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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力映像信号から、予測手段が表示パネルの消費電力量を予測し、発光制御手段が、そ
の予測結果に応じて、前記消費電力量を予め定めるレベルに抑制するように発光制御を行
う表示装置において、主画像に副画像を併せて表示するにあたって、
　前記予測手段はまた、前記入力映像信号から、副画像域における消費電力量を予測し、
　前記発光制御手段は、表示パネルの各画素における１フィールド内の発光回数を制御す
ることで階調表示を行わせるにあたって、前記予測手段による表示パネル全体の消費電力
量の予測値が、複数種類設定される消費電力範囲の何れに該当するかに応じて、前記表示
パネル全体に適用される前記１フィールド内で発光可能な最大発光回数を、前記各消費電
力範囲に設定されている回数に設定することで、前記表示パネルの消費電力量を前記予め
定めるレベルに抑制するとともに、前記副画像域の入力映像信号には、前記予測手段によ
る該副画像域の消費電力量予測値の属する範囲と、前記表示パネル全体の消費電力量予測
値の属する範囲との前記最大発光回数の比に応じた係数を求め、
　前記副画像域の入力映像信号に前記係数を乗算する乗算手段を備えることを特徴とする
表示装置。
【請求項２】
　前記発光制御手段は、入力映像信号の１フィールドをそれぞれ重み付けられた複数のサ
ブフィールドに分割し、各サブフィールドの映像を時間的に重ねて表示させることで前記
階調表示を行わせ、前記最大発光回数は前記消費電力量の予測値が、複数種類設定される
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消費電力範囲の何れにあるかに応じて設定される発光時間や発光回数からなる発光形式毎
に定められており、該発光制御手段は設定した発光形式を表す発光パルス制御信号を出力
し、
　前記発光パルス制御信号に対応する発光形式のサブフィールド構成に、入力映像信号を
対応付ける映像信号－サブフィールド対応付け手段と、
　前記発光パルス制御信号に応答し、該発光パルス制御信号に基く発光形式のサブフィー
ルド構成で発光パルスを発生するサブフィールドパルス発生手段とをさらに備えることを
特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記入力映像信号は、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色成分から成るフルカラーの信号であり、前記表
示パネルは、前記Ｒ，Ｇ，Ｂの各色で同一の画像を単色で表示させたときに、それぞれの
表示のために消費される電力の比および／または蛍光体の面積比がＫＲ：ＫＧ：ＫＢであ
り、
　前記予測手段は、
　　少なくとも１フィールド分の入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂをそれぞれ積分してＲ平均レベ
ル、Ｇ平均レベル、Ｂ平均レベルのそれぞれを出力するＲ積分回路、Ｇ積分回路、Ｂ積分
回路と、
　　前記Ｒ平均レベル、Ｇ平均レベル、Ｂ平均レベルに前記比ＫＲ，ＫＧ，ＫＢをそれぞ
れ乗算する第１～第３の乗算回路と、
　　前記第１～第３の乗算回路の出力の総和から、前記表示パネル全体の消費電力量およ
び前記副画像域の消費電力量を求める消費電力予測回路とを備えて構成され、
　前記乗算手段は、前記入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂが、主画像域の信号である場合には、予
め定める前記比ＫＲ，ＫＧ，ＫＢをそれぞれ乗算し、副画像域の信号である場合には、前
記発光制御手段で求められた係数をそれぞれ乗算する第４～第６の乗算回路から成り、
　前記映像信号－サブフィールド対応付け手段は、発光パルス制御信号に対応する発光形
式のサブフィールド構成に、前記第４～第６の乗算回路からの出力を対応付けることを特
徴とする請求項２記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラズマディスプレイパネル、有機ＥＬパネル、発光ダイオードパネル等の
特に自発光の表示パネルを用いる場合に好適な表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　前記プラズマディスプレイパネル、有機ＥＬパネル、発光ダイオードパネル等の特に自
発光の表示パネルでは、発光素子の消費電力が、輝度に比例する。しかしながら、階調表
現を実現するにあたって、電流値を制御することは非常に難しく、このため従来から、表
示パネルの各画素を１フィールド内で複数回発光させ、その発光回数で階調表示を行うこ
とが行われている。
【０００３】
　一方、前記のような表示パネルでは、表示すべき映像信号の輝度レベルが高くなると、
パネルの焼き付きや、画像表示装置全体での消費電力が規定の定格消費電力を超過するな
どの問題が生じる。そこで、このような問題を解消するために、典型的な従来技術として
、特許文献１には、入力映像信号の平均輝度信号レベルの変化に応じて、自動電力制御（
ＡＰＣ）部で、表示パネルの単位面積当りの発光量（輝度）を調節して、消費電力が大き
くなり過ぎないように制御する、いわゆるプラズマＡＩなどと称される技術が開示されて
いる。
【０００４】
　しかしながら、前記輝度信号は、人間の目が明るさを感じる割合に応じて定められたも
のであり、表示パネルの消費電力、すなわち輝度に比例するものではない。たとえば、Ｙ
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エンコード回路で、一般的に用いられるＹ＝０．３Ｒ＋０．５９Ｇ＋０．１１Ｂなる変換
式を用いたとすると、赤（以下、Ｒと記す）、緑（以下、Ｇと記す）、青（以下、Ｂと記
す）の単色を表示した場合のそれぞれの輝度信号（ＹＲ：赤単色を表示した場合の輝度信
号、ＹＧ：緑単色を表示した場合の輝度信号、ＹＢ：青単色を表示した場合の輝度信号）
の比は、ＹＲ：ＹＧ：ＹＢ＝０．３：０．５９：０．１１となり、人間が敏感なＧを表示
するときの輝度信号ＹＧが一番大きく、鈍感なＢを表示するときの輝度信号ＹＢ信号が一
番小さくなるように設定されている。
【０００５】
　したがって、前記自動電力制御部で、平均輝度Ｙに応じて発光量を調節した場合、緑色
成分が他色より多い映像のときには、前記平均輝度Ｙに対する緑単色を表示した場合の輝
度信号ＹＧの影響が大きいので、表示パネルの発光量が必要以上に少なくなり、また青色
成分が他色より多い映像のときには、前記平均輝度Ｙに対する青単色を表示した場合の輝
度信号ＹＢの影響が小さいので、表示パネルの発光量が必要以上に大きくなり、電源部の
能力を超えてしまう可能性がある。このように、消費電力や発光量の自動制御が正確に出
来ないという問題があった。
【０００６】
　そこで、このような問題を解決するために、他の従来技術として、特許文献２が提案さ
れた。その従来技術の構成を、図６に示す。この図６の画像表示装置は、大略的に、Ｒ，
Ｇ，Ｂの各色に対応した３つの積分回路ｍ１，ｍ２，ｍ３と、それらに個別に対応する３
つの乗算回路ｋ１，ｋ２，ｋ３と、加算回路１１と、コントローラ１２と、遅延回路１３
と、３つの乗算回路ｋ１１，ｋ１２，ｋ１３と、映像信号－サブフィールド対応付け器１
４と、サブフィールドパルス発生回路１５と、走査側ドライバ１６と、データ側ドライバ
１７と、ＰＤＰパネル１８とを備えて構成される。
【０００７】
　前記Ｒ積分回路ｍ１、Ｇ積分回路ｍ２、Ｂ積分回路ｍ３は、それぞれＲ信号、Ｇ信号、
Ｂ信号を入力映像信号として入力し、特定の期間、たとえば少なくとも１フィールド分の
信号を積分して、積分画素数で除算した値をＲ平均レベル、Ｇ平均レベル、Ｂ平均レベル
として出力する。
【０００８】
　前記各積分回路ｍ１，ｍ２，ｍ３で得られたＲ平均レベル、Ｇ平均レベル、Ｂ平均レベ
ルは、個別に対応する乗算回路ｋ１，ｋ２，ｋ３にそれぞれ入力され、予め設定されてい
