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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像データに基づく画像を画面に表示する表示手段と、
　前記入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレン
ジ情報を取得する取得手段と、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理手段と、
を有し、
　前記処理手段は、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データの輝度
が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるムラの低減度合いを低減す
る
ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記処理手段は、前記入力画像データの輝度が前記所定輝度よりも高い領域において、
前記ムラ低減処理によるムラの低減度合いを、前記入力画像データの輝度が高いほど低い
値に低減する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記処理手段は、
　　前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データの階調値と、前記入力
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画像データの輝度との対応関係を判断する判断手段と、
　　前記ムラ低減処理を前記入力画像データに施すムラ補正手段と、
を有し、
　前記ムラ補正手段は、前記判断手段の判断結果に基づいて、前記入力画像データの輝度
が前記所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるムラの低減度合いを低
減する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記判断手段は、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データの階調
値に対応する所定レンジの階調値と、前記入力画像データの輝度との対応関係を判断する
ことを特徴とする請求項３に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記判断手段は、前記入力画像データの輝度が前記所定輝度よりも高い領域において、
前記ムラ低減処理によるムラの低減度合いが低減されるように、前記対応関係に基づいて
前記ムラ低減処理で使用されるパラメータを決定する
ことを特徴とする請求項３または４に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記取得手段は、前記表示手段での表示に関する設定に応じて、前記ダイナミックレン
ジ情報を生成する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　発光手段と、
　前記発光手段の発光輝度を制御する制御手段と、
をさらに有し、
　前記表示手段は、前記発光手段からの光を画像データに基づいて変調することで、当該
画像データに基づく画像を前記画面に表示し、
　前記制御手段は、前記ムラ低減処理による前記画面の輝度の変化が低減されるように、
前記発光手段の発光輝度を制御する
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記処理手段は、前記入力画像データの輝度が前記所定輝度よりも高い領域において、
当該領域のサイズが小さいほど低い値に、前記ムラ低減処理によるムラの低減度合いを低
減する
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データの輝度が前記所定輝度よ
りも高い領域のサイズを判断するサイズ判断手段をさらに有する
ことを特徴とする請求項８に記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレンジ情
報を取得する取得手段と、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理手段と、
を有し、
　前記処理手段は、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データの階調
値に対応する輝度が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるムラの低
減度合いを低減する
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１１】
　入力画像データに基づく画像を画面に表示する表示手段を有する画像表示装置の制御方
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法であって、
　前記入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレン
ジ情報を取得する取得ステップと、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理ステップと、
を有し、
　前記処理ステップでは、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データ
