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(57)【要約】
【課題】ＬＥＤが発する光の色度に応じてＬＣＤに表示
する画像の色を補正することにより、コストを増大させ
ることなく高画質化の要求に応えること。
【解決手段】面状発光装置１０２は、ＬＣＤ１０７を背
面から照光するＬＥＤが実装されているとともに、実装
されているＬＥＤの色度のランクに応じて異なる回路構
成を有する電気配線が形成されている。入出力部１０３
は、ハイレベルの信号を面状発光装置１０２へ供給し、
面状発光装置１０２の回路構成の相違に起因して、異な
るレベルの信号が面状発光装置１０２から入力する。制
御部１０４は、面状発光装置１０２から出力された信号
のレベルの検出結果によりＬＥＤの色度のランクを識別
する。色補正部１０６は、ＬＣＤに表示する画像の色を
補正する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を液晶表示面に表示する表示手段と、
　白色発光ダイオードにより前記液晶表示面を背面から照光するバックライトと、
　前記白色発光ダイオードの色度を識別する識別手段と、
　前記識別手段が識別した色度に基づいて前記画像の色を補正する色補正手段と、
　を具備する携帯電子機器。
【請求項２】
　前記白色発光ダイオードが発する光の色度に応じて異なる回路構成を保持する保持手段
を具備し、
　前記識別手段は、前記保持手段に対して所定レベルの信号を供給した際に、前記回路構
成の相違に起因して生ずる前記保持手段から出力される信号のレベルの相違を検出して前
記白色発光ダイオードの色度を識別する請求項１記載の携帯電子機器。
【請求項３】
　前記保持手段は、１つの入力部と少なくとも１つの出力部を有するとともに、前記入力
部と前記出力部とを接続する電気配線に直列に接続する抵抗の有無により異なる回路構成
を有し、
　前記識別手段は、前記入力部に所定レベルの信号を供給し、前記出力部から出力された
信号のレベルの相違を検出する請求項２記載の携帯電子機器。
【請求項４】
　前記保持手段は、１つの入力部と少なくとも１つの出力部を有するとともに、前記入力
部と前記出力部とを接続する電気配線の電気的な断線の有無により異なる回路構成を有し
、
　前記識別手段は、前記入力部に所定レベルの信号を供給し、前記出力部から出力された
信号のレベルの相違を検出する請求項２記載の携帯電子機器。
【請求項５】
　前記保持手段は、１つの入力部と少なくとも１つの出力部を有するとともに、前記入力
部と前記出力部とを接続する電気配線の有無により異なる回路構成を有し、
　前記識別手段は、前記入力部に所定レベルの信号を供給し、前記出力部から出力された
信号のレベルの相違を検出する請求項２記載の携帯電子機器。
【請求項６】
　前記保持手段は、前記白色発光ダイオードを実装する基板に、前記異なる回路構成を有
する電気配線を形成する請求項２から請求項５のいずれかに記載の携帯電子機器。
【請求項７】
　前記保持手段は、前記白色発光ダイオードが発する光の色度の属する色度図上の所定の
領域毎に異なる回路構成を有し、
　前記識別手段は、前記色度の識別として前記領域を識別する請求項２から請求項５のい
ずれかに記載の携帯電子機器。
【請求項８】
　前記バックライトは、青色発光ダイオードの発光部を黄色の蛍光体、もしくは緑色と赤
色の蛍光体で覆うことにより形成した前記白色発光ダイオードにより前記液晶表示面を背
面から照光し、
　前記色補正手段は、前記画像の色の補正として前記青色発光ダイオードの波長のばらつ
きのみを補正する請求項１から請求項７のいずれかに記載の携帯電子機器。
【請求項９】
　前記バックライトは、青色発光ダイオードの発光部を黄色の蛍光体、もしくは緑色と赤
色の蛍光体で覆うことにより形成した前記白色発光ダイオードにより前記液晶表示面を背
面から照光し、
　前記色補正手段は、前記画像の色の補正として前記蛍光体のばらつきのみを補正する請
求項１から請求項７のいずれかに記載の携帯電子機器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電子機器に関し、特にバックライトに搭載する白色発光ダイオードが発
する光の色度のばらつきを低減する携帯電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の一般的な液晶表示装置（以下「ＬＣＤ」と記載する）としては、図２０～図２１
（ｂ）に示すものが知られている。図２０は、従来のＬＣＤ１の断面図であり、図２１（
ａ）は、ＬＣＤ１の平面図であり、図２１（ｂ）は、ＬＣＤ１の一部を破断した平面図で
ある。
【０００３】
　ＬＣＤ１は、偏光板１１、ガラス基板１２、ＬＣＤドライバＩＣ１３及びＦＰＣ１４を
電気的及び機械的に接続したガラス基板１５、偏光板１６、リムシート１７、拡散する光
を鉛直方向に集める集光シート１８、１９、明るさのムラを一様にする拡散シート２０、
ＦＰＣ２１に接続される発光ダイオード（以下「ＬＥＤ」と記載する）２２、ＬＥＤ２２
の光を導く導光板２３、ＬＥＤ２２の下方向に広がる光を上方向に反射させる反射シート
２４、これらを収納するホルダ２５を含む。また、偏光板１１、ガラス基板１２、ＬＣＤ
ドライバＩＣ１３、ガラス基板１５及び偏光板１６は、液晶パネル本体を構成する。また
、集光シート１８、１９、拡散シート２０、ＬＥＤ２２、導光板２３及び反射シート２４
は、面状発光装置（バックライト）を構成する。また、リムシート１７は、液晶パネル本
体と面状発光装置を貼り付けるものである。
【０００４】
　また、図２１（ｂ）より、ＬＣＤ１は、ＬＥＤ２２による有効発光領域５０（リムシー
ト１７中の白抜きの部分）を有する。また、ＬＥＤ２２は、ＦＰＣ２１の底面側（図２１
（ｂ）の紙面奥側）に形成した回路パターンに電気的及び機械的に接続する。
【０００５】
　また、近年、携帯電話等の携帯電子機器に搭載されるＬＣＤ１に対する高画質化の要求
が高まっており、ＬＣＤ１に表示される画像の色のばらつきの低減が必要になってきてい
る。また、ＬＣＤ１は、面状発光装置に搭載されたＬＥＤ２２により背面から照光される
ので、ＬＣＤ１に表示される画像の色のばらつきを低減するためには、面状発光装置のＬ
ＥＤ２２の色度のばらつきを低減する必要がある。
【０００６】
　また、従来、ＬＥＤの色度のばらつきを低減する方法として、特許文献１の方法が知ら
れている。特許文献１は、目標色度の中心から相反する方向に外れた色度を有する光源を
隣接して配置することにより、色調ムラを抑えるものである。
【０００７】
　カラー表示を行うＬＣＤの面状発光装置には、一般に白色ＬＥＤが使用される。白色Ｌ
ＥＤの色度は、通常、図２２に示すように、色度に応じて複数のランクに分けられている
。図２２は、色度に応じたＬＥＤのランクの一例を示す図である。図２２の場合、色度は
、１２のランク（ａ１，ａ２，ａ３，ｂ１，ｂ２，ｂ３，ｃ１，ｃ２，ｃ３，ｄ１，ｄ２
，ｄ３）に分けられている。また、ＬＥＤは、発光体であるＬＥＤ素子を蛍光体で覆うた
め、ＬＥＤ素子の波長による矢印７０方向のばらつきと、ＬＥＤ素子を覆う蛍光体による
矢印８０方向のばらつきにより、色度のばらつきが生じる。
【特許文献１】特開２００１－１８４９１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来の装置においては、ＬＥＤの製造時に色度のばらつきが生じること
より、特定の色度を有するＬＥＤのみを入手するとコストの増大を招くので、コスト低減
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の観点から、ある程度色度にばらつきがあるＬＥＤ即ち複数の色度のランクのＬＥＤを使
用せざるを得ず、高画質化の要求に応えられないという問題がある。また、特許文献１に
おいては、特定の色度を有するＬＥＤを入手する必要があるので、コストの増大を招くと
いう問題がある。
【０００９】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ＬＥＤが発する光の色度に応じてＬＣ
Ｄに表示する画像の色を補正することにより、コストを増大させることなく高画質化の要
求に応えることができる携帯電子機器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】
　本発明の携帯電子機器は、画像を液晶表示面に表示する表示手段と、白色発光ダイオー
ドにより前記液晶表示面を背面から照光するバックライトと、前記白色発光ダイオードの
色度を識別する識別手段と、前記識別手段が識別した色度に基づいて前記画像の色を補正
