晶表示パネル１７にできる限り近い場所に
設置すればよい。また、温度センサ２０は、１個に限らず複数個とし、液晶表示パネル１
７の各部位に対応して配置させるようにしてもよい。複数の温度センサ２０を設けた場合
には、それぞれの温度センサ２０からの検出結果を平均した値を温度検出データとして用
いてもよいし、変化の大きいいずれかの温度センサ２０からの検出結果を温度検出データ
として用いてもよい。
【０１１６】
　ここで、各ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３８は、図９に示すように、温度
センサ２０からの温度検出データに応じて切り換え参照されるようになっている。ここで
は、装置内温度がたとえば１５℃以下、１５℃より大きく２５℃以下、２５℃より大きく
３５℃以下、３５℃より大きい場合の４段階の温度範囲に対応させて、各ＯＳテーブルメ
モリ（ＲＯＭ）１３１～１３８を設けた構成としているが、３段階以下或いは５段階以上
の温度範囲に対応したＯＳパラメータを用意してもよいことは言うまでもない。
【０１１７】
　このような温度センサ２０の温度検出データに応じて各ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）
１３１～１３８の切り換え選択を指示する制御ＣＰＵ１２Ｅの構成を、図８により説明す
る。すなわち、制御手段としての制御ＣＰＵ１２Ｅは、閾値判別部１２ａ、制御信号出力
部１２ｃを有している。
【０１１８】
　閾値判別部１２ａは、温度センサ２０からの温度検出データを受け取ると、たとえば予
め決められた所定の切換温度（閾値温度）Ｔｈ１、Ｔｈ２、Ｔｈ３とを比較する。ここで
は、切換温度（閾値温度）Ｔｈ１、Ｔｈ２、Ｔｈ３はたとえば１５℃、２５℃、３５℃で
あり、装置内温度が１５℃以下であるか、１５℃より大きく２５℃以下であるか、２５℃
より大きく３５℃以下であるか、３５℃より大きいかの判別結果を出力する。
【０１１９】
　制御信号出力部１２ｃは、映像信号種別検出部１０によるインターレース信号又はプロ
グレッシブ信号のいずれかの信号種別の検出結果と、閾値判別部１２ａによる判別結果と
に応じた切換制御信号を出力する。すなわち、映像信号種別検出部１０からの信号種別の
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検出結果と閾値判別部１２ａによる判別結果とを受け取ると、その信号種別と温度検出デ
ータとに応じて、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３８のいずれを参照させるか
を切換制御信号で指示する。
【０１２０】
　この場合、制御信号出力部１２ｃは、たとえば入力画像データがプログレッシブ信号の
場合「０」、インターレース信号の場合「１」とする識別データと、たとえば温度センサ
２０からの温度検出データが１５℃以下の場合「００」、１５℃より大きく２５℃以下の
場合「０１」、２５℃より大きく３５℃以下の場合「１０」、３５℃より大きい場合「１
１」とする識別データとを組み合わせることにより、３ビットの切換制御信号で８個の各
ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３８のいずれを参照して、画像データの強調変
換を行うかの指示を行うことができる。
【０１２１】
　このような構成では、上述したように、映像信号種別検出部１０によりたとえばプログ
レッシブ信号が検出されると、映像信号種別検出部１０から制御ＣＰＵ１２Ｅに対し、プ
ログレッシブ信号を検出したことが通知される。この場合には、Ｉ／Ｐ変換部１１による
Ｉ／Ｐ変換処理は行われず、入力画像データはそのまま強調変換部１４Ｅに入力される。
【０１２２】
　このとき、制御ＣＰＵ１２Ｅにより強調変換手段としての強調変換部１４Ｅに対して、
入力画像データに対する強調変換処理が指示される。この場合、閾値判別部１２ａからの
温度検出データが１５℃以下であるか、１５℃より大きく２５℃以下であるか、２５℃よ
り大きく３５℃以下であるか、３５℃より大きいかの判別結果に応じて、制御信号出力部
１２ｃにより、入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照するＯＳテーブル
メモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４のいずれかを選択指示するための切換制御信号が出力さ
れる。
【０１２３】
　ここで、温度センサ２０からの温度検出データがたとえば１５℃以下である場合、ＯＳ
テーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１を参照するように指示され、１５℃より大きく２５℃以
下である場合、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３２を参照するように指示され、２５℃
より大きく３５℃以下である場合、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３３を参照するよう
に指示され、３５℃より大きい場合、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３４を参照するよ
うに指示される。
【０１２４】
　そして、その指示を受けた強調変換部１４Ｅにより、これから表示するＭ番目のフレー
ムの入力画像データ（ Current Data）と、フレームメモリ１５に格納されたＭ－１番目の
フレームの入力画像データ (Previous Data )との比較結果（階調遷移）に対応する（すな
わち、その比較結果により指定される）ＯＳパラメータが、前記選択指示されたＯＳテー
ブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４のいずれかから読み出され、その読み出されたＯＳ
パラメータに基づいて強調変換データが求められ、液晶コントローラ１６に与えられる。
これにより、入力画像データがプログレッシブ信号の場合には、液晶表示パネル１７の温
度が変化しても、液晶表示パネル１７の光学応答特性（温度依存特性を含む）を補償して
、残像や尾引きのない高画質の画像表示が行われる。
【０１２５】
　これに対し、映像信号種別検出部１０により、インターレース信号が検出されると、制
