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(57)【要約】
【課題】画質の低下を抑制する。
【解決手段】表示装置は、入射光を発光する発光部と、
入射光を入射して入射光の強度を変換する光変換部と、
強度が変換された光を白色光に変換する白色変換部と、
を含む光源装置、を備える。光源装置は、光変換部から
の光が白色変換部により白色光に変換されることにより
、色度ずれの発生が低減された白色光を光源として用い
ることができる。このような白色光をバックライト光と
する表示装置では画質の低下が低減されるようになる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射光を発光する発光部と、
　前記入射光を入射して前記入射光の強度を変換する光変換部と、
　前記強度が変換された光を白色光に変換する白色変換部と、
　を含む光源装置、
　を備える表示装置。
【請求項２】
　前記光変換部は、高分子分散型液晶層を含み、前記高分子分散型液晶層により、前記高
分子分散型液晶層内を通過する前記入射光を拡散させる、
　請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記入射光は、青色または紫外域の単色光を主成分とする、
　請求項１または２記載の表示装置。
【請求項４】
　前記光変換部は、複数の領域を備えており、前記領域ごとに前記入射光の強度を変換制
御可能に構成されている、
　請求項１乃至３のいずれかに記載の表示装置。
【請求項５】
　前記光変換部は、主面から白色光が出射され、前記主面に対する側面から前記入射光を
入射する、
　請求項１乃至４のいずれかに記載の表示装置。
【請求項６】
　前記光源装置は、前記領域ごとに前記入射光の強度を制御して前記光を出射させる制御
部をさらに含む、
　請求項４または５記載の表示装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記照明領域ごとの前記照明光の強度が等しくなるように、前記入射光
の強度を制御する、
　請求項６記載の表示装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記入射面から近い程、前記入射光の強度を小さくするように前記入射
光の強度を制御する、
　請求項７記載の表示装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記領域のうち選択された領域のみから前記光を出射させる、
　請求項７または８記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記発光部は、前記入射光の発光強度が変更制御可能に構成されており、
　前記制御部は、前記発光強度を制御して、入射された前記入射光の強度を制御する、
　請求項７記載の表示装置。
【請求項１１】
　入射光を発光する発光部と、
　前記入射光を入射して前記入射光の強度を変換する光変換部と、
　前記強度が変換された光を白色光に変換する白色変換部と、
　を含む光源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及び光源装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　表示装置に含まれるエッジライト型の光源装置は、高コントラストの画像の表示、低消
費電力化等のために、導光板に導光させた白色光を用いて導光板から部分的に光を出射す
る、部分駆動を行うことができる。このような光源装置は、部分駆動時に発生する輝度む
ら、色むらの発生を低減するための技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２５２８３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、画質の低下が抑制された表示装置及び光源装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様は、入射光を発光する発光部と、前記入射光を入射して前記入射光の強
度を変換する光変換部と、前記強度が変換された光を白色光に変換する白色変換部と、を
含む光源装置、を備える表示装置である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１の実施の形態の表示装置の構成例を示す図である。
【図２】第２の実施の形態の表示装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図３】第２の実施の形態の画像表示パネルの構成例を示す図である。
【図４】第２の実施の形態の面状光源装置の構成例を示す側面図である。
【図５】第２の実施の形態の面状光源装置の構成例を示す平面図である。
【図６】第２の実施の形態の光変調素子の上部電極の構成例を示す平面図である。
【図７】第２の実施の形態の光変調素子の構成例を示す断面図である。
【図８】第２の実施の形態の表示装置に含まれる機能構成例を示す図である。
【図９】第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部の機能構成例を示す図である
。
【図１０】第２の実施の形態の表示装置で再現可能な再現ＨＳＶ色空間の概念図である。
【図１１】第２の実施の形態の表示装置に含まれる面状光源装置のブロック単位の要求輝
度値の一例を示す図である。
【図１２】第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部で実行される表示処理時の
面状光源装置の駆動パターン（均一）を示す図である。
【図１３】第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部で実行される表示処理時の
面状光源装置の駆動パターン（部分駆動）を示す図である。
【図１４】第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部で実行される信号処理のフ
ローチャートである。
【図１５】第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部で実行される画像解析処理
のフローチャートである。
【図１６】第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部で実行される出力信号生成
処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して実施の形態について説明する。
　なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更
について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである
。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等
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について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定す
るものではない。
【０００８】
　また、本明細書と各図面において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、
同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【０００９】
　［第１の実施の形態］
　第１の実施の形態の表示装置について、図１を用いて説明する。
　図１は、第１の実施の形態の表示装置の構成例を示す図である。
【００１０】
　表示装置２０は、発光部１と、光変換部２と、白色変換部３とを含む光源装置１０を備
える。
　発光部１は、入射光１ａを発光する。入射光１ａは、白色以外の、例えば、青色等の光
である。
【００１１】
　光変換部２は、入射光１ａを入射して入射光１ａの強度を変換した光２ａを出射する。
入射光１ａの強度は、入射光１ａの、例えば、輝度、明度等である。光変換部２は、例え
ば、高分子分散型液晶層を含んでおり、高分子分散型液晶層を用いて、高分子分散型液晶
層内を通過する入射光１ａを拡散させる。これにより、入射光１ａの強度を変換し、光２
ａを出射することができる。また、高分子分散型液晶層を含む光変換部２は、出射面が複
数の領域により構成されており、当該領域ごとに入射光１ａの強度を変換制御可能に構成
されているため、出射面から部分的に光２ａを出射することができる。
　白色変換部３は、光２ａを白色光３ａに変換する。
【００１２】
　ここで、発光部１で白色光を発光させて、光変換部２に当該白色光を入射する場合につ
いて説明する。例えば、光変換部２は、その主面が平面矩形状である。当該主面の側面に
発光部１から白色光が入射される。また入射された白色光は主面から出射される。光変換
部２は、入射された白色光の強度を変換して、全てまたは一部の領域から白色の光を出射
することができる（白色変換部３は不要）。しかし、光変換部２は、白色光が入射される
側面からの距離が遠くになるに連れて、出射する光に含まれる様々な波長の光の色度のず
れが発生してしまう。これは、光変換部２の内部構成材料には光に対する吸収・反射・散
乱・透過の波長依存性があるため、様々な波長の光を含む白色光は光変換部２内に広がり
にくくなり、光変換部２からの光に色度ずれが発生してしまうことが考えられる。
【００１３】
　そこで、表示装置２０の光源装置１０では、光変換部２に、発光部１から入射光１ａを
入射させる。既述のような内部構成材料の光学特性の波長依存性によって光２ａの色度が
ずれてしまうことを抑制するために、当該波長依存性の影響を受けにくい波長域で発光部
１から発光される入射光１ａの主波長及び半値幅を選択することができる。入射光１ａの
光スペクトルの半値幅は、色ずれ抑制という観点では狭い方が好ましいが、最終的に取り
出される白色光３ａの強度としては広い方が好ましく、アプリケーションによって適宜調
整できる。このような入射光１ａは、望ましくは青色、紫外域等の単色光が好ましい。実
質的に単色光に近い光源スペクトルであればよく、構成部材の光学的波長依存性の影響を
受けにくい波長域であればよく、複数のスペクトルを含むこともできる。このため、光変
換部２は、入射された入射光１ａの強度を変換した光２ａの色度ずれの発生を低減できる
。このようにして光変換部２から出射され、入射光１ａと同色である光２ａは、白色変換
部３により白色光３ａに変換されることにより、色度ずれの発生が低減された白色光３ａ
を光源として用いることができるようになる。このような白色光３ａをバックライト光と
する表示装置２０では画質の低下が低減されるようになる。
【００１４】