する色補正手段と、を具備する構成を採る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ＬＥＤが発する光の色度に応じてＬＣＤに表示する画像の色を補正す
ることにより、コストを増大させることなく高画質化の要求に応えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る携帯電子機器１００の構成を示すブロック図であ
る。図１より、制御部１１０は、入出力部１０３、制御部１０４、画像データ生成部１０
５及び色補正部１０６を含む。
【００１４】
　ＬＥＤ電源部１０１は、入出力部１０３からＬＥＤ電源制御信号を受けて面状発光装置
１０２に電力を供給する。
【００１５】
　面状発光装置１０２は、ＬＥＤ電源部１０１から電力の供給を受けて駆動する。また、
面状発光装置１０２は、所定の色度のランクのＬＥＤ（図１では図示省略）を有し、ＬＥ
ＤによりＬＣＤ１０７を背面から照光する。また、面状発光装置１０２は、入力用の１つ
の信号線１２１と出力用の２つの信号線１２２、１２３により入出力部１０３と接続され
ている。また、面状発光装置１０２は、入出力部１０３から信号線１２１を介してハイレ
ベルの信号が入力した際に、信号線１２２、１２３を介して、ＬＥＤの色度のランク毎に
異なるレベルの出力信号を入出力部１０３へ出力する。なお、面状発光装置１０２の詳細
な構成については後述する。
【００１６】
　入出力部１０３は、制御部１０４の制御に従って、ＬＥＤ電源部１０１からの電力の供
給を制御するＬＥＤ電源制御信号を出力する。また、入出力部１０３は、出力ポート１０
３ａ、入力ポート１０３ｂ及び入力ポート１０３ｃを有する。また、入出力部１０３は、
制御部１０４の制御に従って、出力ポート１０３ａからハイレベルの信号を信号線１２１
を介して面状発光装置１０２へ出力する。そして、入出力部１０３は、面状発光装置１０
２から信号線１２２、１２３を介して入力ポート１０３ｃ、１０３ｂに入力した信号を制
御部１０４へ出力する。信号線１２２、１２３はそれぞれ抵抗１２４、１２５を介してプ
ルダウンされている。
【００１７】
　識別手段としての制御部１０４は、入出力部１０３に対するＬＥＤ電源制御信号の出力
タイミングを制御する。また、制御部１０４は、入出力部１０３の出力ポート１０３ａか



(5) JP 2009-175181 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

ら出力するハイレベルの信号の出力タイミングを制御するとともに、入出力部１０３の入
力ポート１０３ｂ、１０３ｃから入力した信号のレベルを各々検出する。また、制御部１
０４は、信号のレベルの検出結果に基づいて、面状発光装置１０２に搭載されているＬＥ
Ｄが発する光の色度のランクを識別する。そして、制御部１０４は、識別結果に基づいて
、色補正部１０６に対して、画像データの画像の色を補正する制御を行う。なお、画像の
色の補正方法については後述する。
【００１８】
　画像データ生成部１０５は、画像データを生成して、生成した画像データを色補正部１
０６へ出力する。
【００１９】
　色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、画像データ生成部１０５から入力し
た画像データの画像の色を補正する。そして、色補正部１０６は、補正した画像の画像デ
ータをＬＣＤ１０７へ出力する。
【００２０】
　表示手段としてのＬＣＤ１０７は、色補正部１０６から入力した画像データの画像を表
示する。また、ＬＣＤ１０７は、面状発光装置１０２のＬＥＤにより背面から照光される
。
【００２１】
　なお、制御部１１０は、ＬＣＤ１０７に対して同期信号及び液晶動作制御信号を出力し
て、ＬＣＤ１０７の動作を制御する。
【００２２】
　次に、面状発光装置１０２の構成について、図２を用いて説明する。図２は、面状発光
装置１０２と入出力部１０３の構成を示す図である。
【００２３】
　ＬＥＤ２０１は、例えば白色ＬＥＤであり、所定の色度のランクのものを使用する。ま
た、ＬＥＤ２０１は、ＬＥＤ電源部１０１から電力の供給を受けることにより駆動してＬ
ＣＤ１０７を背面から照光する。また、ＬＥＤ２０１が白色ＬＥＤの場合には、青色ＬＥ
Ｄの発光部を黄色の蛍光体、または緑と赤の蛍光体で覆うことにより形成する。なお、図
２においては、ＬＥＤ２０１は、３つのＬＥＤから構成されるが、これらのＬＥＤは同一
の色度のランクのものを使用する。
【００２４】
　保持手段としてのランク識別部２０２は、ＬＥＤ２０１の色度のランク毎に異なる回路
構成を保持し、入出力部１０３の出力ポートから出力されたハイレベルの信号が入力した
際に、回路構成の相違に起因して、ＬＥＤ２０１の色度のランクに応じて、ハイレベルま
たはローレベルの信号を入出力部１０３の入力ポート１０３ｂ、１０３ｃへ出力する。ま
た、ランク識別部２０２は、ＬＥＤ２０１が実装されるＦＰＣ等の回路基板上に、ＬＥＤ
２０１の色度のランク毎に異なる回路構成を有する電気配線を形成している。なお、ラン
ク識別部２０２は、ＬＥＤ２０１が実装される回路基板と別体の回路基板に形成されてい
ても良い。
【００２５】
　図３（ａ）～図３（ｄ）は、ＬＥＤ２０１の色度のランク毎に回路構成が異なるランク
識別部２０２を示す図である。図３（ａ）～図３（ｄ）は、４つの色度のランクのＬＥＤ
２０１を使用する場合を示すものである。例えば、図２２のａ２、ａ３、ｂ２、ｂ３の４
つの色度のランクのＬＥＤ２０１を使用して、これを識別することができる。
【００２６】
　図３（ａ）～図３（ｄ）より、ランク識別部２０２は、１つの入力端子２０２ａと２つ
の出力端子２０２ｂ、２０２ｃを有する。また、ランク識別部２０２は、入力端子２０２
ａと出力端子２０２ｂとが、印刷等により形成された電気配線３０８により接続されてい
るとともに、入力端子２０２ａと出力端子２０２ｃとが、印刷等により形成された電気配
線３０９により接続されている。電気配線３０８には、直列に抵抗を接続するためのラン
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ド３０８ａ、３０８ｂが設けられているとともに、電気配線３０９には、直列に抵抗を接
続するためのランド３０９ａ、３０９ｂが設けられている。また、ランド３０８ａとラン
ド３０８ｂの間、及びランド３０９ａとランド３０９ｂの間は、配線パターンが形成され
ておらず、抵抗が接続されていない場合にはオープンになっている。ランク識別部２０２
は、ＬＥＤ２０１の色度のランクに応じて、電気配線３０８、３０９に直列に抵抗が接続
されている回路構成と接続されていない回路構成を有する。電気配線３０８、３０９に直
列に接続する抵抗の抵抗値は０Ωまたは０Ωに近い低い抵抗値を持つ。よって電気配線３
０８において、直列に抵抗３０２が接続された場合は、入力端子２０２ａと出力端子２０
２ｂは電気的に短絡された状態となる。同様に電気配線３０９において、直列に抵抗３０
１が接続された場合は、入力端子２０２ａと出力端子２０２ｃは電気的に短絡された状態
となる。また、電気配線３０８において直列に抵抗が接続されない場合は、入力端子２０
２ａと出力端子２０２ｂは電気的に絶縁された状態となる。同様に電気配線３０９におい
て直列に抵抗が接続されない場合は、入力端子２０２ａと出力端子２０２ｃは電気的に絶
縁された状態となる。
【００２７】
　即ち、図３（ａ）では、ランク識別部２０２は、電気配線３０９の第１経路３１０及び
電気配線３０８の第２経路３１１の何れにも抵抗が接続されていない。この場合、信号線
１２２、１２３の信号レベルは、抵抗１２４、１２５を介してプルダウンされているため
にローレベル「０」となる。従って、入出力部１０３の出力ポート１０３ａからハイレベ
ル「１」の信号が信号線１２１を介してランク識別部２０２の入力端子２０２ａに入力し
た際に、出力端子２０２ｃから信号線１２２を介して入出力部１０３の入力ポート１０３
ｃに入力する信号、及び出力端子２０２ｂから信号線１２３を介して入出力部１０３の入
力ポート１０３ｂに入力する信号のレベルは、制御部１０４においては、何れもローレベ
ル「０」の信号として検出される。
【００２８】
　また、図３（ｂ）では、ランク識別部２０２は、電気配線３０９の第１経路３１０には
抵抗３０１が直列に接続されており、電気配線３０８の第２経路３１１には抵抗が接続さ
れていない。従って、入出力部１０３の出力ポート１０３ａからハイレベル「１」の信号
が信号線１２１を介してランク識別部２０２の入力端子２０２ａに入力した際に、出力端
子２０２ｃは入力端子２０２ａと短絡されているから、出力端子２０２ｃから信号線１２
２を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｃに入力する信号のレベルは、制御部１０
