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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ、相互に接続された複数のＬＥＤからなる複数の組の集合からなる半導体発光
デバイスアレイに於いて、前記各組に供給される電流量を個別のタイミング信号によって
個別に調節し駆動するためのドライバであって、
　それぞれ、入力端子と、出力端子と、前記入力端子及び出力端子間を流れる電流を制御
するための制御端子とを備えた複数の制御可能なスイッチを有し、前記入力端子は、前記
ＬＥＤの各組のカソード側に接続され（第１の場合）又は前記出力端子は前記ＬＥＤの各
組のアノード側（第２の場合）に接続された電流調節ユニットと、
　前記ＬＥＤの複数の組の各電流量に対応するフィードバック信号を電圧信号として生成
するフィードバックユニットと、
　前記複数のＬＥＤからなる各組に供給される電流量を個別に調節する複数の前記タイミ
ング信号が入力され、該タイミング信号の各々と前記複数のフィードバック信号の各々と
の差に基づいて、前記スイッチの前記制御端子に加えられるべき制御信号を電圧信号とし
て生成する補正ユニットと、
　第１のタイミング信号を設定する内部生成回路と、外部で設定された第２のタイミング
信号を受取るための入力部と、前記第１及び第２のタイミング信号のうち前記補正ユニッ
トに入力するための前記タイミング信号をユーザにより切替え可能なセレクタとを備えた
タイマースケジューリングモジュールとを備え、
　前記第１のタイミング信号は、少なくとも混合光の色温度の調整に使用され、前記第２



(2) JP 4654150 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

のタイミング信号は、少なくともスキャニング・バックライトに使用されることを特徴と
するドライバ。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体発光デバイスアレイのドライバであって、
　前記第１の場合に前記ＬＥＤの各組のアノード側に接続され、あるいは前記第２の場合
に前記スイッチの各々の入力端子に接続される電源供給モジュールをさらに備えることを
特徴とするドライバ。
【請求項３】
　請求項１に記載の半導体発光デバイスアレイのドライバであって、
　前記制御可能スイッチは、バイポーラトランジスタ、ＭＯＳトランジスタ又はフォトカ
プラーであることを特徴とするドライバ。
【請求項４】
　請求項１に記載の半導体発光デバイスアレイのドライバであって、
　前記フィードバックユニットは、前記各電流量をフィードバック信号である電圧量にそ
れぞれ変換する複数の抵抗器を有していることを特徴とするドライバ。
【請求項５】
　請求項１に記載の半導体発光デバイスアレイのドライバであって、
　前記補正ユニットはオペアンプ又はコンパレータを有しており、前記オペアンプ又はコ
ンパレータの一方の入力端子が前記タイミング信号を受け取り、他方の入力端子が前記フ
ィードバック信号を受け取り、前記オペアンプ又はコンパレータの出力端子から制御信号
を出力するように構成されていることを特徴とするドライバ。
【請求項６】
　それぞれ、相互に接続された複数のＬＥＤからなる複数の組の集合からなる半導体発光
デバイスアレイにおいて、前記各組に供給される電流量を個別のタイミング信号によって
個別に調節する半導体発光デバイスアレイの駆動方法であって、
　（ａ）内部回路により設定される複数の第１のタイミング信号、又は外部で設定された
後入力される複数の第２のタイミング信号からユーザの選択により前記半導体発光デバイ
スアレイの調節に用いる前記タイミング信号を電圧信号として供給するステップであって
、前記第１のタイミング信号は、少なくとも混合光の色温度の調整に使用され、前記第２
のタイミング信号は、少なくともスキャニング・バックライトに使用される、ステップと
