
JP 4216246 B2 2009.1.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも二つのサブフレームに分割されたフレームの各サブフレームの間に光を放出
し，発光ダイオードから構成される少なくとも二つのバックライトを備え，該各バックラ
イトが放出する光は相互に異なる色の光であり，前記バックライトをそれぞれ該当するサ
ブフレームで順次駆動させ，光を放出させるバックライト駆動回路にあって：
　前記各バックライトに相互異なる駆動電圧を供給することで，該各バックライトが所定
の輝度を有する光を放出するようにする駆動電圧発生手段と；
　前記各バックライトに相互異なるＰＷＭ信号を供給することで，該各バックライトで放
出する光の色度を調節するＰＷＭ信号発生手段と；
　前記バックライトを制御するための制御信号に応じて，前記少なくとも二つのバックラ
イトのうち該当する一つのバックライトのみを駆動するための信号を前記ＰＷＭ信号発生
手段に供給するＬＥＤコントロール手段と；
　前記バックライトは，赤色の光を放出する赤色発光ダイオード，緑色の光を放出する緑
色発光ダイオード，青色の光を放出する青色発光ダイオード，または白色の光を放出する
白色発光ダイオードのうち少なくとも二つの発光ダイオードから構成され，
　前記駆動電圧発生手段には，前記赤色発光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，また
は前記青色発光ダイオード各々に対応する駆動電圧が予め設定され，その駆動電圧の値を
記録するレジスタが備わり，
　前記ＰＷＭ信号発生手段には，前記赤色発光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，ま
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たは前記青色発光ダイオード各々に対応するＰＷＭ信号が予め設定され，そのＰＷＭ信号
の値を記録するレジスタが備わることを特徴とする，バックライト駆動回路。
【請求項２】
　前記バックライトは，赤色の光を放出する赤色発光ダイオード，緑色の光を放出する緑
色発光ダイオード，青色の光を放出する青色発光ダイオード，または白色の光を放出する
白色発光ダイオードのうち少なくとも二つの発光ダイオードから構成されることを特徴と
する，請求項１に記載のバックライト駆動回路。
【請求項３】
　前記一のフレームは四つのサブフレームから構成され，前記バックライトは前記赤色発
光ダイオードと，前記緑色発光ダイオードと，前記青色発光ダイオードとから構成され，
前記四つのサブフレームのうち三つのサブフレームでは，前記赤色発光ダイオード，前記
緑色発光ダイオード，または前記青色発光ダイオードの各色が任意の順番でそれぞれ駆動
され，残りの一つのサブフレームでは，（１）前記赤色発光ダイオードと，前記緑色発光
ダイオードと，前記青色発光ダイオードとがすべて略同時に駆動される，または（２）前
記赤色発光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，もしくは前記青色発光ダイオードのう
ち少なくとも一つが駆動されることを特徴とする，請求項１に記載のバックライト駆動回
路。
【請求項４】
　前記三つのサブフレームでは前記赤色発光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，およ
び前記青色発光ダイオードがすべて駆動され，前記残り一つのサブフレームでは前記赤色
発光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，または前記青色発光ダイオードのうち少なく
とも一つの発光ダイオードが駆動され，さらにその残り一つのサブフレームは前記四つの
サブフレームの中で任意的に選択されることを特徴とする，請求項３に記載のバックライ
ト駆動回路。
【請求項５】
　前記赤色発光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，または前記青色発光ダイオードに
は，（１）それぞれ相互異なる駆動電圧が，前記駆動電圧発生手段から供給される，また
は（２）該赤色発光ダイオード，該緑色発光ダイオード，もしくは該青色発光ダイオード
のうち少なくとも二つの発光ダイオードには同じ駆動電圧が前記駆動電圧発生手段から供
給されることを特徴とする，請求項３に記載のバックライト駆動回路。
【請求項６】
　前記一のフレームは，四つのサブフレームで構成され，前記バックライトは前記赤色発
光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，前記青色発光ダイオード，または前記白色発光
ダイオードから構成され，前記四つのサブフレームのうち三つのサブフレームでは前記赤
色発光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，または前記青色発光ダイオードの各色が任
意の順番でそれぞれ駆動し，残り一つのサブフレームでは前記白色発光ダイオードが駆動
することを特徴とする，請求項１に記載のバックライト駆動回路。
【請求項７】
　前記赤色発光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，前記青色発光ダイオード，または
前記白色発光ダイオードは，四つのサブフレーム内で任意の順序に駆動することを特徴と
する，請求項６に記載のバックライト駆動回路。
【請求項８】
　前記バックライトは，赤色の光を放出する１又は２以上の赤色発光ダイオードと，緑色
の光を放出する１又は２以上の緑色発光ダイオードと，青色の光を放出する１又は２以上
の青色発光ダイオードとから構成されることを特徴とする，請求項１記載のバックライト
駆動回路。
【請求項９】
　前記バックライトが前記赤色発光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，または前記青
色発光ダイオードのうち少なくとも二つの発光ダイオードから構成される場合，前記少な
くとも二つの発光ダイオード各々には，（１）同じ駆動電圧が前記駆動電圧発生手段から
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供給される，または（２）相互に異なる駆動電圧が前記駆動電圧発生手段から供給される
ことを特徴とする，請求項８記載のバックライト駆動回路。
【請求項１０】
　前記バックライトが前記赤色発光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，または前記青
色発光ダイオードのうち少なくとも二つの発光ダイオードから構成される場合，前記少な
くとも二つの発光ダイオード各々には，（１）同じＰＷＭ信号が前記ＰＷＭ信号発生手段