る前記の係数ＫＲ，ＫＧ，ＫＢと乗算され、その結果が加算回路１１へ出力される。ここ
で、係数ＫＲ，ＫＧ，ＫＢは、それらの係数の比が、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色で同一条件の画像
をそれぞれ単色表示したときに消費される各色の電力量の比と等しくなるような値に設定
される。すなわち、後述するコントローラ１２による電力制御を働かせない状態で、同じ
条件の映像信号をＲ，Ｇ，Ｂ信号として順に入力し、Ｒ，Ｇ，Ｂ単色でそれぞれ表示した
ときのデータ表示のために消費される電力量を予め測定し、その測定した各色の電力量の
比がこの係数ＫＲ，ＫＧ，ＫＢの比と等しくなるようにする。たとえば、ある画像を赤色
表示したときの消費電力量をＰＲ、その画像と同一画像を緑色表示したときの消費電力量
をＰＧ、青色表示したときの消費電力量をＰＢとすると、ＰＲ：ＰＧ：ＰＢ＝ＫＲ：ＫＧ
：ＫＢが成り立つように係数を決定する。
【０００９】
　次に、乗算回路ｋ１では前記係数ＫＲを前記Ｒ積分回路ｍ１からのＲ平均レベルに、乗
算回路ｋ２では前記係数ＫＧを前記Ｇ積分回路ｍ２からのＧ平均レベルに、乗算回路ｋ３
では係数ＫＢをＢ積分回路ｍ３からのＢ平均レベルにそれぞれ乗算する。加算回路１１は
、各積分回路ｍ１，ｍ２，ｍ３からの出力信号を相互に加算することで、消費電力量予測
値を求め、コントローラ１２へ消費電力予測信号を出力する。コントローラ１２は、前記
消費電力予測信号に応答して、ＰＤＰパネル１８の単位面積当りの発光量（輝度）を調節
して、消費電力が大きくなり過ぎないような発光形式を選択し、その発光形式に対応する
発光パルス制御信号を出力する。同時に、コントローラ１２は、異なる発光形式間で映像
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の発光量（輝度）差がなくなるように乗算係数を演算し、出力する。コントローラ１２の
これらの動作の詳細は、後述する。
【００１０】
　一方、前記入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂはまた、遅延回路１３にそれぞれ入力されており、
該遅延回路１３は前記入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂを、積分回路ｍ１～ｍ３、乗算回路ｋ１～
ｋ３、加算回路１１およびコントローラ１２の各部の処理で要する時間を合計した時間だ
け遅延させた遅延映像信号ＤＲ，ＤＧ，ＤＢを出力する。この遅延映像信号ＤＲ，ＤＧ，
ＤＢは、乗算回路ｋ１１，ｋ１２，ｋ１３に入力され、コントローラ１２から出力された
乗算係数と乗算され、出力される。
【００１１】
　前記映像信号－サブフィールド対応付け器１４は、前記乗算回路ｋ１１～ｋ１３の出力
信号と、コントローラ１２からの発光パルス制御信号とを入力とし、２のべき乗で表現さ
れた前記乗算回路ｋ１１～ｋ１３の出力信号を、発光パルス制御信号に応じた発光形式の
サブフィールド構成の発光パターンに変換し、所定のタイミングで、１フィールド期間中
に、各画素の第１サブフィールドのデータ、第２サブフィールドのデータ・・・、第ｎサ
ブフィールドのデータを順に送出する（ｎはサブフィールド数）。なお、映像信号－サブ
フィールド対応付け器１４においては、擬似輪郭の発生を抑制するためのサブフィールド
数の変換等の所定の処理が行なわれてもよい。
【００１２】
　前記サブフィールドパルス発生回路１５は、前記発光パルス制御信号を入力とし、この
発光パルス制御信号に応じた発光形式のサブフィールド構成で、走査、維持、消去信号を
走査側ドライバ１６に供給する。走査側ドライバ１６は、所定の電圧レベルで走査、維持
、消去信号をＰＤＰパネル１８の各行電極に供給する。
【００１３】
　これに対して、データ側ドライバ１７は、映像信号－サブフィールド対応付け器１４か
らの出力信号を入力とし、各画素データに対応する電圧値を有する画像データパルスを発
生してこれを各列毎に分割し、走査側ドライバ１６から出力される信号と同期してＰＤＰ
パネル１８の列電極に供給する。ＰＤＰパネル１８は、走査側ドライバ１６から発光パル
スが入力され、かつデータ側ドライバ１７から与えられる発光パルスがアクティブである
ときに、実際に発光することができる。このようにしてＰＤＰパネル１８が駆動されて、
入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂに応じた画像が表示される。そして、前記乗算回路ｋ１，ｋ２，
ｋ３において、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの平均レベルに、係数ＫＲ，ＫＧ，ＫＢをそれぞ
れ乗算した後、相互に加算することで、該入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの色あいに左右されな
い消費電力や発光量（輝度）の制御が可能となっている。
【００１４】
　ところで、この画像表示装置は、前述のように、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂが変化し、表
示すべき情報量が多大となり、消費電力量が大きくなった場合においても、該消費電力量
をある一定の範囲内に制限するように、ＰＤＰパネル１８の発光量・輝度を制御する。す
なわち、画像表示の際の消費電力量がある基準値Ｐよりも大きくならないように発光形式
（発光時間や発光回数）と表示画像の階調とを制御する。このため、前記入力映像信号Ｒ
，Ｇ，Ｂに基いて消費電力量を予測し、予測した消費電力量に基いて、該消費電力量が所
定の範囲内に制限されるように、発光形式（発光時間や発光回数）と階調とを制御する。
具体的には、コントローラ１２は、消費電力予測信号の値に応じて前記発光形式を選択し
、この発光形式を制御する発光パルス制御信号と、異なる発光形式間でＰＤＰパネル１８
における発光量・輝度が滑らかに推移するように、遅延映像信号ＤＲ，ＤＧ，ＤＢの階調
レベルの調整を行う前記乗算係数とを出力する。
【００１５】
　以下に、コントローラ１２における発光形式及び乗算係数の決定方法について説明する
。先ず、発光形式について説明する。本画像表示装置では、１フレーム期間内で許容され
る総発光回数（最大発光回数）が、図７に示すように、消費電力予測信号の値が大きくな
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るに従って、１２７５、１０２０、７６５、５１０、２５５と小さくなる５つの発光形式
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅを有している。
【００１６】
　一方、前記入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂは、０から２５５までの８ビット階調の階調レベル
で表現されており、発光形式Ｅは階調レベルと等倍（１倍）であるのに対して、発光形式
Ａでは階調レベルの５倍、発光形式Ｂでは階調レベルの４倍、以下同様に発光形式Ｃ、発
光形式Ｄではそれぞれ階調レベルの３倍、２倍の回数だけ発光することができるように発
光パルス数を設定している。そして、これらの発光形式Ａ～Ｅは、前記消費電力予測信号
に基いて切換えられる。
【００１７】
　先ず、発光形式が切換えられる消費電力予測信号値（以下「切換点」という）について
説明する。図８は、発光形式の切換点の決定方法について説明するための図であり、消費
電力予測信号と、表示のために消費される電力量との関係を示した図である。この図８に
示すように、消費電力予測信号値が、発光形式Ａと発光形式Ｂとは切換点ＴＢで、発光形
式Ｂと発光形式Ｃとは切換点ＴＣで、発光形式Ｃと発光形式Ｄとは切換点ＴＤで、発光形
式Ｄと発光形式Ｅとは切換点ＴＥで切換えられる。切換点ＴＥは、たとえば以下のように
して求めることができる。
【００１８】
　すなわち、消費電力予測信号が最大から徐々に減少してゆくように入力映像信号Ｒ，Ｇ
