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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルと、
　前記表示パネル上のパネル欠陥位置についての位置情報と複数のフレームに分散される
補償値を格納するメモリと、
　前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出し、前記メモリからの補償値に基づいて
前記パネル欠陥位置に表示されるデータを調整する補償部とを備え、
　前記補償値は、赤色データを補償するためのＲ補償値、緑色データを補償するためのＧ
補償値及び青色データを補償するためのＢ補償値を含み、同一のパネル欠陥位置と同一の
階調とにおいて、前記Ｒ補償値、前記Ｇ補償値及び前記Ｂ補償値のうちの少なくとも一つ
の補償値が他の補償値と異なり、
　前記補償部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれか１つ以上を用いてデータの位置を判断する位置判断部と、
　２）前記データの階調領域を分析する階調分析部と、
　３）前記位置判断部と前記階調分析部から供給された前記データの位置と階調情報とを
用いてメモリにアクセスするためのリードアドレスを生成するアドレス生成部と、
　４）フレームレートコントロール方法により、前記メモリからローディングされた前記
Ｒ、Ｇ及びＢ補償値を複数のフレームへ分散させるフレームレートコントロール部と、を
備え、そして、
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　前記フレームレートコントロール部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれかを用いてフレーム数を感知するフレーム数感知部と、
　２）前記Ｒ、Ｇ及びＢ補償値の階調を判定し、前記フレーム数感知部からのフレーム情
報を用いてフレームレートコントロールデータを発生する階調判定部と、
　３）前記データを前記フレームレートコントロールデータで増減して補正されたデータ
を発生する演算器と、を備える、ことを特徴とする平板表示装置。
【請求項２】
　前記補償値は、前記データと共に入力される同期信号、ドットクロック及びデータイネ
ーブル信号のうち、少なくとも何れか一つのデータタイミング信号に基づいて前記パネル
欠陥位置に表示されるデータを検出することを特徴とする請求項１に記載の平板表示装置
。
【請求項３】
　前記補償値は、前記パネル欠陥位置の位置別且つ前記パネル欠陥位置に表示されるデー
タの階調別に異なって決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。
【請求項４】
　前記メモリは、データの更新が可能なメモリ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。
【請求項５】
　前記メモリは、ＥＥＰＲＯＭとＥＤＩＤ　ＲＯＭのうちの少なくとも一つを含むことを
特徴とする請求項４に記載の平板表示装置。
【請求項６】
　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とが交差し、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、
　前記補正データを前記データラインに供給するデータ駆動回路と、
　前記ゲートラインにスキャンパルスを供給するゲート駆動回路と、
　前記駆動回路を制御し、前記補正データを前記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ことを特徴とする請求項１に記載の平板表示装置。
【請求項７】
　前記補償部は、前記タイミングコントローラに内蔵されることを特徴とする請求項６に
記載の平板表示装置。
【請求項８】
　表示パネルと、
　前記表示パネルのパネル欠陥位置についての位置情報と、前記パネル欠陥位置に位置す
る画素と前記画素に隣接する複数の画素とに分散される補償値とを格納するメモリと、
　前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出し、前記メモリからの補償値に基づいて
前記パネル欠陥位置に表示されるデータを調整する補償部とを備え、
　前記補償値は、赤色データを補償するためのＲ補償値、緑色データを補償するためのＧ
補償値及び青色データを補償するためのＢ補償値を含み、同一のパネル欠陥位置と同一の
階調とにおいて、前記Ｒ補償値、前記Ｇ補償値及び前記Ｂ補償値のうちの少なくとも一つ
の補償値が他の補償値と異なり、
　前記補償部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれか１つ以上を用いてデータの位置を判断する位置判断部と、
　２）前記データの階調領域を分析する階調分析部と、
　３）前記位置判断部と前記階調分析部から供給された前記データの位置と階調情報とを
用いてメモリにアクセスするためのリードアドレスを生成するアドレス生成部と、
　４）ディザリング方法により、前記メモリからローディングされた前記Ｒ、Ｇ及びＢ補
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償値を複数の画素へ分散させるディザリング部と、を備え、そして、
　前記ディザリング部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれかを用いて画素位置を判断する画素位置判断部と、
　２）前記Ｒ、Ｇ及びＢ補償値の階調を判定し、前記画素位置判断部からの画素位置情報
を用いてディザリングデータを発生する階調判定部と、
　３）前記データを前記ディザリングデータで増減して補正されたデータを発生する演算
器と、を備える、ことを特徴とする平板表示装置。
【請求項９】
　前記補償値は、前記データと共に入力される同期信号、ドットクロック及びデータイネ
ーブル信号のうち、少なくとも何れか一つのデータタイミング信号に基づいて前記パネル
欠陥位置に表示されるデータを検出することを特徴とする請求項８に記載の平板表示装置
。
【請求項１０】
　前記補償値は、前記パネル欠陥位置の位置別且つ前記パネル欠陥位置に表示されるデー
タの階調別に異なって決定されることを特徴とする請求項８に記載の平板表示装置。
【請求項１１】
　前記メモリは、データの更新が可能なメモリを含むことを特徴とする請求項８に記載の
平板表示装置。
【請求項１２】
　前記メモリは、ＥＥＰＲＯＭとＥＤＩＤ　ＲＯＭのうちの少なくとも一つを含むことを
特徴とする請求項１１に記載の平板表示装置。
【請求項１３】
　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とが交差し、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、
　前記補正データを前記データラインに供給するデータ駆動回路と、
　前記ゲートラインにスキャンパルスを供給するゲート駆動回路と、
　前記駆動回路を制御し、前記補正データを前記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ことを特徴とする請求項８に記載の平板表示装置。
【請求項１４】
　前記補償部は、前記タイミングコントローラに内蔵されることを特徴とする請求項１３
に記載の平板表示装置。
【請求項１５】
　表示パネルと、
　前記表示パネルのパネル欠陥位置についての位置情報と、複数のフレームに分散される
と共に、前記パネル欠陥位置に位置する画素と前記画素に隣接する複数の画素とに分散さ
れる補償値とを格納するメモリと、
　前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出し、前記メモリからの補償値に基づいて
前記パネル欠陥位置に表示されるデータを調整する補償部とを備え、
　前記補償値は、赤色データを補償するためのＲ補償値、緑色データを補償するためのＧ
補償値及び青色データを補償するためのＢ補償値を含み、同一のパネル欠陥位置と同一の
階調とにおいて、前記Ｒ補償値、前記Ｇ補償値及び前記Ｂ補償値のうちの少なくとも一つ
の補償値が他の補償値と異なり、
　前記補償部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれか１つ以上を用いてデータの位置を判断する位置判断部と、
　２）前記データの階調領域を分析する階調分析部と、
　３）前記位置判断部と前記階調分析部から供給された前記データの位置と階調情報とを
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用いてメモリにアクセスするためのリードアドレスを生成するアドレス生成部と、
　４）フレームレートコントロール方法により、前記メモリからローディングされた前記
Ｒ、Ｇ及びＢ補償値を複数のフレームへ分散させ、ディザリング方法により、データを表
示させるべき画素に隣接する画素へ分散させるフレームレートコントロール及びディザリ
ング部と、を備え、そして、
　前記フレームレートコントロール部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれかを用いてフレーム数を感知するフレーム数感知部と、
　２）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれかを用いて画素位置を判断する画素位置判断部と、
　３）前記Ｒ、Ｇ及びＢ補償値の階調を判定し、前記フレーム数感知部からのフレーム情
報と前記画素位置判断部からの画素位置情報とを用いてフレームレートコントロール及び
ディザリングデータを発生する階調判定部と、
　４）前記データを前記フレームレートコントロール及びディザリングデータで増減して
補正されたデータを発生する演算器と、を備える、ことを特徴とする平板表示装置。
【請求項１６】
　前記補償値は、前記データと共に入力される同期信号、ドットクロック及びデータイネ
ーブル信号のうち、少なくとも何れか一つのデータタイミング信号に基づいて前記パネル
欠陥位置に表示されるデータを検出することを特徴とする請求項１５に記載の平板表示装
置。
【請求項１７】
　前記補償値は、前記パネル欠陥位置の位置別且つ前記パネル欠陥位置に表示されるデー
タの階調別に異なって決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。
【請求項１８】
　前記メモリは、データの更新が可能なメモリ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。
【請求項１９】
　前記メモリは、ＥＥＰＲＯＭとＥＤＩＤ　ＲＯＭのうちの少なくとも一つを含むことを
特徴とする請求項１８に記載の平板表示装置。
【請求項２０】
　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とが交差し、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、
　前記補正データを前記データラインに供給するデータ駆動回路と、
　前記ゲートラインにスキャンパルスを供給するゲート駆動回路と、