４においては、ハイレベル「１」の信号として検出され、出力端子２０２ｂから信号線１
２３を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｂに入力する信号のレベルは、図３（ａ
）の場合と同様に制御部１０４においては、ローレベル「０」の信号として検出される。
【００２９】
　また、図３（ｃ）では、ランク識別部２０２は、電気配線３０９の第１経路３１０には
抵抗が接続されておらず、電気配線３０８の第２経路３１１には抵抗３０２が直列に接続
されている。従って、入出力部１０３の出力ポート１０３ａからハイレベル「１」の信号
が信号線１２１を介してランク識別部２０２の入力端子２０２ａに入力した際に、出力端
子２０２ｃから信号線１２２を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｃに入力する信
号のレベルは、図３（ａ）の場合と同様に制御部１０４においては、ローレベル「０」の
信号として検出され、出力端子２０２ｂから信号線１２３を介して入出力部１０３の入力
ポート１０３ｂに入力する信号のレベルは、出力端子２０２ｂは入力端子２０２ａと短絡
されているから、制御部１０４においては、ハイレベル「１」の信号として検出される。
【００３０】
　また、図３（ｄ）では、ランク識別部２０２は、電気配線３０９の第１経路３１０及び
電気配線３０８の第２経路３１１の何れにも抵抗３０１、３０２が直列に接続されている
。従って、入出力部１０３の出力ポート１０３ａからハイレベル「１」の信号が信号線１
２１を介してランク識別部２０２の入力端子２０２ａに入力した際に、出力端子２０２ｃ
から信号線１２２を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｃに入力する信号、及び出
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力端子２０２ｂから信号線１２３を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｂに入力す
る信号のレベルは、出力端子２０２ｂ、２０２ｃの何れも入力端子２０２ａと短絡されて
いるから、制御部１０４においては、何れもハイレベル「１」の信号として検出される。
【００３１】
　図４は、図３（ａ）～図３（ｄ）に示すランク識別部２０２の色度のランク毎の抵抗の
有無を示す図である。
【００３２】
　次に、画像の色の補正方法について、図５を用いて説明する。図５は、画像の色の補正
方法を示すフロー図である。
【００３３】
　最初に、ＬＥＤ電源部１０１は、ＬＥＤ電源制御信号が入力することにより電源オンす
る（ステップＳＴ５０１）。
【００３４】
　次に、入出力部１０３は、出力ポート１０３ａから信号線１２１を介してハイレベルの
信号を面状発光装置１０２へ出力する（Ｈ出力）（ステップＳＴ５０２）。
【００３５】
　次に、制御部１０４は、信号線１２２を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｃに
入力した信号及び信号線１２３を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｂに入力した
信号のレベルに基づいて論理判定を行う（ステップＳＴ５０３）。
【００３６】
　次に、制御部１０４は、入力ポート１０３ｃに入力した信号のレベル及び入力ポート１
０３ｂに入力した信号のレベルが何れもローレベル「Ｌ」であるか否か判定する（ステッ
プＳＴ５０４）。
【００３７】
　何れもローレベルである場合には、制御部１０４は、あらかじめ記憶しているテーブル
を参照する。図６は、制御部１０４が記憶しているテーブルを示す図である。図６より、
制御部１０４は、入力ポート１０３ｃと入力ポート１０３ｂの双方がローレベルの場合に
は、ＬＥＤ２０１の色度のランクはランク１であり、色補正１の色補正を行うことを選択
する。
【００３８】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正１の色補正を行う（ス
テップＳＴ５０５）。
【００３９】
　図７（ａ）～図７（ｄ）は、画像の色の補正方法を示す図である。
【００４０】
　図７（ａ）より、色補正部１０６は、色度ランク１のＬＥＤ２０１の色度に対して、Ｌ
ＣＤ１０７に表示される画像が、目標色度ばらつき範囲＃７０１に色補正（色補正１）さ
れた画像として表示されるように、画像データの色を補正する。
【００４１】
　図８（ａ）～図８（ｃ）は、画像の色の補正方法を示す図である。図８（ａ）は、赤色
（Ｒ）の入力階調と出力階調の関係を示す図であり、図８（ｂ）は、緑色（Ｇ）の入力階
調と出力階調の関係を示す図であり、図８（ｃ）は、青色（Ｂ）の入力階調と出力階調の
関係を示す図である。
【００４２】
　例えば、色補正部１０６は、図７（ａ）の色補正１の色補正を行う際には、図８（ｂ）
に破線で示した、緑色（Ｇ）の入力階調と出力階調が等しい状態から、図８（ｂ）に実線
で示した、緑色（Ｇ）の出力階調が入力階調よりも小さい値になるように、画像データを
補正する。即ち、色補正部１０６は、緑色（Ｇ）の出力階調を制限することにより、色調
が緑色の補色であるマゼンタ方向へシフトするように、画像データの色を補正する。なお
、図８の場合、色補正部１０６は、赤色（Ｒ）及び青色（Ｂ）は補正していないが、赤色
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（Ｒ）及び緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）の出力階調の制限を適切に行うことによって、色調
のシフトを自由に制御することができる。
【００４３】
　図５に戻って、ステップＳＴ５０４において、入力ポート１０３ｃに入力した信号のレ
ベル及び入力ポート１０３ｂに入力した信号のレベルが何れもローレベル「Ｌ」でない場
合に、制御部１０４は、入力ポート１０３ｃに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」
且つ入力ポート１０３ｂに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」であるか否かを判定
する（ステップＳＴ５０６）。
【００４４】
　入力ポート１０３ｃに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」且つ入力ポート１０３
ｂに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」である場合には、制御部１０４は、図６の
テーブルを参照する。これより、制御部１０４は、入力ポート１０３ｃに入力した信号の
レベルがハイレベル「Ｈ」且つ入力ポート１０３ｂに入力した信号のレベルがローレベル
「Ｌ」である場合には、ＬＥＤ２０１の色度のランクはランク２であり、色補正２の色補
正を行うことを選択する。
【００４５】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正２の色補正を行う（ス
テップＳＴ５０７）。
【００４６】
　図７（ｂ）より、色補正部１０６は、色度ランク２のＬＥＤ２０１の色度に対して、Ｌ
ＣＤ１０７に表示される画像が、目標色度ばらつき範囲＃７０１に色補正（色補正２）さ
れた画像として表示されるように、画像データの色を補正する。
【００４７】
　一方、ステップＳＴ５０６において、入力ポート１０３ｃに入力した信号のレベルがハ
イレベル「Ｈ」且つ入力ポート１０３ｂに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」でな
い場合には、制御部１０４は、入力ポート１０３ｃに入力した信号のレベルがローレベル
「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｂに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」であるか否か
を判定する（ステップＳＴ５０８）。
【００４８】
　入力ポート１０３ｃに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３
ｂに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合には、制御部１０４は、図６の
テーブルを参照する。これより、制御部１０４は、入力ポート１０３ｃに入力した信号の
レベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｂに入力した信号のレベルがハイレベル
