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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の照度と画質調整設定値との関係を表示部に表示するとともに、操作部の操作内容
に基づいて前記複数の照度から選択された照度に関連づけられた前記画質調整設定値を変
更する画質調整部と、
　前記画質調整部によって変更された画質調整設定値を前記選択された照度に関連づけて
格納する記憶部と、
　外部環境の照度を計測して計測値を出力するセンサと、
　前記センサの計測する前記計測値に応じて、前記計測値の照度に関連づけられた前記画
質調整設定値を前記記憶部から取得して、入力される映像信号の画質調整を行う画質処理
部とを有することを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
　映像を表示する表示部と、
　複数の照度と画質調整設定値との関係を前記表示部に表示するとともに、操作部の操作
内容に基づいて前記複数の照度から選択された照度に関連づけられた前記画質調整設定値
を変更する画質調整部と、
　前記画質調整部によって変更された画質調整設定値を前記選択された照度に関連づけて
格納する記憶部と、
　外部環境の照度を計測して計測値を出力するセンサと、
　前記センサの計測する前記計測値に応じて、前記計測値の照度に関連づけられた前記画
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質調整値を前記記憶部から取得して、前記表示部の表示調整を行う画質処理部とを有する
ことを特徴とする映像表示装置。
【請求項３】
　前記記憶部は、前記画質調整設定値としてバックライト輝度を格納し、
　前記画質処理部は、前記表示調整として前記表示部のバックライト輝度を調整すること
を特徴とする請求項２に記載の映像表示装置。
【請求項４】
　前記記憶部は、前記画質調整設定値として前記表示部のＬＣＤパネルのγ設定値及びコ
ントラストを格納し、
　前記画質処理部は、前記表示調整として前記表示部のＬＣＤパネルのγ設定値及びコン
トラストを調整することを特徴とする請求項２に記載の映像表示装置。
【請求項５】
　記憶された複数の照度と画質調整設定値との関係を表示する表示ステップと、
　操作部の操作内容に基づいて、前記複数の照度から選択された照度に対応づけられた画
質調整設定値を変更する画質変更ステップと、
　外部環境の照度を計測して計測値を取得する計測ステップと、
　前記計測ステップにおいて取得した前記計測値に応じて、前記計測値の照度に関連づけ
られた画質調整設定値を取得して、入力される映像信号の画質調整を行う画質処理ステッ
プとを有することを特徴とする映像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像表示装置及び映像表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、時刻情報と、利用者の環境を指定する環境指定情報とを検出し、そ
れらに基づいて表示映像の画質を補正する映像表示装置がある（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
　この映像表示装置は、時刻情報を取得する時刻情報取得部と、例えば、天候等である環
境指定情報とを取得する情報取得部と、時刻情報及び環境指定情報と入力される映像信号
の特徴量とを比較して映像信号の補正量を算出する制御部と、補正量に基づいて映像信号
を画質補正する画質処理部と、補正された映像信号を表示する表示部とを有し、利用者の
視聴環境に適した画質補正を実施することができる。
【特許文献１】特開２００７－４３５３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の映像表示装置によると、天候等の環境指定情報は、映像表示装置の設置
場所、例えば、居住空間においては外光が当たりやすい場所かどうか等の設置条件により
大きく変動するため、利用者の視聴環境に対応した詳細な画質補正には適していないとい
う問題がある。また、時刻情報に基づいて朝昼夜を判定する場合、季節等により日没等の
時間が変動したり、映像表示装置の設置される位置の緯度によって利用者の視聴環境を一
意に決定できないため、詳細な画質補正には適していないという問題がある。
【０００５】
　従って、本発明の目的は、利用者の視聴環境に合わせて最適な画質調整を実施すること
ができる映像表示装置及び映像表示方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
（１）本発明は上記目的を達成するため、複数の照度と画質調整設定値との関係を表示部
