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(57)【要約】
【課題】光源輝度の低減による装置全体の低消費電力化
が可能であり、しかも、輝度及び色相の低下を防いで画
質劣化の視認を低減できる表示装置、表示装置の駆動方
法及び電子機器を提供すること。
【解決手段】表示装置は、画像表示領域３０ａに複数の
主画素を有する画像表示パネル部３０と、画像表示領域
３０ａに照明光を照射する面状光源装５０と、面状光源
装置５０の輝度を制御する光源装置制御回路６０と、面
状光源装置５０の輝度及び入力映像信号に基づいて求め
られる、所定の主画素に表示するための第１色情報を、
当該第１色情報に含まれる赤画素、緑画素、及び青画素
の少なくとも１つの色情報が所定の閾値を超えた場合に
、赤画素、緑画素、及び青画素の色情報を縮退すると共
に、縮退した赤画素、緑画素、及び青画素の色情報に基
づいて第１色情報に含まれる白画素の色情報を加算して
第２色情報に補正する色情報補正処理部と、を具備する
。
【選択図】図７Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示領域に赤画素、緑画素、青画素、及び白画素の副画素を含む複数の主画素を有
する画像表示部と、
　前記画像表示領域に照明光を照射する光源と、
　前記光源の輝度を制御する光源制御部と、
　前記光源の輝度及び入力映像信号に基づいて求められる、所定の主画素に表示するため
の第１色情報を、当該第１色情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の
少なくとも１つの色情報が所定の閾値を超えた場合に、前記赤画素、前記緑画素、及び前
記青画素の色情報を縮退すると共に、縮退した前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素
の色情報に基づいて前記第１色情報に含まれる前記白画素の色情報を加算して第２色情報
に補正する色情報補正処理部と、を具備する、表示装置。
【請求項２】
　前記所定の主画素に表示するための第１色情報を、当該第１色情報に含まれる前記赤画
素、前記緑画素、及び前記青画素の少なくとも１つの色情報を伸長してから、前記赤画素
、前記緑画素、及び前記青画素の色情報を縮退する、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記色情報補正処理部は、前記第１色情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、及び前
記青画素の色情報の比率を維持して縮退して前記第２色情報に補正する、請求項１又は請
求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記色情報補正処理部は、前記第１色情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、及び前
記青画素の色情報の縮退量の総和を、前記第１色情報に含まれる前記白画素の色情報に加
算して前記第２色情報に補正する、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の表示装
置。
【請求項５】
　前記色情報補正処理部は、前記赤画素、前記緑画素、前記青画素、及び前記白画素の輝
度比に応じて前記第１色情報に含まれる前記白画素の色情報の加算量を変化させて前記第
２色情報に補正する、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記色情報補正処理部は、前記画像表示領域に表示される画像の面積に応じて前記第１
の色情報に含まれる前記白画素の色情報の加算量を変化させて前記第２色情報に補正する
、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記光源の輝度及び入力映像信号に基づいて求められる、所定の主画素に表示するため
の第１色情報を、当該第１色情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の
少なくとも１つの色情報が所定の閾値を超えた場合に、前記赤画素、前記緑画素、及び前
記青画素の色情報を縮退する第１ステップと、
　縮退した前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の色情報に基づいて前記第１色情報
に含まれる前記白画素の色情報を加算して第２色情報に補正する第２ステップと、を含む
表示装置の駆動方法。
【請求項８】
　前記第１ステップにおいて、所定の主画素に表示するための第１色情報を、当該第１色
情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の少なくとも１つの色情報を伸
長してから、前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の色情報を縮退する、請求項７に
記載の表示装置の駆動方法。
【請求項９】
　前記第１ステップにおいて、前記第１色情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、及び
前記青画素の色情報の比率を維持して縮退する、請求項７又は請求項８に記載の表示装置
の駆動方法。
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【請求項１０】
　前記第２ステップにおいて、前記色情報補正処理部は、前記第１色情報に含まれる前記
赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の色情報の縮退量の総和を、前記第１色情報に含ま
れる前記白画素の色情報に加算する、請求項７から請求項９のいずれか１項に記載の表示
装置の駆動方法。
【請求項１１】
　前記第２ステップにおいて、前記赤画素、前記緑画素、前記青画素、及び前記白画素の
輝度比に応じて前記第１色情報に含まれる前記白画素の色情報の加算量を変化させる、請
求項７から請求項１０のいずれか１項に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項１２】
　前記第２ステップにおいて、前記画像表示領域に表示される画像の面積に応じて前記第
１の色情報に含まれる前記白画素の色情報の加算量を変化させる、請求項７から請求項１
１のいずれか１項に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項１３】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の表示装置と、
前記表示装置を制御する制御装置と、
を備えた電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示領域が設けられた画像表示部を有する表示装置、表示装置の駆動方
法及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、赤（Ｒ）画素、緑（Ｇ）画素及び青（Ｂ）画素に加えて、白（Ｗ）画素を用いた
ＲＧＢＷ方式の表示装置が脚光を浴びている（例えば、特許文献１参照）。このＲＧＢＷ
方式の表示装置においては、白画素を用いることにより白色を強調して表示することがで
きるので、従来のＲＧＢ方式の表示装置に対して光源輝度を低減することが可能となり、
