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(57)【要約】
【課題】表示パネルの温度変化や経時劣化により表示パ
ネルの応答特性が変化した場合でも動画ぼけを好適に低
減することができる画像表示装置及びその制御方法を提
供する。
【解決手段】入力される画像データが変化した場合の前
記表示パネルの応答開始タイミング及び応答終了タイミ
ングを取得する取得手段と、入力される画像データが変
化した場合に、前記取得手段が取得した前記表示パネル
の応答開始タイミング及び応答終了タイミングに基づい
て、前記バックライトを点灯及び消灯させる制御を行う
制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記表示パネル
の応答開始タイミングから応答終了タイミングまでの時
間間隔である応答時間に応じて、前記バックライトの点
灯及び消灯のタイミングを変更する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
バックライトと、
入力される画像データに応じて前記バックライトからの光の透過率を変化させることで前
記画像データに基づく画像を表示する表示パネルと、
入力される画像データが変化した場合の前記表示パネルの応答開始タイミング及び応答終
了タイミングを取得する取得手段と、
入力される画像データが変化した場合に、前記取得手段が取得した前記表示パネルの応答
開始タイミング及び応答終了タイミングに基づいて、前記バックライトを点灯及び消灯さ
せる制御を行う制御手段と、を備え、
前記制御手段は、前記表示パネルの応答開始タイミングから応答終了タイミングまでの時
間間隔である応答時間に応じて、前記バックライトの点灯及び消灯のタイミングを変更す
る画像表示装置。
【請求項２】
前記制御手段は、前記取得手段により取得した今回の前記表示パネルの応答時間と、前回
行った前記バックライトの点灯及び消灯のタイミングの変更において前記取得手段により
取得した前記表示パネルの応答時間と、の差分が閾値を超えている場合に、前記バックラ
イトの点灯及び消灯のタイミングの変更を行う請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
前記表示パネルが画像の表示を開始してからの経過時間を計測する計測手段を有し、
前記制御手段は、前記計測手段により計測される経過時間が所定時間増加する度に、前記
バックライトの点灯及び消灯のタイミングの変更を行う請求項１又は２に記載の画像表示
装置。
【請求項４】
前記表示パネルが最初に画像の表示を行った時点から前記表示パネルが画像の表示を行っ
た時間を積算した値である累積表示時間を算出する算出手段を有し、
前記制御手段は、前記算出手段により算出される累積表示時間が、段階的に定められる複
数の閾値に達する度に、前記バックライトの点灯及び消灯のタイミングの変更を行う請求
項１から３のいずれか１項に記載の画像表示装置。 
【請求項５】
前記表示パネルの温度を測定する温度測定手段を有し、
前記制御手段は、前記温度測定手段により測定した今回の前記表示パネルの温度と、前回
行った前記バックライトの点灯及び消灯のタイミングの変更において前記温度測定手段に
より測定した前記表示パネルの温度と、の差分が閾値を超えている場合に、前記バックラ
イトの点灯及び消灯のタイミングの変更を行う請求項１から４のいずれか１項に記載の画
像表示装置。
【請求項６】
前記表示パネルの所定の測定対象領域の輝度を測定する輝度測定手段を有し、
前記取得手段は、前記バックライトを常時点灯させた状態で、測定対象領域に表示される
画像が黒画像から白画像へ切り替わる画像データを入力した場合に、前記輝度測定手段に
より測定される前記測定対象領域の輝度値の変化に基づき、前記表示パネルの応答開始タ
イミング及び応答終了タイミングを取得する請求項１から５のいずれか１項に記載の画像
表示装置。 
【請求項７】
前記表示パネルが最初に画像の表示を行った時点から前記表示パネルが画像の表示を行っ
た時間を積算した値である累積表示時間を算出する算出手段と、
累積表示時間と、表示パネルの応答開始タイミング、応答終了タイミング、及び応答時間
と、を対応づけるテーブルを記憶する記憶手段と、
を有し、
前記取得手段は、前記記憶手段に記憶されたテーブルを参照することにより、前記算出手
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段により算出される累積表示時間から前記表示パネルの応答開始タイミング、応答終了タ
イミング、及び応答時間を取得する請求項１から５のいずれか１項に記載の画像表示装置
。 
【請求項８】
前記表示パネルの温度を測定する温度測定手段と、
表示パネルの温度と、表示パネルの応答開始タイミング、応答終了タイミング、及び応答
時間と、を対応づけるテーブルを記憶する記憶手段と、
を有し、
前記取得手段は、前記記憶手段に記憶されたテーブルを参照することにより、前記温度測
定手段により測定される表示パネルの温度から表示パネルの応答開始タイミング、応答終
了タイミング、及び応答時間を取得する請求項１から５のいずれか１項に記載の画像表示
装置。
【請求項９】
前記表示パネルは、液晶パネルであることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に
記載の画像表示装置。
【請求項１０】
バックライトと、入力される画像データに応じて前記バックライトからの光の透過率を変
化させることで前記画像データに基づく画像を表示する表示パネルと、を有する画像表示
装置の制御方法であって、
入力される画像データが変化した場合の前記表示パネルの応答開始タイミング及び応答終
了タイミングを取得する取得工程と、
入力される画像データが変化した場合に、前記取得工程が取得した前記表示パネルの応答
開始タイミング及び応答終了タイミングに基づいて、前記バックライトを点灯及び消灯さ
せる制御を行う制御工程と、を有し、
前記制御工程は、前記表示パネルの応答開始タイミングから応答終了タイミングまでの時
間間隔である応答時間に応じて、前記バックライトの点灯及び消灯のタイミングを変更す
る画像表示装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、画像表示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、液晶パネルを有する画像表示装置は、ホールド型駆動であることや、液晶パネルの
応答時間が遅いことに起因して、動画表示時に残像が視認される、動画ぼけと呼ばれる問