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に表示するとともに、操作部の操作内容に基づいて前記複数の照度から選択された照度に
関連づけられた前記画質調整設定値を変更する画質調整部と、前記画質調整部によって変
更された画質調整設定値を前記選択された照度に関連づけて格納する記憶部と、外部環境
の照度を計測して計測値を出力するセンサと、前記センサの計測する前記計測値に応じて
、前記計測値の照度に関連づけられた前記画質調整設定値を前記記憶部から取得して、入
力される映像信号の画質調整を行う画質処理部とを有することを特徴とする映像表示装置
を提供する。
【０００７】
　上記した構成によれば、映像信号の画質調整を行うための画質調整設定値を利用者の操
作に基づいて変更することができ、利用者によって変更された画質調整設定値とセンサが
出力した計測値に基づいて画質調整部が動作するため、利用者の視聴環境に合わせて最適
な画質調整を実施することができる。
【０００８】
（２）また、本発明は上記目的を達成するため、映像を表示する表示部と、複数の照度と
画質調整設定値との関係を前記表示部に表示するとともに、操作部の操作内容に基づいて
前記複数の照度から選択された照度に関連づけられた前記画質調整設定値を変更する画質
調整部と、前記画質調整部によって変更された画質調整設定値を前記選択された照度に関
連づけて格納する記憶部と、外部環境の照度を計測して計測値を出力するセンサと、前記
センサの計測する前記計測値に応じて、前記計測値の照度に関連づけられた前記画質調整
値を前記記憶部から取得して、前記表示部の表示調整を行う画質処理部とを有することを
特徴とする映像表示装置を提供する。
【０００９】
　上記した構成によれば、（１）の効果に加え、利用者の視聴環境に合わせて、映像信号
を処理して画質調整を行うだけでなく、表示部の表示調整を実施することができる。
【００１０】
（３）また、本発明は上記目的を達成するため、記憶された複数の照度と画質調整設定値
との関係を表示する表示ステップと、操作部の操作内容に基づいて、前記複数の照度から
選択された照度に対応づけられた画質調整設定値を変更する画質変更ステップと、外部環
境の照度を計測して計測値を取得する計測ステップと、前記計測ステップにおいて取得し
た前記計測値に応じて、前記計測値の照度に関連づけられた画質調整設定値を取得して、
入力される映像信号の画質調整を行う画質処理ステップとを有することを特徴とする映像
表示方法を提供する。
【００１１】
　上記した方法によれば、（１）と同様の効果を有する映像表示方法を実施できる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、利用者の視聴環境に合わせて最適な画質調整を実施することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に、本発明の映像表示装置及び映像表示方法の実施の形態を、図面を参照して詳細
に説明する。
【００１４】
（映像表示装置の構成）
　図１は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置を示す概略図である。
【００１５】
　映像表示装置１は、図示しないアンテナを介して外部よりデジタル放送波等を受信して
映像を表示したり、図示しないＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）レコーダーや
ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）プレイヤー等の映像再生装置
から映像信号を受信して映像を表示するテレビ受像器等であって、前面に映像を表示する
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ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）パネル等から構成される映像
表示部１４と、音声を出力するスピーカ部１６と、複数の操作スイッチを有するリモコン
１Ａから送信される赤外線を用いた操作信号を受光する受光部２１と、外部環境の照度を
測定するフォトダイオード等から構成される光センサ２２とを有する。また、映像表示装
置１は、背面に図示しないアンテナ端子、外部入力端子及び複数のスイッチからなる操作
部等を有し、本体内部には映像信号や音声信号を処理したり各部を制御するためのＣＰＵ
（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びＨＤＤ等か
らなる電子部品を有する。
【００１６】
図２は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置の構成例を示すブロック図である。
