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(57)【要約】
　表示構成要素を劣悪な動作条件から保護するシステム
および方法が提供される。いくつかの実施形態による照
明パネルシステムは、照明パネルであって、当該パネル
全体にわたって配置された固体照明デバイスの複数の列
を含む、照明パネルと、劣悪な動作条件であると判断し
、劣悪な動作条件であることに応答して照明パネルの輝
度設定を調整するように構成された保護システムとを含
む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体照明デバイスの複数の列を含む照明パネル内の構成要素を保護する方法であって、
　前記照明パネル内の動作システム値を推定するステップと、
　前記動作システム値が第１の動作システム限界を超えると判断するステップと、
　前記動作システム値が前記第１の動作システム限界を超えることに応答して、照明パネ
ルの輝度設定を繰り返し調整するステップと、
　前記動作システム値が前記第１の動作システム限界より大きい第２の動作システム限界
を超えると判断するステップと、
　前記照明パネルの輝度設定を最小値に設定するステップとを含むことを特徴とする方法
。
【請求項２】
　前記動作システム値が前記第１の動作システム限界より小さい場合、前記照明パネルの
輝度設定を漸進的に増大させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記動作システム値は電力消費値を含み、前記第１の動作システム限界は第１の電力限
界を含み、また前記第２のシステム動作限界は第２の電力限界を含むことを特徴とする請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記動作システム値はパネル温度値を含み、前記第１の動作システム限界は第１の温度
限界を含み、また前記第２のシステム動作限界は第２の温度限界を含むことを特徴とする
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　照明パネルであって、当該パネル全体にわたって配置された固体照明デバイスの複数の
列を含む、照明パネルと、
　劣悪な動作条件であると判断し、前記劣悪な動作条件であることに応答して照明パネル
の輝度設定を調整するように構成された保護システムと
　を含むことを特徴とする照明パネルシステム。
【請求項６】
　前記劣悪な動作条件は、システム電力限界を超える電力消費を含むことを特徴とする請
求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記電力消費が第１の電力限界を超える場合、前記保護システムは、前記電力消費が前
記第１の電力限界より低くなるまで、前記照明パネルの輝度設定を漸進的に低減させるよ
うに構成されることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記電力消費が前記第１の電力限界より高い第２の電力限界を超える場合、前記保護シ
ステムは、前記照明パネルの輝度設定を最小値まで低減させるように構成されることを特
徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記保護システムはさらに、リアルタイムの電力計算を介して前記電力消費を求めるよ
うに構成されることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記リアルタイムの電力計算は、システム較正中に事前に算出される、システムマイク
ロコントローラによってメモリアクセス可能な記憶電力値を利用することを特徴とする請
求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記記憶値は、デューティーサイクルがゼロパーセントになったことに対応して前記複
数の列が消勢状態になったときの前記全電力消費を含む全静止電力消費を含むことを特徴
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とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記記憶値は、前記複数の列のうちの第１の主波長の光を放出する固体照明デバイスを
含む部分に特有の、式
【数１】