題がある。
液晶ディスプレイの残像を低減する技術として、画像表示と画像表示の間に黒表示を挟む
黒挿入と呼ばれる技術がある。また、液晶パネルの画像の切り替えに同期してバックライ
トの点灯・非点灯を制御するバックライトブリンキングと呼ばれる技術がある。
【０００３】
黒挿入技術に関連して、特許文献１には、温度センサにより液晶パネルの温度を測定し、
液晶パネルの温度が高いほど１フレーム期間内に占める黒画像表示期間の割合（黒挿入率
）を高くする発明が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２９５１５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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液晶パネルの応答特性は、環境変化によるパネル温度変化や長期使用による経時劣化など
によって変化する。液晶パネルの応答特性が変化すると、液晶素子に印加する電気信号の
変化に対する液晶の透過率の応答特性が変化することになる。図９は、ＩＰＳ方式（InPl
ane Switching）の液晶パネルの応答特性が温度によって変化する様子を示す図である。
図９は、液晶パネルの表示する画像が黒画像から白画像へ切り替わる場合の液晶パネルの
輝度値の変化を、２種類のパネル温度（３０℃及び１０℃）について示したものである。
図９（Ａ）は画像信号の変化を示し、図９（Ｂ）はパネル温度が３０℃の場合の液晶パネ
ルの輝度値の変化を示し、図９（Ｃ）はパネル温度が１０℃の場合の液晶パネルの輝度値
の変化を示す。
【０００６】
共通の横軸は時間を表し、ｔ１は画像の切り替えタイミング、ｔ２及びｔ３はそれぞれパ
ネル温度が３０℃の場合の液晶立ち上がり開始時間及び終了時間、ｔ２’及びｔ３’はそ
れぞれパネル温度が１０℃の場合の液晶立ち上がり開始時間及び終了時間を表す。液晶立
ち上がり開始時間は、黒画像表示から白画像表示に切り替えた場合の液晶パネルの輝度値
が液晶立ち上がり開始閾値を超えるタイミングである。液晶立ち上がり終了期間は、黒画
像表示から白画像表示に切り替えた場合の液晶パネルの輝度値が液晶立ち上がり終了閾値
を超えるタイミングである。また、液晶立ち上がり開始時間から液晶立ち上がり終了時間
までの期間を液晶の応答時間とする。
【０００７】
図９に示す例では、パネル温度が１０℃の場合の液晶立ち上がり開始時間ｔ２’は、パネ
ル温度が３０℃の場合の液晶立ち上がり開始時間ｔ２より遅くなっている。また、パネル
温度が１０℃の場合の液晶の応答時間Δｔ’（＝ｔ３’－ｔ２’）は、パネル温度が３０
℃の場合の液晶の応答時間Δｔ（＝ｔ３－ｔ２）より長くなっている。
【０００８】
バックライトブリンキングによって動画ぼけを効果的に低減するためには、画像信号の切
り替わりに対する液晶パネルの応答とバックライトの点灯・非点灯の制御とが正確に同期
して行われることが重要である。しかしながら、上記のように液晶パネルの温度変化や経
時劣化などにより液晶パネルの応答特性が変化すると、液晶パネルの応答とバックライト
の点灯・非点灯の制御とが正確に同期しなくなり、動画ぼけを効果的に低減できなくなる
可能性がある。
【０００９】
そこで本発明は、表示パネルの温度変化や経時劣化により表示パネルの応答特性が変化し
た場合でも動画ぼけを好適に低減することができる画像表示装置及びその制御方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明は、バックライトと、
入力される画像データに応じて前記バックライトからの光の透過率を変化させることで前
記画像データに基づく画像を表示する表示パネルと、
入力される画像データが変化した場合の前記表示パネルの応答開始タイミング及び応答終
了タイミングを取得する取得手段と、
入力される画像データが変化した場合に、前記取得手段が取得した前記表示パネルの応答
開始タイミング及び応答終了タイミングに基づいて、前記バックライトを点灯及び消灯さ
せる制御を行う制御手段と、を備え、
前記制御手段は、前記表示パネルの応答開始タイミングから応答終了タイミングまでの時
間間隔である応答時間に応じて、前記バックライトの点灯及び消灯のタイミングを変更す
る画像表示装置である。
【００１１】
本発明は、バックライトと、入力される画像データに応じて前記バックライトからの光の
透過率を変化させることで前記画像データに基づく画像を表示する表示パネルと、を有す
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る画像表示装置の制御方法であって、
入力される画像データが変化した場合の前記表示パネルの応答開始タイミング及び応答終
了タイミングを取得する取得工程と、
入力される画像データが変化した場合に、前記取得工程が取得した前記表示パネルの応答
開始タイミング及び応答終了タイミングに基づいて、前記バックライトを点灯及び消灯さ
せる制御を行う制御工程と、を有し、
前記制御工程は、前記表示パネルの応答開始タイミングから応答終了タイミングまでの時
間間隔である応答時間に応じて、前記バックライトの点灯及び消灯のタイミングを変更す
る画像表示装置の制御方法である。
【発明の効果】
【００１２】
本発明によれば、表示パネルの温度変化や経時劣化により表示パネルの温度が変化した場
合でも動画ぼけを好適に低減することができる画像表示装置及びその制御方法を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施例１における画像表示装置の構成を示すブロック図
【図２】実施例１，２における画像表示装置の動作のフローチャート
【図３】実施例１，２，３における較正のフローチャート
【図４】実施例１、３における応答時間の判定のフローチャート
【図５】実施例２における画像表示装置の構成を示すブロック図
【図６】実施例２における応答時間の判定のフローチャート
【図７】実施例３における画像表示装置の構成を示すブロック図
【図８】実施例３における画像表示装置の動作のフローチャート
【図９】環境変化による応答時間の変化の一例
【図１０】液晶の応答時間とバックライト点灯制御の変化の一例
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（実施例１）
本発明の実施例１について、説明する。図１は、本発明を適用した画像表示装置のシステ
ム構成の概略図である。
入力信号源１００は、放送受信装置、ＤＶＤプレーヤ等の再生装置、録画装置、パーソナ
ルコンピュータ等、画像信号を出力する装置である。
【００１５】
