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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源部と、
　各々が、Ｒ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）の３色のサブ画素と、これらの３色よりも高輝
度を示す色であるＺのサブ画素とを含んで構成された複数の画素を有し、前記光源部から
の射出光を前記Ｒ，Ｇ，Ｂの３色に対応する入力映像信号に基づいて変調することにより
映像表示を行う液晶表示パネルと、
　前記入力映像信号に基づいて、前記Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚの４色に対応する出力映像信号と前
記光源部における点灯信号とをそれぞれ生成する出力信号生成部を有し、前記出力映像信
号を用いて前記液晶表示パネルにおける前記Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚの各サブ画素に対する表示駆
動を行うと共に、前記点灯信号を用いて前記光源部に対する発光駆動を行う表示制御部と
　を備え、
　前記光源部からの射出光の色度点が、白色色度点よりも黄色側に設定され、
　前記出力信号生成部は、
　前記入力映像信号に基づいて前記点灯信号を生成し、前記入力映像信号の信号レベルと
この点灯信号の信号レベルとの演算によるディミング処理を行うと共に、
　前記入力映像信号が白を示す映像信号であるときに、前記光源部からの射出光に基づい
て前記液晶表示パネルから射出される表示光の色度点が白色色度点となるように、前記デ
ィミング処理後の映像信号に対して所定の色度点調整を行い、
　この色度点調整後の映像信号に対して所定の色変換処理を行うことにより、前記出力映



(2) JP 5593920 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

像信号を生成する
　液晶表示装置。
【請求項２】
　色再現特性を示すＨＳＶ色空間において、
　Ｙ（黄色）を挟んでＭ（マゼンダ）からＣ（シアン）へと亘る色範囲に、明度Ｖの値が
より大きくなる領域を有する
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記Ｚのサブ画素内に、前記液晶表示パネル内の液晶層の分光透過率における青色成分
を制限するための黄色部材が設けられている
　請求項１または請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　各画素は、
　前記Ｒ，Ｇ，Ｂの３色のサブ画素と、
　前記Ｚのサブ画素としてのＷ（白）のサブ画素とを含む
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記３色のサブ画素には、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色に対応するカラーフィルタが配設される一
方、前記Ｗのサブ画素には、カラーフィルタが配設されていない
　請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記Ｗのサブ画素内に、黄色顔料が分散されている
　請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　各画素は、
　前記Ｒ，Ｇ，Ｂの３色のサブ画素と、
　前記Ｚのサブ画素としてのＹ（黄色）のサブ画素とを含む
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ），白（Ｗ）の４色のサブ画素からな
るサブ画素構造を有する液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄型テレビ、携帯端末装置のディスプレイとして、画素毎にＴＦＴ（Thin Film 
Transistor；薄膜トランジスタ）を設けたアクティブマトリクス型の液晶表示装置（ＬＣ
Ｄ；Liquid Crystal Display）が多く用いられている。このような液晶表示装置では、一
般に、画面上部から下部に向かって、各画素の補助容量素子および液晶素子に映像信号が
線順次に書き込まれることにより各画素が駆動される。
【０００３】
　液晶表示装置における映像表示の際の低消費電力化を図るため、従来、液晶表示パネル
における各画素を４色のサブ画素（サブピクセル）を用いて構成したものが提案されてい
る（例えば、特許文献１～３参照）。この４色のサブ画素とは、具体的には、赤（Ｒ），
緑（Ｇ），青（Ｂ）の３色のサブ画素と、これらの３色よりも高輝度を示す色（Ｚ；例え
ば白（Ｗ）や黄（Ｙ）など）のサブ画素とのことである。このような４色のサブ画素用の
映像信号を用いて映像表示を行った場合、従来のＲ，Ｇ，Ｂの３色のサブ画素構造の各画
素に対してこれら３色用の映像信号を供給して映像表示を行う場合と比べ、輝度効率を向
上させることができる。
【０００４】
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　また、上記特許文献３には、表示映像に応じて（映像信号の信号レベルに応じて）、バ
ックライトの輝度をアクティブ（動的）に制御する（ディミング処理を行う）ようにした
液晶表示装置も提案されている。この手法を用いた場合、表示輝度を保持しつつ、低消費
電力化やダイナミックレンジの拡大を図ることが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特公平４－５４２０７号公報
【特許文献２】特公平４－３５５７２２号公報
【特許文献３】特許第４３５４４９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、液晶表示装置では、バックライトから液晶層へ入射した光が映像信号の信号
レベルに応じて変調され、透過光（表示光）の光量（輝度）が制御される。この液晶層か
らの透過光の分光特性は一般に階調依存性を示すことが知られており、映像信号の信号レ
ベルが低くなるのに従って、透過率ピークが短波長側（青色光側）にシフトする。ここで
、従来のＲ，Ｇ，Ｂの３色のサブ画素構造では、所定の波長領域の光を選択的に透過させ
るためのカラーフィルタが各サブ画素に配置されている。したがって、各色用の映像信号
における最大信号レベルでの色度点を基準とした場合でも、上記した透過率ピークの波長
シフトによって大きな弊害は生じない。
【０００７】
　一方で、上記した４色のサブ画素構造を用いた液晶表示装置では、Ｚのサブ画素におい
て高輝度特性を示すことから、このＺのサブ画素からの透過光の分光特性が、映像信号の
信号レベルに応じて大きく変化する。このため、画素全体からの透過光（表示光）の色度
点も、映像信号の信号レベルに依存して大きくずれることになる。特に、Ｚのサブ画素と
してＷのサブ画素を採用した場合には、このＷのサブ画素内にはカラーフィルタが配置さ
れていないことから、このような信号レベルに応じた表示光の色度点の変動が大きい。例
えば、Ｗのサブ画素における透過率が相対的に高い液晶分光特性を示すように、つまりＧ
の波長領域付近に透過率ピークが位置するように、Ｗのサブ画素でのセル厚や駆動電圧を
設定した場合、以下のようになる。すなわち、Ｗのサブ画素での最大信号レベルよりも低
い信号レベルにおいて、Ｂの波長領域に透過率ピークを持つようになる。
【０００８】
　このように、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚの４色のサブ画素構造の液晶表示装置では、信号レベルに
応じて表示光の色度点の変動（色ずれ）が生じてしまい、画質が低下してしまうという問
題があった。なお、上記したバックライト輝度のアクティブ制御を併用した場合には、低
消費電力化やダイナミックレンジの拡大といった利点を十分には得られない場合が生じる
。
【０００９】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚの４色の
サブ画素構造を用いて映像表示を行う際に、色ずれによる画質低下を抑制することが可能
な液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の液晶表示装置は、光源部と、各々が、Ｒ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）の３色の
サブ画素と、これらの３色よりも高輝度を示す色であるＺのサブ画素とを含んで構成され
た複数の画素を有し、光源部からの射出光をＲ，Ｇ，Ｂの３色に対応する入力映像信号に
基づいて変調することにより映像表示を行う液晶表示パネルと、入力映像信号に基づいて
Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚの４色に対応する出力映像信号と光源部における点灯信号とをそれぞれ生
成する出力信号生成部を有し、この出力映像信号を用いて液晶表示パネルにおけるＲ，Ｇ
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，Ｂ，Ｚの各サブ画素に対する表示駆動を行うと共に、点灯信号を用いて光源部に対する
発光駆動を行う表示制御部とを備えたものである。ここで、光源部からの射出光の色度点
が、白色色度点よりも黄色側に設定されている。また、出力信号生成部は、入力映像信号
に基づいて点灯信号を生成し、入力映像信号の信号レベルとこの点灯信号の信号レベルと
の演算によるディミング処理を行うと共に、入力映像信号が白を示す映像信号であるとき
に、光源部からの射出光に基づいて液晶表示パネルから射出される表示光の色度点が白色
色度点となるように、ディミング処理後の映像信号に対して所定の色度点調整を行い、こ
の色度点調整後の映像信号に対して所定の色変換処理を行うことにより、出力映像信号を
生成する。なお、「入力映像信号が白を示す映像信号であるとき」とは、Ｒ，Ｇ，Ｂに対
応する各映像信号の輝度レベル（信号レベル，輝度階調）がいずれも最大値となっている
場合に相当する。
【００１１】
　本発明の液晶表示装置では、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色に対応する入力映像信号に基づいて所定
の変換処理が行われることにより、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚの４色に対応する出力映像信号が生成
される。この際、光源部からの射出光の色度点が白色色度点よりも黄色側に設定されてい
ると共に、入力映像信号が白を示す映像信号であるときに、光源部からの射出光に基づい
て液晶表示パネルから射出される表示光の色度点が白色色度点となるように色度点調整が
行われる。これにより、Ｚに対応する出力映像信号の輝度レベル（信号レベル）の大小に
応じて、Ｚのサブ画素からの出射光（透過光）におけるピーク波長領域が変動したとして
も、入力映像信号が白を示す映像信号であるときに、表示光の色度点が白色色度点を示す
ようになる。すなわち、そのようなＺのサブ画素からの出射光におけるピーク波長領域の
変動に起因した、表示光の色ずれが抑えられる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の液晶表示装置によれば、光源部からの射出光の色度点を白色色度点よりも黄色
側に設定すると共に、入力映像信号が白を示す映像信号であるときに、光源からの射出光
に基づいて液晶表示パネルから射出される表示光の色度点が白色色度点となるように色度
点調整を行うようにしたので、Ｚのサブ画素からの出射光におけるピーク波長領域の変動
に起因した表示光の色ずれを抑えることができる。よって、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚの４色のサブ
画素構造を用いて映像表示を行う際に、色ずれによる画質低下を抑制することが可能とな
る。
                                                                                