低消費電力で高彩度の画像表示を実現できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２４２３００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来のＲＧＢＷ方式の表示装置においては、光源輝度を低減する場合には、
表示画像の輝度を保つために、入力画像信号の画像伸長処理が行われる。この画像伸長処
理では、光源輝度の低下の割合に応じて赤画素、緑画素及び青画素の画像データを伸長し
、伸長後の赤画素、緑画素及び青画素の画像データの共通部分を白画素の画像データに置
換する。
【０００５】
　しかしながら、従来のＲＧＢＷ方式の表示装置においては、入力画像信号の画像伸長処
理の前後で、赤画素、緑画素、及び青画素の画像データの比率が変化し、画像の色相が悪
化してくすみが生じ、画質劣化が視認される場合があった。
【０００６】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、光源輝度の低減による装置全
体の低消費電力化が可能であり、しかも、輝度及び色相の低下を防いで画質劣化の視認を
低減できる表示装置、表示装置の駆動方法及び電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明の表示装置は、画像表示領域に赤画素、緑画素、青画素、及び白画素の副画素を
含む複数の主画素を有する画像表示部と、前記画像表示領域に照明光を照射する光源と、
前記光源の輝度を制御する光源制御部と、前記光源の輝度及び入力映像信号に基づいて求
められる、所定の主画素に表示するための第１色情報を、当該第１色情報に含まれる前記
赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の少なくとも１つの色情報が所定の閾値を超えた場
合に、前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の色情報を縮退すると共に、縮退した前
記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の色情報に基づいて前記第１色情報に含まれる前
記白画素の色情報を加算して第２色情報に補正する色情報補正処理部と、を具備する。
【０００８】
　本発明の表示装置の駆動方法は、前記光源の輝度及び入力映像信号に基づいて求められ
る、所定の主画素に表示するための第１色情報を、当該第１色情報に含まれる前記赤画素
、前記緑画素、及び前記青画素の少なくとも１つの色情報が所定の閾値を超えた場合に、
前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の色情報を縮退する第１ステップと、縮退した
前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の色情報に基づいて前記第１色情報に含まれる
前記白画素の色情報を加算して第２色情報に補正する第２ステップと、を含む。
【０００９】
　本発明の電子機器は、上記表示装置と、前記表示装置を制御する制御装置と、を備える
。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、光源輝度の低減による装置全体の低消費電力化が可能であり、しかも
、輝度及び色相の低下を防いで画質劣化の視認を低減できる表示装置、表示装置の駆動方
法及び電子機器を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の構成の一例を示す機能ブロッ
ク図である。
【図２】図２は、図１に示す液晶表示装置における画像表示パネル部の配線図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態に係る面状光源装置の模式図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置における信号処理部の周辺の機
能ブロック図である。
【図５Ａ】図５Ａは、ＲＧＢ方式の表示装置の光源輝度と画像表示領域内の表示画像との
関係の説明図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、ＲＧＢＷ方式の表示装置の光源輝度と画像表示領域内の表示画像と
の関係の説明図である。
【図６Ａ】図６Ａは、従来のＲＧＢＷ方式の表示装置における入力画像の輝度の補正処理
の一例を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、従来のＲＧＢＷ方式の表示装置における入力画像の輝度の補正処理
の他の例を示す図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本実施の形態に係る表示装置における入力画像の輝度の補正処理の
一例を示す図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本実施の形態に係る表示装置における入力画像の輝度の補正処理の
他の例を示す図である。
【図８】図８は、本実施の形態に係る表示装置の駆動方法の概略を示すフロー図である。
【図９】図９は、本実施の形態に係る表示装置の他の例を示す図である。
【図１０】図１０は、本実施の形態に係る表示装置の他の例を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
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図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図１８】図１８は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図１９】図１９は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図２０】図２０は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図２１】図２１は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図２２】図２２は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図２３】図２３は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【図２４】図２４は、本発明の実施の形態に係る表示装置を備えた電子機器の一例を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。なお、本
実施の形態においては、表示装置として液晶表示装置を例に説明するが、本発明は、液晶
表示装置に限定されず、各種表示装置に適用可能である。
【００１３】
　図１は、本実施の形態に係る液晶表示装置の構成の一例を示す機能ブロック図である。
図２は、図１に示す液晶表示装置における画像表示パネル部の配線図である。
【００１４】
　図１に示すように、本実施の形態に係る液晶表示装置１０（以下、単に「表示装置１０
」ともいう）は、画像出力部１１からの入力信号（ＲＧＢデータ）を入力して所定のデー
タ変換処理を実行して出力する信号処理部２０と、信号処理部２０から出力された出力信