，Ｂを変化させ、そのときの消費電力量を測定する。なお、このとき、乗算係数は１とし
て消費電力予測信号を求めている。消費電力予測信号の減少に伴い、実際の消費電力量も
減少し、消費電力量が前記基準値Ｐとなったときの消費電力予測信号の値を切換点ＴＥと
する。発光形式Ｄの総発光回数は発光形式Ｅの総発光回数の２倍であるので、消費電力予
測信号がＴＥのときに発光形式Ｄで表示させると、その消費電力量は２Ｐとなる。この点
を開始点として上記と同様に徐々に消費電力予測信号を減少させ、消費電力量がＰとなる
消費電力予測信号値ＴＤを求める。以下、同様にして切換点ＴＣ，ＴＢを求めることがで
きる。
【００１９】
　一方、前記消費電力予測信号の変化に伴い、同じ階調レベルの信号に対して、単純に発
光回数の異なる発光形式の切換えのみを行うと、切換わる際に、ＰＤＰパネル１８におい
て発光回数の差が輝度差として表れてしまう。このため、前述のように発光量・輝度が滑
らかに推移するように、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの階調レベルを調整する必要が生じる。
また、図８に示すように、データ表示のために消費される電力量も基準値Ｐを大幅に超過
してしまう。そこで、コントローラ１２から、消費電力予測信号に応じて変化する前記乗
算係数を出力し、乗算回路ｋ１１，ｋ１２，ｋ１３において遅延映像信号ＤＲ，ＤＧ，Ｄ
Ｂに乗算することで、実際に表示する階調を補正している。すなわち、発光回数を入力映
像信号Ｒ，Ｇ，Ｂに対応したものとしている。
【００２０】
　たとえば、消費電力量予測値と発光形式との関係は、上述の場合、図９（ａ）で示され
、消費電力予測信号が変化して、切換点ＴＢにおいて、発光形式Ａから発光形式Ｂへ発光
形式が変化する場合には、同じ階調レベルの信号に対しては、（発光形式Ａでの輝度）：
（発光形式Ｂでの輝度）＝（発光形式Ａの発光回数）：（発光形式Ｂの発光回数）＝５：
４になるので、発光形式Ａにおける乗算係数は、図９（ｂ）で示すように、消費電力予測
信号が小さい値のときは１で、消費電力予測信号が大きくなるにつれて単調に減少するよ
う設定し、前記切換点ＴＢでは、４／５＝０．８とする。この場合、たとえば入力映像信
号Ｒ，Ｇ，Ｂの階調レベルが２００のとき、発光形式Ａでは階調レベルが２００×０．８
となるので、２００×０．８×５＝８００回の発光回数となり、発光形式Ｂでは２００×
４＝８００回のままとなり、両発光形式Ａ，Ｂ間でＰＤＰパネル１８における輝度を等し
くすることができる。
【００２１】
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　他の発光形式の変化についても、乗算係数の設定は同様の考え方で、消費電力予測信号
が大きくなるに従って、発光形式Ｂでは１～０．７５（３／４）、発光形式Ｃでは１～０
．６７（２／３）、発光形式Ｄでは１～０．５（１／２）としている。このように乗算係
数を設定することによって、図９（ｃ）で示すように、発光形式が切換わっても、ＰＤＰ
パネル１８において輝度差が検知されないように、発光量・輝度を滑らかに推移すること
ができる。
【００２２】
　ここで、説明の簡単化のため、ＴＢ＝０．２、ＴＣ＝０．４、ＴＤ＝０．６、ＴＥ＝０
．８と、消費電力予測信号の値をｘ、乗算係数をｙとすると、その関係は次のようになる
。
発光形式Ａ…ｙ＝－ｘ＋１ （ｘ＜０．２）　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
発光形式Ｂ…ｙ＝－５／４・ｘ＋５／４ （０．２≦ｘ＜０．４）　　　　・・・（２）
発光形式Ｃ…ｙ＝－５／３・ｘ＋５／３ （０．４≦ｘ＜０．６）　　　　・・・（３）
発光形式Ｄ…ｙ＝－５／２・ｘ＋５／２ （０．６≦ｘ＜０．８）　　　　・・・（４）
発光形式Ｅ…ｙ＝ａｘ＋（１－０．８ａ） （０．８≦ｘ）　　　　　　　・・・（５）
【００２３】
　こうして、コントローラ１２において消費電力予測信号に応じて乗算係数を求めること
で、該消費電力予測信号に対する消費電力量の変化は、前記図８に示すような特性から、
図９（ｄ）に示すような特性となる。これによって、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂに拘わらず
、データ表示のために消費される電力量が基準値Ｐを大幅に超えることがなくなっている
。
【特許文献１】特開平８－６５６０７号公報
【特許文献２】特開平１３－２２３１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　しかしながら、上述の従来技術では、消費電力量予測値は、ＰＤＰパネル１８の全域に
おける入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂを、少なくとも１フィールド分積分した全域消費電力量の
予測値である。したがって、たとえば図１０で示すような、ＰＤＰパネル１８の画面サイ
ズ（アスペクト比）と入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの画面サイズとの差による余黒部分で顕著
なように、動画像に静止画像を併せて表示する場合に、動画像域の入力映像信号のレベル
が変化し、発光形式が切換わると、それに追従して、静止画像のレベルが変化してしまう
という問題がある。図１０は、前記アスペクト比が１６：９の表示パネルに、アスペクト
比が４：３の映像信号を入力した場合の例を示しており、動画像域１の両サイドがサイド
フレーム２の前記余黒部分となっている。
【００２５】
　前記図１０を用いて詳しく説明すると、たとえば入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの階調レベル
が、前記サイドフレーム２の部分で１０であり、動画像域１におけるピーク画素で１００
とするとき、図１０（ａ）で示すように、動画像域１における絵柄が全般に暗く、前記全
域消費電力量の予測値に基づいて決定された発光形式がＡの場合、総発光回数（最大発光
回数）は５倍の５００回となり、このときのピーク輝度を５００ｃｄ／ｍ2とする。した
がって、サイドフレーム２部分では５０回の発光回数となり、輝度は５０ｃｄ／ｍ2とな
る。
【００２６】
　これに対して、図１０（ｂ）で示すように、動画像域１における絵柄が全般に明るくな
り、前記全域消費電力量の予測値に基づいて決定された発光形式がＤになると、総発光回
数は２倍の２００回となり、ピーク輝度は２００ｃｄ／ｍ2となる。このとき、サイドフ
レーム２部分では２０回の発光回数となり、輝度は２０ｃｄ／ｍ2となる。このように動
画像域１の入力映像信号のレベルが変化し、発光形式が切換わると、それに追従して、静
止画像のレベルが変化してしまう。なお、黒べた画面となる前記サイドフレーム２部分の
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階調レベルが０であれば、動画像域１の発光形式の変化に対しても輝度レベルを変化しな
くすることができるけれども、プラズマディスプレイでは、パネルの焼き付きが生じてし
まうので、何らかの低い階調レベルのデータが与えられる。
【００２７】
　また、上記以外にも、図１１（ａ）で示すように、逆に４：３の画面サイズの表示パネ
ルに１６：９の画面サイズの信号を入力した場合における上下のフレームによる余黒部分
（図１１（ａ）では、映像部に、横並びに２つの画面を表示している）、背景などのべた
画面の部分、図１１（ｂ）で示すように、メインの画像にサブの画像を合わせて表示する
場合の余黒部分、さらにはテレビジョン画像に、時刻などのスーパーインポーズを行う場
合や、表示パネルの一部分でコンピュータのデータを表示する場合などのように、主画像
に副画像を併せて表示する場合、同様である。
【００２８】
　本発明の目的は、表示パネルの画面サイズと入力映像信号の画面サイズとの差による余
黒部分や、背景などのべた画面の部分の輝度を安定させ、表示品位を向上することができ