　［第２の実施の形態］
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　第２の実施の形態では、第１の実施の形態の表示装置をより具体的に説明する。
　まず、第２の実施の形態の表示装置のハードウェア構成例について図２を用いて説明す
る。
　図２は、第２の実施の形態の表示装置のハードウェア構成例を示す図である。
【００１５】
　表示装置１００は、図１に示した表示装置２０の一実施形態であって、制御ユニット１
００ａによって装置全体が制御されている。
　制御ユニット１００ａは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１００ａ１と、ＲＡＭ
（Random Access Memory）１００ａ２と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１００ａ３と、複
数の周辺機器とがバス１００ｆを介して相互に信号の出入力可能に接続されている。
【００１６】
　ＣＰＵ１００ａ１は、ＲＯＭ１００ａ３に格納されるＯＳ（Operating System）のプロ
グラムやアプリケーションプログラム、ＲＡＭ１００ａ２に展開される各種データに基づ
いて表示装置１００全体の制御を行う。処理実行時にはＲＡＭ１００ａ２に一時的に格納
されたＯＳのプログラムやアプリケーションプログラムによって動作するとしてもよい。
【００１７】
　ＲＡＭ１００ａ２は、制御ユニット１００ａの主記憶装置として使用される。ＲＡＭ１
００ａ２には、ＣＰＵ１００ａ１に実行させるＯＳのプログラムやアプリケーションプロ
グラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ１００ａ２には、ＣＰＵ１
００ａ１による処理に必要な各種データが格納される。
【００１８】
　ＲＯＭ１００ａ３は、読み出し専用の半導体記憶装置で、ＯＳのプログラムと、アプリ
ケーションプログラム、書き替えをしない固定データが格納される。また、ＲＯＭ１００
ａ３の代わり、あるいはＲＯＭ１００ａ３に加えて、二次記憶装置としてフラッシュメモ
リ等の半導体記憶装置を使用することもできる。
【００１９】
　バス１００ｆに接続されている周辺機器としては、表示用ドライバＩＣ（Integrated C
ircuit）１００ｂと、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）ドライバＩＣ１００ｃ、入出力イ
ンタフェース１００ｄ、通信インタフェース１００ｅがある。
【００２０】
　表示用ドライバＩＣ１００ｂには、画像表示パネル２００が接続されている。表示用ド
ライバＩＣ１００ｂは、画像表示パネル２００に出力信号を出力することによって画像表
示パネル２００に画像を表示する。表示用ドライバＩＣ１００ｂは、後述する画像表示パ
ネル駆動部の少なくとも一部の機能を実現することも可能である。
【００２１】
　ＬＥＤドライバＩＣ１００ｃには、面状光源装置３００（第１の実施の形態の光源装置
１０に対応）が接続されている。ＬＥＤドライバＩＣ１００ｃは、後述する光源制御信号
に応じて光源を駆動し、面状光源装置３００の輝度を制御する。ＬＥＤドライバＩＣ１０
０ｃは、後述する面状光源装置駆動部の少なくとも一部の機能を実現する。
【００２２】
　入出力インタフェース１００ｄには、利用者の指示を入力する入力装置が接続されてい
る。例えば、キーボードや、ポインティングデバイスとして使用されるマウス、タッチパ
ネル等の入力装置が接続される。入出力インタフェース１００ｄは、入力装置から送られ
てくる信号をＣＰＵ１００ａ１に送信する。
【００２３】
　通信インタフェース１００ｅは、ネットワーク１０００に接続されている。通信インタ
フェース１００ｅは、ネットワーク１０００を介して、他のコンピュータまたは通信機器
との間でデータの送受信を行う。
　以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現することがで
きる。
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【００２４】
　次に、画像表示パネル２００の構成例について、図３を用いて説明する。なお、以下で
は、一例として赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）、白色（Ｗ）の副画素を用いた場合
について説明するが、Ｒ、Ｇ、Ｂの副画素、カラーフィルタを用いないモノクロの表示パ
ネルにも適用することができる。
【００２５】
　図３は、第２の実施の形態の画像表示パネルの構成例を示す図である。
　画像表示パネル２００では、２次元の行列状に配列される画素２０１は、第１副画素２
０２Ｒと、第２副画素２０２Ｇと、第３副画素２０２Ｂと、第４副画素２０２Ｗとを有す
る。なお、第１副画素２０２Ｒは赤色、第２副画素２０２Ｇは緑色、第３副画素２０２Ｂ
は青色、第４副画素２０２Ｗは白色を表示する。第１副画素２０２Ｒと、第２の副画素２
０２Ｇと、第３副画素２０２Ｂとの色は、これに限定されず、補色等色が異なっていれば
よい。また、第４副画素２０２Ｗの色は、白色に限られず、例えば、黄色等でもよいが、
電力低減には白色が効果的である。なお、第４副画素２０２Ｗは、同じ光源点灯量で照射
された場合、第１副画素２０２Ｒと、第２副画素２０２Ｇと、第３副画素２０２Ｂとより
も明るいことが好ましい。以下において、第１副画素２０２Ｒと、第２副画素２０２Ｇと
、第３副画素２０２Ｂと、第４副画素２０２Ｗとをそれぞれ区別する必要がないときは、
副画素２０２と表記する。
【００２６】
　画像表示パネル２００は、より具体的には透過型のカラー液晶表示パネルであり、第１
副画素２０２Ｒ、第２副画素２０２Ｇ及び第３副画素２０２Ｂと、画像観察者との間には
、それぞれ赤色、緑色、青色を通過させるカラーフィルタが配置されている。また、第４
副画素２０２Ｗと画像観察者との間にはカラーフィルタが配置されていない。第４副画素
２０２Ｗには、カラーフィルタの代わりに透明な樹脂層が備えられていてもよい。このよ
うに透明な樹脂層を設けることで、第４副画素２０２Ｗにカラーフィルタを設けないこと
によって第４副画素２０２Ｗに大きな段差が生じることを抑制することができる。
【００２７】
　画像表示パネル駆動部４００を構成する信号出力回路４１０と走査回路４２０とは、そ
れぞれ信号線ＤＴＬ及び走査線ＳＣＬを介して画像表示パネル２００の第１副画素２０２
Ｒ、第２副画素２０２Ｇ、第３副画素２０２Ｂ、第４副画素２０２Ｗと電気的に接続され
ている。副画素２０２は、信号線ＤＴＬに接続されるとともに、スイッチング素子（例え
ば、薄膜トランジスタＴＦＴ：Thin Film Transistor）を介して走査線ＳＣＬに接続され
ている。画像表示パネル駆動部４００は、走査回路４２０によって副画素２０２を選択し
、信号出力回路４１０から順に映像信号を出力することによって、副画素２０２の動作（
光透過率）を制御する。
【００２８】
　次に、面状光源装置３００の構成例について、図４及び図５を用いて説明する。
　図４は、第２の実施の形態の面状光源装置の構成例を示す側面図であり、図５は、第２
の実施の形態の面状光源装置の構成例を示す平面図である。
【００２９】
　面状光源装置３００は、画像表示パネル２００の背面側に配置されて、画像表示パネル
２００の背面で発光する。面状光源装置３００は、図４及び図５に示されるように、導光
板３０１と、導光板３０１の少なくとも一側面を入射面Ｅとして、この入射面Ｅに対向す
る位置に複数の光源３０３を配列したサイドライト光源３０２とを備えている。また、面
状光源装置３００は、光変調素子３１０と、導光板３０１の上面に設けられた白色変換シ
ート３２０と、光変調素子３１０の下面に設けられた反射シート３３０と、導光板３０１
の上面に白色変換シート３２０を介して設けられた光学シート３４０とを備えている。
【００３０】
　導光板３０１は、その側面に配置したサイドライト光源３０２（光源３０３）からの光
を導光板３０１の上面に導くものである。導光板３０１は、面状光源装置３００の上面側
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に配置される画像表示パネル２００に対応した形状となっている。導光板３０１は、画像
表示パネル２００と面状光源装置３００との間に（白色変換シート３２０を介して）配置
される光学シート３４０（例えば、拡散板、拡散シート、レンズフィルム、偏光分離シー
ト等）を支持する支持体としても機能する。導光板３０１は、例えば、ポリカーボネート
樹脂（ＰＣ）やアクリル樹脂（ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ））等の透明熱可塑
性樹脂、ガラスを主に含んで構成されている。また、後述の光変調素子の基板として、こ
れら透明な基材を用いた場合には、導光板の機能も併用することができる。
【００３１】
　サイドライト光源３０２の各光源３０３は、入射光（例えば、青色の単色光）の発光ダ
イオード（ＬＥＤ）であり、個々に独立して電流またはＰＷＭ値（デューティ比等）が制
御可能に構成されている。光源３０３は（図５）、導光板３０１の一側面に沿って並んで
おり、光源３０３が並ぶ方向を光源配列方向ＬＹとしたとき、光源配列方向ＬＹに直交す
る入射方向ＬＸに向けて、入射面Ｅから導光板３０１へ光源３０３からの入射光が入射す
る。光源３０３は、発光ダイオードに限らず、半導体レーザーも用いることができる。
【００３２】
　光変調素子３１０は、導光板３０１により入射された入射光の輝度を制御して、出射面
から入射光と同色の光を画像表示パネル２００の背面側に出射する。光変調素子３１０の
詳細については後述する。
【００３３】
　白色変換シート３２０は、光変調素子３１０から出射されて導光板３０１を透過した光
を白色に変換して、変換した白色の光を画像表示パネル２００の背面に出射する。白色変
換シート３２０は、例えば、蛍光体シート、量子ドットシート等を用いることができる。
より具体的には、蛍光体としては、酸化物、窒化物、酸窒素酸化物、硫化物等の公知の材
料を使用できる。入射光として青色光を用いた場合、例えば、緑色と赤色、もしくは黄色
に変換することで白色に変換できる。緑色発光蛍光体はＥｕやＭｎを発光センターとして
用いることができる。（Ｂａ、Ｓｒ、Ｍｇ）2ＳｉＯ4：Ｅｕ、Ｍｎ、Ｓｒ3Ｓｉ13Ａｌ3Ｏ

2Ｎ21：Ｅｕ、Ｚｎ2ＳｉＯ4：Ｍｎ等を用いることができる。赤色発光蛍光体材料として
は、Ｅｕ等を発光センターとして、Ｓｒ2Ｓｉ7Ａｌ2ＯＮ13：Ｅｕ、Ｌａ2Ｏ2Ｓ：Ｅｕ、
黄色発光蛍光材料として、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｍｇ）2ＳｉＯ4：Ｅｕ,ＭｎやＹＡＧ系材料を
用いることができる。紫外光を用いた場合、さらに青色発光蛍光体材料を用いることがで