、
　（ｂ）前記各発光デバイス群に電流を個別に供給するステップと、
　（ｃ）前記電流の電流量に基づいて複数のフィードバック信号を電圧信号として生成す
るステップと、
　（ｄ）前記複数のタイミング信号の各々及び前記複数のフィードバック信号の各々の差
に基づいて、複数の制御信号の各々を電圧信号として生成するステップと、
　（ｅ）前記複数の制御信号に基づいて、各発光デバイス群の電流量を個別に調節するス
テップとを含む駆動方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体発光デバイスアレイの駆動方法であって、
前記半導体発光デバイスアレイに、該アレイが必要とする直流電源を提供することを特徴
とする駆動方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の半導体発光デバイスアレイの駆動方法であって、
前記（ｅ）ステップでは、前記制御信号は、バイポーラトランジスタ、ＭＯＳトランジス
タ、又はフォトカプラーから成る群より選択される素子に入力され、該素子によって前記
半導体発光デバイスアレイの電流量を調節することを特徴とする駆動方法。
【請求項９】
　請求項６に記載の半導体発光デバイスアレイの駆動方法であって、
前記（ｃ）ステップでは、前記電流量を抵抗器に入力して電圧量に変換して、フィードバ
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ック信号を生成することを特徴とする駆動方法。
【請求項１０】
　請求項６に記載の半導体発光デバイスアレイの駆動方法であって、
前記（ｄ）ステップでは、前記複数のタイミング信号及び前記複数のフィードバック信号
をアンプオペ又はコンパレータに入力して制御信号を生成することを特徴とする駆動方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体発光デバイスアレイのドライバ及びその駆動方法に関し、特に、動画像
制御機能をサポートする発光ダイオードアレイのドライバ及びその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（Light Emitting Diode：LED）は、液晶ディスプレイ（Liquid Crysta
l Display：LCD）のバックライトモジュールとして徐々に使用されるようになってきてい
る。ＬＥＤは、従来の冷陰極蛍光管（Cold Cathode Fluorescent Lamp：CCFL）バックラ
イトモジュールよりも環境に優しく、色彩も鮮明である。ＬＥＤバックライトモジュール
（例えば小型の白色ＬＥＤバックライト）のドライバは、一般に、直流電圧によって制御
される定電流方式で駆動される。他の駆動方法としては、電流吸い込み（current sink）
集積回路を使用して、３原色（赤緑青）ＬＥＤを通る電流を調節する方法がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上述した従来の駆動方法は、全ＬＥＤアレイの電流の安定、及び、全体的な色
温度（color temperature）の調整を行っているのに過ぎず、ＬＥＤバックライトの最大
のメリットである、ダイナミック・コントラスト（dynamic contrast）の調整、スキャニ
ング・バックライト（scanning backlight）及び色配列（color sequence）などの機能は
発揮されていない。そのため、最近では、ＬＥＤバックライトモジュールのために、電流
の動的安定（dynamic current stability）と色温度補正機能とを向上させる研究が進め
られている。
【０００４】
　米国特許第６，６２１，２３５号には、制御装置、ＭＯＳＦＥＴ及び発光ダイオードア
レイを備えたＬＥＤアレイモジュールのドライバが開示されている。この特許には、ＬＥ
Ｄアレイモジュール全体を流れる全電流を、ＭＯＳＦＥＴからなる電流ミラー（current 