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施の形態に係る液晶表示装置の全体構成を表すブロック図である。
【図２】図１に示した画素のサブ画素構造例を表す平面模式図である。
【図３】図２に示した各サブ画素の詳細構成例を表す回路図である。
【図４】図１に示した出力信号生成部の詳細構成を表すブロック図である。
【図５】図４に示したＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部の詳細構成を表すブロック図である。
【図６】ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部における変換動作の一例について説明するための模式図
である。
【図７】ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部における変換動作の他の例について説明するための模式
図である。
【図８】ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部における変換動作の他の例について説明するための模式
図である。
【図９】比較例に係るＷ信号の信号レベルに応じた分光透過率の波長依存性の一例を示す
特性図である。
【図１０】比較例に係るＲ，Ｇ，Ｂ，Ｗの各サブ画素における分光透過率の波長依存性の
一例を示す特性図である。
【図１１】ＲＧＢＷサブ画素構造における理想的な色再現特性の一例をＨＳＶ色空間にお
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いて表す特性図である。
【図１２】比較例に係るＲＧＢＷサブ画素構造における色再現特性の一例をＨＳＶ色空間
において表す特性図である。
【図１３】比較例に係るＲＧＢＷサブ画素構造におけるＷ信号の信号レベルと、このＷ信
号の信号レベルをＲ，Ｇ，Ｂ信号に置き換えた場合の信号レベルとの関係の一例を表す特
性図である。
【図１４】比較例に係る彩度と明度またはその逆数との関係の一例を、Ｂ，Ｙの各色相に
ついて表わす特性図である。
【図１５】実施の形態に係るバックライトを用いた場合のＲＧＢＷサブ画素構造における
色再現特性の一例（実施例）をＨＳＶ色空間において表す特性図である。
【図１６】実施の形態に係る実施例１における彩度と明度またはその逆数との関係を、Ｂ
，Ｙの各色相について表わす特性図である。
【図１７】実施の形態に係る実施例２における彩度と明度またはその逆数との関係を、Ｂ
，Ｙの各色相について表わす特性図である。
【図１８】変形例１に係る実施例３におけるＷ信号の信号レベルに応じた分光透過率の波
長依存性の一例を示す特性図である。
【図１９】変形例１に係る実施例３におけるＷ信号の信号レベルと、このＷ信号の信号レ
ベルをＲ，Ｇ，Ｂ信号に置き換えた場合の信号レベルとの関係の一例を表す特性図である
。
【図２０】変形例１に係る実施例３における彩度と明度またはその逆数との関係を、Ｂ，
Ｙの各色相について表わす特性図である。
【図２１】変形例２に係る画素のサブ画素構造例を表す平面模式図である。
【図２２】変形例２に係る出力信号生成部内に設けられるＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換部の詳細
構成を表すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。