の階調値に対応する輝度が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるム
ラの低減度合いを低減する
ことを特徴とする画像表示装置の制御方法。
【請求項１２】
　入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレンジ情
報を取得する取得ステップと、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理ステップと、
を有し、
　前記処理ステップでは、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データ
の階調値に対応する輝度が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるム
ラの低減度合いを低減する
ことを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項１３】
　入力画像データに基づく画像を画面に表示する表示手段を有する画像表示装置の制御方
法をコンピュータに実行させるプログラムであって、
　前記制御方法は、
　前記入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレン
ジ情報を取得する取得ステップと、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理ステップと、
を有し、
　前記処理ステップでは、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データ
の階調値に対応する輝度が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるム
ラの低減度合いを低減する
ことを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　画像処理装置の制御方法をコンピュータに実行させるプログラムであって、
　前記制御方法は、
　入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレンジ情
報を取得する取得ステップと、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理ステップと、
を有し、
　前記処理ステップでは、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データ
の階調値に対応する輝度が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるム
ラの低減度合いを低減する
ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置、画像処理装置、画像表示装置の制御方法、及び、画像処理装
置の制御方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、画像制作ワークフローにおいて、広いダイナミックレンジを有する画像が扱われ
る機会が増している。以後、広いダイナミックレンジを有する画像を「ＨＤＲ（Ｈｉｇｈ
　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）画像」と記載する。ＨＤＲ画像のデータフォーマットは
、例えば、ＡＣＥＳ規格（Ａｃａｄｅｍｙ　Ｃｏｌｏｒ　Ｅｎｃｏｄｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ規格）で規定されている。
【０００３】
　ここで、非ＨＤＲ画像の取り得る輝度の範囲を０～１００％の範囲とする。非ＨＤＲ画
像は、ＨＤＲ画像よりも狭いダイナミックレンジを有する画像であり、例えば、ＢＴ．７
０９で規定されたデータフォーマットに対応する画像である。ＨＤＲ画像では、１００％
よりも高い輝度を扱うことができる。１００％よりも高い輝度は、「オーバーホワイト」
などと呼ばれる。０～１００％の範囲内の輝度を有する領域においては、色を正確に再現
することが好ましい。一方、１００％よりも高い輝度を有する領域においては、色（色再
現性）よりも明るさ（輝き感）の方が重要である。
【０００４】
　ＨＤＲ画像を用いた画像制作ワークフローでは、液晶表示装置（ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ
　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）装置）などの画像表示装置にＨＤＲ画像を表示して
、画像の確認や編集が行われる。画像制作ワークフローでは、制作対象のコンテンツに応
じて、ＨＤＲ画像、非ＨＤＲ画像、等の様々な画像が扱われる。そのため、画像表示装置
にＨＤＲ画像、非ＨＤＲ画像、及び、それらの両方が表示されることがある。
【０００５】
　画像表示装置では、画像を画面に表示した際に、画面に輝度と色の少なくとも一方のム
ラ（表示ムラ）が生じる。例えば、液晶表示装置では、液晶パネルの特性、バックライト
部の特性、等に起因した表示ムラが発生する。この表示ムラを低減する技術は、例えば、
特許文献１，２に開示されている。特許文献１には、画面の縁部分の輝度が画面の中央部
分の輝度よりも低い表示ムラ（輝度ムラ）を低減する技術として、画面の中央部分の輝度
を画面の縁部分の輝度と同等の輝度に低減する技術が開示されている。特許文献２には、
画像データの色成分の強度が高いほど表示ムラの低減度合いを低減する技術が開示されて
