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(57)【要約】
【課題】白色度のばらつきが大きい場合であっても、製
造時の簡易な調整で狭白色度公差内に収めることが可能
な技術を提供することである。
【解決手段】
　複数の画素と、外部から入力される映像信号に対応し
た階調信号を生成し前記画素に供給する駆動回路とを有
する表示装置の色度調整方法であって、色度領域を、色
度補正を必要としない第１領域と、色度補正を必要とす
る第２領域とに分割し、前記第２領域を複数の補正領域
に分割し、前記表示装置は、前記複数の補正領域の各々
に対応する色度補正手段を備えており、前記計測された
色度座標が前記第２領域内の色度座標である場合には、
前記色度座標が前記複数の補正領域の何れの領域である
かを判定するステップと、判定された前記補正領域に対
応する色度補正手段を用いて、前記映像信号に対応する
前記階調信号を補正し、補正された画像表示を行うステ
ップとを有する。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素と、外部から入力される映像信号に対応した階調信号を生成し前記画素に供
給する駆動回路とを有する表示装置の色度調整方法であって、
　色度領域を、色度補正を必要としない第１領域と、色度補正を必要とする第２領域とに
分割し、
　前記第２領域を複数の補正領域に分割し、
　前記表示装置は、前記複数の補正領域の各々に対応する色度補正手段を備えており、
　前記表示装置に表示された画像の色度座標を計測するステップと、
　前記計測された色度座標を判定し、前記第１領域内の色度座標か前記第２領域内の色度
座標かを判定するステップとを有し、
　前記計測された色度座標が前記第２領域内の色度座標である場合には、前記色度座標が
前記複数の補正領域の何れの領域であるかを判定するステップと、判定された前記補正領
域に対応する色度補正手段を用いて、前記映像信号に対応する前記階調信号を補正し、補
正された画像表示を行うステップと、を有することを特徴とする表示装置の色度調整方法
。
【請求項２】
　前記表示装置に表示された画像は、フル階調の白色表示であることを特徴とする請求項
１に記載の表示装置の色度調整方法。
【請求項３】
　前記色度補正手段は、前記表示装置のγ特性を変えることによって色度を補正すること
を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の表示装置の色度調整方法。
【請求項４】
　前記複数の画素は、赤色の画素、緑色の画素、青色の画素を有し、
　前記色度補正手段は、前記赤色の画素に供給される階調信号、前記緑色の画素に供給さ
れる階調信号、及び前記青色の画素に供給される階調信号を独立に補正することを特徴と
する請求項３に記載の表示装置の色度調整方法。
【請求項５】
　前記駆動回路は、前記複数の補正領域の各々に対応する補正データを予め格納して備え
ており、
　前記色度補正手段は、前記判定された前記補正領域に対応する前記補正データを選択し
、該選択された補正データに基づいて、前記階調信号を補正することを特徴とする請求項
１から請求項４のいずれか１項に記載の表示装置の色度調整方法。
【請求項６】
　前記駆動回路は、前記複数の補正領域の各々に対応する補正データを取得し、
　前記色度補正手段は、該取得した補正データに基づいて、前記階調信号を補正すること
を特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の表示装置の色度調整方法。
【請求項７】
　前記表示装置は、白色ＬＥＤを光源とするバックライト装置と、前記バックライト装置
からのバックライト光の照射面側に配置される液晶表示パネルとを有することを特徴とす
る請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の表示装置の色度調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置の色度調整方法に係わり、特に、バックライト装置を有する液晶表
示装置の色度調整方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、面状のバックライト光を照射するバックライト装置と、複数の画素が
マトリクス状に配置され、バックライト光を光源として外部装置から入力される映像信号