によって求められる値を含むことを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記リアルタイムの電力計算は、リアルタイムで利用可能なベースデューティーサイク
ルを利用することを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記劣悪な動作条件であることに応答して前記照明パネルの輝度設定が調整される場合
、誤り信号がデータ記憶位置に登録されることを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記劣悪な動作条件の重大さに対応する応答の大きさを求めて、前記劣悪な動作条件で
あることに応答する前記保護システムの性能を改善するように構成された利得調整器をさ
らに含むことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項１６】
　動作条件閾値に対応するヒステリシス値を生成して、前記劣悪な動作条件であることに
応答する前記保護システムの性能を改善するように構成されたヒステリシス関数をさらに
含むことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記劣悪な動作条件は、パネル温度がシステム温度限界を超えることを含むことを特徴
とする請求項５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記保護システムは、ドライバ温度センサを使用して前記パネル温度を求めるように構
成されることを特徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記パネル温度が第１の温度限界を超える場合、前記保護システムは、前記パネル温度
が前記第１の温度限界より低くなるまで、前記照明パネルの輝度設定を漸進的に低減させ
るように構成されることを特徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記パネル温度が第２の温度限界を超える場合、前記保護システムは、前記照明パネル
の輝度設定を最小値まで低減させるように構成されることを特徴とする請求項１７に記載
のシステム。
【請求項２１】
　請求項５に記載の前記照明パネルシステムを利用するように構成されることを特徴とす
るバックライト式表示デバイス。
【請求項２２】
　固体照明デバイスの複数の列を含む照明パネル内の構成要素を保護する方法であって、
　前記照明パネル内が劣悪な動作条件であると判断するステップと、
　前記劣悪な動作条件であることに応答して、照明パネルの輝度設定を調整するステップ
とを含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　前記照明パネルの輝度設定の調整に応答して、誤り信号をデータ記憶位置に送るステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
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【請求項２４】
　前記照明パネルの輝度設定を調整するステップは、前記劣悪な動作条件に対する応答を
改善するように応答利得を調整するステップを含むことを特徴とする請求項２２に記載の
方法。
【請求項２５】
　前記照明パネルの輝度設定を調整するステップは、前記劣悪な動作条件に対する応答を
改善するようにヒステリシス値を生成するステップを含むことを特徴とする請求項２２に
記載の方法。
【請求項２６】
　前記劣悪な動作条件であると判断するステップは、パネル温度がシステム温度限界を超
えると判断するステップを含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　前記パネル温度が前記システム温度限界を超えると判断するステップは、ドライバ温度
センサから信号を受け取るステップを含むことを特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記劣悪な動作条件であると判断するステップは、電力消費がシステム電力限界を超え
ると判断するステップを含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２９】
　前記電力消費が第１の電力限界を超える場合、前記電力消費が前記第１の電力限界より
低くなるまで、前記照明パネルの輝度設定を漸進的に低減させるステップをさらに含むこ
とを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記電力消費が前記第１の電力限界より大きい第２の電力限界を超える場合、前記照明
パネルの輝度設定を最小値まで低減させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項
２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記電力消費を求めるステップは、リアルタイムの電力値を計算するステップを含むこ
とを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記リアルタイムの電力値を計算するステップは、システム較正中に事前に算出される
記憶電力値を取り出すステップを含むことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記記憶電力値は、デューティーサイクルがゼロパーセントになったことに対応して前
記複数の列が消勢状態になったときの前記全電力消費を含む全静止電力消費を含むことを
特徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記リアルタイムの電力値を計算するステップは、ベースデューティーサイクルをリア
ルタイムで求めるステップを含むことを特徴とする請求項３２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明に関し、より詳細には、固体照明パネルの制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体照明アレイは、複数の照明適用分野に使用される。たとえば、固体ランプのアレイ
を含む固体照明パネルは、たとえば建築化照明および／またはアクセント照明における直
接照明光源として使用されてきた。たとえば、固体ランプは、１つまたは複数のＬＥＤ（
発光ダイオード）を含むパッケージ発光デバイスを含むことができる。無機ＬＥＤは通常
、ｐ－ｎ接合を形成する半導体層を含む。有機発光層を含む有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤ）は、
別のタイプの固体発光デバイスである。通常、固体発光デバイスは、発光層または領域内
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の電子キャリア、すなわち電子および正孔の再結合によって光を生成する。
【０００３】
　固体照明パネルは一般に、携帯用電子装置で使用されるＬＣＤ表示画面などの小型のＬ
ＣＤ表示画面向けのバックライトとして使用される。さらに、ＬＣＤテレビジョンディス
プレイなどのより大型のディスプレイのバックライトに固体照明アレイを使用することに
も関心が高まっている。
【０００４】
　より小型のＬＣＤ画面の場合、バックライトアセンブリは、波長変換蛍光体で被覆され
た青色発光ＬＥＤを含む白色ＬＥＤランプを利用することができる。この波長変換蛍光体
は、ＬＥＤによって放出される青色光の一部を黄色光に変換する。その結果得られる光は
、青色光と黄色光の組合せであり、観察者には白色に見える。しかし、そのような構成に
よって生成される光は白色に見えても、そのような光によって照らされる物体は、光のス
ペクトルが限られるので、自然な色合いを有するようには見えないことがある。たとえば
、この光には、可視スペクトルの赤色部分のエネルギーがほとんどないため、物体の赤色
は、そのような光によってあまり照らされない。その結果、物体は、そのような光源の下
で見ると、不自然な色合いを有するように見える可能性がある。
【０００５】
　光源の演色評価数は、光源によって生成される光が広い範囲の色を正確に照らす能力の
客観的な測度である。演色評価数の範囲は、単色光源に対する本質的にゼロから、白熱光
源に対するほぼ１００に及ぶ。蛍光体ベースの固体光源から生成される光は、比較的低い
演色評価数を有する可能性がある。
【０００６】
　大規模なバックライトおよび照明に適用する場合、照明パネルによって照らされる物体
および／または表示画面がより自然に見えるように、高い演色評価数を有する白色光を生
成する照明光源を提供すると望ましいことが多い。したがって、そのような照明光源は、
通常、赤色、緑色、および青色の発光デバイスを含む固体ランプのアレイを含むことがで
きる。赤色、緑色、および青色の発光デバイスが同時に付勢されると、その結果組み合わ
せた光は、赤色光源、緑色光源、および青色光源の相対強度に応じて、白色またはほぼ白
色に見える。多くの異なる色相の光を「白色」と見なすことができる。たとえば、ナトリ
ウム蒸気ランプによって生成される光など、より黄色っぽく見える「白色」光もあれば、
一部の蛍光ランプによって生成される光など、より青色っぽく見える「白色」光もある。
【０００７】
　ＬＥＤなどの固体ランプは、ＬＥＤから放出される光の強度がＬＥＤを通して駆動され
る電流の量に関係するという意味で、電流制御デバイスである。所望の強度および色混合
を実現するように固体ランプを通して駆動される電流を制御する１つの共通の方法は、Ｐ
ＷＭ（パルス幅変調）方式である。ＰＷＭ方式では、全電流「ＯＮ」状態と、それに続く
ゼロ電流「ＯＦＦ」状態との間で、固体ランプを交互に切り換える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　固体バックライトは、固体の背面照明を使用するデバイス内で、最大の電力負荷および
熱源となることがある。そのようなディスプレイは、特定の劣悪な条件下で劣化する可能
性のある構成要素を含むことがある。そのような条件は、システム電力が設計仕様を超え
る場合、および／またはシステム温度が設計仕様を超える場合にもたらされる可能性があ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のいくつかの実施形態は、固体照明デバイスの複数の列を含む照明パネル内の構
成要素を保護する方法を含むことができる。そのような実施形態では、方法は、照明パネ
ル内の動作システム値を推定するステップと、動作システム値が第１の動作システム限界
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を超えると判断するステップと、動作システム値が第１の動作システム限界を超えること
に応答して、照明パネルの輝度設定を繰り返し調整するステップとを含むことができる。
そのような方法の実施形態は、動作システム値が第１の動作システム限界より大きい第２
の動作システム限界を超えると判断するステップと、照明パネルの輝度設定を最小値に設
定するステップとをさらに含むことができる。
【００１０】
　いくつかの実施形態は、動作システム値が第１の動作システム限界より小さい場合、照
明パネルの輝度設定を漸進的に増大させるステップを含むことができる。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、動作システム値は電力消費値を含み、第１の動作システム限
界は第１の電力限界を含み、また第２のシステム動作限界は第２の電力限界を含む。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、動作システム値はパネル温度値を含み、第１の動作システム
限界は第１の温度限界を含み、また第２のシステム動作限界は第２の温度限界を含む。
【００１３】
　いくつかの実施形態は、照明パネルシステムとして提供することができる。そのような
システムのいくつかの実施形態は、照明パネルであって、そのパネル全体にわたって配置
された固体照明デバイスの複数の列を含む、照明パネルと、劣悪な動作条件であると判断
し、劣悪な動作条件であることに応答して照明パネルの輝度設定を調整するように構成さ
れた保護システムとを含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、劣悪な動作条件は、電力消費がシステム電力限界を超えるこ
とを含む。いくつかの実施形態では、電力消費が第１の電力限界を超える場合、保護シス
テムは、電力消費が第１の電力限界より低くなるまで、照明パネルの輝度設定を漸進的に
低減させるように構成される。いくつかのそのような実施形態では、電力消費が第１の電
力限界より大きい第２の電力限界を超える場合、保護システムは、照明パネルの輝度設定
を最小値まで低減させるように構成される。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、保護システムはさらに、リアルタイムの電力計算を介して電
力消費を求めるように構成される。いくつかの実施形態のリアルタイムの電力計算は、シ
ステム較正中に事前に算出される、システムマイクロコントローラによってメモリアクセ
ス可能な記憶電力値を利用する。いくつかの実施形態では、記憶値は、デューティーサイ
クルがゼロパーセントになったことに対応して複数の列が消勢状態になったときの全電力
消費を含む全静止電力消費を含む。いくつかの実施形態では、記憶値は、複数の列のうち
の第１の主波長の光を放出する固体照明デバイスを含む部分に特有の、式
【００１６】
【数１】