【００１７】
　映像表示装置１は、デジタル放送局２から送信される放送信号を受信するデジタル放送
受信部１０を備えており、デジタル放送受信部１０は信号処理部１１に接続されている。
信号処理部１１は、音声処理部１５と映像処理部１２とに接続されており、受信した放送
信号を音声信号と映像信号に分離し、音声信号を音声処理部１５に出力し、映像信号を映
像処理部１２に出力する。
【００１８】
　音声処理部１５はスピーカ部１６に接続され、映像処理部１２は画質を調整する画質処
理部１３を介してＣＲＴや液晶表示パネル等で構成される映像表示部１４に接続されてい
る。また、音声処理部１５は、入力された音声信号の音質調整を行う。
【００１９】
　画質処理部１３は、入力された映像信号を画質調整し、画質調整した映像信号を映像表
示部１４に出力する。また、画質処理部１３は、映像表示部１４の表示調整を行うバック
ライト処理部１３Ａ及び色温度処理部１３Ｂを有する。映像表示部１４は、インバータ等
により制御されて輝度を可変とするバックライト１４Ａと、バックライト１４Ａに照射さ
れて映像を表示するＬＣＤパネル１４Ｂとを有する。バックライト処理部１３Ａは、バッ
クライト１４Ａの輝度値を変化させることで表示調整し、色温度処理部１３Ｂは、ＬＣＤ
パネル１４Ｂのγ設定値を変化させることで色温度の表示調整する。
【００２０】
　また、映像表示装置１は、図示しない外部入力端子に接続された映像再生装置３から送
信される映像信号及び音声信号を受信する映像アナログ／デジタル変換器（Ａ／Ｄ）１７
及び音声Ａ／Ｄ１８を有し、映像Ａ／Ｄ１７及び音声Ａ／Ｄ１８に入力された映像信号及
び音声信号はアナログ信号からデジタル信号へと変換され、それらの出力はそれぞれ映像
処理部１２及び音声処理部１５に接続される。
【００２１】
　また、映像表示装置１は、図２において点線で示された制御線を介して各部を制御する
制御部１９を有し、制御部１９には操作スイッチ等から構成される操作部２０と、リモコ
ン１Ａの赤外線の操作信号を受光する受光部２１と、外部環境の照度を測定する光センサ
２２とが接続される。
【００２２】
　制御部１９は、各部を制御するためのプログラム等を格納するＲＯＭ１９Ａと、一時的
に情報を格納して制御部１９の動作を補助するＲＡＭ１９Ｂと、自動画質調整部１９０及
び利用者画質調整部１９１とを有する。
【００２３】
　ＲＡＭ１９Ｂは、外部環境の照度と後述する画質調整設定値とを関連づけた補正値１９
２を格納する。
【００２４】
　自動画質調整部１９０は、映像処理部１２が入力した映像信号を解析して出力する映像
種別に基づいて画質調整設定値を決定するとともに、光センサ２２において計測される外
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部環境の照度と補正値１９２に基づいて画質調整設定値を決定し、決定した画質調整設定
値に基づいて画質処理部１３を制御する。なお、自動画質調整部１９０は、映像情報のフ
ィールド単位の時間間隔で動作し、ダイナミックに入力する映像情報の画質を調整する。
また、自動画質調整部１９０は、画質調整設定値とともに音質調整設定値を決定し、決定
した音質調整設定値に基づいて音声処理部１５を制御してもよい。
【００２５】
　利用者画質調整部１９１は、操作部２０又は受光部２１において受信する操作信号に基
づいて補正値１９２の画質調整設定値を変更することができる。変更の詳細については後
述する。
【００２６】
　図３は、本発明の実施の形態に係る画質調整画面の表示例を示す概略図である。
【００２７】
　画質調整画面１４０は、操作部２０又は受光部２１において利用者画質調整部１９１を
起動する内容の操作信号を受信した場合に映像表示部１４に表示され、光センサ２２が計
測する照度としての光センサ検出値を横軸１４４に、バックライト１４Ａに設定されるバ
ックライト輝度を縦軸１４５にしたグラフ上に、照度とバックライト輝度との相関を示す
相関曲線１４１と、相関曲線上の相関値１４１ａ～１４１ｈを選択する選択枠１４２と、
選択枠１４２によって選択された相関値を変更した変更値１４３とを有する。相関値１４
１ａ～１４１ｈ及び相関曲線１４１は、利用者画質調整部１９１がＲＡＭ１９Ｂの補正値
１９２を読み込むことで描画される。相関値１４１ａ～１４１ｈ及び相関曲線１４１の初
期値は、図３に示す実線の相関曲線１４１及び相関曲線１４１上の相関値１４１ａ～１４
１ｈである。
【００２８】
　また、画質調整画面１４０は、横軸１４４に対応して、例えば、８段階で表示される照
度１４４Ａと、光センサ２２が計測中の値を示す現在の照度１４４Ｂとを有する。例えば
、照度「１」～「４」が夜間の照度、照度「５」～「６」が夜間と昼間との移行時の照度
、照度「７」～「８」が昼間の照度にそれぞれ相当するように設定されている。
