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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　点灯領域を分割した複数の領域それぞれに対して、赤色、緑色、および青色の発光素子
と、前記発光素子による発光をオンまたはオフするスイッチング素子とを備え、各領域の
発光輝度を個別に変えることが可能なバックライトを制御するバックライト装置において
、
　前記スイッチング素子に供給するパルス信号のパルス幅を変化させることによって、前
記領域の発光輝度を制御する発光輝度制御手段と、
　前記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度を計測する輝度計測手段と、
　前記赤色、緑色、および青色の発光素子による光の色度を取得する色度取得手段と、
　前記輝度測定手段により測定された前記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度
、並びに、前記色度取得手段により取得された光の色度に基づいて、前記複数の領域の光
の白色度および発光輝度が所定の値となる前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素
子の電流値を、前記複数の領域それぞれについて決定する電流値決定手段と、
　前記電流値決定手段により決定された前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子
の電流値と、前記領域とを対応付けたテーブルを記憶する電流値記憶手段と、
　前記電流値記憶手段のテーブルに記憶された前記赤色、緑色、および青色それぞれの発
光素子の電流値を、対応する領域の前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子に供
給する電流制御手段と
　を備えるバックライト装置。
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【請求項２】
　点灯領域を分割した複数の領域それぞれに対して、赤色、緑色、および青色の発光素子
と、前記発光素子による発光をオンまたはオフするスイッチング素子とを備え、各領域の
発光輝度を個別に変えることが可能なバックライトを制御するバックライト制御処理を行
うバックライト制御方法において、
　前記スイッチング素子に供給するパルス信号のパルス幅を変化させることによって、前
記領域の発光輝度を制御し、
　前記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度を計測し、
　前記赤色、緑色、および青色の発光素子による光の色度を取得し、
　測定された前記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度、並びに、取得された光
の色度に基づいて、前記複数の領域の光の白色度および発光輝度が所定の値となる前記赤
色、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値を、前記複数の領域それぞれについて
決定し、
　決定された、前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値と、前記領域と
を対応付けたテーブルを所定の記憶手段に記憶させ、
　前記所定の記憶手段のテーブルに記憶されている前記赤色、緑色、および青色それぞれ
の発光素子の電流値を、対応する領域の前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子
に供給する
　ステップを含むバックライト制御方法。
【請求項３】
　点灯領域を分割した複数の領域それぞれに対して、赤色、緑色、および青色の発光素子
と、前記発光素子による発光をオンまたはオフするスイッチング素子とを有し、各領域の
発光輝度を個別に変えることが可能なバックライトを備える液晶表示装置において、
　前記スイッチング素子に供給するパルス信号のパルス幅を変化させることによって、前
記領域の発光輝度を制御する発光輝度制御手段と、
　前記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度を計測する輝度計測手段と、
　前記赤色、緑色、および青色の発光素子による光の色度を取得する色度取得手段と、
　前記輝度測定手段により測定された前記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度
、並びに、前記色度取得手段により取得された光の色度に基づいて、前記複数の領域の光
の白色度および発光輝度が所定の値となる前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素
子の電流値を、前記複数の領域それぞれについて決定する電流値決定手段と、
　前記電流値決定手段により決定された前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子
の電流値と、前記領域とを対応付けたテーブルを記憶する電流値記憶手段と、
　前記電流値記憶手段のテーブルに記憶された前記赤色、緑色、および青色それぞれの発
光素子の電流値を、対応する領域の前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子に供
給する電流制御手段と
　を備える液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックライト装置、バックライト制御方法、および液晶表示装置に関し、特
に、点灯領域の全面において同一の白色度で発光させつつ、低消費電力を実現することが
できるようにするバックライト装置、バックライト制御方法、および液晶表示装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置（LCD: Liquid crystal display）は、赤色（以下、単にRという）、緑色
（以下、単にGという）、および青色（以下、単にBという）の着色がされているカラーフ
ィルタ基板、液晶層などを有する液晶パネルと、その背面側に配置されるバックライトな
どにより構成される。
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【０００３】
　液晶表示装置では、電圧を変化させることにより液晶層の液晶分子のねじれが制御され
、液晶分子のねじれに応じて液晶層を透過してきたバックライトの白色光がR,G、またはB
のカラーフィルタを通過することによりR,G、またはBの色の光となって、画像が表示され
る。
【０００４】
　なお、以下では、電圧を変化させることにより液晶分子のねじれを制御して光の透過率
を変更することを、液晶透過率の制御という。また、光源であるバックライトから出射さ
れた光の輝度を「発光輝度」と称し、液晶表示装置に表示された画像を視認する視聴者が
感じる光の強度である、液晶パネルの前面から出射される光の輝度を「表示輝度」と称す
る。
【０００５】
　従来、液晶表示装置のバックライトの光源としては、例えば、冷陰極蛍光放電管（以下
、CCFLと称する）や白色LED (Light Emitting Diode）が使用されていた。バックライト
の光源として、CCFLや白色LEDを採用した液晶表示装置では、CIE（Commission Internati
onale de I’Eclairage：国際照明委員会）１９３１表色系によるｘｙ色度図においてR，
G、およびBを頂点とする三角形の面積で表される色の再現範囲が、CRT（Cathode Ray Tub
e）ディスプレイと比較して狭いという問題がある。
【０００６】
　この問題に対し、バックライトの光源として、R，G、およびBのLEDを採用することによ
り、色の再現範囲を向上させた液晶表示装置が、例えば、特許文献１において提案されて
いる。
【０００７】
　特許文献１に記載の液晶表示装置では、バックライトは複数のLEDブロックからなり、
各LEDブロックは、R，G、およびBのLEDによって構成されている。そして、各LEDブロック
において、色温度が白色光を表す所定の規格値となるようにR，G、およびBのLEDに供給す
る電流値が調整され、さらに、全てのLEDブロックが同一かつ最大の発光輝度となるよう
に、各LEDブロックのR，G、およびBのLEDに供給する電流値が調整される。これにより、
バックライトの全面において、同一の色温度および最大輝度の発光を実現している。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の液晶表示装置のバックライトは、液晶パネルの画面
全体を均一かつ最大の明るさで常時照明するので、例えば、暗い画像を表示する場合にお
いても、バックライトは最大の発光輝度で発光するので、消費電力が大きい、および表示
輝度のコントラスト比が低いという問題があった。
【０００９】
　そこで、消費電力を低減するために、液晶パネルの画面全体を均一かつ最大の明るさで
常時照明するのではなく、バックライトの点灯領域を複数の領域に分割し、各領域の発光
輝度を、画像の輝度分布に応じて変化させるやり方がある（例えば、特許文献２，３参照
）。
【特許文献１】特許第３７６６０４２号公報
【特許文献２】特開２００４－２１２５０３号公報
【特許文献３】特開２００４－２４６１１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、例えば、特許文献１に記載のバックライトの各LEDブロックを、点灯領
域を分割した各領域に対応させ、LEDブロックの発光輝度を各領域の画像の輝度分布に応
じて変化させるようにした場合、即ち、白色度の制御と発光輝度の制御の両方を電流値で
行った場合、電流値の制御が複雑になるとともに、LED個々の特性の違いにより、隣接す
る領域の光が混合して白色ではない色で発光してしまうことも起こり得る。
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【００１１】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、点灯領域の全面において同一
の白色度で発光させつつ、低消費電力を実現することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１の側面のバックライト装置は、点灯領域を分割した複数の領域それぞれに
対して、赤色、緑色、および青色の発光素子と、前記発光素子による発光をオンまたはオ
フするスイッチング素子とを備え、各領域の発光輝度を個別に変えることが可能なバック
ライトを制御するバックライト装置において、前記スイッチング素子に供給するパルス信
号のパルス幅を変化させることによって、前記領域の発光輝度を制御する発光輝度制御手
段と、前記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度を計測する輝度計測手段と、前
記赤色、緑色、および青色の発光素子による光の色度を取得する色度取得手段と、前記輝
度測定手段により測定された前記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度、並びに
、前記色度取得手段により取得された光の色度に基づいて、前記複数の領域の光の白色度
および発光輝度が所定の値となる前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流
値を、前記複数の領域それぞれについて決定する電流値決定手段と、前記電流値決定手段
により決定された前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値と、前記領域
とを対応付けたテーブルを記憶する電流値記憶手段と、前記電流値記憶手段のテーブルに
記憶された前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値を、対応する領域の
前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子に供給する電流制御手段とを備える。
【００１４】
　本発明の第１の側面のバックライト制御方法は、点灯領域を分割した複数の領域それぞ
れに対して、赤色、緑色、および青色の発光素子と、前記発光素子による発光をオンまた
はオフするスイッチング素子とを備え、各領域の発光輝度を個別に変えることが可能なバ
ックライトを制御するバックライト制御処理を行うバックライト制御方法において、前記
スイッチング素子に供給するパルス信号のパルス幅を変化させることによって、前記領域
の発光輝度を制御し、記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度を計測し、前記赤