【００１７】
によって求められる値を含む。いくつかの実施形態のリアルタイムの電力計算は、リアル
タイムで利用可能なベースデューティーサイクル（ｂａｓｅ　ｄｕｔｙ　ｃｙｃｌｅ）を
利用する。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、劣悪な動作条件であることに応答して照明パネルの輝度設定
が調整される場合、誤り信号がデータ記憶位置に登録される。
【００１９】
　いくつかの実施形態は、劣悪な動作条件の重大さに対応する応答の大きさを求めて、劣
悪な動作条件であることに応答する保護システムの性能を改善するように構成された利得
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調整器を含む。
【００２０】
　いくつかの実施形態は、動作条件閾値に対応するヒステリシス値を生成して、劣悪な動
作条件であることに応答する保護システムの性能を改善するように構成されたヒステリシ
ス関数を含む。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、劣悪な動作条件は、パネル温度がシステム温度限界を超える
ことを含む。いくつかの実施形態では、保護システムは、ドライバ温度センサを使用して
パネル温度を求めるように構成される。いくつかの実施形態では、パネル温度が第１の温
度限界を超える場合、保護システムは、パネル温度が第１の温度限界より低くなるまで、
照明パネルの輝度設定を漸進的に低減させるように構成される。いくつかの実施形態では
、パネル温度が第２の温度限界を超える場合、保護システムは、照明パネルの輝度設定を
最小値まで低減させるように構成される。
【００２２】
　本発明の実施形態はまた、本明細書に記載の照明パネルシステムを利用するように構成
されたバックライト式表示デバイスを含むことができる。
【００２３】
　本発明の実施形態は、固体照明デバイスの複数の列を含む照明パネル内の構成要素を保
護する方法を含む。いくつかの実施形態では、そのような方法は、照明パネル内が劣悪な
動作条件であると判断するステップと、劣悪な動作条件であることに応答して、照明パネ
ルの輝度設定を調整するステップとを含む。いくつかの実施形態は、照明パネルの輝度設
定の調整に応答して、誤り信号をデータ記憶位置に送るステップを含む。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、照明パネルの輝度設定を調整するステップは、劣悪な動作条
件に対する応答を改善するように応答利得を調整するステップを含む。いくつかの実施形
態では、照明パネルの輝度設定を調整するステップは、劣悪な動作条件に対する応答を改
善するようにヒステリシス値を生成するステップを含む。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、劣悪な動作条件であると判断するステップは、パネル温度が
システム温度限界を超えると判断するステップを含む。いくつかの実施形態では、パネル
温度がシステム温度限界を超えると判断するステップは、ドライバ温度センサから信号を
受け取るステップを含む。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、劣悪な動作条件であると判断するステップは、電力消費がシ
ステム電力限界を超えると判断するステップを含む。いくつかの実施形態は、電力消費が
第１の電力限界を超える場合、電力消費が第１の電力限界より低くなるまで、照明パネル
の輝度設定を漸進的に低減させるステップを提供する。いくつかの実施形態は、電力消費
が第１の電力限界より大きい第２の電力限界を超える場合、照明パネルの輝度設定を最小
値まで低減させるステップを提供する。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、電力消費を求めるステップは、リアルタイムの電力値を計算
するステップを含む。いくつかの実施形態では、リアルタイムの電力値を計算するステッ
プは、システム較正中に事前に算出される記憶電力値を取り出すステップを含む。いくつ
かの実施形態では、記憶電力値は、複数の列が消勢状態になったときの全電力消費を含む
全静止電力消費を含む。いくつかの実施形態では、リアルタイムの電力値を計算するステ
ップは、ベースデューティーサイクルをリアルタイムで求めるステップを含む。
【００２８】
　添付の図面は、本発明の特定の実施形態（複数可）を示す。これらの図面は、本発明を
さらに理解できるように含まれており、本出願に組み込まれてその一部を構成する。
【図面の簡単な説明】
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【００２９】
【図１】本発明のいくつかの実施形態による照明パネルを示すブロック図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態による照明パネルバーを示す概略図である。
【図３】本発明のいくつかの実施形態による照明パネルシステムを示すブロック図である
。
【図４】本発明のいくつかの実施形態による、表示構成要素を劣悪な動作条件から保護す
る動作を示す流れ図である。
【図５】本発明のいくつかの実施形態による、照明パネル内のリアルタイムの電力消費を
計算する動作を示す流れ図である。
【図６】本発明のいくつかの実施形態による照明パネルシステムを示すブロック図である
。
【図７】本発明のいくつかの実施形態による、固体照明デバイスの列を有する照明パネル
内の構成要素を保護する動作を示す流れ図である。
【図８】本発明のさらなる実施形態による、固体照明デバイスの列を有する照明パネル内
の構成要素を保護する動作を示す流れ図である。
【図９】本発明のさらなる実施形態による、固体照明デバイスの列を有する照明パネル内
の構成要素を保護する動作を示す流れ図である。
【図１０】本発明のいくつかの実施形態による、固体照明デバイスの列を有する照明パネ
ル内の構成要素を保護する動作を示す流れ図である。
【図１１】本発明のいくつかの実施形態によるバックライト式表示デバイスを示すブロッ
ク図である。
【図１２】本発明のいくつかの実施形態による、バックライト式表示デバイス内の固体背
面照明パネルを制御するシステム／方法を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の実施形態について、以下、本発明の実施形態を示す添付の図面を参照して、よ
り詳細に次に説明する。しかし、本発明は、多くの異なる形で実施することができ、本明
細書に記載の実施形態に限定されるものとして解釈されるべきではない。逆に、これらの
実施形態は、この開示を徹底的かつ完全なものとし、また本発明の範囲を当業者に完全に
伝えるように提供される。全体にわたって、同じ番号は同じ要素を指す。
【００３１】
　様々な要素について説明するために、第１、第２などの用語を本明細書で使用すること
があるが、これらの要素はこれらの用語によって限定されるべきでないことが理解される
であろう。これらの用語は、ある要素を別の要素と区別するためだけに使用される。たと
えば、本発明の範囲から逸脱することなく、第１の要素を第２の要素と呼ぶことができ、
また同様に、第２の要素を第１の要素と呼ぶこともできる。本明細書では、「および／ま
たは」という用語は、１つまたは複数の関連する記載項目のあらゆる組合せを含む。
【００３２】
　層、領域、または基板などのある要素が、別の要素「上に（ｏｎ）」位置する、または
別の要素「上に（ｏｎｔｏ）」延びるというとき、一方の要素は、他方の要素上に直接位
置しても、もしくは他方の要素上に直接延びてもよく、または介在する要素が存在しても
よいことが理解されるであろう。対照的に、ある要素が、別の要素「上に直接（ｄｉｒｅ
ｃｔｌｙ　ｏｎ）」位置する、または別の要素「上に直接（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｏｎｔｏ
）」延びるというとき、介在する要素は存在しない。また、ある要素が別の要素に「接続
」または「結合」されているというとき、一方の要素は、他方の要素に直接接続もしくは
結合されてもよく、または介在する要素が存在してもよいことが理解されるであろう。対
照的に、ある要素が別の要素に「直接接続」または「直接結合」されているというとき、
介在する要素は存在しない。また、第１の要素、動作、信号、および／または値が、別の
要素、条件、信号、および／または値「に応答して」いるというとき、第１の要素、条件
、信号、および／または値は、他方の要素、条件、信号、および／または値に完全にまた
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は部分的に応答して存在および／または動作できることが理解されるであろう。
【００３３】
　本明細書で使用される術語は、特定の実施形態について説明することだけを目的とし、
本発明を限定するものではない。本明細書では、特に明らかに指示しない限り、単数形の
「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、複数形も同様に含むものとする。「含む（ｃｏ
ｍｐｒｉｓｅｓ）」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）
」、および／または「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」という用語は、本明細書で使用され
るとき、記載の特徴、整数、ステップ、動作、要素、および／または構成要素の存在を指
定するが、１つまたは複数の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、および
／またはこれらの群の存在または追加を除外しないことがさらに理解されるであろう。
【００３４】
　別に定義しない限り、本明細書で使用されるすべての用語（技術用語および学術用語を
含む）の意味は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解される意味と同じ
である。本明細書に明示的に定義しない限り、本明細書で使用される用語は、本明細書お
よび関連技術におけるこれらの用語の意味と一貫した意味を有するものとして解釈される
べきであり、理想化された意味または過度に形式的な意味で解釈されないことがさらに理
解されるであろう。
【００３５】
　本発明について、本発明の実施形態による方法、システム、およびコンピュータプログ
ラム製品の流れ図および／またはブロック図を参照して以下に説明する。流れ図および／
またはブロック図のいくつかのブロック、ならびに流れ図および／またはブロック図内の
いくつかのブロックの組合せは、コンピュータプログラム命令によって実施できることが
理解されるであろう。これらのコンピュータプログラム命令は、マイクロコントローラ、
マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラム可能ゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）、状態機械、プログラム可能論理制御装置（ＰＬＣ）もしくは他
