
JP 5773636 B2 2015.9.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部に所定のオブジェクト画像を表示する制御を行う表示制御手段と、
　前記表示部を分割した複数の分割領域に対応する複数の分割発光部の発光を独立して制
御可能な発光制御手段と、
　前記表示部における前記オブジェクト画像の表示領域に関する座標情報を取得する取得
手段と、
　前記取得手段によって取得された前記オブジェクト画像の表示領域に関する座標情報に
基づいて、前記表示部に表示される前記オブジェクト画像の表示位置及び表示領域のうち
少なくともいずれか一方が変化したか否かを判断する判断手段と、を有し、
　前記判断手段により前記オブジェクト画像の表示位置及び表示領域が変化していないと
判断された場合、前記発光制御手段は、前記表示制御手段により前記複数の分割発光部の
発光を独立して制御し、
　前記判断手段により前記オブジェクト画像の表示位置及び表示領域のうち少なくともい
ずれか一方が変化したと判断された場合、前記発光制御手段は、前記複数の分割発光部を
略同一の輝度で発光させるように制御することを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　前記判断手段により前記オブジェクト画像の表示位置が単位時間に所定値以上変化した
と判断された場合、及び前記オブジェクト画像の表示領域が単位時間に所定値以上変化し
たと判断された場合のうち少なくともどちらか一方において、前記発光制御手段は、前記
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複数の分割発光部を略同一の輝度で発光させるように制御することを特徴とする請求項１
に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記判断手段により前記オブジェクト画像の表示位置及び表示領域のうち少なくともい
ずれか一方が変化したと判断された場合、前記発光制御手段は、前記判断手段により前記
オブジェクト画像の表示位置及び表示領域のうち少なくともいずれか一方が変化したと判
断がなされた際の前記複数の分割発光部の平均輝度で、前記複数の分割発光部を略同一に
発光させるように制御することを特徴とする請求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記判断手段により前記オブジェクト画像の表示位置及び表示領域のうち少なくともい
ずれか一方が変化したと判断された場合、前記発光制御手段は、前記変化前の前記オブジ
ェクト画像の表示領域に対応する分割発光部の輝度で前記複数の分割発光部を発光させる
ように制御することを特徴とする請求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　画面に所定のオブジェクト画像を表示する制御を行う表示制御手段と、
　前記画面の領域を構成する複数の分割領域に対応する複数の発光部の発光を、独立して
制御可能な発光制御手段と、
　前記画面における前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域が変化したか否か
を判定する判定手段と、を有し、
　前記判定手段が、前記画面における前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域
が変化したと判定した場合、前記発光制御手段は、前記画面を構成する全ての分割領域に
対応する発光部を、前記変化前の表示領域に対する輝度に応じた輝度で発光させるように
制御することを特徴とする表示制御装置。
【請求項６】
　前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域の変化とは、前記画面における前記
所定のオブジェクト画像の表示位置の変化であることを特徴とする請求項５に記載の表示
制御装置。
【請求項７】
　前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域の変化とは、前記画面における前記
所定のオブジェクト画像の表示サイズの変化であることを特徴とする請求項５に記載の表
示制御装置。
【請求項８】
　前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域の変化とは、前記画面における前記
所定のオブジェクト画像が表示される表示領域が第１の領域から前記第１の領域に隣接す
る第２の領域を含む領域へと変化することであることを特徴とする請求項５に記載の表示