１．実施の形態（ＲＧＢＷパネルを用いた液晶表示装置の例）
２．変形例１（Ｗサブ画素内に黄色顔料を分散させた例）
３．変形例２（ＲＧＢＺパネルを用いた液晶表示装置の例）
【００１５】
＜実施の形態＞
［液晶表示装置１の全体構成］
　図１は、本発明の一実施の形態に係る液晶表示装置（液晶表示装置１）の全体のブロッ
ク構成を表すものである。
【００１６】
　液晶表示装置１は、外部から入力される入力映像信号Ｄinに基づいて映像表示を行うも
のである。この液晶表示装置１は、液晶表示パネル２、バックライト３（光源部）、映像
信号処理部４１、出力信号生成部４２、タイミング制御部４３、バックライト駆動部５０
、データドライバ５１およびゲートドライバ５２を有している。これらのうち、映像信号
処理部４１、出力信号生成部４２、タイミング制御部４３、バックライト駆動部５０、デ
ータドライバ５１およびゲートドライバ５２が、本発明における「表示制御部」の一具体
例に対応している。
【００１７】
　液晶表示パネル２は、後述するバックライト３から射出された光を入力映像信号Ｄinに
基づいて変調することにより、この入力映像信号Ｄinに基づく映像表示を行うものである
。この液晶表示パネル２は、全体としてマトリクス状に配列された複数の画素２０を有し
ている。
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【００１８】
　図２（Ａ），（Ｂ）はそれぞれ、各画素２０におけるサブ画素（サブピクセル）構造例
を平面模式図で表わしたものである。各画素２０は、赤（Ｒ）色に対応するサブ画素２０
Ｒと、緑（Ｇ）色に対応するサブ画素２０Ｇと、青（Ｂ）色に対応するサブ画素２０Ｂと
、これらの３色よりも高輝度を示す白（Ｗ）のサブ画素２０Ｗとを有している。これらＲ
，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色のサブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗのうち、Ｒ，Ｇ，Ｂの３
色に対応するサブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂには、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色に対応するカラー
フィルタ２４Ｒ，２４Ｇ，２４Ｂが配設されている。すなわち、Ｒに対応するサブ画素２
０ＲにはＲに対応するカラーフィルタ２４Ｒが配設され、Ｇに対応するサブ画素２０Ｇに
はＧに対応するカラーフィルタ２４Ｇが配設され、Ｂに対応するサブ画素２０ＢにはＢに
対応するカラーフィルタ２４Ｂが配設されている。一方、Ｗに対応するサブ画素２０Ｗに
は、カラーフィルタは配設されていない。
【００１９】
　ここで、図２（Ａ）に示した例では、画素２０内において、４つのサブ画素２０Ｒ，２
０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗが、この順に一列に（例えば水平（Ｈ）方向に沿って）並んで配置
されている。一方、図２（Ｂ）に示した例では、画素２０内において、４つのサブ画素２
０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗが、２行×２列でマトリクス状（格子状）に配置されてい
る。ただし、画素２０内における４つのサブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗの配置
構成は、これらの例には限られず、他の配置構成としてもよい。
【００２０】
　本実施の形態の画素２０では、このような４色のサブ画素構造となっていることにより
、詳細は後述するが、従来のＲ，Ｇ，Ｂの３色のサブ画素構造の場合と比べ、映像表示の
際の輝度効率を向上させることが可能となっている。
【００２１】
　図３は、各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗ内の画素回路の回路構成例を表し
たものである。各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗは、液晶素子２２、ＴＦＴ素
子２１および補助容量素子２３を有している。各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０
Ｗには、駆動対象の画素を線順次で選択するためのゲート線Ｇと、駆動対象の画素に対し
て映像電圧（後述するデータドライバ５１から供給される映像電圧）を供給するためのデ
ータ線Ｄと、補助容量線Ｃｓとが接続されている。
【００２２】
　液晶素子２２は、データ線ＤからＴＦＴ素子２１を介して一端に供給される映像電圧に
応じて、表示動作を行うものである。この液晶素子２２は、例えばＶＡ（Vertical Align
ment）モードやＴＮ（Twisted Nematic）モードの液晶よりなる液晶層（図示せず）を、
一対の電極（図示せず）で挟み込んだものである。液晶素子２２における一対の電極のう
ちの一方（一端）は、ＴＦＴ素子２１のドレインおよび補助容量素子２３の一端に接続さ
れ、他方（他端）は接地されている。補助容量素子２３は、液晶素子２２の蓄積電荷を安
定化させるための容量素子である。この補助容量素子２３の一端は、液晶素子２２の一端
およびＴＦＴ素子２１のドレインに接続され、他端は補助容量線Ｃｓに接続されている。
ＴＦＴ素子２１は、液晶素子２２および補助容量素子２３の一端同士に対し、映像信号Ｄ
１に基づく映像電圧を供給するためのスイッチング素子であり、ＭＯＳ－ＦＥＴ（Metal 
Oxide Semiconductor－Field Effect Transistor）により構成されている。このＴＦＴ素
子２１のゲートはゲート線Ｇ、ソースはデータ線Ｄにそれぞれ接続されると共に、ドレイ
ンは液晶素子２２および補助容量素子２３の一端同士に接続されている。
【００２３】
　バックライト３は、液晶表示パネル２に対して光を照射する光源部であり、例えば発光
素子として、冷陰極管（ＣＣＦＬ；Cold Cathode Fluorescent Lamp）や、発光ダイオー
ド（ＬＥＤ；Light Emitting Diode）などを用いて構成されている。バックライト３は、
詳細は後述するが、入力映像信号Ｄinの輝度レベル（信号レベル）に応じた発光駆動（発
光輝度のアクティブ制御（動的制御））がなされるようになっている。
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【００２４】
　ここで本実施の形態では、バックライト３からの射出光の色度点が、白色色度点から外
れた位置に設定されている。具体的には、ここでは、バックライト３からの射出光の色度
点が、白色色度点よりも黄色（Ｙ）側に設定されている。このような射出光の色度点の設
定は、例えば、青色ＬＥＤと、赤色発光用の蛍光体および緑色発光用の蛍光体とを組み合
わせてなる白色ＬＥＤを光源として用いた場合には、以下のようにして実現することがで
きる。すなわち、上記した蛍光体の添加量を調整することにより、バックライト３からの
射出光の分光特性において相対的に赤色成分および緑色成分を増加させ、この射出光の色
度点を白色色度点よりもＹ側に設定することができる。
【００２５】
　なお、この場合における赤色発光用の蛍光体としては、例えば、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）
Ｓ：Ｅｕ2+、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ2+、ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ2+などが
挙げられる。また、緑色発光用の蛍光体としては、例えば、ＳｒＧａ2Ｓ4：Ｅｕ2+、Ｃａ