「Ｈ」である場合には、ＬＥＤ２０１の色度のランクはランク３であり、色補正３の色補
正を行うことを選択する。
【００４９】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正３の色補正を行う（ス
テップＳＴ５０９）。
【００５０】
　図７（ｃ）より、色補正部１０６は、色度ランク３のＬＥＤ２０１の色度に対して、Ｌ
ＣＤ１０７に表示される画像が、目標色度ばらつき範囲＃７０１に色補正（色補正３）さ
れた画像として表示されるように、画像データの色を補正する。
【００５１】
　一方、ステップＳＴ５０８において、入力ポート１０３ｃに入力した信号のレベルがロ
ーレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｂに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」でな
い場合には、制御部１０４は、入力ポート１０３ｃに入力した信号のレベル及び入力ポー
ト１０３ｂに入力した信号のレベルが何れもハイレベル「Ｈ」として判定し、図６のテー
ブルを参照する。これより、制御部１０４は、入力ポート１０３ｃに入力した信号のレベ
ル及び入力ポート１０３ｂに入力した信号のレベルが何れもハイレベル「Ｈ」である場合
には、ＬＥＤ２０１の色度のランクはランク４であり、色補正４の色補正を行うことを選
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択する。
【００５２】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正４の色補正を行う（ス
テップＳＴ５１０）。
【００５３】
　図７（ｄ）より、色補正部１０６は、色度ランク４のＬＥＤ２０１の色度に対して、Ｌ
ＣＤ１０７に表示される画像が、目標色度ばらつき範囲＃７０１に色補正（色補正４）さ
れた画像として表示されるように、画像データの色を補正する。
【００５４】
　また、制御部１０４は、ステップＳＴ５０５、ステップＳＴ５０７、ステップＳＴ５０
９またはステップＳＴ５１０の処理が終了した後に、入出力部１０３の出力ポートからロ
ーレベル「Ｌ」の信号を出力させることにより、ＬＥＤ２０１の色度のランクの識別と色
補正部１０６で行う色補正の選択を終了する（ステップＳＴ５１１）。これ以降、色補正
部１０６は画像データ生成部１０５から入力される全ての画像に対し、制御部１０４が選
択した色補正を施してＬＣＤ１０７へ出力する。
【００５５】
　ここで、目標色度ばらつき範囲は、任意の範囲に設定することが可能である。ただし、
目標色度ばらつき範囲は、黒体放射軌跡上に設定することが好ましい。黒体放射軌跡上の
色は、人間の目には自然な白色に見えるものであり、黒体放射軌跡から色度図の上方にい
くにつれて、画像に対する緑色の影響が大きくなり、黒体放射軌跡から色度図の下方にい
くにつれて画像に対する赤紫色の影響が大きくなる。目標色度ばらつき範囲を黒体放射軌
跡上に設定することで携帯電子機器１００に表示される画像の色調も自然なものとするこ
とができる。
【００５６】
　図９（ａ）～図９（ｄ）は、黒体放射軌跡１０００上に設定した目標色度ばらつき範囲
１０１０に画像の色を補正する方法を示す図である。図９（ａ）～図９（ｄ）に示すよう
に、ＬＥＤ２０１の波長ばらつきとＬＥＤ２０１の発光部を覆う蛍光体のばらつきによる
色度のばらつきを、色度図上の補正によるシフト量（色補正１～色補正４の矢印の向きと
長さ）を制御することにより、色補正部１０６は、黒体放射軌跡１０００上の目標色度ば
らつき範囲１０１０内に画像の色を補正することができる。なお、図９（ａ）～図９（ｄ
）における色の補正方法は、色度図上のシフト量以外は図５と同一であるので、その説明
を省略する。
【００５７】
　ここで、色の補正方法は、ＬＥＤ２０１の波長のばらつきとＬＥＤ２０１の発光部を覆
う蛍光体のばらつきの双方を補正する場合に限らず、ＬＥＤ２０１の波長のばらつきのみ
、またはＬＥＤ２０１の発光部を覆う蛍光体のばらつきのみを補正しても良い。即ち、制
御部１０４は、色の補正を行う際に、図２２の矢印７０方向のみ、または矢印８０方向の
みにシフトさせる補正を行うように制御しても良い。
【００５８】
　また、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）は、本実施の形態における他の色の補正方法を示
す図である。
【００５９】
　図１０（ａ）及び図１０（ｂ）に示すように、制御部１０４は、ＬＥＤ２０１の波長ば
らつきのみを補正して画像の色を補正するように制御しても良い。即ち、制御部１０４は
、ＬＥＤ２０１の波長ばらつき方向１１２０のみに色補正して、黒体放射軌跡１１００上
の目標色度ばらつき範囲１１１０にＬＣＤ１０７に表示する画像の色を近づけることがで
きる。この際、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）の色補正１及び色補正２のように、制御部
１０４は、複数の色度のランクをまとめて一緒に色度図上をシフトさせて色補正を行うよ
うに制御することができる。即ち、制御部１０４は、図１０（ａ）に示すように、図７の
色度ランク１、３をまとめて一つの色度ランク１とし、黒体放射軌跡１１００上の目標色
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度ばらつき範囲１１１０にＬＣＤ１０７に表示する画像の色が近づくように色補正するこ
とができる。また、制御部１０４は、図１０（ｂ）に示すように、図７の色度ランク２、
４をまとめて一つの色度ランク２とし、黒体放射軌跡１１００上の目標色度ばらつき範囲
１１１０にＬＣＤ１０７に表示する画像の色が近づくように色補正することができる。
【００６０】
　また、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）は、本実施の形態におけるさらに他の色の補正方
法を示す図である。
【００６１】
　図１１（ａ）及び図１１（ｂ）に示すように、制御部１０４は、ＬＥＤの蛍光体のばら
つきのみを補正して画像の色を補正するようにしても良い。即ち、制御部１０４は、ＬＥ
Ｄの蛍光体のばらつき方向１２２０のみに色補正して、黒体放射軌跡１２００上の目標色
度ばらつき範囲１２１０にＬＣＤ１０７に表示する画像の色度が近づくように色補正する
ことができる。この際、制御部１０４は、図１１（ａ）に示すように、図７の色度ランク
３、４をまとめて一つの色度ランク１とし、また、制御部１０４は、図１１（ｂ）に示す
ように、図７の色度ランク１、２をまとめて一つの色度ランク２とし、黒体放射軌跡１２
００上の目標色度ばらつき範囲１２１０にＬＣＤ１０７に表示する画像の色が近づくよう
に色補正することができる。
【００６２】
　このように、本実施の形態によれば、ＬＥＤが発する光の色度に応じてＬＣＤに表示す
る画像の色を補正することにより、コストを増大させることなく高画質化の要求に応える
ことができる。また、本実施の形態によれば、ＬＥＤの波長ばらつきのみまたはＬＥＤの
蛍光体のばらつきのみを補正する場合には、ＬＥＤの波長ばらつきと蛍光体のばらつきの
双方を補正する場合に比べて、色補正に伴う回路処理の負荷を軽減することができる。ま
た、本実施の形態によれば、ＬＥＤを実装する回路基板に、実装されたＬＥＤの色度のラ
ンクを識別するための回路を一緒に形成するので、携帯電子機器に組み込まれたＬＥＤの
色度のランクと異なるランクを示す回路構成を有するランク識別部が、誤って携帯電子機
器に実装されてしまうことを防ぐことができる。
【００６３】
　なお本実施の形態では、図８で説明したように色補正を赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）
の各入力階調に対し出力階調を適当に制限することで実現したが、本発明はこれに限定さ
れるものではなく、色度の補正を他の方法で実現しても良い。例えば、ＲＧＢの画像信号
をＹＵＶ空間やＨＳＶ空間に変換し、その空間内で色補正を施してから、ＲＧＢに戻すよ
うにしても良い。
【００６４】
　（実施の形態２）
　図１２は、本発明の実施の形態２に係る色の補正方法を示すフロー図である。なお、本
実施の形態において、携帯電子機器の構成は図１と同一構成であるので、その説明を省略
する。また、図１２の説明では、図１及び図２の参照符号を用いて説明する。
【００６５】
　最初に、ＬＥＤ電源部１０１は、ＬＥＤ電源制御信号が入力することにより電源オンす
る（ステップＳＴ１３０１）。
【００６６】
　図１３は、ランク識別部２０２と入出力部１０３の構成を示す図である。本実施の形態