いる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示の技術では、画面の中央部分の輝度が低減されるため
、ＨＤＲ画像の表示時にオーバーホワイトの表示輝度（画面上の輝度）が低下することが
ある。上述したように、オーバーホワイトの輝度を有する領域においては、色よりも明る
さの方が重要である。そのため、オーバーホワイトの表示輝度の低下は好ましくない。
【０００７】
　また、特許文献２に開示の技術では、画像データの色成分の強度が高いほど表示ムラの
低減度合いが低減されるため、非ＨＤＲ画像の表示時に高い階調値を有する領域（高階調
領域）において表示ムラの低減度合いが低減されることがある。この高階調領域の輝度は
、０～１００％の範囲内の輝度である。上述したように、０～１００％の範囲内の輝度を
有する領域においては、色を正確に再現することが好ましい。そのため、上記高階調領域
において表示ムラの低減度合いを低減することは、好ましくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－１１４４２７号公報
【特許文献２】特開２００８－３１０２６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　本発明は、表示輝度の低下を好適に抑制することができ、かつ、表示ムラを好適に低減
することができる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様は、
　入力画像データに基づく画像を画面に表示する表示手段と、
　前記入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレン
ジ情報を取得する取得手段と、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理手段と、
を有し、
　前記処理手段は、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データの階調
値に対応する輝度が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるムラの低
減度合いを低減する
ことを特徴とする画像表示装置である。
【００１１】
　本発明の第２の態様は、
　入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレンジ情
報を取得する取得手段と、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理手段と、
を有し、
　前記処理手段は、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データの階調
値に対応する輝度が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるムラの低
減度合いを低減する
ことを特徴とする画像処理装置である。
【００１２】
　本発明の第３の態様は、
　入力画像データに基づく画像を画面に表示する表示手段を有する画像表示装置の制御方
法であって、
　前記入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレン
ジ情報を取得する取得ステップと、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理ステップと、
を有し、
　前記処理ステップでは、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データ
の階調値に対応する輝度が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるム
ラの低減度合いを低減する
ことを特徴とする画像表示装置の制御方法である。
【００１３】
　本発明の第４の態様は、
　入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレンジ情
報を取得する取得ステップと、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理ステップと、
を有し、
　前記処理ステップでは、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データ
の階調値に対応する輝度が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるム
ラの低減度合いを低減する
ことを特徴とする画像処理装置の制御方法である。
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【００１４】
　本発明の第５の態様は、
　入力画像データに基づく画像を画面に表示する表示手段を有する画像表示装置の制御方
法をコンピュータに実行させるプログラムであって、
　前記制御方法は、
　前記入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレン
ジ情報を取得する取得ステップと、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理ステップと、
を有し、
　前記処理ステップでは、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データ