色、緑色、および青色の発光素子による光の色度を取得し、測定された前記赤色、緑色、
および青色の発光素子の発光輝度、並びに、取得された光の色度に基づいて、前記複数の
領域の光の白色度および発光輝度が所定の値となる前記赤色、緑色、および青色それぞれ
の発光素子の電流値を、前記複数の領域それぞれについて決定し、決定された、前記赤色
、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値と、前記領域とを対応付けたテーブルを
所定の記憶手段に記憶させ、前記所定の記憶手段のテーブルに記憶されている前記赤色、
緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値を、対応する領域の前記赤色、緑色、およ
び青色それぞれの発光素子に供給するステップを含む。
【００１５】
　本発明の第２の側面の液晶表示装置は、点灯領域を分割した複数の領域それぞれに対し
て、赤色、緑色、および青色の発光素子と、前記発光素子による発光をオンまたはオフす
るスイッチング素子とを有し、各領域の発光輝度を個別に変えることが可能なバックライ
トを備える液晶表示装置において、前記スイッチング素子に供給するパルス信号のパルス
幅を変化させることによって、前記領域の発光輝度を制御する発光輝度制御手段と、前記
赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度を計測する輝度計測手段と、前記赤色、緑
色、および青色の発光素子による光の色度を取得する色度取得手段と、前記輝度測定手段
により測定された前記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度、並びに、前記色度
取得手段により取得された光の色度に基づいて、前記複数の領域の光の白色度および発光
輝度が所定の値となる前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値を、前記
複数の領域それぞれについて決定する電流値決定手段と、前記電流値決定手段により決定
された前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値と、前記領域とを対応付
けたテーブルを記憶する電流値記憶手段と、前記電流値記憶手段のテーブルに記憶された
前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値を、対応する領域の前記赤色、
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緑色、および青色それぞれの発光素子に供給する電流制御手段とを備える。
【００１６】
　本発明の第１および第２の側面においては、スイッチング素子に供給するパルス信号の
パルス幅を変化させることによって、点灯領域を分割した複数の領域それぞれの発光輝度
が制御されるとともに、赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度が計測され、赤色
、緑色、および青色の発光素子による光の色度が取得され、測定された赤色、緑色、およ
び青色の発光素子の発光輝度、並びに、取得された光の色度に基づいて、複数の領域の光
の白色度および発光輝度が所定の値となる赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の
電流値が複数の領域それぞれについて決定され、赤色、緑色、および青色それぞれの発光
素子の電流値と、領域とを対応付けたテーブルとして所定の記憶手段に記憶される。そし
て、所定の記憶手段のテーブルに記憶されている赤色、緑色、および青色それぞれの発光
素子の電流値が、対応する領域の赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子に供給され
る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、点灯領域の全面において同一の白色度で発光させつつ、低消費電力を
実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、明細書又は図面に記載
の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポー
トする実施の形態が、明細書又は図面に記載されていることを確認するためのものである
。従って、明細書又は図面中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する実施の
形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは、その
実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない。逆に
、実施の形態が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのこと
は、その実施の形態が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであることを意
味するものでもない。
【００１９】
　本発明の第１の側面のバックライト装置は、点灯領域を分割した複数の領域それぞれに
対して、赤色、緑色、および青色の発光素子（例えば、図２のLED５１R，LED５１G，LED
５１B）と、前記発光素子による発光をオンまたはオフするスイッチング素子（例えば、
図２のスイッチング素子５３）とを備え、各領域の発光輝度を個別に変えることが可能な
バックライト（例えば、図１のバックライト１２）を制御するバックライト装置（例えば
、図１の光源制御回路３２）において、前記スイッチング素子に供給するパルス信号のパ
ルス幅を変化させることによって、前記領域の発光輝度を制御する発光輝度制御手段（例
えば、図２の輝度制御部６１）と、前記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光輝度を
計測する輝度計測手段（例えば、図２の輝度計測部５２）と、前記赤色、緑色、および青
色の発光素子による光の色度を取得する色度取得手段（例えば、図２の電流値決定部７５
）と、前記輝度測定手段により測定された前記赤色、緑色、および青色の発光素子の発光
輝度、並びに、前記色度取得手段により取得された光の色度に基づいて、前記複数の領域
の光の白色度および発光輝度が所定の値となる前記赤色、緑色、および青色それぞれの発
光素子の電流値を、前記複数の領域それぞれについて決定する電流値決定手段（例えば、
図２の電流値決定部７５）と、前記電流値決定手段により決定された、前記赤色、緑色、
および青色それぞれの発光素子の電流値と、前記領域とを対応付けたテーブルを記憶する
電流値記憶手段（例えば、図２のメモリ７３）と、前記電流値記憶手段のテーブルに記憶
された前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値を、対応する領域の前記
赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子に供給する電流制御手段（例えば、図２の電
流制御部７４）とを備える。
【００２１】
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　本発明の第１の側面のバックライト制御方法は、点灯領域を分割した複数の領域それぞ
れに対して、赤色、緑色、および青色の発光素子と、前記発光素子による発光をオンまた
はオフするスイッチング素子とを備え、各領域の発光輝度を個別に変えることが可能なバ
ックライトを制御するバックライト制御処理を行うバックライト制御方法において、前記
スイッチング素子に供給するパルス信号のパルス幅を変化させることによって、前記領域
の発光輝度を制御し（例えば、図６のステップＳ３２およびＳ３３）、前記赤色、緑色、
および青色の発光素子の発光輝度を計測し（例えば、図３のステップＳ１６）、前記赤色
、緑色、および青色の発光素子による光の色度を取得し（例えば、図３のステップＳ１４
）、測定された前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の発光輝度、並びに、取
得された光の色度に基づいて、前記複数の領域の光の白色度および発光輝度が所定の値と
なる前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値を、前記複数の領域それぞ
れについて決定し（例えば、図３のステップＳ１５）、決定された、前記赤色、緑色、お
よび青色それぞれの発光素子の電流値と、前記領域とを対応付けたテーブルを所定の記憶
手段に記憶させ（例えば、図３のステップＳ１９）、前記所定の記憶手段のテーブルに記
憶されている前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子の電流値を、対応する領域
の前記赤色、緑色、および青色それぞれの発光素子に供給する（例えば、図６のステップ
Ｓ３１）ステップを含む。
【００２２】
　以下、図を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００２３】
　図１は、本発明を適用した液晶表示装置の一実施の形態の構成例を示している。
【００２４】
　図１の液晶表示装置１は、赤色（R）、緑色（G）、および青色（B）の着色がされてい
るカラーフィルタ基板、液晶層などを有する液晶パネル１１、液晶パネル１１の背面側に
配置されるバックライト１２、液晶パネル１１およびバックライト１２を制御する制御部
１３、並びに、液晶表示装置１の各部に電源を供給する電源供給部１４により構成されて
いる。
【００２５】
　液晶表示装置１は、入力される画像信号に対応する原画像を所定の表示領域（表示部２
１）に表示する。なお、液晶表示装置１に入力される画像信号は、例えば、６０Hzのフレ
ームレートの画像（以下、フィールド画像という）に対応する。
【００２６】
　液晶パネル１１は、バックライト１２からの光を透過させる開口部が複数配列されてい
る表示部２１、並びに、表示部２１の開口部それぞれに設けられている図示しないトラン
ジスタ（TFT：Thin Film Transistor）に駆動信号を送出するソースドライバ２２および
ゲートドライバ２３により構成されている。
【００２７】
　なお、開口部を通過した光は、図示せぬカラーフィルタ基板上に形成されているR，G、
またはBのカラーフィルタによってR，G、またはBの光に変換される。このR，G、およびB
の光を発する３つの開口部からなる組が表示部２１の１画素に対応し、R，G、またはBの
光を発する各開口部は、画素を構成する副画素となる。
【００２８】
　バックライト１２は、表示部２１に対応する所定の点灯領域において白色の光を発する
。バックライト１２の点灯領域は複数の領域に分割されており、分割された複数の領域そ
れぞれについて個別に点灯が制御される。
【００２９】
　本実施の形態では、バックライト１２の点灯領域が、水平方向に５分割、垂直方向に６
分割された領域Ａ11乃至Ａ56により構成されており、バックライト１２は、領域Ａ11乃至
Ａ56に対応する光源BL11乃至BL56を有する。
【００３０】
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　領域Ａij（ｉ＝１乃至５，ｊ＝１乃至６）に配置されている光源BLijは、例えば、所定
の順序で配列されたR，G、およびBの光を発する発光素子であるLED（Light Emitting Dio
de：発光ダイオード）により構成される。光源BLijは、光源制御回路３２から供給される
制御信号に基づいて、R、G、およびBの混合により得られる白色の光を発生する。光源制
御回路３２から供給される制御信号は、パルス幅Ｗのパルス信号である。
【００３１】
　なお、領域Ａ11乃至Ａ56は、バックライト１２の点灯領域を、仕切り板等を用いて物理
的に分割したものではなく、光源BL11乃至BL56に対応する領域として仮想的に分割したも
のである。従って、光源BLijから出射された光は、図示しない拡散板等によって拡散され
て、光源BLijに対応する領域Ａijだけでなく、その領域Ａijの周辺の領域に対しても照射
されるが、本実施の形態では、説明を簡単にするため、領域Ａijで必要な表示輝度Ａreqi
jは、光源BLijによって得られるものとする。
【００３２】
　制御部１３は、液晶パネル１１を制御する液晶パネル制御回路３１と、バックライト１
２を制御する光源制御回路３２により構成される。
【００３３】
　液晶パネル制御回路３１には、フィールド画像に対応する画像信号が他の装置から供給
される。液晶パネル制御回路３１は、供給された画像信号からフィールド画像の輝度分布
を求める。そして、液晶パネル制御回路３１は、フィールド画像の輝度分布から、領域Ａ