表示制御装置１０１は、入力信号源１００の出力する画像信号を入力部２０２から入力し
、画像出力部２０５から液晶パネル１０２へ画像信号を出力する。また、表示制御装置１
０１は、パネル前面輝度測定部１０３の出力する測定輝度情報を測定制御部２０９から入
力し、点灯制御部２１２からバックライト１０４へ駆動制御信号を出力する。
【００１６】
液晶パネル１０２は、所定の表示領域内に複数の画素がマトリクス状に配置され、表示制
御装置１０１から入力される画像信号に応じてバックライト１０４からの光の透過率を変
化させることで画像の表示を行う。なお、本発明は、液晶パネルでなくても、バックライ
トを必要とし、応答時間がある程度長いシャッター方式のホールド型駆動表示パネルであ
れば、適用可能である。
パネル前面輝度測定部１０３は、液晶パネル１０２の表示領域内の所定の測定対象領域（
例えば表示領域の中央部、若しくは表示領域の上端の中心部）の輝度を測定し、測定結果
を測定輝度情報として測定制御部２０９へ出力する。パネル前面輝度測定部１０３は、例
えば輝度センサであり、液晶パネル１０２の表示領域の上端の中心部に固定されていても
よい。或いは、液晶パネル１０２の周辺を覆うカバーの内部に収納されていて必要なとき
だけ表示領域の中央部に引き出すことができるようになっていてもよい。
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【００１７】
バックライト１０４は、液晶パネル１０２に光を照射する一又は複数の光源を有し、表示
制御装置１０１から入力される駆動制御信号に応じて光源の点灯・非点灯が制御される。
光源はＣＣＦＬ、ＲＧＢ－ＬＥＤ、白色ＬＥＤ等を例示でき、導光型又は直下型のいずれ
でも良い。また、バックライト１０４が複数のブロックに分割され、ブロック毎に光源の
点灯状態（発光強度）を独立に制御するローカルディミング制御可能に構成されていても
良い。
【００１８】
本実施例の画像表示装置では、液晶パネル１０２に入力される画像信号が変化した場合に
、液晶パネルの応答特性に基づいてバックライト１０４を点灯及び消灯させるバックライ
ト制御（バックライトブリンキング）を行う。具体的には、画像信号が切り替わる場合の
液晶パネルの輝度の液晶立ち上がり開始時間（応答開始タイミング）及び液晶立ち上がり
終了時間（応答終了タイミング）に同期させてバックライト１０４を点灯又は非点灯とす
る。すなわち、液晶立ち上がり開始時間から液晶立ち上がり終了時間までの時間間隔（応
答開始タイミングから応答終了タイミングまでの時間間隔）である応答時間において、バ
ックライト１０４を非点灯とする。
【００１９】
バックライト１０４のバックライトブリンキングを液晶の応答に同期させる方法について
は後述する。バックライトブリンキングにより、擬似的なインパルス表示が行われること
になり、動画ぼけが低減される。なお、動画ぼけをより効果的に低減するために、画像信
号の１フレームの表示期間の一部期間において黒画像表示を行う黒挿入を行っても良い。
１フレームの一部を帯状の黒画像とし、１フレームの表示期間内に帯状の黒画像の位置を
移動させる方式で黒挿入を行っても良い。バックライトブリンキングにおいて、黒画像の
表示領域に対応する位置のバックライトを非点灯としても良い。
【００２０】
表示制御装置１０１は、ＣＰＵ２０１、入力部２０２、画像処理部２０３、合成部２０４
、画像出力部２０５、パッチ画像生成部２０６、及びパネル表示時間計測部２０７を備え
る。表示制御装置１０１は、更に、較正指示部２０８、測定制御部２０９、応答時間判定
部２１０、バックライト設定部２１１、及び点灯制御部２１２を備える。
【００２１】
ＣＰＵ２０１は、表示制御装置１０１全体の動作を制御する。ＣＰＵ２０１には、不図示
のＲＯＭ、ＲＡＭ、及びタイマーが接続される。ＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ（記憶手段）に
格納されたプログラムを実行し、ＲＡＭをワークメモリとして使用し、タイマーを使用し
て時間管理を行う。
【００２２】
入力部２０２は、入力信号源１００から入力される画像信号をデコードし、画像処理部２
０３へ画像データを出力する。
画像処理部２０３は、入力部２０２から入力される画像データに対し高画質化処理等の画
像処理を適用した後、合成部２０４へ画像データを出力する。
【００２３】
合成部２０４は、後述するパッチ画像生成部２０６から入力されるパッチ画像の画像デー
タを、画像処理部２０３から入力される画像データに重畳して、画像出力部２０５へ出力
する。
画像出力部２０５は、合成部２０４から入力される画像データを液晶パネル１０２へ出力
するとともに、垂直同期信号を点灯制御部２１２と応答時間判定部２１０へ出力する。
【００２４】
パッチ画像生成部２０６は、後述する応答時間判定部２１０から入力されるパッチ情報に
基づきパッチ画像の画像データを生成して合成部２０４へ出力するとともに、パッチ出力
タイミング信号を応答時間判定部２１０へ出力する。ここで、パッチ情報とは、生成する
パッチ画像の色、サイズ、表示位置等を指定する情報である。パッチ出力タイミング信号
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とは、合成部２０４へのパッチ画像データの出力に同期する信号である。
【００２５】
パネル表示時間計測部２０７は、ＣＰＵ２０１が備えているタイマーを用いて、液晶パネ
ル１０２が画像の表示を開始してからの経過時間（パネル表示時間）を計測し、パネル表
示時間情報として較正指示部２０８へ出力する（計測手段）。パネル表示時間計測部２０
７は、例えば、画像出力部２０５が液晶パネル１０２へ画像データを出力開始した時間を
０とし、時間の計測を開始する。
【００２６】
較正指示部２０８は、パネル表示時間計測部２０７から入力されるパネル表示時間情報か
らパネル表示時間を取得する。パネル表示時間が所定時間増加したと判定した場合、較正
指示部２０８は、応答時間判定部２１０に対し、バックライトの点灯及び消灯のタイミン
グを変更（較正）するよう指示する。この所定時間は液晶パネル１０２の温度が大きく変
化しない程度のパネル表示時間から決まるもので、測定により決定され予めＲＯＭに保持
されている。
【００２７】
測定制御部２０９は、パネル前面輝度測定部１０３から入力される測定輝度情報に基づき
、液晶パネル１０２の測定対象領域の輝度を測定し、輝度値を応答時間判定部２１０へ出
力する（輝度測定手段）。
応答時間判定部２１０は、較正指示部２０８からバックライトの点灯タイミングの較正指
示を受けると、後述するバックライト設定部２１１に測定用バックライト駆動制御情報を