mirror）によって調節することが説明されており、ＬＥＤアレイの電流安定性と色温度の
補正を達成できるとしている。しかしながら、この特許では、ＬＣＤ画面のダイナミック
・コントラストの調整、スキャニング・バックライト及び色配列などの機能は実現されて
いない。
【０００５】
　また、米国特許第６，８６４，８６７号には、制御ループに組み込まれた一組のスイッ
チを備えたＬＥＤアレイのドライバ回路が開示されている。しかしながら、この特許も、
上記した特許と同様に、ＬＥＤアレイ全体を流れる全電流を制御しているに過ぎず、上述
したダイナミック・コントラスト調整等の機能を実現するには至っていない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記した課題を解決すべく、本発明に係る半導体発光デバイスアレイのドライバは、複
数の発光デバイス群から成る半導体発光デバイスアレイを駆動するためのドライバであっ
て、各発光デバイス群に供給される電流量を個別に調節するための、複数の制御可能なス
イッチを有する電流調節ユニットと、各電流量にそれぞれ対応する複数のフィードバック
信号を生成するフィードバックユニットと、外部から入力される複数のタイミング信号及
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び前記複数のフィードバック信号に基づいて、前記各スイッチをそれぞれ制御する複数の
制御信号を生成する補正ユニットとを備えている。本発明に係るドライバによれば、各発
光デバイス群の電流量を調節することによって、各発光デバイス群の輝度及びオン／オフ
タイミングを制御することができる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る半導体発光デバイスアレイのドライバは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）の
ＬＥＤバックライトを駆動させることができるＬＥＤ電流ドライバである。このドライバ
は、次の効果を奏する。
（１）ＬＥＤアレイモジュールの各ＬＥＤアレイに供給される電流量を個別に調節するこ
とができる。そして、広い電圧調整コントロール範囲を持つことにより、電流調節回路が
狭いことで発生する使用電圧範囲の欠点を改善している。
（２）ＬＥＤアレイに供給される電流量を制御することによって、ＬＥＤの点灯タイミン
グを制御することができる。そのため、従来の電流調節ＩＣ回路が不要となり、コスト削
減が可能となる。
（３）ＬＥＤアレイモジュールに供給される電流量を制御することによって、ＬＥＤアレ
イ間の電流のバランスを均一にすることができる。このバランス均一効果は、従来の電流
調節ＩＣ回路よりも優れている。
（４）ＬＥＤアレイモジュールが広い色域（color gamut）を保つことが可能とある。
（５）ＬＥＤアレイモジュールの各ＲＧＢアレイに供給される電流量をコントロールする
ことによって、混合光の色温度（color temperature）をそれぞれ調整できる。
【０００８】
　また、本発明に係る半導体発光デバイスアレイのドライバは、特定用途向けのＩＣ回路
（Application Specific Integrated Circuit：ASIC）の画像制御信号に対応するＬＥＤ
電流ドライバである。このドライバは、次の効果を奏する。
（１）ＬＥＤアレイモジュールの点灯エリアをコントロールすることによって、ダイナミ
ック・コントラストの効果を達成して、液晶画面に表示される映像の質を高めることがで
きる。
（２）ＬＥＤアレイモジュールのエリアが点灯するタイミングをそれぞれコントロールす
ることによって、スキャニング・バックライトモードの機能を発揮して、表示される映像
の残像を効果的に少なくし、理想的なコントラストを表現することができる。
（３）ＬＥＤアレイモジュールの各ＲＧＢアレイの点灯タイミング及び周波数をコントロ