号に基づいて画像を表示する画像表示パネル部３０と、画像表示パネル部３０の表示動作
を制御する画像表示デバイス駆動回路４０と、画像表示パネル部３０の背面から画像表示
パネル部３０の画像表示領域３０ａ（図１において不図示、図２参照）に白色光を面状に
照射する面状光源装置５０と、面状光源装置５０の動作を制御する光源装置制御回路（光
源制御部）６０と、を備える。なお、表示装置１０は、特開２０１１－１５４３２３号公
報に記載されている表示装置組立体と同様の構成であり、特開２０１１－１５４３２３号
公報に記載されている各種変形例が適用可能である。
【００１５】
　信号処理部２０は、画像表示パネル部３０及び面状光源装置５０の動作を制御する演算
処理部である。この信号処理部２０は、画像表示パネル部３０を駆動する画像表示デバイ
ス駆動回路４０、及び、面状光源装置５０を駆動する光源装置制御回路６０と電気的に接
続されている。また、信号処理部２０は、外部から入力した入力信号（ＲＧＢデータ）に
対してデータ処理を実行して、出力信号を画像表示パネル駆動回路４０に出力する共に、
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光源装置制御信号を生成して光源装置制御回路６０に出力する。
【００１６】
　信号処理部２０は、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）のエネルギー比で表されるＲＧＢデ
ータである入力信号（Ｒｉｎ，Ｇｉｎ，Ｂｉｎ）に対して、所定の色変換処理を行った後
、更に第４色であるＷ（白）を加えた、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）、Ｗ（白）のエネ
ルギー比で表される出力信号（Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔ，Ｗｏｕｔ）を生成する。
そして、信号処理部２０は、生成した出力信号（Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔ，Ｗｏｕ
ｔ）を画像表示デバイス駆動回路４０に出力すると共に、光源装置制御信号を光源装置制
御回路６０に出力する。
【００１７】
　本実施の形態においては、信号処理部２０は、入力信号（Ｒｉｎ，Ｇｉｎ，Ｂｉｎ）を
出力信号（Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔ，Ｗｏｕｔ）に変換することで、Ｗ（白）成分
に基づいて画素４８の第４副画素４９Ｗに面状光源装置５０の光の透過量を振り分けるこ
とができるので、光の透過率が最も高い第４副画素４９Ｗから光を透過させることができ
る。これにより、カラーフィルタ全体の透過率を向上させることができるので、面状光源
装置５０から出力する光を少なくしてもカラーフィルタを通過する光の量を維持すること
ができ、画像の輝度を維持しつつ、面状光源装置５０の消費電力を削減することができる
。
【００１８】
　なお、入力信号（Ｒｉｎ，Ｇｉｎ，Ｂｉｎ）は、基準色域における特定の色を示すＲＧ
Ｂデータである。また、基準色域としては、画像の表示に適用される種々の規格を用いる
ことができる。例えば、ｓＲＧＢ規格の色域、Ａｄｏｂｅ（登録商標）ＲＧＢ規格の色域
、ＮＴＳＣ規格の色域がある。ここで、ｓＲＧＢ規格とは、ＩＥＣ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ、国際電気標準会
議)が規定した規格である。また、Ａｄｏｂｅ（登録商標）ＲＧＢ規定とは、Ａｄｏｂｅ
　Ｓｙｓｔｅｍｓが規定した規格である。ＮＴＳＣ規格とは、（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅ
ｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ、全米テレビジョン放送方式標準
化委員会）が規定した規格である。
【００１９】
　図２に示すように、画像表示パネル部３０は、画像表示領域３０ａを有するカラー液晶
表示デバイスである。画像表示領域３０ａには、第１色（赤色）を表示する第１副画素４
９Ｒ、第２色（緑色）を表示する第２副画素４９Ｇ、第３色（青色）を表示する第３副画
素４９Ｂ、及び、第４色（白色）を表示する第４副画素４９Ｗを含む画素４８が、２次元
マトリクス状に配列されている。第１副画素４９Ｒと画像表示パネル部３０の表示面との
間には、第１色（赤）の光を透過させる第１カラーフィルタが配置されている。第２副画
素４９Ｇと画像表示パネル部３０の表示面との間には、第２色（緑）の光を透過させる第
２カラーフィルタが配置されている。第３副画素４９Ｂと画像表示パネル部３０の表示面
との間には、第３色（青）の光を透過させる第３カラーフィルタが配置されている。また
、第４副画素４９Ｗと画像表示パネル部３０の表示面との間には、全ての色を透過させる
透明の樹脂層が配置されている。なお、第４副画素４９Ｗと画像表示パネル部３０の表示
面との間には、何も介在しない構成としてもよい。
【００２０】
　また、画像表示パネル部３０は、図２に示す例では、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４
９Ｇ、第３副画素４９Ｂ及び第４副画素４９Ｗがストライプ配列に類似した配列によって
配置されている。なお、１つの画素に含まれる副画素の構成及びその配置は、特に限定さ
れるものではない。例えば、画像表示パネル部３０は、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４
９Ｇ、第３副画素４９Ｂ及び第４副画素４９Ｗがダイアゴナル配列（モザイク配列）に類
似した配列によって配置されるものとしてもよい。また、例えば、デルタ配列（トライア
ングル配列）に類似した配列、又は、レクタングル配列に類似した配列等によって配列さ
れるものとしてもよい。一般的には、ストライプ配列に類似した配列は、パーソナルコン
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ピュータ等においてデータ及び文字列を表示するのに好適である。これに対して、モザイ
ク配列に類似した配列は、ビデオカメラレコーダ及びデジタルスチルカメラ等において自
然画を表示するのに好適である。
【００２１】
　画像表示デバイス駆動回路４０は、信号出力回路４１（信号出力部）及び走査回路４２
を備えている。信号出力回路４１は、配線ＤＴＬによって画像表示パネル部３０の各画素
４８中の副画素にそれぞれ電気的に接続されている。この信号出力回路４１は、信号処理
部２０から出力される出力信号（Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔ，Ｗｏｕｔ）に基づいて
、各副画素に含まれる液晶に印加する駆動電圧を出力し、各画素４８の面状光源装置５０
から照射される光の透過率を制御する。走査回路４２は、配線ＳＣＬによって画像表示パ
ネル部３０の各画素４８中の副画素の動作を制御するためのスイッチング素子にそれぞれ
電気的に接続されている。この走査回路４２は、複数の配線ＳＣＬに順次、走査信号を出
力し、走査信号を各画素４８の副画素のスイッチング素子に印加することによってＯＮ動
作させる。信号出力回路４１は、走査回路４２の走査信号が印加されている副画素に対し
