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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネル１次検査工程を経て判定された前記表示パネルのパネル欠陥領域を補償する
ための第１の補償データと、前記表示パネルの２次検査工程を経て判定された前記表示パ
ネルのパネル欠陥領域と非欠陥領域の間の境界部を補償するための第２の補償データをメ
モリに記憶する段階と；前記メモリに記憶された第１の補償データを用いて、前記パネル
欠陥領域に供給されるデータを変調する１次補償段階と；前記メモリに記憶された第２の
補償データを用いて、前記パネル欠陥領域と非欠陥領域の間の境界部に供給されるデータ
を変調する２次補償段階と；前記第２の補償データにより変調されたデータを前記表示パ
ネル上に表示する段階とを含み、前記２次補償段階で前記第２の補償データを用いて変調
される前記境界部のデータは、前記第１の補償データにより変調された前記パネル欠陥領
域のデータと、変調されていない前記非欠陥領域のデータとを含むことを特徴とする平板
表示装置の画質制御方法。
【請求項２】
　前記第１及び第２の補償データの中の少なくとも何れか一つは、前記パネル欠陥領域及
び前記境界部の位置を指示する位置データと、前記パネル欠陥領域に表示されるデータの
階調別に異なって設定される階調別補償データとを含むことを特徴とする請求項１に記載
の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項３】
　前記第１及び第２の補償データの中の少なくとも何れか一つは、赤色データを補償する
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ためのＲ補償データ、緑色データを補償するためのＧ補償データ及び青色データを補償す
るためのＢ補償データを含み、前記Ｒ補償データ、前記Ｇ補償データ及び前記Ｂ補償デー
タは、同一な画素位置の同一階調で同一な値に設定されることを特徴とする請求項１に記
載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項４】
　前記第１及び第２の補償データの中の少なくとも何れか一つは、赤色データを補償する
ためのＲ補償データ、緑色データを補償するためのＧ補償データ及び青色データを補償す
るためのＢ補償データを含み、前記Ｒ補償データ、前記Ｇ補償データ及び前記Ｂ補償デー
タは、同一な画素位置の同一階調で、前記Ｒ補償データ、前記Ｇ補償データ及び前記Ｂ補
償データの中の少なくとも一つの補償値が他の補償データと異なることを特徴とする請求
項１に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項５】
　前記１次補償段階は、前記パネル欠陥領域に表示されるｍビットの赤、ｍビットの緑及
びｍビットの青色のデータからｎビット（ｎはｍより大きな整数）の輝度情報と色差情報
とを抽出し、前記ｎビットの輝度情報を前記第１の補償データにより増減して変調された
ｎビットの輝度情報を発生し、前記変調されたｎビットの輝度情報と変調されない前記色
差情報とを用いて、ｍビットの変調された赤色データ、ｍビットの変調された緑色データ
及びｍビットの変調された青色データを発生する段階を含むことを特徴とする請求項１に
記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項６】
　前記１次補償段階は、前記第１の補償データを複数のフレーム期間に分散させ、前記パ
ネル欠陥領域に表示されるデータを前記複数のフレーム期間に分散された第１の補償デー
タにより増減する段階を含むことを特徴とする請求項１に記載の平板表示装置の画質制御
方法。
【請求項７】
　前記１次補償段階は、前記第１の補償データを隣接した画素に分散させ、前記パネル欠
陥領域に表示されるデータを前記隣接した画素に分散された第１の補償データにより増減
させることを特徴とする請求項１に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項８】
　前記１次補償段階は、前記第１の補償データを複数のフレーム期間に分けて分散させる
と共に、隣接した画素に分散させ、前記パネル欠陥領域に表示されるデータを前記分散さ
れた第１の補償データにより増減させることを特徴とする請求項１に記載の平板表示装置
の画質制御方法。
【請求項９】
　前記２次補償段階は、前記境界部に表示されるｍビットの赤、ｍビットの緑及びｍビッ
トの青色のデータからｎビット（ｎはｍより大きな整数）の輝度情報と色差情報とを抽出
し、前記ｎビットの輝度情報を前記第２の補償データにより増減して変調されたｎビット
の輝度情報を発生し、前記変調されたｎビットの輝度情報と変調されていない前記色差情
報とを用いて、ｍビットの変調された赤色データ、ｍビットの変調された緑色データ及び
ｍビットの変調された青色データを発生する段階を含むことを特徴とする請求項１に記載
の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項１０】
　前記２次補償部は、前記第２の補償データを複数のフレーム期間に分散させ、前記境界
部に表示されるデータを前記複数のフレーム期間に分散された第２の補償データにより増
減する段階を含むことを特徴とする請求項１に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項１１】
　前記２次補償部は、前記第２の補償データを隣接した画素に分散させ、前記境界部に表
示されるデータを前記隣接した画素に分散された第２の補償データにより増減させること
を特徴とする請求項１に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項１２】
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　前記２次補償部は、前記第２の補償データを複数のフレーム期間及び隣接した画素に分
散させ、前記境界部に表示されるデータを前記分散された第２の補償データにより増減さ
せることを特徴とする請求項１に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項１３】
　前記境界部は、前記パネル欠陥領域と前記非欠陥領域の境界と、その境界を含んだ一定
の大きさの領域を含むことを特徴とする請求項１に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項１４】
　前記境界部はそれぞれｉ×ｊ個の画素を含む複数の画素ウィンドーを含み、前記第２の
補償データは前記複数の画素ウィンドーのうち、正常輝度との輝度差が、相対的に大きな
輝度差を有する位置の画素ウィンドー内で、ｋ個の画素に対して前記輝度差を減少させる
ための補償値に設定され、前記大きな輝度差を有する位置より相対的に小さな輝度差を有
する位置の画素ウィンドー内ではｈ（但し、ｈはｋより小さな整数）個の画素に対して前
記輝度差を減少させるための前記補償値に設定されることを特徴とする請求項１に記載の
平板表示装置の画質制御方法。
【請求項１５】
　表示パネルの１次検査工程を経て判定された前記表示パネルのパネル欠陥領域を補償す
るための第１の補償データと、前記表示パネルの２次検査工程を経て判定された前記表示
パネルのパネル欠陥領域と非欠陥領域の間の境界部を補償するための第２の補償データを
記憶するメモリと；前記メモリに記憶された第１の補償データを用いて、前記パネル欠陥
領域に供給されるデータを変調する第１の補償部と；前記メモリに記憶された第２の補償
データを用いて、前記パネル欠陥領域と非欠陥領域の間の境界部に供給されるデータのう
ち、前記第１の補償データにより変調されたパネル欠陥領域に供給されるデータ及び変調
されていない前記非欠陥領域に供給されるデータを変調する第２の補償部とを備えること
を特徴とする平板表示装置の画質制御装置。
【請求項１６】
　前記第１及び第２の補償データの中の少なくとも何れか一つは、前記パネル欠陥領域及
び前記境界部の位置を指示する位置データと、前記パネル欠陥領域に表示されるデータの
階調別に異なって設定される階調別補償データとを含むことを特徴とする請求項１５に記
載の平板表示装置の画質制御装置。
【請求項１７】
　前記第１及び第２の補償データの中の少なくとも何れか一つは、赤色データを補償する
ためのＲ補償データ、緑色データを補償するためのＧ補償データ及び青色データを補償す
るためのＢ補償データを含み、前記Ｒ補償データ、前記Ｇ補償データ及び前記Ｂ補償デー
タは、同一な画素位置の同一階調で同一な値に設定されることを特徴とする請求項１５に
記載の平板表示装置の画質制御装置。
【請求項１８】
　前記第１及び第２の補償データの中の少なくとも何れか一つは、赤色データを補償する
ためのＲ補償データ、緑色データを補償するためのＧ補償データ及び青色データを補償す
るためのＢ補償データを含み、前記Ｒ補償データ、前記Ｇ補償データ及び前記Ｂ補償デー
タは、同一な画素位置の同一階調で、前記Ｒ補償データ、前記Ｇ補償データ及び前記Ｂ補
償データの中の少なくとも一つの補償値が他の補償データと異なることを特徴とする請求
項１５に記載の平板表示装置の画質制御装置。
【請求項１９】
　前記１次補償部は、前記パネル欠陥領域に表示されるｍビットの赤、ｍビットの緑及び
ｍビットの青色のデータからｎビット（ｎはｍより大きな整数）の輝度情報と色差情報と
を抽出し、前記ｎビットの輝度情報を前記第１の補償データにより増減して変調されたｎ
ビットの輝度情報を発生し、前記変調されたｎビットの輝度情報と変調されていない前記
色差情報とを用いて、ｍビットの変調された赤色データ、ｍビットの変調された緑色デー
タ及びｍビットの変調された青色データを発生することを特徴とする請求項１５に記載の
平板表示装置の画質制御装置。
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【請求項２０】