き、ＢａＡｌＭｎ：Ｅｕ（ＢＡＭ系）、Ｓｒ10（ＰＯ4）6Ｃｌ2：Ｅｕ、（Ｓｒ、Ｂａ、
Ｃａ）10（ＰＯ4）6Ｃｌ2：Ｅｕ等の公知の材料を用いることができる。ディスプレイに
応用する場合は、白色に変換することが望ましいが、用途に応じて白色以外、例えば、黄
色等に変換することも可能である。蛍光体シートとしては、プラスチックフィルムの上に
無機材料、樹脂バインダー、種々添加材等をコーティングしたものや、同じくプラスチッ
クフィルム上にスパッタ法、蒸着法等により直接成膜したものでもよい。第２の実施の形
態では、白色変換シート３２０からの光を変換して白色光を同じ方向に射出することが好
ましいので、後方散乱が少ない方が好ましい。後方散乱を少なくする（前方散乱を多くす
る）には、蛍光材料の粒子サイズを小さく、コーティング厚みを薄くするのが好ましい。
【００３４】
　反射シート３３０は、導光板３０１の背面（図４中下面）から光変調素子３１０を介し
て漏れ出てきた光を導光板３０１側に戻すものであり、例えば、反射、拡散、散乱等の機
能を有している。これにより、光源３０３からの入射光を効率的に利用することができ、
また、面状光源装置３００の出射面の輝度の向上に寄与する。反射シート３３０は、例え
ば、発泡ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）や銀蒸着フィルム、多層膜反射フィルム
、白色ＰＥＴ等を用いることができる。なお、図４では、導光体３０１と光変調素子３１
０とは空気層を介さず光学的に密着しているが、反射シート３３０、白色変換シート３２
０、光学シート３４０は空気層を介して積層したものであり、光学的には密着していない
。また、図４では、白色変換シート３２０は導光板３０１と光学シート３４０との間に挿
入した場合を例示しており、白色変換シート３２０を光学シート３４０の上層に配置する
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こともできる。また、白色変換効率を高めるために、白色変換シート３２０を複数枚使用
し、光変調素子３１０と反射シート３３０との間に挿入して使用することもできる。
【００３５】
　面状光源装置駆動部５００は、サイドライト光源３０２（光源３０３）及び光変調素子
３１０に信号が送信可能に接続されている。面状光源装置駆動部５００は、後述する光源
制御信号に基づいて光源３０３に供給する電流、ＰＷＭ値を調整することで、光源３０３
から発光される光量を制御し、面状光源装置３００の輝度（光の強度）を制御する。また
、面状光源装置駆動部５００は、同様に、光源制御信号に基づいて光変調素子３１０の後
述する上部電極及び下部電極に供給する電圧等を調整することで、入射した光の透過・散
乱を制御して、出射面から出射される光の輝度を制御する。
【００３６】
　このような面状光源装置３００に含まれる光変調素子３１０について、図６及び図７を
用いて説明する。以下では、電圧印加によって透明状態から散乱状態へと遷移するタイプ
（ここでは「ノーマリー透明」とする）を示したが、電圧印加によって散乱状態から透明
状態へと遷移するタイプ（ここでは「ノーマリー散乱」とする）でもよい。また、光変調
素子３１０としては、光源３０３から出射された光が面状内部から全体もしくは部分的に
入射させる機能があればよく、透過・散乱だけではなく、回折、屈折などの光学現象を利
用することができる。しかしながら、ディスプレイ用照明装置の応用を考えた場合では、
入射された光を遠くまで導光させ、効率よく光変調素子３１０から発光させるという観点
において、ノーマリー透明タイプの光変調素子が好ましい。
【００３７】
　図６は、第２の実施の形態の光変調素子の上部電極の構成例を示す平面図であり、図７
は、第２の実施の形態の光変調素子の構成例を示す断面図である。
　なお、図７（Ａ）は、図６の一点鎖線Ｙ－Ｙにおける断面図を示している。図７（Ｂ）
は、上部電極３１２及び下部電極３１８に電圧を印加していない場合の、図７（Ｃ）は、
上部電極３１２及び下部電極３１８に電圧を印加している場合の光変調層３１６のバルク
３１６ａ及び微粒子３１６ｂの配向状態（光軸Ａｘ１，Ａｘ２）を模式的に示している。
【００３８】
　光変調素子３１０は、図７に示されるように、透明基板３１１と、上部電極３１２と、
配向膜３１５と、光変調層３１６と、配向膜３１７と、下部電極３１８と、透明基板３１
９が順に配置されたものである。
【００３９】
　透明基板３１１，３１９は、光変調層３１６を支持するものであり、一般に、可視光に
対して透明な基板、例えば、ガラス板や、プラスチックフィルムによって構成されている
。
【００４０】
　上部電極３１２は、透明基板３１１に透明基板３１９と対向するように設けられたもの
であり、例えば、図６に示されるように、面内の一の方向に延在する帯状の形状に設けら
れる。このような上部電極３１２は、それぞれ配線３１３により電気的に接続されて、配
線３１３の端部の接続端子３１４に面状光源装置駆動部５００からの信号に応じた電圧が
印加される。また、下部電極３１８は、透明基板３１９に透明基板３１１と対向するよう
に設けられたものであり、面内の一の方向であって、上部電極３１２の延在方向と交差（
直交）する方向に延在する帯状の形状となっている。下部電極３１８も、図示を省略する
ものの、上部電極３１２と同様に、配線により電気的に接続されて、配線の端部の接続端
子に面状光源装置駆動部５００からの信号に応じた電圧が印加される。なお、上部電極３
１２及び下部電極３１８の形状は、駆動方式に依存するものである。例えば、これらが既
述の通り帯状の形状となっている場合には、例えば、各電極を単純マトリクス駆動するこ
とが可能である。
【００４１】
　上部電極３１２及び下部電極３１８のうち少なくとも上部電極３１２は透明な導電性材
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料、例えば、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ：Indium Tin Oxide）やインジウム亜鉛酸化
物（ＩＺＯ：Indium Zinc Oxide）からなる。一方、下部電極３１８については、透明な
材料でなくてもよく、例えば、金属によって構成されていてもよい。なお、下部電極３１
８が金属によって構成されている場合には、下部電極３１８は、反射シート３３０と同様
、導光板３０１の背面（下面）から光変調素子３１０に入射する光を反射する機能も兼ね
備えていることになる。この場合には、例えば、図４に示した、反射シート３３０をなく
すことも可能である。
【００４２】
　上部電極３１２及び下部電極３１８を光変調素子３１０の出射面の法線方向から見たと
きに、光変調素子３１０のうち上部電極３１２及び下部電極３１８が互いに対向している
箇所に対応する部分が光変調セル３１６ｃを構成する。各光変調セル３１６ｃは、上部電
極３１２及び下部電極３１８に所定の電圧を印加することにより別個独立に駆動すること
が可能なものであり、上部電極３１２及び下部電極３１８の間に印加される電圧値の大き
さに応じて、光源３０３からの入射光に対して透明性を示したり、散乱性を示したりする
。
【００４３】
　また、後述するように、面状光源装置３００の側面からの入射光の量は、入射された側
面側は多く、側面側から離れると減衰してしまうことがある。そこで、側面側から離れる
に従い、散乱強度が高くなるように調整することが好ましい。散乱強度の調整方法として
は、電極面積、非散乱部分面積、駆動条件等で調整することができる。調整する範囲は、
面状導光体全体だけでなく、電圧印加するブロック単位、面状光源ブロック単位等でも調
整できる。サイドライト光源３０２に近いところに配置される上部電極３１２の幅を狭く
（上部電極３１２の間隔を広く）、サイドライト光源３０２から離れたところに配置され
る上部電極３１２の幅を広く（上部電極３１２の間隔を狭く）することで、面状光源装置
３００の出射面からの出射光の不均一化を抑制できる。第２の実施の形態の面状光源装置
３００の上部電極３１２は、配置位置による幅が最適化されているものとする。また、非
散乱部分の面積とは、前述の電極の間隔だけでなく、光変調材料の替わりに透明材料を部
分的に配置して、側面側から離れるに従い、その配置面積が大きくなるようにする。
【００４４】
　配向膜３１５，３１７は、例えば、光変調層３１６に用いられる液晶やモノマーを配向
させるものである。配向膜の種類としては、例えば、垂直用配向膜及び水平用配向膜があ
る。
【００４５】
　光変調層３１６は、高分子分散型液晶層であって、バルク３１６ａと、バルク３１６ａ
内に分散された微粒子状の複数の微粒子３１６ｂとを含んだ複合層により構成されている
。微粒子とは液晶材料を主とした材料である。バルク３１６ａ及び微粒子３１６ｂは光学
異方性を有している。
【００４６】
　このような光変調層３１６に関して、まず、上部電極３１２及び下部電極３１８に電圧
を印加しない場合について図７を用いて説明する。
　なお、図７（Ｂ），（Ｃ）に記載の光軸Ａｘ１，Ａｘ２は、偏光方向によらず屈折率が
一つの値になるような光線の進行方向と平行な線であって、図７（Ｂ），（Ｃ）中のバル
ク３１６ａ及び微粒子３１６ｂにそれぞれ模式的に表している。
【００４７】
　この場合には、バルク３１６ａの光軸Ａｘ１及び微粒子３１６ｂの光軸Ａｘ２の向きが
互いに一致する（平行となる）構造となっている（図７（Ｂ））。また、光軸Ａｘ１及び
光軸Ａｘ２の向きは常に互いに一致している必要はなく、光軸Ａｘ１の向きと光軸Ａｘ２
の向きとが、例えば、製造誤差等によって多少ずれていてもよい。
【００４８】
　また、微粒子３１６ｂの光軸Ａｘ２は透明基板３１１，３１９の表面と直交している。
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一方、バルク３１６ａは、図７（Ｂ），（Ｃ）に示されるように、上部電極３１２及び下
部電極３１８間に対する電圧印加の有無に関わらず、バルク３１６ａの光軸Ａｘ１は透明
基板３１１，３１９の表面と直交するような構造となる。なお、光軸Ａｘ２は常に透明基
板３１１，３１９の表面と直交している必要はなく、例えば、製造誤差等によって透明基
板３１１，３１９の表面と９０度以外の角度で交差していてもよい。また、光軸Ａｘ１が
常に透明基板３１１，３１９の表面と直交している必要はなく、例えば、製造誤差等によ
って透明基板３１１，３１９の表面と９０度以外の角度で交差していてもよい。
【００４９】
　ここで、バルク３１６ａ及び微粒子３１６ｂの常光屈折率は互いに等しく、かつ、バル
ク３１６ａ及び微粒子３１６ｂの異常光屈折率が互いに等しいことが好ましい。この場合
に、例えば、上部電極３１２及び下部電極３１８間に電圧が印加されていない時には、図
７（Ｂ）に示されるように、あらゆる方向において屈折率差がほとんどなく、高い透明性