　前記駆動回路を制御し、前記補正データを前記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ことを特徴とする請求項１５に記載の平板表示装置。
【請求項２１】
　前記補償部は、前記タイミングコントローラに内蔵されることを特徴とする請求項２０
に記載の平板表示装置。
【請求項２２】
　平板表示装置の画質制御方法であって、
　各階調と各色とにおける表示パネルの輝度及び色度を測定する段階と、
　前記輝度又は前記色度のうちの少なくとも一つが前記表示パネルで異なっている画面位
置をパネル欠陥位置と判断する段階と、
　複数のフレームへ分散される補償値を定める段階と、
　前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出する段階と、
　補償部を用いて、前記補償値に基づいて前記パネル欠陥位置に表示されるデータを調整
する段階とを含み、
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　前記補償値を定める段階は、
　各階調別、各色別、及び各位置別に測定された前記パネル欠陥の測定結果に応じて、赤
色データを補償するためのＲ補償値、緑色データを補償するためのＧ補償値及び青色デー
タを補償するためのＢ補償値に分けることによって前記補償値を定める段階を含み、
　同一のパネル欠陥位置と同一の階調とにおいて、前記Ｒ補償値、前記Ｇ補償値及び前記
Ｂ補償値のうちの少なくとも一つの補償値が他の補償値と異なり、
　前記補償部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれか１つ以上を用いてデータの位置を判断する位置判断部と、
　２）前記データの階調領域を分析する階調分析部と、
　３）前記位置判断部と前記階調分析部から供給された前記データの位置と階調情報とを
用いてメモリにアクセスするためのリードアドレスを生成するアドレス生成部と、
　４）フレームレートコントロール方法により、前記メモリからローディングされた前記
Ｒ、Ｇ及びＢ補償値を複数のフレームへ分散させるフレームレートコントロール部と、を
備え、そして、
　前記フレームレートコントロール部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれかを用いてフレーム数を感知するフレーム数感知部と、
　２）前記Ｒ、Ｇ及びＢ補償値の階調を判定し、前記フレーム数感知部からのフレーム情
報を用いてフレームレートコントロールデータを発生する階調判定部と、
　３）前記データを前記フレームレートコントロールデータで増減して補正されたデータ
を発生する演算器と、を備える、ことを特徴とする平板表示装置の画質制御方法。
【請求項２３】
　前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出する段階は、前記データと共に入力され
る同期信号、ドットクロック及びデータイネーブル信号のうち、少なくとも何れか一つの
データタイミング信号に基づいて、前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出するこ
とを特徴とする請求項２２に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項２４】
　前記補償値を定める段階は、各階調別、各位置別に測定された前記パネル欠陥の測定結
果に応じて、前記パネル欠陥位置の位置別且つ前記パネル欠陥位置に表示されるデータの
階調別に前記補償値を異なって定めることを特徴とする請求項２２に記載の平板表示装置
の画質制御方法。
【請求項２５】
　前記補償値を定める段階は、前記補償値を非揮発性メモリに格納する段階を更に含むこ
とを特徴とする請求項２４に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項２６】
　平板表示装置の画質制御方法であって、
　各階調と各色とにおける表示パネルの輝度及び色度を測定する段階と、
　前記輝度又は前記色度のうちの少なくとも一つが前記表示パネルで異なっている画面位
置をパネル欠陥位置と判断する段階と、
　前記パネル欠陥位置に位置する画素と前記画素に隣接する複数の画素とに分散される補
償値を定める段階と、
　前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出する段階と、
　補償部を用いて、前記補償値に基づいて前記パネル欠陥位置に表示されるデータを調整
する段階とを含み、
　前記補償値を定める段階は、
　各階調別、各色別、及び各位置別に測定された前記パネル欠陥の測定結果に応じて、赤
色データを補償するためのＲ補償値、緑色データを補償するためのＧ補償値及び青色デー
タを補償するためのＢ補償値に分けることによって前記補償値を定める段階を含み、
　同一のパネル欠陥位置と同一の階調とにおいて、前記Ｒ補償値、前記Ｇ補償値及び前記
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Ｂ補償値のうちの少なくとも一つの補償値が他の補償値と異なり、
　前記補償部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれか１つ以上を用いてデータの位置を判断する位置判断部と、
　２）前記データの階調領域を分析する階調分析部と、
　３）前記位置判断部と前記階調分析部から供給された前記データの位置と階調情報とを
用いてメモリにアクセスするためのリードアドレスを生成するアドレス生成部と、
　４）ディザリング方法により、前記メモリからローディングされた前記Ｒ、Ｇ及びＢ補
償値を複数の画素へ分散させるディザリング部と、を備え、そして、
　前記ディザリング部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれかを用いて画素位置を判断する画素位置判断部と、
　２）前記Ｒ、Ｇ及びＢ補償値の階調を判定し、前記画素位置判断部からの画素位置情報
を用いてディザリングデータを発生する階調判定部と、
　３）前記データを前記ディザリングデータで増減して補正されたデータを発生する演算
器と、を備える、ことを特徴とする平板表示装置の画質制御方法。
【請求項２７】
　前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出する段階は、前記データと共に入力され
る同期信号、ドットクロック及びデータイネーブル信号のうち、少なくとも何れか一つの
データタイミング信号に基づいて、前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出するこ
とを特徴とする請求項２６に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項２８】
　前記補償値を定める段階は、各階調別、各位置別に測定された前記パネル欠陥の測定結
果に応じて、前記パネル欠陥位置の位置別且つ前記パネル欠陥位置に表示されるデータの
階調別に前記補償値を異なって定めることを特徴とする請求項２６に記載の平板表示装置
の画質制御方法。
【請求項２９】
　前記補償値を定める段階は、前記補償値を非揮発性メモリに格納する段階を更に含むこ
とを特徴とする請求項２８に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項３０】
　平板表示装置の画質制御方法であって、
　各階調と各色とにおける表示パネルの輝度及び色度を測定する段階と、
　前記輝度又は前記色度のうちの少なくとも一つが前記表示パネルで異なっている画面位
置をパネル欠陥位置と判断する段階と、
　複数のフレームに分散されると共に、前記パネル欠陥位置に位置する画素と前記画素に
隣接する複数の画素とに分散される補償値を定める段階と、
　前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出する段階と、
　補償部を用いて、前記補償値に基づいて前記パネル欠陥位置に表示されるデータを調整
する段階とを含み、
　前記補償値を定める段階は、
　各階調別、各色別、及び各位置別に測定された前記パネル欠陥の測定結果に応じて、赤
色データを補償するためのＲ補償値、緑色データを補償するためのＧ補償値及び青色デー
タを補償するためのＢ補償値に分けることによって前記補償値を定める段階を含み、
　同一のパネル欠陥位置と同一の階調とにおいて、前記Ｒ補償値、前記Ｇ補償値及び前記
Ｂ補償値のうちの少なくとも一つの補償値が他の補償値と異なり、
　前記補償部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれか１つ以上を用いてデータの位置を判断する位置判断部と、
　２）前記データの階調領域を分析する階調分析部と、
　３）前記位置判断部と前記階調分析部から供給された前記データの位置と階調情報とを
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用いてメモリにアクセスするためのリードアドレスを生成するアドレス生成部と、
　４）フレームレートコントロール方法により、前記メモリからローディングされた前記
Ｒ、Ｇ及びＢ補償値を複数のフレームへ分散させ、ディザリング方法により、データを表
示させるべき画素に隣接する画素へ分散させるフレームレートコントロール及びディザリ
ング部と、を備え、そして、
　前記フレームレートコントロール部は、
　１）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれかを用いてフレーム数を感知するフレーム数感知部と、
　２）垂直同期信号、水平同期信号、ドットクロック、及びデータイネーブル信号のうち
のいずれかを用いて画素位置を判断する画素位置判断部と、
　３）前記Ｒ、Ｇ及びＢ補償値の階調を判定し、前記フレーム数感知部からのフレーム情
報と前記画素位置判断部からの画素位置情報とを用いてフレームレートコントロール及び
ディザリングデータを発生する階調判定部と、
　４）前記データを前記フレームレートコントロール及びディザリングデータで増減して
補正されたデータを発生する演算器と、を備える、ことを特徴とする平板表示装置の画質
制御方法。
【請求項３１】
　前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出する段階は、前記データと共に入力され
る同期信号、ドットクロック及びデータイネーブル信号のうち、少なくとも何れか一つの
データタイミング信号に基づいて、前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出するこ
とを特徴とする請求項３０に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【請求項３２】
　前記補償値を定める段階は、各階調別、各位置別に測定された前記パネル欠陥の測定結
果に応じて、前記パネル欠陥位置の位置別且つ前記パネル欠陥位置に表示されるデータの
階調別に前記補償値を異なって定めることを特徴とする請求項３０に記載の平板表示装置
の画質制御方法。
【請求項３３】
　前記補償値を定める段階は、前記補償値を非揮発性メモリに格納する段階を更に含むこ