て、副画素に含まれる液晶に駆動電圧を印加する。このようにして、画像表示パネル部３
０の画像表示領域３０ａ全体に画像が表示される。
【００２２】
　面状光源装置５０は、各種光源を有するバックライトであり、画像表示パネル部３０の
背面に配置される。面状光源装置５０は、光源からの画像表示パネル部３０に向けて光を
照射することで、画像表示パネル部３０を照明する。
【００２３】
　光源装置制御回路６０は、信号処理部２０から出力される光源装置制御信号に基づいて
、面状光源装置５０の光源の点灯量及び／又は負荷を制御し、面状光源装置５０から画像
表示パネル部３０に照射する光の光量及び強度を調整する。また、光源装置制御回路６０
は、複数の光源のうち、一部の光源の点灯量及び／又は負荷を制御して光の光源及び強度
を制御することも可能である。
【００２４】
　図３は、本実施の形態に係る面状光源装置５０の模式図である。図３に示すように、面
状光源装置５０は、導光板５２と、この導光板５２の端面の近傍に配置された光源５４と
を備える。光源５４は、一方向に沿って所定の間隔で並設された点光源としての５つのＬ
ＥＤ５４ａ～５４ｅによって構成される。導光板５２の出射面側には、光学シート類（不
図示）が配置されており、導光板５２の出射面の反対側の面には、反射シート（不図示）
が配置されている。５つのＬＥＤ５４ａ～５４ｅは、光源装置制御回路６０に電気的に接
続されている。導光板５２は、５つのＬＥＤ５４ａ～５４ｅから出射された光を端面から
内部に導き、内部に導いた光を主面から画像表示パネル部３０に向けて出射する。なお、
本実施の形態においては、光源５４が５つのＬＥＤ５４ａ～５４ｅによって構成される例
について説明するが、光源５４を構成するＬＥＤ５４ａ～５４ｅの数は適宜変更可能であ
る。また、光源５４は、ＬＥＤ５４ａ～５４ｅに限定されるものではなく、各種点光源及
び線光源を用いて構成することができる。
【００２５】
　次に、図４を参照して、本実施の形態に係る表示装置１０における信号処理について詳
細に説明する。図４は、本実施の形態に係る表示装置１０における信号処理部２０の周辺
の機能ブロック図である。図４に示すように、本実施の形態に係る液晶表示装置１０の信
号処理部２０は、α値生成部２１、色情報生成部２２、及び色情報補正処理部２３を備え
る。
【００２６】
　α値生成部２１には、８ビット（０～２５５）で表される映像信号（ＲＧＢデータ）を
含む入力信号（Ｒｉｎ，Ｇｉｎ，Ｂｉｎ）が外部から入力される。このα値生成部２１は
、入力したＲＧＢデータの伸長係数αを算出し、算出した伸長係数αに基づいて１／αを
算出する。また、α値生成部２１は、算出した伸長係数α及び１／αを入力信号と共に色
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情報生成部２２に出力信号として出力する。
【００２７】
　色情報生成部２２は、α値生成部２１から入力した入力信号に基づいて、光源５４の輝
度を制御する光源装置制御信号（ＢＬＰＷＭ）を生成し、生成した光源装置制御信号を光
源装置制御回路６０に出力する。
【００２８】
　また、色情報生成部２２は、入力したＲＧＢデータに対して逆γ補正であるリニア変換
を行う。また、色情報生成部２２は、例えば、入力信号が８ビット（０～２５５）で表さ
れるＲＧＢデータである場合、ＲＧＢデータのＲ成分、Ｇ成分及びＢ成分のそれぞれの値
が０以上１以下の値となるように正規化する。また、色情報生成部２２は、正規化したＲ
ＧＢデータに対して、主画素４８のうち第４副画素４９Ｗを駆動させるためのＷ（白）成
分のデータを含むＲＧＢＷデータを算出する。
【００２９】
　さらに、色情報生成部２２は、例えば、入力信号（Ｒｉｎ，Ｇｉｎ，Ｂｉｎ）及び出力
信号（Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔ）が８ビット（０～２５５）で表されるＲＧＢデー
タである場合、生成したＲＧＢＷデータを入力信号、出力信号と同様に８ビットデータに
変換する。そして、γ補正が施されていた入力信号のγ値（例えば、γ＝２．２）によっ
てγ補正の処理を実行し、γ補正したＲＧＢＷデータの出力信号（Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，
Ｂｏｕｔ，Ｗｏｕｔ）を算出する。
【００３０】
　また、色情報生成部２２は、光源５４の輝度に応じて、下記式（１）～下記式（３）に
基づいて入力信号のＲＧＢデータを伸長し、伸長後のＲＧＢデータ（Ｒ’，Ｇ’，Ｂ’）
を算出する。
　Ｒ’＝Ｇａｉｎ×Ｒｉｎ・・・式（１）
　Ｇ’＝Ｇａｉｎ×Ｇｉｎ・・・式（２）
　Ｂ’＝Ｇａｉｎ×Ｂｉｎ・・・式（３）
（式（１）～式（３）中、Ｇａｉｎは、光源輝度割合の逆数を表す。）
【００３１】
　色情報生成部２２は、第１副画素４９Ｒの入力信号、伸長係数α及び第４副画素４９Ｗ
の出力信号に基づいて第１副画素４９Ｒの出力信号を算出する。また、色情報生成部２２
は、第２副画素４９Ｇの入力信号、伸長係数α及び第４副画素４９Ｗの出力信号に基づい
て第２副画素４９Ｇの出力信号を算出する。色情報生成部２２は、第３副画素４９Ｂの入
力信号、伸長係数α及び第４副画素４９Ｗの出力信号に基づいて第３副画素４９Ｂの出力
信号を算出する。また、色情報生成部２２は、算出した第１副画素４９Ｒ、第２副画素４
９Ｇ、第３副画素４９Ｂ及び第４副画素４９Ｗの出力信号を生成し、生成したＲＧＢＷデ
ータ（第１色情報）の出力信号を色情報補正処理部２３に出力する。
【００３２】
　色情報補正処理部２３は、色情報生成部２２から入力したＲＧＢＷデータに含まれる第
１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ、及び第３副画素４９Ｂの少なくとも１つの画像デー
タが表示装置１０の所定の閾値である表現可能範囲（Ｄ＿ｍａｘ）を超えているか否かを
判定する。色情報補正処理部２３は、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ、及び第３副
画素４９Ｂの少なくとも１つの画像データが表現可能範囲を超えている場合には、当該表
現可能範囲を超えたデータの表現可能範囲に対する超過量の割合を算出する。なお、表示
装置１０の所定の閾値は、必ずしも表現可能範囲に限定されるものではなく、適宜変更可
能である。
【００３３】
　具体的には、情報補正処理部２３は、下記式（４）に基づいて表示装置１０の最大表示
範囲（Ｄ＿ｍａｘ）に対して、伸長した画像データ（Ｒ’，Ｇ’，Ｂ’）の超過割合（Ｄ
＿ｏｖｅｒ）を算出する。
　Ｄ＿ｏｖｅｒ＝ＭＡＸ（Ｒ’，Ｇ’，Ｂ’）／Ｄ＿ｍａｘ・・・式（４）
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【００３４】
　また、色情報補正処理部２３は、算出した超過割合に応じて第１副画素４９Ｒ、第２副
画素４９Ｇ、及び第３副画素４９Ｂのデータをそれぞれ縮退させる。そして、色情報補正
処理部２３は、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ、及び第３副画素４９Ｂの画像デー
タの縮退量の総和を第４副画素４９Ｗの画像データに加算して補正後のＲＧＢＷデータ（
第２色情報）とする。これにより、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ、及び第３副画
素４９Ｂの比率を変化させることなく、かつ、第４副画素４９Ｗの画像データを加算でき