3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ3+などが挙げられる。
【００２６】
　映像信号処理部４１は、Ｒ，Ｇ，Ｂの３原色に対応する画素信号からなる入力映像信号
Ｄinに対して、例えば高画質化のための所定の画像処理（例えば、シャープネス処理やガ
ンマ補処理など）を行うものである。これにより、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色に対応する画素信号
からなる映像信号Ｄ１（Ｒ用の画素信号Ｄ１ｒ，Ｇ用の画素信号Ｄ１ｇ，Ｂ用の画素信号
Ｄ１ｂ）が生成されるようになっている。
【００２７】
　出力信号生成部４２は、映像信号処理部４１から供給される映像信号Ｄ１（Ｄ１ｒ，Ｄ
１ｇ，Ｄ１ｂ）に基づいて、所定の信号処理（変換処理）を行うものである。これにより
、バックライト３における発光レベル（点灯レベル）を示す点灯信号ＢＬ１と、映像信号
Ｄ４（Ｒ用の画素信号Ｄ４ｒ，Ｇ用の画素信号Ｄ４ｇ，Ｂ用の画素信号Ｄ４ｂ，Ｗ用の画
素信号Ｄ４ｗ）（出力映像信号）とをそれぞれ生成するようになっている。なお、この出
力信号生成部４２の詳細構成については後述する（図４～図８）。
【００２８】
　タイミング制御部４３は、バックライト駆動部５０、ゲートドライバ５２およびデータ
ドライバ５１の駆動タイミングを制御すると共に、出力信号生成部４２から供給される映
像信号Ｄ４をデータドライバ５１へ供給するものである。
【００２９】
　ゲートドライバ５２は、タイミング制御部４３によるタイミング制御に従って、液晶表
示パネル２内の各画素２０（各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗ）を、前述した
ゲート線Ｇに沿って線順次駆動するものである。一方、データドライバ５１は、液晶表示
パネル２の各画素２０（各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗ）へそれぞれ、タイ
ミング制御部４３から供給される、映像信号Ｄ４に基づく映像電圧を供給するものである
。すなわち、サブ画素２０ＲにはＲ用の画素信号Ｄ４ｒを供給し、サブ画素２０ＧにはＧ
用の画素信号Ｄ４ｇを供給し、サブ画素２０ＢにはＢ用の画素信号Ｄ４ｂを供給し、サブ
画素２０ＷにはＷ用の画素信号Ｄ５ｗを供給する。具体的には、データドライバ５１は、
映像信号Ｄ４に対してＤ／Ａ（デジタル／アナログ）変換を施すことにより、アナログ信
号である映像信号（上記映像電圧）を生成し、各画素２０（各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，
２０Ｂ，２０Ｗ）へ出力する。このようにして、映像信号Ｄ４に基づく表示駆動が、液晶
表示パネル２内の各画素２０（各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗ）に対してな
されるようになっている。
【００３０】
　バックライト駆動部５０は、タイミング制御部４３によるタイミング制御に従って、部
出力信号生成部４２から出力される点灯信号ＢＬ１に基づく、バックライト３に対する発
光駆動（点灯駆動）を行うものである。具体的には、詳細は後述するが、入力映像信号Ｄ
inの輝度レベル（信号レベル）に応じた発光駆動（発光輝度のアクティブ制御（動的制御
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【００３１】
［出力信号生成部４２の詳細構成］
　次に、図４～図８を参照して、出力信号生成部４２の詳細構成について説明する。図４
は、出力信号生成部４２のブロック構成を表したものである。この出力信号生成部４２は
、ＢＬレベル算出部４２１、ＬＣＤレベル算出部４２２、色度点調整部４２３およびＲＧ
Ｂ／ＲＧＢＷ変換部４２４を有している。
【００３２】
　ＢＬレベル算出部４２１は、映像信号Ｄ１（Ｄ１ｒ，Ｄ１ｇ，Ｄ１ｂ）に基づいて、バ
ックライト３における点灯信号ＢＬ１を生成するものである。具体的には、映像信号Ｄ１
の輝度レベル（信号レベル）を解析することにより、輝度レベルに応じた点灯信号ＢＬ１
を得るようになっている。すなわち、例えば、Ｒ用の画素信号Ｄ１ｒ，Ｇ用の画素信号Ｄ
１ｇ，Ｂ用の画素信号Ｄ１ｂのうちの最も輝度レベルが高い画素信号を抽出し、その画素
信号の輝度レベルに対応する点灯信号ＢＬ１を生成する。
【００３３】
　ＬＣＤレベル算出部４２２は、映像信号Ｄ１（Ｄ１ｒ，Ｄ１ｇ，Ｄ１ｂ）と、ＢＬレベ
ル算出部４２１から出力される点灯信号ＢＬ１とに基づいて、映像信号Ｄ２（Ｒ用の画素
信号Ｄ２ｒ，Ｇ用の画素信号Ｄ２ｇ，Ｂ用の画素信号Ｄ２ｂ）を生成するものである。具
体的には、映像信号Ｄ１と点灯信号ＢＬ１とに基づいて所定のディミング処理を行う（こ
こでは、映像信号Ｄ１の信号レベルを点灯信号ＢＬ１の信号レベルで除算する）ことによ
り、映像信号Ｄ２を生成している。詳細には、ＬＣＤレベル算出部４２２は以下の（１）
～（３）式を用いて、映像信号Ｄ２を生成する。
Ｄ２ｒ＝（Ｄ１ｒ／ＢＬ１）　……（１）
Ｄ２ｇ＝（Ｄ１ｇ／ＢＬ１）　……（２）
Ｄ２ｂ＝（Ｄ１ｂ／ＢＬ１）　……（３）
【００３４】
　色度点調整部４２３は、映像信号Ｄ２（Ｄ２ｒ，Ｄ２ｇ，Ｄ２ｂ）に対して所定の色度
点調整を行うことにより、映像信号Ｄ３（Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ）を生成するものであ
る。具体的には、映像信号Ｄ２（Ｄ１）が白（Ｗ）を示す映像信号であるときに、バック
ライト３からの射出光に基づいて液晶表示パネル２から射出される表示光の色度点が白色
色度点となるように、色度点調整を行う。なお、「映像信号Ｄ２（Ｄ１）がＷを示す映像
信号であるとき」とは、各画素信号のＤ２ｒ，Ｄ２ｇ，Ｄ２ｂ（Ｄ１ｒ，Ｄ１ｇ，Ｄ１ｂ
）の輝度レベル（信号レベル，輝度階調）がいずれも最大値となっている場合に相当する
。
【００３５】
　この際、色度点調整部４２３は、例えば以下の（４）式により規定される変換行列（変
換マトリクス）Ｍd2→d3を用いて、そのような色度点調整を行う。すなわち、映像信号Ｄ
２（画素信号Ｄ２ｒ，Ｄ２ｇ，Ｄ２ｂ）に対して変換行列Ｍd2→d3を乗算する（行列演算
を行う）ことにより、映像信号Ｄ３（画素信号Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ）を生成する。こ
こで、この変換行列Ｍd2→d3は、（４）式に示したように、変換行列Ｍd2→XYZと変換行
列ＭXYZ→d3との乗算（行列演算）により得ることができる。これらのうち、変換行列Ｍd

2→XYZは、白色色度点における、映像信号Ｄ２から３刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）への変換行列
である。一方、変換行列ＭXYZ→d3は、この３刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）から映像信号Ｄ３へ
の変換行列であり、以下の（５）式を用いて求めることができる。この（５）式において
、（Ｘｗ，Ｙｗ，Ｚｗ）は、サブ画素２０Ｗにおける３刺激値を表し、（Ｗｒ，Ｗｇ，Ｗ
ｂ）は、サブ画素２０Ｗにおける信号レベルをサブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂにおける
信号レベルに置き換えた値を表している。なお、この色度点調整部４２３における動作（
色度点調整動作）の詳細については後述する。
【００３６】
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【数１】