とを特徴とする請求項３２に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関し、特にパネル欠陥を電気的に補償することによって、画質の
向上を可能にした平板表示装置及びその画質制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、陰極線管（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）の短所である重量及び体積を減
少させることのできる各種の平板表示装置が開発されている。このような平板表示装置と
しては、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ：ＬＣＤ）、電界
放出表示装置（Ｆｉｅｌｄ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｄｉｓｐｌａｙ：ＦＥＤ）、プラズマディ
スプレイパネル（Ｐｌａｓｍａ Ｄｉｓｐｌａｙ Ｐａｎｅｌ：ＰＤＰ）及び有機発光素子
（Ｏｒｇａｎｉｃ Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ：ＯＬＥＤ）表示装置等が
ある。
【０００３】
　このような平板表示装置は、画像を表示するための表示パネルを備え、このような表示
パネルには、テスト過程でパネル欠陥（Ｐａｎａｌ　ｄｅｆｅｃｔ）またはむらが発見さ
れている。ここで、パネル欠陥とは、表示画面上、輝度差を伴う表示むらを指す。このよ
うなパネル欠陥は主に、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。図１は、不定型のパネル欠陥
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を示し、図２は、垂直の帯状のパネル欠陥を示し、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、主に異物質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、更に暗いか、または更に明るく示され、また
、他の非欠陥領域に比べ、色差が異なるようになる。
【０００４】
　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、これは、コストの上昇と連結される。また、たとえ
このようなパネル欠陥が発見された製品が良品で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。
【０００５】
　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。しかし、従来の
改善方案は、ほとんど製造工程上で問題点を解決しようとするものであり、改善された工
程上で発生するパネル欠陥に対しては適切に対処し難いという短所がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の目的は、パネル欠陥を電気的に補償することによって、画質の向上を
可能にした平板表示装置及びその画質制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明の実施の形態に係る平板表示装置は、表示パネルと
、表示パネル上のパネル欠陥位置についての位置情報と複数のフレーム期間の間に分散さ
れる補償値が貯蔵されるメモリと、前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出し、前
記複数のフレーム期間の間、前記パネル欠陥位置に表示されるデータを前記メモリからの
補償値に調整する補償部とを備える。
【０００８】
　前記補償値は前記データと共に入力される同期信号、ドットクロック及びデータイネー
ブル信号のうち、少なくとも何れか一つのデータタイミング信号に基づいて前記パネル欠
陥位置に表示されるデータを検出する。
【０００９】
　前記補償値は前記パネル欠陥位置の位置別、前記パネル欠陥位置に表示されるデータの
階調別に異なって決定される。
【００１０】
　前記補償値は赤色データを補償するためのＲ補償値、緑色データを補償するためのＧ補
償値、及び青色データを補償するためのＢ補償値を含み、前記Ｒ補償値、前記Ｇ補償値、
及び前記Ｂ補償値は同一なパネル欠陥位置と同一な階調において同一な値に定められる。
【００１１】
　前記補償値は赤色データを補償するためのＲ補償値、緑色データを補償するためのＧ補
償値、及び青色データを補償するためのＢ補償値を含み、同一なパネル欠陥位置と同一な
階調において、前記Ｒ補償値、前記Ｇ補償値、及び前記Ｂ補償値のうち、少なくとも一つ
の補償値が他の補償値と異なる。
【００１２】
　前記メモリはデータの更新が可能なメモリを含む。
【００１３】
　前記メモリはＥＥＰＲＯＭとＥＤＩＤ ＲＯＭのうち、少なくとも一つを含む。
【００１４】
　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とが交差し、複数の液晶セ
ルが配置される液晶表示パネルを含む。
【００１５】
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　前記駆動部は前記補正データを前記データラインに供給するデータ駆動回路と、前記ゲ
ートラインにスキャンパルスを供給するためのゲート駆動回路と、前記駆動回路を制御し
、前記補正データを前記データ駆動回路に供給するためのタイミングコントローラとを備
える。
【００１６】
　前記補償部は前記タイミングコントローラに内蔵される。
【００１７】
　本発明の他の実施の形態に係る平板表示装置は、表示パネルと、表示パネルのパネル欠
陥位置についての位置情報と複数の画素に分散される補償値が貯蔵されるメモリと前記パ
ネル欠陥位置に表示されるデータを検出し、前記パネル欠陥位置に表示されるデータを前
記メモリからの補償値に調整する補償部とを備える。
【００１８】
　本発明の他の実施の形態に係る平板表示装置は、表示パネルと、前記表示パネルのパネ
ル欠陥位置についての位置情報と複数のフレームに分散される補償値が貯蔵されるメモリ
と、前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出し、前記パネル欠陥位置に表示される
データを前記メモリからの補償値に調整する補償部とを備える。
【００１９】
　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、表示パネルでパネル欠陥の
存在の可否を測定し、前記表示パネルでパネル欠陥を判断する段階と、複数のフレーム期
間の間、前記パネル欠陥位置に分散された補償値を定める段階と、前記パネル欠陥位置に
表示されるデータを検出する段階と、前記パネル欠陥位置に表示されるデータを前記補償
値に調整する段階とを含む。
【００２０】
　本発明の他の実施の形態に係る平板表示装置の画質制御方法は、表示パネルでパネル欠
陥の存在の可否を測定し、前記表示パネルでパネル欠陥を判断する段階と、前記パネル欠
陥位置で複数のピクセルに分散される補償値を定める段階と、前記パネル欠陥位置に表示
されるデータを検出する段階と、前記パネル欠陥位置に表示されるデータを前記補償値に
調整する段階とを含む。
【００２１】
　本発明の他の実施の形態に係る平板表示装置の画質制御方法は、表示パネルでパネル欠
陥の存在の可否を測定し、前記表示パネルでパネル欠陥を判断する段階と、前記表示パネ
ルのパネル欠陥位置で複数のフレーム期間の間に分散されると共に、複数のピクセルに分
散される補償値を定める段階と、前記パネル欠陥位置に表示されるデータを検出する段階
と、前記パネル欠陥位置に表示されるデータを前記補償値に調整する段階とを含む。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る平板表示装置及びその画質制御方法は、回路を用いてパネル欠陥を電気的
に補償することにより、パネル欠陥を完璧に補償することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　前記目的の他、本発明の外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に表れる。
【００２４】
　以下、図４ないし図１７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。
【００２５】
　図４は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を示す図面である。
【００２６】
　図４に示すように、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、まず、
パネル欠陥を補償するために、カメラ等の測定装備を利用して試片の平板表示装置に入力
信号を印加した後、画面状態を測定する（Ｓ１）。Ｓ１の段階において、本発明の実施の
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形態に係る平板表示装置の画質制御方法は、平板表示装置の入力信号を各色において、最
低階調（Ｂｌａｃｋ）から最高階調（Ｗｈｉｔｅ）に一階調ずつ増加させつつ、試片の平
板表示装置の表示画像を、その試片の平板表示装置よりさらに高い解像度を有し、さらに
高い輝度分解能を有するカメラなどの測定装備で測定する。例えば、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、ＲＧＢそれぞれ８ビット（ｂｉｔ）ずつ入力信号
を受け、１３６６×７６８の解像度を有する平板表示装置の場合、０から２５５階調まで
総２５６個の画面を測定し、この際に測定された各画面は、１３６６×７６８以上の解像
度を有し、輝度は最小８ビット以上の解像度を有さねばならない。
【００２７】
　このように測定された結果に基づいて、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、パネル欠陥の発生の有無を把握した後、その結果、試片の平板表示装置にパ
ネル欠陥が存在すると判断されれば、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、パネル欠陥の輝度または色差を補正するための補償値を定めた後（Ｓ２）、その
補償値で入力ビデオデータを変調し、パネル欠陥位置の輝度または色差を補償する。Ｓ２
の段階において、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、Ｓ１の段階
から測定された結果から、各階調別のパネル欠陥位置とその程度を把握した後、補償値を
定める。補償値はパネル欠陥位置に応じて輝度または色差の不均一の程度が異なるため、
位置別に最適化されるべきであり、また、図５のようなガンマ特性を顧慮して、各階調別
に最適化されるべきである。従って、補償値はＲ、Ｇ、Ｂそれぞれで各階調別に決定され
るか、または図５で複数の階調を含む階調区間（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）別に設定される。例え
ば、補償値は、「パネル欠陥１」の位置で「＋１」、「パネル欠陥２」の位置で「－１」
、「パネル欠陥３」の位置で「０」等と位置別に最適化された値に設定され、また、「階