【００２９】
　また、相関値１４１ａ～１４１ｈが変更されると、例えば、相関値１４１ｂが変更値１
４３に変更されると、変更値１４３と相関値１４１ａ及び相関値１４１ｃとを結ぶように
相関曲線１４１が変更される（点線）。なお、相関値１４１ａ～１４１ｈは、補正値１９
２としてＲＡＭ１９Ｂに格納されるものであり、画質調整画面１４０において相関値１４
１ａ～１４１ｈが変更値に変更された場合、利用者画質調整部１９１は、補正値１９２の
内容を更新する。なお、変更値１４３は、図３において相関値１４１ｂを変更したものを
示しているが、相関値１４１ａ～１４１ｈのいずれかあるいはすべてを変更することも可
能である。
【００３０】
（動作）
　以下に、本発明の実施の形態における電子機器の動作を各図を参照しつつ説明する。
【００３１】
　デジタル放送局２から送信されたデジタル放送波は、図示しないアンテナを介してデジ
タル放送受信部１０に入力される。
【００３２】
　デジタル放送受信部１０では、地上波デジタル放送の変調方式に対応した復調器（図示
せず）によって受信信号を復調し、例えば、ＭＰＥＧ２の規格に基づいたデータ列（トラ
ンスポートストリーム）を抽出し信号処理部１１へ出力する。
【００３３】
　信号処理部１１へ入力されたデータ列（トランスポートストリーム）は、例えばＭＰＥ
Ｇ２デコーダ（図示せず）によって音声信号（デジタル）と映像信号（デジタル）とに分
離され、音声信号は音声処理部１５へ、また映像信号は映像処理部１２へ出力される。
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【００３４】
　映像処理部１２では、入力された映像信号（デジタル）の映像種別を検出するとともに
、検出結果としての映像種別信号を自動画質調整部１９０へ出力する。
【００３５】
　自動画質調整部１９０は、映像種別信号に基づいて画質調整設定値を決定するとともに
、光センサ２２において計測された外部環境の照度と補正値１９２とに基づいて画質調整
設定値を決定する。また、利用者画質調整部１９１は、操作部２０又はリモコン１Ａの操
作内容に基づいて図３に示す画質調整画面１４０において相関値１４１ａ～１４１ｈの値
を変更して変更値にすることで補正値１９２を変更する。
【００３６】
　次に、画質処理部１３は、画質調整設定値に基づいて映像信号を画質調整した後、必要
に応じてアナログ信号等に変換してＣＲＴやＬＣＤ等で構成される映像表示部１４へ出力
する。また、画質調整設定値が映像表示部１４を制御する内容を有する場合、画質処理部
１３は、画質調整設定値に基づいて映像表示部１４を制御する。画質処理部１３のバック
ライト処理部１３Ａは、画質調整設定値に含まれるバックライト設定値に基づいてバック
ライト１４Ａの輝度値を制御し、色温度処理部１３Ｂは、画質調整設定値に含まれるＬＣ
Ｄパネル設定値に基づいてＬＣＤパネル１４Ｂのγ設定値を制御することで映像表示部１
４の表示する色温度を制御する。
【００３７】
　音声処理部１５では、入力された音声信号（デジタル）をアナログ音声信号に変換する
処理等を行って、スピーカ部１６へ出力する。
【００３８】
　図４は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置の動作例を示すフローチャートである
。
【００３９】
　まず、利用者画質調整部１９１は、操作部２０又は受光部２１から利用者画質調整部１
９１を起動する内容の操作信号を入力すると（Ｓ１；Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１９Ｂから補正値
１９２を読み込んで図３に示す画質調整画面１４０に相関曲線１４１を描画する（Ｓ２）
。
【００４０】
　操作部２０又は受光部２１から、相関値１４１ａ～１４１ｈのバックライト輝度を変更
する内容の操作信号を入力すると（Ｓ３；Ｙｅｓ）、利用者画質調整部１９１は、変更さ
れた相関値（変更値）と隣り合う相関値とを結んで新たな相関曲線１４１を再描画する（
Ｓ４）。
【００４１】
　画質調整画面１４０において、ステップＳ３及びＳ４が繰り返され（Ｓ５；Ｎｏ）、そ
の後、画質調整の操作を終了する内容の操作信号を受信すると（Ｓ５；Ｙｅｓ）、利用者
画質調整部１９１は、再描画された相関曲線１４１の各相関値１４１ａ～１４１ｈを補正
値としてＲＡＭ１９Ｂに保存する（Ｓ６）。
【００４２】
　図５は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置の動作例を示すフローチャートである
。
【００４３】
　自動画質調整部１９０は、映像表示装置１の電源投入時から常に動作しており、以下に
説明するステップＳ１１～Ｓ１３を所定の間隔で繰り返す。
【００４４】
　まず、自動画質調整部１９０は、光センサ２２から検出値を取得する（Ｓ１１）。次に