においては、入出力部１０３は、１つの出力ポート１０３ａと４つの入力ポート１０３ｄ
～１０３ｇによりランク識別部２０２と接続している。また、入出力部１０３の出力ポー
ト１０３ａは、信号線１４０１を介してランク識別部２０２と接続しており、入出力部１
０３の４つの入力ポート１０３ｄ～１０３ｇは、信号線１４０２～１４０５を介してラン
ク識別部２０２と各々接続している。信号線１４０２～１４０５はそれぞれ抵抗１４０６
～１４０９を介してプルダウンされている。
【００６７】



(11) JP 2009-175181 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

　また、ランク識別部２０２は、１つの入力端子２０２ａと４つの出力端子２０２ｄ～２
０２ｇを有するとともに、入力端子２０２ａと出力端子２０２ｄとが、印刷等により形成
された電気配線１４０１により接続され、入力端子２０２ａと出力端子２０２ｅとが、印
刷等により形成された電気配線１４０２により接続され、入力端子２０２ａと出力端子２
０２ｆとが、印刷等により形成された電気配線１４０３により接続されるとともに、入力
端子２０２ａと出力端子２０２ｇとが、印刷等により形成された電気配線１４０４により
接続されている。また、ランク識別部２０２は、ＬＥＤ２０１の色度のランクに応じて、
電気配線１４０１～１４０４の各々に直列に抵抗が接続されている回路構成と接続されて
いない回路構成を有する。なお、図１３において、抵抗Ｒ１～Ｒ４は、ＬＥＤの色度のラ
ンクに応じて、適宜未実装にする。
【００６８】
　図１４は、ランク識別部２０２の色度ランク毎の図１３の抵抗Ｒ１～Ｒ４の挿入の有無
を示す図である。
【００６９】
　図１２に戻って、次に、入出力部１０３は、出力ポート１０３ａから信号線１４０１を
介してハイレベルの信号を面状発光装置１０２へ出力する（Ｈ出力）（ステップＳＴ１３
０２）。
【００７０】
　次に、制御部１０４は、信号線１４０２を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｄ
に入力した信号、信号線１４０３を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｅに入力し
た信号、信号線１４０４を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｆに入力した信号、
及び信号線１４０５を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｇに入力した信号のレベ
ルに基づいて論理判定を行う（ステップＳＴ１３０３）。
【００７１】
　次に、制御部１０４は、入力ポート１０３ｄ～１０３ｇに入力した信号のレベルが何れ
もローレベル「Ｌ」であるか否か判定する（ステップＳＴ１３０４）。
【００７２】
　何れもローレベルである場合には、制御部１０４は、あらかじめ記憶しているテーブル
を参照する。図１５は、制御部１０４が記憶しているテーブルを示す図である。図１５よ
り、制御部１０４は、入力ポート１０３ｄ～１０３ｇの全てがローレベルの場合には、Ｌ
ＥＤ２０１の色度のランクはランク１であり、色補正１の色補正を行うことを選択する。
【００７３】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正１の色補正を行う（ス
テップＳＴ１３０５）。
【００７４】
　図１６（ａ）～図１６（ｉ）は、画像の色の補正方法を示す図である。
【００７５】
　図１６（ａ）より、色補正部１０６は、色度ランク１のＬＥＤ２０１の色度に対して、
ＬＣＤ１０７に表示される画像が、黒体放射軌跡１７００上の目標色度ばらつき範囲＃１
７１０に色補正（色補正１）された画像として表示されるように、画像データの色を補正
する。
【００７６】
　一方、ステップＳＴ１３０４において、入力ポート１０３ｄ～１０３ｇに入力した信号
のレベルが何れもローレベル「Ｌ」でない場合に、制御部１０４は、入力ポート１０３ｄ
～１０３ｆに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｇに入力し
た信号のレベルがハイレベル「Ｈ」であるか否かを判定する（ステップＳＴ１３０６）。
【００７７】
　入力ポート１０３ｄ～入力ポート１０３ｆに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」
且つ入力ポート１０３ｇに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合には、制
御部１０４は、図１５のテーブルを参照する。これより、制御部１０４は、入力ポート１
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０３ｄ～１０３ｆに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｇに
入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合には、ＬＥＤ２０１の色度のランク
はランク２であり、色補正２の色補正を行うことを選択する。
【００７８】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正２の色補正を行う（ス
テップＳＴ１３０７）。
【００７９】
　図１６（ｂ）より、色補正部１０６は、色度ランク２のＬＥＤ２０１の色度に対して、
ＬＣＤ１０７に表示される画像が、黒体放射軌跡１７００上の目標色度ばらつき範囲＃１
７１０に色補正（色補正２）された画像として表示されるように、画像データの色を補正
する。
【００８０】
　一方、ステップＳＴ１３０６において、入力ポート１０３ｄ～１０３ｆに入力した信号
のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｇに入力した信号のレベルがハイレベ
ル「Ｈ」でない場合に、制御部１０４は、入力ポート１０３ｄ、１０３ｅ、１０３ｇに入
力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｆに入力した信号のレベル
がハイレベル「Ｈ」であるか否かを判定する（ステップＳＴ１３０８）。
【００８１】
　入力ポート１０３ｄ、１０３ｅ、１０３ｇに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」
且つ入力ポート１０３ｆに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合には、制
御部１０４は、図１５のテーブルを参照する。これより、制御部１０４は、入力ポート１
０３ｄ、１０３ｅ、１０３ｇに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート
１０３ｆに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合には、ＬＥＤ２０１の色
度のランクはランク３であり、色補正３の色補正を行うことを選択する。
【００８２】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正３の色補正を行う（ス
テップＳＴ１３０９）。
【００８３】
　図１６（ｃ）より、色補正部１０６は、色度ランク３のＬＥＤ２０１の色度に対して、
ＬＣＤ１０７に表示される画像が、黒体放射軌跡１７００上の目標色度ばらつき範囲＃１
７１０に色補正（色補正３）された画像として表示されるように、画像データの色を補正
する。
【００８４】
　一方、ステップＳＴ１３０８において、入力ポート１０３ｄ、１０３ｅ、１０３ｇに入
力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｆに入力した信号のレベル
がハイレベル「Ｈ」でない場合に、制御部１０４は、入力ポート１０３ｄ、１０３ｅに入
力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｆ、１０３ｇに入力した信
号のレベルがハイレベル「Ｈ」であるか否かを判定する（ステップＳＴ１３１０）。
【００８５】
　入力ポート１０３ｄ、１０３ｅに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポ
ート１０３ｆ、１０３ｇに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合には、制
御部１０４は、図１５のテーブルを参照する。これより、制御部１０４は、入力ポート１
０３ｄ、１０３ｅに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｆ、