調区間Ａ」で「０」、「階調区間Ｂ」で「０」、「階調区間Ｃ」で「１」、「階調区間Ｄ
」で「１」等と階調区間別に最適化された値に設定される。従って、補償値は、同じパネ
ル欠陥位置で階調別に異なり、また、同じ階調でパネル欠陥位置別に異なる可能性がある
。このような補償値は、輝度補正の際に、一つのピクセル（画素）のＲ、Ｇ、Ｂデータそ
れぞれで同じ値に決定され、Ｒ、Ｇ、Ｂサブピクセルを含んだ一つのピクセル単位に決定
される。更に、補償値は、色値補償の際に、Ｒ、Ｇ、Ｂデータそれぞれに異なって決定さ
れる。例えば、特定パネル欠陥位置において、赤色が非欠陥位置でのより更に目立つと、
Ｒ補償値はＧ、Ｂ補償値より更に小さくなる。このように決定された補償値はパネル欠陥
の位置データと共にルックアップテーブルとしてテーブル化され、メモリに貯蔵される。
【００２８】
　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、Ｓ２の段階において決定さ
れた補償値を利用して、パネル欠陥位置に表示される入力デジタルビデオデータを変調し
、パネル欠陥位置に表示される画像の非欠陥位置との輝度差及び色差を補償する（Ｓ３）
。Ｓ３の段階を詳細に説明すると、本発明の第１の実施の形態に係る平板表示装置の画質
制御方法は、パネル欠陥位置についての位置情報とパネル欠陥位置に対応し、入力デジタ
ルビデオデータの階調に応じて最適化された補償値がメモリに貯蔵され、入力デジタルビ
デオデータがパネル欠陥位置に表示されるデータに判断されると、フレームレート制御階
調法（Ｆｒａｍｅ　Ｒａｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＦＲＣ）を用いて補償値を複数のフレー
ムに分散させる。本発明の第２の実施の形態に係る平板表示装置の画質制御方法は、パネ
ル欠陥位置についての位置情報とパネル欠陥位置に対応し、入力デジタルビデオデータの
階調に応じて最適化された補償値がメモリに貯蔵され、入力デジタルビデオデータの表示
位置と階調を判断し、その入力デジタルビデオデータがパネル欠陥位置に表示されるデー
タに判断されると、ディザリング（Ｄｉｔｈｅｒｉｎｇ）方法を用いて、隣接する複数の
ピクセルに補償値を分散させる。本発明の第３の実施の形態に係る平板表示装置の画質制
御方法は、パネル欠陥位置についての位置情報とパネル欠陥位置に対応し、入力デジタル
ビデオデータの階調に応じて最適化された補償値がメモリに貯蔵され、入力デジタルビデ
オデータの表示位置と階調を判断し、その入力デジタルビデオデータがパネル欠陥位置に
表示されるデータに判断されると、フレームレート制御階調法を用いて補償値を複数のフ
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レームに分散させると共に、ディザリング方法を用いて、隣接する複数のピクセルに補償
値を分散させる。ここで、フレームレート制御階調法とディザリング方法は視感の積分効
果を用いた映像制御方法であり、このうち、フレームレート制御階調法は他の色または階
調を示すピクセルの時間的配列として、その間の色または階調を表現する映像を作り出す
画質制御方法を指し、ピクセルの時間的配列はフレーム期間（Ｆｒａｍｅ　ｐｅｒｉｏｄ
）を単位とする。フレーム期間とは、フィールド期間（Ｆｉｅｌｄ ｐｅｒｉｏｄ）とも
いい、一画面も全ピクセルにデータが印加される一画面の表示期間を指し、このフレーム
期間はＮＴＳＣ方式の場合、１/６０秒であり、ＰＡＬ方式の場合、１/５０秒に標準化さ
れている。そして、ディザリング方法は他の色または階調を示すピクセルの空間的配列と
して、その間の色または階調を表現する映像を作り出す画質制御方法を指す。
【００２９】
　フレームレート制御階調法とディザリング方法について、図６ないし図８を参照して説
明する。例えば、０階調と１階調だけが表示可能なピクセルに構成される画面で１/４階
調、１/２階調、３/４階調等のような中間階調を表現しようとする場合、フレームレート
制御階調法では、図６の（ａ）に示すように、４フレームをフレームグループとし、順次
連結される４フレームの間、何れか一つのピクセルに３フレームは０階調を表示し、１フ
レームは１階調を表示すると、このピクセルに対しては、観察者には１/４階調が感じら
れる。これと同様に、図６の（ｂ）及び（ｃ）に示すように、１/２階調と３/４階調も表
現される。そして、ディザリング方法では、図７の（ａ）に示すように、４つのピクセル
のうち、３つのピクセルに０階調を表示し、一つのピクセルに１階調を表示すると、この
ピクセルグループに対して、観察者には１/４階調が感じられる。これと同様に、図７の
（ｂ）及び（ｃ）に示すように、１/２階調と３/４階調も表現される。そして、このよう
なフレームレート制御階調法とディザリング方法を共に用いる方法として、図８は４つの
ピクセルを一つのグループにしたディザリングと、このピクセルグループに対し、４フレ
ームを単位としたフレームレートコントロールとを同時に適用して中間階調を表現するこ
とを示す。このような４×４フレームレート制御階調法及びディザリング方法の場合、図
８の（ａ）を参照すると、４フレームの間、毎フレームでこのピクセルグループが示す階
調は１/４階調であり、このピクセルグループを形成する各ピクセル（第１ないし第４の
ピクセル）は４フレームを単位とし、それぞれ１/４階調を示す。これと同様に、１/２階
調を表現することにおいても、（ｂ）に示すように、各ピクセルグループは毎フレームに
でディザリングによる１/２階調を表現し、各ピクセルは４フレームにかけてそれぞれ１/
２階調を表現する。これと同様に、（ｃ）に示すように、３/４階調も表現される。この
ように、フレームレートコントロールとディザリングとを共に適用する制御方法は、フレ
ームレートコントロールから発生され得るフリッカ（Ｆｌｉｃｋｅｒ）とディザリングか
ら発生され得る解像度の低下の問題とを解決することができるという利点を有する。
【００３０】
　一方、フレームレート制御階調法においてのフレームグループを形成するフレーム数や
、ディザリングにおいてのピクセルグループを形成するピクセル数は、必要に応じて多様
な調整が可能である。
【００３１】
　このように、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、表示装置のデ
ータ処理容量に応じて表示装置の画面が表現できる色または階調を更に細分化して表現す
ることのできるフレームレートコントロール、ディザリングのような画質制御方法を通じ
てパネル欠陥位置の輝度差を補償することにより、自然で上品な画質の具現ができるとい
う利点を有する。
【００３２】
　このような入力信号の補正（Ｓ３）の段階のために、本発明に係る平板表示装置は、図
９に示すように、ビデオデータの入力を受け、これを変調して表示パネル１１１を駆動す
る駆動部１１０に供給する補償回路１０５を備える。
【００３３】
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　図１０は、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置を示す図面である。
【００３４】
　図１０を参照すると、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置は、データライン１０６
とゲートライン１０８とが交差し、その交差部に、液晶セルＣｌｃを駆動するためのＴＦ
Ｔが形成された液晶表示パネル１０３と、補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／
Ｂｃを発生させる補償回路１０５と、補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃ
を用いてデータライン１０６を駆動するデータ駆動回路１０１と、ゲートライン１０６に
スキャンパルスを供給するゲート駆動回路１０２と、データ駆動回路１０１及びゲート駆
動回路１０２を制御するタイミングコントローラ１０４とを備える。
【００３５】
　液晶表示パネル１０３は、二枚の基板（ＴＦＴ基板、カラーフィルター基板）の間に液
晶分子が注入される。ＴＦＴ基板上に形成されたデータライン１０６とゲートライン１０
８は相互直交する。データライン１０６とゲートライン１０８の交差部に形成されたＴＦ
Ｔは、ゲートライン１０８からのスキャン信号に応答して、データライン１０６を経由し
て供給されるアナログガンマ補償電圧を液晶セルＣｌｃの画素電極に供給する。カラーフ
ィルタ基板上には図示していないブラックマトリクス、カラーフィルタ及び共通電極が形
成される。この液晶表示パネル１０３上で、一つのピクセルは、Ｒサブピクセル、Ｇサブ
ピクセル及びＢサブピクセルを含む。一方、カラーフィルタ基板に形成される共通電極は
、電界印加方式によってＴＦＴ基板に形成される。ＴＦＴ基板及びカラーフィルタ基板に
は、互いに垂直の偏光軸を有する偏光板がそれぞれ付着される。
【００３６】
　補償回路１０５は、システムインターフェース（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）
から入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの供給を受け、パネル欠陥の位置に供給
される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉを変調して補正されたデジタルビデオ
データＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発生させる。このような補償回路１０５については、後述する
。
【００３７】
　タイミングコントローラ１０４は、補償回路１０５を経由して供給される垂直／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
を利用して、ゲート駆動回路１０２を制御するためのゲート制御信号ＧＤＣ、データ駆動
回路１０１を制御するためのデータ制御信号ＤＤＣを発生させると共に、補正されたデジ
タルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／ＢｃをドットクロックＤＣＬＫに合わせてデータ駆動回路
１０１に供給する。
【００３８】
　データ駆動回路１０１は、補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃの入力を
受け、このデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃをアナログガンマ補償電圧に変換して
、タイミングコントローラ１０４の制御下で液晶表示パネル１０３のデータライン１０６
に供給する。
【００３９】
　ゲート駆動回路１０２は、スキャン信号をゲートライン１０８に供給することによって
、そのゲートライン１０８に接続されたＴＦＴをターンオン（Ｔｕｒｎ－ｏｎ）させて、
データのピクセル電圧、即ち、アナログガンマ補償電圧が供給される１水平ラインの液晶
セルＣｌｃを選択する。データ駆動回路１０１から発生するアナログガンマ補償電圧は、
スキャンパルスに同期されることによって、選択された１水平ラインの液晶セルＣｌｃに
供給される。
【００４０】