制御装置。
【請求項９】
　前記画面における前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域が複数の分割領域
から構成される場合、前記発光制御手段は、前記変化前の表示領域を構成する前記複数の
分割領域のそれぞれに対する輝度を平均した輝度で、前記画面を構成する全ての分割領域
に対応する発光部を発光させるように制御することを特徴とする請求項５乃至８のいずれ
か一項に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　前記判定手段が、前記画面における前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域
が変化していないと判定した場合、前記発光制御手段は、前記画面を構成する全ての分割
領域のそれぞれに対応する発光部を、各分割領域に表示される画像の輝度に応じた輝度で
発光させるように制御することを特徴とする請求項５乃至９のいずれか一項に記載の表示
制御装置。
【請求項１１】
　前記判定手段が、前記画面における前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域
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が変化したと判定した場合、前記発光制御手段は、前記画面を構成する全ての分割領域に
対応する発光部を、略同一の輝度で発光させるように制御することを特徴とする請求項５
乃至１０のいずれか一項に記載の表示制御装置。
【請求項１２】
　表示部に所定のオブジェクト画像を表示する制御を行う表示制御工程と、
　前記表示部を分割した複数の分割領域に対応する複数の分割発光部の発光を独立して制
御する発光制御工程と、
　前記表示部における前記オブジェクト画像の表示領域に関する座標情報を取得する取得
工程と、
　前記取得工程によって取得された前記オブジェクト画像の表示領域に関する座標情報に
基づいて、前記表示部に表示される前記オブジェクト画像の表示位置及び表示領域のうち
少なくともいずれか一方が変化したか否かを判断する判断工程と、を有し、
　前記判断工程により前記オブジェクト画像の表示位置及び表示領域が変化していないと
判断された場合、前記発光制御工程は、前記表示制御工程により前記複数の分割発光部の
発光を独立して制御し、
　前記判断工程により前記オブジェクト画像の表示位置及び表示領域のうち少なくともい
ずれか一方が変化したと判断された場合、前記発光制御工程は、前記複数の分割発光部を
略同一の輝度で発光させるように制御することを特徴とする表示制御装置の制御方法。
【請求項１３】
　画面に所定のオブジェクト画像を表示する制御を行う表示制御工程と、
　前記画面の領域を構成する複数の分割領域に対応する複数の発光部の発光を、独立して
制御する発光制御工程と、
　前記画面における前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域が変化したか否か
を判定する判定工程と、を有し、
　前記判定工程において、前記画面における前記所定のオブジェクト画像が表示される表
示領域が変化したと判定された場合、前記発光制御工程では、前記画面を構成する全ての
分割領域に対応する発光部を、前記変化前の表示領域に対する輝度に応じた輝度で発光さ
せるように制御することを特徴とする表示制御装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域の変化とは、前記画面における前記
所定のオブジェクト画像の表示位置の変化であることを特徴とする請求項１３に記載の表
示制御装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域の変化とは、前記画面における前記
所定のオブジェクト画像の表示サイズの変化であることを特徴とする請求項１３に記載の
表示制御装置の制御方法。
【請求項１６】
　前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域の変化とは、前記画面における前記
所定のオブジェクト画像が表示される表示領域が第１の領域から前記第１の領域に隣接す
る第２の領域を含む領域へと変化することであることを特徴とする請求項１３に記載の表
示制御装置の制御方法。
【請求項１７】
　前記画面における前記所定のオブジェクト画像が表示される表示領域が複数の分割領域
から構成される場合、前記発光制御工程では、前記変化前の表示領域を構成する前記複数