【００３７】
（ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部４２４）
　ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部４２４は、色度点調整部４２３から出力される、Ｒ，Ｇ，Ｂの
３色に対応する映像信号Ｄ３（Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ）に対して、所定のＲＧＢ／ＲＧ
ＢＷ変換処理（色変換処理）を行うものである。これにより、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色に対
応する映像信号Ｄ４（Ｄ４ｒ，Ｄ４ｇ，Ｄ４ｂ，Ｄ４ｗ）が生成されるようになっている
。
【００３８】
　図５は、ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部４２４のブロック構成を表したものである。このＲＧ
Ｂ／ＲＧＢＷ変換部４２４は、Ｗ１算出部４２４－１、Ｗ１算出部４２４－２、Ｍｉｎ選
択部４２４－３、乗算部４２４－４Ｒ，４２４－４Ｇ，４２４－４Ｂ、減算部４２４－５
Ｒ，４２４－５Ｇ，４２４－５Ｂおよび乗算部４２４－６Ｒ，４２４－６Ｇ，４２４－６
Ｂを有している。なお、ここでは、入力信号である画素信号Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂをそ
れぞれ、Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０と、出力信号である画素信号Ｄ４ｒ，Ｄ４ｇ，Ｄ４ｂ，Ｄ４ｗ
をそれぞれ、Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１，Ｗ１として説明する。
【００３９】
　ここで最初に、４色のサブ画素構造を用いる理由および色変換処理の際の算出式につい
て、サブ画素２０Ｗの上位概念としての、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色よりも高輝度を示す色（Ｚ）
のサブ画素２０Ｚを用いた場合を例に説明する。この高輝度を示す色（Ｚ）としては、例
えば黄（Ｙ）や白（Ｗ）等が挙げられる。なお、ここでは、上記した画素信号Ｄ４ｗ，Ｗ
１をそれぞれ、画素信号Ｄ４ｚ，Ｚ１として説明する。
【００４０】
（４色のサブ画素構造を用いる理由）
　まず、サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｚ（２０Ｗ）による４色のサブ画素構造
を用いる理由は、サブ画素２０Ｚ（２０Ｗ）における高輝度特性（サブ画素２０Ｒ，２０
Ｇ，２０Ｂよりも高い輝度を示すこと）を利用した、輝度効率の向上である。したがって
、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚ（Ｗ）の４色のサブ画素構造において、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色のサブ画素構
造の場合と同一の輝度を実現しようとすると、各色用の映像信号の輝度レベルは、３色の
サブ画素構造の場合と比べて小さくなる。具体的には、例えば図６（Ａ）中の矢印で示し
たように、ＲＧＢ／ＲＧＢＺ（Ｗ）変換処理前の画素信号Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０の輝度レベル
と比べ、ＲＧＢ／ＲＧＢＺ（Ｗ）変換処理後の画素信号Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１の輝度レベルは
それぞれ小さくなる。
【００４１】
　一方で、例えば図２に示したように、４色のサブ画素構造では、サブ画素２０Ｚ（２０
Ｗ）が追加配置されていることに起因して、各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂの面積は
、３色のサブ画素構造の場合と比べて小さくなる。このため、サブ画素２０Ｚ（２０Ｗ）
における高輝度特性を利用することができない場合には、逆に、画素信号Ｒ０，Ｇ０，Ｂ
０の輝度レベルと比べ、画素信号Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１の輝度レベルのほうが大きくなる。図
６（Ｂ）は、この場合の一例を示したものであり、サブ画素２０Ｚがサブ画素２０Ｗであ
る場合において、画素信号Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０が赤単色信号である（画素信号Ｒ０において
のみ有効な（０ではない）輝度レベルが存在する）例を示している。ここで、白（Ｗ）は
、Ｒ，Ｇ，Ｂの輝度レベルが同一であるときに表現される色であるため、このように画素
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１，Ｇ１，Ｂ１の輝度レベルを下げることはできない。したがって、この場合には、サブ
画素２０Ｒの面積が、３色のサブ画素構造の場合と比べて上記のように相対的に小さくな
っている分、図６（Ｂ）中の矢印で示したように、画素信号Ｒ０の輝度レベルよりも画素
信号Ｒ１の輝度レベルのほうを大きくする必要が生じる。
【００４２】
　これらのことから、４色のサブ画素構造では、各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂの面
積が小さくなる分、３色のサブ画素構造の場合と同一輝度を実現しようとすると、単純に
は、画素信号Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０よりも画素信号Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１の輝度レベルを大きくす
る必要がある。ただし、図６（Ａ）に示したように、サブ画素２０Ｚ（２０Ｗ）における
高輝度特性を利用することができる場合には、画素信号Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０の輝度レベルの
一部を画素信号Ｚ１（Ｗ１）の輝度レベルに分配することにより、画素信号Ｒ１，Ｇ１，
Ｂ１の輝度レベルを小さくすることができる。すなわち、画素信号Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１，Ｚ
１（Ｗ１）それぞれの輝度レベルを、画素信号Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０の輝度レベルの最大値よ
りも低く抑えることが可能となる。
【００４３】
　ただし、このときの画素信号Ｚ１への分配量を大きくしすぎると、例えば図６（Ａ）に
おいて、画素信号Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１の輝度レベルよりも画素信号Ｚ１の輝度レベルのほう
が大きくなってしまう。ここで、ＢＬレベル算出部４２１では、画素信号Ｄ１ｒ，Ｄ１ｇ
，Ｄ１ｂ（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１）に基づいて点灯信号ＢＬ１を生成する際に、前述したよう
に、例えば画素信号Ｄ１ｒ，Ｄ１ｇ，Ｄ１ｂのうちの最大値を用いる。したがって、以下
の（６）式を満たすこと、すなわち、画素信号Ｚ１の輝度レベルが画素信号Ｒ１，Ｇ１，
Ｂ１の輝度レベルのうちの最大値よりも小さい、という条件を満たす必要がある。
Ｚ１≦Ｍａｘ（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１）　……（６）
【００４４】
（ＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換処理の際の算出式）
　まず、図７（Ａ），（Ｂ）に示したように、ＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換処理前の画素信号Ｒ
０，Ｇ０，Ｂ０の輝度レベルと、ＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換処理後の画素信号Ｒ１，Ｇ１，Ｂ
１，Ｚ１の輝度レベルとの間で、以下の関係（（７），（８）式）が成り立つものとする
。すなわち、図７（Ａ）に示したように、（Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０）＝（Ｘｒ，Ｘｇ，Ｘｂ）
のとき、（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１，Ｚ１）＝（０，０，０，Ｘｚ）となるものとする。また、
図７（Ｂ）に示したように、（Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０）＝（１，１，１）のとき、（Ｒ１，Ｇ
１，Ｂ１，Ｚ１）＝（Ｋｒ，Ｋｇ，Ｋｂ，０）となるものとする。なお、Ｘｒ＝Ｘｇ＝Ｘ
ｂのときは、サブ画素２０Ｚが白のサブ画素２０Ｗとなっている場合に相当する。また、
バックライト３におけるスペクトラムが、従来のＲ，Ｇ，Ｂの３色のサブ画素構造の場合
と同じであり、かつ各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｚの幅（サブピクセル幅）
が互いに同一となっている場合には、ｋｒ＝ｋｇ＝ｋｂとなる。
（Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０）＝（Ｘｒ，Ｘｇ，Ｘｂ）
⇒（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１，Ｚ１）＝（０，０，０，Ｘｚ）　……（７）
（Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０）＝（１，１，１）
⇒（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１，Ｚ１）＝（Ｋｒ，Ｋｇ，Ｋｂ，０）　……（８）
【００４５】
　ここで、上記（７），（８）式を用いて、ＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換処理後の画素信号Ｒ１
，Ｇ１，Ｂ１の輝度レベルを表すと、それぞれ、以下（９）～（１１）式のようになる。
なお、画素信号Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１の輝度レベルは、マイナス（負）の値には設定できない
ことから、これらの（９）～（１１）式に加え、（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１）≧０という条件も
必要である。
【００４６】
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【数２】

【００４７】
　ここで、上記（９）～（１１）式を全て満たす場合におけるＺ１の最大値が、最終的に
生成されるＺ１の候補値の１つとなる。その場合の候補値をＺ１ａとすると、このＺ１ａ
は、（９）～（１１）式における括弧内の値が０以上であるという条件を用いて求めるこ
とができ、以下の（１２）式により規定される。一方、上記（６）式で示したように、Ｚ
１は、Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１のうちの最大値よりも小さい、という条件を満たす必要がある。
この条件により求められるＺ１の候補値をＺ１ｂとすると、このＺ１ｂは以下のようにし
て求められる。すなわち、Ｚ１ｂ＝Ｍａｘ（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１）とすると、Ｍａｘ（Ｒ１
，Ｇ１，Ｂ１）＝Ｒ１のときＺ１ｂ＝Ｒ１，Ｍａｘ（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１）＝Ｇ１のときＺ
１ｂ＝Ｇ１，Ｍａｘ（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１）＝Ｂ１のときＺ１ｂ＝Ｂ１となる。そして、こ
れらの式を上記（９）～（１１）式に代入して求めると、Ｚ１ｂは以下の（１３）式によ
り規定されることになる。
【００４８】