ijで必要な表示輝度Ａreqijを算出する。
【００３４】
　さらに、液晶パネル制御回路３１は、領域Ａijで必要な表示輝度Ａreqijから、光源BLi
jの発光輝度を設定する輝度設定値BLsetijと、各画素の液晶透過率を決定する８ビットの
値である設定階調Ｓ_dataを算出する。設定階調Ｓ_dataは、駆動制御信号として液晶パネ
ル１１のソースドライバ２２およびゲートドライバ２３に供給され、輝度設定値BLsetij
は、光源制御回路３２に供給される。
【００３５】
　光源制御回路３２は、液晶パネル制御回路３１から供給される輝度設定値BLsetijに基
づいてパルス幅Ｗを設定し、そのパルス幅Ｗのパルス信号をバックライト１２に供給する
。これにより、バックライト１２の領域Ａijに配置されている光源BLijは、輝度設定値BL
setijに応じた発光輝度で発光する。
【００３６】
　また、光源制御回路３２は、光源BLijを構成するR、G、およびBのLEDそれぞれについて
、光源BL11乃至BL56のすべてが同一の白色度（色温度）および発光輝度となるように決定
された電流値を記憶しており、その電流値となるように、電源供給部１４からバックライ
ト１２に供給される電流値を制御する。
【００３７】
　なお、光源制御回路３２は、バックライト１２とともにバックライト装置を構成する。
【００３８】
　電源供給部１４は、液晶パネル１１、バックライト１２、および制御部１３の各部へ電
源を供給する。
【００３９】
　図２は、バックライト１２と光源制御回路３２の詳細な構成を示す機能ブロック図であ
る。
【００４０】
　バックライト１２は、領域Ａijにおいて、Rの光を発するLED５１R、Gの光を発するLED
５１G、およびBの光を発するLED５１Bと、発光輝度を計測する輝度計測部５２およびスイ
ッチング素子５３とを有する。
【００４１】
　光源制御回路３２は、輝度制御部６１と色度制御部６２とからなる。輝度制御部６１は
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、パルス幅決定部７１とパルス生成部７２を有し、PWM(Pulse Width Modulation)制御を
行うことによって、領域Ａ11乃至Ａ56の発光輝度を個別に制御する。色度制御部６２は、
メモリ７３、電流制御部７４、および電流値決定部７５を有し、PAM(Pulse Amplitude Mo
dulation)制御を行うことによって、領域Ａ11乃至Ａ56それぞれから発せられる光の色度
を個別に制御する。
【００４２】
　バックライト１２の領域Ａijに設けられたLED５１R、LED５１G、およびLED５１Bそれぞ
れは複数個のLEDにより構成され、電源供給部１４は、LED５１R、LED５１G、およびLED５
１Bのそれぞれに異なる電流値の信号を供給することができる。
【００４３】
　輝度計測部５２は、例えば、フォトダイオードによって構成される。輝度計測部５２は
、赤色、緑色、または青色の光の混合による白色光の発光輝度を計測し、計測結果を電流
値決定部７５に供給する。スイッチング素子５３は、例えば、FET（Field Effect Transi
stor：電界効果トランジスタ）などからなり、パルス生成部７２から所定のレベルの信号
が供給されると、LED５１R，LED５１G、およびLED５１Bに電流を流すスイッチとして機能
する。LED５１R，LED５１G、およびLED５１Bは、供給される電流値に応じた輝度で発光す
る。
【００４４】
　なお、バックライト１２の１つの領域Ａijに対して、スイッチング素子５３をLED５１R
、LED５１G、およびLED５１Bごとに別個に設けてもよいし、LED５１R、LED５１G、および
LED５１Bのそれぞれに対してスイッチング素子５３を複数設けてもよい。また、輝度計測
部５２は、領域Ａij内の所定の１点で計測してもよいし、複数点で計測してもよい。即ち
、領域Ａijに配置されるLED５１R、LED５１G、LED５１B、輝度計測部５２、およびスイッ
チング素子５３の個数については特に限定されない。
【００４５】
　液晶パネル制御回路３１から供給された輝度設定値BLsetijは、輝度制御部６１のパル
ス幅決定部７１に供給される。パルス幅決定部７１は、液晶パネル制御回路３１から供給
される輝度設定値BLsetijに応じて、領域Ａijのスイッチング素子５３に供給するパルス
信号のパルス幅Ｗを決定する。ここで、パルス幅Ｗは、パルス信号のハイレベル（Highレ
ベル）区間の幅を表す。パルス生成部７２は、パルス幅決定部７１により決定されたパル
ス幅Ｗのパルス信号を生成し、領域Ａijのスイッチング素子５３に供給する。
【００４６】
　メモリ７３は、領域Ａ11乃至Ａ56と、その各領域のLED５１R，LED５１G、およびLED５
１Bに供給する電流値とが対応付けられたLUT(ルックアップテーブル)を記憶する。このLU
Tに記憶されている電流値は、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bがそれぞ
れの色で発光したときに、R、G、およびBの混合により得られる光が、領域Ａ11乃至Ａ56