から供給される，または（２）相互に異なるＰＷＭ信号が前記駆動電圧発生手段から供給
されることを特徴とする，請求項８記載のバックライト駆動回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，フィールド順次駆動方式の液晶表示装置に備わるバックライト駆動回路（Ｂ
ａｃｋｌｉｇｈｔ　ｄｒｉｖｉｎｇ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｉｎ　ＦＳ－ＬＣＤ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に，カラー液晶表示装置は上，下部基板と，上，下基板の間に注入された液晶か
らなっている液晶パネル（又は，液晶層）と，液晶パネルを駆動させるための駆動回路と
，液晶に白色光を供給するためのバックライトを備える。このような液晶表示装置は，カ
ラーイメージを表示する方式によってＲＧＢ（Ｒｅｄ，Ｇｒｅｅｎ，Ｂｌｕｅ）カラーフ
ィルタ方式とカラーフィールド順次駆動方式の２つの方式に分けられる。
【０００３】
　カラーフィルタ方式の液晶表示装置は，一つの画素をＲ，Ｇ，Ｂ単位画素で分割し，各
Ｒ，Ｇ，Ｂ単位画素にＲ，Ｇ，Ｂカラーフィルタが配列される構造であり，一つのバック
ライトから光が液晶を介してＲ，Ｇ，Ｂカラーフィルタに伝達し，カラーイメージをディ
スプレイ上に表示する。
【０００４】
　一方，カラーフィールド順次駆動方式の液晶表示装置は，Ｒ，Ｇ，Ｂを一組の単位とす
る画素にＲ，Ｇ，Ｂバックライトが配列される構造であり，一つの画素にＲ，Ｇ，Ｂバッ
クライトからＲ，Ｇ，Ｂ三原色の光を，液晶を通して時分割的に順次ディスプレイするこ
とによって，目の残像効果によりカラーイメージをディスプレイ上に表示する。
【０００５】
　図１は，一般的なカラーフィールド順次駆動方式の液晶表示装置の概略的な構成図を示
すものである。
【０００６】
　図１を参照すると，液晶表示装置は，複数のゲートライン，複数のデータライン及び複
数の共通ラインにスイッチング用の薄膜トランジスタが接続されたＴＦＴアレイ（図示せ
ず）が配列された下部基板１０１と；上記共通ラインに共通電圧を供給するための共通電
極（図示せず）が形成されている上部基板１０３と，前記上部／下部基板１０３，１０１
との間に注入された液晶層（図示せず。）を有する液晶パネル１００を備える。
【０００７】
　また，液晶表示装置は，前記液晶パネル１００の複数のゲートラインに走査信号を供給
するためのゲートライン駆動回路１１０と，上記データラインにＲ，Ｇ，Ｂデータ信号を
供給するためのデータライン駆動回路１２０と，前記液晶パネル１００にＲ，Ｇ，Ｂ三原
色の光を供給するためのバックライトシステム１３０をさらに備える。
【０００８】
　該バックライトシステム１３０は，Ｒ，Ｇ，Ｂ光をそれぞれ供給するための三つのＲ，
Ｇ，Ｂバックライト１３１，１３３，１３５と，該各Ｒ，Ｇ，Ｂバックライト１３１，１
３３，１３５から発光されたＲ，Ｇ，Ｂ光を液晶パネル１００の液晶に供給するための導
光板１３７を備える。
【０００９】
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　一般的に６０Ｈｚで駆動する一つのフレームの時間間隔は１６．７ｍｓ（１／６０ｓ）
であるため，上述したような一つのフレームが三つのサブフレームで分割されるフィール
ド順次駆動方式の液晶表示装置では一つのサブフレームは単純に３分割すると５．５６ｍ
ｓ（１／１８０ｓ）の時間間隔を有する。一つのサブフレームの時間間隔は非常に短い時
間であり，フィールド変化を肉眼で認識することはできない。従って，人の目では１６．
７ｍｓの統合された時間として認識されＲ，Ｇ，Ｂ三原色の合成されたカラーが認識され
るのである。
【００１０】
　よって，フィールド順次駆動方式は，カラーフィルタ方式と比べて同じ大きさのパネル
で３倍程度の解像度具現が可能であり，カラーフィルタを使わないので光効率が増加し，
カラーテレビジョンと同様な色の再現性及び高速の動画像を具現することのできる利点が
ある反面，一つのフレームが三つのサブフレームで分割されて駆動するので，カラーフィ
ルタ駆動方式に比べて駆動周波数が６倍以上の高い駆動周波数を必要とするために高速の
動作特性が要求される。なお，光効率は光の取出し量をいう。
【００１１】
　従って，液晶表示装置が高速の動作特性を得るためには液晶の応答速度が速くなければ
ならなく，これによってＲ，Ｇ，Ｂバックライトのオン／オフスイッチング速度も相対的
に速くなければならない。
【００１２】
　次に，図２は，図１に示すフィールド順次駆動方式の液晶表示装置に使われるＲ，Ｇ，
Ｂバックライトを駆動する方法を説明するための図面である。
【００１３】
　図２を参照すると，従来に係るバックライト駆動回路は，Ｒ，Ｇ，Ｂ三原色の光を順次
に放出するバックライト２００と，前記Ｒ，Ｇ，Ｂバックライト２０１，２０３，２０４
に同じレベルの駆動電圧（ＶＬＥＤ）を共通で供給するための駆動電圧発生手段２１０を
備える。
【００１４】
　バックライト２００は，Ｒ光を放出するＲバックライト２０１と，Ｇ光を放出するＧバ
ックライト２０３と，Ｂ光を放出するＢバックライト２０５とを備える。前記Ｒバックラ
イト２０１は，それぞれＲ（赤色）の光を放出する並列で接続された二つのＲ発光ダイオ
ード（ＲＬＥＤ１，ＲＬＥＤ２）で構成され，前記Ｇバックライト２０３はＧ（緑色）の
光を放出する一つのＧ発光ダイオード（ＧＬＥＤ）で構成され，Ｂバックライト２０５は
Ｂ（青色）の光を放出する並列で接続された二つのＢ発光ダイオードＢＬＥＤ１，ＧＬＥ
Ｄ２）で構成される。
【００１５】
　駆動電圧発生手段２１０は，バックライト２００を構成する全てのＲ，Ｇ，Ｂバックラ
イト２０１，２０３，２０５に同じレベルの駆動電圧（ＶＬＥＤ）を供給することになる
が，Ｒバックライト２０１には駆動電圧（ＶＬＥＤ）がＲ発光ダイオード（ＲＬＥＤ１）
のアノード電極より供給され，Ｂバックライト２０３には駆動電圧（ＶＬＥＤ）がＧ発光
ダイオード（ＧＬＥＤ１）のアノード電極より供給され，Ｂバックライト２０５には駆動
電圧（ＶＬＥＤ）がＢ発光ダイオード（ＢＬＥＤ１）のアノード電極よりそれぞれ供給す
る。
【００１６】
　また，従来のバックライト駆動回路は，バックライト２００と接地との間に直列で接続
されてバックライト２００から放出される光の輝度を調節するための輝度調節手段をさら
に備える。輝度調節手段としては，Ｒバックライト２０１のＲ発光ダイオード（ＲＬＥＤ
２）のカソード電極と接地との間に接続されてＲバックライト２０１から発光される光の
輝度を調節するための第１可変抵抗（ＲＶＲ）と，Ｇバックライト２０３のＧ発光ダイオ
ード（ＧＬＥＤ１）のカソード電極と接地との間に接続されてＧバックライト２０３から
発光される光の輝度を調節するための第２可変抵抗（ＧＶＲ）と，Ｂバックライト２０５