るので、光源光度を低下させた場合であっても、高彩色高輝度を実現することができる。
なお、第４副画素４９Ｗに加算する画像データは、必ずしも第１副画素４９Ｒ、第２副画
素４９Ｇ、及び第３副画素４９Ｂの画像データの縮退量の総和に限定されず、適宜変更可
能である。
【００３５】
　具体的には、色情報補正処理部２３は、伸長した画像データが表示装置１０の最大表示
範囲を超過していた場合、下記式（５）～下記式（７）に基づいて、画像データを表現可
能範囲まで縮退させた画像データ（Ｒ’’，Ｇ’’，Ｂ’’）をＲＧＢ出力信号（Ｒｏｕ
ｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔ）とする。また、色情報補正処理部２３は、伸長した画像データ
が表示装置１０の最大表示範囲を超過していない場合には、伸長した画像データ（Ｒ’，
Ｇ’，Ｂ’）をそのままＲＧＢ出力信号（Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔ）とする。
　Ｒ’’＝Ｒ’／Ｄ＿ｏｖｅｒ・・・式（５）
　Ｇ’’＝Ｇ’／Ｄ＿ｏｖｅｒ・・・式（６）
　Ｂ’’＝Ｂ’／Ｄ＿ｏｖｅｒ・・・式（７）
【００３６】
　次に、色情報補正処理部２３は、伸長した画像データが最大表示範囲を超過していた場
合には、下記式（８）～下記式（１０）に基づいて、超過量（Ｒ＿ｏｖｅｒ，Ｇ＿ｏｖｅ
ｒ，Ｂ＿ｏｖｅｒ）を算出する。なお、色情報補正処理部２３は、伸長した画像データが
最大表示範囲を超過していない場合には、超過量を０とする。
　Ｒ＿ｏｖｅｒ＝Ｒ’－Ｒ’’・・・式（８）
　Ｇ＿ｏｖｅｒ＝Ｇ’－Ｇ’’・・・式（９）
　Ｂ＿ｏｖｅｒ＝Ｂ’－Ｂ’’・・・式（１０）
【００３７】
　次に、色情報補正処理部２３は、下記式（１１）に基づいて、算出した超過量を輝度に
変換して第４副画素４９Ｗの出力（Ｗ＿ｏｕｔ）に割り当てる。
　Ｗ＿ｏｕｔ＝（Ｒ＿ｏｖｅｒ×Ｒ＿Ｙ＋Ｇ＿ｏｖｅｒ×Ｇ＿Ｙ＋Ｂ＿ｏｖｅｒ×Ｂ＿Ｙ
)／Ｗ＿Ｙ・・・式（１１）
（式（１１）において、Ｒ＿Ｙは、Ｒ画素の輝度比、Ｇ＿Ｙは、Ｇ画素の輝度比、Ｂ＿Ｙ
は、Ｂ画素の輝度比、Ｗ＿Ｙは、Ｗ画素の輝度比を表す。）
【００３８】
　なお、α値生成部２１、色情報生成部２２、及び色情報補正処理部２３は、ハードウェ
ア又はソフトウェアのいずれかによって機能が実現されていればよく、特に限定されるも
のではない。また、信号処理部２０の各構成要素がハードウェアによって構成されるもの
であっても、それぞれの回路が物理的に独立して区別される必要はなく、物理的に単一の
回路によって複数の機能が実現されるものとしてもよい。
【００３９】
　次に、図５Ａ及び図５Ｂを参照して、ＲＧＢ方式及びＲＧＢＷ方式の表示装置の光源輝
度と画像表示領域３０ａ内の表示画像との関係について説明する。図５Ａは、ＲＧＢ方式
の表示装置１０の光源輝度と画像表示領域３０ａ内の表示画像との関係の説明図であり、
図５Ｂは、ＲＧＢＷ方式の表示装置１０の光源輝度と画像表示領域３０ａ内の表示画像と
の関係の説明図である。
【００４０】
　図５Ａに示すように、従来のＲＧＢ方式の表示装置では、光源輝度を１００％から７０
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％に低減した場合、画像表示領域３０ａの背景の白画面の輝度は一定とすることができる
。一方で、画像表示領域３０ａの一部に表示された赤（Ｒ）画素：２５５、緑（Ｇ）画素
：２５５の黄色の高彩度画像Ｇ１については、光源輝度を低減したために輝度の低下及び
くすみが発生して高彩度中輝度画像Ｇ２となる。
【００４１】
　そこで、図５Ｂに示すように、本発明に係るＲＧＢＷ方式の表示装置では、光源輝度を
１００％から７０％に低減した場合には、光源輝度の低下量に応じて白（Ｗ）画素：１０
３を赤（Ｒ）画素：２５５、緑（Ｇ）画素：２５５の黄色の高彩度画像Ｇ３に追加する。
これにより、入力画像の高彩度高輝度画像Ｇ３は、光源輝度を低下させても白画素によっ
て輝度が補われるので、高彩度高輝度画像Ｇ４を保つことができる。
【００４２】
　次に、図６Ａ及び図６Ｂを参照して、従来のＲＧＢＷ方式の表示装置における入力画像
の補正処理について詳細に説明する。図６Ａは、従来のＲＧＢＷ方式の表示装置における
入力画像の輝度の補正処理の一例を示す図であり、図６Ｂは、従来のＲＧＢＷ方式の表示
装置における入力画像の輝度の補正処理の他の例を示す図である。
【００４３】
　図６Ａに示す例では、入力画像データが赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）成分の場合
の補正処理を示している。この場合、入力画像データに対して光源（ＢＬ）輝度を表現可
能範囲（Ｄ＿ｍａｘ）の１００％から５０％に低下させた後、画像の輝度を保つために、
赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）成分の画像データを光源輝度の減少量に合わせて伸長
処理する。その結果、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）成分の画像データは、それぞれ
２倍に伸長された赤（Ｒ’）、緑（Ｇ’）、及び青（Ｂ’）成分となり、赤（Ｒ’）成分
については、表現可能範囲を超過した超過分が生じる。
【００４４】
　次に、伸長処理後の赤（Ｒ’）、緑（Ｇ’）、及び青（Ｂ’）成分のデータの共通部分
について白（Ｗ）に置換する。これにより、赤（Ｒ’）、緑（Ｇ’）、及び青（Ｂ’）成
分のデータがそれぞれ減少し、追加した白（Ｗ）成分によって光源輝度の低下分を補うこ
とが可能となる。最後に、赤（Ｒ’）成分の画像データの表現可能領域の超過分を切り捨
てて表現可能範囲（Ｄ＿ｍａｘ）内として補正処理を終了する。
【００４５】
　図６Ｂに示す例では、入力画像データが赤（Ｒ）、及び緑（Ｇ）成分の場合の補正処理
を示している。この場合、入力画像データに対して光源（ＢＬ）輝度を表現可能範囲（Ｄ
＿ｍａｘ）の１００％から８５％に低下させた後、画像の輝度を保つために、赤（Ｒ）、
及び緑（Ｇ）成分の画像データを光源輝度の現象量に合わせて伸長処理する。これにより
、赤（Ｒ）、及び緑（Ｇ）成分の画像データが、それぞれ１．２５倍に伸長された赤（Ｒ
’）、及び緑（Ｇ’）成分となるので、光源輝度の低下分を補うことが可能となる。最後
に、伸長処理によって生じた赤（Ｒ’）成分の表現可能範囲を超過した超過分を切り捨て
て表現可能範囲（Ｄ＿ｍａｘ）内として補正処理を終了する。
【００４６】
　このように、従来のＲＧＢＷ方式の表示装置においては、入力画像データの伸長処理に
よって生じた赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）画像のデータの表示装置の表現可能範囲
の超過分を切り捨てる補正処理をする。このため、伸長処理によって光源輝度の低下によ
る輝度低下を補うことができる一方、入力画像データの赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ
）の画像データの比率が変化して伸長処理の前後の色相などが変化する場合がある。図６
Ａ及び図６Ｂが、このような場合の例である。そこで、本実施の形態においては、以下の
ように、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）の画像データの比率を維持する補正処理を実
