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3. 3色独立調光CCFL新バックライトシステム1)

　液晶ディスプレイのバックライトには通常冷陰極管(CCFL)
が使用されます。一般の蛍光灯と同様に電子が水銀に当たっ
て生じた紫外線が蛍光体に当たることで可視光を発生します。
この可視光はRGBに相当する3つの波長から成り、その混合
により人の目は白色と感じます。蛍光灯は時間が経過するに
従って黄ばんできます。これは青色の蛍光体の劣化が他の色

1. はじめに

　医用で使われる読影用および参照用ディスプレイは過去と
現在の画像を比較するため2台並べての使用が一般的です。
この時重要となるのは2台の輝度と白色点が同じであること、
そして時間が経っても輝度と白色点が変化しないことです。
本機は新バックライトシステムの開発によりグレースケール
ディスプレイでありながら白色点の色度調節を可能とし、さら
に内部センサにより一定の輝度と色度を保つことができます。
　本稿では、新バックライトの技術紹介を中心に、輝度と色
度を一定に保つ時間を求める寿命シミュレーション、バックラ
イトの光を取り出す構造、ディスプレイの品質管理を行うため
のツールであるGammaCompMDなどの紹介を行います。ま
た新バックライトの効果を最もよく発揮するコピー機能を紹
介します。

2. 製品のラインナップ

　MD21GSシリーズは解像度がQXGA相当の3Mモデルと
UXGA相当の2Mモデルで、それぞれ色温度が高いブルーベー
ス仕様と色温度が低いクリアベース仕様の計4モデルからなり
ます。写真は2台の3Mクリアベースモデルの外観です。

液晶パネルの高輝度化・高コントラスト化は医用分野のディスプレイにおいて、CRTから液晶パネルへの
交代に大きくはずみをつけています。しかし複数の液晶ディスプレイの白色点をそろえることや経時変
化により白色点がずれることは、ディスプレイ間での相対画像評価を行う医用の世界においては、コス
トやサービス費用の増加をもたらします。本機は白色点を調節できる「新バックライトシステム」の開
発により、安定した白色点および輝度での長期間使用を可能にしました。また、高輝度・高コントラス
トのSA-SFT液晶パネルの採用と11.5ビットガンマ回路、内部キャリブレーションシステムにより、的確
な医用画像診断をサポートするディスプレイを提供します。
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より早いためです。 液晶のバックライトも同様に時間が経過す
ると青色蛍光体の発光量が減少し、白色点が黄色の方向にシ
フトします。この白色点のずれの補正を可能にしたのが「新
バックライトシステム」です。液晶パネルの両サイドに置いた
3色のCCFLの混色により白色を作りますが、それぞれの
CCFLを独立に調光することにより白色点を調整します。青色
蛍光体の劣化が大きいため青系CCFLの調整量が一番大きく
なるように設定しています(図1)。
　図2に新バックライトシステムのブロック図を示します。
　液晶パネルはエッジライト方式を採用しているため、導光
板の側面から漏れる光をカラーセンサで読み取ります。こう
することによりセンサには高い光量が照射し、安定した調節
が可能です。センサが読み取った信号は13ビットのAD変換器
でディジタル化され、9ビットの分解を持つPWM(パルス幅変
調)で各色のCCFLを独立に調光します。最小調節ステップは
輝度で0.5cd/m2、白色点は色度座標xyで0.0005を実現してい
ます。これは人間の目が見分けられる最小輝度差を示したグ
レースケール標準表示関数(GSDF)1)を満足します。外部セン
サで設定された希望する輝度と白色点に相当するカラーセン
サの値をEEPROMに記憶しておき、常にカラーセンサが記憶
された値になるようにフィードバックループが働きます。
　カラーセンサとフィードバックループの外にある液晶パネル
は温度依存性を持ちます。センサの近傍とパネルの近傍にそ
れぞれ温度センサを設け、温度補償を行っています。

4. コピーキャリブレーション

　医用画像用ディスプレイの多くは2台並べて使用されます。
これは一方に過去の写真、もう一方に現在の写真を並べて病
状の変化を見るからです。この時重要なのは2台の輝度と白色
点をできるだけ同じにすることです。新バックライトシステム
と新キャリブレーションシステムは片方のディスプレイの輝度
と色度をもう一方にコピーすることができます。
　図3にコピーキャリブレーションの原理を示します。コピーす
る方のOSD(On Screen Display)でコピー機能を選択して、画面
に従い操作します。まず、オプションの外部センサ(グレタグマ
クベス社製EYE-ONE Display)でターゲットとなるディスプレイ
の輝度と色度を計測します。その後合わせたいディスプレイに
外部センサを装着し、コピー操作を行うと、ターゲットの値に
なるように内部キャリブレーションが働き設定値を書き換えま
す。より精度高く2台の輝度と白色点を合わせることができます。

図1　3色蛍光管(クリアベース仕様)