　前記１次補償部は、前記第１の補償データを複数のフレーム期間に分散させ、前記パネ
ル欠陥領域に表示されるデータを前記複数フレーム期間に分散された第１の補償データに
より増減させることを特徴とする請求項１５に記載の平板表示装置の画質制御装置。
【請求項２１】
　前記１次補償部は、前記第１の補償データを隣接した画素に分散させ、前記パネル欠陥
領域に表示されるデータを前記隣接した画素に分散された第１の補償データにより増減さ
せることを特徴とする請求項１５に記載の平板表示装置の画質制御装置。
【請求項２２】
　前記１次補償部は、前記第１の補償データを複数のフレーム期間及び隣接した画素に分
散させ、前記パネル欠陥領域に表示されるデータを前記分散された第１の補償データによ
り増減させることを特徴とする請求項１５に記載の平板表示装置の画質制御装置。
【請求項２３】
　前記２次補償部は、前記境界部に表示されるｍビットの赤、ｍビットの緑及びｍビット
の青色のデータからｎビット（ｎはｍより大きな整数）の輝度情報と色差情報とを抽出し
、前記ｎビットの輝度情報を前記第２の補償データにより増減して変調されたｎビットの
輝度情報を発生し、前記変調されたｎビットの輝度情報と変調されていない前記色差情報
とを用いて、ｍビットの変調された赤色データ、ｍビットの変調された緑色データ及びｍ
ビットの変調された青色データを発生することを特徴とする請求項１５に記載の平板表示
装置の画質制御装置。
【請求項２４】
　前記２次補償部は、前記第２の補償データを複数のフレーム期間に分散させ、前記境界
部に表示されるデータを前記複数のフレーム期間に分散された第２の補償データにより増
減させることを含むことを特徴とする請求項１５に記載の平板表示装置の画質制御装置。
【請求項２５】
　前記２次補償部は、前記第２の補償データを隣接した画素に分散させ、前記境界部に表
示されるデータを前記隣接した画素に分散された第２の補償データにより増減させること
を特徴とする請求項１５に記載の平板表示装置の画質制御装置。
【請求項２６】
　前記２次補償部は、前記第２の補償データを複数のフレーム期間及び隣接した画素に分
散させ、前記境界部に表示されるデータを前記分散された第２の補償データにより増減さ
せることを特徴とする請求項１５に記載の平板表示装置の画質制御装置。
【請求項２７】
　前記境界部は、前記パネル欠陥領域と前記非欠陥領域の境界と、その境界に近接した一
定の大きさの領域を含むことを特徴とする請求項１５に記載の平板表示装置の画質制御装
置。
【請求項２８】
　前記境界部はそれぞれｉ×ｊ個の画素を含む複数の画素ウィンドーを含み、前記第２の
補償データは前記複数の画素ウィンドーのうち、正常輝度との輝度差が、相対的に大きな
輝度差を有する位置の画素ウィンドー内で、ｋ個の画素に対して前記輝度差を減少させる
ための補償値に設定し、前記大きな輝度差を有する位置より相対的に小さな輝度差を有す
る位置の画素ウィンドー内ではｈ（但し、ｈはｋより小さな整数）個の画素に対して前記
輝度差を減少させるための前記補償値に設定することを特徴とする請求項１５に記載の平
板表示装置の画質制御装置。
【請求項２９】
　前記メモリはＥＥＰＲＯＭまたはＥＤＩＤ ＲＯＭを含むことを特徴とする請求項１５
に記載の平板表示装置の画質制御装置。
【請求項３０】
　ビデオデータで画像表示することのできる表示パネルと；請求項１５－２９の内の何れ
か一つの請求項に記載した前記画質制御装置を含むデータ補償部と；前記データ補償部に
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より変調されたデータを前記表示パネル上に表示する駆動部とを備えることを特徴とする
平板表示装置。
【請求項３１】
　前記表示パネルは、複数のデータラインと複数のゲートラインが交差され、複数の液晶
セルが配置される液晶表示パネルを含み、前記駆動部は、前記ビデオデータを階調表現の
できるアナログ電圧に変換して前記データラインに供給するためのデータ駆動部と；前記
ゲートラインにスキャンパルスを順次供給するためのゲート駆動部と；前記データ駆動部
及び前記ゲート駆動部を制御し、前記第２の補償部により変調されたデータを前記データ
駆動部に供給するためのタイミング制御部とを含み；前記メモリ及び前記第１及び第２の
補償部は前記タイミング制御部に内蔵されることを特徴とする請求項３０に記載の平板表
示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平板表示装置に関し、特に電気的なデータでむら欠陥を補償することによっ
て画質が向上されるようにした平板表示装置とその画質制御装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近の情報化社会において、表示素子は視覚情報の伝達媒体として、その重要性が常に
強調されている。現在、主流を成している陰極線管（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ
）またはブラウン管は重さと嵩が大きいという問題点がある。このような陰極線管の限界
を乗り越えられる多種の平板表示素子（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）が開発
されている。
【０００３】
　平板表示装置には、液晶表示装置（ＬＣＤ）、電界放出表示装置（ＦＥＤ）、プラズマ
ディスプレイパネル（ＰＤＰ）及び有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）等があり、これらの
大部分が実用化され市販されている。
【０００４】
　このような平板表示装置は、画像を示すための表示パネルを備え、このような表示パネ
ルにはテスト過程でむらまたはパネル欠陥が見つけられている。ここで、パネル欠陥とい
うのは、表示画面上の輝度差に伴う表示まだらとして定義される。このようなパネル欠陥
はおもに製造工程上発生し、その発生原因によって、点、線、帯、円、多角形等のような
定型的な形状を有するか、または不定型的な形状を有する。このように多様な形状を有す
るパネル欠陥の例を図１ないし図３に示した。
【０００５】
　図１は、不定型のパネル欠陥を示し、図２は、垂直の帯状のパネル欠陥、図３は、点状
のパネル欠陥を示す。そのうち、垂直の帯状のパネル欠陥は、主に重複露光、レンズ収差
などの原因により発生し、点状のパネル欠陥は、主に異物などにより発生する。このよう
なパネル欠陥位置に表示される画像は、周辺の非欠陥領域に比べ、さらに暗いか、または
さらに明るく示され、また、他の非欠陥領域に比べ、色差が異なるようになる。
【０００６】
　このようなパネル欠陥は、その程度によって製品の不良につながることもあり、このよ
うな製品の不良は、収率を低下させる。また、このようなパネル欠陥が見つけられた製品
が良品として出荷されるとしても、パネル欠陥により低下された画質は、製品の信頼度を
低下させる。
【０００７】
　従って、パネル欠陥を改善するために、多様な方法が提案されてきた。むらを減らすた
めに、現在までは主に工程技術の改善を通じてパネル欠陥を減らそうとして来た。しかし
、工程技術を改善するとしても、パネル欠陥は緩和可能であったが、そのパネル欠陥を完
全に除去することは不可能であった。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明の目的は、電気的なデータでパネル欠陥を補償することによって画質が
向上されるようにした平板表示装置とその画質制御装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的の達成のために、本発明に係る平板表示装置は、ビデオデータで画像表示する
ことのできる表示パネルと；前記表示パネルの１次検査工程を経て判定された前記表示パ
ネルのパネル欠陥領域を補償するための第１の補償データと、前記表示パネルの２次検査
工程を経て判定された前記表示パネルのパネル欠陥領域と非欠陥領域の間の境界部を補償
するための第２の補償データが記憶されるメモリと；前記メモリに記憶された前記第１の
補償データを用いて前記パネル欠陥領域に供給されるデータを変調する第１の補償部と；
前記メモリに記憶された前記第２の補償データを用いて、前記パネル欠陥領域と非欠陥領
域の間の境界部に供給されるデータのうち、前記第１の補償データにより変調されたパネ
ル欠陥領域に供給されるデータ及び変調されていない前記非欠陥領域に供給されるデータ
を変調する第２の補償部と；前記第２の補償部により変調されたデータを前記表示パネル
上に表示する駆動部とを備える。
【００１０】
　前記第１及び第２の補償データの中の少なくとも何れか一つは前記パネル欠陥領域及び
前記境界部の位置を指示する位置データと、前記パネル欠陥領域に表示されるデータの階
調別に異なって設定される階調別補償データとを含む。
【００１１】
　前記第１及び第２の補償データの中の少なくとも何れか一つは赤色データを補償するた
めのＲ補償データ、緑色データを補償するためのＧ補償データ及び青色データを補償する
ためのＢ補償データを含み、前記Ｒ補償データ、前記Ｇ補償データ及び前記Ｂ補償データ
は、同一な画素位置の同一階調で同一な値に設定されるか、同一な画素位置の同一階調で
、前記Ｒ補償データ、前記Ｇ補償データ及び前記Ｂ補償データの中の少なくとも一つの補
償値が他の補償データと異なる。
【００１２】
　前記１次補償部は、前記パネル欠陥領域に表示されるｍビットの赤、ｍビットの緑及び
ｍビットの青色のデータからｎビット（ｎはｍより大きな整数）の輝度情報と色差情報と
を抽出し、前記ｎビットの輝度情報を前記第１の補償データにより増減して変調されたｎ
ビットの輝度情報を発生し、前記変調されたｎビットの輝度情報と変調されていない前記
色差情報とを用いて、ｍビットの変調された赤色データ、ｍビットの変調された緑色デー
タ及びｍビットの変調された青色データを発生する。
【００１３】
　前記１次補償部は、前記第１の補償データを複数のフレーム期間に分散させ、前記パネ