ールすることによって、色配列をコントロールする効果があり、カラーフィルター（colo
r filter）の使用を減らすことができる。
【０００９】
　また、本発明に係る発光ダイオードのドライバをモジュール化することによって、異な
るサイズのＬＥＤバックライト等のＬＥＤアレイモジュールに適用することが可能である
。それは、フィードバック、補正、調整コントロールを利用して、各ＬＥＤの明暗度、タ
イミング変化及びエリア点灯変化をコントロールして、液晶ディスプレイ等のディスプレ
イ装置が多くの映像処理を行う際の手助けをすると同時に、主動回路デバイスが形成する
コントローラーを利用して、速度をより正確に反映して安定した動態処理効果が得ること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の好適な実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、本実施形態
では、発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用しているが、他の発光デバイスにも適応可能であ
る。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態に係る発光ダイオード（ＬＥＤ）の主動電流ドライバのブ
ロック図である。図１に示すドライバはＬＥＤアレイ制御モジュール２００を駆動させる
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ためのドライバであって、ＬＥＤ主動電流調節モジュール１００と、タイマースケジュー
リングモジュール３００と、直流電源供給モジュール４００とを備えている。そして、Ｌ
ＥＤ主動電流調節モジュール１００は、電流調節ユニット１１０と、フィードバックユニ
ット１２０と、補正ユニット１３０とを有している。
【００１２】
　直流電源供給モジュール４００はＬＥＤアレイモジュール２００と電気的に接続してお
り、ＬＥＤアレイモジュール２００は電流調節ユニット１１０と電気的に接続しており、
タイマースケジューリングモジュール３００は補正ユニット１３０と電気的に接続してい
る。そして、ＬＥＤ主動電流調節モジュール１００の内部では、電流調節ユニット１１０
、フィードバックユニット１２０及び補正ユニット１３０は、互いに、電気的に接続して
いる。
【００１３】
　ＬＥＤアレイモジュール２００は、複数のＬＥＤを連続的に直列接続して構成したＬＥ
Ｄ群を多数有している。ＬＥＤ群は、並列に配列されている。ＬＥＤ群の数や、各ＬＥＤ
群に含まれるＬＥＤの数は、ＬＣＤパネルのサイズに応じて適切に設定される。ＬＥＤア
レイモジュール２００を構成するＬＥＤとしては、白色ＬＥＤ、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ
、青色ＬＥＤ、又は、赤緑青（ＲＧＢ）の三色ＬＥＤを用いることができる。そして、各
ＬＥＤ群では、直列方向の一端に位置するＬＥＤの陽極が直流電源供給モジュール４００
の出力端子と接続しており、他端に位置するＬＥＤの陰極がＬＥＤ主動電流調節モジュー
ル１００と接続している。各ＬＥＤ群に流れる電流の電流量（ＩＬ１～ＩＬＮ）と、それ
に対応する輝度（luminance）及びオン／オフタイミングの制御は、ＬＥＤ主動電流調節
モジュール１００によって独立して制御される。
【００１４】
　直流電源供給モジュール４００は、ＬＥＤアレイモジュール２００に、安定した直流電
源を供給する。このモジュール４００は、電源を、ＬＥＤアレイモジュール２００が必要
とする直流電圧レベル（Ｖdcbus）に変換する。このモジュール４００での変換は、ＤＣ
－ＤＣ変換又はＡＣ－ＤＣ変換によって行われる。あるいは、モジュール４００での変換
は、低ドロップアウト電圧調整器、電荷ポンプ、オペアンプ及び受動素子から構成される
回路によって行われる。さらに、図２に示すように、ＬＥＤアレイモジュール２００が必