の階調値に対応する輝度が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるム
ラの低減度合いを低減する
ことを特徴とするプログラムである。
【００１５】
　本発明の第６の態様は、
　画像処理装置の制御方法をコンピュータに実行させるプログラムであって、
　前記制御方法は、
　入力画像データの輝度のダイナミックレンジに関する情報であるダイナミックレンジ情
報を取得する取得ステップと、
　輝度と色の少なくとも一方のムラを低減するムラ低減処理を、前記入力画像データに施
す処理ステップと、
を有し、
　前記処理ステップでは、前記ダイナミックレンジ情報に基づいて、前記入力画像データ
の階調値に対応する輝度が所定輝度よりも高い領域において、前記ムラ低減処理によるム
ラの低減度合いを低減する
ことを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、表示輝度の低下を好適に抑制することができ、かつ、表示ムラを好適
に低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例１に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図２】実施例１に係るムラ補正パラメータの一例を説明するための説明図
【図３】実施例１に係るムラ補正パラメータの一例を説明するための説明図
【図４】実施例２に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図５】実施例３に係る画像表示装置の機能構成の一例を示すブロック図
【図６】実施例３に係る統計量取得部によって得られた統計量の一例を示す図
【図７】実施例３に係るムラ補正パラメータの一例を説明するための説明図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　＜実施例１＞
　以下、本発明の実施例１に係る画像表示装置、画像処理装置、及び、それらの制御方法
について説明する。本実施例に係る画像表示装置は、本実施例に係る画像処理装置を有す
る画像表示装置である。本実施例に係る画像処理装置は、画像表示装置とは別体の装置で
あってもよい。
【００１９】
　本実施例では、広いダイナミックレンジを有する画像を「ＨＤＲ画像」と記載し、ＨＤ
Ｒ画像よりも狭いダイナミックレンジを有する画像を「非ＨＤＲ画像」と記載する。ＨＤ
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Ｒ画像は、例えば、ＡＣＥＳ規格（Ａｃａｄｅｍｙ　Ｃｏｌｏｒ　Ｅｎｃｏｄｉｎｇ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ規格）で規定されたデータフォーマットに対応する画像である。非ＨＤＲ画像
は、例えば、ＢＴ．７０９で規定されたデータフォーマットに対応する画像である。また
、本実施例では、非ＨＤＲ画像の取り得る輝度の範囲を０～１００％の範囲とする。ＨＤ
Ｒ画像では、１００％よりも高い輝度を扱うことができる。１００％よりも高い輝度は、
「オーバーホワイト」などと呼ばれる。
【００２０】
　画像表示装置では、画像を画面に表示した際に、画面に輝度と色の少なくとも一方のム
ラ（表示ムラ）が生じる。そこで、本実施例に係る画像表示装置は、入力画像データに基
づく画像を画面に表示した際に画面に生じる表示ムラを低減するムラ低減処理を、入力画
像データに施す。本実施例に係る画像表示装置は、画面内の非オーバーホワイト領域にお
いて、十分に表示ムラを低減するムラ低減処理を行う。非オーバーホワイト領域は、色を
正確に再現することが好ましい領域であり、入力画像データの階調値に対応する輝度が所
定輝度（１００％）以下の領域である。そして、本実施例に係る画像表示装置は、画面内
のオーバーホワイト領域において、ムラ低減度（ムラ低減処理による表示ムラの低減度合
い）を低減する。オーバーホワイト領域は、色（色再現性）よりも明るさ（輝き感）の方
が重要な領域であり、入力画像データの階調値に対応する輝度が所定輝度（１００％）よ
りも高い領域である。
【００２１】
　これにより、ＨＤＲ画像、非ＨＤＲ画像、及び、それら両方を表示する際に、表示輝度
（画面上の輝度）の低下を好適に抑制することができ、かつ、表示ムラを好適に低減する
ことができる。具体的には、非ＨＤＲ画像の全領域と、ＨＤＲ画像の非オーバーホワイト
領域において、表示ムラを十分に低減することにより、色が正確に再現された表示を行う
ことができる。そして、ＨＤＲ画像のオーバーホワイト領域において、ムラ低減度を低減
することにより、表示輝度の低下を抑制することができ、十分な輝き感のある表示を行う
ことができる。
【００２２】
　図１は、本実施例に係る画像表示装置１００の機能構成の一例を示すブロック図である
。画像表示装置１００は、Ｄレンジ情報取得部１０１、ムラ補正パラメータ生成部１０２
、ムラ補正部１０３、及び、表示部１０４を有する。なお、表示部１０４は、画像表示装
置１００とは別体の装置に設けられていてもよい。その場合には、画像表示装置１００は
「画像処理装置１００」と言える。
【００２３】
　Ｄレンジ情報取得部１０１は、入力画像データの輝度のダイナミックレンジ（Ｄレンジ
）に関する情報であるＤレンジ情報（ダイナミックレンジ情報）を取得する。
【００２４】
　なお、Ｄレンジ情報の取得方法は特に限定されない。入力画像データ（画像表示装置１
００に入力された画像データ）にＤレンジ情報が付加されている場合には、Ｄレンジ情報
取得部１０１は、入力画像データからＤレンジ情報を取得することができる。ＳＤＩ（Ｓ
ｅｒｉａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）規格の画像データが入力画像データ
として画像表示装置１００に入力される場合には、Ｄレンジ情報が記述されたアンシラリ
データが画像表示装置１００に入力されてもよい。その場合には、Ｄレンジ情報取得部１
０１は、アンシラリデータからＤレンジ情報を取得することができる。また、アンシラリ
データからＤレンジ情報を取得できない場合は、Ｄレンジ情報取得部１０１は、画像表示
装置１００（表示部１０４）での表示に関する現在の設定に応じて、Ｄレンジ情報を生成
してもよい。例えば、現在の設定がＢＴ．７０９に対応する設定である場合に、入力画像
データの輝度のダイナミックレンジは０～１００％であると判断し、０～１００％のＤレ
ンジに関するＤレンジ情報が生成されもよい。そして、現在の設定がＡＣＥＳに対応する
設定である場合に、入力画像データの輝度のダイナミックレンジはＡＣＥＳに対応したレ
ンジであると判断し、ＡＣＥＳで規定されたＤレンジ（例えば、０～８００％）に関する
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Ｄレンジ情報が生成されてもよい。表示に関する設定は、例えば、表示画像の色域、ガン
マ値、等の画質パラメータの設定である。
【００２５】
　なお、Ｄレンジ情報として、画面の全領域に対応する１つのＤレンジ情報が取得されて
もよいし、画面内の複数の領域に対応する複数のＤレンジ情報が取得されてもよい。例え
ば、画面に複数の画像が並べられて表示される場合に、当該複数の画像のそれぞれについ
てＤレンジ情報が取得されてもよい。
【００２６】
　ムラ補正パラメータ生成部１０２は、Ｄレンジ情報取得部１０１によって取得されたＤ
レンジ情報に基づいて、入力画像データの階調値（入力階調値）と、輝度（輝度レベル）
との対応関係を判断する。例えば、上記対応関係として、入力階調値の上限値が、Ｄレン
ジ情報に対応するＤレンジの輝度の上限値に対応し、かつ、入力階調値の下限値が、Ｄレ
ンジ情報に対応するＤレンジの輝度の下限値に対応する対応関係が得られる。そして、ム
ラ補正パラメータ生成部１０２は、得られた対応関係に基づいて、ムラ補正パラメータを
生成（決定）する。ムラ補正パラメータは、ムラ低減処理で使用されるパラメータである
。なお、画面内の複数の領域に対応する複数のＤレンジ情報が取得された場合には、複数
の領域のそれぞれについて、上記対応関係の判断と、ムラ補正パラメータの生成とが行わ
れる。
【００２７】
　このように、本実施例では、入力階調値に対応する輝度が、Ｄレンジ情報を用いて判断
される。Ｄレンジ情報を使用することにより、入力階調値のみから輝度を判断する方法よ
りも高精度に、入力階調値に対応する輝度を判断することができる。例えば、ＨＤＲ画像
のための入力階調値と、非ＨＤＲ画像のための入力階調値との両方として、８ビットの階
調値が使用されることがある。この場合、入力階調値に対応する輝度を、入力階調値のみ
から正確に判断することはできない。例えば、入力階調値がＨＤＲ画像のための階調値で
あるにも拘らず、入力階調値に対応する輝度として、非ＨＤＲ画像のための輝度が誤判断
されることがある。本実施例では、Ｄレンジ情報が使用されるため、このような誤判断が
生じることはない。
【００２８】
　そして、本実施例では、非オーバーホワイト領域において、十分に表示ムラを低減する
ムラ低減処理が行われ、かつ、オーバーホワイト領域において、ムラ低減度が低減される
ように、ムラ補正パラメータが生成される。ムラ補正パラメータの一例を、図２，３を用
いて説明する。図２，３は、階調値が均一な画像データに基づく画像（ベタ画像）を画面
に表示した際に、画面の縁部分の輝度が画面の中央部分の輝度よりも低い表示ムラ（輝度
ムラ）が生じる場合の例を示す。また、図２，３は、縁部分以外の領域におけるベタ画像
の輝度を、縁部分におけるベタ画像の輝度と同等の輝度に低減するムラ低減処理が行われ
る場合の例を示す。図２，３の横軸は、入力階調値に対応する輝度（対応輝度）を示し、
図２，３の縦軸は、画面の中央部分に対応する補正階調値（ムラ低減処理後の階調値）を
示す。破線は、ムラ低減処理が行われない場合を示す。そのため、破線で示される補正階
調値は、入力階調値と等しい。
【００２９】
　図２は、ＨＤＲ画像のダイナミックレンジに関する情報がＤレンジ情報として得られた
場合の例を示し、図３は、非ＨＤＲ画像のダイナミックレンジに関する情報がＤレンジ情
報として得られた場合の例を示す。具体的には、図２は、０～８００％のダイナミックレ
ンジに関する情報がＤレンジ情報として得られた場合の例を示し、図３は、０～１００％
のダイナミックレンジに関する情報がＤレンジ情報として得られた場合の例を示す。また
、図２，３では、補正階調値として、８ビットの値（０～２５５）の値が得られる場合の
例を示す。なお、ＨＤＲ画像のダイナミックレンジは、０～８００％よりも広くても狭く
てもよい。また、補正階調値のビット数は８ビットより多くても少なくてもよい。入力階
調値のビット数も特に限定されない。
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【００３０】
　本実施例では、上記輝度ムラにおいて、対応輝度の増加に伴い、画面の縁部分の輝度と
、画面の中央部分の輝度との差が増加するものとする。そのため、０～１００％の対応輝
度の範囲について、入力階調値が低減され、かつ、対応輝度の増加に伴い入力階調値の低