出力し、パッチ情報をパッチ画像生成部２０６へ出力する。
【００２８】
ここで、測定用バックライト駆動制御情報とは、液晶パネル１０２の測定対象領域に対応
する位置のバックライトの駆動制御に適用されるバックライト駆動制御情報である。バッ
クライト駆動制御情報とは、バックライトの点灯・非点灯制御の設定情報であり、ブリン
キング開始時間情報とブリンキング期間情報を含む。ここで、ブリンキング開始時間とは
、後述する点灯制御部２１２がバックライトブリンキング駆動制御の開始タイミングを垂
直同期信号に対し遅延させる時間を表す。
【００２９】
ブリンキング期間情報とは、バックライトブリンキング駆動制御におけるバックライト１
０４の点灯期間及び非点灯期間を表す。測定用バックライト駆動制御情報では、ブリンキ
ング開始時間は０、ブリンキング期間情報における非点灯期間は０である。すなわち、バ
ックライトの点灯タイミングの較正のために液晶パネル１０２の測定対象領域の輝度値を
測定する際には、測定対象領域に対応する位置のバックライトは常時点灯する。
【００３０】
また、応答時間判定部２１０は、パッチ画像生成部２０６から入力されるパッチ出力タイ
ミング信号と、画像出力部２０５から入力される垂直同期信号と、測定制御部２０９から
入力される輝度値と、に基づき、応答時間情報を生成する。ここで、応答時間情報とは、
液晶の応答時間に関わる情報（液晶立ち上がり開始時間及び液晶立ち上がり終了時間の情
報）である。応答時間情報の生成方法の詳細は後述する。応答時間判定部２１０は、応答
時間情報をバックライト設定部２１１へ出力する。
【００３１】
バックライト設定部２１１は、応答時間判定部２１０から入力されるバックライト駆動制
御情報をバックライト駆動制御データに変換し、点灯制御部２１２へ出力する。ここでバ
ックライト駆動制御データとは、点灯制御部２１２がバックライト１０４を駆動するため
に用いる制御データである。バックライト設定部２１１は、画像表示装置の電源が投入さ
れた場合、初期設定されているバックライト駆動制御情報をＲＯＭから読み出し、当該初
期設定されているバックライト駆動制御情報をバックライト駆動制御データに変換して点
灯制御部２１２へ出力する。
【００３２】
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また、バックライトの点灯タイミングを較正する場合には、バックライト設定部２１１は
応答時間判定部２１０から入力される応答時間情報に基づきバックライト駆動制御情報を
変更する。そして、バックライト設定部２１１は、変更後のバックライト駆動制御情報を
バックライト駆動制御データに変換して点灯制御部２１２へ出力するとともに、変更後の
バックライト駆動制御情報をＲＯＭに保存する。
【００３３】
点灯制御部２１２は、画像出力部２０５から入力される垂直同期信号に同期して、バック
ライト設定部２１１により設定されたバックライト駆動制御データに基づきバックライト
ブリンキング駆動制御を実行する。本実施例のバックライトブリンキングでは、垂直同期
信号からブリンキング開始時間経過した時点でバックライト１０４を非点灯とし、その時
点からブリンキング期間情報に規定された非点灯期間経過して時点でバックライト１０４
を点灯する。
【００３４】
次に表示制御装置１０１の動作について、図２に示すフローチャートを用いて説明する。
ユーザが画像表示装置の電源オン操作を行うと、ＣＰＵ２０１による本フローチャートの
処理が開始する。
パネル表示時間計測部２０７はパネル表示時間を計測し、パネル表示時間情報を較正指示
部２０８へ出力する（Ｓ３０１）。
【００３５】
較正指示部２０８は、パネル表示時間計測部２０７から取得したパネル表示時間情報に基
づき、パネル表示時間が所定時間増加したか判定する（Ｓ３０２）。パネル表示時間が所
定時間増加していない場合、本フローチャートの処理は終了する。パネル表示時間が所定
時間増加した場合、較正指示部２０８は、応答時間判定部２１０に、バックライトの点灯
タイミングの較正を指示する（Ｓ３０３）。例えば閾値を１０秒とした場合、パネル表示
時間が１０秒経過する度に較正指示部２０８は応答時間判定部２１０に対しバックライト
の点灯タイミングの較正を指示する。
【００３６】
次にバックライト駆動制御の較正の詳細について、図３に示すフローチャート及び図１０
のタイミングチャートに基づいて説明する。図３は、バックライトの点灯タイミングの較
正の手順を表すフローチャートである。図１０は、液晶パネル１０２の表示画像が黒パッ
チ画像から白パッチ画像へ切り替わる場合の液晶パネルの輝度値の変化及びバックライト
の点灯・非点灯の変化を示す図である。
【００３７】
図１０（Ａ）は画像信号を示す。図１０（Ｂ）は前回の較正における液晶パネルの輝度値
の変化を示し、図１０（Ｃ）は前回の較正によって決定されたバックライト駆動制御情報
に基づくバックライト１０４の点灯・非点灯の状態変化を示す。図１０（Ｄ）は現在（今
回）の液晶パネルの輝度値の変化を示し、図１０（Ｅ）は今回の較正によって決定された
バックライト駆動制御情報に基づくバックライト１０４の点灯・非点灯の状態変化を示す
。
【００３８】
共通の横軸は時間を表し、ｔ１は黒パッチ画像から白パッチ画像への切り替わりタイミン
グ、すなわち、白パッチ画像を液晶パネル１０２に表示する際に出力される垂直同期信号
のタイミングである。ｔ２及びｔ３はそれぞれ前回の較正における液晶立ち上がり開始時
間及び液晶立ち上がり終了時間を表し、ｔ２’及びｔ３’はそれぞれ現在（今回）の液晶
立ち上がり開始時間及び液晶立ち上がり終了時間を表す。
【００３９】
図１０に示すように、前回の較正実行時と比較して今回は液晶パネルの応答特性が変化し
ており、液晶立ち上がり開始時間が遅くなり、また応答時間が長くなっている。これは前
回の較正実行時と今回との液晶パネルの温度や環境温度の相違によるものである。前回の
較正によって決定されたバックライト駆動制御情報に基づくバックライトブリンキングを
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行うと、バックライト１０４が非点灯とされる期間はｔ２～ｔ３となるが、今回の液晶パ
ネルの応答時間はｔ２’～ｔ３’になっている。
【００４０】
そのため、今回の動作環境において、前回の較正によって決定されたバックライト駆動制
御情報に基づくバックライトブリンキングを行うと、バックライト１０４の非点灯期間と
液晶パネルの応答時間とが一致しない。そこで、現在の液晶パネルの応答特性に応じてバ
ックライトの点灯タイミングを変更することにより、図１０（Ｅ）に示すように、バック