、ＲＡＭ１９Ｂに格納されている補正値１９２を取得し（Ｓ１２）、検出値と補正値１９
２とに基づいて画質調整設定値を決定し、画質処理部１３に出力する（Ｓ１３）。
【００４５】
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（実施の形態の効果）
　上記した実施の形態によると、光センサ２２の検出値に対してバックライト輝度値を関
連づけた相関値１４１ａ～１４１ｈをそれぞれ独立に補正して新たな補正値１９２として
保存することができるため、映像表示装置１の設置環境及び利用者の視聴環境に合わせて
最適な画質調整を実施することができる。例えば、映像表示装置１が窓を背にして設置さ
れている状況で、昼間に日光が窓から差すと、光センサ２２は映像表示装置１の正面に設
けられているため利用者が感じる照度を検出しない（例えば、利用者は照度１１４Ａの「
８」の照度を感じるが、光センサ２２は、「６」の照度しか感じない）が、利用者画質調
整部１９１によって相関値１４１ａのバックライト輝度を上げて設定することで、利用者
が感じる照度と光センサ２２が検出する照度とのずれに対応することができ、利用者にと
って映像表示部１４の輝度が最適化される。さらに、日光が窓から差さなくなり、光セン
サ２２と利用者が感じる照度が一致するような状況（例えば、共に照度１４４Ａの「５」
の照度を感じる場合）においては、相関値１４１ａの変更が影響しない。
【００４６】
　また、日光が入らない夜間において、光センサ２２が検出する照度は、照明器具にのみ
依存するため、異なる部屋であっても、同一の照明器具を用いる場合は同一の照度を検出
するが、部屋の壁や床等の色によって利用者が感じる照度には差がある。例えば、利用者
は、白い壁と床の部屋より、茶色い壁と床の部屋の方が暗く感じる。茶色い壁と床の部屋
において、光センサ２２が照度１４４Ａの「３」の照度を検出しており、利用者が相関値
１４１ｆのバックライト輝度では眩しいと感じている場合、相関値１４１ｆのバックライ
ト輝度を下げることで、利用者が感じる照度と光センサ２２が検出する照度とのずれに対
応することができ、利用者にとって映像表示部１４の輝度が最適化される。
【００４７】
　また、補正値１９２は、照度にのみ依存し、時刻情報を必要としないので、季節や緯度
等の影響を受けることがない。また、画質処理部１３は、映像信号を画質処理するのみな
らず、映像表示部１４のバックライト１４Ａ及びＬＣＤパネル１４Ｂの表示調整を行うた
め、より幅広い画質補正が可能となる。
【００４８】
　なお、本実施の形態において、色温度処理部１３ＢがＬＣＤパネル１４Ｂを制御するも
のとしたが、色温度の調整のみならず、ＬＣＤパネル１４Ｂのコントラスト等、他の項目
を調整してもよい。また、画質調整に限らず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で様々な変
更が可能である。例えば、外部環境の騒音を検出するマイクロホンを設けて、騒音に基づ
く音声信号の補正値を変更する等の構成としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施の形態に係る映像表示装置を示す概略図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る映像表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る画質調整画面の表示例を示す概略図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る映像表示装置の動作例を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態に係る映像表示装置の動作例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５０】
１…映像表示装置、１Ａ…リモコン、２…デジタル放送局、３…映像再生装置、１０…デ
ジタル放送受信部、１１…信号処理部、１２…映像処理部、１３…画質処理部、１３Ａ…
バックライト処理部、１３Ｂ…色温度処理部、１４…映像表示部、１４Ａ…バックライト
、１４Ｂ…パネル、１５…音声処理部、１６…スピーカ部、１７…映像Ａ／Ｄ、１８…音
声Ａ／Ｄ、１９…制御部、１９Ａ…ＲＯＭ、１９Ｂ…ＲＡＭ、２０…操作部、２１…受光
部、２２…光センサ、１４０…画質調整画面、１４１…相関曲線、１４１ａ～１４１ｈ…
相関値、１４２…選択枠、１４３…変更値、１４４…横軸、１４４Ａ…照度、１４４Ｂ…
現在の照度、１４５…縦軸、１９０…自動画質調整部、１９１…利用者画質調整部、１９
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