１０３ｇに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合には、ＬＥＤ２０１の色
度のランクはランク４であり、色補正４の色補正を行うことを選択する。
【００８６】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正４の色補正を行う（ス
テップＳＴ１３１１）。
【００８７】
　図１６（ｄ）より、色補正部１０６は、色度ランク４のＬＥＤ２０１の色度に対して、
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ＬＣＤ１０７に表示される画像が、黒体放射軌跡１７００上の目標色度ばらつき範囲＃１
７１０に色補正（色補正４）された画像として表示されるように、画像データの色を補正
する。
【００８８】
　一方、ステップＳＴ１３１０において、入力ポート１０３ｄ、１０３ｅに入力した信号
のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｆ、１０３ｇに入力した信号のレベル
がハイレベル「Ｈ」でない場合に、制御部１０４は、入力ポート１０３ｄ、１０３ｆ、１
０３ｇに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｅに入力した信
号のレベルがハイレベル「Ｈ」であるか否かを判定する（ステップＳＴ１３１２）。
【００８９】
　入力ポート１０３ｄ、１０３ｆ、１０３ｇに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」
且つ入力ポート１０３ｅに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合に、制御
部１０４は、図１５のテーブルを参照する。これより、制御部１０４は、入力ポート１０
３ｄ、１０３ｆ、１０３ｇに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１
０３ｅに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合には、ＬＥＤ２０１の色度
のランクはランク５であり、色補正５の色補正を行うことを選択する。
【００９０】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正５の色補正を行う（ス
テップＳＴ１３１３）。
【００９１】
　図１６（ｅ）より、色補正部１０６は、色度ランク５のＬＥＤ２０１の色度に対して、
ＬＣＤ１０７に表示される画像が、黒体放射軌跡１７００上の目標色度ばらつき範囲＃１
７１０に色補正（色補正５）された画像として表示されるように、画像データの色を補正
する。
【００９２】
　一方、ステップＳＴ１３１２において、入力ポート１０３ｄ、１０３ｆ、１０３ｇに入
力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｅに入力した信号のレベル
がハイレベル「Ｈ」でない場合に、制御部１０４は、入力ポート１０３ｄ、１０３ｆに入
力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３１０３ｅ、１０３ｇに入力
した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」であるか否かを判定する（ステップＳＴ１３１４）
。
【００９３】
　入力ポート１０３ｄ、１０３ｆに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポ
ート１０３ｅ、１０３ｇに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合に、制御
部１０４は、図１５のテーブルを参照する。これより、制御部１０４は、入力ポート１０
３ｄ、１０３ｆに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｅ、１
０３ｇに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合には、ＬＥＤ２０１の色度
のランクはランク６であり、色補正６の色補正を行うことを選択する。
【００９４】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正６の色補正を行う（ス
テップＳＴ１３１５）。
【００９５】
　図１６（ｆ）より、色補正部１０６は、色度ランク６のＬＥＤ２０１の色度に対して、
ＬＣＤ１０７に表示される画像が、黒体放射軌跡１７００上の目標色度ばらつき範囲＃１
７１０に色補正（色補正６）された画像として表示されるように、画像データの色を補正
する。
【００９６】
　一方、ステップＳＴ１３１４において、入力ポート１０３ｄ、１０３ｆに入力した信号
のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｅ、１０３ｇに入力した信号のレベル
がハイレベル「Ｈ」でない場合に、制御部１０４は、入力ポート１０３ｄ、１０２ｇに入
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力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｅ、１０３ｆに入力した信
号のレベルがハイレベル「Ｈ」であるか否かを判定する（ステップＳＴ１３１６）。
【００９７】
　入力ポート１０３ｄ、１０３ｇに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポ
ート１０３ｅ、１０３ｆに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合に、制御
部１０４は、図１５のテーブルを参照する。これより、制御部１０４は、入力ポート１０
３ｄ、１０３ｇに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｅ、１
０３ｆに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合には、ＬＥＤ２０１の色度
のランクはランク７であり、色補正７の色補正を行うことを選択する。
【００９８】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正７の色補正を行う（ス
テップＳＴ１３１７）。
【００９９】
　図１６（ｇ）より、色補正部１０６は、色度ランク７のＬＥＤ２０１の色度に対して、
ＬＣＤ１０７に表示される画像が、黒体放射軌跡１７００上の目標色度ばらつき範囲＃１
７１０に色補正（色補正７）された画像として表示されるように、画像データの色を補正
する。
【０１００】
　一方、ステップＳＴ１３１６において、入力ポート１０３ｄ、１０３ｇに入力した信号
のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｅ、１０３ｆに入力した信号のレベル
がハイレベル「Ｈ」でない場合に、制御部１０４は、入力ポート１０３ｄに入力した信号
のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｅ～１０３ｇに入力した信号のレベル
がハイレベル「Ｈ」であるか否かを判定する（ステップＳＴ１３１８）。
【０１０１】
　入力ポート１０３ｄに入力した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３
ｅ～１０３ｇに入力した信号のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合に、制御部１０４は
、図１５のテーブルを参照する。これより、制御部１０４は、入力ポート１０３ｄに入力
した信号のレベルがローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｅ～１０３ｇに入力した信号
のレベルがハイレベル「Ｈ」である場合には、ＬＥＤ２０１の色度のランクはランク８で
あり、色補正８の色補正を行うことを選択する。
【０１０２】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正８の色補正を行う（ス
テップＳＴ１３１９）。
【０１０３】
　図１６（ｈ）より、色補正部１０６は、色度ランク８のＬＥＤ２０１の色度に対して、
ＬＣＤ１０７に表示される画像が、黒体放射軌跡１７００上の目標色度ばらつき範囲＃１
７１０に色補正（色補正８）された画像として表示されるように、画像データの色を補正
する。
【０１０４】