ル欠陥領域に表示されるデータを前記複数フレーム期間に分散された第１の補償データに
より増減させる。
【００１４】
　前記１次補償部は、前記第１の補償データを隣接した画素に分散させ、前記パネル欠陥
領域に表示されるデータを前記隣接した画素に分散された第１の補償データにより増減さ
せる。
【００１５】
　前記１次補償部は、前記第１の補償データを複数のフレーム期間及び隣接した画素に分
散させ、前記パネル欠陥領域に表示されるデータを前記分散された第１の補償データによ
り増減させる。
【００１６】
　前記２次補償部は、前記境界部に表示されるｍビットの赤、ｍビットの緑及びｍビット
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の青色のデータからｎビット（ｎはｍより大きな整数）の輝度情報と色差情報とを抽出し
、前記ｎビットの輝度情報を前記第２の補償データにより増減して変調されたｎビットの
輝度情報を発生し、前記変調されたｎビットの輝度情報と変調されていない前記色差情報
とを用いて、ｍビットの変調された赤色データ、ｍビットの変調された緑色データ及びｍ
ビットの変調された青色データを発生する。
【００１７】
　前記境界部は、前記パネル欠陥領域と前記非欠陥領域の境界と、その境界を含んだ一定
の大きさの領域を含む。
【００１８】
　前記境界部はそれぞれｉ×ｊ個の画素を含む複数の画素ウィンドーを含み、前記第２の
補償データは前記複数の画素ウィンドーのうち、正常輝度より大きな輝度差を有する位置
の画素ウィンドー内で、ｋ個の画素に対して前記輝度差を減少させるための補償値に設定
され、前記大きな輝度差を有する位置より相対的に小さな輝度差を有する位置の画素ウィ
ンドー内ではｈ（但し、ｈはｋより小さな整数）個の画素に対して前記輝度差を減少させ
るための前記補償値に設定される。
【００１９】
　前記表示パネルは、複数のデータラインと複数のゲートラインが交差され、複数の液晶
セルが配置される液晶表示パネルを含む。
【００２０】
　前記駆動部は、前記ビデオデータを階調表現のできるアナログ電圧に変換して前記デー
タラインに供給するためのデータ駆動部と；前記ゲートラインにスキャンパルスを順次供
給するためのゲート駆動部と；前記データ駆動部及び前記ゲート駆動部を制御し、前記第
２の補償部により変調されたデータを前記データ駆動部に供給するためのタイミング制御
部とを含み；前記メモリ及び前記第１及び第２の補償部は前記タイミング制御部に内蔵さ
れる。
【００２１】
　本発明に係る平板表示装置の画質制御方法は、表示パネル１次検査工程を経て判定され
た前記表示パネルのパネル欠陥領域を補償するための第１の補償データと、前記表示パネ
ルの２次検査工程を経て判定された前記表示パネルのパネル欠陥領域と非欠陥領域の間の
境界部を補償するための第２の補償データをメモリに記憶する段階と；前記メモリに記憶
された第１の補償データを用いて、前記パネル欠陥領域に供給されるデータを変調する１
次補償段階と；前記メモリに記憶された第２の補償データを用いて、前記パネル欠陥領域
と非欠陥領域の間の境界部に供給されるデータを変調する２次補償段階と；前記第２の補
償データにより変調されたデータを前記表示パネル上に表示する段階とを含む。
【００２２】
　本発明に係る平板表示装置の画質制御装置は、表示パネルの１次検査工程を経て判定さ
れた前記表示パネルのパネル欠陥領域を補償するための第１の補償データと、前記表示パ
ネルの２次検査工程を経て判定された前記表示パネルのパネル欠陥領域と非欠陥領域の間
の境界部を補償するための第２の補償データを記憶するメモリと；前記メモリに記憶され
た第１の補償データを用いて、前記パネル欠陥領域に供給されるデータを変調する第１の
補償部と；前記メモリに記憶された第２の補償データを用いて、前記パネル欠陥領域と非
欠陥領域の間の境界部に供給されるデータのうち、前記第１の補償データにより変調され
たパネル欠陥領域に供給されるデータ及び変調されていない前記非欠陥領域に供給される
データを変調する第２の補償部とを備える。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明はパネル欠陥の大きさや形状とは関係なしに、電気的な補償データでパネル欠陥
を補償することができるのは勿論、パネル欠陥の輝度と色度を細密に補償できる利点があ
り、パネル欠陥補償と共にパネル欠陥領域と非欠陥領域の境界部を補償することにより、
さらに向上された画質の実現が可能になる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　前記目的の外、本発明の他の目的及び特徴は添付した図面を参照した実施の形態につい
ての説明を通じて明らかとなる。
【００２５】
　以下、図４ないし図２３を参照して、本発明の好ましい実施の形態について説明する。
以下の実施の形態においては、パネル欠陥補償についての説明は垂直帯状のパネル欠陥に
対する補償を中心として説明する。
【００２６】
　図４を参照すると、本発明の実施の形態に係る平板表示装置の画質制御方法は、各階調
のテストデータを平板表示装置の表示パネル上に印加してテスト画像を表示し、その画像
に対して電気的な検査及び/または肉眼検査を通じて、パネル欠陥、即ち、表示むらに対
して検査する。（Ｓ１）
【００２７】
　そして、本発明に係る平板表示装置の画質制御方法は、Ｓ１の段階で液晶表示装置上か
らパネル欠陥が見つけられると、そのパネル欠陥が表れる位置とパネル欠陥程度を分析し
てパネル欠陥位置データと階調領域別にパネル欠陥補償データを定めた後、このパネル欠
陥位置データと階調領域別パネル欠陥補償データを非揮発性メモリ、例えば、データの更
新及び消去のできるＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅＲｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）またはＥＤＩＤ ＲＯＭ （Ｅ
ｘｔｅｎｄｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ　ＲＯＭ）
に記憶する（Ｓ２）。以下、非揮発性メモリはＥＥＰＲＯＭを中心として説明する。一方
、ＥＥＰＲＯＭに記憶されるパネル欠陥領域に対して第１の補償データを用いて、図６Ｂ
に示すように、ｋ×Δｍ（ｋは任意の整数）だけ輝度を補償することにより、パネル欠陥
領域と非欠陥領域の輝度差はΔｍよりは小さなΔＬ１に減少されるようになる。ところで
、パネル欠陥領域の輝度が非欠陥領域の輝度に最大限近接または一致するように第１の補
償データがほぼ完璧な補償値に設定されるとしても、図６Ｃに示すように、パネル欠陥領
域と非欠陥領域の境界部（Ｂ１ないしＢ６）から非正常的に輝度が増加または減少する現
象、即ち、境界部ノイズが発生する場合がある。従って、本発明に係る平板表示装置の画
質制御方法は、パネル欠陥領域に対する１次検査工程を通じて判定された第１の補償デー
タを用いてパネル欠陥領域に対する輝度を１次的に補償し、第１の補償データでパネル欠
陥領域の輝度が補償された画像に対して境界部ノイズが発生するか否か検査する。一方、
境界部ノイズは、図６Ｃに示すノイズ形態の外にも、図６ＤのＡ及びＢは図６Ｃに示すよ
うに多様な形態として表れ、このような境界部ノイズはパネル欠陥領域と非欠陥領域の中
の何れか一つ以上に含まれることがありうる。そして、Δｍは平板表示装置が有する駆動
回路のデータ処理容量または多様な画像処理技法により平板表示装置毎に異なる値を有す
ることができる。例えば、６ビット処理容量の駆動回路を有する平板表示装置においての
Δｍと８ビット処理容量の駆動回路を有する平板表示装置においてのΔｍは異なる値を有
し、同一なビット処理容量の駆動回路を有する平板表示装置間にも画像処理技法の適用可
否により異なるΔｍ値を有することができる。
【００２８】
　本発明に係る平板表示装置の画質制御方法は、Ｓ３の段階で境界部ノイズが見つけられ
ると、その境界部ノイズが表れる位置とその程度を分析して境界部ノイズ位置データと階
調領域別に境界部ノイズ補償データを定めた後、この境界部ノイズ位置データと階調領域
別境界部ノイズ補償データをＳ２の段階でのような非揮発性メモリに記憶する（Ｓ４）。
この際、境界部ノイズ位置データと階調領域別境界部ノイズ補償データは、第１の位置及
び補償データと同様に、境界部ノイズの位置と程度によって変化する。このような境界部
ノイズ位置データ及び階調領域別境界部ノイズ補償データを以下、第２の位置データ及び
第２の補償データという。
【００２９】
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　前記のように第１及び第２の位置及び補償データが設定されると、本発明の平板表示装
置の画質制御方法は、第１の補償データでパネル欠陥領域に供給されるデータを変調し、
パネル欠陥領域の輝度を補償する（Ｓ５）。このような第１の補償データを用いたパネル
欠陥領域に供給されるデータの変調を以下、１次補償といい、この１次補償のためのデー
タの変調方法、即ち、１次補償方法に対して以下の実施の形態を通じて詳細に説明する。
【００３０】
　本発明の第１の実施の形態に係る１次補償方法は、パネル欠陥領域に供給されるデータ
を第１の補償データで増減し、パネル欠陥領域に供給されるデータを変調する。この際、
第１の補償データは一つの画素に対して、赤色データを補償するためのＲ補償データ、緑
色データを補償するためのＧ補償データ及び青色データを補償するためのＢ補償データを
含み、この第１の補償データは輝度補正の場合、一つの画素のＲ、Ｇ、Ｂ補償データそれ
ぞれに同一な値に設定され、また、この第１の補償データは色差補正の場合、一つの画素
のＲ、Ｇ、Ｂ補償データそれぞれに異なって設定される。即ち、第１の補償データは輝度
補正の場合に画素単位に設定され、色差補正の場合にサブ画素単位に設定される。このよ
うな第１の実施の形態に係る１次補償方法によるパネル欠陥補償結果の一例としては、図