ライト１０４の非点灯期間と現在の液晶パネルの応答時間とが一致するように、バックラ
イト駆動制御情報を変更する。以下、バックライトの点灯タイミングの較正の詳細につい
て説明する。
【００４１】
較正指示部２０８が応答時間判定部２１０に対しバックライトの点灯タイミングの較正を
指示すると、ステップＳ４０１において、応答時間判定部２１０は、現在の液晶パネル１
０２の応答時間（Δｔ’）を判定する。応答時間の判定方法の詳細は後述する。
【００４２】
ステップＳ４０２において、応答時間判定部２１０は、前回の較正においてＲＯＭに保存
された前回の較正における液晶パネル１０２の応答時間（Δｔ）を読み込み、ステップＳ
４０１で判定した今回の液晶パネル１０２の応答時間（Δｔ’）と比較する。応答時間判
定部２１０は、前回の較正における応答時間Δｔと今回の応答時間Δｔ’の差分（応答時
間変化量）（＝｜Δｔ’－Δｔ｜）を算出し、応答時間変化量が閾値を超えているか判定
する。
【００４３】
この閾値は、液晶パネル１０２の応答特性の変化に起因する液晶応答時間とバックライト
ブリンキングとの同期ずれにより生じる動画ぼけの程度が、予め決められる許容レベルを
超える応答時間変化量によって決まるもので、ＲＯＭに予め保持されている。ここでは、
応答時間変化量の閾値を例えば５ｍｓとする。応答時間変化量が閾値を超えていない場合
、本フローチャートの処理は終了する。応答時間変化量が閾値を超えている場合は、応答
時間判定部２１０は、ステップＳ４０３の処理に進む。
【００４４】
ステップＳ４０３において、応答時間判定部２１０は、ステップＳ４０１で判定した今回
の応答時間情報によって前回の較正において保存された応答時間情報を更新する。応答時
間判定部２１０は、更新後の応答時間情報をバックライト設定部２１１へ出力する。バッ
クライト設定部２１１は、更新後の応答時間情報に基づき今回の液晶立ち上がり開始時間
ｔ２’と垂直同期信号のタイミングｔ１との間隔Δｔｄ’（＝ｔ２’－ｔ１）を算出し、
これによってブリンキング開始時間を更新する。また、バックライト設定部２１１は、今
回の応答時間Δｔ’によってブリンキング期間情報における非点灯期間を更新する。
【００４５】
ステップＳ４０４において、バックライト設定部２１１は、更新後のブリンキング開始時
間及び非点灯期間により、前回の較正において決定されたバックライト駆動制御情報を更
新する。バックライト設定部２１１は、更新後のバックライト駆動制御情報をバックライ
ト駆動制御データに変換し、点灯制御部２１２へ出力する。点灯制御部２１２は、バック
ライト設定部２１１から入力されるバックライト駆動制御データに基づき、バックライト
１０４を駆動する。
【００４６】
すなわち、点灯制御部２１２は、画像出力部２０５から入力される垂直同期信号（ｔ１）
に対して更新後のブリンキング開始時間Δｔｄ’だけ遅延させたタイミングｔ２’におい
て、バックライト１０４を非点灯とする。そして、ｔ２’から更新後の非点灯期間Δｔ’
経過したタイミングｔ３’において、バックライト１０４を点灯する。これにより、図１
０（Ｅ）に示すように、現在の液晶の応答時間に同期してバックライト１０４の点灯・非
点灯の状態が切り替わるよう、バックライト１０４が駆動される。
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【００４７】
ステップＳ４０５において、応答時間判定部２１０は、較正により変更したバックライト
駆動制御情報をＲＯＭに保存する。このように、現在の液晶パネルの液晶立ち上がり開始
時間及び液晶立ち上がり終了時間に合わせて、バックライト１０４の点灯及び消灯のタイ
ミングが変更される。
【００４８】
次に、応答時間の判定方法の詳細について、図４に示すフローチャートを用いて説明する
。
応答時間の判定処理が開始すると、応答時間判定部２１０は、測定対象領域に対応するバ
ックライトの駆動制御を測定用バックライト駆動制御情報に基づき行うようバックライト
設定部２１１に設定する（Ｓ５０１）。測定用バックライト駆動制御情報は、ブリンキン
グ開始時間０、非点灯期間０とするバックライト駆動制御情報である。測定用バックライ
ト駆動制御情報が適用されるバックライト１０４は常時点灯する。
【００４９】
ステップＳ５０２において、応答時間判定部２１０は、パネル前面輝度測定部１０３によ
る測定対象領域を覆う程度のサイズと位置の黒画像（黒パッチ画像）を指定するパッチ情
報をパッチ画像生成部２０６へ出力する。
【００５０】
パッチ画像生成部２０６は、応答時間判定部２１０から入力されたパッチ情報に基づきパ
ッチ画像を生成し、合成部２０４に出力するとともに、パッチ出力タイミング信号を応答
時間判定部２１０へ出力する。このパッチ出力タイミング信号は、応答時間の判定処理に
おける１回目のパッチ出力タイミング信号となる。
【００５１】
合成部２０４は、パッチ画像生成部２０６から入力された黒パッチ画像の画像データを、
画像処理部２０３から入力された画像データに重畳して、画像出力部２０５へ合成画像デ
ータを出力する。
画像出力部２０５は、合成画像データを液晶パネル１０２へ出力すると同時に、応答時間
判定部２１０へ垂直同期信号を出力する。
【００５２】
ステップＳ５０３において、応答時間判定部２１０は、１回目のパッチ出力タイミング信
号が入力されてから一定時間経った後、測定対象領域を覆う程度のサイズと位置の白画像
（白パッチ画像）を指定するパッチ情報をパッチ画像生成部２０６へ出力する。ここで、
一定時間とは、液晶パネル１０２に黒パッチ画像を表示してから液晶パネルの応答が安定
するまでの時間であり、例えば１００ｍｓとする。
【００５３】
パッチ画像生成部２０６は、応答時間判定部２１０から入力されたパッチ情報に基づきパ
ッチ画像を生成し、合成部２０４に出力するとともに、パッチ出力タイミング信号を応答
時間判定部２１０へ出力する。このパッチ出力タイミング信号は、応答時間の判定処理に
おける２回目のパッチ出力タイミング信号となる。
【００５４】
合成部２０４は、パッチ画像生成部２０６から入力された白パッチ画像の画像データを、
画像処理部２０３から入力された画像データに重畳して、画像出力部２０５へ合成画像デ
ータを出力する。
画像出力部２０５は、合成画像データを液晶パネル１０２へ出力すると同時に、応答時間
判定部２１０へ垂直同期信号を出力する。
【００５５】
応答時間判定部２１０は、２回目のパッチ出力タイミング信号を受信して直後の垂直同期
信号を受信すると、測定制御部２０９から、一定周期で一定回数（例えば１ｍｓ周期で５
０回）輝度値を取得する（Ｓ５０４）。応答時間判定部２１０は、測定制御部２０９から
取得した一定回数分の輝度値Lum(t)から、最小輝度値Lum_minと、最大輝度値Lum_maxを決