【数３】

【００４９】
　ここで、上記（１３）式により求められたＺ１ｂを上記（９）～（１１）式中のＺ１に
代入したときに、これらの（９）～（１１）式が成立する場合には、そのときのＺ１ｂが
最終的に求められるＺ１となる（最適に分配されたＺ１となる）。この場合、そのときの
Ｚ１ｂは、上記（１２）式により求められるＺ１ａに等しい値、もしくはそれよりも小さ
な値となっている。
【００５０】
　一方、上記（１３）式により求められたＺ１ｂを上記（９）～（１１）式中のＺ１に代
入したときに、これらの（９）～（１１）式が成立しない場合、上記（１２）式により求
められるＺ１ａは、そのときのＺ１ｂよりも小さな値となる。なぜならば、（９）～（１
１）式が成立しないということは、Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１のいずれかが負の値であることを意
味しているからである。ここで、上記したように、（１２）式により求められるＺ１ａは
、（９）～（１１）式におけるＲ１，Ｇ１，Ｂ１の全てを正（プラス）の値とするもので
あることから、そのときのＺ１ａが（１３）式により求められるＺ１ｂよりも小さくなる
ことは、（９）～（１１）式により明らかである。ただし、このとき、（９）～（１１）
式中の係数ｋｒ，ｋｇ，ｋｂの値が全て正であるものとする。以上により、ＲＧＢ／ＲＧ
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り求められるＺ１ｂとのうちの小さいほうの値を、最終的なＺ１として選択すればよいこ
とが分かる。
【００５１】
（ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換処理の際の算出式）
　続いて、これまでの説明を基に、サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗからなる本
実施の形態のサブ画素構造を用いた場合における、ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部４２４全体で
のＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換処理の際の算出式について説明する。
【００５２】
　まず、各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗの幅（サブピクセル幅）は、画素２
０の幅（ピクセル幅）の１／４となる。したがって、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色のサブ画素構造の
場合（各サブ画素の幅がピクセル幅の１／３）と比べ、各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０
Ｂ，２０Ｗの面積が３／４に減少する。このため、本実施の形態のようなＲ，Ｇ，Ｂ，Ｗ
の４色のサブ画素構造において、サブ画素２０Ｗを除くサブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ
のみで、従来の３色のサブ画素構造の場合と同一の輝度レベルを実現する場合、以下のよ
うになる。すなわち、例えば図８（Ａ）に示したように、（Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０）＝（１，
０，０）の場合には、（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１，Ｗ１）＝（４／３，０，０，０）となり、４
／３倍の輝度レベルが必要となる。また、逆に言うと、そのままの輝度レベルを用いた場
合（ここでは、Ｒ１＝１とした場合）、輝度レベルは３／４倍に減少してしまう。
【００５３】
　また、前述したように、Ｗに対応するサブ画素２０Ｗにはカラーフィルタが設けられて
いないため、このサブ画素２０Ｗのみで、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色に対応するサブ画素２０Ｒ，
２０Ｇ，２０Ｂにおいて合成される白色光と同一の輝度レベルを得ることが可能である。
したがって、例えば図８（Ｂ）に示したように、（Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０）＝（１，１，１）
の場合、（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１，Ｗ１）＝（０，０，０，４／３）となる。
【００５４】
　これらのことから、例えば図８（Ｃ）に示したように、（Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０）＝（１，
１，１）の場合、（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１，Ｗ１）＝（２／３，２／３，２／３，２／３）と
することができる。すなわち、従来のＲ，Ｇ，Ｂの３色のサブ画素構造の場合と同一の輝
度レベルを、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色のサブ画素構造では、各色とも２／３倍の輝度レベル
で実現することができる。以上のことから、上記したＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換に当てはめる
と、以下の（１４），（１５）式が成り立つ。
Ｘｒ＝Ｘｇ＝Ｘｂ＝１，Ｘｚ＝４／３　……（１４）
Ｋｒ＝Ｋｇ＝Ｋｂ＝４／３　……（１５）
【００５５】
　また、上記した（９）～（１１）式はそれぞれ、以下の（１６）～（１８）式のように
表わすことができる。また、Ｚ１の候補値Ｚ１ａ，Ｚ１ｂを規定する（１２），（１３）
式はそれぞれ、Ｗ１の候補値Ｗ１ａ，Ｗ１ｂを規定する式として、以下の（１９），（２
０）式のように表わすことができる。
【００５６】
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【数４】