７Ａのように、Ｒ補償データ、Ｇ補償データ及びＢ補償データが同一に「１」に設定され
、非パネル欠陥位置より１階調低いパネル欠陥位置に表示されるデータの階調を各色で同
一に１ずつ増加させ、パネル欠陥位置の輝度を補償することができる。さらに、第１の実
施の形態に係るデータ変調方法によるパネル欠陥補償結果の他の例としては、図７Ｂのよ
うに、Ｒ補償データは「１」に、Ｇ及びＢ補償データは「０」に設定され、非パネル欠陥
位置より赤色の純度が低いパネル欠陥位置に表示されるデータの色差を補償することもで
きる。このような本発明の第１の実施の形態に係る１次補償方法についての更に詳細な説
明は、後述される本発明の第１の実施の形態に係る第１の補償回路についての説明を参照
する。
【００３１】
　一方、平板表示パネルの一画素は、図８Ａのように、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂの三つのサブ画
素を含むこともできるが、図８Ｂのように、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ及び白Ｗの四つのサブ画素
を含むこともできる。
【００３２】
　従って、本発明の第２の実施の形態に係る１次補償方法は、第１の補償データが一つの
画素に対して赤色Ｒデータを補償するためのＲ補償データ、緑色Ｇデータを補償するため
のＧ補償データ及び青色Ｂデータを補償するためのＢ補償データの外に、白色Ｗデータを
補償するためのＷ補償データを含み、パネル欠陥領域に供給されるデータを前記のような
第１の補償データで増減し、パネル欠陥領域に供給されるデータを変調する。このように
白色データを補償するようになると、パネル欠陥位置での輝度補償がさらに容易になる。
このような本発明の第２の実施の形態に係る１次補償方法についての更に詳細な説明は、
後述される本発明の第２の実施の形態に係る第１の補償回路についての説明を参照する。
【００３３】
　本発明の第３の実施の形態に係る１次補償方法は、パネル欠陥領域に表示されるｍビッ
トの赤 Ｒｉ、緑 Ｇｉ、青Ｂｉの入力データを下記の数式１ないし数式３を用いてｎビッ
ト（ｎはｍより大きな正数）の輝度Ｙｉ、色差Ｕｉ/Ｖｉデータに変換し、ｎビットの輝
度Ｙｉデータを第１の補償データにより増減して変調されたｎビットの輝度Ｙｃデータを
発生し、ｎビットの変調された輝度Ｙｃデータ及び変調されていない色差Ｕｉ/Ｖｉデー
タを下記の数式４ないし数式６を用いてｍビットの変調された赤色Ｒｃデータ、ｍビット
の変調された緑色Ｇｃデータ及びｍビットの変調された青色Ｂｃデータを発生する。この
ような本発明の第３の実施の形態に係る１次補償方法についての更に詳細な説明は、後述
される本発明の第３の実施の形態に係る第１の補償回路についての説明を参照する。
［数式１］ 　
Ｙｉ＝０．２９９Ｒｉ＋０．５８７Ｇｉ＋０．１１４Ｂｉ
［数式２］ 　
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Ｕｉ＝－０．１４７Ｒｉ－０．２８９Ｇｉ＋０．４３６Ｂｉ＝０．４９２（Ｂｉ－Ｙ）
［数式３］
Ｖｉ＝０．６１５Ｒｉ－０．５１５Ｇｉ－ ０．１００Ｂｉ＝０．８７７（Ｒｉ－Ｙ）　
［数式４］ 
Ｒｃ＝Ｙｃ＋１．１４０Ｖｉ　
［数式５］ 　
Ｇｃ＝Ｙｃ－０．３９５Ｕｉ－０．５８１Ｖｉ
［数式６］ 　
Ｂｃ＝Ｙｃ＋２．０３２Ｕｉ
【００３４】
　本発明の第４ないし第６の実施の形態に係る１次補償方法は、微細に画質を調整する方
法として知られているフレームレートコントロールとディザリングとを用いてパネル欠陥
位置に表示されるデータを微細に調整する。
【００３５】
　フレームレートコントロールとディザリング方法について、図９ないし図１１を参照し
て説明する。
【００３６】
　フレームコントロールは、「０」階調と「１」階調が四つのフレームの間に順次表示さ
れる一つの画素を仮定する場合、図９のＡのように、その画素が三つのフレームの間に０
階調を表示する一方、残りの一つのフレームの間に１階調を表示すると、観察者は網膜の
積分効果によって四つのフレームの間に１/４階調を感じる。反面、図９のＢのように、
同一画素が二つのフレームの間に０階調を表示する一方、残りの二つのフレームの間に１
階調を表示すると、観察者は網膜の積分効果によって四つのフレームの間に１/２階調を
感じ、図９のＣのように、同一画素が一つのフレームの間に０階調を表示する一方、残り
の三つのフレームの間に１階調を表示すると、観察者は網膜の積分効果によって四つのフ
レームの間に３/４階調を感じる。
【００３７】
　本発明の第４の実施の形態に係る１次補償方法は、前記のようなフレームレートコント
ロールを用いてパネル欠陥位置に表示されるデータを変調する。このフレームレートコン
トロールを用いたデータ変調についての詳細な説明は、後述される第４の実施の形態に係
る第１の補償回路についての説明を参照する。
【００３８】
　ディザリング方法は、四つの画素（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４）を含んだ単位画素ウィン
ドーを仮定する場合、図１０のＡのように、その単位画素ウィンドー内で三つの画素（Ｐ
１、Ｐ３、Ｐ４）が０階調を表示し、残りの一つの画素（Ｐ２）が１階調を表示すると、
該当フレーム期間の間、観察者は単位画素ウィンドーから１/４階調を感じる。反面、図
１０のＢのように、単位画素ウィンドー内で二つの画素（Ｐ１、Ｐ４）が０階調を表示し
、残りの二つの画素（Ｐ２、Ｐ３）が１階調を表示すると、該当フレーム期間の間、観察
者は単位画素ウィンドーから１/２階調を感じ、図１０のＣのように、単位画素ウィンド
ー内で一つの画素（Ｐ１）が０階調を表示し、残りの三つの画素（Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４）が
１階調を表示すると、該当フレーム期間の間、観察者が単位画素ウィンドーから３/４階
調を感じる。
【００３９】
　本発明の第５の実施の形態に係る１次補償方法は、前記のようなディザリングを用いて
パネル欠陥位置に表示されるデータを変調する。このディザリングを用いたデータ変調に
ついての詳細な説明は、後述される第５の実施の形態に係る第１の補償回路についての説
明を参照する。
【００４０】
　そして、本発明では、フレームレートコントロールとディザリングそれぞれを用いるだ
けでなく、フレームレートコントロールから発生されるフリッカー現象とディザリングか
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ら発生される解像度の低下を低減させるために、図１１のように、フレームレートコント
ロールとディザリングを併用し、パネル欠陥位置においてのデータを微細に調整する。
【００４１】
　図１１を参照すると、四つの画素（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４）を含んだ単位画素ウィン
ドーを四つのフレームの間に順次表示する場合を仮定すると、図１１のＡのように、単位
画素ウィンドーが四つのフレームの間に１階調が表示される一つの画素をフレーム毎に異
にしながら１/４階調を表示すると、観察者はフリッカーと解像度の低下を殆ど感じなく
、四つのフレームの間に単位画素ウィンドーを１/４階調に感じる。反面、図１１のＢ、
Ｃのように、単位画素ウィンドーが四つのフレームの間に１階調が表示される二つまたは
三つの画素をフレーム毎に異にしながら１/２階調または３/４階調を表示すると、観察者
はフリッカーと解像度の低下を殆ど感じなく、四つのフレームの間に単位画素ウィンドー
を１/２階調または３/４階調に感じる。
【００４２】
　本発明の第６の実施の形態に係る１次補償方法は、前記のようなフレームレートコント
ロールとディザリングを併用してパネル欠陥位置に表示されるデータを変調する。このフ
レームレートコントロールとディザリングを併用したデータ変調についての詳細な説明は
、後述される第６の実施の形態に係る第１の補償回路についての説明を参照する。
【００４３】
　一方、本発明において、フレームレートコントロールのフレーム数やディザリングにお
いての単位画素ウィンドーが含まれた画素数は必要に応じて多様に調整できる。
【００４４】
　前記のようなパネル欠陥の１次補償に続いて、本発明の平板表示装置の画質制御方法は
、パネル欠陥領域と非欠陥領域の境界部に供給されるデータを第２の補償データにより変
調して境界部ノイズを補償する（Ｓ６）。ここで、パネル欠陥領域と非欠陥領域の境界部
に供給されるデータのうち、パネル欠陥領域に含まれるデータは前記のＳ５の段階を通じ
て変調されたデータを指す。即ち、境界部ノイズがパネル欠陥領域と非欠陥領域の両方に
渡って形成される場合、第２の補償データにより変調されるデータは第１の補償データに
より変調されパネル欠陥領域に供給されるデータと、変調されていない非欠陥領域に供給
されるデータである。このような第２の補償データを用いたパネル欠陥領域と非欠陥領域
に供給されるデータの変調を以下、２次補償であるといい、この２次補償のためのデータ
変調方法、即ち、２次補償方法は前記１次補償方法の第１ないし第６の実施の形態を通じ
て説明した補償方法の中の何れか一つを使用する。従って、２次補償方法についての詳細
な説明は省略することにし、この代り、境界部に発生されるノイズパターンに係るその補
償パターンについては具体的な例をあげて説明する。
【００４５】
　図１２Ａないし図１２Ｃを参照すると、本発明の第１の実施の形態に係る２次補償の補
償パターンは、例えば、図１２ＡのＡに示すように、ｘ１で輝度が異常に増加してｘ２に
いくほど漸次減少する形態に境界部ノイズが形成される場合、図１２Ｂに示すように、ｘ
１からｘ２まで輝度を段階的に低減させるために、ｘ１とｘ２の間に位置した画素に対し
てｘ１からｘ２まで段階的にｋ×ΔＬずつ、その補償幅が低減するように、例えば、ｘ１
からｘ２まで－３ΔＬ、－２ΔＬ、－ΔＬのようにΔＬずつ補償幅が低減するようにその