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のＢ発光ダイオード（ＢＬＥＤ２）のカソード電極と接地との間に接続されてＢバックラ
イト２０５から発光される光の輝度を調節するための第３可変抵抗（ＢＶＲ）とを備える
。
【００１７】
　従来は，Ｒ，Ｇ，Ｂバックライト２０１，２０３，２０５の発光ダイオード（ＲＬＥＤ
，ＧＬＥＤ，ＢＬＥＤ）の順方向駆動電圧（ＲＶｆ，ＧＶｆ，ＢＶｆ）が互いに相異なる
にも関わらず，駆動電圧発生手段２１０からＲ，Ｇ，またはＢバックライト２０１，２０
３，２０５に同じ駆動電圧，例えば４Ｖの電圧が供給される。例えば，Ｒ発光ダイオード
（ＲＬＥＤ）は２．２Ｖの順方向駆動電圧（ＲＶｆ）が要求され，Ｇ発光ダイオード（Ｇ
ＬＥＤ）は３．３Ｖの順方向駆動電圧（ＧＶｆ）が要求され，Ｂ発光ダイオード（ＢＬＥ
Ｄ）は３．４Ｖの順方向駆動電圧（ＢＶｆ）が必要である。
【００１８】
　従来は，Ｒ，Ｇ，Ｂバックライト２０１，２０３，２０５に，すべて等しく４Ｖの駆動
電圧（ＶＬＥＤ）が供給されるので，Ｒ発光ダイオード（ＲＬＥＤ１，ＲＬＥＤ２）を駆
動しようとする場合には可変抵抗（ＲＶＦ）を用いてＲ発光ダイオード（ＲＬＥＤ１，Ｒ
ＬＥＤ２）に２．２Ｖの順方向駆動電圧（ＲＶｆ）を印加してＲバックライト２０１から
発光される光の輝度を調整する。
【００１９】
　一方，Ｇ発光ダイオード（ＧＬＥＤ１）を駆動しようとする場合には可変抵抗（ＧＶＲ
）を用いてＧ発光ダイオード（ＧＬＥＤ１）に３．３Ｖの順方向駆動電圧（ＧＶｆ）を印
加してＧバックライト２０３から発光される光の輝度を調整する。また，Ｂ発光ダイオー
ド（ＢＬＥＤ１，ＢＬＥＤ２）を駆動しようとする場合には可変抵抗（ＢＶＲ）を利用し
てＢ発光ダイオード（ＢＬＥＤ１，ＢＬＥＤ２）に３．４Ｖの順方向駆動電圧（ＢＶｆ）
を印加してＢバックライト２０５から発光される光の輝度を調整する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　しかしながら，上述したような従来に係るバックライト駆動回路は，互いに異なる駆動
電圧で駆動するＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードに関係なく４Ｖの同じ駆動電圧が供給された。
すなわち，一つのフレームをＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードの駆動のために３サブフレーム間
に同じ駆動電圧が印加されるので，消費電力が増加する問題点があるだけでなく，Ｒ，Ｇ
，Ｂ発光ダイオードに要求される駆動電圧の中で一番大きい駆動電圧に相応する駆動電圧
を，前記駆動電圧発生回路が供給しなければならないという問題点があった。
【００２１】
　また，各サブフレームにＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードに供給される順方向駆動電圧を，可
変抵抗を用いて手動で調整しなければならない問題点があり，また，発光ダイオードの駆
動電流のばらつきが大きい場合には可変抵抗による手動調整だけでは各Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダ
イオードに適した順方向駆動電圧を供給し難いという問題点があった。
【００２２】
　本発明は，上記問題点に鑑みてなされたものであり，本発明の目的は，ＲＧＢ発光ダイ
オード各々の駆動電流のばらつきに関係なく各発光ダイオードに適した駆動電圧を供給可
能な，新規かつ改良されたバックライト駆動回路を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記課題を解決するため，本発明の第１の観点によれば，フレームを少なくとも二つの
サブフレームに分割し，そのサブフレームの間に光を放出する少なくとも二つのバックラ
イトを備え，該各バックライトが放出する光は相互に異なる色の光であり，前記バックラ
イトをそれぞれ該当するサブフレームで順次駆動させ，光を放出させるバックライト駆動
回路が提供される。上記バックライト駆動回路は，各バックライトに相互異なる駆動電圧
を供給することで，該各バックライトが所定の輝度を有する光を放出するようにする駆動
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電圧発生手段と；各バックライトに相互異なるＰＷＭ信号を供給することで，該各バック
ライトで放出する光の色度を調節するＰＷＭ信号発生手段とを備えることを特徴としてい
る。
【００２４】
　上記バックライトは，赤色の光を放出する赤色発光ダイオード，緑色の光を放出する緑
色発光ダイオード，青色の光を放出する青色発光ダイオード，または白色の光を放出する
白色発光ダイオードのうち少なくとも二つの発光ダイオードから構成されるようにしても
よい。したがって，本発明に係る一のバックライトには，例えば同色の発光ダイオードが
少なくとも二つ備わる場合や，異なる色の発光ダイオードが少なくとも二つ備わる場合な
どを例に挙げることができる。
【００２５】
　上記一のフレームは四つのサブフレームから構成され，バックライトは赤色発光ダイオ
ードと，前記緑色発光ダイオードと，前記青色発光ダイオードとから構成され，四つのサ
ブフレームのうち三つのサブフレームでは，前記赤色発光ダイオード，前記緑色発光ダイ
オード，または前記青色発光ダイオードの各色が任意の順番でそれぞれ駆動され，残りの
一つのサブフレームでは，（１）前記赤色発光ダイオードと，前記緑色発光ダイオードと
，前記青色発光ダイオードとがすべて略同時に駆動される，または（２）前記赤色発光ダ
イオード，前記緑色発光ダイオード，もしくは前記青色発光ダイオードのうち少なくとも
一つが駆動されるように構成してもよい。
【００２６】
　上記三つのサブフレームでは赤色発光ダイオード，緑色発光ダイオード，および青色発
光ダイオードがすべて駆動され，上記残り一つのサブフレームでは赤色発光ダイオード，
緑色発光ダイオード，または青色発光ダイオードのうち少なくとも一つの発光ダイオード
が駆動され，さらにその残り一つのサブフレームは四つのサブフレームの中で任意的に選
択されるように構成してもよい。
【００２７】
　上記赤色発光ダイオード，緑色発光ダイオード，または青色発光ダイオードには，（１
）それぞれ相互異なる駆動電圧が，駆動電圧発生手段から供給される，または（２）赤色
発光ダイオード，緑色発光ダイオード，もしくは青色発光ダイオードのうち少なくとも二
つの発光ダイオードには同じ駆動電圧が前記駆動電圧発生手段から供給されるように構成
してもよい。
【００２８】
　上記一のフレームは，四つのサブフレームで構成され，バックライトは赤色発光ダイオ
ード，緑色発光ダイオード，青色発光ダイオード，または白色発光ダイオードから構成さ