の処理回路、汎用コンピュータ、特殊用途コンピュータ、または機械を生成するような他
のプログラム可能なデータ処理装置内に記憶または実施することができ、したがって、コ
ンピュータのプロセッサまたは他のプログラム可能なデータ処理装置を介して実行するこ
れらの命令は、流れ図および／またはブロック図の１つまたは複数のブロック内に指定さ
れる機能／行為を実施する手段をもたらす。
【００３６】
　これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータまたは他のプログラム可能
なデータ処理装置を特定の形で機能させることができるコンピュータ読取り可能メモリ内
に記憶することができ、したがって、コンピュータ読取り可能メモリ内に記憶された命令
は、流れ図および／またはブロック図の１つまたは複数のブロック内に指定される機能／
行為を実施する命令手段を含む製品をもたらす。
【００３７】
　また、コンピュータプログラム命令をコンピュータまたは他のプログラム可能なデータ
処理装置上にロードして、これらのコンピュータまたは他のプログラム可能な装置上で一
連の動作ステップを実行し、コンピュータ実施プロセスを生成することができ、したがっ
て、コンピュータまたは他のプログラム可能な装置上で実行する命令は、流れ図および／
またはブロック図の１つまたは複数のブロック内に指定される機能／行為を実施するステ
ップを提供する。これらのブロックに記載の機能／行為は、動作の説明に記載する順序以
外で発生してもよいことを理解されたい。たとえば、連続して示す２つのブロックを、実
際には実質上同時に実行することができ、またはこれらのブロックを、関連する機能／行
為に応じて、時として逆の順序で実行することもできる。図のいくつかには、主な通信方
向を示すために通信経路上に矢印が含まれるが、図示の矢印とは反対の方向に通信が発生
してもよいことを理解されたい。
【００３８】
　本発明のいくつかの実施形態は、固体バックライトはバックライト式ＬＣＤ表示システ
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ム内で最大の電力負荷および熱源であるという認識から生じる可能性がある。したがって
、いくつかの実施形態では、劣悪な動作条件であることに応答して照明パネルの輝度設定
を調整できる光パネルシステムを確立する。このようにして、表示構成要素の劣化を低減
させることができる。
【００３９】
　図１を参照されたい。図１は、本発明のいくつかの実施形態による照明パネルを示すブ
ロック図である。照明パネル１０は、複数の照明パネルバー２０を含むことができ、照明
パネルバー２０はそれぞれ、固体発光体を含む複数のタイル３０を有する。これらの固体
発光体は、たとえば列で直列に配置することができる。照明パネルバー２０はそれぞれ、
制御システムとの電気的相互接続を提供するように構成されたインターフェース４０を含
むことができる。
【００４０】
　図２を次に参照されたい。図２は、本発明のいくつかの実施形態による照明パネルバー
２０を示す概略図である。いくつかの実施形態では、照明パネルバー２０は、複数の列４
４Ａ～Ｃを含むことができ、列４４Ａ～Ｃはそれぞれ、複数の固体照明デバイス４２Ａ～
Ｃを含むことができる。各列４４は、実質上同じように構成することができ、またはそれ
ぞれ１つまたは複数の形で異なってもよい。いくつかの実施形態では、各列４４Ａ～Ｃは
、異なる主波長の光を放出する固体照明デバイス４２Ａ～Ｃを含む。たとえば、固体照明
デバイス４２Ａは、通常赤色に対応する主波長を有する光を放出するように構成すること
ができる。同様に、固体照明デバイス４２Ｂおよび４２Ｃは、それぞれ緑色および青色に
対応する主波長を有する光を放出するように構成することができる。
【００４１】
　いくつかの実施形態の照明パネルバー２０は、異なる色の固体照明デバイス４２を有す
る１つまたは複数の列４４を含むことができる。たとえば、照明パネルバー２０は、赤色
の固体照明デバイスを有する最小の１つの列４４と、緑色の固体照明デバイスを有する最
小の１つの列４４と、青色の固体照明デバイスを有する最小の１つの列４４とを含むこと
ができる。このようにして、各列に供給される電流の量および／またはデューティーサイ
クルを選択的に制御することによって、パネル照明バー２０によって放出される光の色相
および／または明るさを制御することができる。列４４Ａ～Ｃは、互いに独立して、また
はパネル照明バー２０に対応する群として制御することができる。異なる主波長を有する
光を放出するように構成された固体照明デバイスを参照して論じるが、本明細書のシステ
ムおよび方法は、単一の主波長の光を放出するように構成された固体照明デバイスを使用
するシステムで利用することもできる。さらに、システムなどは、たとえば蛍光体で被覆
された青色ＬＥＤなど、付勢されると複数の波長を有する光を放出し、および／またはそ
れ以外の場合は広域スペクトルの光を放出する、蛍光体を含む固体ＬＥＤを使用すること
もできる。
【００４２】
　図３を次に参照されたい。図３は、本発明のいくつかの実施形態による照明パネルシス
テムを示すブロック図である。照明パネル１０は、列で配置された複数の固体発光体を含
むことができる固体背面照明パネルとすることができる。いくつかの実施形態では、照明
パネルシステムは、色センサ３４０Ｃからのセンサ入力を受け取り、また色管理情報を生
成して列の光出力を制御するように構成された色管理ユニット３６０を含む。
【００４３】
　列を通して駆動される電流を制御する１つの共通の方法は、ＰＷＭ（パルス幅変調）方
式である。ＰＷＭ方式では、全電流「ＯＮ」状態と、それに続くゼロ電流「ＯＦＦ」状態
との間で、固体ランプを交互に切り換える。列の出力は、デューティーサイクルを変える
ことによって制御することができる。デューティーサイクルとは、サイクルのうち、列が
「ＯＮ」状態に置かれる比率である。いくつかの実施形態では、色管理情報はマイクロコ
ントローラ３３０に提供され、マイクロコントローラ３３０は、温度センサ３４０Ａおよ
び他のセンサ３４０Ｂからの色管理情報およびセンサ入力を使用して、パネル１０が所望
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の色点および／または輝度設定を有する光を放出するように、列に対するＰＷＭデューテ
ィーサイクルを調整する。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、マイクロコントローラ３３０は、ユーザ入力３５０を受け入
れるように構成される。ユーザ入力３５０を使用して、列のＰＷＭデューティーサイクル
を調整することもできる。ＰＷＭデューティーサイクル情報は、マイクロコントローラ３
３０によって、電流ドライバ３２０を制御するために使用することができる。マイクロコ
ントローラ３３０は、ファイアウォールマイクロコントローラ３１５およびＰＷＭマイク
ロコントローラ３１０を含むことができる。マイクロコントローラ３３０を使用して、リ
アルタイムの電力計算を実行することもできる。
【００４５】
　図４を次に参照されたい。図４は、本発明のいくつかの実施形態による、表示構成要素
を劣悪な動作条件から保護する動作を示す流れ図である。表示構成要素を保護する動作は
、システム動作条件を判断するステップを含む（ブロック４０２）。いくつかの実施形態
では、たとえば、システム動作条件は、とりわけ電力消費および／またはパネル温度を含
むことができる。この点に関しては、電力消費の判断は、たとえば、リアルタイムの電力
計算を使用して実現することができる。パネル温度の判断は、パネル温度に関する表示を
提供するためのドライバ温度センサを使用して実現することができる。
【００４６】
　動作は、予想される条件が温度上限を超えるかどうかを判断することができる（ブロッ
ク４０４）。システム動作条件が上限値を超える場合、輝度レベルを最小値に設定するこ
とができる（ブロック４０６）。いくつかの実施形態では、最小値は、たとえば固体発光
体の様々な列の間の出力比を維持する合成輝度値などのシステム最小値によって求めるこ
とができる。いくつかの実施形態では、最小値は、固体発光体のそれぞれの列に対する最
小デューティーサイクルとして求めることができる。したがって、例として、パネル温度
が温度上限より大きいことを温度ドライバが示す場合、固体発光体のすべての列に対する
デューティーサイクルを、たとえば２０パーセントまで低減させることができる。
【００４７】
　輝度レベルが最小値に設定された後、誤り信号をデータ記憶位置に送ることができる（
ブロック４０８）。いくつかの実施形態では、データ記憶位置は、とりわけ、レジスタ、
プロセッサメモリ、および／またはシステムメモリとすることができる。いくつかの実施
形態では、誤り信号は、システム動作条件が上限値および／または下限値を超えたときの
履歴記録および／または発生ログを維持する構成要素を含むことができる。いくつかの実
施形態では、誤り信号は、システム動作条件が限界値を超えるのに応答して現在の輝度設
定状態を示す構成要素を含むことができる。このようにして、誤り信号を使用して、履歴
および／または現在の動作条件を通信することができる。データ記憶位置に誤り信号を送
った後、動作は引き続き、システム動作条件を判断することができる（ブロック４０２）
。
【００４８】
　ブロック４０４での判断により、システム動作条件が上限値を超えない場合、動作は、
システム動作条件が下限値を超えるかどうかを判断することができる（ブロック４１６）
。システム動作条件が下限値を超える場合、輝度設定を１漸進値分だけ低減させることが
できる（ブロック４１８）。この漸進値は、たとえば、とりわけ調整可能な制御システム
利得および／またはヒステリシスなどの制御システム原理に基づいて可変の値とすること
ができる。下限値に対して劣悪な動作条件であることに応答して、輝度設定を１漸進値分
だけ低減させた場合、データ記憶位置に誤り信号を送ることができる（ブロック４０８）
。データ記憶位置に誤り信号を送った後、動作は引き続き、システム動作条件を判断する
ことができる（ブロック４０２）。
【００４９】
　ブロック４１６での判断により、システム動作条件が下限値を超えない場合、動作は、
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以前に発生した劣悪な動作条件に対して輝度設定が低減されたかどうかを判断する（ブロ
ック４１０）。以前に発生した劣悪な条件に対して輝度設定が低減されていない場合、動
作は引き続き、システム動作条件を判断することができる（ブロック４０２）。以前に発
生した第１の条件に対して輝度設定が低減された場合、動作は、システム動作条件が下限
値より低いかどうかを判断する（ブロック４１２）。システム動作条件が下限値より低い
場合、輝度設定を１漸進値分だけ増大させることができる（ブロック４１４）。システム
動作条件が下限値より低くない場合、動作は、輝度設定を調整しないで、引き続きシステ
ム動作条件を判断することができる（ブロック４０２）。
【００５０】
　図５を次に参照されたい。図５は、本発明のいくつかの実施形態による照明パネル内の
リアルタイムの電力消費を計算する動作を示す流れ図である。照明パネルの全電力消費は
、次のように算出することができる。
【００５１】
　ＰT＝ＰR＋ＰG＋ＰB＋ＰQ