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に応じた画像表示を行う液晶表示パネルとから構成されている。特に、小型の液晶表示装
置では、バックライト装置の光源として、小型化及び軽量化並びに低消費電力化に有利な
白色ＬＥＤを用いるものが急速に普及している。
【０００３】
　液晶表示装置は画素毎にバックライト光の透過量を制御することにより、映像信号に対
応した画像表示を行う構成となっている。このために、白表示を行う場合には、バックラ
イト装置からのバックライト光の透過量を最大にして画像表示を行う構成となっている。
よって、液晶表示装置の色度公差は、光源に用いる白色ＬＥＤの白色度公差によるところ
が大きい。
【０００４】
　一方、液晶表示装置のバックライト用に生産されているＬＥＤは色度のばらつきが大き
く、ＬＥＤの色度公差は市場で要求されている液晶表示装置の色度公差、バックライトの
色度公差を満足させていないのが現状である。現在では、色度のばらつきが大きい白色Ｌ
ＥＤを、ばらつきの大きさ（色度設計値からのずれの度合い）に応じて複数のランクにラ
ンク分けし、各々のランクに応じて液晶表示装置のγ特性を調整して、液晶表示装置の色
度公差、バックライトの色度公差を要求されている範囲内に抑えている。
【０００５】
　近年、表示画質のさらなる向上が要望されており、白色ＬＥＤを用いた液晶表示装置に
おいても、白色度のばらつきを抑えた更なる狭白色度公差への対応が要望されている。こ
の狭白色度への対応として、製造時おいて、液晶表示装置毎に白色度及びγ特性を計測し
、その計測値に基づいて、γ特性のデータを補正することが考えられる。しかしながら、
製造時に全ての液晶表示装置のγ特性を計測し、該計測値に基づいてγ特性のデータを補
正するためには非常に多く時間が必要となり、製造のスループットが大きく低下してしま
うことが懸念される。
【０００６】
　色度ばらつきが大きいＬＥＤを用いても、所定の色度公差内に液晶表示装置の色度を収
める技術として、特許文献１、特許文献２に記載の技術が有る。
【０００７】
　また、バックライトの色度、γ特性を補正する技術として、特許文献３に記載の技術が
ある。この特許文献３に記載の技術では、液晶表示パネル毎に色センサを配置し、この色
センサが計測する色度情報と色度情報の基準値とを比較して、その比較結果に基づいて、
γ特性を含むカラー変換テーブルの補正し、この補正されたカラー変換テーブルを用いて
出力値を生成する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－１８１４３０号公報
【特許文献２】特開２００７－１２８８２２号公報
【特許文献３】特開２００６－９１２３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献３に記載の技術は、液晶表示装置毎に色センサを形成する必要
があると共に、色センサの出力値に応じたカラー変換テーブルを生成するための回路も必
要となるので、液晶表示装置が大型化してしまうことが懸念される。さらには、白色ＬＥ
Ｄと同様に、色センサの出力値にも所定のばらつきが生じるために、製造時に全ての色セ
ンサの特性を計測し、該計測値に基づいて、センサ特性を補正するための補正データを生
成する必要があるので、製造のスループットが大きく低下してしまうことが懸念される。
【００１０】
　また、色度ばらつきが小さいランクのＬＥＤのみに限定して使用することも考えられる
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が、当該ランクのＬＥＤのみを生産したり、購入したりすることは困難であり、他の色度
ばらつきが大きいランクに分類されたＬＥＤが無駄になってしまい、製造コストが大幅に
上昇してしまうという問題がある。
【００１１】
　本発明はこれらの問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、バックライト
光源のばらつきが大きい場合であっても、製造時の簡易な調整で色度調整ができ、表示装
置の色度を色度公差内に収めることが可能な技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
（１）前記課題を解決すべく、複数の画素と、外部から入力される映像信号に対応した階