において同一の白色度および発光輝度となる電流値である。
【００４７】
　電流制御部７４は、メモリ７３に記憶されている電流値に基づいて、電源供給部１４が
領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bに供給する電流値を制御する。即ち、電
流制御部７４は、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bに供給される電流値が
、メモリ７３のLUTに記憶されている電流値となるように電源供給部１４を制御する。ま
た、電流制御部７４は、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bに供給される電
流値が、電流値決定部７５から指定された電流値となるように電源供給部１４を制御する
こともできる。
【００４８】
　電流値決定部７５は、領域Ａ11乃至Ａ56が同一の白色度および発光輝度となるように、
電源供給部１４から領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bに供給される電流値
を決定する。なお、以下において、LED５１R，LED５１G、またはLED５１Bに供給される電
流値をLED電流値ともいう。
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【００４９】
　具体的には、電流値決定部７５は、電流制御部７４に電流値を指定して、その指定され
た電流値でLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bが発光したときの色度と発光輝度を取得
する。LED５１R，LED５１G、およびLED５１Bが発光したときの色度は、色度計などの他の
装置によって計測され、電流値決定部７５に供給される。一方、LED５１R，LED５１G、お
よびLED５１Bが発光したときの発光輝度は、輝度計測部５２から供給される。電流値決定
部７５は、LED電流値をさまざまな値に変更し、そのときの色度を確認して、色度が予め
決められた所定の白色度（以下、基準白色度という）となるLED電流値IRij，ＩGij、およ
びＩBijを決定する。この処理を全領域Ａ11乃至Ａ56で実行することにより、領域Ａ11乃
至Ａ56において発光する光の白色度が同一のものとなる。
【００５０】
　しかしながら、領域Ａ11乃至Ａ56それぞれの発光輝度はまだ同一ではない。そこで、電
流値決定部７５は、次に、領域Ａ11乃至Ａ56のうちの所定の領域、例えば、発光輝度が領
域Ａ11乃至Ａ56のなかで最も高い領域を基準領域として、その基準領域の発光輝度に他の
領域の発光輝度を合わせるための係数Ｋijを算出する。
【００５１】
　即ち、電流値決定部７５は、決定されたLED電流値IRij，ＩGij、およびＩBijに対して
所定の倍率ＫijだけLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bに供給する電流値を増大させ、
輝度計測部５２から供給される領域Ａijの発光輝度が基準領域の発光輝度と同一となるLE
D電流値I’Rij，Ｉ’Gij、およびＩ’Bijを決定する。
【００５２】
　従って、バックライト１２の全領域Ａ11乃至Ａ56において同一の白色度および発光輝度
となる、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bに供給する電流値は、I’Rij＝
IRij×Ｋij，Ｉ’Gij＝ＩGij×Ｋij，Ｉ’Bij＝ＩBij×Ｋijと表すことができる。なお、
基準領域の係数Ｋijは１である。
【００５３】
　電流値決定部７５は、以上のようにして決定された、領域Ａ11乃至Ａ56において同一の
白色度および発光輝度となる、領域ＡijのLED電流値I’Rij＝IRij×Ｋij，Ｉ’Gij＝ＩGi