の分割領域のそれぞれに対する輝度を平均した輝度で、前記画面を構成する全ての分割領
域に対応する発光部を発光させるように制御することを特徴とする請求項１３乃至１６の
いずれか一項に記載の表示制御装置の制御方法。
【請求項１８】
　前記判定工程において、前記画面における前記所定のオブジェクト画像が表示される表
示領域が変化していないと判定された場合、前記発光制御工程では、前記画面を構成する
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全ての分割領域のそれぞれに対応する発光部を、各分割領域に表示される画像の輝度に応
じた輝度で発光させるように制御することを特徴とする請求項１３乃至１７のいずれか一
項に記載の表示制御装置の制御方法。
【請求項１９】
　前記判定工程において、前記画面における前記所定のオブジェクト画像が表示される表
示領域が変化したと判定された場合、前記発光制御工程では、前記画面を構成する全ての
分割領域に対応する発光部を、略同一の輝度で発光させるように制御することを特徴とす
る請求項１３乃至１８のいずれか一項に記載の表示制御装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の発光部の発光を独立して制御可能な発光制御部を有する表示制御装置
及びその制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示装置は、液晶表示パネルの表示領域の背面側に、複数の発光素子がマト
リクス状に配置された複数の発光部（バックライト光源部）を有し、発光部に用いられる
発光素子としては、例えば蛍光灯またはＬＥＤ（発光ダイオード）等がある。各発光素子
の輝度は流す電流値によって制御される。
【０００３】
　特許文献１に開示されているように、液晶表示装置では、表示部を分割した複数の分割
領域に対応する複数の分割発光部の発光を独立して制御することができる。このような制
御をローカルディミング制御という。表示する画像に、局所的に階調が低い領域と、局所
的に階調が高い領域とが含まれている場合にローカルディミング制御を行うと、各領域に
対応する分割発光部の輝度を独立に制御できるため、コントラスト感を高めることが出来
る。
【０００４】
　また、画像の表示領域において充分かつ均一に画像を表示する技術として、特許文献２
に開示されているように、指定した表示領域より広い範囲に対応する分割発光部を点灯さ
せる制御を行う技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１８３６０８号公報
【特許文献２】特開２００８－８３５９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、発光部のローカルディミング制御を行う場合、表示画面上のオブジェクト画像
（ＧＵＩ等）の表示形態（表示位置または表示領域のサイズ等）をユーザの入力等により
変化させた場合、変化が速いとローカルディミング制御の処理が追従できない。例えば、
オブジェクト画像の表示位置や表示領域を所定の速度より速く変化させてしまうと、ロー
カルディミング制御の処理が追従できず、変化したオブジェクト画像内や、該オブジェク
ト画像の周辺部に色ムラ等の画像劣化が生じる場合がある。
【０００７】
　そこで本発明は、複数の分割発光部の発光を独立して制御可能な発光制御部を有する表
示制御装置において、オブジェクト画像の表示位置及び表示領域の少なくともいずれか一
方が変化しても、色ムラ等の画質劣化を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記目的を達成するために、本発明の表示制御装置は、表示部に所定のオブジェクト画
像を表示する制御を行う表示制御手段と、前記表示部を分割した複数の分割領域に対応す
る複数の分割発光部の発光を独立して制御可能な発光制御手段と、前記表示部における前
記オブジェクト画像の表示領域に関する座標情報を取得する取得手段と、前記取得手段に
よって取得された前記オブジェクト画像の表示領域に関する座標情報に基づいて、前記表
示部に表示される前記オブジェクト画像の表示位置及び表示領域のうち少なくともいずれ
か一方が変化したか否かを判断する判断手段と、を有し、前記判断手段により前記オブジ
ェクト画像の表示位置及び表示領域が変化していないと判断された場合、前記発光制御手
段は、前記表示制御手段により前記複数の分割発光部の発光を独立して制御し、前記判断
手段により前記オブジェクト画像の表示位置及び表示領域のうち少なくともいずれか一方