れ，上記四つのサブフレームのうち三つのサブフレームでは赤色発光ダイオード，緑色発
光ダイオード，または青色発光ダイオードの各色が任意の順番でそれぞれ駆動し，残り一
つのサブフレームでは白色発光ダイオードが駆動するように構成してもよい。
【００２９】
　上記赤色発光ダイオード，前記緑色発光ダイオード，前記青色発光ダイオード，または
前記白色発光ダイオードは，四つのサブフレーム内で任意の順序に駆動するように構成し
てもよい。
【００３０】
　上記バックライトには，赤色の光を放出する１又は２以上の赤色バックライトと，緑色
の光を放出する１又は２以上の緑色バックライトと，青色の光を放出する１又は２以上の
青色バックライトとから構成されるようにしてもよい。
【００３１】
　上記バックライトが赤色バックライト，緑色バックライト，または青色バックライトの
うち少なくとも二つのバックライトから構成される場合，少なくとも二つのバックライト
各々には，（１）同じ駆動電圧が前記駆動電圧発生手段から供給される，または（２）相
互に異なる駆動電圧が前記駆動電圧発生手段から供給されるように構成してもよい。
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【００３２】
　上記バックライトが赤色バックライト，緑色バックライト，または青色バックライトの
うち少なくとも二つのバックライトから構成される場合，少なくとも二つのバックライト
各々には，（１）同じＰＷＭ信号が前記ＰＷＭ信号発生手段から供給される，または（２
）相互に異なるＰＷＭ信号が前記駆動電圧発生手段から供給されるように構成してもよい
。
【００３３】
　上記駆動電圧発生手段には，赤色バックライト，緑色バックライト，または青色バック
ライト各々に対応する駆動電圧が予め設定され，その駆動電圧の値を記録するレジスタが
備わるように構成してもよい。
【００３４】
　上記ＰＷＭ信号発生手段には，赤色バックライト，緑色バックライト，または青色バッ
クライト各々に対応するＰＷＭ信号が予め設定され，そのＰＷＭ信号の値を記録するレジ
スタが備わるように構成してもよい。
【００３５】
　上記発光ダイオードを制御するための制御信号により少なくとも二つの発光ダイオード
のうち該当する一つの発光ダイオードのみを駆動するための信号をＰＷＭ信号発生手段に
供給するＬＥＤコントロール手段をさらに含むように構成してもよい。
【００３６】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，少なくとも２つ以上のサブフ
レームで分割された一つのフレームの間に光を放出する，少なくとも２つのバックライト
を備え，前記バックライトがそれぞれ該当するサブフレームで順に駆動されて相互異なる
色の光を放出させるようにするバックライト駆動回路において，各バックライトに相互異
なる駆動電圧を供給して各バックライトが所定の輝度を有する光を放出させるようにする
駆動電圧発生手段と，各バックライトに相互異なるＰＷＭ信号を供給して各バックライト
から放出される光の色度を調節するＰＷＭ信号発生手段とを含むバックライト駆動回路を
供給する。
【００３７】
　前記バックライトは，Ｒ，Ｇ，ＢまたはＷ色を放出するバックライトの中で，少なくと
も二つのバックライトで構成される。前記一つのフレームは四つのサブフレームで構成さ
れ，前記バックライトはＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードで構成されて三つのサブフレームでは
Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードをそれぞれ駆動し，残りの一つのフレームではＲ，Ｇ，Ｂ発光
ダイオードをすべて同時に駆動したり，または，Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードの中の一つ以
上を駆動する。前記Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードは三つのサブフレーム内で任意の順序で駆
動され，Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードがすべて駆動されたり，または，少なくとも一つ以上
の発光ダイオードが駆動される残りの一つのフレームは四つのサブフレームの中で任意選
択される。
【００３８】
　前記Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードでは，それぞれ互いに異なる駆動電圧が前記駆動電圧発
生手段から供給されたり，または，Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードの中で，少なくとも二つの
発光ダイオードには同じ駆動電圧が前記駆動電圧発生手段から供給される。
【００３９】
　前記一つのフレームは四つのサブフレームで構成され，前記バックライトはＲ，Ｇ，Ｂ
，Ｗ発光ダイオードで構成されて三つのサブフレームではＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードをそ
れぞれ駆動し，残りの一つのフレームではＷ発光ダイオードを駆動する。前記Ｒ，Ｇ，Ｂ
，Ｗ発光ダイオードは四つのサブフレーム内で任意の順序で駆動される。
【００４０】
　前記バックライトは，それぞれ一つ以上のＲ，Ｇ，Ｂバックライトで構成され，前記バ
ックライトが二つ以上のＲ，Ｇ，Ｂバックライトで構成される場合には，二つ以上のＲ，
Ｇ，Ｂバックライトのそれぞれには同じ駆動電圧が前記駆動電圧発生手段から供給された
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り，または，相互異なる駆動電圧が前記駆動電圧発生手段から供給される。前記バックラ
イトが二つ以上のＲ，Ｇ，Ｂバックライトで構成される場合には，二つ以上のＲ，Ｇ，Ｂ
バックライトのそれぞれには同じＰＷＭ信号が前記ＰＷＭ信号発生手段から供給されたり
，または，相互異なるＰＷＭ信号が前記駆動電圧発生手段から供給される。
【００４１】
　前記駆動電圧発生手段は，それぞれＲ，Ｇ，Ｂバックライトに該当する駆動電圧が予め
設定されて記録されているレジスタで構成され，前記ＰＷＭ信号発生手段はそれぞれＲ，
Ｇ，Ｂバックライトに該当するＰＷＭ信号が予め設定されて記録されているレジスタで構
成される。バックライト駆動回路は，前記発光ダイオードを制御するための制御信号によ
り前記二つ以上の発光ダイオードの中で該当する一つの発光ダイオードだけを駆動するた
めの信号を前記ＰＷＭ信号発生手段に供給するＬＥＤコントロール手段をさらに含む。
【発明の効果】
【００４２】
　以上説明したように，本発明によれば，バックライト駆動回路は，赤色発光ダイオード