減量が増加するように、ムラ補正パラメータが生成される（図２，３の実線）。その結果
、０～１００％の対応輝度の範囲について、十分に表示ムラを低減することができる。
【００３１】
　また、本実施例では、１００％よりも高い対応輝度の範囲について、入力階調値の低減
が抑制されるように、ムラ補正パラメータが生成される（図２の実線）。ここで、「入力
階調値の低減の抑制」は、「ムラ低減度の低減」を意味する。図２では、１００％よりも
高い対応輝度の範囲について、入力階調値が低減されており、対応輝度の増加に伴い入力
階調値の低減量が低減している。これにより、オーバーホワイト領域において、ムラ低減
度が、対応輝度が高いほど低い値に低減される。オーバーホワイト領域では、輝度が高い
ほど輝き感がより重要視される。そのため、オーバーホワイト領域において、対応輝度が
高いほど低い値にムラ低減度を低減することにより、表示ムラをより好適に低減すること
ができ、表示輝度の低下をより好適に抑制することができる。
【００３２】
　なお、上記輝度ムラにおいて、縁部分との間の輝度の差は画面内の位置に依存する。そ
のため、対応輝度と補正階調値との対応関係（図２，３の実線）も、画面内の位置に依存
する。また、本実施例では、説明を簡単にするために、入力階調値の増加に伴い対応輝度
が線形に増加する例を説明したが、これに限らない。例えば、入力階調値の増加に対して
対応輝度が非線形に増加してもよい。また、補正階調値と対応輝度との対応関係も特に限
定されない。対応輝度の変化に対して補正階調値が連続的に変化してもよいし、対応輝度
の変化に対して補正階調値が不連続的に変化してもよい。また、オーバーホワイト領域に
おけるムラ低減度も特に限定されない。例えば、オーバーホワイト領域において、対応輝
度に依存しないムラ低減度が設定されるように、ムラ補正パラメータが生成されてもよい
。また、表示ムラも特に限定されないし、ムラ低減処理の方法も特に限定されない。表示
ムラは、表示部１０４の特性に依存し、対応輝度と補正階調値との対応関係（図２，３の
実線）は、表示部１０４の特性に応じて適宜変更される。
【００３３】
　ムラ補正部１０３は、ムラ補正パラメータ生成部１０２の判断結果に基づいて、ムラ低
減処理を入力画像データに施す。具体的には、ムラ補正部１０３は、ムラ補正パラメータ
生成部１０２によって生成されたムラ補正パラメータを用いたムラ低減処理を、入力画像
データに施す。それにより、補正画像データが生成される。ムラ補正パラメータ生成部１
０２によって生成されたムラ補正パラメータが使用されることにより、非オーバーホワイ
ト領域において、十分に表示ムラを低減するムラ低減処理が行われる。そして、オーバー
ホワイト領域において、ムラ低減度が低減されたムラ低減処理が行われる。
【００３４】
　なお、画面内の複数の領域に対応する複数のムラ補正パラメータが得られた場合には、
複数の領域のそれぞれについて、その領域に対応するムラ補正パラメータを少なくとも用
いたムラ低減処理が行われる。
【００３５】
　なお、本実施例では、Ｄレンジ情報に基づいてムラ補正パラメータが決定されて使用さ
れる例を説明したが、これに限らない。例えば、Ｄレンジ情報に基づいて得られた対応関
係（入力階調値と輝度との対応関係）を示す情報が、ムラ補正パラメータの代わりに使用
されてもよい。そのような情報を使用すれば、オーバーホワイト領域と非オーバーホワイ
ト領域を検出することができるため、上述したムラ低減処理を行うことができる。
【００３６】
　表示部１０４は、補正画像データに基づく画像を画面に表示する。表示部１０４として
は、液晶表示パネル、有機ＥＬ表示パネル、プラズマ表示パネル、等を使用することがで
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きる。なお、表示部１０４の各表示素子は、補正画像データに応じて駆動されてもよいし
、そうでなくてもよい。例えば、表示部１０４によって上記ムラ低減処理とは異なる他の
画像処理が補正画像データに施され、他の画像処理後の画像データに応じて表示部１０４
の各表示素子が駆動されてもよい。他の画像処理としては、例えば、輝度調整処理、色調
整処理、エッジ強調処理、ぼかし処理、等が行われる。
【００３７】
　以上述べたように、本実施例によれば、Ｄレンジ情報を用いて入力階調値と輝度との対
応関係が判断される。それにより、入力階調値に対応する輝度を高精度に判断することが
できる。そして、本実施例によれば、オーバーホワイト領域において、ムラ低減度が低減
される。それにより、ＨＤＲ画像、非ＨＤＲ画像、及び、それら両方を表示する際に、表
示輝度の低下を好適に抑制することができ、かつ、表示ムラを好適に低減することができ
る。また、表示輝度の低下が好適に抑制されることにより、表示画像（画面に表示された
画像）のコントラスト比の低下を好適に抑制することもできる。
【００３８】
　なお、本実施例では、入力画像データの階調値のレンジが一定（８ビットに対応するレ
ンジ）である場合の例を説明したが、これに限らない。入力画像データの階調値のレンジ
が一定でない場合には、画像表示装置や画像処理装置は、入力画像データの階調値を所定
レンジの階調値に変換する変換部を有していてもよい。入力画像データの階調値を所定レ
ンジの階調値に変換する処理は、「正規化」とも言える。その場合、ダイナミックレンジ
情報に基づいて、入力画像データの正規化後の階調値と、入力画像データの輝度との対応
関係が判断されてもよい。そして、ムラ低減処理は、正規化後の画像データに施されても
よい。所定レンジは、例えば、表示部１０４のビット数に対応するレンジ、ムラ補正部１