行する。
【００４７】
　次に、図７Ａ及び図７Ｂを参照して、本実施の形態に係る表示装置における入力画像の
補正処理について詳細に説明する。図７Ａは、本実施の形態に係る表示装置における入力
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画像の補正処理の一例を示す図であり、図７Ｂは、本実施の形態に係る表示装置における
入力画像の補正処理の他の例を示す図である。
【００４８】
　図７Ａに示す例では、入力画像データが赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）成分の場合
の補正処理を示している。この場合、色情報生成部２２は、入力画像データに対して光源
（ＢＬ）輝度を表現可能範囲（Ｄ＿ｍａｘ）の１００％から５０％に低下させてから、画
像の輝度を保つために、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）成分の画像データを光源輝度
の減少量に合わせて伸長処理する。その結果、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）成分の
画像データは、それぞれ２倍に伸長された赤（Ｒ’）、緑（Ｇ’）、及び青（Ｂ’）成分
となり、赤（Ｒ’）成分については、表現可能範囲を超過した超過分が生じる。
【００４９】
　次に、色情報生成部２２は、伸長処理後の赤（Ｒ’）、緑（Ｇ’）、及び青（Ｂ’）成
分の画像データの共通部分について白（Ｗ）に置換し、ＲＧＢＷデータ（第１色情報）を
生成し、生成したＲＧＢＷデータを色情報補正処理部２３に出力する。
【００５０】
　次に、色情報補正処理部２３は、赤（Ｒ’）成分のデータの表現可能領域の超過割合を
算出する。次に、色情報補正処理部２３は、算出した超過割合に基づいて赤（Ｒ’）、緑
（Ｇ’）、及び青（Ｂ’）成分の画像データを縮退して赤（Ｒ’’）、緑（Ｇ’’）、及
び青（Ｂ’’）成分の画像データにすると共に、縮退した赤（Ｒ’）、緑（Ｇ’）、及び
青（Ｂ’）の画像データの総和を白（Ｗ）成分に追加して赤（Ｒ’’）、緑（Ｇ’’）、
青（Ｂ’’）及び白（Ｗ）成分の補正後のＲＧＢＷデータ（第２色情報）として補正処理
を終了する。
【００５１】
　図７Ｂに示す例では、入力画像データが赤（Ｒ）、及び緑（Ｇ）成分の場合の補正処理
を示している。この場合、色情報生成部２２は、入力画像データに対して光源（ＢＬ）輝
度を表現可能範囲（Ｄ＿ｍａｘ）の１００％から８５％に低下させた後、画像の輝度を保
つために、赤（Ｒ）、及び緑（Ｇ）成分の画像データを光源輝度の減少量に合わせて伸長
処理する。その結果、赤（Ｒ）、及び緑（Ｇ）成分の画像データは、それぞれ１．２５倍
に伸長された赤（Ｒ’）、及び緑（Ｇ’）成分となり、赤（Ｒ’）成分については、表現
可能範囲を超過した超過分が生じる。
【００５２】
　次に、色情報生成部２２は、伸長処理後の赤（Ｒ’）、緑（Ｇ’）、及び青（Ｂ’）成
分の画像データの共通部分について白（Ｗ）に置換し、ＲＧＢＷデータ（第１色情報）を
生成し、生成したＲＧＢＷデータを色情報補正処理部２３に出力する。
【００５３】
　次に、色情報補正処理部２３は、赤（Ｒ’）成分のデータの表現可能領域の超過割合を
算出する。次に、色情報補正処理部２３は、算出した超過割合に基づいて赤（Ｒ’）、及
び緑（Ｇ’）成分の画像データを縮退して赤（Ｒ’’）、及び緑（Ｇ’’）成分の画像デ
ータにすると共に、縮退した赤（Ｒ’）、及び緑（Ｇ’）の画像データの総和を白（Ｗ）
成分に追加して赤（Ｒ’’）、緑（Ｇ’’）及び白（Ｗ）成分の補正後のＲＧＢＷデータ
（第２色情報）として補正処理を終了する。
【００５４】
　以上のようにして、色情報補正処理部２３は、色情報生成部２２から入力したＲＧＢＷ
データから赤（Ｒ’）、緑（Ｇ’）、及び青（Ｂ’）の画像データの比率が維持された状
態で赤（Ｒ’）、緑（Ｇ’）、及び青（Ｂ’）の全ての画像データが表現可能範囲内とな
ると共に、白（Ｗ）がさらに増大された補正後のＲＧＢＷデータを生成する。これにより
、入力画像データの赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）の比率が維持され、かつ、画像伸
長処理によって置換した白（Ｗ）が加えられた画像データに補正できるので、光源輝度を
低下させて表示装置１０全体の消費電力の削減した場合であっても、画像の色相の低下に
よる画質劣化の視認を防ぐことが可能となる。
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【００５５】
　次に、本実施の形態に係る表示装置の駆動方法について説明する。本実施の形態に係る
表示装置の駆動方法は、光源の輝度及び入力映像信号に基づいて求められる、所定の主画
素４８に表示するための第１色情報（補正前ＲＧＢＷデータ）を、当該第１色情報に含ま
れる第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ、及び第３副画素４９Ｂの少なくとも１つの色
情報が所定の閾値を超えた場合に、第１副画素４９Ｒ、前記第２副画素４９Ｇ、及び第３
副画素４９Ｂの色情報を縮退する第１ステップと、縮退した第１副画素４９Ｒ、第２副画
素４９Ｇ、及び第３副画素４９Ｂの色情報に基づいて第１色情報に含まれる第４副画素４
９Ｗの色情報を加算して第２色情報（補正後ＲＧＢＷデータ）に補正する第２ステップと
、を含む。
【００５６】
　図８は、本実施の形態に係る表示装置の駆動方法の概略を示すフロー図である。図８に
示すように、まず、α値生成部２１が、入力画像信号に基づいて伸長係数αを算出し、算
出したαに基づいて１／αを算出する（ステップＳ１）。次に、色情報生成部２２は、入
力信号に基づいて、光源装置制御信号を生成して光源装置制御回路６０に出力する。また
、色情報生成部２２は、光源輝度に基づいて第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第
３副画素４９Ｂの画像データを伸長し、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副
画素４９Ｂに共通する画像データを第４副画素４９Ｗに置換してＲＧＢＷデータ（第１色
情報）を生成する。さらに、色情報生成部２２は、生成したＲＧＢＷデータを色情報補正
処理部２３に出力する。
【００５７】
　次に、色情報補正処理部２３は、ＲＧＢＷデータに含まれる第１副画素４９Ｒ、第２副
画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂの画像データ少なくとも一つが所定の閾値を超えたか否
かを判定する（ステップＳ２）。ここでの所定の閾値とは、例えば、表示装置１０の表現
最大範囲であり、８ビットの画像データの場合には、２５５である。次に、色情報補正処
理部２３は、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂの画像データ少
なくとも一つが所定の閾値を超えた場合（ステップＳ２：Ｙｅｓ）には、当該閾値を超え
た第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂの画像データの超過量を算
出する（ステップＳ３）。そして、色情報補正処理部２３は、算出した超過量に基づいて