　一方、ステップＳＴ１３１８において、入力ポート１０３ｄに入力した信号のレベルが
ローレベル「Ｌ」且つ入力ポート１０３ｅ～１０３ｇに入力した信号のレベルがハイレベ
ル「Ｈ」でない場合に、制御部１０４は、ＬＥＤ２０１の色度のランクはランク９であり
、色補正９の色補正を行うことを選択する。
【０１０５】
　次に、色補正部１０６は、制御部１０４の制御に従って、色補正９の色補正を行う（ス
テップＳＴ１３２０）。
【０１０６】
　図１６（ｉ）より、色補正部１０６は、色度ランク９のＬＥＤ２０１の色度に対して、
ＬＣＤ１０７に表示される画像が、黒体放射軌跡１７００上の目標色度ばらつき範囲＃１
７１０に色補正（色補正９）された画像として表示されるように、画像データの色を補正
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する。なお、色補正９の場合、図１４のテーブルにおいて、抵抗Ｒ１～Ｒ４の全てが実装
されることにしたが、本発明はこれに限らず、抵抗Ｒ１～Ｒ４が色度ランク１～８におけ
る実装及び未実装の状態と異なれば、任意の状態にすることができる。例えば、色度ラン
ク９の場合、ランク識別部２０２の回路構成及び図１４のテーブルにおいて、抵抗Ｒ１～
Ｒ３を実装し、且つ抵抗Ｒ４を未実装にしても良い。
【０１０７】
　また、ステップＳＴ１３０５、ステップＳＴ１３０７、ステップＳＴ１３０９、ステッ
プＳＴ１３１１、ステップＳＴ１３１３、ステップＳＴ１３１５、ステップＳＴ１３１７
、ステップＳＴ１３１９及びステップＳＴ１３２０の処理が終了した後に、入出力部１０
３の出力ポートからローレベル「Ｌ」の信号を出力させることにより、ＬＥＤ２０１の色
度のランクの識別と色補正部１０６で行う色補正の選択の処理を終了する（ステップＳＴ
１３２１）。これ以降、色補正部１０６は画像データ生成部１０５から入力される全ての
画像に対し、制御部１０４が選択した色補正を施してＬＣＤ１０７へ出力する。
【０１０８】
　なお、色補正１～９は、図１６に示すように黒体放射軌跡上の目標色度ばらつき範囲に
補正する場合に限らず、任意に設定した目標色度ばらつき範囲に補正することができる。
【０１０９】
　図１７は、本実施の形態における他の色の補正方法を示す図である。
【０１１０】
　制御部１０４は、色補正１を行う場合、図１７（ａ）に示すように、９つのランクの内
、４つのランクをまとめて、黒体放射軌跡１７００上の目標とする色度ばらつき範囲＃１
７１０に補正する。また、制御部１０４は、色補正２を行う場合、図１７（ｂ）に示すよ
うに、９つのランクの内、２つのランクをまとめて、黒体放射軌跡１７００上の目標とす
る色度ばらつき範囲＃１７１７に補正する。また、制御部１０４は、色補正３を行う場合
、図１７（ｃ）に示すように、９つのランクの内、２つのランクをまとめて、黒体放射軌
跡１７００上の目標とする色度ばらつき範囲＃１７１０に補正する。また、制御部１０４
は、色補正４を行う場合、図１７（ｄ）に示すように、９つのランクの内、１つのランク
のみを黒体放射軌跡１７００上の目標とする色度ばらつき範囲＃１７１０に補正する。ま
た、図１７の場合、色補正は４種類で良いので、制御部１０４が記憶するテーブルは図６
と同一にすることができる。
【０１１１】
　このように、本実施の形態によれば、ＬＥＤが発する光の色度に応じてＬＣＤに表示す
る画像の色を補正することにより、コストを増大させることなく高画質化の要求に応える
ことができる。また、本実施の形態によれば、ＬＥＤを実装する回路基板に、実装された
ＬＥＤの色度のランクを識別するための回路を一緒に形成するので、携帯電子機器に組み
込まれたＬＥＤの色度のランクと異なるランクを示す回路構成を有するランク識別部が、
誤って携帯電子機器に実装されてしまうことを防ぐことができる。また、本実施の形態に
よれば、９つの色度のランクのＬＥＤの色度を補正するので、実施の形態１に比べて、広
い色度の範囲のＬＥＤを使用するためＬＥＤのコストと調達のし易さを改善することがで
き、同時に製品全体の品質を向上させ、また、画像の色の細かな補正が可能であるので、
表示品位を向上させることができる。
【０１１２】
　（実施の形態３）
　図１８（ａ）～図１８（ｄ）は、本発明の実施の形態３に係るＬＥＤ２０１のランク毎
に回路構成が異なるランク識別部２０２を示す図である。なお、図１８（ａ）～図１８（
ｄ）において、図３（ａ）～図３（ｄ）と同一構成である部分には同一の符号を付してそ
の説明を省略する。また、携帯電子機器の構成は図１と同一構成であり、色補正方法は、
図５と同一であるので、その説明を省略する。
【０１１３】
　図１８（ａ）～図１８（ｄ）は、例えば、図２２のａ２、ａ３、ｂ２、ｂ３の４つのラ
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ンクのＬＥＤ２０１を使用する場合を示すものである。
【０１１４】
　図１８（ａ）～図１８（ｄ）より、ランク識別部２０２は、１つの入力端子２０２ａと
２つの出力端子２０２ｈ、２０２ｉを有する。また、ランク識別部２０２は、入力端子２
０２ａと出力端子２０２ｈとが、印刷等により形成された電気配線１９０２により接続さ
れているとともに、入力端子２０２ａと出力端子２０２ｉとが、印刷等により形成された
電気配線１９０１により接続されている。また、ランク識別部２０２は、ＬＥＤ２０１の
色度のランクに応じて、電気配線１９０１、１９０２に貫通孔が形成されている回路構成
と形成されていない回路構成を有する。
【０１１５】
　即ち、図１８（ａ）では、ランク識別部２０２は、電気配線１９０１の第１経路１９１
０及び電気配線１９０２の第２経路１９１１の双方に、電気配線１９０１、１９０２を電
気的に断線させる貫通孔１９５１、１９５２が形成されている。従って、入出力部１０３
の出力ポートからハイレベル「１」の信号が信号線１２１を介してランク識別部２０２の
入力端子２０２ａに入力した際に、入出力部１０３の入力ポート１０３ｂ、１０３ｃの何
れにも信号が入力しないので、制御部１０４においては、何れもローレベル「０」が検出
される。
【０１１６】
　また、図１８（ｂ）では、ランク識別部２０２は、電気配線１９０１の第１経路１９１
０には電気配線１９０１を電気的に断線する貫通孔が形成されておらず、電気配線１９０
２の第２経路１９１１には電気配線１９０２を電気的に断線させる貫通孔１９５２が形成
されている。従って、入出力部１０３の出力ポートからハイレベル「１」の信号が信号線
１２１を介してランク識別部２０２の入力端子２０２ａに入力した際に、出力端子２０２
ｉから信号線１２２を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｃに入力する信号のレベ
ルは、制御部１０４においては、ハイレベル「１」の信号として検出され、入出力部１０
３の入力ポート１０３ｂには信号が入力しないので、制御部１０４においては、ローレベ
ル「０」が検出される。
【０１１７】
　また、図１８（ｃ）では、ランク識別部２０２は、電気配線１９０１の第１経路１９１
０には電気配線１９０１を電気的に断線させる貫通孔１９５１が形成されており、電気配
線１９０２の第２経路１９１１には電気配線１９０２を電気的に断線させる貫通孔が形成
されていない。従って、入出力部１０３の出力ポートからハイレベル「１」の信号が信号
線１２１を介してランク識別部２０２の入力端子２０２ａに入力した際に、入出力部１０
３の入力ポート１０３ｃには信号が入力しないので、制御部１０４においては、ローレベ
ル「０」として検出され、出力端子２０２ｈから信号線１２３を介して入出力部１０３の
入力ポート１０３ｂに入力する信号のレベルは、制御部１０４においては、ハイレベル「
１」の信号として検出される。
【０１１８】
　また、図１８（ｄ）では、ランク識別部２０２は、電気配線１９０１の第１経路１９１
０及び電気配線１９０２の第２経路１９１１の何れにも電気配線１９０１、１９０２を電
気的に断線させる貫通孔が形成されていない。従って、入出力部１０３の出力ポートから
ハイレベル「１」の信号が信号線１２１を介してランク識別部２０２の入力端子２０２ａ
に入力した際に、出力端子２０２ｉから信号線１２２を介して入出力部１０３の入力ポー
ト１０３ｃに入力する信号、及び出力端子２０２ｈから信号線１２３を介して入出力部１
０３の入力ポート１０３ｂに入力する信号のレベルは、制御部１０４においては、何れも
ハイレベル「１」の信号として検出される。
【０１１９】
　このように、本実施の形態によれば、ＬＥＤが発する光の色度に応じてＬＣＤに表示す
る画像の色を補正することにより、コストを増大させることなく高画質化の要求に応える
ことができる。また、本実施の形態によれば、ＬＥＤを実装する回路基板に、実装された