　以下、図１１ないし図１７を参照して、補償回路１０５について詳細に説明する。
【００４１】
　図１１を参照すると、本発明の実施の形態に係る補償回路１０５は、液晶表示パネル１
０３上のパネル欠陥位置についての位置情報と補償値とが貯蔵されるメモリ１１６と、パ



(13) JP 4555259 B2 2010.9.29

10

20

30

40

50

ネル欠陥位置に表示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉを補償値を用いて
変調することにより補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発生する補償部
１１５と、補償部１１５と外部システムとの通信のためのインターフェース回路１１７と
、インターフェース回路１１７を経由してメモリ１１６に貯蔵されるデータが臨時貯蔵さ
れるレジスタ１１８とを備える。
【００４２】
　メモリ１１６には、パネル欠陥の位置情報と共に、パネル欠陥の各位置別に入力デジタ
ルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調に応じる補償値についてのデータが貯蔵される。
ここで、階調に応じる補償値とは、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの各階調
に対応して設定される補償値、または二つ以上の階調を含む階調区間に対応して設定され
る補償値を指す。階調区間に対応して補償値が設定される場合、メモリ１１６には、階調
区間についての情報、即ち、階調区間が含む階調についての情報も貯蔵される。このメモ
リ１１６は、外部システムからの電気的信号により、パネル欠陥位置と補償値についての
データの更新が可能なＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）等の非揮発性メモリを含む。
【００４３】
　一方、メモリ１１６として、ＥＥＰＲＯＭの代わりにＥＤＩＤ ＲＯＭ（Ｅｘｔｅｎｄ
ｅｄ Ｄｉｓｐｌａｙ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｄａｔａ ＲＯＭ）も用いられる。
ＥＤＩＤ ＲＯＭは、パネル欠陥補償関連のデータを別途の貯蔵空間に貯蔵し、その補償
関連のデータの外、モニタ情報データとして販売者／生産者識別情報及び基本表示素子の
変数及び特性等を貯蔵する。ＥＥＰＲＯＭの代わりにＥＤＩＤ ＲＯＭにパネル欠陥補償
データを貯蔵する場合に、未図示のＲＯＭ記録器はＤＤＣ（Ｄａｔａ Ｄｉｓｐｌａｙ Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）を通じてパネル欠陥補償データを伝送する。以下、パネル欠陥補償データ
が貯蔵されるメモリは、ＥＥＰＲＯＭと仮定して説明する。
【００４４】
　インターフェース回路１１７は、補償回路１０５と外部システムとの通信のための構成
であって、このインターフェース回路１１７は、Ｉ２Ｃ等の通信標準プロトコル規格に合
わせて設計される。外部システムでは、このインターフェース回路１１７を通じてメモリ
１１６に貯蔵されたデータを読み取るか、または修正できる。即ち、メモリ１１６に貯蔵
されたピクセル位置ＰＤ及び補償値ＣＤについてのデータは、工程上変化、適用モデル間
の差等のような理由により更新が要求され、ユーザーは、更新しようとするピクセル位置
ＵＰＤ及び補償値ＵＣＤについてのデータを外部システムから供給を受け、メモリ１１６
に貯蔵されたデータを修正することができる。
【００４５】
　レジスタ１１８には、メモリ１１６に貯蔵されたピクセル位置ＰＤ及び補償値ＣＤを更
新するために、インターフェース回路１１７を通じて伝送されるピクセル位置ＵＰＤ及び
補償値ＵＣＤのデータが臨時貯蔵される。
【００４６】
　補償部１１５については、以下補償部１１５に対する第１ないし第３の実施の形態を通
じて詳細に説明する。
【００４７】
　図１１、図１２及び図１３を参照すると、本発明の第１の実施の形態に係る補償部１１
５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に応じて液晶表示パネル１０３上で入力デジタルビデオデータＲｉ／
Ｇｉ／Ｂｉの位置を判断し、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの位置がパネル
欠陥位置に含まれると、フレームレート制御階調法を用いてメモリ１１６からの補償値を
複数のフレームに分散させる。
【００４８】
　このような補償部１１５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のうち、何れか一つ以上を利用して、入力デ
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ジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの位置を判断する位置判断部１２５と、位置判断部
１２５及び階調分析部１２６から供給される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉ
の位置及び階調情報を用いてメモリ１１６にアクセス（Ａｃｃｅｓｓ）するためのリード
（Ｒｅａｄ）アドレス
（Ａｄｄｒｅｓｓ）を生成するアドレス生成部１２７と、フレームレートコントロール方
法によりメモリ１１６からローディング（Ｌｏａｄｉｎｇ）された補償値（Ｒ補償値、Ｇ
補償値、Ｂ補償値）を複数のフレームに分散させるフレームレートコントロール部（ＦＲ
Ｃ）１２０とを備える。
【００４９】
　位置判断部１２５は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ，Ｈｓｙｎｃ、ドットクロックＤ
ＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥのうち、何れか一つ以上を利用して、入力デジタル
ビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの表示位置を判断する。例えば、水平同期信号Ｈｓｙｎｃ
とドットクロックＤＣＬＫをカウンティングし、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／
Ｂｉの液晶表示パネル１０３上に表示される位置を判断することができる。
【００５０】
　階調分析部１２６は、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調領域を分析す
る。即ち、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調、またはこの階調が含まれ
る階調区間について分析する。
【００５１】
　アドレス生成部１２７は、位置判断部１２５からの入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇ
ｉ／Ｂｉの位置情報と、階調分析部１２６からの入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／
Ｂｉの階調情報との供給を受け、この入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの位置
及び階調に該当する補償値（Ｒ補償値、Ｇ補償値、Ｂ補償値）が貯蔵されたメモリ１１６
のアドレスをアクセスするためのリードアドレスを生成する。
【００５２】
　フレームレートコントロール部１２０は、アドレス生成部１２７により生成されたリー
ドアドレスに該当するメモリ１１６のアドレスからローディング（Ｌｏａｄｉｎｇ）され
た補償値（Ｒ補償値、Ｇ補償値、Ｂ補償値）をフレームレート制御階調法により複数のフ
レームに分散させる。
【００５３】
　このフレームレートコントロール部１２０は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ，Ｈｓｙ
ｎｃ、ドットクロックＤＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥのうち、何れか一つ以上を
利用してフレーム数を感知するフレーム数感知部１２３と、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の
階調レベルを判定し、フレーム数感知部１２３からのフレーム情報を用いてフレームレー
トコントロールデータＦＤを発生する階調レベル判定部１２１と、入力デジタルビデオデ
ータＲｉ／Ｇｉ／ＢｉをフレームレートコントロールデータＦＤに増減して補正されたデ
ジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発生する演算器１２２とを備える。
【００５４】
　フレーム数感知部１２３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のうち、何れか一つ以上を利用してフレーム
数を感知する。例えば、垂直同期信号Ｖｓｙｎｃをカウントしてフレーム数を感知するこ
とができる。
【００５５】
　階調レベル判定部１２１は、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の階調レベルを判定し、フレー
ム数感知部１２３からのフレーム情報を用いてフレームレートコントロールデータＦＤを
発生する。例えば、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）で「０１」の２進データが階調レベル判定
部１２１に供給された場合、階調レベル判定部１２１は「０１」の２進データがパネル欠
陥位置に供給される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉにどのぐらいの階調を補
償するためのデータであるかを判断する。ここで、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）が「０１」
であるというのは、Ｒ補償値、Ｇ補償値、Ｂ補償値がそれぞれ同一に「０１」であること
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を意味する。もし、階調レベル判定部１２１が４フレームをフレームグループとするフレ
ームレート制御階調法により制御され、「００」は０階調、「０１」は１/４階調、「１
０」は１/２階調、「１１」は３/４階調に対する補償値に認識するように予め決定された
とすれば、この階調レベル判定部１２１は「０１」の２進データをパネル欠陥位置に供給
される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに対して１/４階調を補償するための
補償値に判定する。このように階調レベルが判定されると、階調レベル判定部１２１はパ
ネル欠陥位置に供給される入力デ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「０１」のデータをフレームレート制御階調法によりフレームグループを形
成する４フレームのうち、どのフレームに分散させるかを決定する。即ち、階調レベル判
定部１２１は、図６の（ａ）に示すように、第１ないし第４のフレームのうち、何れか一