、ＲＧＢＷデータから第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂの超過
量を縮退すると共に、算出した超過量に基づいて第４副画素４９Ｗの画像データを加算し
たＲＧＢＷデータに変換する（ステップＳ４）。
【００５８】
　次に、色情報補正処理部２３は、変換したＲＧＢＷデータに基づいて補正後のＲＧＢＷ
データ（第２色情報）に補正する（ステップＳ５）。最後に、色情報補正処理部２３は、
補正後のＲＧＢＷデータを画面表示パネル部３０に出力信号として出力する。
【００５９】
　また、色情報補正処理部２３は、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素
４９Ｂの少なくとも一つの画像データが所定の閾値以下の場合（ステップＳ２：Ｎｏ）に
は、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副画素４９Ｂの超過量の算出などは行
わない。この場合、色情報補正処理部２３は、色情報生成部２２から入力した第１副画素
４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ、第３副画素４９Ｂ及び第４副画素４９Ｗの画像データをＲＧ
ＢＷデータ（第２色情報）として画像表示パネル部３０に出力信号として出力する。
【００６０】
　なお、上述した実施の形態においては、色情報補正処理部２３が、入力画像データと同
じ輝度を保つように白画素の画像データを補正する例について説明したが、白画素の画像
データの補正量は、任意に設定可能である。例えば、色情報補正処理部２３は、白画素の
補正量に幅を持たせることにより、白画素の画像データを補正して輝度を入力画像データ
と同じに保つ状態から、白画素の画像データを補正せずにＲＧＢデータの比率だけを保つ
ように補正処理をしてもよい。
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【００６１】
　例えば、図９に示すように、色情報補正処理部２３は、赤（Ｒ）：緑（Ｇ）：青（Ｂ）
：白（Ｗ）の輝度比が１８：７２：１０：１５０の条件では、緑（Ｇ）と白（Ｗ）の輝度
比を鑑みて白（Ｗ）画素の加算量を最大追加量の５０％としてもよい。この場合には、緑
（Ｇ）に対して約２倍の輝度を有する白（Ｗ）の加算量が緑（Ｇ）に対して半分程度にな
るので、補正後の画像の白色化を防ぐことができる。
【００６２】
　また、上述した実施の形態においては、色情報補正処理部２３が、画像表示領域３０ａ
の全ての高彩度画像の画像表示領域についてＲＧＢＷデータを一様に白（Ｗ）画素の追加
する例について説明したが、ＲＧＢＷデータの白（Ｗ）画素の追加量は、表示画像の面積
に応じて適宜変更可能である。
【００６３】
　例えば、色情報補正処理部２３は、高彩度画像の面積の大きさに所定の閾値を設け、高
彩度画像の面積が閾値を超えた場合に、白画素の画像データの加算量を減少させて補正処
理を行ってもよい。図１０に示す例では、画像表示領域Ａ１の面積の半分の大きさの部分
領域Ａ２を補正領域の面積の大きさの閾値としている。この場合、色情報補正処理部２３
は、部分領域Ａ２を超えた画像表示領域Ａ１の全領域を補正する場合には、部分領域Ａ２
を補正する場合と比較して、白画素の画像データの加算量を低減してもよい。これにより
、白画素が加算さえる画像表示領域３０ａの面積が小さくなるので、白色光の増大にとも
伴う色褪せを防ぐことができる。
【００６４】
　以上説明したように、上記実施の形態に係る表示装置１０によれば、色情報補正処理部
２３が、ＲＧＢＷデータに含まれるＲＧＢの画像データの表現可能範囲の超過量に基づい
てＲＧＢデータを縮退すると共に、縮退したＲＧＢデータに応じてＷデータを加算するの
で、ＬＥＤ５４ａ～５４ｅの輝度を下げて表示装置１０全体の消費電力を低減した場合で
あっても、輝度及び色相の低下基づく画質劣化の視認を低減できる表示装置１０及び表示
装置１０の駆動方法を実現することができる。
【００６５】
　特に、上記実施の形態によれば、ＲＧＢデータを一定の比率で縮退すると共に、縮退量
の総和をＷデータに追加することにより、画像の輝度及び色相の劣化を共に防ぐことが可
能となる。これにより、上述した効果をより一層顕著に奏することが可能となる。
【００６６】
　次に、図１１～図２４を参照して、上記実施の形態に係る表示装置１０及び当該表示装
置１０を制御する制御装置を備えた電子機器について説明する。図１１～図２４は、上記
実施の形態に係る表示装置１０を備えた電子機器の一例を示す図である。表示装置１０は
、テレビジョン装置、ディジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話機
等の携帯端末装置又はビデオカメラなどのあらゆる分野の電子機器に適用することが可能
である。言い換えると、表示装置１０は、外部から入力された映像信号又は内部で生成し
た映像信号を、画像又は映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可
能である。
【００６７】
（適用例１）
　図１１に示す電子機器は、表示装置１０が適用されるテレビジョン装置である。このテ
レビジョン装置は、例えば、フロントパネル５１１及びフィルターガラス５１２を含む映
像表示画面部５１０を有しており、この映像表示画面部５１０に、表示装置１０が適用さ
れる。このテレビジョン装置の画面は、画像を表示する機能の他に、タッチ動作を検出す
る機能を有している。
【００６８】
（適用例２）
　図１２及び図１３に示す電子機器は、表示装置１０が適用されるディジタルカメラであ
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る。このディジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部５２１、表示部５２２、メ
ニュースイッチ５２３及びシャッターボタン５２４を有しており、その表示部５２２には
、表示装置１０が適用されている。したがって、このディジタルカメラの表示部５２２は
、画像を表示する機能の他に、タッチ動作を検出する機能を有している。
【００６９】
（適用例３）
　図１４に示す電子機器は、表示装置１０が適用されるビデオカメラの外観を表すもので
ある。このビデオカメラは、例えば、本体部５３１、この本体部５３１の前方側面に設け
られた被写体撮影用のレンズ５３２、撮影時のスタート／ストップスイッチ５３３及び表
示部５３４を有している。そして、表示部５３４には、表示装置１０が適用されている。
したがって、このビデオカメラの表示部５３４は、画像を表示する機能の他に、タッチ動
作を検出する機能を有している。
【００７０】
（適用例４）
　図１５に示す電子機器は、表示装置１０が適用されるノート型パーソナルコンピュータ
である。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５４１、文字等の入力操
作のためのキーボード５４２及び画像を表示する表示部５４３を有している。表示部５４
３は、表示装置１０が適用されている。このため、このノート型パーソナルコンピュータ
の表示部５４３は、画像を表示する機能の他に、タッチ動作を検出する機能を有している
。
【００７１】
（適用例５）
　図１６～図２２に示す電子機器は、表示装置１０が適用される携帯電話機である。この