が変化したと判断された場合、前記発光制御手段は、前記複数の分割発光部を略同一の輝
度で発光させるように制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、複数の分割発光部の発光を独立して制御可能な発光制御部を有する表示
制御装置において、オブジェクト画像の表示位置及び表示領域の少なくともいずれか一方
が変化しても、色ムラ等の画質劣化を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例１に係る表示制御システム及び表示制御装置のブロック図である。
【図２】表示部に表示される画像及び発光部の複数の分割発光部を示す概念図である。
【図３】実施例１における表示制御装置の処理に関するフローチャートである。
【図４】実施例１におけるオブジェクト画像の表示位置が変化した場合の表示部の表示画
像と発光部の発光状態を示す概念図である。
【図５】実施例１におけるオブジェクト画像の表示領域が変化した場合の表示部の表示画
像と発光部の発光状態を示す概念図である。
【図６】実施例２に係る表示制御システムのブロック図である。
【図７】実施例２における表示制御装置の処理に関するフローチャートである。
【図８】実施例２におけるオブジェクト画像の表示位置が変化した場合の表示部の表示画
像と発光部の発光状態を示す概念図である。
【図９】実施例２におけるオブジェクト画像の表示領域が変化した場合の表示部の表示画
像と発光部の発光状態を示す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施例を説明する。
【００１２】
　（実施例１）
　図１に本実施例に係る表示制御システム及び表示制御装置を示す。図１（ａ）に示す表
示制御システムは、画像生成装置１００及び表示制御装置２００からなる。
【００１３】
　画像生成装置１００は、画像出力部１０１及び座標情報送信部１０２を有する。画像出
力部１０１は、画像生成装置１００内の蓄積部（不図示）に蓄積されている画像や、外部
入力装置（不図示）からの画像を表示制御装置２００に出力する。座標情報送信部１０２
は、画像出力部１０１が出力した画像に含まれるオブジェクト画像の表示領域に関する座
標情報（以下、オブジェクト画像の座標情報）を表示制御装置２００に出力する。
【００１４】
　本実施例におけるオブジェクト画像とは、１フレームの画像内に含まれる部分画像（部
分画像以外の領域には他の画像が存在する）として説明する。しかしこれに限られず、例
えば単に表示部の一部に表示する部分画像（部分画像以外の領域の映像信号がゼロ）であ
ってもよい。オブジェクト画像とは具体的には、例えばメニュー画面等のＧＵＩや、静止
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画や動画の再生画像、マルチ画面表示した際の個々の映像表示領域、ＰＣアプリのウィン
ドウ等である。
【００１５】
　表示制御装置２００は、画像入力部２０１、表示制御部２０２、表示部２０３、及び座
標情報取得部２０４、変化判断部２０５、発光制御部２０６、発光部２０７を有する。画
像入力部２０１は、画像生成装置１００の画像出力部１０１から出力された画像を受信し
、表示制御部２０２へ送信する。表示制御部２０２は画像入力部２０１から送られた画像
を表示部２０３に表示する制御を行う。
【００１６】
　座標情報取得部２０４は、座標情報送信部１０２から出力されたオブジェクト画像の座
標情報を取得し、変化判断部２０５へ送信する。変化判断部２０５はオブジェクト画像の
座標情報に基づいて、オブジェクト画像の表示位置及び表示領域のうち少なくともいずれ
か一方が変化したか否かを判断する。つまり、変化判断部２０５は、オブジェクト画像の
表示位置が移動したか否か、及びオブジェクト画像の表示領域が拡大または縮小したか否
かの少なくとも一方を判断する。
【００１７】
　ここで、オブジェクト画像の座標情報とは、表示画像内におけるオブジェクト画像の左
上座標及び右下座標からなる。図２（ａ）に示すように、１９２０×１０８０ピクセルの
表示画像内におけるオブジェクト画像の左上座標（９００，０）及び右下座標（１５００
，６００）からなる。オブジェクト画像の座標情報はこれに限られず、例えばオブジェク
ト画像の重心座標及びサイズ情報（高さ６００×幅６００ピクセル等）であってもよいし
、オブジェクト画像の重心座標またはオブジェクト画像のサイズ情報のどちらか一方であ
ってもよい。
【００１８】
　変化判断部２０５の判断に基づいて発光制御部２０６は、発光部２０７の発光を制御す