が得られる。これにより、例えば、正面（図７中上部）方向に向かう光Ｌ１及び斜め（図
７中斜め上）方向に向かう光Ｌ２や光Ｌ３は、光変調層３１６内で散乱されることなく、
光変調層３１６を透過する。このため、光源３０３からの入射光（斜め方向からの光）は
、透明基板３１９または導光板３０１（光学シート３４０）と空気との界面において全反
射されて、光変調素子３１０から画像表示パネル２００側に出射されない。この結果、上
部電極３１２及び下部電極３１８の間に電圧が印加されていない箇所の輝度は、後述する
上部電極３１２及び下部電極３１８の間に電圧が印加されている箇所と比較して低下する
。
【００５０】
　次いで、光変調層３１６に関して、（出射面の任意の箇所に対応する）上部電極３１２
及び下部電極３１８に電圧を印加する場合について説明する。
　この場合には、微粒子３１６ｂが上部電極３１２及び下部電極３１８の間の電場により
、光軸Ａｘ２が傾斜するため、バルク３１６ａの光軸Ａｘ１及び微粒子３１６ｂの光軸Ａ
ｘ２の向きが互いに異なる（交差する）構造となる（図７（Ｃ））。また、微粒子３１６
ｂは、例えば、上部電極３１２及び下部電極３１８間に電圧が印加されている時に、微粒
子３１６ｂの光軸Ａｘ２が透明基板３１１，３１９の表面と９０度以外の角度で交差する
か、または、平行となるような構造となる。したがって、上部電極３１２及び下部電極３
１８の間に電圧が印加されている時には、光変調層３１６では、あらゆる方向において屈
折率差が大きくなり、高い散乱性が得られる。これにより、例えば、図７（Ｃ）に示され
るように、正面方向に向かう光Ｌ１及び斜め方向に向かう光Ｌ２や光Ｌ３は、光変調層３
１６内で散乱される。その結果、光源３０３からの入射光（斜め方向からの光）は、透明
基板３１９または導光板３０１（光学シート３４０）と空気との界面を透過すると共に、
反射シート３３０側に透過した光は反射シート３３０で反射され、光変調素子３１０を透
過して、画像表示パネル２００側に出射される。このため、上部電極３１２及び下部電極
３１８の間に電圧が印加されている箇所から光が取り出されるために、当該箇所の輝度は
、上部電極３１２及び下部電極３１８の間に電圧が印加されていない箇所と比較して、極
めて高くなる。
【００５１】
　このようにして光変調素子３１０は、上部電極３１２及び下部電極３１８に印加する電
圧に応じて、光変調素子３１０の電圧が印加された箇所で光が散乱するようになり、光変
調素子３１０の出射面の任意の領域から光を出射することができる。また、光変調素子３
１０は、印加される電圧の大きさ、電圧が印加される時間の長さ（デューティ比）等に伴
って光を散乱する散乱度合も変化するため、散乱される光の強度も変化するようになる。
【００５２】
　なお、バルク３１６ａ及び微粒子３１６ｂの常光屈折率は、例えば、製造誤差等により
多少ずれていてもよく、例えば、０．１以下であることが好ましく、０．０５以下である
ことがより好ましい。また、バルク３１６ａ及び微粒子３１６ｂの異常光屈折率も、例え
ば、製造誤差等によって多少ずれていてもよく、例えば、０．１以下であることが好まし
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く、０．０５以下であることがより好ましい。
【００５３】
　また、バルク３１６ａの屈折率差（Δｎ0＝異常光屈折率ｎ0－常光屈折率ｎ1）、微粒
子３１６ｂの屈折率差（Δｎ1＝異常光屈折率ｎ2－常光屈折率ｎ3）は、できるだけ大き
いことが好ましく、０．０５以上であることが好ましく、０．１以上であることがより好
ましく、０．１５以上であることがさらに好ましい。バルク３１６ａ及び微粒子３１６ｂ
の屈折率差が大きい場合には、光変調層３１６の散乱能が高くなり、導光条件を容易に破
壊することができ、光変調素子３１０から光を取り出しやすくなる。
【００５４】
　このような光変調層３１６に含まれるバルク３１６ａは、例えば、電場に対して応答し
ない筋状構造もしくは多孔質構造となっているか、または、微粒子３１６ｂの応答速度よ
りも遅い応答速度を有する棒状構造となっている。バルク３１６ａは、例えば、微粒子３
１６ｂの配向方向または配向膜３１５，３１７の配向方向に沿って配向した、配向性及び
重合性を有する材料（例えばモノマー）を熱及び光の少なくとも一方によって重合させる
ことにより形成されている。一方、微粒子３１６ｂは、例えば、液晶材料を主に含んで構
成されており、バルク３１６ａの応答速度よりも十分に早い応答速度を有している。
【００５５】
　配向性及び重合性を有するモノマーとしては、光学的に異方性を有しており、かつ液晶
と複合する材料であればよく、特に、紫外線で硬化する低分子モノマーであることが好ま
しい。電圧無印加の状態で、液晶と、低分子モノマーを重合化した後のもの（高分子材料
）との光学的異方性の方向が一致していることが好ましいので、紫外線硬化前において、
液晶と低分子モノマーが同一方向に配向していることが好ましい。微粒子３１６ｂとして
液晶が用いられる場合に、その液晶が棒状分子であるときには、使用するモノマー材料の
形状も棒状であることが好ましい。以上のことから、モノマー材料としては重合性と液晶
性を併せ持つ材料を用いることが好ましく、例えば、重合性官能基として、アクリロイル
オキシ基と、メタクリロイルオキシ基と、ビニルエーテル基と、エポキシ基とからなる群
から選ばれた少なくとも１つの官能基を有することが好ましい。これらの官能基は、紫外
線、赤外線または電子線を照射したり、加熱したりすることによって重合させることがで
きる。紫外線照射時の配向度低下を抑制するために、多官能基をもつ液晶性材料を添加す
ることもできる。また、配向膜３１５を用いない場合は、磁場や電場等の外場によってこ
れら材料を配向させた状態を一時的に作りだし、紫外線や熱等によってモノマーを硬化さ
せることで、配向状態を作りだすこともできる。
【００５６】
　次に、このような構成を含む表示装置１００が備える機能構成例について、図８を用い
て説明する。
　図８は、第２の実施の形態の表示装置に含まれる機能構成例を示す図である。
【００５７】
　表示装置１００は、画像出力部１１０と、信号処理部１２０と、画像表示パネル２００
と、面状光源装置３００と、画像表示パネル駆動部４００と、面状光源装置駆動部５００
とを有する。
【００５８】
　画像出力部１１０は、入力信号ＳＲＧＢを信号処理部１２０に出力する。入力信号ＳＲ
ＧＢには、第１原色に対する入力信号値ｘ１(p,q)、第２原色に対する入力信号値ｘ２(p,

q)、第３原色に対する入力信号値ｘ３(p,q)が含まれる。第２の実施の形態では、第１原
色は赤色、第２原色は緑色、第３原色は青色とする。
【００５９】
　信号処理部１２０は、画像表示パネル２００を駆動する画像表示パネル駆動部４００と
、面状光源装置３００を駆動する面状光源装置駆動部５００とに接続する。そして、面状
光源装置３００の輝度をブロック単位に分割駆動する。また、面状光源装置３００の画素
ごとの輝度情報を算出して出力信号ＳＲＧＢＷに反映し、画像表示を制御する。出力信号
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ＳＲＧＢＷには、第１副画素の出力信号値Ｘ１(p,q)、第２副画素の出力信号値Ｘ２(p,q)

、第３副画素の出力信号値Ｘ３(p,q)に加え、第４の色を表示する第４副画素の出力信号
値Ｘ４(p,q)が含まれる。第２の実施の形態では、第４の色は白色であるとする。
【００６０】
　画像表示パネル２００は、画素２０１がＰ×Ｑ個、２次元の行列状に配列されている。
　画像表示パネル駆動部４００は、信号出力回路４１０と、走査回路４２０とを備え、画
像表示パネル２００を駆動する。
　面状光源装置３００は、画像表示パネル２００の背面に配置され、画像表示パネル２０
０に向けて光を出射する。
【００６１】
　面状光源装置駆動部５００は、光源駆動回路５１０と、光変調駆動回路５２０とを備え
る。信号処理部１２０から出力される光源制御信号ＳＢＬに基づいて、光源駆動回路５１
０は面状光源装置３００のサイドライト光源３０２から入射された入射光を、光変調駆動
回路５２０は上部電極３１２及び下部電極３１８に印加する電圧（または、デューティ比
、周波数）の大きさをそれぞれ制御して、面状光源装置３００（光変調素子３１０）の出
射面における輝度（光の強度）を制御する。
【００６２】
　なお、信号処理部１２０の処理動作は、図２に示した、表示用ドライバＩＣ１００ｂ及
びＬＥＤドライバＩＣ１００ｃ、またはＣＰＵ１００ａ１によって実現される。
【００６３】
　表示用ドライバＩＣ１００ｂで実現する場合には、ＣＰＵ１００ａ１を介して入力信号
ＳＲＧＢが表示用ドライバＩＣ１００ｂ及びＬＥＤドライバＩＣ１００ｃに入力される。
表示用ドライバＩＣ１００ｂは、出力信号ＳＲＧＢＷを生成し、画像表示パネル２００を
制御する。また、光源制御信号ＳＢＬを生成し、バス１００ｆを介してＬＥＤドライバＩ
Ｃ１００ｃに出力する。
【００６４】
　ＣＰＵ１００ａ１によって実現する場合には、表示用ドライバＩＣ１００ｂには、ＣＰ
Ｕ１００ａ１から出力信号ＳＲＧＢＷが入力される。また、光源制御信号ＳＢＬもＣＰＵ
１００ａ１によって生成され、バス１００ｆを介してＬＥＤドライバＩＣ１００ｃに出力
される。
【００６５】
　次に、表示装置１００の信号処理部１２０がさらに備える機能構成例について、図９を
用いて説明する。
　図９は、第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部の機能構成例を示す図であ
る。
【００６６】
　信号処理部１２０は、タイミング生成部１２１と、画像処理部１２２と、画像解析部１
２３と、光源データ記憶部１２４と、駆動パターン決定部１２５と、輝度情報演算部１２
６とを有する。信号処理部１２０には、画像出力部１１０から入力信号ＳＲＧＢが入力さ
れる。入力信号ＳＲＧＢは、画像表示パネル２００のそれぞれの画素２０１に対して、そ
の位置で表示する画像の色情報を含んでいる。
【００６７】
　タイミング生成部１２１は、１画像表示フレームごとに画像表示パネル駆動部４００と
、面状光源装置駆動部５００との動作タイミングを同期させるための同期信号ＳＴＭを生
成する。生成した同期信号ＳＴＭは、画像表示パネル駆動部４００と面状光源装置駆動部
５００とへ出力する。
【００６８】
　画像処理部１２２は、入力信号ＳＲＧＢと、輝度情報演算部１２６から入力する画素ご
との面状光源装置駆動部５００の輝度情報とに基づいて、出力信号ＳＲＧＢＷを生成する
。
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【００６９】
　画像解析部１２３は、画像表示パネル２００の表示面を分割したブロックごとに、ブロ
ックに必要な面状光源装置３００の要求輝度値を入力信号ＳＲＧＢに基づいて算出する。