０３の処理回路のビット数に対応するレンジ、等である。ここで、入力画像データの階調
値のレンジが１２ビットのレンジ（０～４０９５）であり、かつ、入力画像データの輝度
のダイナミックレンジが０～１００％であり、かつ、所定レンジが８ビットのレンジ（０
～２５５）であるとする。この場合には、上記対応関係において、正規化後の階調値の下
限値である階調値０が、輝度０％に対応付けられてもよい。そして、正規化前の階調値の
上限値である階調値４０９５ではなく、正規化後の階調値の上限値である階調値２５５が
、輝度１００％に対応付けられてもよい。
【００３９】
　＜実施例２＞
　以下、本発明の実施例２に係る画像表示装置、及び、その制御方法について説明する。
実施例１では、ムラ低減処理による表示輝度の変化（低下）が生じる。具体的には、非オ
ーバーホワイト領域において、十分に表示ムラを低減するムラ低減処理が行われるため、
表示輝度が低下する。本実施例では、ムラ低減処理による表示輝度の変化（低下）を低減
することができる例を説明する。
【００４０】
　図４は、本実施例に係る画像表示装置２００の機能構成の一例を示すブロック図である
。図４に示すように、画像表示装置２００は、実施例１（図１）の画像表示装置１００が
有する機能部の他に、バックライト制御部２０５とバックライト部２０６をさらに有する
。なお、図４において、実施例１（図１）と同じ機能部には実施例１と同じ符号を付し、
その説明は省略する。
【００４１】
　バックライト部２０６は、表示部１０４の背面に光を照射する発光部である。バックラ
イト部２０６の発光素子としては、発光ダイオード（ＬＥＤ）、有機ＥＬ素子、冷陰極管
、等を使用することができる。本実施例では、表示部１０４は、バックライト部２０６か
らの光を画像データに基づいて変調（透過または反射）することで、当該画像データに基
づく画像を画面に表示する。具体的には、バックライト部２０６からの光を画像データに
基づいて透過する透過型液晶パネルが、表示部１０４として使用される。なお、表示部１
０４は、透過型液晶パネルに限らない。例えば、バックライト部２０６からの光を画像デ
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ータに基づいて反射する反射型液晶パネルが、表示部１０４として使用されてもよい。液
晶素子の代わりにＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）シャッターを用いたＭＥＭＳシャッター方式ディスプレイパネルが、表示部１
０４として使用されてもよい。
【００４２】
　バックライト制御部２０５は、ムラ低減処理による表示輝度の変化が低減されるように
、バックライト部２０６の発光輝度を制御する。例えば、ムラ低減処理により表示輝度が
１０％だけ低減される場合には、バックライト部２０６の発光輝度が１０％だけ高められ
る。本実施例では、バックライト制御部２０５は、ムラ補正パラメータ生成部１０２によ
って生成されたムラ補正パラメータに基づいて、バックライト部２０６の発光輝度を制御
する。例えば、バックライト制御部２０５は、ムラ補正パラメータを用いて、複数の対応
輝度のそれぞれについて、入力階調値と補正階調値の差を算出する。そして、バックライ
ト制御部２０５は、算出した複数の差に基づいて、バックライト部２０６の発光輝度を制
御する。例えば、バックライト制御部２０５は、複数の差の代表値（最大値、中間値、平
均値、等）を、ムラ低減処理による表示輝度の変化量に対応する値として用いて、バック
ライト部２０６の発光輝度を制御する。
【００４３】
　なお、ムラ低減処理による表示輝度の変化が低減されれば、バックライト部２０６の発
光輝度の制御方法は、特に限定されない。例えば、入力画像データの複数の画素のそれぞ
れについて、入力階調値と補正階調値の差が算出されてもよい。そして、算出された複数
の差に基づいて、バックライト部２０６の発光輝度が制御されてもよい。例えば、複数の
差の代表値（最大値、中間値、平均値、等）を、ムラ低減処理による表示輝度の変化量に
対応する値として用いて、バックライト部２０６の発光輝度が制御されてもよい。入力画
像データの各画素についての入力階調値と補正階調値の差は、入力画像データと、ムラ補
正パラメータ生成部１０２の判断結果とから得ることができる。Ｄレンジ情報に対応する
Ｄレンジに応じて、バックライト部２０６の発光輝度が制御されてもよい。Ｄレンジ情報
に対応するＤレンジに応じて表示輝度が変化するように、バックライト部２０６の発光輝
度が制御されてもよい。
【００４４】
　以上述べたように、本実施例によれば、ムラ低減処理による表示輝度の変化が低減され
るように、バックライト部の発光輝度が制御される。それにより、オーバーホワイト領域
と非オーバーホワイト領域の両方において、表示輝度の低下を抑制することができる。
【００４５】
　＜実施例３＞
　以下、本発明の実施例３に係る画像表示装置、画像処理装置、及び、それらの制御方法
について説明する。本実施例では、表示輝度の低下がより好適に抑制され、かつ、表示ム
ラがより好適に低減されるように、ムラ低減度を制御する例を説明する。なお、以下では
、実施例２の構成に本実施例の特徴的な構成（ムラ低減度を制御する構成）を組み合わせ
た場合について説明をするが、本実施例の特徴的な構成を実施例１の構成に組み合わせる
こともできる。
【００４６】
　オーバーホワイト領域のサイズが大きいほど、オーバーホワイト領域における表示ムラ
は目立ちやすい。そのため、オーバーホワイト領域のサイズが大きい場合には、表示輝度