，青色発光ダイオード，または緑色発光ダイオード各々に適した順方向駆動電圧をレジス
タに記録し，また，赤色発光ダイオード，青色発光ダイオード，または緑色発光ダイオー
ドに適したＰＷＭ値を他のレジスタに記録し，それぞれのサブフレームで赤色発光ダイオ
ード，青色発光ダイオード，または緑色発光ダイオードに対応する順方向駆動電圧とＰＷ
Ｍ信号を発生するので，最適の輝度及び色度を有する光を放出できると共に効率を増加さ
せることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下，本発明の好適な実施の形態について，添付図面を参照しながら詳細に説明する。
なお，以下の説明及び添付図面において，略同一の機能及び構成を有する構成要素につい
ては，同一符号を付することにより，重複説明を省略する。
【００４４】
　図３は，本実施の形態に係る順次駆動方式の液晶表示装置に使われるバックライト駆動
回路の動作原理を説明するための概略的な説明図である。
【００４５】
　図３を参照すると，本実施の形態にかかるバックライト駆動回路は，Ｒバックライト（
赤色バックライト）３０１，Ｇバックライト（緑色バックライト）３０３，Ｂバックライ
ト（青色バックライト）３０５にそれぞれのＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオード（ＲＬＥＤ，ＧＬ
ＥＤ，ＢＬＥＤ）に適した順方向駆動電圧を順に発生させ，順方向駆動電圧により各Ｒ発
光ダイオード（赤色発光ダイオード：ＲＬＥＤ），Ｇ発光ダイオード（緑色発光ダイオー
ド：ＧＬＥＤ），またはＢ発光ダイオード（青色発光ダイオード：ＢＬＥＤ）を駆動して
輝度が調節された色を具現する。また，Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオード（ＲＬＥＤ，ＧＬＥＤ
，ＢＬＥＤ）に適した相互に異なるＰＷＭ値（ＲＰＷＭ，ＧＰＷＭ，ＢＰＷＭ）を調節し
て具現される色のホワイトバランスを最適化させる。このとき，ＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗ
ｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）値はそれぞれのＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオード（ＲＬＥＤ，
ＧＬＥＤ，ＢＬＥＤ）ごとに相異なる値を有する。なお，Ｒ発光ダイオード，Ｇ発光ダイ
オード，またはＢ発光ダイオードをＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードと記載する場合もある。
【００４６】
　例えば，一つのフレームが三つのサブフレームで構成されてＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオード
（ＲＬＥＤ，ＧＬＥＤ，ＢＬＥＤ）を各サブフレームごとに順次駆動する場合，第１サブ
フレームではＲ発光ダイオード（ＲＬＥＤ）に適した順方向駆動電圧（ＧＶｆ）をそれぞ
れ供給してＲ発光ダイオード（ＲＬＥＤ）を駆動する。続いて，第２サブフレームでは，
Ｇ発光ダイオード（ＧＬＥＤ）に適した順方向駆動電圧（ＧＶｆ）をそれぞれ供給してＧ
発光ダイオード（ＧＬＥＤ）を駆動し，第３サブフレームではＢ発光ダイオード（ＢＬＥ
Ｄ）に適した順方向駆動電圧（ＢＶｆ）を供給してＢ発光ダイオード（ＢＬＥＤ）を駆動
する。
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【００４７】
　このように第１サブフレームでＲ発光ダイオード（ＲＬＥＤ）に適した駆動電圧（ＲＶ
ｆ）が発生し駆動されるとき，Ｒ発光ダイオード（ＲＬＥＤ）に適したＰＷＭ値（ＲＰＷ
Ｍ）を供給してＲ色の色度を調整し，第２サブフレームではＧ発光ダイオード（ＧＬＥＤ
）に適した駆動電圧（ＧＶｆ）が発生し駆動される時，Ｇ発光ダイオード（ＧＬＥＤ）に
適したＰＷＭ値（ＧＰＷＭ）を供給してＧ色の色度を調整し，第３サブフレームではＢ発
光ダイオード（ＧＬＥＤ）に適したＰＷＭ値（ＢＰＷＭ）を供給してＢ色の色度を調整す
る。
【００４８】
　従って，Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオード（ＲＬＥＤ，ＧＬＥＤ，ＢＬＥＤ）にそれぞれ適し
た順方向駆動電圧を発生させて望む輝度を有するＲ，Ｇ，Ｂ色を具現し，また各順方向駆
動電圧により駆動されるＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオード（ＲＬＥＤ，ＧＬＥＤ，ＢＬＥＤ）の
ＰＷＭ値はホワイトバランスを調整する。よって，所定の輝度で最適化された色度を有す
る色を供給することになる。
【００４９】
　図４は，本実施の形態にかかるバックライト駆動回路の詳細な構成の一例について示す
ブロック図である。
【００５０】
　図４を参照すると，本発明のバックライト駆動回路は，Ｒ，Ｇ，Ｂ光を発生させるため
のバックライト３００と，該バックライト３００で駆動電圧（ＶＬＥＤ１），（ＶＬＥＤ
２）を発生させるための駆動電圧発生手段３１０と，第１制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ０
）及び第２制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ１）でバックライト３００の駆動を制御するＬＥ
Ｄコントロール手段３２０と，上記ＬＥＤコントロール手段３２０から供給される出力信
号に応じてバックライト３００にＰＷＭ信号を発生するＰＷＭ信号発生手段３３０を備え
る。
【００５１】
　バックライト３００は，Ｒ（赤：Ｒｅｄ）色の光を放出するＲバックライト３０１と，
Ｒバックライト３０３，Ｇ（緑：Ｇｒｅｅｎ）色の光を放出するＧバックライト３０３と
，Ｇバックライト３０４と，Ｂ（青：Ｂｌｕｅ）色の光を放出するＢバックライト３０５
と，Ｂバックライト３０６とを備える。
【００５２】
　上記Ｒバックライト３０１，３０２は，それぞれ直列で接続された二つのＲ発光ダイオ
ード（ＲＬＥＤ１，ＲＬＥＤ２），（ＲＬＥＤ３，ＲＬＥＤ４）で構成され，発光ダイオ
ード（ＲＬＥＤ１），（ＲＬＥＤ３）のアノード電極にはそれぞれの駆動電圧発生手段３
１０の出力端子（ＶＬＥＤ１），（ＶＬＥＤ２）からＲ発光ダイオードの駆動に要求され
る順方向駆動電圧（ＲＶｆ１），（ＲＶｆ２）が供給される。
【００５３】
　上記Ｇバックライト３０３，Ｇバックライト３０４は，それぞれ一つのＧ発光ダイオー
ド（ＧＬＥＤ１），Ｇ発光ダイオード（ＧＬＥＤ２）を備え，Ｇ発光ダイオード（ＧＬＥ
Ｄ１），Ｇ発光ダイオード（ＧＬＥＤ２）のアノード電極にはそれぞれ駆動電圧発生手段
３１０の出力端子（ＶＬＥＤ１），出力端子（ＶＬＥＤ２）からＧ発光ダイオードの駆動