携帯電話機は、例えば、上側筐体５５１と下側筐体５５２とを連結部（ヒンジ部）５５３
で連結したものであり、ディスプレイ５５４、サブディスプレイ５５５、ピクチャーライ
ト５５６及びカメラ５５７を有している。そのディスプレイ５５４は、表示装置１０が取
り付けられている。このため、この携帯電話機のディスプレイ５５４は、画像を表示する
機能の他に、タッチ動作を検出する機能を有している。
【００７２】
（適用例６）
　図２３に示す電子機器は、表示装置１０等が適用される、いわゆるスマートフォンと呼
ばれる携帯電話機である。この携帯電話機は、例えば略長方形の薄板状の筐体５６１の表
面部にタッチパネル５６２を有している。このタッチパネル５６２は、表示装置１０等を
備えている。
【００７３】
（適用例７）
　図２４に示す電子機器は、車両に搭載されるメータユニットである。図２４に示すメー
タユニット（電子機器）５７０は、燃料計、水温計、スピードメータ、タコメータ等、複
数の液晶表示装置５７１を備えている。そして、複数の液晶表示装置５７１は、ともに、
一枚の外装パネル５７２に覆われている。
【００７４】
　図２４に示す液晶表示装置５７１それぞれは、液晶表示手段としての液晶パネル５７３
及びアナログ表示手段としてのムーブメント機構を互いに組み合わせた構成となっている
。当該ムーブメント機構は、駆動手段としてのモータと、モータにより回転される指針５
７４とを有している。そして、図２４に示すように、液晶表示装置５７１では、液晶パネ
ル５７３の表示面に目盛表示、警告表示等を表示することができるとともに、ムーブメン
ト機構の指針５７４が液晶パネル５７３の表示面側において回転することが可能となって
いる。本実施の形態に係る表示装置１０は液晶表示装置５７１に適用される。
【００７５】
　なお、図２４では、一枚の外装パネル５７２に複数の液晶表示装置５７１を設けた構成
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としたが、これに限定されない。外装パネルによって囲まれた領域に１つの液晶表示装置
を設け、当該液晶表示装置に燃料計、水温計、スピードメータ、タコメータ等を表示させ
てもよい。
【００７６】
　上記実施の形態により、本発明は、以下の表示装置、表示装置の駆動方法及び電子機器
を開示する。
【００７７】
　画像表示領域に赤画素、緑画素、青画素、及び白画素の副画素を含む複数の主画素を有
する画像表示部と、前記画像表示領域に照明光を照射する光源と、前記光源の輝度を制御
する光源制御部と、前記光源の輝度及び入力映像信号に基づいて求められる、所定の主画
素に表示するための第１色情報を、当該第１色情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、
及び前記青画素の少なくとも１つの色情報が所定の閾値を超えた場合に、前記赤画素、前
記緑画素、及び前記青画素の色情報を縮退すると共に、縮退した前記赤画素、前記緑画素
、及び前記青画素の色情報に基づいて前記第１色情報に含まれる前記白画素の色情報を加
算して第２色情報に補正する色情報補正処理部と、を具備する、表示装置。
【００７８】
　前記所定の主画素に表示するための第１色情報を、当該第１色情報に含まれる前記赤画
素、前記緑画素、及び前記青画素の少なくとも１つの色情報を伸長してから、前記赤画素
、前記緑画素、及び前記青画素の色情報を縮退する、上記記載の表示装置。
【００７９】
　前記色情報補正処理部は、前記第１色情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、及び前
記青画素の色情報の比率を維持して縮退して前記第２色情報に補正する、上記表示装置。
【００８０】
　前記色情報補正処理部は、前記第１色情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、及び前
記青画素の色情報の縮退量の総和を、前記第１色情報に含まれる前記白画素の色情報に加
算して前記第２色情報に補正する、上記表示装置。
【００８１】
　前記色情報補正処理部は、前記赤画素、前記緑画素、前記青画素、及び前記白画素の輝
度比に応じて前記第１色情報に含まれる前記白画素の色情報の加算量を変化させて前記第
２色情報に補正する、上記表示装置。
【００８２】
　前記色情報補正処理部は、前記画像表示領域に表示される画像の面積に応じて前記第１
の色情報に含まれる前記白画素の色情報の加算量を変化させて前記第２色情報に補正する
、上記表示装置。
【００８３】
　前記光源の輝度及び入力映像信号に基づいて求められる、所定の主画素に表示するため
の第１色情報を、当該第１色情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の
少なくとも１つの色情報が所定の閾値を超えた場合に、前記赤画素、前記緑画素、及び前
記青画素の色情報を縮退する第１ステップと、縮退した前記赤画素、前記緑画素、及び前
記青画素の色情報に基づいて前記第１色情報に含まれる前記白画素の色情報を加算して第
２色情報に補正する第２ステップと、を含む表示装置の駆動方法。
【００８４】
　前記第１ステップにおいて、所定の主画素に表示するための第１色情報を、当該第１色
情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の少なくとも１つの色情報を伸
長してから、前記赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の色情報を縮退する、上記表示装
置の駆動方法。
【００８５】
　前記第１ステップにおいて、前記第１色情報に含まれる前記赤画素、前記緑画素、及び
前記青画素の色情報の比率を維持して縮退する、上記表示装置の駆動方法。
【００８６】
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　前記第２ステップにおいて、前記色情報補正処理部は、前記第１色情報に含まれる前記
赤画素、前記緑画素、及び前記青画素の色情報の縮退量の総和を、前記第１色情報に含ま
れる前記白画素の色情報に加算する、上記表示装置の駆動方法。
【００８７】
　前記第２ステップにおいて、前記赤画素、前記緑画素、前記青画素、及び前記白画素の
輝度比に応じて前記第１色情報に含まれる前記白画素の色情報の加算量を変化させる、上
記表示装置の駆動方法。
【００８８】
　前記第２ステップにおいて、前記画像表示領域に表示される画像の面積に応じて前記第
１の色情報に含まれる前記白画素の色情報の加算量を変化させる、上記表示装置の駆動方
法。
【００８９】
　上記表示装置と、前記表示装置を制御する制御装置を備えた電子機器。
【符号の説明】
【００９０】
　１０　表示装置
　２０　信号処理部
　２１　α値生成部
　２２　色情報生成部
　２３　色情報補正処理部
　３０　画像表示パネル部
　３０ａ　画像表示領域
　４０　画像表示デバイス駆動回路
　４１　信号出力回路
　４２　走査回路
　４８　画素
　４９Ｒ　第１副画素
　４９Ｇ　第２副画素
　４９Ｂ　第３副画素
　４９Ｗ　第４副画素
　５０　面状光源装置
　５２　導光板
　５４　光源
　５４ａ～５４ｅ　ＬＥＤ
　Ａ１　画像表示領域
　Ａ２　部分領域
　６０　光源装置制御回路
　Ｇ１、Ｇ３、Ｇ４　高彩度高輝度画像
　Ｇ２　高彩度中輝度画像
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