調信号を生成し前記画素に供給する駆動回路とを有する表示装置の色度調整方法であって
、色度領域を、色度補正を必要としない第１領域と、色度補正を必要とする第２領域とに
分割し、前記第２領域を複数の補正領域に分割し、前記表示装置は、前記複数の補正領域
の各々に対応する色度補正手段を備えており、前記表示装置に表示された画像の色度座標
を計測するステップと、前記計測された色度座標を判定し、前記第１領域内の色度座標か
前記第２領域内の色度座標かを判定するステップとを有し、前記計測された色度座標が前
記第２領域内の色度座標である場合には、前記色度座標が前記複数の補正領域の何れの領
域であるかを判定するステップと、判定された前記補正領域に対応する色度補正手段を用
いて、前記映像信号に対応する前記階調信号を補正し、補正された画像表示を行うステッ
プと、を有することを特徴とする。
【００１３】
（２）前記表示装置に表示された画像は、フル階調の白色表示であることを特徴とする。
【００１４】
（３）前記色度補正手段は、前記表示装置のγ特性を変えることによって色度を補正する
ことを特徴とする。
【００１５】
（４）前記複数の画素は、赤色の画素、緑色の画素、青色の画素を有し、前記色度補正手
段は、前記赤色の画素に供給される階調信号、前記緑色の画素に供給される階調信号、及
び前記青色の画素に供給される階調信号を独立に補正することを特徴とする。
【００１６】
（５）前記駆動回路は、前記複数の補正領域の各々に対応する補正データを予め格納して
備えており、前記色度補正手段は、前記判定された前記補正領域に対応する前記補正デー
タを選択し、該選択された補正データに基づいて、前記階調信号を補正することを特徴と
する。
【００１７】
（６）前記駆動回路は、前記複数の補正領域の各々に対応する補正データを取得し、前記
色度補正手段は、該取得した補正データに基づいて、前記階調信号を補正する。
【００１８】
（７）前記表示装置は、白色ＬＥＤを光源とするバックライト装置と、前記バックライト
装置からのバックライト光の照射面側に配置される液晶表示パネルとを有することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、バックライト光源のばらつきが大きい場合であっても、製造時の簡易
な調整で色度調整ができ、表示装置の色度を色度公差内に収めることが可能となる。
【００２０】
　本発明のその他の効果については、明細書全体の記載から明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態１の表示装置である液晶表示装置の概略構成を説明するための
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図である。
【図２】本発明の実施形態１の液晶表示装置における白色度の補正方法の概略を説明する
ための図である。
【図３】本願発明の実施形態１の液晶表示装置に対応する白色度調整システムの概略構成
を説明するための図である。
【図４】本発明の実施形態１の調整手順を説明するためのフローである。
【図５】本発明の実施形態１の液晶表示装置における規格範囲と該規格範囲を超えた場合
のγ補正の原理を説明するための図である。
【図６】本発明の実施形態１の液晶表示装置におけるγ補正の一例を説明するための図で
ある。
【図７】図７は本発明の実施形態２の表示装置である液晶表示装置の概略構成を説明する
ための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明が適用された実施形態について、図面を用いて説明する。ただし、以下の
説明において、同一構成要素には同一符号を付し繰り返しの説明は省略する。
【００２３】
〈実施形態１〉
　図１は本発明の実施形態１の表示装置である液晶表示装置の概略構成を説明するための
図である。ただし、本願発明は、バックライト光源に白色ＬＥＤを用いた液晶表示装置に
限定されることはなく、他の発光素子を光源に用いた液晶表示装置、或いはバックライト
装置を有する他の表示装置等にも適用可能である。
【００２４】
　図１に示す実施形態１の液晶表示装置は画素電極等が形成される図示しない第１基板と
、カラーフィルタやブラックマトリクス（遮光膜）が形成され、第１基板に対向して配置
される図示しない第２基板と、第１基板と第２基板とで挟持される図示しない液晶層とで
構成される液晶表示パネルＰＮＬを有し、この液晶表示パネルＰＮＬと白色ＬＥＤを光源