に要求される順方向駆動電圧（ＧＶｆ１），順方向駆動電圧（ＧＶｆ２）が各々供給され
る。
【００５４】
　Ｂバックライト３０５には，並列で連結された二つのＢ発光ダイオード（ＢＬＥＤ１）
と，Ｂ発光ダイオード（ＢＬＥＤ２）とが備わり，同様にＢバックライト３０６には，並
列で連結された二つのＢ発光ダイオード（ＢＬＥＤ３）と，Ｂ発光ダイオード（ＢＬＥＤ
４）とが備わる。
【００５５】
　上記発光ダイオード（ＢＬＥＤ１），発光ダイオード（ＢＬＥＤ３）のアノード電極に
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は，それぞれ駆動電圧発生手段３１０の出力端子（ＶＬＥＤ１），出力端子（ＶＬＥＤ２
）からＢ発光ダイオードの駆動に要求される順方向駆動電圧（ＲＶｆ１），順方向駆動電
圧（ＲＶｆ２）が供給される。
【００５６】
　なお，本実施の形態では，バックライト３００がＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードだけで構成
されているが，Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードとＷ（ｗｈｉｔｅ：白）色を放出するＷ発光ダ
イオードで構成される場合であっても実施可能である。また，Ｒ，Ｇ，Ｂバックライトが
それぞれ二つのバックライトで構成されでいるが，１又は２以上の発光ダイオードで構成
されてもよい。
【００５７】
　駆動電圧発生手段３１０は，バックライト３００に構成されるＲ，Ｇ，Ｂバックライト
（３０１，３０２，３０３，３０４，３０５，３０６）に適したそれぞれの順方向駆動電
圧（ＲＶｆ１，ＲＶｆ２），順方向駆動電圧（ＧＶｆ１，ＧＶｆ２），順方向駆動電圧（
ＢＶｆ１，ＢＶｆ２）を順次発生するためのものであり，また駆動電圧発生手段３１０は
，Ｒ，Ｇ，Ｂバックライト（３０１，３０２，３０３，３０４，３０５，３０６）の順方
向駆動電圧（ＲＶｆ），順方向駆動電圧（ＧＶｆ），順方向駆動電圧（ＢＶｆ）の値など
を記録するためのレジスタを備える。
【００５８】
　従って，駆動電圧発生手段３１０は，Ｒ発光ダイオードを駆動させるためのＲサブフレ
ームではＲ発光ダイオード（ＲＬＥＤ１，ＲＬＥＤ３）のアノード電極にＲ発光ダイオー
ドに適した駆動電圧（ＲＶｆ１，ＲＶｆ２）をそれぞれ発生させ，Ｇ発光ダイオードを駆
動させるためのＧサブフレームではＧ発光ダイオード（ＧＬＥＤ１，ＧＬＥＤ２）のアノ
ード電極にＧ発光ダイオードに適した駆動電圧（ＧＶｆ１，ＧＶｆ２）をそれぞれ発生さ
せ，Ｂ発光ダイオードを駆動するためのＢサブフレームではＢ発光ダイオード（ＢＬＥＤ
１，ＢＬＥＤ３）のアノード電極にＢ発光ダイオードに適した駆動電圧（ＢＶｆ１，ＢＶ
ｆ２）を発生させる。
【００５９】
　このとき，駆動電圧発生手段３１０は，Ｒバックライト３０１，Ｒバックライト３０２
に同じ駆動電圧（ＲＶｆ１，ＲＶｆ２）をそれぞれ供給し，Ｇバックライト３０３，Ｇバ
ックライト３０４に同じ駆動電圧（ＧＶｆ１，ＧＶｆ２）をそれぞれ供給し，Ｂバックラ
イト３０５，Ｂバックライト３０６に同じ駆動電圧（ＢＶｆ１，ＢＶｆ２）をそれぞれ供
給する。
【００６０】
　一方，それぞれ発光ダイオードの駆動電流のばらつきが不均一である場合には，Ｒバッ
クライト３０１，Ｒバックライト３０２に適した相互異なる駆動電圧（ＲＶｆ１，ＲＶｆ
２）を供給し，Ｇバックライト３０３，Ｇバックライト３０４に適した相互異なる駆動電
圧（ＧＶｆ１，ＧＶｆ２）を供給し，そしてＢバックライト３０５，Ｂバックライト３０
６に適した相互異なる駆動電圧（ＢＶｆ１，ＢＶｆ２）をそれぞれ供給することもできる
。なお，上記各々の発光ダイオードの駆動電流のばらつきが不均一となる原因としては，
駆動に何らかの問題が発生し，電流印加量が相違することによる場合等を例示できる。
【００６１】
　また，Ｒ，Ｇ，Ｂバックライトに供給される駆動電圧（ＲＶｆ），駆動電圧（ＧＶｆ）
，駆動電圧（ＢＶｆ）は，互いに異なるレベルの電圧が供給されるが，Ｒ，Ｇ，Ｂバック
ライトに供給される駆動電圧（ＲＶｆ），駆動電圧（ＧＶｆ），駆動電圧（ＢＶｆ）のす
べてが互いに異なり，または，Ｒ，Ｇ，Ｂバックライトのうち，少なくとも一つ又は少な
くとも一色のバックライトだけに相互異なる駆動電圧を供給することもある。
【００６２】
　ＬＥＤコントロール手段３２０は，第１制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ０）及び第２制御
信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ１）を受信することにより一つのフレームに構成された複数のサ
ブフレームの中で該当するフレームでＲ，Ｇ，Ｂバックライトの中に該当するバックライ
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トを駆動させるための信号を出力する。
【００６３】
　前記ＰＷＭ信号発生手段３３０は，前記ＬＥＤコントロール手段３２０の出力信号に従
ってＲ，Ｇ，Ｂバックライト（３０１，３０２，３０３，３０４，３０５，３０６）に該
当するＰＷＭ信号（ＲＰＷＭ１，ＲＰＷＭ２），ＰＷＭ信号（ＧＰＷＭ１，ＧＰＷＭ２）
，ＰＷＭ信号（ＢＰＷＭ１，ＢＰＷＭ２）を発生させるためのものであり，各Ｒ，Ｇ，Ｂ
バックライトのＰＷＭ信号を記録するレジスタを備えている。
【００６４】
　従って，ＰＷＭ信号発生手段３３０は，一つのフレームを構成する多数のフレームの中
で，ＲサブフレームではＲバックライト３０１，３０２の発光ダイオード（ＲＬＥＤ１）
，（ＲＬＥＤ３）のカソード電極にＰＷＭ信号（ＲＰＷＭ，ＲＰＷＭ２）をそれぞれ発生
させてＲバックライト３０１，３０２を駆動する。ＧサブフレームではＧバックライト３
０３，Ｇバックライト３０４の発光ダイオード（ＧＬＥＤ１，ＧＬＥＤ２）のカソード電
極にＰＷＭ信号（ＧＰＷＭ１，ＧＰＷＭ２）をそれぞれ発生させてＧバックライト３０３
，Ｇバックライト３０４をそれぞれ駆動する。ＢサブフレームではＢバックライト３０５
，Ｂバックライト３０６の発光ダイオード（ＢＬＥＤ１，ＢＬＥＤ２）のカソード電極に
ＰＷＭ信号（ＢＰＷＭ１，ＢＰＷＭ２）をそれぞれ発生させてＢバックライト３０５，Ｂ
バックライト３０６をそれぞれ駆動する。
【００６５】
　本実施の形態では，Ｒ，Ｇ，Ｂバックライトがそれぞれ二つのバックライト（３０１，
３０２，３０３，３０４，３０５，３０６）で構成されるので，ＰＷＭ信号発生手段３３
０は第１Ｒ発光ダイオード（ＲＬＥＤ１），第１Ｇ発光ダイオード（ＧＬＥＤ１），第１
Ｂ発光ダイオード（ＢＬＥＤ１）には，各々第１ＰＷＭ信号（ＲＰＷＭ１）と，第１ＰＷ
Ｍ信号（ＧＰＷＭ１），第１ＰＷＭ信号（ＢＰＷＭ１）をそれぞれ発生させる。
【００６６】