上式で、ＰTは照明パネルの全電力消費であり、ＰR、ＰG、およびＰBは、現在のデューテ
ィーサイクルにおけるそれぞれ赤色列、緑色列、および青色列すべての全電力消費であり
、またＰQは、測定された全静止電力消費である。
【００５２】
　リアルタイムの電力消費を計算する動作は、静止電力消費を測定するステップを含む（
ブロック５０２）。静止電力消費は、すべての列が消勢状態になったときの全電力消費と
して特徴づけることができる。たとえば、静止電力消費は、たとえば後のバーンイン試験
中に測定／算出することができる。測定／算出された静止電力消費値は、データベースお
よび／または他のデータ記憶位置内に記憶することができる（ブロック５０６）。
【００５３】
　たとえば、すべての赤色列の電力消費は、
【００５４】
【数２】

【００５５】
によって求めることができる。上式で、ＢＤＣRは、色管理ユニットおよび／または制御
装置（図３）によってリアルタイムで認識されて使用される赤色列に対応するベースデュ
ーティーサイクルである。Ｎ列それぞれに対する個々の赤色列の電力消費Ｐriは、後のバ
ーンイン試験中に求めて記憶することができる。いくつかの実施形態では、Ｐri値を生成
する測定方法は、個々の列を１００％のデューティーサイクルで駆動するステップと、供
給電流に供給電圧を掛けるステップと、この結果から事前に測定された全静止電力を引く
ステップとを含むことができる。相対電力比値Ｒａｔｉｏriは、後のバーンイン試験中に
算出することができる（ブロック５１０）。いくつかの実施形態では、相対電力比値Ｒａ
ｔｉｏriは、個々の赤色列、緑色列、および青色列に対する電力比を含むことができる。
相対電力比値はまた、ＰＷＭ制御装置内の個々の列のデューティーサイクルを決定する定
数を生成する際に使用することもできる。したがって、相対電力比値は、他のデータ記憶
位置のデータベース内に記憶することができる（ブロック５１４）。したがって、式のう
ちの
【００５６】
【数３】