る表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明の表示装置は、入力映像信号から、予測手段が表示パネルの消費電力量を予測し
、発光制御手段が、その予測結果に応じて、前記消費電力量を予め定めるレベルに抑制す
るように発光制御を行う表示装置において、主画像に副画像を併せて表示するにあたって
、前記予測手段はまた、前記入力映像信号から、副画像域における消費電力量を予測し、
前記発光制御手段は、前記予測手段での予測結果に応答し、前記副画像域における消費電
力量を個別に制御することを特徴とする。
【００３０】
　上記の構成によれば、プラズマディスプレイパネルや、有機ＥＬパネルなどの特に自発
光の表示パネルに好適に実施され、予測手段が、入力映像信号から表示パネルの消費電力
量を予測し、発光制御手段が、その予測結果に応じて、前記消費電力量を予め定めるレベ
ルに抑制するように発光制御を行うことで、パネルの焼き付きや、表示装置全体での消費
電力が規定の定格消費電力を超過してしまうことなどを防止するようにした、いわゆるプ
ラズマＡＩなどと称される映像信号処理機能を有する表示装置において、動画像などの主
画像に静止画像などの副画像を併せて表示するにあたって、前記予測手段はまた、前記入
力映像信号から、副画像域における消費電力量を予測し、前記発光制御手段は、前記予測
手段での予測結果に応答し、前記副画像域における消費電力量を、パネル全体の制御とは
個別に制御する。
【００３１】
　したがって、表示すべき主画像の輝度が変化し、パネル全体での消費電力量の予測値が
変化して、発光制御の制御状態が変化しても、前記パネル全体での消費電力量を予め定め
るレベルに抑制しつつ、副画像域における消費電力量は該副画像域の画像に適した値に制
御されるので、主画像の輝度変化に伴う副画像の輝度変化を無くすことができる。これに
よって、たとえば表示パネルの画面サイズ（アスペクト比）と入力映像信号の画面サイズ
との差による余黒（１６：９の画面サイズの表示パネルに４：３の画面サイズの信号を入
力した場合におけるサイドフレームや、４：３の画面サイズの表示パネルに１６：９の画
面サイズの信号を入力した場合における上下のフレーム）部分や、背景などのべた画面の
部分の輝度を安定させ、表示品位を向上することができる。
【００３２】
　なお、前記副画像としては、前記サイドフレームやべた画面に限らず、主画像としての
テレビジョン画像に、副画像としての時刻などのスーパーインポーズを行う場合や、表示
パネルの一部分で、副画像としてコンピュータのデータを表示する場合などにも適用する
ことができる。
【００３３】
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　また、本発明の表示装置では、前記発光制御手段は、表示パネルの各画素を１フィール
ド内で複数回発光させ、その発光回数で階調表示を行い、かつ前記予測手段による表示パ
ネル全体の消費電力量の予測値が、複数種類設定される消費電力範囲の何れに該当するか
に応じて、前記表示パネル全体に適用される前記１フィールド内での最大発光回数を、前
記各消費電力範囲毎に設定されている回数に設定することで、前記表示パネルの消費電力
量を前記予め定めるレベルに抑制するとともに、前記副画像域の入力映像信号には、前記
予測手段による該副画像域の消費電力量予測値の属する範囲と、前記表示パネル全体の消
費電力量予測値の属する範囲との最大発光回数の比に応じた係数を求め、前記副画像域の
入力映像信号に前記係数を乗算する乗算手段を備えることを特徴とする。
【００３４】
　上記の構成によれば、前記プラズマディスプレイパネルや、有機ＥＬパネルなどの特に
自発光の表示パネルに好適に実施され、発光制御手段が、表示パネルの各画素を１フィー
ルド内で複数回発光させ、その発光回数で階調表示を行うとともに、入力映像信号から、
予測手段が表示パネルの消費電力量を予測し、前記発光制御手段が、その消費電力予測値
が、複数種類設定される消費電力範囲の何れにあるかに応じて、前記表示パネル全体に適
用される前記１フィールド内での最大発光回数（走査側ドライバに与えられる発光パルス
数であり、データ側ドライバから与えられる発光パルスがアクティブであるときに、実際
に発光することができる）を、前記消費電力範囲毎に設定されている回数に設定すること
で、前述のように表示パネルの消費電力量を予め定めるレベルに抑制するようにした、い
わゆるプラズマＡＩなどと称される映像信号処理機能を有する表示装置において、前記発
光制御手段はまた、前記予測手段による副画像域の消費電力量予測値の属する範囲と、前
記表示パネル全体の消費電力量予測値の属する範囲との最大発光回数の比に応じた係数を
求め、乗算手段において、前記副画像域の入力映像信号に乗算させる。
【００３５】
　したがって、表示すべき主画像の輝度が変化し、消費電力量の予測値の属する消費電力
範囲が変化して、表示パネル全体に適用される１フィールド当りの最大発光回数が変化し
ても、前記副画像域の映像信号には、その最大発光回数の変化を補償する乗算係数が乗算
され、前記１フィールド当りの発光回数が該副画像域の画像に適した値に制御されるので
、主画像の輝度変化に伴う副画像の輝度変化を無くすことができる。こうして、主画像の
輝度変化に伴う副画像の輝度変化を無くすことができる構成を、具体的に実現することが
できる。
【００３６】
　さらにまた、本発明の表示装置では、前記発光制御手段は、入力映像信号の１フィール
ドをそれぞれ重み付けられた複数のサブフィールドに分割し、各サブフィールドの映像を
時間的に重ねて表示させることで前記階調表示を行い、前記最大発光回数は前記消費電力
量の予測値が、複数種類設定される消費電力範囲の何れにあるかに応じて設定される発光
形式毎に定められており、該発光制御手段は設定した発光形式を表す発光パルス制御信号
を出力し、前記発光パルス制御信号に対応する発光形式のサブフィールド構成に、入力映
像信号を対応付ける映像信号－サブフィールド対応付け手段と、前記発光パルス制御信号
に応答し、該発光パルス制御信号に基く発光形式のサブフィールド構成で発光パルスを発
生するサブフィールドパルス発生手段とをさらに備えることを特徴とする。
【００３７】
　上記の構成によれば、発光制御手段が出力する発光パルス制御信号に応答して、映像信
号－サブフィールド対応付け手段およびサブフィールドパルス発生手段によって、入力映
像信号に対応した発光パルスを発生するようにした表示装置において、主画像の輝度変化
によってパネル全体に適用される発光形式が切換わり、前記最大発光回数が切換わっても
、前記副画像域の入力映像信号については、前記乗算手段において係数が乗算されている
ので、その切換わり分が予め補償されており、前述のような主画像の輝度変化に伴う副画
像の輝度変化を無くすことができる。
【００３８】
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　また、本発明の表示装置では、前記入力映像信号は、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色成分から成るフ
ルカラーの信号であり、前記表示パネルは、前記Ｒ，Ｇ，Ｂの各色で同一の画像を単色で
表示させたときに、それぞれの表示のために消費される電力の比および／または蛍光体の
面積比がＫＲ：ＫＧ：ＫＢであり、前記予測手段は、少なくとも１フィールド分の入力映
像信号Ｒ，Ｇ，Ｂをそれぞれ積分してＲ平均レベル、Ｇ平均レベル、Ｂ平均レベルのそれ
ぞれを出力するＲ積分回路、Ｇ積分回路、Ｂ積分回路と、前記Ｒ平均レベル、Ｇ平均レベ
ル、Ｂ平均レベルに前記比ＫＲ，ＫＧ，ＫＢをそれぞれ乗算する第１～第３の乗算回路と
、前記第１～第３の乗算回路の出力の総和から、前記表示パネル全体の消費電力量および
前記副画像域の消費電力量を求める消費電力予測回路とを備えて構成され前記乗算手段は
、前記入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂが、主画像域の信号である場合には、予め定める前記比Ｋ