画素２０１は、第４副画素２０２Ｗを備えることによって画素２０１の輝度を調整（変換
）することができる。なお、画素２０１の輝度を変換する変換係数は、入力信号ＳＲＧＢ
に応じて決定される。面状光源装置３００の分割駆動制御では、画素２０１の輝度を変換
し、画素２０１の輝度が向上した分、面状光源装置３００の輝度を削減する。すなわち、
画素２０１の輝度を変換する変換係数と、面状光源装置３００の輝度を変換する変換係数
とには対応関係がある。画像解析部１２３では、ブロックごとに、対応する入力信号ＳＲ
ＧＢを解析し、面状光源装置３００の輝度をブロック単位で変換するブロック対応変換係
数を算出し、ブロックの要求輝度値を決定する。例えば、ブロックの入力信号ＳＲＧＢの
彩度及び明度の少なくとも一方に基づいてブロック対応変換係数を算出する。なお、要求
輝度値の具体例については後述する。
【００７０】
　光源データ記憶部１２４は、光源３０３の輝度分布情報を記憶する。複数の光源３０３
は、それぞれ輝度分布が異なるので、それぞれの光源３０３について、光源３０３を所定
の点灯量で点灯したときに検出される面状光源装置３００全面の輝度値を輝度分布情報と
して記憶する。輝度分布情報は、画像表示パネル２００の表示面（または面状光源装置３
００の出射面）をｍ×ｎ（ｍ、ｎは、１≦ｍ≦Ｐ、１≦ｎ≦Ｑを満たす任意の整数）の領
域に分割し、分割領域ごとに検出される面状光源装置３００の輝度値を記憶するものであ
る。分割領域の数は、画素数を最大として任意に設定される。分割領域が１画素に対応す
る場合には、輝度分布情報には画素単位の輝度値が記憶される。分割領域が複数の画素に
対応する場合には、分割領域内の所定の位置にある画素を代表画素とし、代表画素におけ
る面状光源装置３００の輝度値が記憶される。光源データ記憶部１２４には、光源３０３
ごとに、ｍ×ｎ個の分割領域の輝度値をテーブル形式で設定した輝度分布情報（光源別ル
ックアップテーブル）が記憶される。光源別ルックアップテーブルは、表示装置１００に
固有の情報であるので、事前に作成し、光源データ記憶部１２４に記憶しておく。
【００７１】
　駆動パターン決定部１２５は、画像解析部１２３によって算出された各ブロックの要求
輝度値と、光源データ記憶部１２４に記憶される光源別ルックアップテーブルに基づき、
サイドライト光源３０２の点灯パターンを決定する。点灯パターンは、演算により求めて
もよい。さらに、駆動パターン決定部２１５は、画像解析部１２３によって算出された各
ブロックの要求輝度値と、サイドライト光源３０２の点灯パターンとに基づき、光変調素
子３１０の上部電極３１２及び下部電極３１８に印加する電圧の印加パターンを決定する
。印加パターンは、決定された点灯パターンに基づきサイドライト光源３０２から入光さ
れた光に応じて面状光源装置３００から出射される光が、算出された要求輝度値となるよ
うに、算出されて決定される。なお、このような光源３０３に対する点灯パターンと、光
変調素子３１０の上部電極３１２及び下部電極３１８に対する印加パターンとを含む駆動
パターンの一例については後述する。
【００７２】
　輝度情報演算部１２６は、点灯パターンと、光源データ記憶部１２４に記憶される光源
別ルックアップテーブルとを用いて、点灯パターンよって駆動された面状光源装置３００
の輝度情報を画素ごとに演算する。まず、点灯パターンでサイドライト光源３０２を点灯
し、印加パターンで光変調素子３１０を駆動したときの光源別の駆動時輝度分布情報を、
光源別ルックアップテーブルを用いて算出する。光源別ルックアップテーブルから画素単
位の情報が得られないときは、補間演算を行って光源別の駆動時輝度分布情報を算出する
。そして、光源別の駆動時輝度分布情報を合成し、サイドライト光源３０２の駆動時輝度
分布情報を求め、画像処理部１２２に出力する。算出したサイドライト光源３０２の駆動
時輝度分布情報には、面状光源装置３００の輝度値が画素単位に設定されている。
【００７３】
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　輝度情報演算部１２６から駆動時輝度分布情報を取得した画像処理部１２２の処理につ
いて説明する。画像処理部１２２では、駆動時輝度分布情報から、画素ごとの面状光源装
置３００の輝度値を取得する。上記のように面状光源装置３００の輝度は、輝度を削減（
変換）する変換係数によって算出される。また、この輝度を削減する変換係数と、画素の
輝度を向上（変換）する変換係数とが所定の対応関係を満たすとき、適切な輝度で表示が
行われる。画像処理部１２２では、画素ごとの輝度値から面状光源装置３００の輝度を削
減する第１の画素対応変換係数を算出する。そして、第１の画素対応変換係数に対応する
画素の輝度を向上する第２の画素対応変換係数を算出し、第２の画素対応変換係数を用い
て出力信号ＳＲＧＢＷを生成する。
【００７４】
　次に、画素の輝度を向上する変換係数、または面状光源装置３００の輝度を削減する変
換係数の一態様として、伸張係数αを変換係数に用いた場合について、図１０を用いて説
明する。
　図１０は、第２の実施の形態の表示装置で再現可能な再現ＨＳＶ色空間の概念図である
。
【００７５】
　表示装置１００では、画素２０１に第４の色（白色）を出力する第４副画素２０２Ｗを
備えることによって、表示装置１００で再現可能な再現ＨＳＶ色空間における明度のダイ
ナミックレンジを広げることができる。なお、Ｈは色相（Hue）、Ｓは彩度（Saturation
）、Ｖは明度（Value）を表している。
【００７６】
　第４の色を加えた再現ＨＳＶ色空間は、図１０に示されるように、第１副画素２０２Ｒ
と、第２副画素２０２Ｇと、第３副画素２０２Ｂとが表示することのできる円柱形状のＨ
ＳＶ色空間に、彩度Ｓが高くなるほど明度Ｖの最大値が低くなる略台形形状となる立体が
載っている形状となる。信号処理部１２０には、第４の色を加えることで拡大された再現
ＨＳＶ色空間における彩度Ｓを変数とした明度Ｖの最大値Ｖｍａｘ（Ｓ）が記憶されてい
る。つまり、信号処理部１２０は、図１０に示した再現ＨＳＶ色空間の立体形状について
、彩度Ｓと色相Ｈとの座標（値）ごとに明度Ｖの最大値Ｖｍａｘ（Ｓ）の値を記憶してい
る。
【００７７】
　なお、入力信号ＳＲＧＢは、第１原色と、第２原色と、第３原色とに対応する入力信号
値を有する信号であるため、入力信号ＳＲＧＢのＨＳＶ色空間は、円柱形状、すなわち、
図１０に示した再現ＨＳＶ色空間の円柱形状部分と同じ形状となる。したがって、出力信
号ＳＲＧＢＷは、再現ＨＳＶ色空間に対し、入力信号ＳＲＧＢを伸張した伸張画像信号と
して算出することができる。この伸張画像信号は、再現ＨＳＶ色空間における明度レベル
を比較することで決定される伸張係数αによって伸張する。伸張係数αによって入力信号
ＳＲＧＢの信号レベルを伸張することで、第４副画素２０２Ｗの値を大きくとることがで
き、画像全体の輝度を向上することができる。このとき、伸張係数αで画像全体の輝度が
向上した分、面状光源装置３００の輝度を１／αに下げることで、入力信号ＳＲＧＢと全
く同じ輝度で表示することが可能となる。
【００７８】
　次に、入力信号ＳＲＧＢの伸張について説明する。
　信号処理部１２０では、χを表示装置１００に依存した定数としたとき、第（ｐ，ｑ）
番目の画素（または第１副画素２０２Ｒと、第２副画素２０２Ｇと、第３副画素２０２Ｂ
との組）への第１副画素２０２Ｒの出力信号であるＸ１(p,q)、第２副画素２０２Ｇの出
力信号であるＸ２(p,q)、第３副画素２０２Ｂの出力信号であるＸ３(p,q)は、伸張係数α
と定数χを用いて、次のように表現することができる。χについては後述する。
【００７９】
　Ｘ１(p,q)＝α・ｘ１(p,q)－χ・Ｘ４(p,q)　　　　　　　　　　　　・・・（１）
　Ｘ２(p,q)＝α・ｘ２(p,q)－χ・Ｘ４(p,q)　　　　　　　　　　　　・・・（２）



(15) JP 2016-57338 A 2016.4.21

10

20

30

40

50

　Ｘ３(p,q)＝α・ｘ３(p,q)－χ・Ｘ４(p,q)　　　　　　　　　　　　・・・（３）
【００８０】
　また、出力信号値Ｘ４(p,q)は、Ｍｉｎ(p,q)と伸張係数αとの積に基づき求めることが
できる。Ｍｉｎ(p,q)は、第１副画素２０２Ｒの入力信号値ｘ１(p,q)、第２副画素２０２
Ｇの入力信号値ｘ２(p,q)、第３副画素２０２Ｂの入力信号値ｘ３(p,q)のうちの最小値で
ある。具体的には、下記の式（４）に基づいて、出力信号値Ｘ４(p,q)を求めることがで
きる。
【００８１】
　Ｘ４(p,q)＝Ｍｉｎ(p,q)・α／χ　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（４）
　なお、式（４）では、Ｍｉｎ(p,q)と伸張係数αとの積をχで除しているが、これに限
定するものではない。また、伸張係数αは、１画像表示フレームごとに決定される。
【００８２】
　以下、これらの点について説明する。
　一般に、第（ｐ，ｑ）番目の画素において、第１副画素２０２Ｒの入力信号値ｘ１(p,q

)、第２副画素２０２Ｇの入力信号値ｘ２(p,q)、第３副画素２０２Ｂの入力信号値ｘ３(p

,q)を含む入力信号ＳＲＧＢに基づき、円柱のＨＳＶ色空間における彩度Ｓ(p,q)と明度Ｖ
（Ｓ）(p,q)とは、次の式（５）、（６）から求めることができる。
【００８３】
　Ｓ(p,q)＝（Ｍａｘ(p,q)－Ｍｉｎ(p,q)）／Ｍａｘ(p,q)　　　　　　・・・（５）
　Ｖ（Ｓ）(p,q)＝Ｍａｘ(p,q)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（６）
　なお、Ｍａｘ(p,q)は、第１副画素２０２Ｒの入力信号値ｘ１(p,q)、第２副画素２０２
Ｇの入力信号値ｘ２(p,q)、第３副画素２０２Ｂの入力信号値ｘ３(p,q)のうちの最大値で
ある。Ｍｉｎ(p,q)は、上記のように、３つの副画素の入力値のうちの最小値である。ま
た、彩度Ｓは０から１までの値をとることができ、明度Ｖ（Ｓ）は０から（２n－１）ま
での値をとることができる。ｎは、表示階調ビット数である。
【００８４】
　ここで、白色を表示する第４副画素２０２Ｗには、カラーフィルタが配置されていない
。第４の色を表示する第４副画素２０２Ｗは、同じ光源点灯量で照射された場合、第１原
色を表示する第１副画素２０２Ｒ、第２原色を表示する第２副画素２０２Ｇ、第３原色を
表示する第３副画素２０２Ｂよりも明るい。第１副画素２０２Ｒに第１副画素２０２Ｒの
出力信号の最大信号値に相当する値を有する信号が入力され、第２副画素２０２Ｇに第２
副画素２０２Ｇの出力信号の最大信号値に相当する値を有する信号が入力され、第３副画
素２０２Ｂに第３副画素２０２Ｂの出力信号の最大信号値に相当する値を有する信号が入
力されたときの画素２０１または画素２０１の群が備える第１副画素２０２Ｒ、第２副画