j×Ｋij，Ｉ’Bij＝ＩBij×Ｋijを、LUTとしてメモリ７３に記憶させる。
【００５４】
　図３のフローチャートを参照して、メモリ７３に記憶されるLUTを作成するLUT作成処理
について説明する。この処理は、例えば、液晶表示装置１の製造時の初期設定として実行
される。
【００５５】
　初めに、ステップＳ１１において、パルス幅決定部７１は、色度調整時のパルス幅とし
て予め決定されたパルス幅Ｗをパルス生成部７２に供給し、パルス生成部７２は、パルス
幅決定部７１から供給されたパルス幅Ｗのパルス信号を生成して、領域Ａijのスイッチン
グ素子５３に供給する。
【００５６】
　また、ステップＳ１１において、色度制御部６２は、領域Ａ11乃至Ａ56のなかの所定の
領域ＡijのGのLED５１Gに対する電流値を所定の値ＩG0に設定する。即ち、電流値決定部
７５が、領域ＡijのLED５１Gに供給するLED電流値として電流値ＩG0を電流制御部７４に
対して指定し、電流制御部７４は、領域ＡijのLED５１Gに供給するLED電流値が電流値ＩG

0となるように、電源供給部１４を制御する。
【００５７】
　ステップＳ１２において、色度制御部６２は、領域ＡijのRのLED５１Rに対する電流値
を所定の値ＩRijに設定する。即ち、電流値決定部７５が、領域ＡijのLED５１Rに供給す
るLED電流値として電流値ＩRijを電流制御部７４に対して指定し、電流制御部７４は、領
域ＡijのLED５１Rに供給するLED電流値が電流値ＩRijとなるように、電源供給部１４を制
御する。
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【００５８】
　ステップＳ１３において、色度制御部６２は、領域ＡijのBのLED５１Bに対する電流値
を所定の値ＩBijに設定する。即ち、電流値決定部７５が、領域ＡijのLED５１Bに供給す
るLED電流値として電流値ＩBijを電流制御部７４に対して指定し、電流制御部７４は、領
域ＡijのLED５１Bに供給するLED電流値が電流値ＩBijとなるように、電源供給部１４を制
御する。
【００５９】
　ステップＳ１４において、電流値決定部７５は、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およ
びLED５１Bによる光の白色度が基準白色度となっているかを判定する。
【００６０】
　メモリ７３には、LED５１R，LED５１G、およびLED５１Bによる光の白色度をバックライ
ト１２の全領域において同一とするための目標値となる基準白色度を表す数値が、例えば
、CIE１９３１表色系によるｘｙ色度図の（ｘ，ｙ）座標で記憶されている。電流値決定
部７５は、他の装置から取得した色度と、メモリ７３に記憶されている基準白色度とを比
較することにより、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bによる光の白色度が
、メモリ７３に記憶された基準白色度となっているかどうかを判定する。なお、電流値決
定部７５は、他の装置で計測されて電流値決定部７５に供給された色度（白色度）と基準
白色度との誤差が所定の許容値ε以内であるときに、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、お
よびLED５１Bによる光の白色度が、メモリ７３に記憶された基準白色度となっていると判
定する。
【００６１】
　ステップＳ１４で、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bによる光の白色度
が基準白色度となっていないと判定された場合、処理は、ステップＳ１２に戻り、ステッ
プＳ１２乃至Ｓ１４の処理が再度実行される。即ち、LED５１RおよびLED５１Bに供給する
LED電流値ＩRijおよびＩBijが、これまでと異なる値に設定され、再度、領域ＡijのLED５
１R，LED５１G、およびLED５１Bによる光の白色度が、基準白色度となっているかが判定
される。
【００６２】
　一方、ステップＳ１４で、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bによる光の
白色度が基準白色度となっていると判定された場合、ステップＳ１５において、電流値決
定部７５は、いまのLED電流値ＩRij，ＩG0、およびＩBijを基準白色度となるLED電流値と
して決定する。
【００６３】
　ステップＳ１６において、電流値決定部７５は、輝度計測部５２から供給される領域Ａ

ijの発光輝度を取得する。ここで取得された発光輝度は、領域ＡijのLED５１R，LED５１G
、およびLED５１Bが、基準白色度で発光しているときの輝度である。
【００６４】
　ステップＳ１７において、電流値決定部７５は、バックライト１２のすべての領域につ
いて、基準白色度となるLED電流値を求めたかを判定する。
【００６５】
　ステップＳ１７で、バックライト１２のすべての領域について、基準白色度となるLED
電流値をまだ求めていないと判定された場合、処理はステップＳ１１に戻り、基準白色度
となるLED電流値を求めていない領域Ａijに対して、上述したステップＳ１１乃至Ｓ１７
の処理が実行される。即ち、基準白色度となるLED電流値をまだ求めていない領域ＡijのL
ED電流値ＩRij，ＩG0、およびＩBijが求められる。
【００６６】
　一方、ステップＳ１７で、バックライト１２のすべての領域について、基準白色度とな
るLED電流値を求めたと判定された場合、ステップＳ１８において、電流値決定部７５は
、バックライト１２の各領域Ａijの発光輝度を合わせる係数Ｋijを算出する。即ち、電流
値決定部７５は、領域Ａ11乃至Ａ56のうちの所定の領域、例えば、発光輝度が領域Ａ11乃
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至Ａ56のなかで最も高い領域を基準領域として決定する。そして、電流値決定部７５は、
基準白色度となる領域ＡijのLED電流値IRij，ＩG0、およびＩBijを所定の倍率Ｋijだけ増
大させたLED電流値I’Rij，Ｉ’G0、およびＩ’Bijを電流制御部７４に指定し、LED５１R
，LED５１G、およびLED５１BをLED電流値I’Rij，Ｉ’ G0、およびＩ’Bijで発光させた
ときの発光輝度を領域Ａijの輝度計測部５２から取得する処理を、輝度計測部５２から取
得される領域Ａijの発光輝度が、基準領域の発光輝度と同一となるまで倍率Ｋijを変更し
て繰り返し実行することにより、係数Ｋijを決定する。
【００６７】
　ステップＳ１９において、電流値決定部７５は、領域Ａ11乃至Ａ56において同一の白色
度および発光輝度となる、領域ＡijのLED電流値I’Rij＝IRij×Ｋij，Ｉ’Gij＝ＩG0×Ｋ