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定する（Ｓ５０５）。ここで、輝度値Lum(t)は、応答時間判定部２１０が測定制御部２０
９から時刻ｔに取得した輝度値を表す。
【００５６】
ステップＳ５０６において、応答時間判定部２１０は、以下の関係式を満たすタイミング
として、液晶の立ち上がり開始時間t_rise_start及び液晶の立ち上がり終了時間t_rise_e
ndを算出する。
(数１)
Lum(t_rise_start) ＝ (Lum_max - Lum_min) × th_rise_start ＋ Lum_min
Lum(t_rise_end) ＝ (Lum_max - Lum_min) × th_rise_end ＋ Lum_min
ここで、立ち上がり開始閾値th_rise_start及び立ち上がり終了閾値th_rise_endは、それ
ぞれ固定値であり、例えば、th_rise_start ＝ 0.1, th_rise_end ＝ 0.9とする。立ち上
がり開始閾値及び立ち上がり終了閾値は、液晶パネル１０２の一般的な応答特性から決定
される。応答時間判定部２１０は、上記の式より算出した液晶立ち上がり開始時間t_rise
_start及び液晶立ち上がり終了時間t_rise_endを、現在の液晶立ち上がり開始時間ｔ２’
及び液晶立ち上がり終了時間ｔ３’と判定する。
なお、黒パッチ画像及び白パッチ画像は、液晶パネルの端に小さく表示するのが好ましい
。例えば、液晶パネル１０２の表示領域の上端の中心部に設けられたパネル前面輝度測定
部１０３に対向する位置に小さく表示するようにしてもよい。このように、黒パッチ画像
及び白パッチ画像を、液晶パネルの端に小さく表示すると、液晶パネルの他の表示領域に
はユーザが所望の画像を表示させることができるので、作業を邪魔されずにすむ。
また、図４の応答時間の判定処理を、表示制御装置１０１が使用されていない時間に行う
ようにしてもよい。例えば、図２のステップＳ３０３の較正指示が出されたときに、表示
制御装置１０１が使用中であれば、図３，４の処理を一旦保留し、表示制御装置１０１の
使用が終わってから（電源オフの操作がされてから）、図３，４の処理を行うようにして
もよい。
また、本実施例では、黒パッチ画像を表示した後に白パッチ画像を表示する例を挙げたが
、白パッチ画像を表示した後に黒パッチ画像を表示して、液晶パネルの応答時間を判定し
てもよい。また、黒パッチ画像を表示した後にグレー（灰色）パッチ画像を表示、若しく
はグレー（灰色）パッチ画像を表示した後に黒パッチ画像を表示して、液晶パネルの応答
時間を判定してもよい。或いは、グレー（灰色）パッチ画像を表示した後に白パッチ画像
を表示、若しくは白パッチ画像を表示した後にグレー（灰色）パッチ画像を表示して、液
晶パネルの応答時間を判定してもよい。また、ダークグレー（濃い灰色）パッチ画像を表
示した後にライトグレー（薄い灰色）パッチ画像を表示、若しくはライトグレー（薄い灰
色）パッチ画像を表示した後にダークグレー（濃い灰色）パッチ画像を表示して、液晶パ
ネルの応答時間を判定してもよい。
【００５７】
本実施例では、前回の較正から液晶パネルの応答時間に閾値を超える変化がある場合に、
現在の液晶パネルの応答特性に合わせてバックライト駆動制御情報を変更する。これによ
り、液晶パネルの応答特性が変化した場合でもバックライトブリンキングによる非点灯期
間を液晶パネルの応答時間に精度良く同期させることができるので、動画ぼけを好適に低
減することが可能になる。
【００５８】
なお、本実施例において、画像処理部２０３から出力された画像データとパッチ画像の画
像データを合成するとしたが、画像処理部２０３に入力される前の画像データとパッチ画
像の画像データを合成する構成であってもよい。
【００５９】
本実施例では、固定値である立ち上がり開始閾値及び立ち上がり終了閾値を用いて式１に
基づいて現在の液晶の応答時間を判定し、判定した応答時間と一致するようにバックライ
トの点灯タイミングを較正する例を説明した。しかしながら、バックライトの点灯タイミ
ングの較正方法はこれに限らない。例えば、動画ぼけが最も顕著な期間に対して、バック
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ライトブリンキングに起因するフリッカの発生を抑制するように算出される期間を、非点
灯期間として設定しても良い。
【００６０】
また、較正によりバックライトブリンキングの非点灯期間を変更した場合、表示輝度が変
化する可能性があるので、非点灯期間の変更に応じてバックライトの電流値を変更するな
どにより表示輝度が一定になるようにすることも好適である。
【００６１】
（実施例２）
本発明の実施例２について説明する。図５は、本発明を適用した画像表示装置のシステム
構成の概略図である。以下、実施例２にかかる説明は、実施例１との相違点を中心に説明
する。実施例２と実施例１との主な相違点は、バックライトの点灯タイミングの較正を実
行するタイミング（条件）と、現在の液晶パネルの応答時間の判定方法である。
【００６２】
実施例１では液晶パネル１０２に画像を表示開始してからの経過時間が閾値を超えた場合
に較正を実行したが、実施例２では工場出荷時から積算した液晶パネル１０２の表示時間
（累積表示時間）が段階的に設定される複数の閾値を経過する度に較正を実行する。累積
表示時間は最初の画像表示装置の電源投入から起算しても良い。
【００６３】
また、実施例１では測定用画像を液晶パネルに表示したときの実際の輝度値の測定値から
現在の液晶パネル１０２の応答時間を判定したが、実施例２では累積表示時間から現在の
液晶パネル１０２の応答時間を推測する。推測した現在の液晶パネル１０２の応答時間に
応じてバックライトの点灯及び消灯のタイミングを変更する点は実施例１と同様である。
【００６４】
表示制御装置６０１は、入力信号源１００の出力する画像信号を入力部２０２から入力し
、画像出力部７０５から液晶パネル１０２へ画像信号を出力する。また、表示制御装置６
０１は、点灯制御部２１２からバックライト１０４へ駆動制御信号を出力し、バックライ
ト１０４を駆動する。
表示制御装置６０１は、ＣＰＵ２０１、入力部２０２、画像処理部７０３、画像出力部７
０５、パネル表示時間計測部７０７、較正指示部７０８、応答時間判定部７１０、バック
ライト設定部２１１、及び点灯制御部２１２を備える。
【００６５】
画像処理部７０３は、入力部２０２から入力される画像データに対し高画質化処理等の画
像処理を適用した後、画像出力部７０５へ画像データを出力する。