補償値を設定する。また、図１２ＡのＢに示すように、境界部の輝度がｘ３で異常に減少
してｘ２にいくほど漸次増加する形態に輝度分布が形成される場合、図１２Ｃに示すよう
に、ｘ３からｘ４まで輝度を段階的に上昇させるために、ｘ３とｘ４の間に位置した画素
に対してｘ３からｘ４まで段階的にｋ×ΔＬずつ、その補償幅が低減するように、例えば
、ｘ３からｘ４まで＋３ΔＬ、＋２ΔＬ、＋ΔＬのようにΔＬずつ補償幅が低減するよう
にその補償値を設定する。ここで、図１２Ｂ及び図１２Ｃの四角形に区分された空間は各
画素を意味し、その中に記載された内容はその画素に適用される補償値を意味する。
【００４６】
　図１３Ａないし図１３Ｃを参照すると、本発明の第２の実施の形態に係る２次補償の補
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償パターンは、例えば、図１３ＡのＡに示すように、ｘ５からｘ６まで輝度が漸次増加し
てからｘ６からｘ７まで輝度が漸次減少する形態に境界部ノイズが形成される場合、即ち
、ｘ６で最も激しいノイズが形成され、ｘ５及びｘ７にいくほどノイズが減少する場合、
図１３Ｂに示すように、２×２個の画素を含んだ単位画素ウィンドー（Ｐｘ）を仮定する
と、ｘ６に隣接した画素ウィンドー内の任意の数の画素、例えば、二つの画素に対して輝
度を低減する補償値を設定し、ｘ６の両側からｘ５及びｘ７に隣接した画素ウィンドー内
では前記のｘ６に隣接した画素ウィンドーでのよりは少ない数の画素、例えば、一つの画
素に対して輝度を低減する補償値を設定する。この際、画素ウィンドー内の画素に対して
輝度を低減する補償値はｋ×ΔＬ、例えば、－３ΔＬ、－２ΔＬ、－１ΔＬ等、ノイズの
程度に応じて多様な値に設定することができる。反面、図１３ＡのＢに示すように、ｘ８
からｘ９まで輝度が漸次減少してからｘ９からｘ１０まで輝度が漸次増加する形態に境界
部ノイズが形成される場合、即ち、ｘ９で最も激しいノイズが形成され、ｘ８及びｘ１０
にいくほどノイズが減少する場合、図１３Ｃに示すように、ｘ９に隣接した画素ウィンド
ー内の任意の数の画素、例えば、二つの画素に対して輝度を増加させる補償値を設定し、
ｘ９の両側からｘ８及びｘ１０に隣接した画素ウィンドー内では前記のｘ９に隣接した画
素ウィンドーでのよりは少ない数の画素、例えば、一つの画素に対して輝度を増加させる
補償値を設定する。この際、画素ウィンドー内の画素に対して輝度を増加させる補償値は
ｋ×ΔＬ、例えば、＋３ΔＬ、＋２ΔＬ、＋１ΔＬ等、ノイズの程度に応じて多様な値に
設定することができる。このような第２の実施の形態に係る２次補償の補償パターンは、
第１の実施の形態に係る２次補償のパターンよりさらに微細なノイズ補償ができる利点が
ある。一方、本実施の形態においては、２×２の単位画素ウィンドーを仮定して説明した
が、単位画素ウィンドーに含まれた画素数は４×４、８×８のように、必要に応じて多様
に調整することができる。特に、大形パネルにおいては、８×８のように多くの画素数を
含む画素ウィンドーで前記のような補償パターンを形成して境界部を補償する方が画質の
低下を防ぐのに有利である。
【００４７】
　本発明の平板表示装置の画質制御方法は、前記のような検査過程（Ｓ１ないしＳ４）を
経て判定された補償データにより、１次及び２次変調過程（Ｓ５及びＳ６）を経たデータ
を平板表示装置に表示する（Ｓ７）。
【００４８】
　以下、図１４ないし図２３を参照して、本発明に係る平板表示装置の画質制御装置と、
それを用いた平板表示装置について説明する。
【００４９】
　図１４を参照すると、本発明の実施の形態に係る平板表示装置は、複数のデータライン
５８と複数のスキャンライン５９が交差し、画素がマトリクス状に配置されてスキャンラ
イン５９に供給されるスキャンパルスに応じてデータライン５８に供給されるディジタル
ビデオデータで画像が駆動される平板表示パネル６０と、平板表示パネル６０上のパネル
欠陥と境界部ノイズを補償するための第１及び第２の位置補償データが記憶されたメモリ
５３と、第１の補償データを用いて平板表示パネルに供給される入力ディジタルビデオデ
ータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉを変調して第１の補正ディジタルビデオデータＲｃ１/Ｇｃ１/Ｂｃ１
を発生する第１の補償回路５１と、第２の補償データを用いて第１の補正ディジタルビデ
オデータＲｃ１/Ｇｃ１/Ｂｃ１を変調して第２の補正ディジタルビデオデータＲｃ２/Ｇ
ｃ２/Ｂｃ２を発生する第２の補償回路５０と、第２の補正ディジタルビデオデータＲｃ
２/Ｇｃ２/Ｂｃ２を用いて平板表示パネル６０を駆動する駆動部１００とを備える。この
ような平板表示装置１００は、液晶表示装置（ＬＣＤ）、電界放出表示装置（ＦＥＤ）、
ブラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）及び有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）等に実現さ
れる。
【００５０】
　平板表示パネル６０は、複数のデータライン５８と複数のスキャンライン５９が交差し
、その交差部毎に形成された画素がマトリクス状に配置される。各画素はスキャンライン
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５９を通じて供給されるスキャンパルスに応じてデータライン５８に供給されるディジタ
ルビデオデータにより駆動される。
【００５１】
　メモリ５３には、パネル欠陥と境界部ノイズを補償するための第１の位置データ及び第
１の補償データと、第２の位置データ及び第２の補償データとが記憶される。第１及び第
２の位置及び補償データは、前記の本発明に係る平板表示装置の画質制御方法から説明し
た通りである。
【００５２】
　第１の補償回路５１は、第１の補償データを用いて平板表示パネルに供給される入力デ
ィジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉを変調し、第１の補正ディジタルビデオデータＲｃ
１/Ｇｃ１/Ｂｃ１を発生する。
【００５３】
　図１５は、第１の補償回路５１の第１の実施の形態と、その動作を説明するための図面
である。
【００５４】
　図１５を参照すると、本発明の第１の実施の形態に係る第１の補償回路５１は、位置判
断部７１、階調判断部７２Ｒ、７２Ｇ、７２Ｂ、アドレス生成部７３Ｒ、７３Ｇ、７３Ｂ
及び演算器７４Ｒ、７４Ｇ、７４Ｂを備える。そして、ＥＥＰＲＯＭ５３は、赤Ｒ、緑Ｇ
、青Ｂ別に補償データＣＤとその位置データＰＤを記憶する第１ないし第３のＥＥＰＲＯ
Ｍ５３Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂを含む。
【００５５】
　第１ないし第３のＥＥＰＲＯＭ５３Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂに記憶されたデータは、色補正
やサブ画素単位にパネル欠陥が補償される場合に、同一位置と同一階調でＥＥＰＲＯＭ５
３Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂ別に異なって設定される一方、輝度補正や赤、緑及び青の三つのサ
ブ画素を含んだ画素単位にパネル欠陥が補償される場合に、同一位置と同一階調でＥＥＰ
ＲＯＭ５３Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂのそれぞれで同一に設定される。
【００５６】
　位置判断部７１は、垂直/水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル信
号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉ
の表示位置を判断する。
【００５７】
　階調判断部７２Ｒ、７２Ｇ、７２Ｂは、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂの入力ディジタルビデオデー
タＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの階調を分析する。
【００５８】
　アドレス生成部７３Ｒ、７３Ｇ、７３Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ５３Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂの位
置データＰＤを参照して、入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの表示位置がパネ
ル欠陥位置に当たると、そのパネル欠陥位置においての補償データＣＤを読み出すための
リードアドレス（Ｒｅａｄ　Ａｄｄｒｅｓｓ）を生成し、ＥＥＰＲＯＭ５３Ｒ、５３Ｇ、
５３Ｂに供給する。
【００５９】
　アドレスに応じてＥＥＰＲＯＭ５３Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂから出力される補償データＣＤ
は演算器７４Ｒ、７４Ｇ、７４Ｂに供給される。
【００６０】
　演算器７４Ｒ、７４Ｇ、７４Ｂは、入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉに補償
データＣＤを加算または減算し、パネル欠陥位置に表示される入力ディジタルビデオデー
タＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉを変調する。ここで、演算器７４Ｒ、７４Ｇ、７４Ｂは加算器、減算器
の外にも入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉに補償データＣＤを乗算または除算
する乗算器または除算器を含むこともできる。
【００６１】
　本発明の第２の実施の形態に係る第１の補償回路５１は、本発明の第１の実施の形態に