る。発光部２０７は図２（ｂ）に示すように、画像を表示する表示部２０３を分割した複
数の分割領域に対応する複数の分割発光部からなる。図２（ｂ）は発光部２０７が８×６
＝４８個の分割発光部から構成される例を示している。発光制御部２０６は、複数の分割
発光部の輝度を独立して制御可能である。
【００１９】
　本発明の表示制御装置は、図１（ｂ）に示す表示制御装置３００のように、画像入力部
２０１に代えて画像生成部３０１と、画像生成部３０１で生成される画像からオブジェク
ト画像の座標情報を取得する座標情報取得部３０２とを有する構成にしてもよい。また、
表示部２０３、発光制御部２０６及び発光部２０７は、表示制御装置２００または３００
とは別に表示装置とする構成でもよい。
【００２０】
　図３に表示制御装置２００における処理のフローチャートを示す。ステップＳ３１にお
いて座標情報取得部２０４はオブジェクト画像の座標情報を取得する。ステップＳ３２に
おいて変化判断部２０５は、オブジェクト画像の座標情報に基づいて、オブジェクト画像
の表示位置及び表示領域のうち少なくともいずれか一方が変化したか否かを判断する。
【００２１】
　ステップＳ３２においてオブジェクト画像の表示位置が変化したと判断された場合か、
オブジェクト画像の表示領域が変化したと判断された場合は、ステップＳ３３に処理を進
める。ステップＳ３３において発光制御部２０６は、発光部２０７の複数の分割発光部す
べてを略同一の輝度で発光させるように制御する。複数の分割発光部の輝度が所定範囲内
であれば略同一の輝度とみなす。
【００２２】
　ステップＳ３２においてオブジェクト画像の表示位置が変化していない、かつオブジェ
クト画像の表示領域が変化していないと判断された場合は、ステップＳ３４に処理を進め
る。ステップＳ３４において発光制御部２０６は、発光部２０７の複数の分割発光部の輝
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度を表示画像に応じて独立に制御する。
【００２３】
　図４を用いて、オブジェクト画像の表示位置が変化した場合の表示部の表示画像と発光
部の発光状態について説明する。図４（ａ）左に示すようなオブジェクト画像の表示位置
から、図４（ｃ）左に示すようなオブジェクト画像の表示位置まで、オブジェクト画像の
表示位置が移動（図４（ｂ）左）した場合の、発光制御部２０６の制御について説明する
。
【００２４】
　図４（ａ）左及び図４（ｃ）左のように、オブジェクト画像の表示位置は変化していな
い場合、図４（ａ）右及び図４（ｃ）右に示すように、発光制御部２０６は、発光部２０
７の複数の分割発光部の発光を表示画像に応じて独立に制御する。図４（ａ）右及び図４
（ｃ）右では、オブジェクト画像の表示領域に対応した分割発光部（白色領域）の輝度が
、オブジェクト画像の表示領域外の分割発光部（灰色領域）より高い輝度に制御されてい
る。発光部２０７の輝度を分割発光部毎に独立に制御する（ローカルディミング制御する
）ことで、表示画像のコントラストを高めることができる。
【００２５】
　図４（ｂ）左に示すようにオブジェクト画像の表示位置が変化している期間は図４（ｂ
）右に示すように、発光制御部２０６は発光部２０７のすべての分割発光部を同一の輝度
で発光させるように制御する。つまり発光制御部２０６は、発光部２０７のローカルディ
ミング制御を行わない。このときの各分割発光部の輝度は、オブジェクト画像の表示位置
の変化前の発光部２０７の平均輝度、つまり図４（ａ）における発光部２０７の平均輝度
とする。
【００２６】
　なお、この際の分割発光部の輝度は上述した値に限られることなく、例えば予め設定さ
れた輝度としてもよいし、変化前の図４（ａ）におけるオブジェクト画像の表示領域に対
応する分割発光部の平均輝度としてもよい。また、変化前の図４（ａ）におけるオブジェ
クト画像の表示領域以外の表示領域に対応する分割発光部の平均輝度としてもよい。例え
ばオブジェクト画像の表示領域の大きさが所定値以下の場合には、全表示領域をオブジェ
クト画像の表示領域以外の表示領域に対応する分割発光部の平均輝度にした方が違和感を
少なくすることができる。
【００２７】
　以上のように発光部を同一の輝度に制御することで、オブジェクト画像の表示位置が変
化している場合における、オブジェクト画像の端部の色ムラ等の画質劣化を抑えることが
できる。
【００２８】
　次に図５を用いて、オブジェクト画像の表示領域が変化した場合について説明する。図
５（ａ）左に示すようなオブジェクト画像の表示領域から、図５（ｃ）左に示すようなオ