Ｒ，ＫＧ，ＫＢをそれぞれ乗算し、副画像域の信号である場合には、前記発光制御手段で
求められた係数をそれぞれ乗算する第４～第６の乗算回路から成り、前記映像信号－サブ
フィールド対応付け手段は、発光パルス制御信号に対応する発光形式のサブフィールド構
成に、前記第４～第６の乗算回路からの出力を対応付けることを特徴とする。
【００３９】
　上記の構成によれば、Ｒ，Ｇ，Ｂの３原色を単色で表示したときに消費される電力の比
、および／または各色蛍光体の面積比を表す係数ＫＲ：ＫＧ：ＫＢを用いて、各色平均レ
ベルに重み付け後、総和を取ることで得られる全域消費電力量および静止画像域消費電力
量に基づいて、発光量（輝度）や消費電力を制御するので、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの色
あいに左右されない消費電力や発光量（輝度）の制御が可能となる。
【００４０】
　さらにまた、本発明の表示制御方法は、表示パネルの各画素を１フィールド内で複数回
発光させ、その発光回数で階調表示を行うとともに、入力映像信号から、表示パネルの単
位面積当りの消費電力量を予測し、その予測結果から、前記単位面積当りの消費電力量を
予め定めるレベル以下に抑制するように、前記表示パネル全体に適用される前記１フィー
ルド内での最大発光回数を切換えるようにした表示制御方法において、動画に併せて静止
画を表示させるにあたって、静止画像域は前記最大発光回数の切換えに伴う発光回数の変
化を禁止することを特徴とする。
【００４１】
　上記の構成によれば、プラズマディスプレイパネルや、有機ＥＬパネルなどの特に自発
光の表示パネルに好適に実施され、表示パネルの各画素を１フィールド内で複数回発光さ
せ、その発光回数で階調表示を行うとともに、入力映像信号から、表示パネルの消費電力
量を予測し、その予測結果から、該消費電力量を予め定めるレベル以下に抑制するように
、前記表示パネル全体に適用される前記１フィールド内での最大発光回数を切換えること
で、パネルの焼き付きや、表示装置全体での消費電力が規定の定格消費電力を超過するこ
となどを防止するようにした、いわゆるプラズマＡＩなどと称される映像信号処理機能を
実現する表示制御方法において、前記表示パネルに、動画に併せて静止画を表示させるに
あたって、静止画像域は前記最大発光回数の切換えに伴う発光回数の変化を禁止する。た
とえば、前記動画像域での最大発光回数が２倍になったら、静止画像域の映像データに１
／２の係数を乗算するなどして、前記１フィールド当りの発光回数を一定に維持する。
【００４２】
　これによって、たとえば表示パネルの画面サイズと入力映像信号の画面サイズとの差に
よる余黒部分や、背景などのべた画面の部分の輝度を安定させ、表示品位を向上すること
ができる。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明の表示装置は、以上のように、プラズマディスプレイパネルや、有機ＥＬパネル
などの特に自発光の表示パネルに好適に実施され、予測手段が、入力映像信号から表示パ
ネルの消費電力量を予測し、発光制御手段が、その予測結果に応じて、前記消費電力量を
予め定めるレベルに抑制するように発光制御を行うことで、パネルの焼き付きや、表示装
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置全体での消費電力が規定の定格消費電力を超過してしまうことなどを防止するようにし
た、いわゆるプラズマＡＩなどと称される映像信号処理機能を有する表示装置において、
動画像などの主画像に静止画像などの副画像を併せて表示するにあたって、前記予測手段
はまた、前記入力映像信号から、副画像域における消費電力量を予測し、前記発光制御手
段は、前記予測手段での予測結果に応答し、前記副画像域における消費電力量を、パネル
全体の制御とは個別に制御する。
【００４４】
　それゆえ、表示すべき主画像の輝度が変化し、パネル全体での消費電力量の予測値が変
化して、発光制御の制御状態が変化しても、前記パネル全体での消費電力量を予め定める
レベルに抑制しつつ、副画像域における消費電力量は該副画像域の画像に適した値に制御
されるので、主画像の輝度変化に伴う副画像の輝度変化を無くすことができる。これによ
って、たとえば表示パネルの画面サイズと入力映像信号の画面サイズとの差による余黒部
分や、背景などのべた画面の部分の輝度を安定させ、表示品位を向上することができる。
【００４５】
　さらにまた、本発明の表示制御方法は、以上のように、プラズマディスプレイパネルや
、有機ＥＬパネルなどの特に自発光の表示パネルに好適に実施され、表示パネルの各画素
を１フィールド内で複数回発光させ、その発光回数で階調表示を行うとともに、入力映像
信号から、表示パネルの消費電力量を予測し、その予測結果から、該消費電力量を予め定
めるレベル以下に抑制するように、前記表示パネル全体に適用される前記１フィールド内
での最大発光回数を切換えることで、パネルの焼き付きや、表示装置全体での消費電力が
規定の定格消費電力を超過することなどを防止するようにした、いわゆるプラズマＡＩな
どと称される映像信号処理機能を実現する表示制御方法において、前記表示パネルに、動
画に併せて静止画を表示させるにあたって、静止画像域は前記最大発光回数の切換えに伴
う発光回数の変化を禁止する。
【００４６】
　それゆえ、表示パネルの画面サイズと入力映像信号の画面サイズとの差による余黒部分
や、背景などのべた画面の部分の輝度を安定させ、表示品位を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　図１は、本発明の実施の一形態の表示装置である画像表示装置の電気的構成を示すブロ
ック図である。この画像表示装置は、大略的に、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色に対応した３つの切換
えスイッチＳ１，Ｓ２，Ｓ３と、それらに個別に対応する３つの積分回路Ｍ１，Ｍ２，Ｍ
３および乗算回路Ｋ１，Ｋ２，Ｋ３と、加算回路３１と、コントローラ３２と、遅延回路
３３と、３つの乗算回路Ｋ１１，Ｋ１２，Ｋ１３と、切換えスイッチＳ０と、映像信号－
サブフィールド対応付け器３４と、サブフィールドパルス発生回路３５と、走査側ドライ
バ３６と、データ側ドライバ３７と、ＰＤＰパネル３８とを備えて構成される。
【００４８】
　前記Ｒ積分回路Ｍ１、Ｇ積分回路Ｍ２、Ｂ積分回路Ｍ３は、個別に対応する切換えスイ
ッチＳ１，Ｓ２，Ｓ３をそれぞれ介するＲ信号、Ｇ信号、Ｂ信号を入力映像信号として入
力し、特定の期間、たとえば少なくとも１フィールド分の信号を積分して、積分画素数で
除算した値をＲ平均レベル、Ｇ平均レベル、Ｂ平均レベルとして出力する。
【００４９】
　前記各積分回路Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３で得られたＲ平均レベル、Ｇ平均レベル、Ｂ平均レベ
ルは、個別に対応する乗算回路Ｋ１，Ｋ２，Ｋ３にそれぞれ入力され、予め設定されてい
る前述の係数ＫＲ，ＫＧ，ＫＢと乗算され、その結果が加算回路３１へ出力される。ここ
で、前記係数ＫＲ，ＫＧ，ＫＢは、それらの係数の比が、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色で同一条件の
画像をそれぞれ単色表示したときに消費される各色の電力量の比と等しくなるような値に
設定される。すなわち、後述するコントローラ３２による電力制御を働かせない状態で、
同じ条件の映像信号をＲ，Ｇ，Ｂ信号として順に入力し、Ｒ，Ｇ，Ｂ単色でそれぞれ表示
したときのデータ表示のために消費される電力量を予め測定し、その測定した各色の電力
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量の比がこの係数ＫＲ，ＫＧ，ＫＢの比と等しくなるようにする。たとえば、ある画像を
赤色表示したときの消費電力量をＰＲ、その画像と同一画像を緑色表示したときの消費電