御ＣＰＵ１２ＥによりＩ／Ｐ変換部１１が制御され、インターレース信号の入力画像デー
タに対するＩ／Ｐ変換処理が行われ、擬似的なプログレッシブ信号に変換された上で、強
調変換部１４Ｅに入力される。
【０１２６】
　またこのとき、上述したように、閾値判別部１２ａからの温度検出データが１５℃以下
であるか、１５℃より大きく２５℃以下であるか、２５℃より大きく３５℃以下であるか
、３５℃より大きいかの判別結果に応じて、制御信号出力部１２ｃにより、入力画像デー
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タがインターレース信号である場合に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３５～１
３８のいずれかを選択指示するための切換制御信号が出力される。
【０１２７】
　ここで、温度センサ２０からの温度検出データがたとえば１５℃以下である場合、ＯＳ
テーブルメモリ（ＲＯＭ）１３５を参照するように指示され、１５℃より大きく２５℃以
下である場合、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３６を参照するように指示され、２５℃
より大きく３５℃以下である場合、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３７を参照するよう
に指示され、３５℃より大きい場合、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３８を参照するよ
うに指示される。
【０１２８】
　そして、その指示を受けた強調変換部１４Ｅにより、これから表示するＭ番目のフレー
ムの入力画像データ（ Current Data）と、フレームメモリ１５に格納されたＭ－１番目の
フレームの入力画像データ (Previous Data )との比較結果（階調遷移）に対応する（すな
わち、その比較結果により指定される）ＯＳパラメータが、前記選択指示されたＯＳテー
ブルメモリ（ＲＯＭ）１３５～１３８のいずれかから読み出され、その読み出されたＯＳ
パラメータに基づいて強調変換データが求められ、液晶コントローラ１６に与えられる。
【０１２９】
　ここで、入力画像データがインターレース信号の場合には、上述したように、ＯＳテー
ブルメモリ（ＲＯＭ）１３５～１３８内のＯＳパラメータが、対応するＯＳテーブルメモ
リ（ＲＯＭ）１３１～１３４内のＯＳパラメータより小さい値であるため、液晶表示パネ
ル１７の温度が変化しても、液晶表示パネル１７の光学応答特性（温度依存特性を含む）
を補償して、残像や尾引きの発生を抑えつつ、Ｉ／Ｐ変換処理によって発生する不所望な
偽信号が強調されることによる画質劣化を抑制して、高画質の画像表示が行われる。
【０１３０】
　このように、実施形態５では、入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照
する、温度センサ２０からの温度検出データに応じた複数のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ
）１３１～１３４と、入力画像データがインターレース信号である場合に参照する、温度
センサ２０からの温度検出データに応じた複数のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３５～
１３８とを設け、入力画像データがインターレース信号であるかプログレッシブ信号であ
るかの信号種別と、温度センサ２０からの温度検出データによって得られる装置内温度と
に応じて、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３８のいずれかを切り換え参照し、
画像データに対する強調変換を行うようにしたので、入力信号種別及び装置内温度に対応
した適切な強調変換処理を画像データに施すことが可能となり、高画質の画像表示を行わ
せることができる。
（実施形態６）
　図１０は入力画像データがプログレッシブ信号である場合とインターレース信号である
場合とでＯＳパラメータを共用した場合の実施形態６を示す図、図１１は図１０の制御Ｃ
ＰＵの詳細を示す図、図１２は図１０のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）を入力画像データ
の信号種別及び装置内温度に応じて切り換え選択する動作を説明するための図である。
【０１３１】
　図１０に示すように、実施形態６では、図７に示したＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１
３１～１３８のうち、たとえば入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照す
る４個のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４を、入力画像データがインターレ
ース信号である場合にも参照できるようにし、映像信号種別検出部１０による信号種別及
び温度センサ２０による装置内温度に応じて、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１
３４のいずれかを切り換え参照し、画像データに対する強調変換処理を行うようにしてい
る。
【０１３２】
　このように、入力画像データの信号種別及び装置内温度の検出データに応じて、参照す
るＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４の切り換え制御を行う制御ＣＰＵ１２Ｆ
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は、図１１に示す構成となっている。すなわち、制御ＣＰＵ１２Ｆは、閾値判別部１２ａ
、制御信号出力部１２ｂ、信号種別演算式格納部１２ｅ、演算部１２ｆを有している。
【０１３３】
　閾値判別部１２ａは、演算部１２ｆにより演算が施された温度データと、予め決められ
た所定の切換温度（閾値温度）Ｔｈ１，Ｔｈ２，Ｔｈ３とを比較する。ここで、Ｔｈ１，
Ｔｈ２，Ｔｈ３は、たとえば１５℃、２５℃、３５℃である。制御信号出力部１２ｂは、
閾値判別部１２ａによる比較結果に応じて、強調変換手段としての強調変換部１４Ｆに対
しいずれのＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４を選択して参照させるかを指示
するための切換制御信号を生成する。
【０１３４】
　信号種別演算式格納部１２ｅには、入力画像データの信号種別毎に決められた所定値を
、温度センサ２０による温度検出データに対して加減算する等の演算式が格納されている
。演算部１２ｆは、映像信号種別検出部１０により検出された信号種別のデータに応じ、
信号種別演算式格納部１２ｅから読み出された演算式を用いて、温度センサ２０による温
度検出データに補正演算を施す。
【０１３５】
　このような構成では、たとえば図１２に示すように、入力画像データがプログレッシブ
信号である場合、温度センサ２０で検出された装置内温度が切換温度Ｔｈ１（＝１５℃）
以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）１３１を選択して参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳ
テーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１に格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像デ
ータの強調変換処理を行う。
【０１３６】
　また、温度センサ２０で検出された装置内温度が切換温度Ｔｈ１（＝１５℃）より大き
く且つ切換温度Ｔｈ２（＝２５℃）以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆ
に対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３２を選択して参照するように指示する。これ
によって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３２に格納されているＯ
Ｓパラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【０１３７】
　さらに、温度センサ２０で検出された装置内温度が切換温度Ｔｈ２（＝２５℃）より大
きく且つ切換温度Ｔｈ３（＝３５℃）以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４
Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３３を選択して参照するように指示する。こ
れによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３３に格納されている
ＯＳパラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【０１３８】
　そしてまた、温度センサ２０で検出された装置内温度が切換温度Ｔｈ３（＝３５℃）よ
り大きければ、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）１３４を選択して参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳ
テーブルメモリ（ＲＯＭ）１３４に格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像デ
ータの強調変換処理を行う。
【０１３９】
　一方、入力画像データがインターレース信号である場合は、上述したように、インター
レース信号をＩ／Ｐ変換処理する際に画像輪郭部等で生じるちらつきノイズやジャギー等
の偽信号が過強調されないように、入力画像データがインターレース信号である場合にお
ける画像データの強調変換度合いを、入力画像データがプログレッシブ信号である場合よ
り小さくする必要がある。そのため、その強調変換の度合いを補正するために、演算部１
２ｆでは信号種別演算式格納部１２ｅより読み出された演算式を用いて、温度センサ２０
による温度検出データに対し所定の演算（ここでは、たとえば５℃分を加算）を施した上
で、閾値判別部１２ａに出力する。なお、ここでの加算は、５℃に限らず、４℃以下又は
６℃以上であってもよく、液晶表示パネル１７の光学応答特性に応じて任意に設定すれば
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よい。
【０１４０】
　これによって、入力画像データがインターレース信号である場合、温度センサ２０で検
出された装置内温度が１０℃以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し
、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１を選択して参照するように指示する。これによっ
て、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１に格納されているＯＳパラ
メータを用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【０１４１】
　また、温度センサ２０で検出された装置内温度が１０℃より大きく且つ２０℃以下であ
れば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３
２を選択して参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブル
メモリ（ＲＯＭ）１３２に格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの強
調変換処理を行う。
【０１４２】
　さらに、温度センサ２０で検出された装置内温度が２０℃より大きく且つ３０℃以下で
あれば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１
３３を選択して参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブ
ルメモリ（ＲＯＭ）１３３に格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの
強調変換処理を行う。
【０１４３】
　そしてまた、温度センサ２０で検出された装置内温度が３０℃より大きければ、制御Ｃ
ＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３４を選択して
参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）１３４に格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を
行う。
【０１４４】
　このように、実施形態６では、温度センサ２０による温度検出データに所定の演算を施
した上で、予め決められた所定の切換温度Ｔｈ１，Ｔｈ２，Ｔｈ３と比較し、ＯＳパラメ
ータを切り換えるための切換制御信号を生成している。すなわち、入力画像データがプロ
グレッシブ信号である場合と、入力画像データがインターレース信号である場合とで、参
照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４を切り換え選択する切換温度（装置
内温度）を適宜可変するようにしたので、いずれの信号種別の入力画像データに対しても
、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４を共用して強調変換処理を施すことが可
能であり、入力画像データの信号種別毎にＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）を別個に設ける
場合に比べ、メモリの記憶容量を抑制することができる。
【０１４５】
　また、同一温度条件下において、入力画像データがインターレース信号である場合には
、入力画像データがプログレッシブ信号である場合に用いるＯＳパラメータより小さい値
のＯＳパラメータを用いて、画像データの強調変換を行うことが可能となるため、インタ
ーレース信号をＩ／Ｐ変換処理する際に画像輪郭部等で生じるちらつきノイズやジャギー
等の偽信号が強調されて画質が劣化することを抑制することができる。
【０１４６】
　なお、各温度範囲に対応した複数のＯＳパラメータを、それぞれ個別に設けられたＯＳ
テーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４に格納しているが、単一のＯＳテーブルメモリ
（ＲＯＭ）の異なるテーブル領域に格納しておき、制御ＣＰＵ１２Ｆからの切換制御信号
に応じて、参照するテーブル領域を適応的に切り換えることにより、ＯＳパラメータを切
換選択して、強調変換データを求めるように構成してもよいことは言うまでもない。
【０１４７】
　また、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４には、上述したように、表示デー
タ数が８ビットの２５６階調である場合、２５６の全ての階調に対するＯＳパラメータ（
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実測値）を持っていてもよいが、たとえば図１６に示したように、３２階調毎の９つの代
表階調についての９×９のＯＳパラメータ（実測値）のみを記憶しておき、その他の階調
に対する強調変換データは、上記実測値から線形補完等の演算で求めるように構成するこ
とで、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４の記憶容量を抑制することができる
。
（実施形態７）
　図１３は図１０の制御ＣＰＵとして別の構成を備えた場合の実施形態７を示す図である
。
【０１４８】
　実施形態７における制御ＣＰＵ１２Ｇは、図１３に示すように、入力画像データの信号
種別毎に決められた所定の切換温度（閾値温度）のデータが格納されている信号種別閾値
温度データ格納部１２ｉと、入力画像データの信号種別に応じて、信号種別閾値温度デー
タ格納部１２ｉから読み出された切換温度Ｔｈ１，Ｔｈ２，Ｔｈ３と、温度センサ２０に
よる温度検出データとを比較する閾値判別部１２ｊと、この閾値判別部１２ｊによる比較
結果に応じ、強調変換部１４Ｆに対してＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３４の
いずれかを選択して参照させるための切換制御信号を生成する制御信号出力部１２ｂとを
有している。
【０１４９】
　このような構成では、入力画像データがプログレッシブ信号である場合は、温度センサ
２０で検出された装置内温度が切換温度Ｔｈ１（＝１５℃）以下であれば、制御ＣＰＵ１
２Ｇは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１を選択して参照す
るように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１
３１に格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【０１５０】
　また、温度センサ２０で検出された装置内温度が切換温度Ｔｈ１（＝１５℃）より大き
く且つ切換温度Ｔｈ２（＝２５℃）以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｇは強調変換部１４Ｆ
に対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３２を選択して参照するように指示する。これ
によって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３２に格納されているＯ
Ｓパラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【０１５１】
　さらに、温度センサ２０で検出された装置内温度が切換温度Ｔｈ２（＝２５℃）より大
きく且つ切換温度Ｔｈ３（＝３５℃）以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｇは強調変換部１４
Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３３を選択して参照するように指示する。こ
れによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３３に格納されている
ＯＳパラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【０１５２】
　そしてまた、温度センサ２０で検出された装置内温度が切換温度Ｔｈ３（＝３５℃）よ