つのフレームに１階調が補償されるようにグループを形成する４フレームに「０１」のデ
ータを分散させるために、フレームレートコントロールデータＦＤを発生する。例えば、
階調レベル判定部１２１は第１のフレームに「０」（０階調補償）、第２のフレームに「
０」（０階調補償）、第３のフレームに「０」（０階調補償）、第４のフレームに「１」
（１階調補償）のようなフレームレートコントロールデータＦＤを発生する。
【００５６】
　一方、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）はパネル欠陥位置に供給される入力デジタルビデオデ
ータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに対し、１階調以上の階調を補償するための値に決定されることが
できる。このような場合、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）は整数分と素数分を含む。例えば、
３．２５階調を補償するための補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の場合、整数分「３．００」と
素数分「０．２５」を含み、このうち、「０．２５」（１/４）は前記のような「０１」
の２進データに表現されることができ、「３．００」は２ビットの２進データとして、「
１１」に表現されることができる。このような整数分は補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の限界
値に応じて多様なビット数に表現されることができる。このように、「３．００」が「１
１」に表現され、「０．２５」が「０１」に表現される際、このような補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ
補償値）は上位２ビットを整数分とし、下位２ビットを素数分とし、「１１０１」のよう
な４ビットのデータに表現されることができる。このような「１１０１」の２進でーたが
階調レベル判定部１２１に供給される場合、階調レベル判定部１２１は「１１０１」の２
進データがパネル欠陥位置に供給される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに対
して３．２５階調を補償するための補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）に判定し、グループを形成
する４フレームに「１１０１」のデータを分散させるためにフレームレートコントロール
データＦＤを発生する。例えば、階調レベル判定部１２１は第１のフレームに「１１００
」、第２のフレームに「１１００」、第３のフレームに「１１００」、第４のフレームに
「１１０１」のようなフレームレートコントロールデータＦＤを発生する。
【００５７】
　演算器１２２は、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉをフレームレートコント
ロールデータＦＤに増減して補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発生す
る。
【００５８】
　このように、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置は、フレームレートコントロール
方法により制御される補償部１０５を備えて細分化された階調及び色差表現が可能である
。即ち、Ｒ、Ｇ、Ｂデータがそれぞれ８ビットであるデジタルビデオデータに駆動され、
Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれに対して２５６階調の表現ができる液晶表示装置の場合、４フレー
ムをフレームグループとするフレームレートコントロール方法により制御される補償部１
０５を備えることにより、その表現可能な階調がＲ、Ｇ、Ｂのそれぞれに対して１０２１
階調に細分化される。このように、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置は、細分化さ
れた階調にパネル欠陥位置と非欠陥位置との輝度差を補正することにより、自然で上品な
画質を具現することが可能になる。
【００５９】
　図１１、図１４及び図１５を参照すると、本発明の第２の実施の形態に係る補償部１１
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５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に応じて液晶表示パネル１０３上で入力デジタルビデオデータＲｉ／
Ｇｉ／Ｂｉの位置を判断し、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの位置がパネル
欠陥位置に含まれると、ディザリング方法を用いてメモリ１１６からの補償値を入力デジ
タルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉが表示されるピクセルと隣接する複数のピクセルに分
散させる。
【００６０】
　このような補償部１１５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のうち、何れか一つ以上を利用して入力デジ
タルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの位置を判断する位置判断部１３５と、入力デジタル
ビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調領域を分析する階調分析部１３６と、位置判断部１
３５及び階調分析部１３６から供給される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの
位置及び階調情報を用いてメモリ１１６にアクセスするためのリード（Ｒｅａｄ）アドレ
ス
を生成するアドレス生成部１３７と、ディザリング方法によりメモリ１１６からローディ
ングされた補償値（Ｒ補償値、Ｇ補償値、Ｂ補償値）を入力デジタルビデオデータＲｉ／
Ｇｉ／Ｂｉが表示されるピクセルと隣接する複数のピクセルに分散させるディザリング部
１３０とを備える。
【００６１】
　位置判断部１３５は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ，Ｈｓｙｎｃ、ドットクロックＤ
ＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥのうち、何れか一つ以上を利用して入力デジタルビ
デオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの位置を判断する。例えば、水平同期信号Ｈｓｙｎｃとドッ
トクロックＤＣＬＫをカウントして、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの液晶
表示パネル１０３上に表示される位置を判断することができる。
【００６２】
　階調分析部１３６は入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調領域を分析する
。即ち、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調またはこの階調が含まれる階
調区間に対して分析する。
【００６３】
　アドレス生成部１３７は、位置判断部１３５からの入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇ
ｉ／Ｂｉの位置情報と、階調分析部１３６からの入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／
Ｂｉの位置及び階調に該当する補償値（Ｒ補償値、Ｇ補償値、Ｂ補償値）が貯蔵されたメ
モリ１１６のアドレスをアクセルするためのリードアドレスを生成する。
【００６４】
　ディザリング部１３０はアドレス生成部１３７により生成されたリードアドレスに該当
するメモリ１１６のアドレスからローディングされた補償値（Ｒ補償値、Ｇ補償値、Ｂ補
償値）をディザリング方法により入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉが表示され
るピクセルの隣接する複数のピクセルに分散させる。
【００６５】
　このディザリング部１３０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のうち、何れか一つ以上を利用してピクセ
ル位置を判断するピクセル位置判断部１３４と、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の階調レベル
を判定し、ピクセル位置判断部１３４からのピクセル位置情報を用いてディザリングデー
タＤＤを発生する階調レベル判定部１３１と、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂ
ｉをディザリングデータＤＤに増減して補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂ
ｃを発生する演算器１３２とを備える。
【００６６】
　ピクセル位置判断部１３４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のうち、何れか一つ以上を利用してピクセ
ル位置を判断する。例えば、水平同期信号Ｈｓｙｎｃ及びドットクロックＤＣＬＫをカウ
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ントしてピクセル位置を判断することができる。
【００６７】
　階調レベル判定部１３１は、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の階調レベルを判定し、ピクセ
ル位置判断部１３４からのピクセル位置情報を用いてディザリングデータＤＤを発生する
。例えば、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）で「０１」の２進データが階調レベル判定部１３１
に供給された場合、階調レベル判定部１３１は「０１」の２進データがパネル欠陥位置に
供給される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉにどのぐらいの階調を補償するた
めのデータであるかを判断する。ここで、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）が「０１」であると
いうのは、Ｒ補償値、Ｇ補償値、Ｂ補償値がそれぞれ同一に「０１」であることを意味す
る。もし、階調レベル判定部１３１が４ピクセルをピクセルグループとするディザリング
方法により制御され、「００」は０階調、「０１」は１/４階調、「１０」は１/２階調、
「１１」は３/４階調に対する補償値に認識するように予め決定されたとすれば、この階
調レベル判定部１３１は「０１」の２進データをパネル欠陥位置に供給される入力デジタ
ルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに対して１/４階調を補償するための補償値に判定する