図2 3色独立調光 新CCFLバックライトシステム

図3　コピーキャリブレーション
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5. 内部センサ光量ピックアップ構造 2)

　バックライトの光量を検出する方法として、従来は裏面の
反射シートを透過して漏れてくる光をセンサで検出する方法
が取られていましたが、透過光であるため、光量は低いもの
でした。しかし、精度の高い3色調光のためには、より高い光
量が必要となり、それを実現するために導光板側面からの光
検出を考案しました。光ピックアップ構造を図4に示します。
　部分的に導光板側面を露出させ、その外側に反射面を設け
ることにより、光を背面から取り出すことが可能になります。
そこに、光センサを設置することにより、ほとんど損失のない、
バックライトの光量検出ができ、精度の高い制御が可能とな
りました。
　光検出部付近での、表示面のムラが出る恐れがありました
が、この部分を極力小さくすることと、反射面の角度を45度
より大きくして反射光の一部を導光板に戻すことにより表示
ムラを抑えることができました(開発協力:NEC液晶テクノロ
ジー)。

6. GammaCompMD

　医用ディスプレイの表示特性はそのまま診断精度に影響を
与えるため、医療現場では継続的なディスプレイの品質管理
を行うことが求められています。医用ディスプレイとしての品
質を維持し、また管理の膨大な工数を削減するためのツール
として、GammaCompMDおよびGammaCompMD Serverの開
発を行いました。
(1) GammaCompMDの特徴

・ DICOM適合試験の実施
・各種規格に基づいた受入試験・不変性試験の実施
    AAPM TG-18 : 米国医学物理学会2)

    DIN V 6868-57 : ドイツ規格協会3)

    JESRA X-0093-2005 : 日本画像医療システム工業会4)

・輝度、色度、ガンマをキャリブレーション
・試験やキャリブレーションデータの履歴管理・保存
・各社カラーセンサ、輝度センサをサポート
(2) GammaCompMD Serverの特徴

・ 病院内各所に設置されたディスプレイの稼働状況をネット
ワーク経由で監視
・  DICOM適合試験・キャリブレーションをリモートで実施
(MD-N2M5B Retractable Sensor使用時)

・ 各種規格に基づいた試験レポート作成
・  故障、表示品位の低下などのアラーム発生時、自動で管
理者へメール通知
図5にGammaCompMD表示画像例と接続例を示します。

7. CCFL寿命シミュレーション

　新CCFLバックライトシステムを使用して、ターゲット色度
輝度(仕様上のキャリブレーション色度輝度)を維持するのに
最適な3種類(赤系/緑系/青系)のCCFL発光色度を設定するた
めに、CCFL寿命シミュレーションを導入して寿命が最適とな
るようにしました。

図4　光ピックアップ構造

図5　GammaCompMD 表示画像例と接続例
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・ プロテクションフィルタ
　　MD21PS-BK 
　　透過率 98.5%以上 (500～600nm)

9. おわりに

　医用で使われるディスプレイはCRTからLCDに入れ替わろ
うとしています。輝度に関しては、各ディスプレイメーカが精
度、寿命について様々な工夫を凝らしているにもかかわらず、
白色点に関しては初期性能だけで経時変化に関してはあまり
手を加えられていません。国内でもマルチディスプレイにお
ける色の偏差のガイドライン 4）が設定され、本製品の技術は
今後ますます注目されるものと思われます。

　本寿命シミュレーションは、CCFL寿命を決定する4種類の要
因(CCFL内蛍光材の劣化特性、モニタのターゲット色度輝度、
CCFL蛍光材配合比とランプ発光強度、液晶パネル透過率)を
入力パラメータとしてCCFL寿命(劣化)を予測するものです。
　3種類(赤系/緑系/青系)のCCFLにおいて、ある経過時間後
の輝度とその時の100%点灯時輝度との比を縦軸にし、経過時
間を横軸にしてシミュレーションカーブを描き、縦軸の値が
100%となった時点で寿命と判断します。
　シミュレーションの例を図6に示します。
　本例では、緑系のCCFLが一番先に寿命となり、ターゲット
色度輝度を維持できなくなります。
　赤系/緑系/青系の各CCFLが同じ経過時間で寿命(輝度比
=1)となるようにCCFLの蛍光材料配合比を調節することで、
最適なCCFL色度を決定しました。

8. オプション

　本ディスプレイに関するオプションは次のものを用意してい
ます。
・ ビデオボード(2M/3M グレースケール10ビット対応)
　　リアルビジョン社製 VREngine/SMD2 

　　マトロクス社製  MED 2mp
・ 外部センサ
　　グレタグマクベス社製EYE-ONE Display 
・ リトラクタブルセンサ
　　MD-N2M5B (写真)
　　遠隔操作によるディスプレイの輝度色度の測定調整

図6　シミュレーション結果(例:MD21GS2MP-CB)
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