素２０２Ｇ、第３副画素２０２Ｂの集合体の輝度をＢＮ1-3とする。また、画素２０１ま
たは画素２０１の群が備える第４副画素２０２Ｗの出力信号の最大信号値に相当する値を
有する信号が入力されたときの第４副画素２０２Ｗの輝度をＢＮ4としたときを想定する
。すなわち、第１副画素２０２Ｒ、第２副画素２０２Ｇ、第３副画素２０２Ｂの集合体に
よって最大輝度の白色が表示され、この白色の輝度がＢＮ1-3で表される。すると、表示
装置１００に依存した定数χは、χ＝ＢＮ4／ＢＮ1-3で表される。
【００８５】
　ところで、出力信号値Ｘ４(p,q)が、上記の式（４）で与えられる場合、再現ＨＳＶ色
空間における彩度Ｓを変数とした明度の最大値Ｖｍａｘ（Ｓ）は、次の式（７）、（８）
で表すことができる。
【００８６】
　Ｓ≦Ｓ0の場合、
　Ｖｍａｘ（Ｓ）＝（χ＋１）・（２n－１）　　　　　　　　　　　　　・・・（７）
　Ｓ0＜Ｓ≦１の場合、
　Ｖｍａｘ（Ｓ）＝（２n－１）・（１／Ｓ）　　　　　　　　　　　　　・・・（８）
ここで、Ｓ0＝１／（χ＋１）である。
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【００８７】
　このようにして得られた、第４の色を加えることによって再現ＨＳＶ色空間における彩
度Ｓを変数とした明度Ｖの最大値Ｖｍａｘ（Ｓ）が、例えば、信号処理部１２０に一種の
ルックアップテーブルとして記憶されている。あるいは、再現ＨＳＶ色空間における彩度
Ｓを変数とした明度Ｖの最大値Ｖｍａｘ（Ｓ）は、都度、信号処理部１２０において求め
られる。
【００８８】
　伸張係数αは、ＨＳＶ色空間における明度Ｖ（Ｓ）を再現ＨＳＶ色空間に伸張する係数
であり、次の式（９）で表すことができる。
　α（Ｓ）＝Ｖｍａｘ（Ｓ）／Ｖ（Ｓ）　　　　　　　　　　　　　　　・・・（９）
【００８９】
　伸張演算では、例えば、複数の画素２０１において求められたα（Ｓ）に基づき、伸張
係数αを決定する。
【００９０】
　次に、信号処理部１２０における伸張係数αを用いた信号処理について説明する。なお
、以下の処理は、（第１副画素２０２Ｒ＋第４副画素２０２Ｗ）によって表示される第１
原色の輝度、（第２副画素２０２Ｇ＋第４副画素２０２Ｗ）によって表示される第２原色
の輝度、（第３副画素２０２Ｂ＋第４副画素２０２Ｗ）によって表示される第３原色の輝
度の比を保つように行われる。しかも、色調を保持（維持）するように行われる。さらに
は、階調－輝度特性（ガンマ（γ）特性）を保持（維持）するように行われる。また、い
ずれかの画素２０１または画素２０１の群において、入力信号値のすべてが０である場合
、または小さい場合には、このような画素２０１または画素２０１の群を含めることなく
伸張係数αを算出するとしてもよい。
【００９１】
　画像解析部１２３における処理について説明する。画像解析部１２３では、ブロックご
とに、ブロックに含まれる複数の画素２０１の入力信号ＳＲＧＢに基づき、これらの複数
の画素２０１における彩度Ｓ及び明度Ｖ（Ｓ）を求める。具体的には、第（ｐ，ｑ）番目
の画素における入力信号値ｘ１(p,q)、入力信号値ｘ２(p,q)、入力信号値ｘ３(p,q)を用
いて、式（５）、（６）からＳ(p,q)、Ｖ（Ｓ）(p,q)を求める。この処理をブロック内の
すべての画素に対して行う。これにより、（Ｓ(p,q)，Ｖ（Ｓ）(p,q)）の組が、ブロック
の画素数分得られる。次いで、画像解析部１２３は、ブロック内の画素において求められ
たα（Ｓ）の値のうち、少なくとも１つの値に基づいて伸張係数αを求める。例えば、ブ
ロック内の画素について求められたα（Ｓ）のうち、最も小さい値をブロックの伸張係数
αとする。こうしてブロックの伸張係数αが算出される。
【００９２】
　この手順をブロックごとに繰り返し、すべてのブロックの伸張係数αを算出する。ブロ
ックで必要とされる輝度は、伸張係数αの逆数である１／αによって算出することができ
る。１／αは、ブロック対応変換係数の一例である。
【００９３】
　次に、信号処理部１２０（画像解析部１２３）が、入力信号ＳＲＧＢを解析し、伸張係
数αを用いて面状光源装置３００の輝度をブロック単位で変換するブロック対応変換係数
を算出し、決定するブロックの要求輝度値の具体例について図１１を用いて説明する。
　図１１は、第２の実施の形態の表示装置に含まれる面状光源装置のブロック単位の要求
輝度値の一例を示す図である。
【００９４】
　なお、図１１（Ａ）は、面状光源装置３００の出射面の各ブロックに任意の要求輝度値
が、図１１（Ｂ）は、面状光源装置３００の出射面の各ブロックに均一の要求輝度値が、
図１１（Ｃ）は、面状光源装置３００の出射面の各ブロックの一部に要求輝度値が、それ
ぞれ対応付けられた場合をそれぞれ示している。
【００９５】
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　要求輝度値情報１２４ａは、面状光源装置３００の出射面を、例えば、６×６の３６ブ
ロックに分割したときの各ブロックの要求輝度値に関する情報が設定される（Ｎ＝１側に
サイドライト光源３０２が配置され、サイドライト光源３０２はＮ＝１からＮ＝６に向け
て発光するものとする）。要求輝度値に関する情報は、例えば、ブロックごとに算出され
た伸張係数α、または１／αであってもよいし、輝度値に換算した値であってもよい。
【００９６】
　面状光源装置３００の出射面全面から均一に発光させる際には、図１１（Ｂ）に示され
るように、各ブロックに対して要求輝度値が均一に設定される。
　また、面状光源装置３００の出射面の一部から発光させる際には、図１１（Ｃ）に示さ
れるように、発光させたいブロックのみに要求輝度値が設定されて、発光しないブロック
には要求輝度値として０が設定される。
　なお、上記の通り、図１１に示す要求輝度値は一例であり、また分割するブロック数も
上記の数に限定されず、任意に選ぶことが可能である。
【００９７】
　次に、駆動パターン決定部１２５で決定される駆動パターン（点灯パターン及び印加パ
ターン）の一例について説明する。
　まず、面状光源装置３００（光変調素子３１０）の出射面から均一に発光させる場合（
図１１（Ｂ）に対応）の２種の駆動パターンについて図１２を用いて説明する。
【００９８】
　図１２は、第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部で実行される表示処理時
の面状光源装置の駆動パターン（均一）を示す図である。
　なお、図１２（Ａ）は、光源３０３の発光出力を時間の経過と共に変化させない場合を
、図１２（Ｂ）は、光源３０３の発光出力を時間の経過と共に変化させる場合をそれぞれ
示している。図１２（Ａ－１），（Ｂ－１）は、一例として、出射面の横一列を１領域と
して６つの領域（１）～（６）に区分けした面状光源装置３００（光変調素子３１０）を
模式的に示している。領域（１）は、図１１のＮ＝１（Ｍ＝１～６）の各ブロックにより
構成される。領域（２）～（６）も同様に、図１１のＮ＝２～６（Ｍ＝１～６）に対応す
る。また、図１２（Ａ－２），（Ｂ－２）では、下側のパーセンテージは、１画像表示フ
レーム（例えば、６０Ｈｚ）における、サイドライト光源３０２（光源３０３）の発光出
力（点灯パターン）の経時変化を示している。上側のパーセンテージは、１画像表示フレ
ーム（例えば、６０Ｈｚ）における、光変調素子３１０の領域（１）～（６）に対応する
上部電極３１２及び下部電極３１８への電圧のデューティ比（印加パターン）を示してい
る。
【００９９】
　面状光源装置３００の側面に対して光源３０３から入射光（例えば青色）を単に入射す
ると、入射光の量は、入射された側面側は多く、側面側から離れると減衰してしまい、面
状光源装置３００の出射面から均一に発光されない場合がある。
【０１００】
　そこで、まず、駆動パターン決定部１２５は、画像解析部１２３によって算出された領
域（１）～（６）の要求輝度値（３．０（図１１（Ｂ）））と、光源データ記憶部１２４
に記憶される光源別ルックアップテーブルとに基づき、例えば、図１２（Ａ）に示すよう
に、サイドライト光源３０２（全ての光源３０３）の発光出力が、時間の経過に関わらず
、一定（１００％）となるような点灯パターンを決定する。
【０１０１】
　さらに、駆動パターン決定部１２５は、決定した点灯パターンに基づいて全ての光源３
０３から光を出力させた際に、領域（１）～（６）が、算出された要求輝度値となるよう
に、光変調素子３１０の領域（１）～（６）に対応する上部電極３１２及び下部電極３１
８に印加する電圧の印加パターンを決定する。このような印加パターンは、例えば、光変
調素子３１０の領域（１）～（６）に対応する上部電極３１２及び下部電極３１８に印加
する電圧（デューティ比）が１０％、２５％、３５％、５０％、６０％、１００％に決定
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される。
【０１０２】
　または、駆動パターン決定部１２５は、面状光源装置３００（光変調素子３１０）の出
射面から均一に発光させる駆動パターンを次のようにして決定することもできる。
　駆動パターン決定部１２５は、画像解析部１２３によって算出された領域（１）～（６
）の要求輝度値と、光源データ記憶部１２４に記憶される光源別ルックアップテーブルと
に基づき、例えば、図１２（Ｂ）に示すように、全ての光源３０３の発光出力が、１画像
表示フレームごとにおいて時間の経過に伴って、増加（ｔ１＝１０％、ｔ２＝２５％、ｔ
３＝３５％、ｔ４＝５０％、ｔ５＝６０％、ｔ６＝１００％）するような点灯パターンを
決定する。
【０１０３】
　さらに、駆動パターン決定部１２５は、図１２（Ａ）と同様に、決定した点灯パターン
に基づいて全ての光源３０３から光を出力させた際に、領域（１）～（６）が、算出され
た要求輝度値となるように、光変調素子３１０の領域（１）～（６）に対応する上部電極
３１２及び下部電極３１８に印加する電圧の印加パターンを決定する。この場合の印加パ
ターンは、例えば、図１２（Ｂ）に示すように、１画像表示フレーム（例えば、６０Ｈｚ
）において、時間の経過に伴い、光変調素子３１０の各領域（１）～（６）に対応する上
部電極３１２及び下部電極３１８に印加する電圧（デューティ比）が一定（例えば、１７
％）に決定される。
【０１０４】
　このようにして駆動パターン決定部１２５により決定された点灯パターンと印加パター
ンとを有する駆動パターンを用いることで、面状光源装置３００（光変調素子３１０）は
、各領域が、算出された要求輝度値で発光するようになり、出射面（領域（１）～（６）
）を均一に発光させることができるようになる。光源３０３の光源強度が一定で光変調素
子３１０に印加する電圧のデューティ比を変えた場合、そして、光変調素子３１０に印加
する電圧のデューティ一定で光源３０３の光源強度を時間的に変調した場合を説明したが
、光変調素子３１０に印加する電圧のデューティ比とサイドライト光源３０３の時間的光