【００５７】
【数５】

【００５８】
　次に、再び図５を参照して、以上の説明を踏まえつつ、ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部４２４
における各ブロックについて説明する。
【００５９】
　Ｗ１算出部４２４－１は、画素信号Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ（Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０）に基
づいて、上記（１９）式を用いることにより、Ｗ１の候補値であるＷ１ａを算出するもの
である。
【００６０】
　Ｗ１算出部４２４－２は、画素信号Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ（Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０）に基
づいて、上記（２０）式を用いることにより、Ｗ１の候補値であるＷ１ｂを算出するもの
である。
【００６１】
　Ｍｉｎ選択部４２４－３は、Ｗ１算出部４２４－１から出力されるＷ１ａと、Ｗ１算出
部４２４－２から出力されるＷ１ｂとのうちの値の小さいほうを選択し、最終的なＷ１（
画素信号Ｄ４ｗ）として出力するものである。
【００６２】
　乗算部４２４－４Ｒ，４２４－４Ｇ，４２４－４Ｂはそれぞれ、Ｍｉｎ選択部４２４－
３から出力されるＷ１と、予め設定された定数（３／４）とを乗算して出力するものであ
る。
【００６３】
　減算部４２４－５Ｒは、画素信号Ｄ３ｒ（Ｒ０）から、乗算部４２４－４Ｒの出力値（
乗算値）を減算して出力するものである。減算部４２４－５Ｇは、画素信号Ｄ３ｇ（Ｇ０
）から、乗算部４２４－４Ｇの出力値（乗算値）を減算して出力するものである。減算部
４２４－５Ｂは、画素信号Ｄ３ｂ（Ｂ０）から、乗算部４２４－４Ｂの出力値（乗算値）
を減算して出力するものである。
【００６４】
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　乗算部４２４－６Ｒは、予め設定された定数（４／３）と、減算部４２４－５Ｒの出力
値（減算値）とを乗算し、画素信号Ｄ４ｒ（Ｒ１）として出力するものである。乗算部４
２４－６Ｇは、予め設定された定数（４／３）と、減算部４２４－５Ｇの出力値（減算値
）とを乗算し、画素信号Ｄ４ｇ（Ｇ１）として出力するものである。乗算部４２４－６Ｂ
は、予め設定された定数（４／３）と、減算部４２４－５Ｂの出力値（減算値）とを乗算
し、画素信号Ｄ４ｂ（Ｂ１）として出力するものである。
【００６５】
［液晶表示装置１の作用・効果］
　続いて、本実施の形態の液晶表示装置１の作用および効果について説明する。
【００６６】
（１．表示動作の概要）
　この液晶表示装置１では、図１に示したように、まず、映像信号処理部４１が入力映像
信号Ｄinに対して所定の画像処理を行うことにより、映像信号Ｄ１（Ｄ１ｒ，Ｄ１ｇ，Ｄ
１ｂ）を生成する。次に、出力信号生成部４２は、この映像信号Ｄ１に対して所定の信号
処理を行う。これにより、バックライト３における点灯信号ＢＬ１と、液晶表示パネル２
における映像信号Ｄ４（Ｄ４ｒ，Ｄ４ｇ，Ｄ４ｂ，Ｄ４ｚ）とが、それぞれ生成される。
【００６７】
　次いで、このようにして生成された映像信号Ｄ４および点灯信号ＢＬ１はそれぞれ、タ
イミング制御部４３へ入力される。このうち、映像信号Ｄ４は、タイミング制御部４３か
らデータドライバ５１へ供給される。データドライバ５１は、この映像信号Ｄ４に対して
Ｄ／Ａ変換を施し、アナログ信号である映像電圧を生成する。そして、ゲートドライバ５
２およびデータドライバ５１から出力される各画素２０（各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２
０Ｂ，２０Ｗ）への駆動電圧によって、表示駆動動作がなされる。これにより、映像信号
Ｄ４（Ｄ４ｒ，Ｄ４ｇ，Ｄ４ｂ，Ｄ４ｗ）に基づく表示駆動が、液晶表示パネル２内の各
画素２０（各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗ）に対してなされる。
【００６８】
　具体的には、図３に示したように、ゲートドライバ５２からゲート線Ｇを介して供給さ
れる選択信号に応じて、ＴＦＴ素子２１のオン・オフ動作が切り替えられる。これにより
、データ線Ｄと液晶素子２２および補助容量素子２３との間が選択的に導通される。その
結果、データドライバ５１から供給される映像信号Ｄ４に基づく映像電圧が液晶素子２２
へと供給され、線順次の表示駆動動作がなされる。
【００６９】
　一方、点灯信号ＢＬ１は、タイミング制御部４３からバックライト駆動部５０へ供給さ
れる。バックライト駆動部５０は、この点灯信号ＢＬ１に基づいて、バックライト３内の
各光源（各発光素子）に対する発光駆動（点灯駆動）を行う。具体的には、入力映像信号
Ｄinの輝度レベル（信号レベル）に応じた発光駆動（発光輝度のアクティブ制御（動的制
御））を行う。
【００７０】
　このとき、映像電圧が供給された画素２０（サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗ
）では、バックライト３からの照明光が液晶表示パネル２において変調され、表示光とし
て出射される。これにより、入力映像信号Ｄinに基づく映像表示が、液晶表示装置１にお
いて行われる。
【００７１】
　この際、本実施の形態では、４色のサブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗに対応す
る映像信号を用いて映像表示がなされることにより、従来のＲ，Ｇ，Ｂの３色のサブ画素
に対応する映像信号を用いて映像表示を行う場合と比べ、輝度効率が向上する。また、バ
ックライト３に対して、入力映像信号Ｄinの輝度レベルに応じた発光輝度のアクティブ駆
動がなされることにより、表示輝度を保持しつつ、低消費電力化やダイナミックレンジの
拡大を図ることができる。
【００７２】
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（２．色度点調整について）
　次に、本発明の特徴的部分の１つである、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色のサブ画素構造を用い
た場合における色度点調整について、比較例と比較しつつ詳細に説明する。
【００７３】
（比較例）
　まず、液晶表示装置では一般に、バックライトから液晶層へ入射した光が映像信号の信
号レベルに応じて変調され、透過光（表示光）の光量（輝度）が制御される。この液晶層
からの透過光の分光特性は階調依存性を示し、映像信号の信号レベルが低くなるのに従っ
て、透過率ピークが短波長側（青色光側）にシフトする（例えば、図９参照）。ここで、
Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚ（Ｗ）の４色のサブ画素構造を用いた液晶表示装置では、Ｚ（Ｗ）のサブ
画素において高輝度特性を示すことから、このＺ（Ｗ）のサブ画素からの透過光の分光特
性が、映像信号の信号レベルに応じて大きく変化する。このため、画素全体からの透過光
（表示光）の色度点も、映像信号の信号レベルに依存して大きくずれることになる。特に
、本実施の形態のように、Ｚのサブ画素としてＷのサブ画素（サブ画素２０Ｗ）を採用し
た場合には、このＷのサブ画素内には、前述したようにカラーフィルタが配置されていな
いことから、このような信号レベルに応じた表示光の色度点の変動が大きくなる。
【００７４】
　例えば、Ｗのサブ画素における透過率が相対的に高い液晶分光特性を示すように、つま
りＧの波長領域付近に透過率ピークが位置するように、Ｗのサブ画素でのセル厚や駆動電
圧を設定した場合（例えば、図１０参照）、以下のようになる。すなわち、例えば図９に
示したように、Ｗのサブ画素での最大信号レベルよりも低い信号レベルにおいて、Ｂの波
長領域に透過率ピークを持つようになる。なお、図１０は、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの各サブ画素
における分光透過率を示したものである。
【００７５】
　ここで、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色のサブ画素構造における色再現特性をＨＳＶ色空間にお
いて表わすと、上記したＷのサブ画素における透過率ピークの変動がないものとすると、
理想的には例えば図１１に示したようになる。すなわち、白色色度点を中心とした回転対
象の色空間となる。ただし、実際には、上記したように信号レベルに応じてＷのサブ画素
における透過率ピークの変動が生じるため、比較例（従来）に係るＲ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色
のサブ画素構造における色再現特性は、例えば図１２に示したようになる。すなわち、白
（Ｗ）から青（Ｂ）側の色（色相）において、明るい（明度Ｖの値が大きい）領域が存在
する一方、黄色（Ｙ）を中心としてマゼンダ（Ｍ）からシアン（Ｃ）の色範囲（色相）に
おいて、暗い（明度Ｖの値が小さい）領域が存在することになる。なお、例えば図１１，
図１２に示したＨＳＶ空間における明度Ｖに対して白輝度改善比率を乗じたものが、Ｒ，
Ｇ，Ｂ，Ｗの４色のサブ画素構造を用いた液晶表示装置における白輝度改善比率を考慮し
たＨＳＶ色空間となる。このときの明度Ｖの値が大きいほど、消費電力の削減効果が高い
ことを示すことになる。
【００７６】
　また、図１３は、この比較例に係るＲ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色のサブ画素構造における、Ｗ
のサブ画素の信号レベル（Ｗ信号の信号レベル）と、前述した（Ｗｒ，Ｗｇ，Ｗｂ）（Ｗ
のサブ画素における信号レベルを、Ｒ，Ｇ，Ｂのサブ画素における信号レベルに置き換え
た値）との関係の一例を表したものである。ここで、仮に、例えば図１１に示した場合の
ように、Ｗのサブ画素における透過率ピークの変動がないものとすると、Ｗ信号の信号レ
ベルとＷｒ，Ｗｇ，Ｗｂとはそれぞれ、比例関係となる（線形性を示す）。ただし、この
比較例では、上記したように、信号レベルに応じてＷのサブ画素における透過率ピークの
変動が生じるため、Ｗｒ，Ｗｇ，Ｗｂはそれぞれ、Ｗ信号の信号レベルに依存した傾きを
持つ関数となっている（非線形性を示している）。
【００７７】
　ここで、この比較例に係る映像信号Ｄ２から映像信号Ｄ３への変換行列Ｍd2→d3を設定
すると、以下の（２１）式で示したようになる。具体的には、この比較例に係る変換行列
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Ｍd2→d3は、以下のようにして設定される。すなわち、まず前提として、Ｒ，Ｇ，Ｂの３
色に対応する映像信号（例えば、映像信号Ｄ２）と、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色に対応する映
像信号（例えば、映像信号Ｄ３）とにおける原色色度点が互いに同一となっている。また
、映像信号Ｄ２がＷを示す（全白信号；Ｄ２ｒ＝Ｄ２ｇ＝Ｄ２ｂ＝１）のときに、映像信
号Ｄ３の信号レベルが最大となるように（Ｄ３ｒ＝Ｄ３ｇ＝Ｄ３ｂ＝Ｄ３ｗ＝１）、設定
されている。なお、この（２１）式において、Ｗmaxr，Ｗmaxg，Ｗmaxbはそれぞれ、Ｄ３
ｗ＝１のときにおけるＷｒ，Ｗｇ，Ｗｂに対応する。
【００７８】
【数６】