。このように階調レベルが判定されると、階調レベル判定部１３１はパネル欠陥位置に供
給される入力デ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「０
１」のデータをディザリング方法によりピクセルグループを形成する４ピクセルのうち、
どのピクセルに分散させるかを決定する。即ち、階調レベル判定部１３１は、図７の（ａ
）に示すように、ピクセルグループを形成する第１ないし第４のピクセルのうち、何れか
一つのピクセルに１階調が補償されるようにグループを形成する複数のピクセルに「０１
」のデータを分散させるために、ディザリングデータＤＤを発生する。例えば、階調レベ
ル判定部１３１は第１のピクセルに「０」（０階調補償）、第２のピクセルに「１」（１
階調補償）、第３のピクセルに「０」（０階調補償）、第４のピクセルに「０」（０階調
補償）のようなディザリングデータＤＤを発生する。
【００６８】
　一方、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）はパネル欠陥位置に供給される入力デジタルビデオデ
ータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに対し、１階調以上の階調を補償するための値に決定されることが
できる。このような場合、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）は整数分と素数分を含む。例えば、
３．２５階調を補償するための補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の場合、整数分「３．００」と
素数分「０．２５」を含み、このうち、「０．２５」（１/４）は前記のような「０１」
の２進データに表現されることができ、「３．００」は２ビットの２進データとして、「
１１」に表現されることができる。このような整数分は補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の限界
値に応じて多様なビット数に表現されることができる。このように、「３．００」が「１
１」に表現され、「０．２５」が「０１」に表現される際、このような補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ
補償値）は上位２ビットを整数分とし、下位２ビットを素数分とし、「１１０１」のよう
な４ビットのデータに表現されることができる。このような「１１０１」の２進でーたが
階調レベル判定部１３１に供給される場合、階調レベル判定部１３１は「１１０１」の２
進データがパネル欠陥位置に供給される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに対
して３．２５階調を補償するための補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）に判定し、グループを形成
する４ピクセルに「１１０１」のデータを分散させるためにディザリングデータＤＤを発
生する。例えば、階調レベル判定部１３１は第１のピクセルに「１１００」、第２のピク
セルに「１１０１」、第３のピクセルに「１１００」、第４のピクセルに「１１００」の
ようなディザリングデータＤＤを発生する。
【００６９】
　演算器１３２は、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／ＢｉをディザリングデータＤ
Ｄに増減して補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発生する。
【００７０】
　このように、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置は、ディザリング方法により制御
される補償回路１０５を備えて細分化された階調及び色差表現が可能である。即ち、Ｒ、
Ｇ、Ｂデータがそれぞれ８ビットであるデジタルビデオデータに駆動され、Ｒ、Ｇ、Ｂの
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それぞれに対して２５６階調の表現ができる液晶表示装置の場合、４ピクセルをピクセル
グループとするディザリング方法により制御される補償回路１０５を備えることにより、
その表現可能な階調がＲ、Ｇ、Ｂのそれぞれに対して１０２１階調に細分化される。この
ように、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置は、細分化された階調にパネル欠陥位置
と非欠陥位置との輝度差を補正することにより、自然で上品な画質を具現することが可能
になる。
【００７１】
　図１１、図１６及び図１７を参照すると、本発明の第３の実施の形態に係る補償部１１
５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に応じて液晶表示パネル１０３上で入力デジタルビデオデータＲｉ／
Ｇｉ／Ｂｉの位置を判断し、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの位置がパネル
欠陥位置に含まれると、フレームレートコントロール方法を用いてメモリ１１６からの補
償値を複数のフレームに分散させ、ディザリング方法を用いてメモリ１１６からの補償値
を隣接する複数のピクセルに分散させる。
【００７２】
　このような補償部１１５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のうち、何れか一つ以上を利用して入力デジ
タルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの位置を判断する位置判断部１４５と、入力デジタル
ビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調領域を分析する階調分析部１４６と、位置判断部１
４５及び階調分析部１４６から供給される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの
位置及び階調情報を用いてメモリ１１６にアクセスするためのリードアドレスを生成する
アドレス生成部１４７と、メモリ１１６からローディングされた補償値（Ｒ補償値、Ｇ補
償値、Ｂ補償値）をフレームレート制御階調法により複数のフレームに分散させ、ディザ
リング方法により入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉが表示されるピクセルと隣
接する複数のピクセルに分散させるフレームレートコントロール及びディザリング部１４
０を備える。
【００７３】
　位置判断部１４５は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ，Ｈｓｙｎｃ、ドットクロックＤ
ＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥのうち、何れか一つ以上を利用して入力デジタルビ
デオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの位置を判断する。例えば、水平同期信号Ｈｓｙｎｃとドッ
トクロックＤＣＬＫをカウンティングして、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉ
の液晶表示パネル１０３上に表示される位置を判断することができる。
【００７４】
　階調分析部１４６は入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調領域を分析する
。即ち、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調またはこの階調が含まれる階
調区間に対して分析する。
【００７５】
　アドレス生成部１４７は、位置判断部１４５からの入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇ
ｉ／Ｂｉの位置情報と、階調分析部１４６からの入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／
Ｂｉの階調情報との供給を受け、この入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの位置
及び階調に該当する補償値（Ｒ補償値、Ｇ補償値、Ｂ補償値）が貯蔵されたメモリ１１６
のアドレスをアクセスするためのリードアドレスを生成する。
【００７６】
　フレームレートコントロール及びディザリング部１４０は、アドレス生成部１４７によ
り生成されたリードアドレスに該当するメモリ１１６のアドレスからローディングされた
補償値（Ｒ補償値、Ｇ補償値、Ｂ補償値）をフレームレート制御階調法より複数のフレー
ムに分散させ、ディザリング方法により入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉが表
示されるピクセルの隣接する複数のピクセルに分散させる。
【００７７】
　このフレームレートコントロール及びディザリング部１４０は、垂直／水平同期信号Ｖ
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ｓｙｎｃ，Ｈｓｙｎｃ、ドットクロックＤＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥのうち、
何れか一つ以上を利用してフレーム数を感知するフレーム数感知部１４３と、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Ｄ
Ｅのうち、何れか一つ以上を利用してピクセル位置を判断するピクセル位置判断部１４４
と、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の階調レベルを判定し、フレーム数感知部１４３からのフ
レーム数情報及びピクセル位置判断部１４４からのピクセル位置情報を用いてフレームレ
ートコントロール及びディザリングデータＤＤを発生する階調レベル判定部１４１と、入
力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉをフレームレートコントロール及びディザリン
グデータＤＤに増減して補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発生する演
算器１４２とを備える。
【００７８】
　フレーム数感知部１４３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のうち、何れか一つ以上を利用してフレーム
数を感知する。例えば、垂直同期信号Ｖｓｙｎｃをカウントしてフレーム数を感知するこ
とができる。
【００７９】
　ピクセル位置判断部１４４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のうち、何れか一つ以上を利用してピクセ
ル位置を判断する。例えば、水平同期信号Ｈｓｙｎｃ及びドットクロックＤＣＬＫをカウ
ンティングしてピクセル位置を判断することができる。
【００８０】