画像出力部７０５は、画像処理部７０３から入力された画像データを液晶パネル１０２へ
出力するとともに、垂直同期信号を点灯制御部２１２へ出力する。
【００６６】
パネル表示時間計測部７０７は、ＣＰＵ２０１が備えているタイマーとＲＯＭに保存され
ている累積表示時間を用いて、画像表示装置の出荷時から現在までの累積表示時間を計測
し、パネル表示時間情報として較正指示部７０８へ出力する。累積表示時間とは、液晶パ
ネル１０２に画像が表示されている時間を最初に電源が投入された時点（液晶パネル１０
２が最初に画像の表示を行った時点。工場出荷時）から積算したものである。
【００６７】
例えば、パネル表示時間計測部７０７は、画像表示装置の電源がオンになると、その時点
までの累積表示時間をＲＯＭから読み出すとともに、当該電源投入からの液晶パネル１０
２の画像表示時間をタイマーを用いて累積表示時間の増分をカウント開始する。そして、
パネル表示時間計測部７０７は、画像表示装置の電源がオフにされる場合に、その時まで
の累積表示時間を求めてＲＯＭに保存し、既存の累積表示時間を更新する。工場出荷時の
累積表示時間の初期値は０とする。
【００６８】
較正指示部７０８は、パネル表示時間計測部７０７から入力されるパネル表示時間情報か
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ら累積表示時間を取得し、累積表示時間が閾値に達したか判定する。ここで、閾値は段階
的に複数の値が設定され、較正指示部７０８は、累積表示時間がある閾値に達したと判定
した後は、閾値を次の段階の閾値に変更し、それ以降は当該変更後の閾値に累積表示時間
が達するか判定する。
【００６９】
較正指示部７０８は、累積表示時間がこれら複数の段階的な閾値に達する度に、応答時間
判定部７１０に対し、バックライトの点灯タイミングの較正を指示する。各閾値は、液晶
パネル１０２の応答特性の経時的な変化に起因する液晶応答時間とバックライトブリンキ
ングとの同期ずれにより生じる動画ぼけの程度が、予め決められる許容レベルを超える累
積表示時間によって決まるもので、ＲＯＭに予め保持されている。
【００７０】
例えば、閾値を１００００時間、２００００時間、２５０００時間、２８０００時間、３
００００時間に設定した場合、まず累積表示時間が１００００時間に達した時点でバック
ライトの点灯タイミングの較正が行われる。液晶パネル１０２の画像表示時間が更に１０
０００時間増えて累積表示時間が２００００時間に達した時点で再びバックライトの点灯
タイミングの較正が行われる。液晶パネル１０２の画像表示時間が更に５０００時間増え
て累積表示時間が２５０００時間に達した時点で再びバックライトの点灯タイミングの較
正が行われる。
【００７１】
応答時間判定部７１０は、パネル表示時間計測部７０７から入力されるパネル表示時間情
報から累積表示時間を取得し、ＲＯＭに保存されている応答時間予測テーブルを参照して
、当該累積表示時間に応じた液晶パネルの応答時間を判定する。
【００７２】
ここで、応答時間予測テーブルとは、累積表示時間と、その累積表示時間から予測される
液晶パネルの応答特性（液晶立ち上がり開始時間、液晶立ち上がり終了時間、応答時間）
と、を対応づけたテーブルであり、予め測定により作成され、ＲＯＭに保持されている。
応答時間判定部７１０は、判定した液晶パネルの応答時間を応答時間情報としてバックラ
イト設定部２１１へ出力する。
【００７３】
次に表示制御装置６０１の動作について、図２に示すフローチャートを用いて説明する。
なお、本実施例では、図２の「パネル表示時間」を「累積表示時間」に読み替える。
ユーザが画像表示装置の電源オン操作を行うと、ＣＰＵ２０１による本フローチャートの
処理が開始する。
【００７４】
パネル表示時間計測部７０７は累積表示時間を計測し、パネル表示時間情報として較正指
示部７０８へ出力する（Ｓ３０１）。
較正指示部７０８は、パネル表示時間計測部７０７から取得したパネル表示時間情報から
累積表示時間を取得し、累積表示時間が閾値に達したか判定する（Ｓ３０２）。累積表示
時間が閾値に達していない場合、本フローチャートの処理は終了する。累積表示時間が閾
値に達した場合、較正指示部７０８は、応答時間判定部７１０に、バックライト駆動制御
の較正を指示する（Ｓ３０３）。
【００７５】
バックライトの点灯タイミングの較正は実施例１と同様、図３のフローチャートに従って
実行される。但し、ステップＳ４０１の応答時間の判定処理は実施例１と異なり、後述す
る図６のフローチャートに従って実行される。
【００７６】
なお、ステップＳ３０２の判定で用いる累積表示時間の閾値（Ａとする）を、液晶パネル
１０２の経時変化による応答時間変化量が実施例１のステップＳ４０２の判定で用いる応
答時間変化量の閾値（Ｂとする）を超える累積表示時間として定めてもよい。この場合、
ステップＳ３０２で累積表示時間が閾値Ａを超えたと判定された時点で、液晶パネル１０
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２の応答時間変化量は閾値Ｂを超えたと判断できるので、図３のフローチャートにおいて
ステップＳ４０２の判定処理を省略してもよい。つまりこの場合、累積表示時間が閾値Ａ
を超えたと判定された場合には常に較正が実行される。
【００７７】
次に応答時間の判定処理の詳細について、図６に示すフローチャートを用いて説明する。
応答時間判定部７１０は、パネル表示時間計測部７０７から入力されるパネル表示時間情
報から現時点までの累積表示時間を取得する（Ｓ８０１）。
【００７８】
応答時間判定部７１０は、応答時間予測テーブルを参照して、現時点までの累積表示時間
に対応する液晶パネル１０２の応答時間を算出し、応答時間情報としてバックライト設定
部２１１へ出力する（Ｓ８０２）。
【００７９】
以上のように、応答時間判定部７１０は、液晶パネル１０２の累積表示時間から液晶パネ
ルの応答時間に閾値を超える変化があると判定した場合に、現在の液晶パネルの応答特性
に合わせてバックライト駆動制御情報を変更する。これにより、長期使用により液晶パネ
ルの応答特性が変化した場合でも、バックライトブリンキングによる非点灯期間を液晶パ
ネルの応答時間に精度良く同期させることができるので、液晶パネルの使用期間によらず
動画ぼけを好適に低減することが可能になる。また、液晶パネルの輝度を測定することな
く、液晶パネルの累積表示時間に基づく推定により現在の液晶パネルの応答時間を取得す
るので、簡易な構成により較正を行うことができる。
【００８０】
なお、予め決められた複数の段階的な閾値と累積表示時間との比較に基づいて較正の実行