とするバックライト装置（バックライトユニット）ＢＬＵとを組み合わせることにより、
液晶表示装置が構成されている。尚、バックライト装置ＢＬＵは、液晶表示パネルＰＮＬ
の背面に配置される。第１基板と第２基板との固定及び液晶の封止は、第２基板の周辺部
に環状に塗布された図示しないシール材で固定され、液晶も封止される構成となっている
。なお、以下の説明では、液晶表示パネルＰＮＬの説明においても、液晶表示装置と記す
。
【００２５】
　また、実施形態１の液晶表示装置では、液晶が封入された領域の内で表示画素（以下、
画素と略記する）の形成される領域が表示領域ＡＲとなる。従って、液晶が封入されてい
る領域内であっても、画素が形成されておらず表示に係わらない領域は表示領域ＡＲとは
ならない。
【００２６】
　さらには、実施形態１の液晶表示装置では第１基板の液晶側の面であって表示領域ＡＲ
内には、図中Ｘ方向に延在しＹ方向に並設されるゲート線ＧＬが形成されている。また、
図中Ｙ方向に延在しＸ方向に並設されるドレイン線ＤＬが形成されている。ドレイン線Ｄ
Ｌとゲート線ＧＬとで囲まれる矩形状の領域は画素が形成される領域を構成し、これによ
り、各画素は表示領域ＡＲ内においてマトリックス状に配置されるようになる。
【００２７】
　各画素は、例えば、図１中丸印Ａの拡大図Ａ’に示すように、ゲート線ＧＬからの走査
信号によってオンされる薄膜トランジスタＴＦＴと、このオンされた薄膜トランジスタＴ
ＦＴを介してドレイン線ＤＬからの階調信号（階調電圧）が供給される画素電極（第１電
極）ＰＸと、コモン線ＣＬに接続され階調信号の電位に対して基準となる電位を有する共
通信号が供給される共通電極（第２電極）ＣＴとを備えている。なお、拡大図Ａ’に示す
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共通電極ＣＴの構成では、画素毎に独立して形成される共通電極ＣＴにコモン線ＣＬを介
して共通信号を入力する構成としたが、これに限定されることはなく、Ｘ軸方向に隣接配
置される画素の共通電極ＣＴが直接に接続されるように共通電極ＣＴを形成し、Ｘ軸方向
の左右（第１基板の端部）の一端から、又は両側からコモン線ＣＬを介して共通信号を入
力する構成でもよい。
【００２８】
　各ドレイン線ＤＬは、例えばその下端において図示しないシール材を越えて延在され、
液晶表示パネルＰＮＬの下端に配置される階調信号駆動回路（ドレインドライバ）ＤＤＲ
の一つの出力端子に接続されている。同様にして、各ゲート線ＧＬは例えばその左端にお
いて図示しないシール材を越えて延在され、走査信号駆動回路（ゲートドライバ）ＧＤＲ
の一つの出力端子に接続されている。また、実施形態１においては、階調信号駆動回路Ｄ
ＤＲがコモン線ＣＬに共通信号を供給する構成となっており、コモン線ＣＬも図示しない
シール材を超えて延在され、階調信号駆動回路ＤＤＲの出力端子に接続されている。
【００２９】
　また、実施形態１の液晶表示装置では、走査信号駆動回路ＧＤＲ及び階調信号駆動回路
ＤＤＲに供給する各種制御信号を、外部信号（映像信号）ＥＳに基づいて生成するコント
ローラＣＮＴを備えている。特に、実施形態１においては、コントローラＣＮＴは、外部
信号ＥＳに基づいて階調信号駆動回路ＤＤＲから出力する階調信号のγ特性を補正するγ
補正部ＣＯＲと、γ補正用のγ補正データ（補正後のγ特性）を格納するデータ格納部Ｄ
Ｓを備える構成となっている。このとき、実施形態１では、初期値のγ特性を有する初期
値のγデータＤ０が格納されている。
【００３０】
　さらには、実施形態１のデータ格納部ＤＳでは、格納されるデータが書き換え可能な構
成となっており、後に詳述するように、初期値のγデータＤ０に基づいた白色表示時にお
ける色度値の計測結果に応じて、Ｓ１信号としてγ補正データが書き込まれる。
【００３１】
　また、実施形態１の液晶表示装置では、図示しないプリント基板が接続される構成とな
っており、例えばプリント基板にコントローラＣＮＴを搭載すると共に、階調信号駆動回
路ＤＤＲ及び走査線駆動回路ＧＤＲは第１基板に搭載される構成となっている。ただし、
この構成に限定されることはなく、例えばフレキシブルプリント基板に階調信号駆動回路
ＤＤＲ及び走査線駆動回路ＧＤＲを、テープキャリア方式やＣＯＦ（Chip On Film）方式
で搭載する構成であってもよい。また、階調信号駆動回路ＤＤＲ及び走査線駆動回路ＧＤ