力量をＰＧ、青色表示したときの消費電力量をＰＢとすると、ＰＲ：ＰＧ：ＰＢ＝ＫＲ：
ＫＧ：ＫＢが成り立つように係数を決定する。
【００５０】
　次に、乗算回路Ｋ１では前記係数ＫＲを前記Ｒ積分回路Ｍ１からのＲ平均レベルに、乗
算回路Ｋ２では前記係数ＫＧを前記Ｇ積分回路Ｍ２からのＧ平均レベルに、乗算回路Ｋ３
では係数ＫＢをＢ積分回路Ｍ３からのＢ平均レベルにそれぞれ乗算する。加算回路３１は
、各積分回路Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３からの出力信号を相互に加算することで、消費電力量予測
値を求め、コントローラ３２へ消費電力予測信号を出力する。コントローラ３２は、前記
消費電力予測信号に応答して、ＰＤＰパネル３８の単位面積当りの発光量（輝度）を調節
して、消費電力が大きくなり過ぎないような発光形式を選択し、その発光形式に対応する
発光パルス制御信号を出力する。同時に、コントローラ３２は、異なる発光形式間で映像
の発光量（輝度）差がなくなるように乗算係数を演算し、出力する。コントローラ３２の
これらの動作の詳細は、後述する。
【００５１】
　一方、前記入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂはまた、遅延回路３３にそれぞれ入力されており、
該遅延回路３３は前記入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂを、積分回路Ｍ１～Ｍ３、乗算回路Ｋ１～
Ｋ３、加算回路３１およびコントローラ３２の各部の処理で要する時間を合計した時間だ
け遅延させた遅延映像信号ＤＲ，ＤＧ，ＤＢを出力する。この遅延映像信号ＤＲ，ＤＧ，
ＤＢは、乗算回路Ｋ１１，Ｋ１２，Ｋ１３に入力され、コントローラ３２から出力された
乗算係数と乗算され、出力される。
【００５２】
　前記映像信号－サブフィールド対応付け器３４は、前記乗算回路Ｋ１１～Ｋ１３の出力
信号と、コントローラ３２からの発光パルス制御信号とを入力とし、２のべき乗で表現さ
れた前記乗算回路Ｋ１１～Ｋ１３の出力信号を、発光パルス制御信号に応じた発光形式の
サブフィールド構成の発光パターンに変換し、所定のタイミングで、１フィールド期間中
に、各画素の第１サブフィールドのデータ、第２サブフィールドのデータ・・・、第ｎサ
ブフィールドのデータを順に送出する（ｎはサブフィールド数）。なお、映像信号－サブ
フィールド対応付け器３４においては、擬似輪郭の発生を抑制するためのサブフィールド
数の変換等の所定の処理が行なわれてもよい。
【００５３】
　前記サブフィールドパルス発生回路３５は、前記発光パルス制御信号を入力とし、この
発光パルス制御信号に応じた発光形式のサブフィールド構成で、走査、維持、消去等の信
号を走査側ドライバ３６に供給する。走査側ドライバ３６は、所定の電圧レベルで走査、
維持、消去等の信号をＰＤＰパネル３８の各行電極に供給する。
【００５４】
　これに対して、データ側ドライバ３７は、映像信号－サブフィールド対応付け器３４か
らの出力信号を入力とし、各画素データに対応する電圧値を有する画像データパルスを発
生してこれを各列毎に分割し、走査側ドライバ３６から出力される信号と同期してＰＤＰ
パネル３８の列電極に供給する。ＰＤＰパネル３８は、走査側ドライバ３６から発光パル
スが入力され、かつデータ側ドライバ３７から与えられる発光パルスがアクティブである
ときに、実際に発光することができる。このようにしてＰＤＰパネル３８が駆動されて、
入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂに応じた画像が表示される。そして、前記乗算回路Ｋ１，Ｋ２，
Ｋ３において、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの平均レベルに、係数ＫＲ，ＫＧ，ＫＢをそれぞ
れ乗算した後、相互に加算することで、該入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの色あいに左右されな
い消費電力や発光量（輝度）の制御が可能となっている。
【００５５】
　以上の構成は、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂが切換えスイッチＳ１，Ｓ２，Ｓ３を介する点
以外は、前記図６で示す従来技術の画像表示装置と同様である。注目すべきは、本発明で
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は、前記切換えスイッチＳ１，Ｓ２，Ｓ３によって前記サイドパネルの表示を行うことが
できるようになっており、これに対応して、前記乗算回路Ｋ１１～Ｋ１３に設定される乗
算係数が、切換えスイッチＳ０によって、映像部の乗算係数と、サイドパネル部の乗算係
数とに切換えられることである。
【００５６】
　具体的には、この画像表示装置には、図示しないテレビジョン受信回路などから、映像
部の映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂと、サイドパネル部の映像信号Ｒｓｐ，Ｇｓｐ，Ｂｓｐとが入力
されるようになっており、同様に外部から入力される映像部／サイドパネル部切換え信号
に応答して、前記切換えスイッチＳ１，Ｓ２，Ｓ３が切換わり、前記映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂ
と映像信号Ｒｓｐ，Ｇｓｐ，Ｂｓｐとが、積分回路Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３に選択的に入力され
る。一方、前記加算回路３１は、前記映像部およびサイドパネル部の画面全体の映像信号
Ｒ，Ｇ，Ｂ；Ｒｓｐ，Ｇｓｐ，Ｂｓｐについて、少なくとも１フィールド分を積分して、
ＰＤＰパネル３８の単位面積当りの消費電力量を全域消費電力量として予測するとともに
、サイドパネル部の映像信号Ｒｓｐ，Ｇｓｐ，Ｂｓｐだけで、静止画像域消費電力量を予
測する。
【００５７】
　そして、前記従来技術と同様に、コントローラ３２は、前記加算回路３１からの消費電
力予測信号の前記全域消費電力量予測値から発光形式（発光時間や発光回数）を選択し、
発光パルス制御信号を出力するとともに、この全域消費電力量予測値に基づいて映像部乗
算係数を設定し、出力する。さらに本発明では、コントローラ３２は、前記静止画像域消
費電力量予測値に基づいてサイドパネル部乗算係数を設定し、出力する。これらの乗算係
数は、前記映像部／サイドパネル部切換え信号に応答して、切換えスイッチＳ０によって
切換えられて、前記乗算回路Ｋ１１～Ｋ１３に選択的に設定される。
【００５８】
　したがって、この画像表示装置でも、従来の画像表示装置と同様に、コントローラ３２
は、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂが変化し、たとえば表示すべき情報量が多大となり、消費電
力量が大きくなった場合、該消費電力量をある一定の範囲内に制限するように、ＰＤＰパ
ネル３８の発光量・輝度を抑制する。すなわち、画像表示の際の消費電力量がある基準値
Ｐよりも大きくならないように、発光形式（発光時間や発光回数）と表示画像の階調とを
制御する。具体的には、コントローラ３２は、消費電力予測信号の全域消費電力量予測値
に応じて、前記発光形式を、たとえばＡからＤに変更し、この発光形式Ｄを制御する発光
パルス制御信号と、異なる発光形式Ａ，Ｄ間でＰＤＰパネル３８における発光量・輝度が
滑らかに推移するように、遅延映像信号ＤＲ，ＤＧ，ＤＢの階調レベルの調整を行う映像
部乗算係数とを出力する。それに加えて本発明では、コントローラ３２はまた、消費電力
予測信号の静止画像域消費電力量に応じて、サイドパネル部乗算係数も出力し、前記発光
形式Ａと発光形式Ｄとの発光回数の比である５／２（前記図７から算出）に、このサイド
パネル部乗算係数を設定する。
【００５９】
　したがって、図２で示すように、前記図１０と同様に、アスペクト比が１６：９の表示