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係る第１の補償回路５１の構成に加えて、図１６のように、階調判断部７２Ｗ、アドレス
生成部７３Ｗ及び演算器７４Ｗをさらに備える。そして、ＥＥＰＲＯＭ５３はパネル欠陥
位置においての白色データに対する補償データがルックアップテーブルの形態に記憶され
る第３のＥＥＰＲＯＭ５３Ｗをさらに備える。このように白色データＷｉを補償するよう
になると、パネル欠陥位置においての輝度補償がさらに容易になる。一方、白色データＷ
ｉは、赤、緑及び青色の入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉを変数として算出さ
れる輝度情報Ｙから定められる。
【００６２】
　図１７は、本発明の第３の実施の形態に係る第１の補償回路５１とＥＥＰＲＯＭ５３Ｙ
を示す図面である。
【００６３】
　図１７を参照すると、本発明の第３の実施の形態に係る第１の補償回路５１は、ＲＧＢ
－ＹＵＶ変換器１２０、位置判断部１２１、階調判断部１２２、アドレス生成部１２３、
演算器１２４及びＹＵＶ－ＲＧＢ変換器１２５を備える。そして、ＥＥＰＲＯＭ５３Ｙは
パネル欠陥位置に表示される入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの輝度情報Ｙｉ
を微細に変調するための位置別、階調別パネル欠陥輝度補償データが記憶される。
【００６４】
　ＲＧＢ－ＹＵＶ変換器１２０は、ｍ/ｍ/ｍビットのＲ/Ｇ/Ｂデータを有する入力ディジ
タルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉを変数とする下記の数式１ないし数式３を用いて、ｎ/
ｎ/ｎ（ｎはｍより大きな正数）ビットの輝度情報Ｙｉと色差情報ＵｉＶｉとを算出する
。
【００６５】
　位置判断部１２１は、垂直/水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂ
ｉの表示位置を判断する。
【００６６】
　階調判断部１２２は、ＲＧＢ－ＹＵＶ変換器１２０からの輝度情報Ｙｉに基づいて入力
ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの階調を分析する。
【００６７】
　アドレス生成部１２７は、ＥＥＰＲＯＭ５３Ｙのパネル欠陥位置データを参照して、入
力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの表示位置がパネル欠陥位置に当たると、その
パネル欠陥位置でのパネル欠陥輝度補償データを読み出すためのリードアドレスを生成し
てＥＥＰＲＯＭ５３Ｙに供給する。
【００６８】
　アドレスに応じてＥＥＰＲＯＭ５３Ｙから出力されるパネル欠陥輝度補償データは演算
器１２４に供給される。
【００６９】
　演算器１２４は、ＲＧＢ－ＹＵＶ変換器１２０からのｎビット輝度情報ＹｉにＥＥＰＲ
ＯＭ５３Ｙからのパネル欠陥輝度補償データを加算または減算し、パネル欠陥位置に表示
される入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの輝度を変調する。ここで、演算器１
２４は、加算器、減算器の外にもｎビット輝度情報Ｙｉにパネル欠陥輝度補償データを乗
算または除算する乗算器または除算器を含むこともできる。
【００７０】
　このように、演算器１２４により変調された輝度情報Ｙｃは拡張されたｎビットの輝度
情報Ｙｉを増減させるため、入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの輝度を小数部
まで微細に調整することができる。
【００７１】
　ＹＵＶ－ＲＧＢ変換器１２５は、演算器１２４により変調された輝度情報ＹｃとＲＧＢ
 － ＹＵＶ変換器１２０からの色差情報ＵｉＶｉを変数とする前記の数式４ないし数式６
を用いて、ｍ/ｍ/ｍビットの変調されたデータＲｃ/Ｇｃ/Ｂｃを算出する。
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【００７２】
　このように、本発明の第３の実施の形態に係る補償回路は、人の目が色差よりは輝度差
に敏感であるといることに着眼し、パネル欠陥位置に表示されるＲ/Ｇ/Ｂビデオデータを
輝度成分と色差成分に変換し、このうち、輝度情報を含むＹデータのビット数を拡張して
パネル欠陥位置の輝度を調節することにより、平板表示装置のパネル欠陥位置から輝度の
微細な調節を可能にする。
【００７３】
　図１８は、本発明の第４の実施の形態に係る補償回路５１とＥＥＰＲＯＭを示す図面で
ある。
【００７４】
　図１８を参照すると、補償回路５１は、位置判断部１６１、階調判断部１６２Ｒ、１６
２Ｇ、１６２Ｂ、アドレス生成部１６３Ｒ、１６３Ｇ、１６３Ｂ及びＦＲＣ制御器１６４
Ｒ、１６４Ｇ、１６４Ｂを備える。そして、ＥＥＰＲＯＭは、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別に補償
データＣＤとその位置データＰＤを記憶する第１ないし第３のＥＥＰＲＯＭ５３ＦＲ、５
３ＦＧ、５３ＦＢを含む。
【００７５】
　位置判断部１６１は、垂直/水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂ
ｉの表示位置を判断する。
【００７６】
　階調判断部１６２Ｒ、１６２Ｇ、１６２Ｂは、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂの入力ディジタルビデ
オデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの階調を分析する。
【００７７】
　アドレス生成部１６３Ｒ、１６３Ｇ、１６３Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ５３Ｒ、５３Ｇ、５３
Ｂの位置データＰＤを参照して、入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの表示位置
がパネル欠陥位置に当たると、そのパネル欠陥位置においての補償データＣＤを読み出す
ためのリードアドレス（Ｒｅａｄ　Ａｄｄｒｅｓｓ）を生成し、ＥＥＰＲＯＭ５３ＦＲ、
５３ＦＧ、５３ＦＢに供給する。
【００７８】
　アドレスに応じてＥＥＰＲＯＭ５３ＦＲ、５３ＦＧ、５３ＦＢから出力される補償デー
タＣＤはＦＲＣ制御器１６４Ｒ、１６４Ｇ、１６４Ｂに供給される。
【００７９】
　ＦＲＣ制御器１６４Ｒ、１６４Ｇ、１６４Ｂは、入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇ
ｉ/ＢｉにＥＥＰＲＯＭ５３ＦＲ、５３ＦＧ、５３ＦＢからの補償データＣＤを増減して
パネル欠陥位置に表示されるデータを変調し、図９のように、パネル欠陥補償値に応じて
補償データＣＤが増減されるフレームの個数とフレームの順序を異にし、補償データＣＤ
を複数のフレームに分散させる。例えば、パネル欠陥位置に補償される補償値に設定され
る補償データＣＤが０．５階調であると、ＦＲＣ制御器１６４Ｒ、１６４Ｇ、１６４Ｂは
四つのフレームのうち、二つのフレームの期間の間に該当パネル欠陥位置画素のデータに
「１」階調を加算し、パネル欠陥位置に表示されるデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉのパネル欠陥の
程度０．５階調を補償する。このようなＦＲＣ制御器１６４Ｒ、１６４Ｇ、１６４Ｂは、
図１８のような回路構成を有する。
【００８０】
　図１９は、赤色データを補正するための第１のＦＲＣ制御器１６４Ｒを詳細に示す図面
である。一方、第２及び第３のＦＲＣ制御器 １６４Ｇ、１６４Ｂは第１のＦＲＣ制御器
１６４Ｒと実質的に同一な回路構成を有する。
【００８１】
　図１９を参照すると、第１のＦＲＣ制御器１６４Ｒは補償値判定部１７１、フレーム数
感知部１７２及び演算器１７３を備える。
【００８２】
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　補償値判定部１７１はＲ補償値を判定し、その補償値をフレーム数に応じて割られた値
にＦＲＣデータＦＤを発生する。例えば、四つのフレームをＦＲＣの一フレームグループ
にする場合、Ｒパネル欠陥補償データ「００」は０階調、Ｒパネル欠陥補償データ「０１
」は１/４階調、Ｒパネル欠陥補償データ「１０」は１/２階調、「１１」は３/４階調に
対する補償値として認識するように予め設定されたことなら、補償値判定部１７１はＲパ
ネル欠陥補償データ「０１」を該当パネル欠陥位置のデータの表示階調に１/４階調を加
算するデータに判定する。このように、Ｒパネル欠陥補償データの階調が判定されると、
補償値判定部１７１は該当パネル欠陥位置に供給される入力ディジタルビデオデータＲｉ
/Ｇｉ/Ｂｉに１/４階調を補償するために、図９のＡに示すように、第１ないし第４フレ
ームのうち、いずれか一つのフレームに１階調が加算されるように、加算される一フレー
ム期間に「１」のＦＲＣデータＦＤを発生し、残りの三つのフレームの期間の間に「０」
のＦＲＣデータＦＤを発生する。
【００８３】
　フレーム数感知部１７２は、垂直/水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、ドットクロ
ックＤＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥの中の何れか一つ以上を用いてフレーム数を
感知する。例えば、フレーム数感知部１７２は垂直同期信号Ｖｓｙｎｃをカウンティング
してフレーム数を感知することができる。
【００８４】
　演算器１７３は入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/ＢｉをＦＲＣデータＦＤに増減
して補正されたディジタルビデオデータＲｃを発生する。
【００８５】
　本発明の第４の実施の形態に係る補償回路５１とＥＥＰＲＯＭ５３は、入力Ｒ、Ｇ、Ｂ