要とする電圧量に応じて、ＬＥＤアレイモジュール２００に複数個の直流電源供給モジュ
ールを並列に接続することにより、より大きな直流電源を供給することができる。
【００１５】
　ＬＥＤ主動電流調節モジュール１００は、タイマースケジューリングモジュール３００
から入力されるタイミング信号（Ｖｃｏｍ１～ＶｃｏｍＮ）によって制御されて、各ＬＥ
Ｄ群を流れる電流の電流量（ＩＬ１～ＩＬＮ）を調節し、各ＬＥＤ群のオン／オフタイミ
ングを操作する。各ＬＥＤ群の電流量（ＩＬ１～ＩＬＮ）は、モジュール１００によって
、独立して制御される。
【００１６】
　電流調節ユニット１１０は、各ＬＥＤ群の実際の電流量（ＩＬ１～ＩＬＮ）を読み取り
、フィードバック電流（ＩＦＢ１～ＩＦＢＮ）を生成する。生成されたフィードバック電
流（ＩＦＢ１～ＩＦＢＮ）はフィードバックユニット１２０に送られる。
【００１７】
　フィードバックユニット１２０は、電流調節ユニット１１０から受け取ったフィードバ
ック電流（ＩＦＢ１～ＩＦＢＮ）を電圧信号であるフィードバック信号（ＶＦＢ１～ＶＦ

ＢＮ）に変換する。変換されたフィードバック信号（ＶＦＢ１～ＶＦＢＮ）は、補正ユニ
ット１３０に送られる。
【００１８】
　補正ユニット１３０は、フィードバックユニット１２０フィードバック信号（ＶＦＢ１

～ＶＦＢＮ）を受け取ると、閉回路フィードバック補正を行い、各ＬＥＤ群の電流量を調
節するための制御信号（Ｖｃｍｐ１～ＶｃｍｐＮ）を生成する。生成された制御信号（Ｖ
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ｃｍｐ１～ＶｃｍｐＮ）は、生成電流調節ユニット１１０に送られる。
【００１９】
　本発明に係るＬＥＤ主動電流調節モジュール１００は、主動デバイスと受動デバイスか
ら構成することもできる。あるいは、モジュール１００は、１つの集積回路に一体化させ
ることもできる。また、モジュール１００は、画像フレームコントラスト（image frame 
contrast）の向上、画像の不鮮明さの軽減、及びカラーフィルターの必要性を最小限に抑
えるべく、画像処理関連機能を動的に行うために、ＬＣＤディスプレイ内の特定ＡＳＩＣ
と連携することも可能である。
【００２０】
　図３は、本発明の他の実施形態に係るＬＥＤの主動電流ドライバのブロック図である。
図３に示すドライバは、ＬＥＤ主動電流調節モジュール１００の電流調節ユニット１１０
が、直流電源供給モジュール４００とＬＥＤアレイモジュール２００の陽極端末とに接続
されている点が図１に示したドライバと異なる。
【００２１】
　電流調節ユニット１１０は、複数の制御可能なスイッチを有している。各スイッチには
、少なくとも、制御端子、入力端子、出力端子が設けられている。各スイッチの制御端子
は、制御信号（Ｖｃｍｐ１～ＶｃｍｐＮ）を受け取ることができるように、補正ユニット
１３０に接続されている。そして、各スイッチは、制御信号（Ｖｃｍｐ１～ＶｃｍｐＮ）
に応じて、各ＬＥＤ群の電流量を調節する。
【００２２】
　図４Ａ～Ｃは、電流調節ユニット１１０の回路図である。図４Ａの第１の回路図を参照
して、電流調節ユニット１１０では、バイポーラトランジスタ（Bipolar Junction Trans
istor：BJT）（Ｔ１～ＴＮ）と抵抗（Ｒｃ１～ＲｃＮ）とからスイッチを構成している。
そして、補正ユニット１３０からの制御信号（Ｖｃｍｐ１～ＶｃｍｐＮ）が各ＢＪＴのベ
ースに入力されると、ＢＪＴ（Ｔ１～ＴＮ）を流れる電流量が調整される。各ＢＪＴのコ
レクタは、各ＬＥＤ群の電流量とオン／オフタイミングを制御するために、各ＬＥＤ群の
陰極端子（図１参照）、又は、直流電源供給モジュール４００（図３参照）に接続されて
いる。各ＢＪＴのエミッタは、フィードバック電流（ＩＦＢ１～ＩＦＢＮ）を生成するた
めに、フィードバックユニット１２０（図１参照）、又は、各ＬＥＤ群の陰極端子（図３
参照）に接続されている。
【００２３】
　また、電流調節ユニット１１０は、ＬＥＤアレイモジュール２００に直接的に接続され