Ｒを、低温ポリシリコンを用いたＴＦＴによって形成し、第１基板に内蔵してもよい。
【００３２】
　図２は本発明の実施形態１の液晶表示装置における白色度の補正方法の概略を説明する
ための図である。ただし、図２に示す液晶表示装置における白色度の規格範囲（Standard
 Range）は、ＣＩＥｘｙ色度図におけるｘ座標の規格範囲とｙ座標の規格範囲で定義して
いる。即ち、液晶表示装置の白色度の規格（色度座標の公差）は、ｘ座標がｘ１からｘ２
の範囲であり、ｙ座標がｙ１からｙ２の範囲であることを示している。従って、図２に示
すＡ～Ｄの４つの領域は、液晶表示装置の白色度の規格から外れた色度座標の領域である
。
【００３３】
　実施形態１における白色度の補正では、液晶表示装置の白色度を測定し、測定した白色
度が図２に示す白色度の規格から外れた場合に、γ補正を行い液晶表示装置の白色度を規
格内に収める構成としている。
【００３４】
　このとき、実施形態１では、規格範囲外の領域をＡ～Ｄの４つの領域（補正領域）に分
割しておき、この４つの領域（補正領域）毎に予め１つずつのγ補正データを備えておき
、測定した白色度に応じて、４つの範囲に対応する何れかのγ補正データを用いて、液晶
表示装置の白色度を規格内に収める構成としている。このときの４つのγ補正データの内
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、Ｄａ　ｄａｔａ（Ｄａ）は領域Ａに対応するγ補正データ、Ｄｂ　ｄａｔａ（Ｄｂ）は
領域Ｂに対応するγ補正データ、Ｄｃ　ｄａｔａ（Ｄｃ）は領域Ｃに対応するγ補正デー
タ、Ｄｄ　ｄａｔａ（Ｄｄ）は領域Ｄに対応するγ補正データである。ただし、規格範囲
外の領域数は４つの領域に限定されることはなく、複数であればよい。なお、γ補正デー
タの選択手順については、後に詳述する。
【００３５】
　次に、図３に本願発明の実施形態１の液晶表示装置に対応する白色度調整システムの概
略構成を説明するための図、図４に本発明の実施形態１の調整手順を説明するためのフロ
ーを示し、以下、図３及び図４に基づいて、白色度調整手順を説明する。
【００３６】
　図３に示すように、実施形態１の白色度調整システムは、非常に簡易な構成であり、調
整対象である液晶表示装置ＬＣＤの白色表示における光を赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色
（Ｂ）の画素毎の電気信号に変換するセンサとして機能するカメラ部ＳＥＮと、得られた
ＲＧＢの信号強度からＣＩＥｘｙ色度図内での白色度を算出する色度計ＣＯＬと、得られ
た白色度の管理及び解析等を行うパソコンＰＣと、γ補正データの書き込み指示等を行う
スイッチボックスＳＷＢとから構成されている。このとき、実施形態１の白色度調整シス
テムでは、パソコンＰＣから白表示（フル階調の白色表示）を行う外部信号ＥＳを液晶表
示装置ＬＣＤに出力する構成となっている。
【００３７】
　このとき、後に詳述するように、実施形態１の白色度調整システムでは、液晶表示装置
ＬＣＤの白表示時（フル階調の白色表示）の色度座標が図２に示すｘ座標の規格範囲とｙ
座標の規格範囲との範囲内（第１領域）にあるか、及び規格範囲外の４つの領域の何れの
領域の範囲内（第２領域）にあるかを判定するのみとなる。従って、簡易なカメラ部ＳＥ
Ｎと簡易な色度計ＣＯＬで色度座標を計測することが可能となるので、白色度調整システ
ムを簡易に構成できるという格別の効果を得ることができる。
【００３８】
　次に、図４に基づいて、実施形態１の白色度調整システムを用いた白色度の調整手順を
説明する。
【００３９】
　まず、液晶表示装置ＬＣＤの表示面側にカメラ部ＳＥＮを配置した後に、スイッチボッ
クスＳＷＢを操作して、液晶表示装置ＬＣＤに白表示用の外部信号ＥＳを入力することに
より、液晶表示装置ＬＣＤが白色表示を行う。液晶表示装置ＬＣＤにおける白表示はカメ
ラ部ＳＥＮで撮影され、ＲＧＢ毎の明るさ、色度に応じた電気信号に変換され、色度計Ｃ
ＯＬに出力される（ステップ４０１）。
【００４０】
　白表示時におけるＲＧＢ毎の明るさ、色度に応じた電気信号に基づいて、色度計ＣＯＬ
において色度座標が算出され、その色度座標がパソコンＰＣに出力される（ステップ４０
２）。
【００４１】
　ここで、パソコンＰＣには図２に示すｘ座標の規格範囲（ｘ１～ｘ２）とｙ座標の規格
範囲（ｙ１～ｙ２）がそれぞれ格納されており、色度計ＣＯＬで算出された色度座標が予