【００５７】
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と表される赤色列内の電力消費を計算する部分は、後のバーンイン試験中に算出して記憶
することができ、またデータベースおよび／または他のデータ記憶位置内に記憶すること
ができる。緑色列および青色列に対しても同じ計算を実行することができ、対応する値が
、データベースおよび／または他のデータ記憶位置内に記憶される。たとえば、緑色列お
よび青色列に対応する記憶値はそれぞれ、式
【００５８】
【数４】

【００５９】
および
【００６０】

【数５】

【００６１】
によって求めることができる。
【００６２】
　リアルタイムのベースデューティーサイクルデータＢＤＣRは、色管理ユニットおよび
／または制御装置（図３）から取り出すことができる（ブロック５１８）。列の集合に対
して、リアルタイムの電力消費を計算することができる（ブロック５２２）。たとえば、
上記に論じたように、現在のデューティーサイクルにおけるすべての赤色列の全電力消費
ＰRは、
【００６３】
【数６】

【００６４】
によって計算される記憶値と、すべての赤色列に対する取り出されたリアルタイムのベー
スデューティーサイクル値ＢＤＣRとの積として算出することができる。同様に、すべて
の緑色列の全電力消費ＰGおよびすべての青色列の全電力消費ＰBは、それぞれ緑色列およ
び青色列に対する記憶されて取り出された値に対応する同様に得られた値の積によって計
算することができる。たとえば、緑色列および青色列の全電力消費はそれぞれ、
【００６５】
【数７】

【００６６】
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および
【００６７】
【数８】

【００６８】
によって求めることができる。
【００６９】
　次いで、リアルタイムの全電力消費を計算することができる（ブロック５２６）。リア
ルタイムの全電力消費は、すべての列の全電力消費ＰR、ＰG、およびＰBに測定された全
静止電力消費ＰQを加えた和を含む。色で決まる列の群で示すが、いくつかの実施形態で
は、他の基準に基づいた列の群に基づいて計算を実行することができる。たとえば、すべ
ての固体照明デバイスが同じ主波長および／またはスペクトルの光を放出するように構成
される場合、相対位置にしたがって列を分類してもよく、または列をまったく分類しなく
てもよい。
【００７０】
　図６を次に参照されたい。図６は、本発明のいくつかの実施形態による照明パネルシス
テム６００を示すブロック図である。照明パネルシステム６００は照明パネル６１０を含
むことができ、照明パネル６１０は、パネル全体にわたって配置された固体照明デバイス
の複数の列を含む。いくつかの実施形態では、照明パネル６１０は、それぞれ複数の列を
含むことが可能な複数のバーとして構成することができる。いくつかの実施形態では、照
明パネル６１０は、それぞれ１つまたは複数の固体照明デバイスを含む複数のタイルとし
て構成することができ、したがって複数のタイルを１つまたは複数の面で互いに接続する
ことができる。
【００７１】
　照明パネルシステム６００のいくつかの実施形態では、劣悪な動作条件であると判断し
、劣悪な動作条件であることに応答して照明パネルの輝度設定を調整するように構成され
た保護システム６２０を含む。いくつかの実施形態では、劣悪な動作条件は、電力消費が
１つまたは複数のシステム電力限界を超えることを含む。たとえば、いくつかの実施形態
では、電力消費が第１の電力限界を超える場合、保護システムは、電力消費が第１の電力
限界より低くなるまで、照明パネルの輝度設定を漸進的に低減させることができる。いく
つかの実施形態では、電力消費が第１の電力限界より高い第２の電力限界を超える場合、
保護システムは、照明パネルの輝度設定を最小値まで低減させることができる。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、最小値は、個々の列および／または固体照明デバイス群の間
で相対デューティーサイクル値を維持するように構成できる輝度設定の最小合成値を含む
ことができる。いくつかの実施形態では、照明パネルの輝度設定を最小値まで低減させる
ステップは、すべての列および／または固体照明デバイス群に対するデューティーサイク
ルを最小値まで低減させるステップを含むことができる。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、保護システム６２０は、リアルタイムの電力計算を使用して
電力消費を求めるように構成することができる。リアルタイムの電力計算のいくつかの実
施形態は、システム較正および／または試験中に事前に算出でき、またシステム制御装置
によってメモリアクセス可能な記憶電力値を利用することによって実行することができる
。いくつかの実施形態では、記憶値は、たとえば全静止電力消費を含むことができ、また
、たとえばデューティーサイクルがゼロパーセントになったことに対応してすべての複数
の列が消勢状態になったときの全電力消費を含む。いくつかの実施形態では、記憶値は、
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列のうちの第１の主波長の光を放出するように構成された固体照明デバイスを含む部分に
特有の値を含むことができる。そのような実施形態では、記憶値は、次の式に対応するこ
とができる。
【００７４】
【数９】