ているので、電流の調節範囲はより広範囲となり、より高効率のタイミング制御が可能に
なる。ＢＪＴ（Ｔ１～ＴＮ）に入力される制御信号（Ｖｃｍｐ１～ＶｃｍｐＮ）は、可変
負荷サイクル又は周波数の単純な電圧レベル又はパルス幅の変調信号である。
【００２４】
　電流調節ユニット１１０の制御可能スイッチは、他の電子デバイスから構成することも
可能である。例えば、図４Ｂの第２の回路図では、制御可能スイッチは、パワーＭＯＳ（
Power Metal Oxide Semiconductor）トランジスタ（Ｑ１～ＱＮ）から構成されている。
また、図４Ｃに示す第３の回路では、制御可能スイッチは、フォトカプラー（Photo-Coup
ler）（Ｐｈ１～ＰｈＮ）から構成されている。
【００２５】
　図５はフィードバックユニットの回路図である。図５を参照して、フィードバックユニ
ット１２０は、フィードバック機能を果たすための複数の抵抗（ＲＦＢ１～ＲＦＢＮ）を
有している。各抵抗（ＲＦＢ１～ＲＦＢＮ）は、フィードバック制御をより正確に行うた
めに、コンデンサ（ＣＦＢ１～ＣＦＢＮ）と並列に接続している。各抵抗（ＲＦＢ１～Ｒ

ＦＢＮ）の一端は、それぞれ、電流調節ユニット１１０（図１参照）又はＬＥＤアレイモ
ジュール２００（図３参照）からフィードバック電流（ＩＦＢ１～ＩＦＢＮ）を受け取る
。各抵抗（ＲＦＢ１～ＲＦＢＮ）の他端は接地している。フィードバックユニット１２０
で生成されたフィードバック信号（ＶＦＢ１～ＶＦＢＮ）は、補正ユニット１３０に送ら



(7) JP 4654150 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

れる。
【００２６】
　補正ユニット１３０は、ＬＥＤの輝度とオン／オフタイミングを命令するための制御信
号（Ｖｃｍｐ１～ＶｃｍｐＮ）を生成し、電流調節ユニット１１０に出力する。制御信号
（Ｖｃｍｐ１～ＶｃｍｐＮ）は、タイマースケジューリングモジュール３００から受け取
ったタイミング信号（Ｖｃｏｍ１～ＶｃｏｍＮ）と、フィードバックユニット１２０から
受け取ったフィードバック信号（ＶＦＢ１～ＶＦＢＮ）とに基づいて、差動演算（differ
ential operation）又は比例積分補正（proportional integral compensation）によって
生成される。本実施形態では、各ＬＥＤ群の輝度とオン／オフタイミングは、制御信号（
Ｖｃｍｐ１～ＶｃｍｐＮ）によって独立して制御される。さらに、補正ユニット１３０に
よって、各ＬＥＤ群を流れる電流を安定化させることもできる。
【００２７】
　図６Ａ及び図６Ｂは、補正ユニットの回路図である。図６Ａの第１の回路図を参照して
、補正ユニット１３０は、オペアンプ（ＯＰ１～ＯＰＮ）、抵抗及びキャパシタンスを使
用して、差動演算と比例積分補正を行っている。本実施形態では、各オペアンプ回路は、
オペアンプＯＰｉ、第１抵抗ＲＴｉ、第２抵抗ＲＰｉ、第３抵抗ＲＩｉ、及び、コンデン
サＣＩｉを備えている。なお、添え字のｉは１からＮの整数である。
【００２８】
　第１抵抗ＲＴｉの一端は、タイマースケジューリングモジュール３００からタイミング
信号Ｖｃｏｍｉを受け取る。第１抵抗ＲＴｉの他端は、オペアンプＯＰｉの非反転入力端
子に接続されている。第２抵抗ＲＰｉの一端は、フィードバックユニット１２０からフィ
ードバック信号ＶＦＢｉを受け取る。第２抵抗ＲＰｉの他端は、オペアンプＯＰｉの反転
入力端子に接続されている。
【００２９】
　第３抵抗のＲＩｉの一端は、オペアンプＯＰｉの反転入力端子に接続されている。第３
抵抗のＲＩｉの他端は、コンデンサＣＩｉの一方の端子に接続されている。そして、コン
デンサＣＩｉの他方の端子は、オペアンプＯＰｉの出力端子に接続されている。
【００３０】
　なお、コンデンサＣＩｉを省略して、第３抵抗ＲＩｉの他端をオペアンプＯＰｉの出力
端子と直接的に接続することも可能である。
【００３１】