り大きければ、制御ＣＰＵ１２Ｇは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）１３４を選択して参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳ
テーブルメモリ（ＲＯＭ）１３４に格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像デ
ータの強調変換処理を行う。
【０１５３】
　一方、入力画像データがインターレース信号である場合は、上述したように、インター
レース信号をＩ／Ｐ変換処理する際に画像輪郭部等で生じるちらつきノイズやジャギー等
の偽信号が過強調されないように、同一条件下における画像データの強調変換度合いを、
入力画像データがプログレッシブ信号である場合より小さくする必要がある。そのため、
その強調変換の度合いを補正するために、入力画像データがインターレース信号である場
合は、閾値判別部１２ｊでは信号種別閾値温度データ格納部１２ｉより読み出された切換
温度Ｔｈ’１（＜Ｔｈ１），Ｔｈ’２（＜Ｔｈ２），Ｔｈ’３（＜Ｔｈ３）を用いて、温
度センサ２０による温度検出データの比較判別を行い、その結果を制御信号出力部１２ｂ
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に出力する。
【０１５４】
　これによって、入力画像データがインターレース信号である場合は、温度センサ２０で
検出された装置内温度がＴｈ’１（＝１０℃）以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｇは強調変
換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１を選択して参照するように指示
する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１に格納さ
れているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【０１５５】
　また、温度センサ２０で検出された装置内温度がＴｈ’１（＝１０℃）より大きく且つ
切換温度Ｔｈ’２（＝２０℃）以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｇは強調変換部１４Ｆに対
し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３２を選択して参照するように指示する。これによ
って、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３２に格納されているＯＳパ
ラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【０１５６】
　さらに、温度センサ２０で検出された装置内温度がＴｈ’２（＝２０℃）より大きく且
つ切換温度Ｔｈ’３（＝３０℃）以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｇは強調変換部１４Ｆに
対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３３を選択して参照するように指示する。これに
よって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３３に格納されているＯＳ
パラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【０１５７】
　そしてまた、温度センサ２０で検出された装置内温度がＴｈ’３（＝３０℃）より大き
ければ、制御ＣＰＵ１２Ｇは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１
３４を選択して参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブ
ルメモリ（ＲＯＭ）１３４に格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの
強調変換処理を行う。
【０１５８】
　このように、実施形態７では、入力画像データの信号種別毎に定められた切換温度（閾
値温度）を用いて温度センサ２０による温度検出データの比較判別を行うことにより、参
照すべきＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３４を選択させるための切換制御信号を生成し
ている。すなわち、入力画像データがプログレッシブ信号である場合と、入力画像データ
がインターレース信号である場合とで、参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～
１３４を切り換え選択する切換温度（装置内温度）を適宜可変するようにしたので、いず
れの信号種別の入力画像データに対しても、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３１～１３
４を共用して強調変換処理を施すことが可能であり、入力画像データの信号種別毎にＯＳ
テーブルメモリ（ＲＯＭ）を別個に設ける場合に比べ、メモリの記憶容量を抑制すること
ができる。
【０１５９】
　また、同一温度条件下において、入力画像データがインターレース信号である場合には
、入力画像データがプログレッシブ信号である場合に用いるＯＳパラメータより小さい値
のＯＳパラメータを用いて、画像データの強調変換を行うことが可能となるため、インタ
ーレース信号をＩ／Ｐ変換処理する際に画像輪郭部等で生じるちらつきノイズやジャギー
等の偽信号が強調されて画質が劣化することを抑制することができる。
（実施形態８）
　図１４は入力画像データがプログレッシブ信号の場合とインターレース信号の場合とで
、一部のＯＳパラメータのみを共用した場合の実施形態８を示す図である。
【０１６０】
　図１４に示すように、実施形態８では、入力画像データがプログレッシブ信号である場
合及びインターレース信号である場合のいずれにおいても共用して参照されるＯＳテーブ
ルメモリ（ＲＯＭ）１３ｃ～１３ｅに加えて、入力画像データがプログレッシブ信号であ
る場合に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａと、入力画像データがインターレ