【００７５】
上式で、ＰiはＮ個の個々の列それぞれに対する電力消費であり、Ｒａｔｉｏiは個々の列
に対するバーの比である。いくつかの実施形態では、リアルタイムの電力計算で、リアル
タイムで利用可能なベースデューティーサイクル値を利用することができる。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、劣悪な動作条件は、パネル温度がシステム温度限界を超える
ことを含むことができる。保護システム６２０は、たとえばドライバ温度センサを使用し
て、パネル温度を求めるように構成することができる。照明パネルの通常動作に干渉する
ことなく、照明パネル内の実際の照明構成要素温度を測定するのは困難なことがあるため
、ディスプレイドライバは、照明パネル温度に対応する温度を有することができる。この
ようにして、信頼性が高くかつ利用可能な温度信号を利用可能にすることができる。いく
つかの実施形態では、パネル温度が第１の温度限界を超える場合、保護システムは、パネ
ル温度が第１の温度限界より低くなるまで、照明パネルの輝度設定を漸進的に低減させる
ことができる。さらなる実施形態では、パネル温度が第２の温度限界を超える場合、保護
システムは、照明パネルの輝度設定を最小値まで低減させることができる。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、保護システム６２０は、劣悪な動作条件に対する応答を改善
するように構成された利得調整器を利用することができる。いくつかの実施形態では、利
得調整器は、劣悪な動作条件の重大さに対応する応答の大きさを求めて、劣悪な動作条件
であることに応答する保護システムの性能を改善するように構成することができる。たと
えば、漸進的低減の大きさは、パネル温度が温度限界を超える量に応答して調整すること
ができる。このようにして、温度および／または電力制御システムは、オーバーシュート
、発振、および／または他の望ましくない制御システムの現象を低減させることができる
。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、保護システム６２０は、動作条件閾値に対応するヒステリシ
ス値を生成して、劣悪な動作条件であることに応答する保護システムの性能を改善するこ
とによって、劣悪な動作条件に対する応答を改善するように構成されたヒステリシス関数
を利用することができる。たとえば、ヒステリシス値を利用して、制御システムの慣性要
素を含むことができるシステム内の制御性能を改善することができる。いくつかの実施形
態では、温度および／または電力の上限および下限で変動する点で輝度設定の漸進的低減
／増大の大きさを変動させるヒステリシス曲線を生成することができる。
【００７９】
　図７を次に参照されたい。図７は、本発明のいくつかの実施形態による、固体照明デバ
イスの列を有する照明パネル内の構成要素を保護する動作を示す流れ図である。いくつか
の実施形態では、動作は、劣悪な動作条件であると判断するステップを含む（ブロック７
１０）。劣悪な動作条件は、たとえば、全電力消費および／またはパネル温度がシステム
限界を超えることを含むことができる。いくつかの実施形態では、特定の動作要件を満た
すために、他の動作パラメータを定義することもできる。劣悪な動作条件であることに応
答して、光パネルの輝度設定を調整することができる（ブロック７２０）。いくつかの実
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施形態では、光パネルの輝度設定を調整するステップは、劣悪な動作条件に対する応答を
改善するように応答利得を調整するステップを含むことができる。たとえば、利得は、温
度および／または電力が限界および／または閾値を超える量に応じて輝度設定を低減／増
大させるのに使用される漸進値を変更することによって、調整することができる。いくつ
かの実施形態では、照明パネルの輝度設定を調整するステップは、劣悪な動作条件に対す
る応答を改善するようにヒステリシス値を生成するステップを含む。いくつかの実施形態
では、パネル温度がシステム温度限界を超えると判断するステップは、ドライバ温度セン
サから信号を受け取るステップを含むことができる。
【００８０】
　図８を次に参照されたい。図８は、本発明のさらなる実施形態による、固体照明デバイ
スの列を有する照明パネル内の構成要素を保護する動作を示す流れ図である。いくつかの
実施形態では、そのような動作は、劣悪な動作条件であると判断するステップを含む（ブ
ロック８１０）。劣悪な動作条件であることに応答して、光パネルの輝度設定を調整する
ことができる（ブロック８２０）。いくつかの実施形態では、データ記憶デバイスおよび
／または位置に誤り信号を送ることができる（ブロック８３０）。データ記憶デバイスお
よび／または位置は、とりわけ、レジスタ、プロセッサメモリ、メモリキャッシュ、およ
び／またはシステムメモリを含むことができる。データ記憶位置のいくつかの実施形態は
、とりわけ、データベース、テーブル、および／またはリストの形で構成することができ
る。
【００８１】
　図９を次に参照されたい。図９は、本発明のさらなる実施形態による、固体照明デバイ
スの列を有する照明パネル内の構成要素を保護する動作を示す流れ図である。いくつかの
実施形態では、動作は、劣悪な動作条件であると判断するステップを含む（ブロック９１
０）。劣悪な動作条件であることに応答して、光パネルの輝度設定を調整することができ
る（ブロック９２０）。いくつかの実施形態では、この条件が第１の限界を超える場合、
輝度設定を漸進的に低減させることができる（ブロック９３０）。いくつかの実施形態で
は、動作条件が第１の限界を超えなくなるまで、漸進的低減を繰り返し実行することがで
きる。
【００８２】
　図１０を次に参照されたい。図１０は、本発明のいくつかの実施形態による、固体照明
デバイスの列を有する照明パネル内の構成要素を保護する動作を示す流れ図である。いく
つかの実施形態では、動作は、劣悪な動作条件であると判断するステップを含む（ブロッ
ク１０１０）。劣悪な動作条件であることに応答して、光パネルの輝度設定を調整するこ
とができる（ブロック１０２０）。いくつかの実施形態では、動作条件が第１の限界を超
える場合、輝度設定を漸進的に低減させることができる（ブロック１０３０）。動作は、
動作条件が第２の限界を超える場合、輝度設定を最小値まで低減させるステップをさらに
含むことができる（ブロック１０４０）。たとえば、動作条件が第２のより高い限界を超
える場合に、輝度設定の漸進的低減で動作条件を第１の限界より低くするのに失敗したと
き、すべての列に対するデューティーサイクルを、たとえば２０パーセントなどの最小値
まで低減させることができる。
【００８３】
　図１１を次に参照されたい。図１１は、本発明のいくつかの実施形態によるバックライ
ト式表示デバイスを示すブロック図である。表示デバイス１１００は、液晶シャッタの２
次元構成を含むＬＣＤパネル１１１０を含むことができ、この２次元構成は、ＬＣＤ制御
装置１１３０によって制御される。ＬＣＤ制御装置１１３０は、異なる色の画素に対応す
るＬＣＤシャッタのオン／オフ値を変化させることによって、出力画像１１６０を制御す
ることができる。
【００８４】
　ＬＣＤパネル１１１０は、出力画像１１６０を制御するのに、ダイナミック光伝送に依
拠する。このようにして、表示デバイス１１００はまた、ＬＣＤパネル１１１０のシャッ
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ことができる。照明パネル１１２０は、所望の色相および／または光度を実現するように
制御できる固体発光体の複数の列を含むことができる。列の出力の変動は、たとえば、あ
る期間の一部分にわたって列を作動させることによって実現することができ、これは、バ
ックライト制御装置１１４０によって制御することができる。いくつかの実施形態では、
固体バックライトパネル１１２０の輝度設定を調整することによって、劣悪な動作条件に
対処することができる。このようにして、表示デバイス１１００の動作を完全に停止させ
ることなく、劣悪な動作条件の影響から表示構成要素を保護することができる。
【００８５】
　図１２を次に参照されたい。図１２は、本発明のいくつかの実施形態による、照明パネ
ルを制御することによってバックライト式表示デバイス内の構成要素を保護するシステム
／方法を示すブロック図である。ＬＣＤパネル１２１０は、表示制御装置１２３０によっ
て制御される。表示制御装置１２３０は、画素およびＬＣＤパネル１２１０を所定のリフ
レッシュ速度でリフレッシュする。ＬＣＤパネル１２１０を通して輝度を提供する照明パ
ネル１２２０を含むこともできる。照明パネル１２２０は、バックライト制御装置１２４
０によって制御することができ、バックライト制御装置１２４０は、電流ドライバ１２６
０を使用して、固体発光体の複数の列を駆動することができる。照明パネル１２２０の出
力は、ある期間の特有の部分にわたって発光体を作動させることによって制御することが
できる。いくつかの実施形態では、照明パネル１１２０の輝度設定を調整することによっ
て、劣悪な動作条件に対処することができる。このようにして、表示デバイスの動作を完
全に停止させることなく、劣悪な動作条件の影響から表示構成要素を保護することができ
る。
【００８６】
　いくつかの実施形態について、ＬＣＤバックライトに関連して説明したが、一般的な照
明などの他の目的で本発明の実施形態を使用することもできる。図面および明細書では、
本発明の典型的な実施形態を開示した。特有の用語を使用したが、これらの用語は、一般
的かつ記述的な意味でのみ使用しており、限定するものではなく、本発明の範囲は、以下
の特許請求の範囲内に記載する。
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【手続補正書】
【提出日】平成22年4月9日(2010.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体照明デバイスの複数の列を含む照明パネル内の構成要素を保護する方法であって、
　前記照明パネル内の動作システム値を推定するステップと、
　前記動作システム値が第１の動作システム限界を超えると判断するステップと、
　前記動作システム値が前記第１の動作システム限界を超えることに応答して、照明パネ
ルの輝度設定を繰り返し調整するステップと、
　前記動作システム値が前記第１の動作システム限界より大きい第２の動作システム限界
を超えると判断するステップと、
　前記照明パネルの輝度設定を減少した値に設定するステップとを含むことを特徴とする
方法。
【請求項２】
　前記動作システム値が前記第１の動作システム限界より小さい場合、前記照明パネルの
輝度設定を漸進的に増大させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記動作システム値は電力消費値を含み、前記第１の動作システム限界は第１の電力限
界を含み、また前記第２のシステム動作限界は第２の電力限界を含むことを特徴とする請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記動作システム値はパネル温度値を含み、前記第１の動作システム限界は第１の温度
限界を含み、また前記第２のシステム動作限界は第２の温度限界を含むことを特徴とする
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　照明パネルであって、当該パネル全体にわたって配置された固体照明デバイスの複数の
列を含む、照明パネルと、
　劣悪な動作条件であると判断し、前記劣悪な動作条件であることに応答して照明パネル
の輝度設定を調整するように構成された保護システムと
　を含むことを特徴とする照明パネルシステム。
【請求項６】
　前記劣悪な動作条件は、システム電力限界を超える電力消費を含むことを特徴とする請
求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記電力消費が第１の電力限界を超える場合、前記保護システムは、前記電力消費が前
記第１の電力限界より低くなるまで、前記照明パネルの輝度設定を漸進的に低減させるよ
うに構成されることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記電力消費が前記第１の電力限界より高い第２の電力限界を超える場合、前記保護シ
ステムは、前記照明パネルの輝度設定を最小値まで低減させるように構成されることを特
徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記保護システムはさらに、リアルタイムの電力計算を介して前記電力消費を求めるよ
うに構成されることを特徴とする請求項６に記載のシステム。