パネルに、アスペクト比が４：３の映像信号を入力した例で説明すると、たとえばサイド
フレーム２部分の入力映像信号Ｒｓｐ，Ｇｓｐ，Ｂｓｐの階調レベルが１０であり、動画
像域１の入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂにおけるピーク画素の階調レベルが１００とするとき、
図２（ａ）で示すように、動画像域１における絵柄が全般に暗く、前記全域消費電力量の
予測値に基づいて決定された発光形式がＡの場合、総発光回数（最大発光回数）は５倍の
５００回となり、このときのピーク輝度は、たとえば５００ｃｄ／ｍ2となる。また、サ
イドフレーム２部分では５０回の発光回数となり、輝度は５０ｃｄ／ｍ2となる。この図
２（ａ）の発光形式Ａでの表示は、前述の図１０（ａ）と同様である。
【００６０】
　これに対して、図２（ｂ）で示すように、動画像域１における絵柄が全般に明るくなり
、前記全域消費電力量の予測値に基づいて決定された発光形式がＤになると、総発光回数
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は２倍の２００回となり、ピーク輝度が２００ｃｄ／ｍ2となる。しかしながら、サイド
フレーム２部分の映像信号Ｒｓｐ，Ｇｓｐ，Ｂｓｐには、乗算係数である５／２が乗算さ
れるので、該サイドフレーム２部分の発光回数は５０回のままであり、したがって輝度は
５０ｃｄ／ｍ2のままである。このように動画像域１の入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂのレベル
が変化し、発光形式が切換わっても、サイドフレーム２部分の映像信号Ｒｓｐ，Ｇｓｐ，
Ｂｓｐ自体に変化がない限り、該サイドフレーム２部分の輝度は、それに追従することな
く、一定のままで保持される。
【００６１】
　以下に、コントローラ３２における発光形式及び乗算係数の決定方法について説明する
。先ず、発光形式について説明する。本画像表示装置では、１フレーム期間内で許容され
る総発光回数（最大発光回数）が、従来と同様に、前記図７に示すように、消費電力予測
信号の値が大きくなるに従って、１２７５、１０２０、７６５、５１０、２５５と小さく
なる５つの発光形式Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅを有している。
【００６２】
　一方、前記入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂ；Ｒｓｐ，Ｇｓｐ，Ｂｓｐは、０から２５５までの
８ビット階調の階調レベルで表現可能であり、発光形式Ｅは階調レベルと等倍（１倍）で
あるのに対して、発光形式Ａでは階調レベルの５倍、発光形式Ｂでは階調レベルの４倍、
以下同様に発光形式Ｃ、発光形式Ｄではそれぞれ階調レベルの３倍、２倍の回数だけ発光
するように発光パルス数を設定している。そして、これらの発光形式Ａ～Ｅは、前記消費
電力予測信号に基いて切換えられる。消費電力量予測値に対する発光形式Ａ～Ｅの関係を
、図３（ａ）、図４（ａ）および図５（ａ）に示す。
【００６３】
　ここで、前記図９に対応して、図３は前記動画像域１による全域消費電力量の予測値に
対する各パラメータの変化を示すグラフであり、図４は前記サイドフレーム２部分による
前記全域消費電力量の予測値に対する各パラメータの変化を示すグラフであり、図５は図
３および図４を合わせたＰＤＰパネル３８の全域による全域消費電力量に対する各パラメ
ータの変化を示すグラフである。図３（ｂ）、図４（ｂ）および図５（ｂ）は前述の図９
（ｂ）に対応し、各発光形式Ａ～Ｅにおける乗算係数の変化を示すものであり、図３（ｃ
）、図４（ｃ）および図５（ｃ）は前述の図９（ｃ）に対応し、各発光形式Ａ～Ｅにおけ
る輝度の変化を示すものであり、図３（ｄ）、図４（ｄ）および図５（ｄ）は前述の図９
（ｂ）に対応し、各発光形式Ａ～Ｅにおける消費電力量の変化を示すものである。
【００６４】
　消費電力量の変化幅は０～１で同様であるけれども、切換点は、前記図９のＴＢ，ＴＣ
，ＴＤ，ＴＥから、これらの図３～図５では、ＴＢ’，ＴＣ’，ＴＤ’，ＴＥ’で表され
ているが、相互に等しい値であってもよい。前記発光形式Ａ～Ｅは、前記ＰＤＰパネル３
８の全域に適用されるので、図３（ａ）、図４（ａ）および図５（ａ）は、相互に等しい
。
【００６５】
　しかしながら、図４（ｂ）で示すサイドフレーム２部分の乗算係数は、発光形式Ａの１
倍の発光回数を、基準値の、たとえばＣとすると、発光形式Ｂでは５Ｃ／４、発光形式Ｃ
では５Ｃ／３、発光形式Ｄでは５Ｃ／２、発光形式Ｅでは５Ｃというように、発光回数の
比に応じて設定される。したがって、上述のように、このサイドフレーム２部分の輝度は
、図４（ｃ）で示すように、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂから求められる全域消費電力量の予
測値が変化しても、入力映像信号Ｒｓｐ，Ｇｓｐ，Ｂｓｐから求められる静止画像域消費
電力量の予測値が変化しない限り、Ｙｓｐの一定値である。したがって、図４（ｄ）で示
すこのサイドフレーム２部分の消費電力量も、Ｐｓｐの一定値である。
【００６６】
　一方、図３（ｂ）で示す動画像域１部分の乗算係数は、切換点ＴＢ’，ＴＣ’，ＴＤ’
，ＴＥ’において、各発光形式Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに設定される値は、前述の図８を用いて説
明したようにして求められ、前記図９（ｂ）と同様に、それぞれ０．８，０．７５，０．
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６７，０．５であるけれども、発光形式Ａにおいて、低消費電力側では、ある程度の消費
電力量値の点Ｔ０で係数１が設定され、それよりさらに低消費電力側には、この乗算係数
の設定はない。これは、前述のようにサイドフレーム２部分が低い階調レベルで駆動され
ており、たとえ動画像域１部分が階調レベル０の黒べた画面となっても、ＰＤＰパネル３
８に、Ｔ０の電力消費が発生するためである。
【００６７】
　そして、図３（ｃ）で示す動画像域１部分の輝度は、前記点Ｔ０を最大輝度として、前
記全域消費電力量の予測値が低くなる程、低くなってゆく。これによって、該動画像域１
部分の消費電力量は、図３（ｄ）で示すように、前記全域消費電力量の予測値が前記Ｔ０
を超えてから発生し、基準値Ｐから前記サイドフレーム２部分の消費電力量Ｐｓｐを減算
した値を大幅に超えることがないように抑制される。したがって、ＰＤＰパネル３８の全
域の消費電力量は、図５（ｄ）で示すように、該全域消費電力量予想値の増加に対して、
前記サイドフレーム２部分の消費電力量Ｐｓｐを始点として、点Ｔ０を超えると増加して
ゆき、基準値Ｐを大幅に超えることがないように抑制される。
【００６８】
　以上のように、本発明の画像表示装置は、プラズマディスプレイパネルや、有機ＥＬパ
ネルなどの特に自発光の表示パネルに好適に実施され、ＰＤＰパネル３８の各画素を１フ
ィールド内で複数回発光させ、その発光回数で階調表示を行うとともに、入力映像信号Ｒ
，Ｇ，Ｂから前記ＰＤＰパネル３８の単位面積当りの消費電力量を予測し、その消費電力
量予測値から、前記ＰＤＰパネル３８全体に適用される発光形式を設定することで、前記
ＰＤＰパネル３８の消費電力量を予め定める基準値Ｐ付近までに抑制し、パネルの焼き付
きや、画像表示装置全体での消費電力が規定の定格消費電力を超過してしまうことなどを
防止するようにした、いわゆるプラズマＡＩなどと称される映像信号処理機能を有する画
像表示装置において、動画像などの主画像に静止画像などの副画像を併せて表示するにあ
たって、上述のようにして求めたパネル全体の消費電力の平均値を全域消費電力量とし、
静止画像域であるサイドフレーム２部分の入力映像信号Ｒｓｐ，Ｇｓｐ，Ｂｓｐから、そ
の単位面積当りの消費電力量を静止画像域消費電力量として予測し、その予測結果に適し
た発光形式と前記パネル全体に適用される発光形式との総発光回数の比に応じた係数を、