の低下を抑制することよりも、表示ムラを低減することの方が重要である。一方、オーバ
ーホワイト領域のサイズが小さいほど、オーバーホワイト領域における表示ムラは目立ち
にくい。そのため、オーバーホワイト領域のサイズが小さい場合には、表示ムラを低減す
ることよりも、表示輝度の低下を抑制することの方が重要である。
【００４７】
　そこで、本実施例では、オーバーホワイト領域において、当該オーバーホワイト領域の
サイズが小さいほど低い値にムラ低減度を低減する。それにより、表示輝度の低下をより
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好適に抑制することができ、表示ムラをより好適に低減することができる。具体的には、
オーバーホワイト領域のサイズが大きい場合に、オーバーホワイト領域における表示ムラ
を十分に低減することができ、オーバーホワイト領域のサイズが小さい場合に、オーバー
ホワイト領域における表示輝度の低下を十分に抑制することができる。
【００４８】
　図５は、本実施例に係る画像表示装置３００の機能構成の一例を示すブロック図である
。図５に示すように、画像表示装置３００は、実施例２（図４）の画像表示装置２００が
有する機能部の他に、統計量取得部３０７とサイズ判断部３０８をさらに有する。なお、
図５において、実施例２（図４）と同じ機能部には実施例２と同じ符号を付し、その説明
は省略する。
【００４９】
　統計量取得部３０７は、入力画像データから、入力階調値の統計量を取得する。統計量
として、例えば、階調値のヒストグラムが取得される。なお、画像表示装置３００は、統
計量取得部３０７を有していなくてもよい。
【００５０】
　サイズ判断部３０８は、Ｄレンジ情報取得部１０１によって取得されたＤレンジ情報に
基づいて、オーバーホワイト領域のサイズを判断する。具体的には、サイズ判断部３０８
は、入力画像データと、ムラ補正パラメータ生成部３０２によって得られた対応関係（入
力階調値と対応輝度との対応関係）とに基づいて、オーバーホワイト領域のサイズを判断
する。本実施例では、統計量取得部３０７によって得られた統計量と、ムラ補正パラメー
タ生成部３０２によって得られた対応関係とに基づいて、オーバーホワイトサイズ（オー
バーホワイト領域のサイズ）が判断される。図６は、統計量取得部３０７によって得られ
た統計量（階調値のヒストグラム）の一例を示す。本実施例では、図６に示す斜線領域の
サイズが、オーバーホワイトサイズとして判断される。斜線領域のサイズは、所定の階調
値Ｔｈよりも大きい階調値の範囲における度数の総和である。所定の階調値Ｔｈは、１０
０％の輝度に対応する入力階調値である。
【００５１】
　ムラ補正パラメータ生成部３０２は、実施例１のムラ補正パラメータ生成部１０２と同
様の方法で、入力階調値と対応輝度との対応関係を判断する。そして、ムラ補正パラメー
タ生成部３０２は、入力階調値と対応輝度との対応関係と、サイズ判断部３０８で判断さ
れたオーバーホワイトサイズとに基づいて、ムラ補正パラメータを生成する。本実施例で
も、実施例１と同様に、非オーバーホワイト領域において、十分に表示ムラを低減するム
ラ低減処理が行われ、かつ、オーバーホワイト領域において、ムラ低減度が低減されるよ
うに、ムラ補正パラメータが生成される。但し、本実施例では、オーバーホワイト領域に
おいて、当該オーバーホワイト領域のサイズが小さいほど低い値にムラ低減度が低減され
るように、ムラ補正パラメータが生成される。
【００５２】
　なお、ムラ補正パラメータの生成方法は特に限定されない。例えば、実施例１と同様の
方法でムラ補正パラメータが生成された後、オーバーホワイト領域において、当該オーバ
ーホワイト領域のサイズが小さいほど低い値にムラ低減度が低減されるように、ムラ補正
パラメータが補正されてもよい。オーバーホワイトサイズを初めから考慮して、ムラ補正
パラメータが生成されてもよい。
【００５３】
　オーバーホワイトサイズと、オーバーホワイト領域におけるムラ低減度との対応関係の
一例を図７に示す。図７の横軸は、オーバーホワイトサイズを示し、図７の縦軸は、オー
バーホワイト領域におけるムラ低減度を示す。図７から、オーバーホワイトサイズが大き
いほど大きい値がムラ低減度として使用されることがわかる。
【００５４】
　以上述べたように、本実施例によれば、オーバーホワイト領域において、当該オーバー
ホワイト領域のサイズが小さいほど低い値にムラ低減度が低減される。それにより、表示
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輝度の低下をより好適に抑制することができ、表示ムラをより好適に低減することができ
る。
【００５５】
　＜その他の実施例＞
　本発明は、上述の実施例の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記
憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおけ
る１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また
、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００５６】
　１００，２００，３００：画像表示装置　１０１：レンジ情報取得部
　１０２，３０２：ムラ補正パラメータ生成部　１０３：ムラ補正部　１０４：表示部

【図１】 【図２】

【図３】
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