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ＬＥＤの色度のランクを識別するための回路を一緒に形成するので、携帯電子機器に組み
込まれたＬＥＤの色度のランクと異なるランクを示す回路構成を有するランク識別部が、
誤って携帯電子機器に実装されてしまうことを防ぐことができる。また、本実施の形態に
よれば、ＬＥＤの波長ばらつきのみまたはＬＥＤの蛍光体ばらつきのみを補正する場合に
は、ＬＥＤの波長ばらつきと蛍光体のばらつきの双方を補正する場合に比べて、色補正に
伴う回路処理の負荷を軽減することができる。また、本実施の形態によれば、貫通孔を形
成することにより異なる回路構成を有する回路を用いてＬＥＤの色度のランクを識別する
ことにより、簡易な回路構成でＬＥＤの色度のランクを識別することができるので、容易
に製造することができるとともに、製造コストを低減することができる。
【０１２０】
　なお、本実施の懈怠３において、貫通孔により回路パターンを電気的に断線させたが、
本発明はこれに限らず、回路パターンを電気的に断線できれば、任意の方法を用いること
ができる。
【０１２１】
　（実施の形態４）
　図１９（ａ）～図１９（ｄ）は、本発明の実施の形態４に係るＬＥＤ２０１のランク毎
に回路構成が異なるランク識別部２０２を示す図である。なお、図１９（ａ）～図１９（
ｄ）において、図３（ａ）～図３（ｄ）と同一構成である部分には同一の符号を付してそ
の説明を省略する。また、携帯電子機器の構成は図１と同一構成であり、色補正方法は、
図５と同一であるので、その説明を省略する。
【０１２２】
　図１９（ａ）～図１９（ｄ）は、例えば、図２２のａ２、ａ３、ｂ２、ｂ３の４つのラ
ンクのＬＥＤ２０１を使用する場合を示すものである。
【０１２３】
　図１９（ａ）～図１９（ｄ）より、ランク識別部２０２は、１つの入力端子２０２ａと
２つの出力端子２０２ｊ、２０２ｋを有する。また、ランク識別部２０２は、入力端子２
０２ａと出力端子２０２ｋとが、印刷等により形成された電気配線２００１により接続さ
れているとともに、入力端子２０２ａと出力端子２０２ｊとが、印刷等により形成された
電気配線２００２により接続されている。また、ランク識別部２０２は、ＬＥＤ２０１の
色度のランクに応じて、電気配線２００１、２００２が形成されている回路構成と形成さ
れていない回路構成を有する。
【０１２４】
　即ち、図１９（ａ）では、ランク識別部２０２は、電気配線が形成されていない。従っ
て、入出力部１０３の出力ポートからハイレベル「１」の信号が信号線１２１を介してラ
ンク識別部２０２の入力端子２０２ａに入力した際に、入出力部１０３の入力ポート１０
３ｃ及び入力ポート１０３ｂに信号が入力しないので、制御部１０４においては、何れも
ローレベル「０」が検出される。
【０１２５】
　また、図１９（ｂ）では、ランク識別部２０２は、信号線１２１と信号線１２２とを短
絡する電気配線２００１が形成されている。従って、入出力部１０３の出力ポートからハ
イレベル「１」の信号が信号線１２１を介してランク識別部２０２の入力端子２０２ａに
入力した際に、出力端子２０２ｋから信号線１２２を介して入出力部１０３の入力ポート
１０３ｃに信号が入力することにより、制御部１０４においては、ハイレベル「１」が検
出され、入出力部１０３の入力ポート１０３ｂには信号が入力しないので、制御部１０４
においては、ローレベル「０」が検出される。
【０１２６】
　また、図１９（ｃ）では、ランク識別部２０２は、信号線１２１と信号線１２３とを短
絡する電気配線２００２が形成されている。従って、入出力部１０３の出力ポートからハ
イレベル「１」の信号が信号線１２１を介してランク識別部２０２の入力端子２０２ａに
入力した際に、入出力部１０３の入力ポート１０３ｃには信号が入力しないので、制御部
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１０４においては、ローレベル「０」の信号が検出され、出力端子２０２ｊから信号線１
２３を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｂに信号が入力することにより、制御部
１０４においては、ハイレベル「１」の信号が検出される。
【０１２７】
　また、図１９（ｄ）では、ランク識別部２０２は、信号線１２１と信号線１２２とを短
絡する電気配線２００１、及び信号線１２１と信号線１２３とを短絡する電気配線２００
２が形成されている。従って、入出力部１０３の出力ポートからハイレベル「１」の信号
が信号線１２１を介してランク識別部２０２の入力端子２０２ａに入力した際に、出力端
子２０２ｋから信号線１２２を介して入出力部１０３に信号が入力するとともに、出力端
子２０２ｊから信号線１２３を介して入出力部１０３の入力ポート１０３ｂに信号が入力
することにより、制御部１０４においては、何れもハイレベル「１」が検出される。
【０１２８】
　このように、本実施の形態によれば、ＬＥＤが発する光の色度に応じてＬＣＤに表示す
る画像の色を補正することにより、コストを増大させることなく高画質化の要求に応える
ことができる。また、本実施の形態によれば、ＬＥＤを実装する回路基板に、実装された
ＬＥＤの色度のランクを識別するための回路を一緒に形成するので、携帯電子機器に組み
込まれたＬＥＤの色度のランクと異なるランクを示す回路構成を有するランク識別部が、
誤って携帯電子機器に実装されてしまうことを防ぐことができる。また、本実施の形態に
よれば、ＬＥＤの波長ばらつきのみまたはＬＥＤの蛍光体のばらつきのみを補正する場合
には、ＬＥＤの波長ばらつきと蛍光体のばらつきの双方を補正する場合に比べて、色補正
に伴う回路処理の負荷を軽減することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２９】
　本発明にかかる携帯電子機器は、特にバックライトに搭載する白色発光ダイオードが発
する光の色度のばらつきを低減するのに好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る携帯電子機器の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係る面状発光装置及び入出力部の構成を示す図
【図３】本発明の実施の形態１に係るランク識別部の構成を示す図
【図４】本発明の実施の形態１に係るランク識別部の色度ランク毎の抵抗の有無を示す図
【図５】本発明の実施の形態１に係る色の補正方法を示すフロー図
【図６】本発明の実施の形態１に係るテーブルを示す図
【図７】本発明の実施の形態１に係る色の補正方法を示す図
【図８】本発明の実施の形態１に係る色の補正方法を示す図
【図９】本発明の実施の形態１に係る色の補正方法を示す図
【図１０】本発明の実施の形態１に係る色の補正方法を示す図
【図１１】本発明の実施の形態１に係る色の補正方法を示す図
【図１２】本発明の実施の形態２に係る色の補正方法を示すフロー図
【図１３】本発明の実施の形態２に係るランク識別部と入出力部の構成を示す図
【図１４】本発明の実施の形態２に係るランク識別部の色度のランク毎の抵抗の有無を示
す図
【図１５】本発明の実施の形態２に係るテーブルを示す図
【図１６】本発明の実施の形態２に係る色の補正方法を示す図
【図１７】本発明の実施の形態２に係る色の補正方法を示す図
【図１８】本発明の実施の形態３に係るランク識別部の構成を示す図
【図１９】本発明の実施の形態４に係るランク識別部の構成を示す図
【図２０】従来のＬＣＤの正面図
【図２１】従来のＬＣＤの平面図
【図２２】色度に応じたＬＥＤの色度のランクを示す図
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【符号の説明】
【０１３１】
　１００　携帯電子機器
　１０１　ＬＥＤ電源部
　１０２　面状発光装置
　１０３　入出力部
　１０４　制御部
　１０５　画像データ生成部
　１０６　色補正部
　１０７　ＬＣＤ
　１１０　制御部
　１２１、１２２、１２３　信号線

【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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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(24) JP 2009-175181 A 2009.8.6

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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