要否判定を行う例を説明したが、一定周期（例えば３０００時間毎）に較正を実行するよ
うにしてもよい。
【００８１】
（実施例３）
本発明の実施例３について説明する。図７は、本発明を適用した画像表示装置のシステム
構成の概略図である。以下、実施例３にかかる説明は、実施例１との相違点を中心に説明
する。実施例３と実施例１との主な相違点は、バックライトの点灯タイミングの較正を実
行するタイミング（条件）である。実施例１では、液晶パネル１０２に画像を表示開始し
てからの経過時間が閾値を超えた場合に、較正を実行したが、実施例３では、前回行った
の較正からのパネル温度の変化量が閾値を超えた場合に、較正を実行する。
【００８２】
表示制御装置９０１は、入力信号源１００の出力する画像信号を入力部２０２から入力し
、画像出力部２０５から液晶パネル１０２へ画像信号を出力する。また、表示制御装置９
０１は、パネル前面輝度測定部１０３の出力する測定輝度情報を測定制御部１００９から
入力し、パネル温度測定部１００５の出力する温度情報を測定制御部１００９から入力す
る。また、表示制御装置９０１は、点灯制御部２１２からバックライト１０４へ駆動制御
信号を出力する。
【００８３】
パネル温度測定部１００５は、液晶パネル１０２の温度を測定し、温度情報として測定制
御部１００９へ出力する（温度測定手段）。
測定制御部１００９は、パネル温度測定部１００５から入力される温度情報からパネル温
度を算出し、較正指示部１００８へ出力する。測定制御部１００９は、パネル前面輝度測
定部１０３から入力された測定輝度情報から液晶パネル１０２の測定対象領域の輝度値を
算出し、応答時間判定部２１０へ出力する。
【００８４】
較正指示部１００８は、測定制御部１００９から入力された今回のパネル温度と、ＲＯＭ
に保存されている前回の較正におけるパネル温度とを比較し、その変化量（パネル温度変
化量）が閾値を超えたか判定する。パネル温度変化量が閾値を超えた場合、較正指示部１
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００８は、応答時間判定部２１０に対し、バックライトの点灯タイミングの較正を指示す
るとともに、今回のパネル温度をＲＯＭに保存する。
【００８５】
ここで、パネル温度変化量の閾値は、パネル温度変化による液晶パネル１０２の応答特性
の変化に起因する液晶応答時間とバックライトブリンキングとの同期ずれにより生じる動
画ぼけの程度が、予め決められる許容レベルを超えるパネル温度変化量によって決まる。
パネル温度によって閾値は異なる。例えば、１０℃から３０℃の範囲でのパネル温度変化
量の閾値を±５℃とし、３０℃から６０℃の範囲でのパネル温度変化量の閾値を±１０℃
とする。測定によりパネル温度とそれに対応する閾値とを対応づけるテーブルを予め作成
し、ＲＯＭに保持しておく。
【００８６】
次に表示制御装置９０１の動作について、図８に示すフローチャートを用いて説明する。
ユーザが画像表示装置の電源オン操作を行うと、ＣＰＵ２０１による本フローチャートの
処理が開始する。
【００８７】
測定制御部１００９は、パネル温度測定部１００５から入力されるパネル温度情報に基づ
き現在のパネル温度を取得し、較正指示部１００８へ出力する（Ｓ１１０１）。
較正指示部１００８は、ＲＯＭに保存されている前回の較正におけるパネル温度と今回の
パネル温度とを比較し、パネル温度変化量が閾値を超えているか判定する（Ｓ１１０２）
。
【００８８】
パネル温度変化量が閾値を超えていない場合は、本フローチャートの処理は終了する。パ
ネル温度変化量が閾値を超えている場合、較正指示部１００８は、応答時間判定部２１０
にバックライトの点灯タイミングの較正を指示する（Ｓ３０３）。較正指示部１００８に
よる較正指示に応じて、応答時間判定部２１０は、実施例１と同様に現在の液晶パネル１
０２の応答時間の判定を行い（図４参照）、現在の液晶パネルの応答時間に応じてバック
ライトの点灯タイミングの較正を行う（図３参照）。
【００８９】
バックライト設定部２１１は、較正によってバックライト駆動制御情報が変更されたか（
すなわち、ステップＳ４０４の処理が実行されたか）判定する（Ｓ１１０４）。較正によ
りバックライト駆動制御情報が変更されていない場合は本フローチャートの処理は終了す
る。較正によりバックライト駆動制御情報が変更された場合、応答時間判定部は今回のパ
ネル温度をＲＯＭに保存する（Ｓ１１０５）。
【００９０】
なお、ステップＳ１１０２の判定で用いるパネル温度変化量の閾値（Ｃ）を、液晶パネル
１０２の温度変化による応答時間変化量が実施例１のステップＳ４０２の判定で用いる応
答時間変化量の閾値（Ｂとする）を超えるパネル温度変化量として定めても良い。この場
合、ステップＳ１１０２でパネル温度変化量が閾値Ｃを超えると判定された時点で、液晶
パネル１０２の応答時間変化量は閾値Ｂを超えたと判断できるので、図３のフローチャー
トにおいてステップＳ４０２の判定処理を省略しても良い。つまりこの場合、パネル温度
変化量が閾値Ｃを超えたと判定された場合には常に較正が実行される。
【００９１】
以上のように、応答時間判定部２１０は、液晶パネル１０２の温度変化から液晶パネルの
応答時間に閾値を超える変化があると判定した場合に、現在の液晶パネルの応答特性に合
わせてバックライト駆動制御情報を変更する。これにより、温度変化により液晶パネルの
応答特性が変化した場合でも、バックライトブリンキングによる非点灯期間を液晶パネル
の応答時間に精度良く同期させることができるので、液晶パネルの温度によらず動画ぼけ
を好適に低減することが可能になる。
【００９２】
なお、ステップＳ４０１の応答時間の判定は、実施例１と同様にパネル前面輝度測定部１
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０３による測定結果に基づいて行ってもよい。或いは、ＲＯＭに保存されている応答時間
予測テーブルを参照して、現在の液晶パネル１０２の温度に対応する液晶パネル１０２の
応答時間を判定しても良い。ここで、応答時間予測テーブルとは、パネル温度と液晶パネ
ルの応答特性（応答時間、液晶立ち上がり開始時間、液晶立ち上がり終了時間など）とを
対応づけたテーブルであり、予め測定などにより作成してＲＯＭに保持しておく。
【符号の説明】
【００９３】
１０２　液晶パネル、１０４　バックライト、２０８　較正指示部、２１０　応答時間判
定部、２１１　バックライト設定部、２１２　点灯制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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