(21) JP 2010-536144 A 2010.11.25

【請求項１０】
　前記リアルタイムの電力計算は、システム較正中に事前に算出される、システムマイク
ロコントローラによってメモリアクセス可能な記憶電力値を利用することを特徴とする請
求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記記憶値は、デューティーサイクルがゼロパーセントになったことに対応して前記複
数の列が消勢状態になったときの前記全電力消費を含む全静止電力消費を含むことを特徴
とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記記憶値は、前記複数の列のうちの第１の主波長の光を放出する固体照明デバイスを
含む部分に特有の、式
【数１】

によって求められる値を含むことを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記リアルタイムの電力計算は、リアルタイムで利用可能なベースデューティーサイク
ルを利用することを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記劣悪な動作条件であることに応答して前記照明パネルの輝度設定が調整される場合
、誤り信号がデータ記憶位置に登録されることを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記劣悪な動作条件の重大さに対応する応答の大きさを求めて、前記劣悪な動作条件で
あることに応答する前記保護システムの性能を改善するように構成された利得調整器をさ
らに含むことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項１６】
　動作条件閾値に対応するヒステリシス値を生成して、前記劣悪な動作条件であることに
応答する前記保護システムの性能を改善するように構成されたヒステリシス関数をさらに
含むことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記劣悪な動作条件は、パネル温度がシステム温度限界を超えることを含むことを特徴
とする請求項５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記保護システムは、ドライバ温度センサを使用して前記パネル温度を求めるように構
成されることを特徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記パネル温度が第１の温度限界を超える場合、前記保護システムは、前記パネル温度
が前記第１の温度限界より低くなるまで、前記照明パネルの輝度設定を漸進的に低減させ
るように構成されることを特徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記パネル温度が第２の温度限界を超える場合、前記保護システムは、前記照明パネル
の輝度設定を最小値まで低減させるように構成されることを特徴とする請求項１７に記載
のシステム。
【請求項２１】
　請求項５に記載の前記照明パネルシステムを利用するように構成されることを特徴とす
るバックライト式表示デバイス。
【請求項２２】
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　固体照明デバイスの複数の列を含む照明パネル内の構成要素を保護する方法であって、
　前記照明パネル内が劣悪な動作条件であると判断するステップと、
　前記劣悪な動作条件であることに応答して、照明パネルの輝度設定を調整するステップ
とを含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　前記照明パネルの輝度設定の調整に応答して、誤り信号をデータ記憶位置に送るステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記照明パネルの輝度設定を調整するステップは、前記劣悪な動作条件に対する応答を
改善するように応答利得を調整するステップを含むことを特徴とする請求項２２に記載の
方法。
【請求項２５】
　前記照明パネルの輝度設定を調整するステップは、前記劣悪な動作条件に対する応答を
改善するようにヒステリシス値を生成するステップを含むことを特徴とする請求項２２に
記載の方法。
【請求項２６】
　前記劣悪な動作条件であると判断するステップは、パネル温度がシステム温度限界を超
えると判断するステップを含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　前記パネル温度が前記システム温度限界を超えると判断するステップは、ドライバ温度
センサから信号を受け取るステップを含むことを特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記劣悪な動作条件であると判断するステップは、電力消費がシステム電力限界を超え
ると判断するステップを含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２９】
　前記電力消費が第１の電力限界を超える場合、前記電力消費が前記第１の電力限界より
低くなるまで、前記照明パネルの輝度設定を漸進的に低減させるステップをさらに含むこ
とを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記電力消費が前記第１の電力限界より大きい第２の電力限界を超える場合、前記照明
パネルの輝度設定を最小値まで低減させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項
２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記電力消費を求めるステップは、リアルタイムの電力値を計算するステップを含むこ
とを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記リアルタイムの電力値を計算するステップは、システム較正中に事前に算出される
記憶電力値を取り出すステップを含むことを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記記憶電力値は、デューティーサイクルがゼロパーセントになったことに対応して前
記複数の列が消勢状態になったときの前記全電力消費を含む全静止電力消費を含むことを
特徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記リアルタイムの電力値を計算するステップは、ベースデューティーサイクルをリア
ルタイムで求めるステップを含むことを特徴とする請求項３２に記載の方法。
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