ブジェクト画像の表示領域まで、オブジェクト画像の表示領域が拡大（図５（ｂ）左）し
た場合の、発光制御部２０６の制御について説明する。
【００２９】
　図５（ａ）左及び図５（ｃ）左のように、オブジェクト画像の表示領域が変化していな
い場合、図５（ａ）右及び図５（ｃ）右に示すように、発光制御部２０６は、発光部２０
７の複数の分割発光部の発光を表示画像に応じて独立に制御する。図５（ａ）右及び図４
（ｃ）右では、オブジェクト画像の表示領域に対応した分割発光部の輝度が、オブジェク
ト画像の表示領域外の分割発光部より高い輝度に制御されている。
【００３０】
　図５（ｂ）左に示すようにオブジェクト画像の表示領域が変化している場合、図５（ｂ
）右に示すように、発光制御部２０６は発光部２０７のすべての分割発光部を同一の輝度
で発光させるように制御する。この際の分割発光部の輝度は、オブジェクト画像の表示領
域の変化前の発光部２０７の平均輝度、つまり図５（ａ）における発光部２０７の平均輝
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度とする。なお、この際の分割発光部の輝度は上述した値に限られることなく、例えば予
め設定された輝度としてもよいし、変化前の図５（ａ）におけるオブジェクト画像の表示
領域に対応する分割発光部の平均輝度としてもよい。
【００３１】
　図５では、オブジェクト画像の表示領域が拡大した場合の、発光制御部２０６の制御に
ついて説明したが、オブジェクト画像の表示領域が縮小した場合についても図５（ｂ）右
に示すように発光制御部２０６は発光部２０７のすべての分割発光部を同一の輝度で発光
させるように制御する。
【００３２】
　上述した図３のステップＳ３２において、変化判断部２０５はオブジェクト画像の表示
位置が単位時間に所定値以上変化したか否か、やオブジェクト画像の表示領域が単位時間
に所定値以上変化したか否かを判断してもよい。オブジェクト画像の表示位置の変化及び
表示領域の変化に閾値を設け、所定の閾値以上変化した場合には、ステップＳ３３のよう
に発光制御部２０６は、発光部２０７のすべての分割発光部を同一の輝度で発光させるよ
うに制御する。また、ステップＳ３２において、オブジェクト画像の表示位置の変化また
は表示領域の変化のいずれか一方の変化に基づいて、オブジェクト画像の変化を判断して
もよい。
【００３３】
　本実施例ではオブジェクト画像が表示画像内に１つ存在する場合について説明したが、
オブジェクト画像が表示画像内に複数存在する場合についても、各オブジェクト画像につ
いて上述した処理と同様の処理を行う。
【００３４】
　以上のように、オブジェクト画像の表示位置及び表示領域の少なくともいずれか一方が
変化した場合に複数の分割発光部を同一の輝度で発光させるように制御することにより、
オブジェクト画像の端部の色ムラ等の画質劣化を抑えることができる。
【００３５】
　（実施例２）
　図６に本実施例に係る表示制御システムを示す。図６に示す表示制御システムは、画像
生成装置１００及び表示制御装置６００からなる。実施例１と同様の動作を行うブロック
には同符号を用いて説明を省略する。実施例１の図１（ｂ）に示す表示制御装置と同様に
、画像入力部２０１に代えて画像生成部３０１と、画像生成部３０１で生成される画像か
らオブジェクト画像の座標情報を取得する座標情報取得部３０２とを有する構成にしても
よい。また、表示部２０３、発光制御部２０６及び発光部２０７は、表示制御装置６００
とは別の表示装置とする構成でもよい。
【００３６】
　実施例１と異なる点は、表示制御装置６００に変化方向検出部６０１を有する点である
。変化方向検出部６０１は、変化判断部２０５においてオブジェクト画像の表示位置及び
表示領域のいずれか一方が変化したと判断された場合に、オブジェクト画像の座標情報に
基づいてオブジェクト画像の変化方向を検出する。すなわち変化方向検出部６０１は、オ
ブジェクト画像の表示位置が変化している場合には、オブジェクト画像の表示位置の変化
方向を検出し、オブジェクト画像の表示領域が変化している場合には、オブジェクト画像
の表示領域の変化方向を検出する。変化方向検出部６０１は、検出したオブジェクト画像
の表示位置の変化方向または表示領域の変化方向を発光制御部６０２に送信する。
【００３７】
　実施例２における表示制御装置６００の処理のフローチャートを図７に示す。図３のフ
ローチャートと同様の処理を行うステップには同符号を用いて説明を省略する。ステップ
Ｓ３２において変化判断部２０５でオブジェクト画像の表示位置及び表示領域のうち少な