前記サイドフレーム２部分の入力映像信号Ｒｓｐ、Ｇｓｐ、Ｂｓｐの遅延信号に乗算する
ので、動画像域１の輝度が変化し、発光形式が変化して、総発光回数が変化しても、前記
サイドフレーム２部分の発光回数は一定に維持され、主画像の輝度変化に伴う副画像の輝
度変化を無くすことができる。これによって、表示パネルの画面サイズ（アスペクト比）
と入力映像信号の画面サイズとの差による余黒（たとえば、図２で示すような１６：９の
画面サイズの表示パネルに４：３の画面サイズの信号を入力した場合におけるサイドフレ
ーム２や、前記図１１（ｂ）で示すような４：３の画面サイズの表示パネルに１６：９の
画面サイズの信号を入力した場合における上下のフレーム部分や、背景などのべた画面の
部分の輝度を安定させ、表示品位を向上することができる。
【００６９】
　さらにまた、前記入力映像信号は、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色成分から成るフルカラーの信号で
あり、前記ＰＤＰパネル３８は、前記Ｒ，Ｇ，Ｂの各色で同一の画像を単色で表示させた
ときに、それぞれの表示のために消費される電力の比がＫＲ：ＫＧ：ＫＢであり、少なく
とも１フィールド分の入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂをそれぞれ積分してＲ平均レベル、Ｇ平均
レベル、Ｂ平均レベルのそれぞれを出力するＲ積分回路Ｍ１、Ｇ積分回路Ｍ２、Ｂ積分回
路Ｍ３と、前記Ｒ平均レベル、Ｇ平均レベル、Ｂ平均レベルに前記比ＫＲ，ＫＧ，ＫＢを
それぞれ乗算する乗算回路Ｋ１，Ｋ２，Ｋ３と、前記乗算回路Ｋ１，Ｋ２，Ｋ３の出力の
総和から、前記全域消費電力量および静止画像域消費電力量を求めるコントローラ３２と
を設けるので、各色平均レベルに重み付け後、総和を取ることで得られる全域消費電力量
および静止画像域消費電力量に基づいて、発光量（輝度）や消費電力を制御することにな
り、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂの色あいに左右されない消費電力や発光量（輝度）の制御が
可能となる。
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【００７０】
　なお、上述の例では、乗算係数ＫＲ，ＫＧ，ＫＢは、同じ画像をＲ，Ｇ，Ｂの各色で単
色表示させたときの電力比から求めているけれども、発光させる各色Ｒ，Ｇ，Ｂの蛍光体
の面積比ＷＲ：ＷＧ：ＷＢに基いて、さらに簡易に決定するようにしてもよい。すなわち
、各色Ｒ，Ｇ，Ｂの放電面積の比ＷＲ：ＷＧ：ＷＢが、相互に等しい場合には、そのパネ
ルで各単色を表示したときのデータ表示のために消費される電力ＰＲ，ＰＧ，ＰＢの比は
概ね等しくなり、乗算係数も相互に等しい値とすればよい。これに対して、色温度を改善
する等の目的で各色蛍光体の面積を不均等に形成した場合には、その面積比が概ね消費電
力の比となるので、前記乗算係数ＫＲ，ＫＧ，ＫＢをその面積比に応じて設定すればよい
。
【００７１】
　また、上述の例では、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂを動画像域１の信号とし、入力映像信号
Ｒｓｐ，Ｇｓｐ，Ｂｓｐをサイドフレーム２部分の信号とし、それらを切換えスイッチＳ
１，Ｓ２，Ｓ３で切換えて積分回路Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３に入力しているけれども、これはサ
イドフレーム２部分の信号（データ）を別途発生する信号源が設けられているためであり
、映像信号源において、１水平期間の始めと終わりに前記サイドフレーム２部分のデータ
を嵌め込み、前記１水平期間の中央に動画像域１の信号を嵌め込むような処理が可能な場
合は、そのような信号を入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂとして直接積分回路Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３に
入力し、前記切換えスイッチＳ１，Ｓ２，Ｓ３は省略されてもよい。さらにまた、映像部
／サイドパネル部切換え信号をコントローラ３２に入力し、該コントローラ３２が乗算係
数を切換えて出力可能な場合は、前記切換えスイッチＳ０が省略されてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明は、プラズマディスプレイパネルや、有機ＥＬパネルなどの特に自発光の表示パ
ネルに好適に実施され、ＰＤＰパネル３８の各画素を１フィールド内で複数回発光させ、
その発光回数で階調表示を行うとともに、入力映像信号Ｒ，Ｇ，Ｂから前記ＰＤＰパネル
３８の単位面積当りの消費電力量を予測し、その消費電力量予測値から、前記ＰＤＰパネ
ル３８全体に適用される発光形式を設定することで、前記ＰＤＰパネル３８の消費電力量
を予め定める基準値Ｐ付近までに抑制し、パネルの焼き付きや、画像表示装置全体での消
費電力が規定の定格消費電力を超過してしまうことなどを防止するようにした、いわゆる
プラズマＡＩなどと称される映像信号処理機能を有する画像表示装置において、動画像に
静止画像を併せて表示するにあたって、動画像の輝度変化による発光形式の切換わりに対
して、静止画像の輝度変化を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施の一形態の画像表示装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図２】アスペクト比の違いのために、動画像域の両側にサイドフレームを設けた場合に
おいて、入力映像信号の変化による本発明の表示画面の変化を示す図である。
【図３】動画像域における全域消費電力量の予測値に対する各パラメータの変化を示すグ
ラフである。
【図４】サイドフレーム部分における前記全域消費電力量の予測値に対する各パラメータ
の変化を示すグラフである。
【図５】前記図３および図４を合わせたＰＤＰパネルの全域における全域消費電力量に対
する各パラメータの変化を示すグラフである。
【図６】従来技術の画像表示装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図７】複数種類設定される各発光形式における発光回数およびサブフィールドの割付け
示す図である。
【図８】発光形式の切換点の決定方法について説明するための図である。
【図９】従来のＰＤＰパネルの消費電力量予想値に対する各パラメータの変化を示すグラ
フである。
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【図１０】動画像域の両側にサイドフレームを設けた場合において、入力映像信号の変化
による従来技術の表示画面の変化を示す図である。
【図１１】動画像に静止画像を併せて表示する他の例を示す図である。
【符号の説明】
【００７４】
　１　　動画像域
　２　　サイドフレーム
３１　　加算回路（予測手段）
３２　　コントローラ（発光制御手段）
３３　　遅延回路
３４　　映像信号－サブフィールド対応付け器
３５　　サブフィールドパルス発生回路
３６　　走査側ドライバ
３７　　データ側ドライバ
３８　　ＰＤＰパネル（表示パネル）
Ｋ１，Ｋ２，Ｋ３　　乗算回路（予測手段）
Ｋ１１，Ｋ１２，Ｋ１３　　乗算回路（発光制御手段）
Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３　　積分回路（予測手段）
Ｓ０　　切換えスイッチ（発光制御手段）
Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３　　切換えスイッチ（予測手段）

【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１０】

【図１１】
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