ディジタルビデオデータがそれぞれ８ビットであり、四つのフレーム期間を一フレームフ
ループにして補償値を時間的分散させることであると仮定する場合、１０２１階調に細分
化してパネル欠陥位置に表示されるデータを細密に補正することができる。
【００８６】
　図２０は、本発明の第５の実施の形態に係る補償回路５１とＥＥＰＲＯＭを示す図面で
ある。
【００８７】
　図２０を参照すると、補償回路５１は位置判断部１８１、階調判断部１８２Ｒ、１８２
Ｇ、１８２Ｂ、アドレス生成部１８３Ｒ、１８３Ｇ、１８３Ｂ及びディザリング制御器１
８４Ｒ、１８４Ｇ、１８４Ｂを備える。そして、ＥＥＰＲＯＭは、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別に
補償データＣＤとその位置データＰＤを記憶する第１ないし第３のＥＥＰＲＯＭ５３ＤＲ
、５３ＤＧ、５３ＤＢを含む。
【００８８】
　位置判断部１８１は、垂直/水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂ
ｉの表示位置を判断する。
【００８９】
　階調判断部１８２Ｒ、１８２Ｇ、１８２Ｂは赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂの入力ディジタルビデオ
データＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの階調を分析する。
【００９０】
　アドレス生成部１８３Ｒ、１８３Ｇ、１８３ＢはＥＥＰＲＯＭ５３ＤＲ、５３ＤＧ、５
３ＤＢの位置データＰＤを参照して、入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの表示
位置がパネル欠陥位置に当たると、そのパネル欠陥位置においての補償データＣＤを読み
出すためのリードアドレス（Ｒｅａｄ　Ａｄｄｒｅｓｓ）を生成し、ＥＥＰＲＯＭ５３Ｄ
Ｒ、５３ＤＧ、５３ＤＢに供給する。
【００９１】
　アドレスに応じてＥＥＰＲＯＭ５３ＤＲ、５３ＤＧ、５３ＤＢから出力される補償デー
タＣＤはディザリング制御器１８４Ｒ、１８４Ｇ、１８４Ｂに供給される。
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【００９２】
　ディザリング制御器１８４Ｒ、１８４Ｇ、１８４ＢはＥＥＰＲＯＭ５３ＤＲ、５３ＤＧ
、５３ＤＢからの補償データＣＤを複数の画素を含んだ単位画素ウィンドーの各画素に分
散させ、パネル欠陥位置に表示される入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉを変調
する。
【００９３】
　図２１は、赤色データを補正するための第１のディザリング制御器１８４Ｒを詳細に示
す図面である。一方、第２及び第３のディザリング制御器１８４Ｇ、１８４Ｂは第１のデ
ィザリング制御器１８４Ｒと実質的に同一な回路構成を有する。
【００９４】
　図２１を参照すると、第１のディザリング制御器１８４Ｒは補償値判定部１９１、画素
位置感知部１９２及び演算器１９３を備える。
【００９５】
　補償値判定部１９１はＲ補償値を判定し、その補償値を単位画素ウィンドー内に含まれ
た画素に分散される値にディザリングデータＤＤを発生する。この補償値判定部１９１に
は、Ｒ補償値に応じてディザリングデータＤＤが自動出力されるようにプログラミングさ
れてある。例えば、補償値判定部１９１は２進データに表現されるＲ補償値が「００」で
あると単位画素ウィンドーの補償値を１/４階調に、Ｒ補償値が「１０」であると１/２階
調に、Ｒ補償値が「１１」であると３/４階調にディザ補償値を認識するように予めプロ
グラミングされてある。従って、補償値判定部１９１は単位画素ウィンドーに四つの画素
が含まれてあり、Ｒ補償値が「０１」であるとその単位画素ウィンドー内の一画素位置で
「１」をディザリングデータＤＤに発生する反面、残りの三つの画素位置で「０」をディ
ザリングデータＤＤに発生する。このようなディザリングデータＤＤは演算器１３２によ
り、図１４のように、入力ディジタルビデオデータに単位画素ウィンドー内の画素位置別
に増減される。
【００９６】
　画素位置感知部１９２は、垂直/水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、ドットクロッ
クＤＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥの中の何れか一つ以上を用いて画素位置を感知
する。例えば、画素位置感知部１９２は水平同期信号ＨｓｙｎｃとドットクロックＤＣＬ
Ｋをカウンティングして画素位置を感知することができる。
【００９７】
　演算器１７３は入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/ＢｉをディザリングデータＤＤ
に増減して補正されたディジタルビデオデータＲｃを発生する。
【００９８】
　本発明の第５の実施の形態に係る第１の補償回路５１とＥＥＰＲＯＭは、単位画素ウィ
ンドーを四つの画素に構成すると仮定する場合、Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれに対して１０２１階
調に細分化された補償値にパネル欠陥位置に表示されるデータを微細に調整することがで
きる。
【００９９】
　図２２は、本発明の第６の実施の形態に係る第１の補償回路５１とＥＥＰＲＯＭを示す
図面である。
【０１００】
　図２２を参照すると、第１の補償回路５１は位置判断部２０１、階調判断部２０２Ｒ、
２０２Ｇ、２０２Ｂ、アドレス生成部２０３Ｒ、２０３Ｇ、２０３Ｂ及びＦＲＣ＆ディザ
リング制御器２０４Ｒ、２０４Ｇ、２０４Ｂを備える。そして、ＥＥＰＲＯＭは、赤Ｒ、
緑Ｇ、青Ｂ別に補償データＣＤとその位置データＰＤを記憶する第１ないし第３のＥＥＰ
ＲＯＭ５３ＦＤＲ、５３ＦＤＧ、５３ＦＤＢを含む。
【０１０１】
　位置判断部２０１は、垂直/水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂ
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ｉの表示位置を判断する。
【０１０２】
　階調判断部２０２Ｒ、２０２Ｇ、２０２Ｂは赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂの入力ディジタルビデオ
データＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉの階調を分析する。
【０１０３】
　アドレス生成部２０３Ｒ、２０３Ｇ、２０３ＢはＥＥＰＲＯＭ５３ＦＤＲ、５３ＦＤＧ
、５３ＦＤＢの位置データＰＤを参照して、入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉ
の表示位置がパネル欠陥位置に当たると、そのパネル欠陥位置においての補償データＣＤ
を読み出すためのリードアドレス（ＲｅａｄＡｄｄｒｅｓｓ）を生成し、ＥＥＰＲＯＭ５
３ＦＤＲ、５３ＦＤＧ、５３ＦＤＢに供給する。
【０１０４】
　ＦＲＣ＆ディザリング制御器２０４Ｒ、２０４Ｇ、２０４Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ５３ＦＤ
Ｒ、５３ＦＤＧ、５３ＦＤＢからの補償データＣＤを複数の画素を含んだ単位画素ウィン
ドーの各画素に分散させ、また、補償データＣＤを複数のフレーム期間に分散させ、パネ
ル欠陥位置に表示される入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉを変調する。
【０１０５】
　図２３は、赤色データを補正するための第１のＦＲＣ＆ディザリング制御器２０４Ｒを
詳細に示す図面である。一方、第２及び第３のＦＲＣ＆ディザリング制御器２０４Ｇ、２
０４Ｂは第１のＦＲＣ＆ディザリング制御器２０４Ｒと実質的に同一な回路構成を有する
。
【０１０６】
　図２３を参照すると、第１のＦＲＣ＆ディザリング制御器２０４Ｒは補償値判定部２１
１、フレーム数感知部２２３、画素位置感知部２２４及び演算器２２２を備える。
【０１０７】
　補償値判定部２２１はＲ補償値を判定し、その補償値を単位画素ウィンドー内に含まれ
た画素と複数のフレーム期間の間に分散される値にＦＲＣ＆ディザリングデータＦＤＤを
発生する。この補償値判定部２２１には、Ｒ補償値に応じてＦＲＣ＆ディザリングデータ
ＦＤＤが自動出力されるようにプログラミングされてある。例えば、補償値判定部２２１
はＲパネル欠陥補償データが「００」であると０階調、「０１」であると１/４階調、「
１０」であると１/２階調、「１１」であると３/４階調に対する補償値に認識するように
予めプログラミングされてある。Ｒパネル欠陥補償データが「０１」であり、四つのフレ
ーム期間をＦＲＣフレームグループとし、四つの画素をディザリングの単位画素ウィンド
ーに構成すると仮定する場合、補償値判定部２２１は図１１のように、四つのフレーム期
間の間に単位画素ウィンドー内で、一つの画素位置で「１」をＦＲＣ＆ディザリングデー
タＦＤＤに発生し、残りの三つの画素位置で「０」をＦＲＣ＆ディザリングデータＦＤＤ
に発生し、「１」が発生される画素の位置をフレーム毎に変更させる。
【０１０８】
　フレーム数感知部２２３は、垂直/水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、ドットクロ
ックＤＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥの中の何れか一つ以上を用いてフレーム数を
感知する。例えば、フレーム数感知部２２３は垂直同期信号Ｖｓｙｎｃをカウンティング
してフレーム数を感知することができる。
【０１０９】
　画素位置感知部２２４は、垂直/水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、ドットクロッ
クＤＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥの中の何れか一つ以上を用いて画素位置を感知
する。例えば、画素位置感知部１９２は水平同期信号ＨｓｙｎｃとドットクロックＤＣＬ
Ｋをカウンティングして画素位置を感知することができる。
【０１１０】
　演算器２２２は入力ディジタルビデオデータＲｉ/Ｇｉ/ＢｉをＦＲＣ＆ディザリングデ
ータＦＤＤに増減して補正されたディジタルビデオデータＲｃを発生する。
【０１１１】



(19) JP 4602942 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

　本発明の第６の実施の形態に係る第１の補償回路５１とＥＥＰＲＯＭは、単位画素ウィ
ンドーを四つの画素に構成し、四つのフレーム期間を一つのＦＲＣフレームグループであ
ると仮定する場合、Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれに対してフリッカーと解像度の低下が殆どなしに
、１０２１階調に細分化された補償値にパネル欠陥位置に表示されるデータを微細に調整
することができる。
【０１１２】
　一方、本発明に係る第２の補償回路５０は、第２の補償データを用いて第１の補正ディ
ジタルビデオデータＲｃ１/Ｇｃ１/Ｂｃ１を変調して第２の補正ディジタルビデオデータ
Ｒｃ２/Ｇｃ２/Ｂｃ２を発生する。このような第２の補償回路５０は第１の補償回路５１
に対する実施の形態において、第１の補償回路５１が入力ディジタルビデオデータＲｉ/
Ｇｉ/Ｂｉの入力を受けて第１の補正ディジタルビデオデータＲｃ１/Ｇｃ１/Ｂｃ１を出
力することとは異に、第１の補正ディジタルビデオデータＲｃ１/Ｇｃ１/Ｂｃ１の入力を
受けて第２の補正ディジタルビデオデータＲｃ２/Ｇｃ２/Ｂｃ２を出力する点に差異があ
るだけで、第１の補償回路５１とは実質的に同一な回路構成を有するので、これについて
の詳細な説明は省略する。
【０１１３】
　駆動部１００は、ディジタルビデオデータをアナログガンマ補償電圧に変換し、平板表
示パネル６０のデータライン５８に供給するデータ駆動回路５６と、平板表示パネル６０
のスキャンライン５９にスキャン信号を供給するゲート駆動回路５７と、データ駆動回路
５６及びゲート駆動回路５７を制御する制御信号ＧＤＣ、ＤＤＣを発生し、第２の補正デ
ィジタルビデオデータＲｃ２/Ｇｃ２/Ｂｃ２をクロック信号に合わせてデータ駆動回路に
供給するタイミングコントローラとを備える。
【０１１４】
　タイミングコントローラ５２は、第１及び第２の補償回路５０、５１により変調された
ディジタルビデオデータＲｃ２/Ｇｃ２/Ｂｃ２と、変調されていないディジタルビデオデ
ータＲｉ/Ｇｉ/Ｂｉとをデータ駆動回路５６に供給する。そして、タイミングコントロー
ラ５２は、垂直及び水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、ドットクロックＤＣＬＫ、デ
ータイネーブル信号ＤＥを用いてデータ駆動回路５６の動作タイミングを制御するデータ
駆動制御信号ＤＤＣと、ゲート駆動回路５７の動作タイミングを制御するゲート駆動制御
信号ＧＤＣとを発生する。
【０１１５】
　データ駆動回路５６は、タイミングコントローラ５２から補償されたディジタルビデオ
データＲｃ２/Ｇｃ２/Ｂｃ２を階調表現のできるアナログ電圧または電流に変換し、デー
タライン５８に供給する。
【０１１６】
　スキャン駆動回路５７は、タイミングコントローラ５２の制御下に、スキャンパルスを
スキャンラインに順次印加して表示する画素の水平ラインを選択する。
【０１１７】
　一方、前述の実施の形態においては、製造工程の単純化等、合理的な工程のために前述
の段階を順次的に全部経て補償データを算出することを中心として説明したが、実際の量
産過程においては、反復的な実験を通じてパネル欠陥及び境界部ノイズの多様なパターン
に対して対応する複数の定型化された補償データのパターンをデータベース化することに
より、簡単な検査工程の後、パネル欠陥と境界領域の輝度差の類型に対応する最適補償デ
ータパターンを定型化されたパターンの中から選択し、一度に最適補償データを算出する
こともできる。従って、このように一度に算出された最終補償データを用いて、本発明の
実施の形態に係る画質制御方法は、前述の１次補償及び２次補償を一度に行うことにより
、その段階を簡素化することが可能になり、更に、本発明の実施の形態に係る平板表示装
置とその画質制御装置は、前述の１次補償回路及び２次補償回路を一体化することにより
、即ち、前記のような最終補償データでパネル欠陥領域及びその境界部ノイズを補償する
一つの補償回路だけで構成されることができる。
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【０１１８】
　前述のように、本発明に係る平板表示装置とその画質制御装置及び画質制御方法は、製
造工程中、パネル欠陥の大きさや形状とは関係なしに、電気的な補償データでパネル欠陥
を補償することができるのは勿論、パネル欠陥の輝度と色度を細密に補償することができ
るという利点があり、パネル欠陥補償と共に、パネル欠陥領域と非欠陥領域の境界部を補
償することにより、さらに向上された画質実現が可能になる。
【０１１９】
　以上、説明した内容を通じて、当業者であれば本発明の技術思想を逸脱しない範囲内で
種々な変更および修正が可能であることが分かる。従って、本発明の技術的範囲は、明細
書の詳細な説明に記載した内容に限定されるものではなく、特許請求の範囲により定めな
ければならない。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】不定型パネル欠陥の一例を示す図面である。
【図２】帯状のパネル欠陥の一例を示す図面である。
【図３】点状のパネル欠陥の一例を示す図面である。
【図４】本発明の実施の形態に係る平板表示装置の製造方法を段階的に示すフロー図であ
る。
【図５】パネル欠陥補償データが階調別、階調区間別に分けられ設定される例のガンマ補
正カーブを示す図面である。
【図６Ａ】パネル欠陥領域と非欠陥領域の境界部ノイズを示す図面である。
【図６Ｂ】パネル欠陥領域と非欠陥領域の境界部ノイズを示す図面である。
【図６Ｃ】パネル欠陥領域と非欠陥領域の境界部ノイズを示す図面である。
【図６Ｄ】パネル欠陥領域と非欠陥領域の境界部ノイズを示す図面である。
【図７Ａ】本発明の第１の実施の形態に係る平板表示装置の画質制御方法に係るパネル欠
陥補償結果の例を示す図面である。
【図７Ｂ】本発明の第１の実施の形態に係る平板表示装置の画質制御方法に係るパネル欠
陥補償結果の例を示す図面である。
【図８Ａ】画素配置の二つの例を示す図面である。
【図８Ｂ】画素配置の二つの例を示す図面である。
【図９】フレームレートコントロールの一例を示す図面である。
【図１０】ディザリングの一例を示す図面である。
【図１１】フレームレートコントロール＆ディザリングの一例を示す図面である。
【図１２Ａ】ノイズパターンに係る補償パターンの第１の実施の形態を示す図面である。
【図１２Ｂ】ノイズパターンに係る補償パターンの第１の実施の形態を示す図面である。
【図１２Ｃ】ノイズパターンに係る補償パターンの第１の実施の形態を示す図面である。
【図１３Ａ】ノイズパターンに係る補償パターンの第２の実施の形態を示す図面である。
【図１３Ｂ】ノイズパターンに係る補償パターンの第２の実施の形態を示す図面である。
【図１３Ｃ】ノイズパターンに係る補償パターンの第２の実施の形態を示す図面である。
【図１４】本発明の実施の形態に係る平板表示装置とその画質制御装置を示す図面である
。
【図１５】本発明の第１の実施の形態に係る補償回路を示すブロック図である。
【図１６】本発明の第２の実施の形態に係る補償回路を示すブロック図である。
【図１７】本発明の第３の実施の形態に係る補償回路を示すブロック図である。
【図１８】本発明の第４の実施の形態に係る補償回路を示すブロック図である。
【図１９】図１８に示す第１のＦＲＣ制御器を詳細に示すブロック図である。
【図２０】本発明の第５の実施の形態に係る補償回路を示すブロック図である。
【図２１】図２０に示す第１のディザリング制御器を詳細に示すブロック図である。
【図２２】本発明の第６の実施の形態に係る補償回路を示すブロック図である。
【図２３】図２２に示す第１のＦＲＣ＆ディザリング制御器を詳細に示すブロック図であ
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【符号の説明】
【０１２１】
５１：補償回路
５２：タイミングコントローラ
５４：ＲＯＭ記録器
５５：コンピューター
５６：データ駆動回路
５７：スキャン駆動回路
５８：データライン
５９：スキャンライン
６０：平板表示パネル
６１：検査装置
７１、１２１、１６１、１８１、２０１：位置判断部
５３、５３Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂ、５３Ｗ、５３Ｙ、５３ＦＲ、５３ＦＧ、５３ＦＢ、５３
ＤＲ、５３ＤＧ、５３ＤＢ、５３ＦＤＲ、５３ＦＤＧ、５３ＦＤＢ：ＥＥＰＲＯＭまたは
ＥＤＩＤ ＲＯＭ
７２Ｒ、７２Ｇ、７２Ｂ、７２Ｗ、１２２、１６２Ｒ、１６２Ｇ、１６２Ｂ、１８２Ｒ、
１８２Ｇ、１８２Ｂ、２０２Ｒ、２０２Ｇ、２０２Ｂ：階調判断部
７３Ｒ、７３Ｇ、７３Ｂ、７３Ｗ、１２３、１６３Ｒ、１６３Ｇ、１６３Ｂ、１８３Ｒ、
１８３Ｇ、１８３Ｂ、２０３Ｒ、２０３Ｇ、２０３Ｂ：アドレス生成部
７４Ｒ、７４Ｇ、７４Ｂ、７４Ｗ、１２４、１７３、１９３、２２２：演算器
１２０：ＲＧＢ － ＹＵＶ変換器
１２５：ＹＵＶ － ＲＧＢ変換器
１６４Ｒ、１６４Ｇ、１６４Ｂ：ＦＲＣ制御器
１７１、１９１、２１１：補償値判定部
１７２、２２３：フレーム数感知部
１８４Ｒ、１８４Ｇ、１８４Ｂ：ディザリング制御器
１９２、２２４：画素位置感知部
２０４Ｒ、２０４Ｇ、２０４Ｂ：ＦＲＣ＆ディザリング制御器
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