ij，Ｉ’Bij＝ＩBij×Ｋijを、LUTとしてメモリ７３に記憶させ、処理を終了する。
【００６８】
　以上のように、色度制御部６２は、LED５１Gに供給するLED電流値を電流値ＩG0に固定
し、他のLED５１RおよびLED５１Bに供給するLED電流値ＩRijおよびＩBijを様々な値に変
更して、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bによる白色度が基準白色度とな
るLED電流値ＩRij，ＩG0、およびＩBijの組み合わせを決定する。
【００６９】
　そして、色度制御部６２は、領域Ａ11乃至Ａ56のうちの、例えば、発光輝度が領域Ａ11

乃至Ａ56のなかで最も高い領域を基準領域として、基準領域の発光輝度に合わせる係数Ｋ

ijを決定し、最終的に、基準白色度および同一発光輝度となる領域ＡijのLED電流値I’Ri

j＝IRij×Ｋij，Ｉ’Gij＝ＩG0×Ｋij、およびＩ’Bij＝ＩBij×ＫijをLUTとしてメモリ
７３に記憶させる。
【００７０】
　図４は、LUT作成処理後、メモリ７３に記憶されたLUTの例を示している。
【００７１】
　メモリ７３には、図４に示されるように、バックライト１２の各領域Ａijと、その領域
Ａijに配置されたLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bに供給するLED電流値I’Rij＝IRi
j×Ｋij，Ｉ’Gij＝ＩG0×Ｋij，Ｉ’Bij＝ＩBij×Ｋijとが対応付けて記憶されている。
【００７２】
　なお、バックライト１２の各領域Ａijに対して、係数Ｋijを乗算した後のLED電流値I’

Rij，Ｉ’Gij，Ｉ’Bijを対応付けるのではなく、図５に示すように、色度を統一するた
めのLED電流値IRij，ＩG0，ＩBijと、発光輝度を統一するための係数Ｋijを別々に領域Ａ

ijと対応付けて記憶させてもよい。図５は、基準領域が領域Ａ12となっている（係数Ｋ12

が１である）例を示している。
【００７３】
　次に、図６のフローチャートを参照して、入力される画像信号に対応して画像を表示す
る場合の、光源制御回路３２のバックライト制御処理について説明する。
【００７４】
　初めに、ステップＳ３１において、電流制御部７４は、メモリ７３のLUTに基づいて、
バックライト１２の各領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bに供給するLED電
流値を制御する。即ち、電流制御部７４は、各領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLE
D５１Bに供給される電流値が、メモリ７３のLUTに記憶されている電流値となるように電
源供給部１４を制御する。
【００７５】
　ステップＳ３２において、パルス幅決定部７１は、液晶パネル制御回路３１から供給さ
れた輝度設定値BLsetijに応じて、各領域Ａijのスイッチング素子５３に供給するパルス
信号のパルス幅Ｗを決定する。
【００７６】
　ステップＳ３３において、パルス生成部７２は、パルス幅決定部７１により決定された
パルス幅Ｗのパルス信号を生成し、各領域Ａijのスイッチング素子５３に供給し、処理を
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終了する。
【００７７】
　上述したバックライト制御処理は、液晶パネル制御回路３１に画像信号が供給され、そ
の画像信号に対応する輝度設定値BLsetijが液晶パネル制御回路３１から光源制御回路３
２に供給されている間、繰り返し実行される。
【００７８】
　従って、バックライト１２の領域Ａijにおいては、図７に示されるように、電流値I’R

ij，Ｉ’Gij、およびＩ’Bijの電流がLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bそれぞれに流
れたとき、LED５１R，LED５１G、およびLED５１Bは、それぞれ、R，G、およびBの色で発
光し、混色によって基準白色度の光となる。電流値I’Rij，Ｉ’Gij、およびＩ’Bijは、
LEDの特性の違いにより、同一であるとは限らず、むしろ、異なるのが一般的である。一
方、電流値I’Rij，Ｉ’Gij、およびＩ’Bijの電流が流れる１回の期間であるパルス幅Ｗ
は、LED５１R，LED５１G、およびLED５１Bで同一である。
【００７９】
　即ち、液晶表示装置１では、光源BL11乃至BL56のすべてが同一の白色度および発光輝度
となるような調整は、光源BLijを構成するLED５１B、LED５１R、LED５１G、およびLED５
１Bに供給する電流値を調整することによって行い、画像信号から得られる輝度設定値BLs
etijに対応する発光輝度（明るさ）の調整は、パルス信号のDuty比を変更することによっ
て行う。
【００８０】
　従って、各領域ＡijのLED５１R、LED５１G、およびLED５１Bに対して供給するパルス信
号のパルス幅Ｗを同一にすることができるので、制御（回路）を簡単にすることができる
。また、パルス幅Ｗを決定する元となる輝度設定値BLsetijは、入力された画像信号から
算出された、領域Ａijで必要な表示輝度Ａreqijから求められるので、バックライト１２
を分割駆動しない場合と比べて、不要な発光輝度を抑制し、消費電力を低減することがで
きるとともに、表示輝度のコントラスト比も高くすることができる。
【００８１】
　さらに、各領域ＡijのLED５１R、LED５１G、およびLED５１Bに流す電流値は、予め光源
BL11乃至BL56のすべてが同一の白色度および発光輝度の光を発するように調整されている
ので、例えば、隣接する領域どうしの発光色が混色し、色度が基準白色度と異なってしま
うということはない。
【００８２】
　なお、図３を参照して説明したLUT作成処理では、LED５１Gに供給するLED電流値を電流
値ＩG0に固定し、他のLED５１RおよびLED５１Bに供給するLED電流値ＩRijおよびＩBijを
様々な値に変更して、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bによる光の白色度
が基準白色度となるLED電流値ＩRij，ＩG0、およびＩBijを決定したが、LED５１G以外のL
ED５１RまたはLED５１Bに供給するLED電流値を固定して、その他のLED電流値を様々な値
に変更し、基準白色度となるLED電流値の組み合わせを決定してもよい。勿論、LED５１G
、LED５１R、およびLED５１Bに供給するLED電流値すべてを変えながら、基準白色度とな
るLED電流値の組み合わせを決定してもよい。
【００８３】
　また、図８のフローチャートに示すLUT作成処理によって、基準白色度となるLED電流値
の組み合わせを決定してもよい。即ち、図８は、光源制御回路３２によるその他のLUT作
成処理のフローチャートを示している。
【００８４】
　初めに、ステップＳ５１において、パルス幅決定部７１は、色度調整時のパルス幅とし
て予め決定されたパルス幅Ｗをパルス生成部７２に供給し、パルス生成部７２は、パルス
幅決定部７１から供給されたパルス幅Ｗのパルス信号を生成して、領域Ａijのスイッチン
グ素子５３に供給する。
【００８５】