　またＰＷＭ信号発生手段３３０は，第２Ｒ発光ダイオード（ＲＬＥＤ２），第２Ｇ発光
ダイオード（ＧＬＥＤ２），第２Ｂ発光ダイオード（ＢＬＥＤ２）には，第２ＰＷＭ信号
（ＲＰＷＭ２）と，第２ＰＷＭ信号（ＧＰＷＭ２）と，第２ＰＷＭ信号（ＢＰＷＭ２）と
を各々発生させる。
【００６７】
　このとき，前記ＰＷＭ信号発生手段３３０は，Ｒ発光ダイオード（ＲＬＥＤ１，ＲＬＥ
Ｄ２）に同じＰＷＭ信号（ＲＰＷＭ１，ＲＰＷＭ２），Ｇ発光ダイオード（ＧＬＥＤ１，
ＧＬＥＤ２）に同じＰＷＭ信号（ＧＰＷＭ１，ＧＰＷＭ２），そしてＢ発光ダイオード（
ＢＬＥＤ１，ＢＬＥＤ２）に同じＰＷＭ信号（ＢＰＷＭ１，ＢＰＷＭ２）をそれぞれ供給
することもできる。
【００６８】
　一方，それぞれ発光ダイオードの駆動電流のばらつきが不均一な場合には，ＰＷＭ信号
発生手段３３０は，Ｒ発光ダイオード（ＲＬＥＤ１，ＲＬＥＤ２）に適した相互異なるＰ
ＷＭ信号（ＲＰＷＭ１，ＲＰＷＭ２），Ｇ発光ダイオード（ＧＬＥＤ１，ＧＬＥＤ２）に
適した相互異なるＰＷＭ信号（ＧＰＷＭ１，ＧＰＷＭ２），そしてＢ発光ダイオード（Ｂ
ＬＥＤ１，ＢＬＥＤ２）に適した相互異なるＰＷＭ信号（ＢＰＷＭ１，ＢＰＷＭ２）をそ
れぞれ供給することもできる。
【００６９】
　このように，Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードのそれぞれに互いに異なる駆動電圧を供給する
場合，Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードにすべて相互異なる駆動電圧を供給したり，または，Ｒ
，Ｇ，Ｂ発光ダイオードの中で，少なくとも一つの発光ダイオードのそれぞれに互いに異
なる駆動電圧を供給することもできる。
【００７０】
　上述したような構成を有するバックライト駆動回路の動作を図５の波型図を参照して説
明すると次のようになる。
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【００７１】
　本実施の形態で，一つのフレームが三つのサブフレーム，すなわちＲバックライトを駆
動するためのＲサブフレーム，Ｇバックライトを駆動するためのＧサブフレーム，Ｂバッ
クライトを駆動するためのＢサブフレームからなり，Ｒ，Ｇ，Ｂバックライトの順に一つ
のフレームの間に順次に駆動されると仮定する。
【００７２】
　上記の条件下，駆動電圧発生手段３１０は，ＲサブフレームでＲ発光ダイオード（ＲＬ
ＥＤ１，ＲＬＥＤ３）に駆動電圧，例えば，４．４Ｖの順方向駆動電圧（ＲＶｆ１，ＲＶ
ｆ２）を発生する。このとき，ＬＥＤコントロール手段３２０には，図５に示すようにそ
れぞれＲバックライト３０１，Ｒバックライト３０２を駆動するためにそれぞれハイ状態
及びロー状態の第１制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ０）及び第２制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲ
Ｌ１）が印加される。
【００７３】
　これによりＬＥＤコントロール手段３２０は，Ｒ，Ｇ，Ｂバックライト３００の中でＲ
バックライト３０１，Ｒバックライト３０２を駆動するための出力信号をＰＷＭ信号発生
手段３３０で発生する。
【００７４】
　なお，上記第１制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ０）と第２制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ１
）の信号レベルの組合せによって，上記ＬＥＤコントロール手段３２０は，ＲＧＢバック
ライト３００のうちどのバックライトを駆動させるのかを決定している。図５に示すよう
に，本実施の形態では，上記第１制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ０）と第２制御信号（ＬＥ
Ｄ＿ＣＴＲＬ１）の信号レベル（“第１制御信号”，“第２制御信号”）が（“ハイ”，
“ロー”）のとき，Ｒバックライトが駆動され，（“ロー”，“ハイ”）のとき，Ｇバッ
クライトが駆動され，（“ハイ”，“ハイ”）のとき，Ｂバックライトが駆動されるが，
かかる例に限定されず，いかなる組合せの場合であっても実施可能である。
【００７５】
　本実施の形態では，Ｒバックライト３０１，Ｒバックライト３０２は二つのＲ発光ダイ
オードが直列で接続されるので駆動電圧発生手段３１０から４．４Ｖの電圧が供給される
が，二つのＲ発光ダイオードを並列で接続して２．２Ｖの駆動電圧が供給されることもあ
る。
【００７６】
　従って，ＰＷＭ信号発生手段３３０は，前記ＬＥＤコントロール手段３２０から供給さ
れる出力信号によってＲバックライト３０１，Ｒバックライト３０２を駆動させるための
ＰＷＭ信号（ＲＰＷＭ１，ＲＰＷＭ２）を出力端子（Ｒ＿ＯＵＴ１），出力端子（Ｒ＿Ｏ
ＵＴ２）を介して発生する。
【００７７】
　よって，Ｒバックライト３０１，Ｒバックライト３０２は，発光ダイオード（ＲＬＥＤ
１，ＲＬＥＤ３）のアノードに印加される該当順方向の駆動電圧（ＲＶｆ１，ＲＶｆ２）
と発光ダイオード（ＲＬＥＤ２，ＲＬＥＤ４）のカソードに印加される該当ＰＷＭ信号（
ＲＰＷＭ１，ＲＰＷＭ２）に相応する駆動電流が，図５に示すように流れるようになり，
これにより所定の輝度及び色度を有するＲ色の光を放出する（ＩＲＥＤ：ＲＦ２，参照）
。
【００７８】
　続いて，駆動電圧発生手段３１０は，ＧサブフレームでＧバックライト３０３，Ｇバッ
クライト３０４に駆動電圧，例えば，３．４Ｖの順方向駆動電圧（ＧＶｆ１，ＧＶｆ２）
を発生する。このとき，ＬＥＤコントロール手段３２０には図５に示されたようにそれぞ
れＧバックライト３０３，Ｇバックライト３０４を駆動するためにそれぞれロー状態及び
ハイ状態の第１制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ０）及び第２制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ１
）が印加される。
【００７９】
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　これによりＬＥＤコントロール手段３２０は，Ｒ，Ｇ，Ｂバックライトの中でＧバック
ライトを駆動するための出力信号をＰＷＭ信号発生手段３３０で発生する。
【００８０】
　従って，ＰＷＭ信号発生手段３３０は，前記ＬＥＤコントロール手段３２０から供給さ
れる出力信号によってＧバックライト３０３，Ｇバックライト３０４を駆動させるための
ＰＷＭ信号（ＧＰＷＭ１，ＧＰＷＭ２）を出力端子（Ｇ＿ＯＵＴ１），出力端子（Ｇ＿Ｏ
ＵＴ２）を介して発生する。よって，Ｇバックライト３０３，Ｇバックライト３０４は，
発光ダイオード（ＧＬＥＤ１，ＧＬＥＤ３）のアノードに印加される該当順方向の駆動電