め設定された規格範囲値と比較され、この比較結果に基づいて、色度座標が規格範囲内の
色度か否か、すなわち、予め設定された色度範囲内であるかが判定される（ステップ４０
３）。
【００４２】
　このステップ４０３において、計測された色度座標が規格範囲内の場合には、白色度の
調整は不要となる。一方、ステップ４０３において、色度座標が規格範囲外と判定された
場合には、次に、パソコンＰＣは色度座標に基づいて、Ａ～Ｄの４つの規格範囲外の領域
の何れの領域であるかを識別する。次に、識別された領域である規格範囲外に対応するγ
補正データを識別する（ステップ４０４）。
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【００４３】
　この後に、識別され読み出されたγ補正データを初期値のγデータＤ０と入れ替えるよ
うにして、液晶表示装置に新しいγ補正データを書き込み処理する（ステップ４０５）。
【００４４】
　この後に、ステップ４０６で、再度、液晶表示装置ＬＣＤに白表示用の外部信号ＥＳが
出力され白表示がなされて、この白表示がカメラ部ＳＥＮで撮影され、白色度が再測定さ
れる。
【００４５】
　このステップ４０６以降は、前述するステップ４０２以降が再度実行され、ステップ４
０３において、計測された色度座標が規格範囲内であると判定された場合には、調整処理
が終了となる。
【００４６】
　実施形態１の液晶表示装置の白色度調整では、規格範囲外の領域を分割した分割数とγ
補正データ数とが一致する構成となっている、すなわち１つの分割された領域に１つのγ
補正データのみが対応する構成としているので、個々の色度ばらつきの度合いに応じて逐
一γ補正データを生成してからγ補正を行うことが不要となる。従って、γ補正及び白色
度調整に伴う時間を大幅に短縮することが可能となる。また、白色度調整システムの簡素
化、色度調整作業の簡略化が実現できる。さらには、実施形態１の液晶表示装置では、液
晶表示装置ＬＣＤの表示画像をカメラ部ＳＥＮで撮影する構成となっているので、個々の
液晶表示パネルＰＮＬが有する光学特性のばらつきを含めたγ補正及び白色度調整が可能
となるので、バックライト装置ＢＬＵからの照射光のみに基づいた白色度調整よりも正確
な白色度調整を行うことが可能となる。
【００４７】
　次に、図５に本発明の実施形態１の液晶表示装置における規格範囲と該規格範囲を超え
た場合のγ補正の原理を説明するための図を、図６に本発明の実施形態１の液晶表示装置
におけるγ補正の一例を説明するための図を示し、以下、図５及び図６に基づいて、実施
形態１の液晶表示装置におけるγ補正による色度調整について説明する。ただし、図６に
おいて、図６（ａ）は図５に示す領域Ａに対応するγ補正データによる補正動作を示す図
であり、図６（ｂ）は図５に示す領域Ｃに対応するγ補正データによる補正動作を示す図
である。図６（ａ）及び図６（ｂ）において、Ｒ０、Ｇ０、Ｂ０等は、各色の階調出力を
示している。
【００４８】
　図５において、一例として、色度ｘ座標Ｗｘの規格範囲を０．２９～０．３３、色度ｙ
座標Ｗｙの規格範囲を０．２９～０．３３とする。
【００４９】
　計測された色度座標が図５のａ１の点になった場合には、このａ１は領域Ａに含まれる
ので、例えば、初期値のγ特性γ０が、領域Ａに対応するγ補正データＤａによってγａ
に補正されることとなる。ここで、図５に一例として示した色度座標値において、領域Ａ
の色度は規格範囲内の色度に対して青色成分が多いので、図６（ａ）に示すように、青色
（Ｂ）の階調のみが他の赤色（Ｒ）や緑色（Ｇ）よりも各階調出力時に小さくなるように
して（図６（ａ）において階調Ｂ０のみが階調Ｂ１に変わる、即ち各色の階調を独立して
補正する）、白色度を矢印５０１で示す方向へシフトさせるγ補正データＤａが初期値の
γデータＤ０と置換され、データ格納部ＤＳに格納される。
【００５０】
　一方、計測された色度座標が図５のｃ１の点になった場合には、このｃ１は領域Ｃに含
まれるので、例えば、初期値のγ特性γ０、が領域Ｃに対応するγ補正データＤｃによっ
てγｃに補正されることとなる。ここで、図５に一例として示した色度座標値において、
領域Ｃの色度は規格範囲内の色度に対して緑色成分が多いので、図６（ｂ）に示すように
、緑色（Ｇ）の階調のみが他の赤色（Ｒ）や青色（Ｂ）よりも各階調出力時に小さくなる
ようにして（図６（ｂ）において階調Ｇ０のみが階調Ｇ１に変わる）、白色度を矢印５０