(13) JP 4264560 B2 2009.5.20

10

20

30

40

50

　また、ステップＳ５１において、色度制御部６２は、R，G、およびBのLED５１R、LED５
１G、およびLED５１Bそれぞれについて、電流－光出力特性を測定する。即ち、色度制御
部６２は、LED５１G、およびLED５１Bに供給するLED電流値はゼロにしつつ、LED５１Rに
供給するLED電流値を最小値（ゼロ）から許容される最大値まで変更し、各LED電流値に変
更したときの領域Ａijの発光輝度を輝度計測部５２から取得して、領域Ａijに配置された
LED５１Rの電流－光出力特性を測定する。また、色度制御部６２は、同様のことをLED５
１G、およびLED５１Bに対しても行う。
【００８６】
　ステップＳ５２において、電流値決定部７５は、LED５１R、LED５１G、およびLED５１B
それぞれの電流－光出力特性から、電流値と光出力（発光輝度）とが比例関係にある電流
値の範囲のなかの所定の値を、基準電流値として決定する。
【００８７】
　また、ステップＳ５２において、色度制御部６２は、基準電流値におけるRの色度を取
得する。即ち、電流値決定部７５は、領域ＡijのLED５１Rに供給するLED電流値として基
準電流値を電流制御部７４に指定し、電流制御部７４は、LED５１Rに供給するLED電流値
が基準電流値となるように、電源供給部１４を制御する。領域ＡijのLED５１GおよびLED
５１Bには電流は流れない。このとき、領域ＡijのLED５１Rは基準電流値で発光し、その
ときの色度が、他の装置から電流値決定部７５に供給される。
【００８８】
　ステップＳ５３において、色度制御部６２は、基準電流値におけるGの色度を取得する
。即ち、電流値決定部７５は、領域ＡijのLED５１Gに供給するLED電流値として基準電流
値を電流制御部７４に指定し、電流制御部７４は、LED５１Gに供給するLED電流値が基準
電流値となるように、電源供給部１４を制御する。領域ＡijのLED５１RおよびLED５１Bに
は電流は流れない。このとき、領域ＡijのLED５１Gは基準電流値で発光し、そのときの色
度が、他の装置から電流値決定部７５に供給される。
【００８９】
　ステップＳ５４において、色度制御部６２は、基準電流値におけるBの色度を取得する
。即ち、電流値決定部７５は、領域ＡijのLED５１Bに供給するLED電流値として基準電流
値を電流制御部７４に指定し、電流制御部７４は、LED５１Bに供給するLED電流値が基準
電流値となるように、電源供給部１４を制御する。領域ＡijのLED５１RおよびLED５１Gに
は電流は流れない。このとき、領域ＡijのLED５１Bは基準電流値で発光し、そのときの色
度が、他の装置から電流値決定部７５に供給される。
【００９０】
　ステップＳ５５において、電流値決定部７５は、基準電流値におけるR，G、およびBの
色度と、基準白色度とから、領域Ａijの各色のLED、即ちLED５１R，LED５１G、およびLED
５１Bの輝度割合（輝度比）を算出する。グラスマンの第１法則にもあるように、任意の
色は互いに独立した３色の加法混色により等色できるので、基準白色度となるR，G、およ
びBそれぞれの輝度割合を求めることができる。
【００９１】
　ステップＳ５６において、電流値決定部７５は、算出された各色のLEDの輝度割合から
、各色のLED電流値ＩRij，ＩGij、およびＩBijを算出する。ここでは、ステップＳ５１で
測定されたLED５１R、LED５１G、およびLED５１Bそれぞれの電流－光出力特性が参照され
、各色のLED電流値ＩRij，ＩGij、およびＩBijが算出される。
【００９２】
　ステップＳ５７において、色度制御部６２は、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、および
LED５１Bを、算出された電流値ＩRij，ＩGij、およびＩBijで点灯させる。即ち、電流値
決定部７５は、領域ＡijのLED５１Rに供給するLED電流値として電流値ＩRijを電流制御部
７４に指定し、電流制御部７４は、LED５１Rに供給するLED電流値が電流値ＩRijとなるよ
うに、電源供給部１４を制御する。領域ＡijのLED５１GおよびLED５１Bについても同様で
ある。
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【００９３】
　ステップＳ５８において、電流値決定部７５は、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およ
びLED５１Bによる光の白色度が基準白色度となっているかを判定する。
【００９４】
　ステップＳ５８で、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bによる光の白色度
が基準白色度となっていないと判定された場合、処理はステップＳ５２に戻り、ステップ
Ｓ５２乃至Ｓ５８の処理が再度実行される。
【００９５】
　一方、ステップＳ５８で、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bによる光の
白色度が基準白色度となっていると判定された場合、処理はステップＳ５９に進む。
【００９６】
　ステップＳ５９乃至Ｓ６２の処理は、上述した図３のステップＳ１６乃至Ｓ１９の処理
とそれぞれ同様であるので、その説明は省略する。
【００９７】
　以上のようにして、基準白色度となるLED電流値の組合せを決定することができる。
【００９８】
　さらに、図９に示すLUT作成処理によって、基準白色度となるLED電流値の組み合わせを
決定してもよい。即ち、図９は、光源制御回路３２によるさらにその他のLUT作成処理の
フローチャートを示している。
【００９９】
　ステップＳ８１において、色度制御部６２は、基準白色度のXw，Yw,Zw値と光束量を計
算する。ここで、Xw,Yw,Zw値は、CIE１９３１ＸＹＺ表色系における基準白色度のＸＹＺ
値である。また、後述するXrij,Yrij,Zrij値、Xgij,Ygij,Zgij値、およびXbij,Ybij,Zbij
値は、それぞれ、領域Ａijで観測される、CIE１９３１ＸＹＺ表色系におけるR,G、および
BのＸＹＺ値を表す。
【０１００】
　また、ステップＳ８１において、パルス幅決定部７１は、色度調整時のパルス幅として
予め決定されたパルス幅Ｗをパルス生成部７２に供給し、パルス生成部７２は、パルス幅
決定部７１から供給されたパルス幅Ｗのパルス信号を生成して、領域Ａijのスイッチング
素子５３に供給する。
【０１０１】
　ステップＳ８２において、電流値決定部７５は、基準電流値におけるRの発光スペクト
ル［mW/nm］を測定する。そして、ステップＳ８３において、電流値決定部７５は、基準
電流値におけるRのXrij,Yrij,Zrij値と光束量を計算する。
【０１０２】
　ステップＳ８４において、電流値決定部７５は、基準電流値におけるGの発光スペクト
ル［mW/nm］を測定する。そして、ステップＳ８５において、電流値決定部７５は、基準
電流値におけるGのXgij,Ygij,Zgij値と光束量を計算する。
【０１０３】
　ステップＳ８６において、電流値決定部７５は、基準電流値におけるBの発光スペクト
ル［mW/nm］を測定する。そして、ステップＳ８７において、電流値決定部７５は、基準
電流値におけるBのXbij,Ybij,Zbij値と光束量を計算する。
【０１０４】
　ステップＳ８８において、電流値決定部７５は、
【数１】