圧（ＧＶｆ１，ＧＶｆ２）と発光ダイオード（ＧＬＥＤ２，ＧＬＥＤ４）のカソードに印
加される該当ＰＷＭ信号（ＧＰＷＭ１，ＧＰＷＭ２）に相応する駆動電流が，図５に示す
ように流れるようになり，これにより所定の輝度及び色度を有するＧ色の光を放出する。
【００８１】
　最後に，駆動電圧発生手段３１０は，ＢサブフレームでＢバックライト３０５，Ｂバッ
クライト３０６に駆動電圧，例えば３，４Ｖの順方向駆動電圧（ＢＶｆ１，ＢＶｆ２）を
発生する。この場合，ＬＥＤコントロール３２０には，図５に示すようにそれぞれＢバッ
クライト３０５，Ｂバックライト３０６を駆動させるためにそれぞれハイ状態及びハイ状
態の第１制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ０）及び第２制御信号（ＬＥＤ＿ＣＴＲＬ１）が印
加される。これによりＬＥＤコントロール手段３２０は，Ｒ，Ｇ，Ｂバックライトの中か
らＢバックライト３０５，Ｂバックライト３０６を駆動するための出力信号をＰＷＭ信号
発生手段３３０に発生する。
【００８２】
　従って，ＰＷＭ信号発生手段３３０は，前記ＬＥＤコントロール手段３２０から供給さ
れる出力信号によってＢバックライト３０５，Ｂバックライト３０６を駆動させるための
ＰＷＭ信号（ＢＰＷＭ１，ＢＰＷＭ２）を出力端子（Ｂ＿ＯＵＴ１），出力端子（Ｂ＿Ｏ
ＵＴ２）を介して発生する。よって，Ｂバックライト３０５，Ｂバックライト３０６は，
発光ダイオード（ＢＬＥＤ１，ＢＬＥＤ３）のアノードに印加される該当順方向の駆動電
圧（ＢＶｆ１，ＢＶｆ２）と発光ダイオード（ＢＬＥＤ２，ＢＬＥＤ４）のカソードに印
加される該当のＰＷＭ信号（ＢＰＷＭ１，ＢＰＷＭ２）に相応する駆動電流が，図５に示
すように流れるようになり，これにより所定の輝度及び色度を有するＢ色度の光を放出す
る。
【００８３】
　従って，一つのフレームの間に駆動電圧発生手段３１０から発生されるＲ，Ｇ，Ｂバッ
クライトの順方向駆動電圧（ＲＶｆ１，ＲＶｆ２），順方向駆動電圧（ＧＶｆ１，ＧＶｆ
２），順方向駆動電圧（ＢＶｆ１，ＢＶｆ２）とＰＷＭ信号発生手段３３０から発生され
るＲ，Ｇ，ＢバックライトのＰＷＭ信号（ＲＰＷＭ１，ＲＰＷＭ２），ＰＷＭ信号（ＧＰ
ＷＭ１，ＧＰＷＭ２），ＰＷＭ信号（ＢＰＷＭ１，ＢＰＷＭ２）に相応する駆動電流が流
れるので，所定の輝度及び色度を有する光を放出する。
【００８４】
　本実施の形態では，一つのフレームを三つのサブフレームに分割し，各サブフレームご
とにＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードを順次駆動することを例示したが，一つのフレームを四つ
以上のサブフレームに分割し，三つのサブフレームではＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードを順次
駆動し，残り一つのフレームではＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードをすべて駆動したり，または
Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードの中から一つ以上を駆動することもできる。一方，バックライ
トをＲ，Ｇ，Ｂ，Ｗ発光ダイオードで構成させて四つのサブフレームの中，三つのサーブ
フレームではＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードを駆動し，残り一つのフレームでＷ発光ダイオー
ドを構成することもできる。
【００８５】
　本実施形態では，一つのフレーム内の各サブフレームでＲ，Ｇ，Ｂ発光ダイオード（Ｒ
ＬＥＤ，ＧＬＥＤ，ＢＬＥＤ）がＲ，Ｇ，Ｂ順に発光されるように制御したが，最適の輝
度及び色度を得るために発光ダイオードの発光順序を任意に変更することができる。また
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，図５で示すように，一つのサブフレームを２区間（ＲＦ１，ＲＦ２），（ＧＦ１，ＧＦ
２），（ＢＦ１，ＢＦ２）に分割し，第１区間（ＲＦ１，ＧＦ１，ＢＦ１）は，コントロ
ール区間として，Ｒ，Ｇ，Ｂ発光ダイオードに適した順方向駆動電圧を選択し，第２区間
（ＲＦ２，ＧＦ２，ＢＦ２）で選択された順方向駆動電圧を発生して各発光ダイオードを
駆動する方式を例示したが，かかる例に限定されない。
【００８６】
　以上により，バックライト駆動回路は，各発光ダイオードに適した駆動電圧を供給し消
費電力を減少させることができ，また上記バックライト駆動回路は，各ＲＧＢ発光ダイオ
ードに適した駆動電圧を供給し効率を最大化させることができる。
【００８７】
　また，バックライト駆動回路は，ＰＷＭ値を用いて色純度を最適化させることができる
。また，バックライト駆動回路は，各色のＲＧＢ発光ダイオードに対し，電圧が一律等し
い駆動電流ではなく，各色に応じて適切な駆動電圧である駆動電流を供給することができ
る。
【００８８】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
かかる例に限定されない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範
疇内において各種の変更例または修正例を想定し得ることは明らかであり，それらについ
ても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明は，フィールド順次駆動方式の液晶表示装置に備わるバックライト駆動回路に適
用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】従来のフィールド順次駆動方式である液晶表示装置を示す構成図である。
【図２】従来のフィールド順次駆動方式である液晶表示装置に使用されるバックライト駆
動回路を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係るフィールド順次駆動方式の液晶表示装置に使用されるバ
ックライト駆動回路を示す概略的な構成図である。
【図４】本発明の実施形態に係るフィールド順次駆動方式の液晶表示装置に使用されるバ
ックライト駆動回路を示す構成図である。
【図５】図４のバックライト駆動回路の動作波形図である。
【符号の説明】
【００９１】
　３００：バックライト
　３０１，３０２：Ｒバックライト
　３０３，３０４：Ｇバックライト
　３０５，３０６：Ｂバックライト
　３１０：駆動電圧発生手段
　３２０：ＬＥＤコントロール手段
　３３０：ＰＷＭ信号発生手段
　ＲＬＥＤ１－ＲＬＥＤ４：Ｒ発光ダイオード
　ＧＬＥＤ１，ＧＬＥＤ２：Ｇ発光ダイオード
　ＢＬＥＤ１－ＢＬＥＤ４：Ｂ発光ダイオード
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