源強度の両方を用いることもできる。
【０１０５】
　次いで、駆動パターン決定部１２５で決定される駆動パターンの別の例として、面状光
源装置３００（光変調素子３１０）の出射面の一部の範囲から発光させる場合（図１１（
Ｃ）に対応）の２種の駆動パターンについて図１３を用いて説明する。
【０１０６】
　図１３は、第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部で実行される表示処理時
の面状光源装置の駆動パターン（部分駆動）を示す図である。
　なお、図１３（Ａ），（Ｂ）は、図１２と同様に、サイドライト光源３０２（光源３０
３）の発光出力を時間の経過と共に変化させない場合と変化させる場合をそれぞれ示して
いる。図１３（Ａ－１），（Ａ－２）及び図１３（Ｂ－１），（Ｂ－２）についても、図
１２と同様に、１画像表示フレーム（例えば、６０Ｈｚ）における、サイドライト光源３
０２の発光出力の経時変化（下側のパーセンテージ）と、１画像表示フレーム（例えば、
６０Ｈｚ）における、光変調素子３１０の領域（１）～（６）に対応する上部電極３１２
及び下部電極３１８への電圧のデューティ比（上側のパーセンテージ）とを示している。
特に、図１３（Ａ－１），（Ｂ－１）では、面状光源装置３００の出射面の一部の範囲（
領域（３），（４））から発光されており、他の領域（１），（２），（５），（６）か
ら発光されていない状態を記載している。
【０１０７】
　面状光源装置３００の出射面の一部から発光させる場合でも、図１２で説明したように
、入射光（例えば青色の単色光）の量は、入射された側面側は多く、側面側から離れると
減衰してしまい、面状光源装置３００の出射面の一部の範囲から均一に発光されない場合
がある。
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【０１０８】
　そこで、まず、駆動パターン決定部１２５は、画像解析部１２３によって算出された領
域（１）～（６）の要求輝度値（領域（３），（４）は４．０、他の領域は０（図１１（
Ｃ）））と、光源データ記憶部１２４に記憶される光源別ルックアップテーブルとに基づ
き、例えば、図１３（Ａ）に示すように、サイドライト光源３０２（全ての光源３０３）
の発光出力が、時間の経過に関わらず、一定（３３％）となるような点灯パターンを決定
する。
【０１０９】
　さらに、駆動パターン決定部１２５は、決定した点灯パターンに基づいて全ての光源３
０３から光を出力させた際に、領域（１）～（６）が、算出された要求輝度値となるよう
に、光変調素子３１０の領域（１）～（６）に対応する上部電極３１２及び下部電極３１
８に印加する電圧の印加パターンを決定する。このような印加パターンは、例えば、光変
調素子３１０の領域（３），（４）に対応する上部電極３１２及び下部電極３１８に印加
する電圧（デューティ比）が５０％、１００％に、領域（１），（２），（５），（６）
に対応する上部電極３１２及び下部電極３１８に印加する電圧（デューティ比）が０％に
決定される。
【０１１０】
　または、駆動パターン決定部１２５は、面状光源装置３００（光変調素子３１０）の出
射面の一部の範囲から均一に発光させる駆動パターンを次のようにして決定することもで
きる。
　駆動パターン決定部１２５は、画像解析部１２３によって算出された領域（１）～（６
）の要求輝度値と、光源データ記憶部１２４に記憶される光源別ルックアップテーブルと
に基づき、例えば、図１３（Ｂ）に示すように、全ての光源３０３の発光出力が、１画像
表示フレームごとにおいて時間の経過に伴って、増加（ｔ１～ｔ２＝０％、t３＝５０％
、ｔ４＝１００％、ｔ５、ｔ６＝０％）するような点灯パターンを決定する。発光出力が
０％の時、すなわちｔ１、ｔ２、ｔ５、ｔ６のタイミングでは、駆動の電力低減という観
点では、光変調素子３１０に印加する電圧を０にすることが好ましい。また、このように
光源３０３が常時連続点灯せずに、間欠点灯する場合は、点灯する期間に投入する電力量
を増やすことでより高い輝度を得られる。
【０１１１】
　さらに、駆動パターン決定部１２５は、図１３（Ａ）と同様に、決定した点灯パターン
に基づいて全ての光源３０３から光を出力させた際に、領域（１）～（６）が、算出され
た要求輝度値となるように、光変調素子３１０の領域（１）～（６）に対応する上部電極
３１２及び下部電極３１８に印加する電圧の印加パターンを決定する。この場合の印加パ
ターンは、例えば、図１３（Ｂ）に示すように、１画像表示フレーム（例えば、６０Ｈｚ
）において、時間の経過ごとに、光変調素子３１０の各領域（１）～（６）に対応する上
部電極３１２及び下部電極３１８に印加する電圧（デューティ比）が一定（例えば、１７
％）に決定される。
【０１１２】
　このようにして駆動パターン決定部１２５により決定された点灯パターンと印加パター
ンとを有する駆動パターンを用いることで、面状光源装置３００（光変調素子３１０）は
、各領域が、算出された要求輝度値で発光されるようになり、出射面の一部の範囲（領域
（３），（４））を均一に発光させることができるようになる。
【０１１３】
　また、駆動パターン決定部１２５では、例えば、図１２及び図１３で説明したような２
種の駆動パターンが、予め設定されている方法により決定される。
【０１１４】
　次に、このような機能構成を含む信号処理部１２０による信号処理について、図１４を
用いて説明する。
　図１４は、第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部で実行される信号処理の
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フローチャートである。
【０１１５】
　表示装置１００では、１画像表示フレームごとに処理が起動され、画像出力部１１０を
介して信号処理部１２０に入力信号ＳＲＧＢが入力する。
【０１１６】
　［ステップＳ１］信号処理部１２０は、入力信号ＳＲＧＢを取得する。
　［ステップＳ２］信号処理部１２０は、入力信号ＳＲＧＢにガンマ変換を施し、入力信
号ＳＲＧＢを線形化する。
【０１１７】
　［ステップＳ３］画像解析部１２３は、線形化された入力信号ＳＲＧＢを取得し、画像
解析処理を行う。画像解析処理では、画像表示パネル２００の表示面を分割したブロック
ごとに、入力信号ＳＲＧＢに基づく面状光源装置３００の要求輝度値を算出する。画像解
析処理の詳細については後述する。
【０１１８】
　［ステップＳ４］駆動パターン決定部１２５は、ブロックごとの要求輝度値を取得し、
光源データ記憶部１２４に記憶される光源別ルックアップテーブルを参照し、サイドライ
ト光源３０２の点灯パターンを決定する。
【０１１９】
　さらに、駆動パターン決定部１２５は、各ブロックが取得した要求輝度値となるように
、決定した点灯パターンに基づいて、光変調素子３１０の上部電極３１２及び下部電極３
１８に印加する電圧の印加パターンを決定する。
　駆動パターン決定部１２５は、点灯パターンと印加パターンとを含む駆動パターンに応
じた光源制御信号ＳＢＬを面状光源装置駆動部５００へ出力する。
【０１２０】
　［ステップＳ５］輝度情報演算部１２６は、光源別ルックアップテーブルに基づき、決
定された点灯パターンでサイドライト光源３０２を駆動したときの駆動時輝度分布情報を
生成する。生成した駆動時輝度分布情報には、面状光源装置３００の画素単位の輝度情報
が含まれる。
【０１２１】
　［ステップＳ６］画像処理部１２２は、入力信号ＳＲＧＢから画素ごとに出力信号ＳＲ
ＧＢＷ生成処理を行う。出力信号ＳＲＧＢＷ処理では、画素ごとに、対応する面状光源装
置３００の輝度情報を反映して、入力信号ＳＲＧＢから出力信号ＳＲＧＢＷを生成する。
出力信号ＳＲＧＢＷ処理の詳細については後述する。
【０１２２】
　［ステップＳ７］信号処理部１２０は、出力信号ＳＲＧＢＷに逆ガンマ変換を施し、画
像表示パネル駆動部４００へ出力する。
　［ステップＳ８］信号処理部１２０は、表示を行う。タイミング生成部１２１が生成し
た同期信号ＳＴＭによって同期して、画像表示パネル駆動部４００が出力信号ＳＲＧＢＷ
を画像表示パネル２００に出力する。
【０１２３】
　さらに、面状光源装置駆動部５００が駆動パターン（ステップＳ４）に基づいて面状光
源装置３００のサイドライト光源３０２及び光変調素子３１０を駆動させる。
【０１２４】
　このような処理によって、入力信号ＳＲＧＢの画像が画像表示パネル２００に再現され
る。画像表示パネル２００の面状光源装置３００は、入力信号ＳＲＧＢに応じてブロック
ごとに輝度が制御されるので、面状光源装置３００の輝度を低下させ、消費電力を低減す
ることができる。
【０１２５】
　上記面状光源装置３００では、サイドライト光源３０２からの光が入射されるため、サ
イドライト光源３０２からの距離が長くなるに連れて発生する色度ずれの発生が抑制され
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るようになる。
【０１２６】
　また、上記の処理によって、光変調素子３１０では、各ブロックに対して算出された要
求輝度値を満たすように、サイドライト光源３０２の発光出力と光変調層３１６の出射面
の各ブロックにおける散乱度合とが制御される。このため、光変調素子３１０は、サイド
ライト光源３０２からの距離に関わらず、出射面から強度の均一性が高い光を出射できる
ようになる。
【０１２７】
　このように出射された光を白色変換シート３２０で変換された白色を用いて画像表示パ
ネル２００の背面に発光させることで、画像表示パネル２００の表示画像の画質の低下が
抑制されるようになる。
【０１２８】
　次に、上記信号処理（図１４）で実行される画像解析処理（ステップＳ３）の詳細につ
いて、図１５を用いて説明する。
　図１５は、第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部で実行される画像解析処
理のフローチャートである。
　画像解析部１２３は、入力信号ＳＲＧＢを取得し、以下の処理を開始する。なお、ブロ
ックは、面状光源装置３００の出射面をＩ×Ｊに分割した領域である。
【０１２９】
　［ステップＳ１１］画像解析部１２３は、処理対象のブロックを選択するブロック番号
ｉ，ｊを初期化（ｉ＝１、ｊ＝１）する。
　［ステップＳ１２］画像解析部１２３は、選択されたブロック（ｉ，ｊ）に含まれる画
素に対応する入力信号ＳＲＧＢを取得する。
【０１３０】
　［ステップＳ１３］画像解析部１２３は、各画素のα値を算出する。具体的には、式（
５）、（６）を用いて、対象画素の入力信号ＳＲＧＢから円柱のＨＳＶ色空間における彩
度Ｓ(p,q)と、明度Ｖ（Ｓ）(p,q)とを求める。こうして得られた彩度Ｓ(p,q)と、明度Ｖ
（Ｓ）(p,q)とから、式（９）を用いて画素のα値を求める。同様の手順を繰り返し、ブ
ロック（ｉ，ｊ）に含まれる全画素のα値を算出する。
【０１３１】