　により、基準電流値に対する係数Krij,Kgij,Kbijを求める。
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【０１０５】
　ステップＳ８９において、電流値決定部７５は、（KrijXrij,KrijYrij,KrijZrij）の光
束量を計算し、その値となるように、RのLED電流値ＩRijを変更する。例えば、電流値決
定部７５は、（KrijXrij,KrijYrij,KrijZrij）の光束量を計算し、その値となるまで、R
のLED電流値ＩRijを増やす。
【０１０６】
　ステップＳ９０において、電流値決定部７５は、（KgijXgij,KgijYgij,KgijZgij）の光
束量を計算し、その値となるように、GのLED電流値ＩGijを変更する。
【０１０７】
　ステップＳ９１において、電流値決定部７５は、（KbijXbij,KbijYbij,KbijZbij）の光
束量を計算し、その値となるように、BのLED電流値ＩBijを変更する。
【０１０８】
　ステップＳ９２において、電流値決定部７５は、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およ
びLED５１Bによる光の白色度が基準白色度となっているかを判定する。
【０１０９】
　ステップＳ９２で、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bによる光の白色度
が基準白色度となっていないと判定された場合、処理はステップＳ８２に戻り、ステップ
Ｓ８２乃至Ｓ９２の処理が再度実行される。なお、２回目以降のステップＳ８２乃至Ｓ８
８の処理では、基準電流値ではなくて、ステップＳ８９乃至Ｓ９１で設定された電流値で
処理が実行される。
【０１１０】
　一方、ステップＳ９２で、領域ＡijのLED５１R，LED５１G、およびLED５１Bによる光の
白色度が基準白色度となっていると判定された場合、ステップＳ９３において、電流値決
定部７５は、バックライト１２のすべての領域について、基準白色度となるLED電流値を
求めたかを判定する。
【０１１１】
　ステップＳ９３で、バックライト１２のすべての領域について、基準白色度となるLED
電流値をまだ求めていないと判定された場合、処理はステップＳ８２に戻り、基準白色度
となるLED電流値を求めていない領域Ａijに対して、上述したステップＳ８２乃至Ｓ９３
の処理が実行される。その結果、基準白色度となるLED電流値をまだ求めていない領域Ａi

jのLED電流値ＩRij，ＩG0、およびＩBijが求められる。
【０１１２】
　一方、ステップＳ９３で、バックライト１２のすべての領域について、基準白色度とな
るLED電流値を求めたと判定された場合、ステップＳ９４において、電流値決定部７５は
、領域Ａ11乃至Ａ56において同一の白色度および発光輝度となる、LED電流値ＩRij，ＩG0

、およびＩBijと係数Krij,Kgij、およびKbijを、LUTとしてメモリ７３に記憶させ、処理
を終了する。
【０１１３】
　以上のように、液晶表示装置１によれば、LUTとしてメモリ７３に記憶されている、光
源BL11乃至BL56のすべてが同一の白色度および発光輝度の光を発するように予め調整され
たLED電流値が、各領域ＡijのLED５１R、LED５１G、およびLED５１Bに供給される。また
、液晶表示装置１によれば、各領域Ａijの発光輝度は、パルス信号のパルス幅Ｗによって
制御される。このパルス幅Ｗは、各領域ＡijのLED５１R、LED５１G、およびLED５１Bに対
しては同一とすることができる。従って、バックライト１２の点灯領域全面において同一
の白色度で発光させつつ、不要な発光輝度を抑制する制御を簡単に行うことができる。ま
た、入力された画像信号に応じて不要な発光輝度を抑制することで、低消費電力および高
コントラスト比を実現することができる。
【０１１４】
　本明細書において、フローチャートに記述されたステップは、記載された順序に沿って
時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的ある
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【０１１５】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本発明を適用した液晶表示装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図である
。
【図２】バックライトと光源制御回路の詳細構成例を示すブロック図である。
【図３】LUT作成処理について説明するフローチャートである。
【図４】LUTの例を示す図である。
【図５】LUTのその他の例を示す図である。
【図６】バックライト制御処理について説明するフローチャートである。
【図７】LEDに流れる電流値の例を示す図である。
【図８】その他のLUT作成処理について説明するフローチャートである。
【図９】さらにその他のLUT作成処理について説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【０１１７】
　１　液晶表示装置，　１２　バックライト，　１３　制御部，　１４　電源供給部，　
３２　光源制御回路，　６１　輝度制御部，　６２　色度制御部，　７１　パルス幅決定
部，　７２　パルス生成部，　７３　メモリ，　７４　電流制御部，　７５　電流値決定
部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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