　階調レベル判定部１４１は、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の階調レベルを判定し、フレー
ム感知部１４３からのフレーム情報とピクセル位置判断部１４４からのピクセル位置情報
とを用いてフレームレートコントロール及びディザリングデータＦＤＤを発生する。例え
ば、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）で「０１」の２進データが階調レベル判定部１４１に供給
された場合、階調レベル判定部１４１は「０１」の２進データがパネル欠陥位置に供給さ
れる入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉにどのぐらいの階調を補償するためのデ
ータであるかを判断する。ここで、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）が「０１」であるというの
は、Ｒ補償値、Ｇ補償値、Ｂ補償値がそれぞれ同一に「０１」であることを意味する。も
し、階調レベル判定部１４１が４フレームをフレームグループとし、４ピクセルとピクセ
ルグループとするフレームレート制御階調法及びディザリング方法、即ち、４×４フレー
ムレート制御階調法及びディザリング方法により制御され、「００」は０階調、「０１」
は１/４階調、「１０」は１/２階調、「１１」は３/４階調に対する補償値に認識するよ
うに予め決定されたとすれば、この階調レベル判定部１４１は「０１」の２進データをパ
ネル欠陥位置に供給される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに対して１/４階
調を補償するための補償値に判定する。このように階調レベルが判定されると、階調レベ
ル判定部１４１はパネル欠陥位置に供給される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂ
ｉに１/４階調を補償するために「０１」のデータをフレームレート制御階調法によりフ
レームグループを形成する４フレームのうち、どのフレームに分散させるか、そしてディ
ザリング方法によりピクセルグループを形成する４ピクセルのうち、どのピクセルに分散
させるかを決定する。即ち、階調レベル判定部１４１は、図８の（ａ）に示すように、ピ
クセルグループを形成する第１ないし第４のピクセルのそれぞれはフレームグループを形
成する第１ないし第４のフレームのうち、何れか一つのフレームに１階調が補償され、こ
れと同時に、第１ないし第４のフレームのそれぞれはピクセルグループを形成する第１な
いし第４のピクセルのうち、何れか一つのピクセルに１階調が補償されるようにグループ
を形成する４フレーム及び４ピクセルに「０１」のデータを分散させるために、フレーム
レートコントロール及びディザリングデータＦＤＤを発生する。例えば、階調レベル判定
部１４１は第１のフレームの第１のピクセルに「１」（１階調補償）、第２のピクセルに
「０」（０階調補償）、第３のピクセルに「０」（０階調補償）、第４のピクセルに「０
」（０階調補償）、第２のフレームの第１のピクセルに「０」（０階調補償）、第２のピ
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クセルに「１」（１階調補償）、第３のピクセルに「０」（０階調補償）、第４のピクセ
ルに「０」（０階調補償）、第３のフレームの第１のピクセルに「０」（０階調補償）、
第２のピクセルに「０」（０階調補償）、第３のピクセルに「１」（１階調補償）、第４
のピクセルに「０」（０階調補償）、第４のフレームの第１のピクセルに「０」（０階調
補償）、第２のピクセルに「０」（０階調補償）、第３のピクセルに「０」（０階調補償
）、第４のピクセルに「１」（１階調補償）のようなフレームレートコントロール及びデ
ィザリングデータＦＤＤを発生する。
【００８１】
　一方、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）はパネル欠陥位置に供給される入力デジタルビデオデ
ータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに対し、１階調以上の階調を補償するための値に決定されることが
できる。このような場合、補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）は整数分と素数分を含む。例えば、
３．２５階調を補償するための補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の場合、整数分「３．００」と
素数分「０．２５」を含み、このうち、「０．２５」（１/４）は前記のような「０１」
の２進データに表現されることができ、「３．００」は２ビットの２進データとして、「
１１」に表現されることができる。このような整数分は補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）の限界
値に応じて多様なビット数に表現されることができる。このように、「３．００」が「１
１」に表現され、「０．２５」が「０１」に表現される際、このような補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ
補償値）は上位２ビットを整数分とし、下位２ビットを素数分とし、「１１０１」のよう
な４ビットのデータに表現されることができる。このような「１１０１」の２進でーたが
階調レベル判定部１４１に供給される場合、階調レベル判定部１４１は「１１０１」の２
進データがパネル欠陥位置に供給される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに対
して３．２５階調を補償するための補償値（Ｒ/Ｇ/Ｂ補償値）に判定し、グループを形成
する４フレーム及び４ピクセルに「１１０１」のデータを分散させるためにフレームレー
トコントロール及びディザリングデータＦＤＤを発生する。例えば、階調レベル判定部１
４１は第１のフレームの第１のピクセルに「１１０１」、第２のピクセルに「１１００」
、第３のピクセルに「１１００」、第４のピクセルに「１１００」、第２のフレームの第
１のピクセルに「１１００」、第２のピクセルに「１１０１」、第３のピクセルに「１１
００」、第４のピクセルに「１１００」、第３のフレームの第１のピクセルに「１１００
」、第２のピクセルに「１１００」、第３のピクセルに「１１０１」、第４のピクセルに
「１１００」、第４のフレームの第１のピクセルに「１１００」、第２のピクセルに「１
１００」、第３のピクセルに「１１００」、第４のピクセルに「１１０１」のようなフレ
ームレートコントロール及びディザリングデータＦＤＤを発生する。
【００８２】
　演算器１４２は、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉをフレームレートコント
ロール及びディザリングデータＦＤＤに増減して補正されたデジタルビデオデータＲｃ／
Ｇｃ／Ｂｃを発生する。
【００８３】
　このように、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置は、フレームレート制御階調法及
びディザリング方法により制御される補償部１０５を備えて細分化された階調及び色差表
現が可能である。即ち、Ｒ、Ｇ、Ｂデータがそれぞれ８ビットであるデジタルビデオデー
タに駆動され、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれに対して２５６階調の表現ができる液晶表示装置の
場合、４×４フレームレート制御階調法及びディザリング方法により制御される補償部１
０５を備えることにより、その表現可能な階調がＲ、Ｇ、Ｂのそれぞれに対して１０２１
階調に細分化される。このように、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置は、細分化さ
れた階調にパネル欠陥位置と非欠陥位置との輝度差を補正することにより、自然で上品な
画質を具現することが可能になる。
【００８４】
　前記のような補償部１０５はタイミングコントローラ１０４と共にワンチップ化され集
積されることができる。
【００８５】
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　前記の実施の形態では補償回路１０５を液晶表示装置に適用した場合を例示したが、こ
のような補償回路１０５は液晶表示装置の外の平板表示装置にも適用することができる。
【００８６】
　前述のように、本発明に係る平板表示装置及びその画質制御方法は、回路を用いてパネ
ル欠陥を電気的に微細に補償することにより、パネル欠陥が存在する表示パネルでも表示
品質を上昇させることができる。
【００８７】
　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
種々なる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】
【００８８】
【図１】不定型のパネル欠陥を示す図面である。
【図２】垂直の帯状のパネル欠陥を示す図面である。
【図３】点状のパネル欠陥を示す図面である。
【図４】本発明のパネル欠陥補償段階を示す図面である。
【図５】ガンマ特性を示す図面である。
【図６】フレームレートコントロール方法を例示する図面である。
【図７】ディザリング方法を例示する図面である。
【図８】フレームレートコントロールとディザリングとを混合した方法を例示する図面で
ある。
【図９】本発明に係る平板表示装置を示す図面である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る液晶表示装置を示す図面である。
【図１１】図１０の補償回路を示す図面である。
【図１２】図１１の補償部に対する第１の実施の形態を示す図面である。
【図１３】図１２のフレームレートコントロール部を示す図面である。
【図１４】図１１の補償部に対する第２の実施の形態を示す図面である。
【図１５】図１４のディザリング部を示す図面である。
【図１６】図１１の補償部に対する第３の実施の形態を示す図面である。
【図１７】図１６のフレームレートコントロール及びディザリング部を示す図面である。
【符号の説明】
【００８９】
１０１ データ駆動回路
１０２ ゲート駆動回路
１０３ 液晶表示パネル
１０４ タイミングコントローラ
１０５ 補償回路
１０６ データライン
１０８ ゲートライン
１１０ 駆動部
１１１ 表示パネル
１１５ 補償部
１１６ メモリ
１１７ インターフェース回路
１１８ レジスタ
１２０ フレームレートコントロール部
１２１、１３１、１４１ 階調レベル判定部
１２２、１３２、１４２　演算器
１２３，１４３　フレーム　数感知部
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１３４、１４４　ピクセル　位置判断部
１２５、１３５，１４５ 位置判断部
１２６、１３６、１４６ 階調分析部
１２７、１３７、１４７ アドレス生成部
１３０ ディザリング部
１４０　フレームレートコントロール及びディザリング部
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