(9) JP 2012-78373 A 2012.4.19

10

20

30

40

50

２で示す方向へシフトさせるγ補正データＤｃが初期値のγデータＤ０と置換され、デー
タ格納部ＤＳに格納される。
【００５１】
　以上説明したように、実施形態１の液晶表示装置では液晶表示装置の白色度の規格から
外れた色度座標の領域を４つの補正領域に分割し、前記４つの補正領域毎に予め補正量が
設定されているγ補正データを備えており、液晶表示装置ＬＣＤに白色表示をさせ、該白
色表示時における色度座標を計測し、この計測された色度座標を判定し、この色度座標が
規格範囲内か範囲外かを判定し、範囲外の場合には、色度座標が４つの補正領域の何れの
領域であるかを判定し、特定された補正領域に対応するγ補正データを用いて、外部から
入力される映像信号に対応する階調信号を補正し、補正されたγ特性で画像表示を行う構
成となっている。従って、光源として用いる白色ＬＥＤの色度のばらつきが大きい場合で
あっても、製造時の簡易な調整で白色度を規格範囲内に収めた表示装置を製造できる。そ
の結果、従来と比較して色度設計値からの色度ずれ度合いが大きいＬＥＤも使用すること
が可能となり、部材コストを低減できるという格別の効果が得られる。
【００５２】
〈実施形態２〉
　図７は本発明の実施形態２の表示装置である液晶表示装置の概略構成を説明するための
図であり、コントローラＣＮＴの構成を除く他の構成は、実施形態１と同様となる。従っ
て、以下の説明では、コントローラＣＮＴについて詳細に説明する。
【００５３】
　図７に示すように、実施形態２のコントローラＣＮＴでは、データ格納部ＤＳは、γ補
正データの初期値である初期値のγデータＤ０と共に、領域Ａ～Ｄに対応するγ補正デー
タＤａ～Ｄｄを格納する構成となっている。このとき、実施形態２のコントローラＣＮＴ
では、Ｓ１信号として入力される選択信号に応じて、データ選択部ＳＥＬがＤ０及びＤａ
～Ｄｄの内の何れかのデータを選択し、γ補正部ＣＯＲに出力する構成となっている。こ
れにより、γ補正部ＣＯＲは外部信号ＥＳに基づいて階調信号駆動回路ＤＤＲから出力す
る階調信号のγ特性を、データ選択部ＳＥＬが選択するγ補正データに基づいて補正する
。従って、実施形態２では、図４に示すステップ４０５において、選択された補正データ
を選択するデータの書き込みのみとなるので、前述する実施形態１の効果に加えて、補正
されたγ補正データの切り替えに要する時間を大幅に短縮することが可能となり、さらな
る作業時間の短縮が可能となるという格別の効果を得ることができる。
【００５４】
　このときのＳ１信号として入力されるγ補正データの選択指示は、５つのγ補正データ
から１つのγ補正データを切り替えるための信号となるので、３ビット程度の信号で十分
となる。
【００５５】
　以上、本発明者によってなされた発明を、前記発明の実施形態に基づき具体的に説明し
たが、本発明は、前記発明の実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない
範囲において種々変更可能である。例えば、実施形態１においては、白色の色度調整方法
を例に説明をしたが、他の色の色度調整にも適用可能である。
【００５６】
　また、実施形態１において具体的に説明したγ補正による色度補正手段に限定されるこ
とはない。色度補正を必要とする領域（第２領域）を複数の補正領域に分割し、複数の補
正領域の各々に対応した他の色度補正手段を用いても、個々の色度ばらつきの度合いに応
じて逐一色度補正を行うことが不要となり、上述した本願発明の効果が得られるからであ
る。
【符号の説明】
【００５７】
ＰＮＬ……液晶表示パネル、ＡＲ……表示領域、ＤＤＲ……階調信号駆動回路
ＣＴ……共通電極、ＰＸ……画素電極、ＤＬ……ドレイン線、ＣＬ……コモン線
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ＧＬ……ゲート線、ＧＴ……ゲート電極、ＧＤＲ……走査信号駆動回路
ＴＦＴ……薄膜トランジスタ、ＣＮＴ……コントローラ、ＤＳ……データ格納部
ＢＬＵ……バックライト装置、ＣＯＲ……γ補正部、ＳＷＢ……スイッチボックス
ＳＥＮ……カメラ部、ＣＯＬ……色度計、ＰＣ……パソコン、ＬＣＤ……液晶表示装置
ＳＥＬ……データ選択部

【図１】

【図２】

【図３】
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