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ース信号である場合に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂとを設け、これらＯ
Ｓテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ～１３ｅを、入力信号種別毎に定められる切換温度に
従って切り換え参照し、画像データに強調変換を施す構成としている。
【０１６１】
　ここで、それぞれの専用のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ，１３ｂには、たとえ
ば常温より大きい場合において、画像データの強調変換に用いるＯＳパラメータが格納さ
れている。また、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ～１３ｅを、信号種別毎に定めら
れる切換温度に従って切り換え参照させる場合、図１１（又は図１３）で説明した制御Ｃ
ＰＵ１２Ｆ（又は１２Ｇ）からの切換制御信号によって行わせることができる。
【０１６２】
　このような構成では、入力画像データがプログレッシブ信号である場合、温度センサ２
０で検出された装置内温度が１５℃以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆ
に対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｃを選択して参照するように指示する。これ
によって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｃに格納されているＯ
Ｓパラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【０１６３】
　また、温度センサ２０で検出された装置内温度が１５℃より大きく且つ２５℃以下であ
れば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３
ｄを選択して参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブル
メモリ（ＲＯＭ）１３ｄに格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの強
調変換処理を行う。
【０１６４】
　さらに、温度センサ２０で検出された装置内温度が２５℃より大きく且つ３５℃以下で
あれば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１
３ｅを選択して参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブ
ルメモリ（ＲＯＭ）１３ｅに格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの
強調変換処理を行う。
【０１６５】
　そしてまた、温度センサ２０で検出された装置内温度が３５℃より大きければ、制御Ｃ
ＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａを選択して
参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）１３ａに格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を
行う。
【０１６６】
　一方、入力画像データがインターレース信号である場合は、温度センサ２０で検出され
た装置内温度が１０℃以下であれば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳ
テーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｃを選択して参照するように指示する。これによって、強
調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｃに格納されているＯＳパラメータ
を用いて、入力画像データの強調変換処理を行う。
【０１６７】
　また、温度センサ２０で検出された装置内温度が１０℃より大きく且つ２０℃以下であ
れば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３
ｄを選択して参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブル
メモリ（ＲＯＭ）１３ｄに格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの強
調変換処理を行う。
【０１６８】
　さらに、温度センサ２０で検出された装置内温度が２０℃より大きく且つ３０℃以下で
あれば、制御ＣＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１
３ｅを選択して参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブ
ルメモリ（ＲＯＭ）１３ｅに格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの
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強調変換処理を行う。
【０１６９】
　そしてまた、温度センサ２０で検出された装置内温度が３０℃より大きければ、制御Ｃ
ＰＵ１２Ｆは強調変換部１４Ｆに対し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂを選択して
参照するように指示する。これによって、強調変換部１４ＦはＯＳテーブルメモリ（ＲＯ
Ｍ）１３ｂに格納されているＯＳパラメータを用いて、入力画像データの強調変換処理を
行う。
【０１７０】
　このように、実施形態８では、入力画像データがプログレッシブ信号及びインターレー
ス信号である場合のそれぞれに対して共用するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｃ～１
３ｅに加えて、入力画像データがプログレッシブ信号の場合に参照する専用のＯＳテーブ
ルメモリ（ＲＯＭ）１３ａと、入力画像データがインターレース信号の場合に参照する専
用のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ｂとを設け、これらＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ
）１３ａ～１３ｅを、入力信号種別毎に定められる切換温度（装置内温度）に応じて切り
換え参照し、画像データに対する強調変換を行う構成としたので、ＯＳテーブルメモリ（
ＲＯＭ）１３ｃ～１３ｅを共用して適切な強調変換処理を施すことが可能となる。
【０１７１】
　なお、各信号種別及び各温度範囲に対応した複数のＯＳパラメータを、それぞれ個別に
設けられたＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ～１３ｅに格納しているが、単一のＯＳ
テーブルメモリ（ＲＯＭ）の異なるテーブル領域に格納しておき、制御ＣＰＵ１２Ｆ（又
は１２Ｇ）からの切換制御信号に応じて、参照するテーブル領域を適応的に切り換えるこ
とにより、強調変換パラメータを切換選択して、強調変換データを求めるように構成して
もよい。
【０１７２】
　また、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ～１３ｅには、上述したように、表示デー
タ数が８ビットの２５６階調である場合、２５６の全ての階調に対するＯＳパラメータ（
実測値）を持っていてもよいが、たとえば図１６に示したように、３２階調毎の９つの代
表階調についての９×９のＯＳパラメータ（実測値）のみを記憶しておき、その他の階調
に対する強調変換データは、上記実測値から線形補完等の演算で求めるように構成するこ
とで、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）１３ａ～１３ｅの記憶容量を抑制することができる
。
【０１７３】
　なお、上記各実施形態では、一例として、例えば、画像データの１フレーム（１コマ）
の画像全体を、画像データの１フレーム期間（例えば、１６．７ｍｓｅｃ）に渡って書き
込み走査する駆動方法、すなわち、１垂直期間（１フレームの期間）が１垂直表示期間と
一致する駆動方法を液晶表示装置が採用した場合を例にして説明したが、これに限るもの
ではない。例えば、１フレーム期間を画像を表示する期間（画像表示期間）と暗表示（例
えば、黒表示）する期間（暗表示期間）とに分割する駆動方法を液晶表示装置が採用して
もよい。
【０１７４】
　また、上記各実施形態では、１フレーム前の入力画像データと現フレームの入力画像デ
ータとの組み合わせに応じた強調変換データを液晶コントローラ１６に出力する場合を例
にして説明したが、これに限るものではない。例えば、１フレーム前の入力画像データだ
けではなく、１フレームよりも前の入力画像データ（例えば、２フレーム前の入力画像デ
ータなど）をも参照して、強調変換データを決定してもよい。いずれの場合であっても、
少なくとも１フレーム前の入力画像データを参照して強調変換データを決定すれば、同様
の効果が得られる。ただし、より以前の入力画像データを参照して強調変換データを決定
するためには、より大きな記憶容量のフレームメモリが必要になる。したがって、記憶容
量の削減が求められる場合には、上記各実施形態のように、各フレームの入力画像データ
のうち、１フレーム前の入力画像データと現フレームの入力画像データとのみを参照して
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、強調変換データを決定することが望まれる。
【０１７５】
　さらに、上記各実施形態では、１フレーム前の入力画像データを参照して強調変換デー
タを液晶コントローラ１６に出力しているが、実際に入力された、１フレーム前の入力画
像データに代えて、１フレーム前の入力画像データの書き込みによって、液晶パネルの画
素が実際に到達している階調レベルを予測し、当該予測値を、上記１フレーム前の画像デ
ータ（ Previous Data ）として参照してもよい。なお、この場合であっても、到達階調予
測のために、１フレーム前の入力画像データが参照される。いずれの場合であっても、少
なくとも１フレーム前の入力画像データと現フレームの入力画像データとに基づいて、強
調変換データを決定すれば、同様の効果が得られる。
【０１７６】
　なお、上記各実施形態では、強調変換部（１４Ａ～１４Ｆ）が、ＯＳテーブルメモリ（
ＲＯＭ１３～１３ｅ・１３１～１３８）に格納されたＯＳパラメータ（強調変換パラメー
タ）を参照して強調変換する場合を例にして説明したが、これに限るものではない。例え
ば、強調変換部は、Ｍ番目のフレームの入力画像データ（ Current Data）と、フレームメ
モリ１５に格納されたＭ－１番目のフレームの入力画像データ (Previous Data )とを変数
とする２次元関数ｆ（ Current Data,Previous Data）などの関数によって、液晶表示パネ
ル（１７）の光学応答特性を補償する強調変換データを算出してもよい。
【０１７７】
　また、上記各実施形態では、映像信号種別検出部（１０）、Ｉ／Ｐ変換部（１１）、制
御ＣＰＵ（１２Ａ～１２Ｇ）、強調変換部（１４Ａ～１４Ｆ）、フレームメモリ（１５）
がいずれもハードウェアの場合を例にして説明したが、コンピュータ（ＣＰＵ）などの演
算手段が、図示しない記憶装置（メモリなど）に格納されたプログラムを実行して同様の
動作を行うことによって、これらの部材を実現してもよい。当該プログラムは、例えば、
当該プログラムを記録した記録媒体を配布したり、あるいは、有線または無線の伝送路な
ど、種々の伝送路を介して伝送したりすることによって配布され、上記コンピュータに実
行される。
【産業上の利用可能性】
【０１７８】
　プログレッシブスキャンによって画像表示を行う液晶表示装置であればよく、また、こ
のような表示装置を搭載しているパーソナルコンピュータ、テレビジョン受信機等の身近
な機器に限らず、計測機器、医療機器、産業機器全般等にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１７９】
【図１】本発明の液晶表示装置の実施形態１を説明するための図である。
【図２】図１のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）を参照して得られるＯＳパラメータと入力