くともいずれか一方が変化したと判断された場合は、ステップＳ７１において変化方向検
出部６０１はオブジェクト画像の変化方向を検出する。ステップＳ３２で変化判断部２０
５がオブジェクト画像の表示位置が変化していると判断した場合には、ステップＳ７１で
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変化方向検出部６０１は、オブジェクト画像の表示位置の変化方向を検出する。ステップ
Ｓ３２で変化判断部２０５がオブジェクト画像の表示領域が変化していると判断した場合
には、ステップＳ７１で変化方向検出部６０１は、オブジェクト画像の表示領域の変化方
向を検出する。
【００３８】
　ステップＳ７２において発光制御部６０２は、変化前のオブジェクト画像の表示領域に
対応する分割発光部に対して変化方向検出部６０１で検出された変化方向の分割発光部を
、変化前のオブジェクト画像の表示領域に対応する分割発光部の輝度で発光させる。この
際の発光制御部６０２の制御について図８及び図９を用いて説明する。図８は、実施例２
においてオブジェクト画像の表示位置が変化した場合の表示画像と発光部の発光状態を示
す。図９は、実施例２においてオブジェクト画像の表示領域が変化した場合の表示画像と
発光部の発光状態を示す。
【００３９】
　図８（ａ）左及び図８（ｃ）左のように、オブジェクト画像の表示位置が変化していな
い場合は、実施例１の図４（ａ）右及び図４（ｃ）右と同様に、発光制御部６０２は発光
部２０７の複数の分割発光部の発光を表示画像に応じて独立に制御する。
【００４０】
　図８（ｂ）左に示すように、オブジェクト画像の表示位置が変化している場合に、発光
制御部６０２はオブジェクト画像の変化方向にある分割発光部を、変化前のオブジェクト
画像の表示領域に対応する分割発光部と同一の輝度で発光させるように制御する。図８（
ｂ）右では、変化前のオブジェクト画像の表示領域に対応する４×４個の分割発光部に、
変化前のオブジェクト画像の表示領域の左側（変化方向）の２×４個の分割発光部を加え
た、６×４個の分割発光部を同一の輝度で発光させる。このとき、オブジェクト画像の変
化方向にあるすべての分割発光部を発光させるように、変化前のオブジェクト画像の表示
領域の左側の３×４個の分割発光部を加えた、７×４個の分割発光部を同一の輝度で発光
させてもよい。
【００４１】
　図９（ａ）左及び図９（ｃ）左のように、オブジェクト画像の表示領域が変化していな
い場合は、実施例１の図５（ａ）右及び図５（ｃ）右と同様に、発光制御部６０２は発光
部２０７の複数の分割発光部の発光を表示画像に応じて独立に制御する。
【００４２】
　図９（ｂ）右では、変化前のオブジェクト画像の表示領域に対応する４×４個の分割発
光部に、変化前のオブジェクト画像の表示領域の左側（変化方向）の１×４個の分割発光
部を加えた、５×４個の分割発光部を同一の輝度で発光させる。変化前のオブジェクト画
像の表示領域に対応する分割発光部に加えて同一の輝度で発光させる変化方向の分割発光
部の数や位置は、オブジェクト画像の単位時間の変化量に応じて決定してもよいし、予め
設定されていてもよい。オブジェクト画像が変化方向検出部６０１で検出された変化方向
へ変化した場合、オブジェクト画像の表示領域が同一の輝度になるように、変化前のオブ
ジェクト画像の表示領域に対応する分割発光部と同一の輝度で発光させる分割発光部を決
定するのが好ましい。
【００４３】
　以上のようにオブジェクト画像が変化した場合、変化前のオブジェクト画像の表示領域
に対して変化方向の分割発光部を、オブジェクト画像の表示領域に対応する分割発光部と
同一の輝度に発光させることで、オブジェクト画像の色ムラ等の画質劣化を抑えられる。
オブジェクト画像の変化が大きく、ローカルディミング制御の処理が追従できない場合で
あっても、変化方向を検出して予め変化方向の分割発光部をオブジェクト画像の表示領域
に対応する分割発光部と同一の輝度に発光させることができる。
【符号の説明】
【００４４】
　２０３　表示部
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　２０４　座標情報取得部
　２０５　変化判断部
　２０６　発光制御部
　２０７　発光部
　６０１　変化方向検出部

【図１】 【図２】



(11) JP 5773636 B2 2015.9.2

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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