　［ステップＳ１４］画像解析部１２３は、全画素のα値のうち、少なくとも１つに基づ
いてブロック（ｉ，ｊ）の輝度要求値を決定する。例えば、ブロック（ｉ，ｊ）内の画素
のα値のうち最小のα値を選択し、最小のα値の逆数１／αをブロック（ｉ，ｊ）の要求
輝度値とする。
【０１３２】
　［ステップＳ１５］画像解析部１２３は、ブロック番号（ｉ，ｊ）と、最終ブロック番
号Ｉ，Ｊとを照合し、最終ブロックであるか否かを判定する。
　画像解析部１２３は、ｉ＝Ｉ、ｊ＝Ｊであれば最終ブロックであると判定する。最終ブ
ロックであれば、全ブロックの輝度要求値が算出されたので、処理を終了する。画像解析
部１２３は、最終ブロックでなければステップＳ１６の処理に進む。
　［ステップＳ１６］画像解析部１２３は、ブロック番号（ｉ，ｊ）を１進め、ステップ
Ｓ１２の処理に戻る。
【０１３３】
　次に、上記信号処理（図１４）で実行される出力信号ＳＲＧＢＷ生成処理（ステップＳ
６）について、図１６を用いて説明する。
　図１６は、第２の実施の形態の表示装置に含まれる信号処理部で実行される出力信号生
成処理のフローチャートである。
【０１３４】
　面状光源装置３００の画素単位の輝度情報を有する駆動時輝度分布情報が生成された後
、以下の処理が開始される。
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　［ステップＳ２１］画像処理部１２２は、処理対象の画素を選択する画素番号ｐ，ｑを
初期化（ｐ＝１，ｑ＝１）する。
　［ステップＳ２２］画像処理部１２２は、面状光源装置３００の画素単位の輝度情報を
有する駆動時輝度分布情報から、処理対象の画素（ｐ，ｑ）の輝度情報を読み込む。
【０１３５】
　［ステップＳ２３］画像処理部１２２は、処理対象の画素（ｐ，ｑ）の輝度情報から入
力信号ＳＲＧＢを伸張する伸張係数αを算出する。処理対象の画素（ｐ，ｑ）に面状光源
装置３００の光の輝度を１／αとすると、入力信号ＳＲＧＢを表示面で再現するには、画
像の輝度がα増加すればよい。そこで、画像処理部１２２は、読み出した処理対象の画素
（ｐ，ｑ）の輝度情報の逆数を伸張係数αとして算出する。
【０１３６】
　［ステップＳ２４］画像処理部１２２は、伸張係数αを用いて、対象画素（ｐ，ｑ）の
入力信号ＳＲＧＢを伸張し、出力信号ＳＲＧＢＷを生成する。具体的には、入力信号ＳＲ
ＧＢに含まれる第１副画素２０２Ｒの入力信号値ｘ１(p,q)、第２副画素２０２Ｇの入力
信号値ｘ２(p,q)、第３副画素２０２Ｂの入力信号値ｘ３(p,q)に対し、式（１）～（４）
を適用し、第１副画素２０２Ｒの出力信号値Ｘ１(p,q)と、第２副画素２０２Ｇの出力信
号値Ｘ２(p,q)、第３副画素２０２Ｂの出力信号値Ｘ３(p,q)、第４副画素２０２Ｗの出力
信号値Ｘ４(p,q)を算出する。
【０１３７】
　［ステップＳ２５］画像処理部１２２は、画素番号ｐ，ｑと、最終画素番号Ｐ，Ｑと、
を照合し、最終画素であるか否かを判定する。
　画像処理部１２２は、ｐ＝Ｐ、ｑ＝Ｑであれば最終画素であると判定する。最終画素で
あれば、全画素の出力信号ＳＲＧＢＷが生成されたので、処理を終了し、最終画素でなけ
ればステップＳ２６の処理に進む。
　［ステップＳ２６］画像処理部１２２は、画素番号ｐ，ｑを１進め、ステップＳ２２の
処理に戻る。
【０１３８】
　このような処理により、画素ごとに、面状光源装置３００の輝度に応じた最適な出力信
号ＳＲＧＢＷが算出される。これにより、適切な表示を行うことができる。
【０１３９】
　なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、表
示装置が有すべき機能の処理内容を記述したプログラムが提供される。そのプログラムを
コンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上で実現される。処理
内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録しておくこ
とができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁気記憶装置、光ディス
ク、光磁気記録媒体、半導体メモリ等がある。磁気記憶装置には、ハードディスクドライ
ブ（ＨＤＤ：Hard Disk Drive）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープ等がある
。光ディスクには、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ（Compac
t Disc）－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ（Recordable）／ＲＷ（ReWritable）等がある。光磁気記録
媒体には、ＭＯ（Magneto-Optical disk）等がある。
【０１４０】
　プログラムを流通させる場合には、たとえば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ等の可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータの
記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュ
ータにそのプログラムを転送することもできる。
【０１４１】
　プログラムを実行するコンピュータは、たとえば、可搬型記録媒体に記録されたプログ
ラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納す
る。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに
したがった処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラム
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を読み取り、そのプログラムにしたがった処理を実行することもできる。また、コンピュ
ータは、ネットワークを介して接続されたサーバコンピュータからプログラムが転送され
るごとに、逐次、受け取ったプログラムにしたがった処理を実行することもできる。
【０１４２】
　また、上記の処理機能の少なくとも一部を、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、Ａ
ＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、ＰＬＤ（Programmable Logic De
vice）等の電子回路で実現することもできる。
【０１４３】
　本実施の形態においては、液晶表示装置の場合を例示したが、その他の適用例として、
その他の自発光型表示装置、あるいは電気泳動素子等を有する電子ペーパー型表示装置等
、あらゆるフラットパネル型の表示装置が挙げられる。また、中小型から大型まで、特に
限定することなく適用が可能であることは言うまでもない。
【０１４４】
　本技術の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得る
ものであり、それら変更例及び修正例についても本技術の範囲に属するものと了解される
。例えば、前述の各実施の形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除もしくは
設計変更を行ったもの、または、工程の追加、省略もしくは条件変更を行ったものも、本
技術の要旨を備えている限り、本技術の範囲に含まれる。
【０１４５】
　また、本実施の形態において述べた態様によりもたらされる他の作用効果について本明
細書の記載から明らかなもの、または当業者において適宜想到し得るものついては、当然
に本技術によりもたらされるものと解される。
【０１４６】
　（１）開示される発明の一態様は、
　入射光を発光する発光部と、
　前記入射光を入射して前記入射光の強度を変換する光変換部と、
　前記強度が変換された光を白色光に変換する白色変換部と、
　を含む光源装置、
　を備える表示装置に関する。
【０１４７】
　（２）開示される発明の一態様は、
　前記光変換部は、高分子分散型液晶層を含み、前記高分子分散型液晶層により、前記高
分子分散型液晶層内を通過する前記入射光を拡散させる、
　（１）記載の表示装置に関する。
【０１４８】
　（３）開示される発明の一態様は、
　前記入射光は、青色または紫外域の単色光を主成分とする、
　（１）または（２）記載の表示装置に関する。
【０１４９】
　（４）開示される発明の一態様は、
　前記光変換部は、複数の領域を備えており、前記領域ごとに前記入射光の強度を変換制
御可能に構成されている、
　（１）乃至（３）のいずれかに記載の表示装置に関する。
【０１５０】
　（５）開示される発明の一態様は、
　前記光変換部は、主面から白色光が出射され、前記主面に対する側面から前記入射光を
入射する、
　（１）乃至（４）のいずれかに記載の表示装置に関する。
【０１５１】
　（６）開示される発明の一態様は、
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　前記光源装置は、前記領域ごとに前記入射光の強度を制御して前記光を出射させる制御
部をさらに含む、
　（４）または（５）記載の表示装置に関する。
【０１５２】
　（７）開示される発明の一態様は、
　前記制御部は、前記照明領域ごとの前記照明光の強度が等しくなるように、前記入射光
の強度を制御する、
　（６）記載の表示装置に関する。
【０１５３】
　（８）開示される発明の一態様は、
　前記制御部は、前記入射面から近い程、前記入射光の強度を小さくするように前記入射
光の強度を制御する、
　（７）記載の表示装置に関する。
【０１５４】
　（９）開示される発明の一態様は、
　前記制御部は、前記領域のうち選択された領域のみから前記光を出射させる、
　（７）または（８）記載の表示装置に関する。
【０１５５】
　（１０）開示される発明の一態様は、
　前記発光部は、前記入射光の発光強度が変更制御可能に構成されており、
　前記制御部は、前記発光強度を制御して、入射された前記入射光の強度を制御する、
　（７）記載の表示装置に関する。
【０１５６】
　（１１）開示される発明の一態様は、
　入射光を発光する発光部と、
　前記入射光を入射して前記入射光の強度を変換する光変換部と、
　前記強度が変換された光を白色光に変換する白色変換部と、
　を含む光源装置に関する。
【符号の説明】
【０１５７】
　１・・・発光部、１ａ・・・入射光、２・・・光変換部、２ａ・・・光、３・・・白色
変換部、３ａ・・・白色光、１０・・・光源装置、２０・・・表示装置。
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