信号種別に応じて与えられる乗算係数とを用いて液晶表示パネルに供給する強調変換デー
タを求める場合を説明するための図である。
【図３】入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照するＯＳテーブルメモリ
（ＲＯＭ）と、入力画像データがインターレース信号である場合に参照するＯＳテーブル
メモリ（ＲＯＭ）とを個別に設けた場合の実施形態２を示す図である。
【図４】図１の構成に温度センサを追加し、ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）を参照して得
られるＯＳパラメータと、入力画像データの信号種別及び装置内温度に応じた乗算係数を
用いて、画像データに対する強調変換処理を行わせる場合の実施形態３を示す図である。
【図５】図４のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）を入力画像データがプログレッシブ信号で
ある場合に参照するＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）と、入力画像データがインターレース
信号である場合に参照するＯＳパラメータが格納されたＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）と
を個別に設けた構成とし、装置内温度に応じた乗算係数を用いて画像データに対する強調
変換度合いを可変する場合の実施形態４を示す図である。
【図６】図５のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）を参照して得られるＯＳパラメータと温度
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センサによる温度検出データに応じた乗算係数とを用いて強調変換データを求める場合を
説明するための図である。
【図７】入力画像データがプログレッシブ信号である場合に参照する、複数の温度範囲の
それぞれに対応したＯＳパラメータが格納されたＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）と、入力
画像データがインターレース信号である場合に参照する、複数の温度範囲のそれぞれに対
応したＯＳパラメータが格納されたＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）とを個別に設けた構成
とした場合の実施形態５を示す図である。
【図８】図７の制御ＣＰＵの詳細を説明するための図である。
【図９】図７のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）を入力画像データの信号種別及び装置内温
度に応じて切り換え選択する動作を説明するための図である。
【図１０】入力画像データがプログレッシブ信号である場合とインターレース信号である
場合とでＯＳパラメータを共用した場合の実施形態６を示す図である。
【図１１】図１０の制御ＣＰＵの詳細を示す図である。
【図１２】図１０のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）を入力画像データの信号種別及び装置
内温度に応じて切り換え選択する動作を説明するための図である。
【図１３】図１０の制御ＣＰＵとして別の構成を備えた場合の実施形態７を示す図である
。
【図１４】入力画像データがプログレッシブ信号の場合とインターレース信号の場合とで
、一部のＯＳパラメータのみを共用した場合の実施形態８を示す図である。
【図１５】従来の液晶表示装置の一構成例を示す図である。
【図１６】図１５のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）に格納されているＯＳパラメータの一
例を示す図である。
【図１７】図１５の制御ＣＰＵの一構成例を示す図である。
【図１８】図１５のＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）を装置内温度に応じて切り換え選択す
る動作を説明するための図である。
【図１９】図１５の液晶表示装置におけるオーバーシュート駆動を説明するための図であ
る。
【図２０】従来のＩ／Ｐ変換処理を説明するための図である。
【図２１】図２０のＩ／Ｐ変換処理によって表示画像の輪郭位置がフレーム毎に変化して
しまうことを説明するための図である。
【符号の説明】
【０１８０】
　１０　映像信号種別検出部（信号種別検出手段）
　１１　Ｉ／Ｐ変換部（Ｉ／Ｐ変換手段）
　１２Ａ～１２Ｇ　制御ＣＰＵ（制御手段）
　１２ａ　閾値判別部
　１２ｂ，１２ｃ　制御信号出力部
　１２ｅ　信号種別演算式格納部
　１２ｆ　演算部
　１２ｉ　信号種別閾値温度データ格納部
　１２ｊ　閾値判別部
　１３，１３ａ～ｅ，１３１～１３８　ＯＳテーブルメモリ（ＲＯＭ）
　１４Ａ～１４Ｆ　強調変換部（強調変換手段）
　１５　フレームメモリ
　１６　液晶コントローラ
　１７　液晶表示パネル
　２０　温度センサ（温度検出手段）
【要約】
【課題】　液晶表示パネルの光学応答特性を補償するように、入力画像データに対する強
調変換を行うとともに、インターレース方式の映像信号がＩ／Ｐ変換処理される際に画像
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輪郭部等で生じる不所望なフレーム毎の変化（偽信号）が強調されてしまうことを抑制す
ることで、高画質の画像表示を行う。
【解決手段】　映像信号種別検出部１０によりインターレース信号が検出されると、Ｉ／
Ｐ変換部１１によりインターレース信号がＩ／Ｐ変換処理された上で、強調変換部１４Ａ
に出力される。強調変換部１４Ａでは、画像データに対する強調変換を行うことにより、
液晶表示パネルの光学応答特性を補償する。このとき、Ｉ／Ｐ変換処理された画像データ
に対する強調変換度合いを、プログレッシブ信号として入力された画像データに対する強
調変換度合いより小さくし、不所望な偽信号が強調されて画質が劣化することを抑制する
。
【選択図】　図１
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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