　また、図６Ｂの第２の回路に示すように、第３抵抗ＲＩｉとキャパシタンスＣＩｉを両
方とも省略して、オペアンプをコンパレータとして動作させることもできる。図６Ｂの第
２の回路では、コンパレータ（ＣＯＭＰｉ）と、抵抗（ＲＴｉ、ＲＰｉ）によって演算を
行うように構成されている。
【００３２】
　図７は、タイマースケジューリングモジュール３００の回路図である。図７を参照して
、タイマースケジューリングモジュール３００で生成された制御信号（Ｖｃｏｍ１～Ｖｃ

ｏｍＮ）は、ＬＥＤアレイモジュール２００のオン／オフタイミングとＲＧＢ原色を制御
すべく、各ＬＥＤ群のオン／オフタイミングと電流量を制御するために、ＬＥＤ主動電流
調節モジュール１００に送られる。本実施形態では、ＬＣＤディスプレイの画質は、バッ
クライト効率の最適化、画像の不鮮明さの軽減、及び、カラーフィルターを使用せずに行
う画像フレームコントラストの強化によって向上させることができる。
【００３３】
　図７を参照して、タイマースケジューリングモジュール３００の内部には、複数のスイ
ッチから構成されるセレクターを配置されており、セレクターによって、ＡＳＩＣ処理後
の画像制御信号（１～３）、あるいは、モジュール３００内に予め設定されたタイミング
信号（Ｖｓｅｔ１～ＶｓｅｔＮ）からタイミング制御信号（Ｖｃｏｍ１～ＶｃｏｍＮ）を
選択することができる。
【００３４】
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　ＬＥＤアレイモジュール２００は、それらの信号Ｖｓｅｔｉに基づいて、混合されたＲ
ＧＢの色温度やホワイトバランスを調整することができる。画像制御信号（１～３）が入
力されるとすぐに、それらの信号は、スキャニング・バックライトやＲＧＢ色配列などの
ＲＧＢ原色の動的制御操作に使用される。
【００３５】
　前述したタイマースケジューリングモジュール３００の内部の信号生成回路は、アナロ
グ回路又はＣＰＬＤ（Complex Programmable Logical Device）などのプログラム可能な
論理デバイス、現場でプログラム可能なゲートアレイ（Field Programmable Gate Array
）、又はマイクロチップから構成することができる。タイマースケジューリングモジュー
ル３００は、他の受動素子を用いて又は用いないで、前述した論理デバイスから構成する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態に係る発光ダイオードの主動電流ドライバの構成図である。
【図２】複数の直流供給電源供給モジュールを使用した場合を示す図である。
【図３】本発明の他の実施形態に係る発光ダイオードの主動電流ドライバの構成図である
。
【図４Ａ】電流調節ユニットの第１の回路図である。
【図４Ｂ】電流調節ユニットの第２の回路図である。
【図４Ｃ】電流調節ユニットの第３の回路図である。
【図５】フィードバックユニットの回路図である。
【図６Ａ】補正ユニットの第１の回路図である。
【図６Ｂ】補正ユニットの第２の回路図である。
【図７】タイマースケジューリングモジュールの回路図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１００　　ＬＥＤ主動電流調節モジュール
　１１０　　電流調節ユニット
　１２０　　フィードバックユニット
　１３０　　補正ユニット
　２００　　ＬＥＤアレイモジュール
　３００　　タイマースケジューリングモジュール
　４００　　直流電源供給モジュール
　ＶＣＲ１～ＶＣＲＮ　　電流調節ユニット１１０と各ＬＥＤ群との接点
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【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図６Ｂ】 【図７】
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