【００７９】
　次いで、図１４（Ａ）は、比較例に係るＲ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色のサブ画素構造における
、彩度Ｓと明度Ｖとの関係の一例を、前述した図１２中でのＢ，Ｙの各色相について表し
たものである。具体的には、Ｂ，Ｙの各色相について彩度Ｓを０から１まで変化させたと
きにおける、明度Ｖの値を示している。また、図１４（Ｂ）は、図１４（Ａ）に示した特
性において、彩度Ｓと明度Ｖの逆数（１／Ｖmax）との関係を表したものである。この明
度Ｖの逆数（１／Ｖmax）の値が小さいほど、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色のサブ画素構造にお
ける消費電力の削減率（Ｒ，Ｇ，Ｂの３色のサブ画素構造の場合に対する削減率）が高い
ことを示している。また、この明度Ｖの逆数（１／Ｖmax）の値が１を超える場合には、
Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色のサブ画素構造における表示輝度が低下（Ｒ，Ｇ，Ｂの３色のサブ
画素構造の場合と比べて低下）してしまうことを意味する。ただし、この図１４（Ｂ）（
およびこれ以降の同様の図）においては、明度Ｖの逆数（１／Ｖmax）の値が１を超える
場合についても、値を１として示している。
【００８０】
　これらの図１４（Ａ），（Ｂ）により、Ｒ，Ｇ，Ｂに対応する映像信号の最大値の色相
がＢ近傍にある場合には、消費電力の削減率が相対的に低くなると共に、Ｙの色相におい
て彩度Ｓの値が０．６よりも大きい場合に、表示輝度の低下が生じていることが分かる。
一般に、自然画（太陽光で照明された物体色）では、Ｙ近傍の色相に映像信号の最大値が
存在することが多いことから、この比較例では、黄色の表示輝度の低下が頻繁に生じるこ
とになる。なお、この場合における比較例に係る変換行列Ｍd2→d3は、例えば以下の（２
２）式に示したようになる。
【００８１】
【数７】

【００８２】
　以上のように、この比較例に係るＲ，Ｇ，Ｂ，Ｚの４色のサブ画素構造を用いた液晶表
示装置では、映像信号の信号レベルに応じて表示光の色度点の変動（色ずれ）が生じてし
まい、画質が低下してしまうことになる。また、バックライト輝度のアクティブ制御を併
用した場合には、低消費電力化やダイナミックレンジの拡大といった利点を十分には得ら
れない場合が生じる。
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（本実施の形態の色度点調整）
　これに対して本実施の形態では、まず、バックライト３からの射出光の色度点が、白色
色度点から外れた位置に設定されている。具体的には、ここでは、バックライト３からの
射出光の色度点が、白色色度点よりも黄色（Ｙ）側に設定されている。これにより、例え
ば図１５に示した実施例におけるＨＳＶ色空間での色再現特性のように、図１２に示した
比較例と比べ、黄色（Ｙ）を中心としてマゼンダ（Ｍ）からシアン（Ｃ）の色範囲（色相
）において、明るい（明度Ｖの値が大きい）領域を生じさせることができる。
【００８４】
　ただし、このようなバックライト３からの射出光の色度点を、一律に白色色度点から外
れるように（Ｙ側となるように）設定すると、以下の問題が生じる。すなわち、映像信号
Ｄ２がＷを示す（全白信号；Ｄ２ｒ＝Ｄ２ｇ＝Ｄ２ｂ＝１）の場合においても、表示光の
色度点がＹ側になってしまう（色温度が低くなる）ため、白色色度点からずれてしまう。
【００８５】
　そこで、本実施の形態では更に、出力信号生成部４２内の色度点調整部４２３において
、映像信号Ｄ２（Ｄ２ｒ，Ｄ２ｇ，Ｄ２ｂ）に対して所定の色度点調整を行うことにより
、映像信号Ｄ３（Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ）を生成する。具体的には、映像信号Ｄ２（Ｄ
１）がＷを示す映像信号であるときに、バックライト３からの射出光に基づいて液晶表示
パネル２から射出される表示光の色度点が白色色度点となるように、色度点調整を行う。
そして、ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部４２４は、そのような色度点調整後の映像信号Ｄ３（Ｄ
３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ）に対して前述したＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換処理を行い、Ｒ，Ｇ，Ｂ
，Ｗの４色に対応する映像信号Ｄ４（Ｄ４ｒ，Ｄ４ｇ，Ｄ４ｂ，Ｄ４ｗ）を生成する。
【００８６】
　この際、色度点調整部４２３は、例えば前述した（４）式により規定される変換行列Ｍ

d2→d3を用いて、そのような色度点調整を行う。すなわち、映像信号Ｄ２（画素信号Ｄ２
ｒ，Ｄ２ｇ，Ｄ２ｂ）に対して変換行列Ｍd2→d3を乗算する（行列演算を行う）ことによ
り、映像信号Ｄ３（画素信号Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ）を生成する。
【００８７】
　これにより本実施の形態では、映像信号Ｄ４ｗの輝度レベル（信号レベル）の大小に応
じて、サブ画素２０Ｗからの出射光（透過光）におけるピーク波長領域が変動したとして
も、映像信号Ｄ２がＷを示す映像信号であるときに、表示光の色度点が白色色度点を示す
ようになる。すなわち、そのようなサブ画素２０Ｗからの出射光におけるピーク波長領域
の変動に起因した、表示光の色ずれが抑えられる。
【００８８】
　具体的には、例えば図１６（Ａ），（Ｂ）に示した実施例１では、バックライト３から
の射出光の色度点（ｘ，ｙ）を、（ｘ，ｙ）＝（０．３００，０．３１０）（色温度：約
８０００Ｋ）に設定した。また、上記した変換行列Ｍd2→d3として、以下の（２３）式で
示したものを用いた。これにより、映像信号Ｄ２がＷを示す映像信号であるときに、表示
光の色度点（ｘ，ｙ）が、（ｘ，ｙ）＝（０．２８０，０．２８８）（色温度：約１００
００Ｋ）を示した。なお、図１６（Ａ），（Ｂ）は、実施例１に係る彩度Ｓと明度Ｖまた
はこの明度Ｖの逆数（１／Ｖmax）との関係を、前述した図１４（Ａ），（Ｂ）と同様に
Ｂ，Ｙの各色相について表したものである。これらの図１６（Ａ），（Ｂ）により、この
実施例１では、図１４（Ａ），（Ｂ）に示した上記比較例と比べ、表示光の色ずれが抑え
られている（Ｂ，Ｙの色相間でのずれが低減している）ことが分かる。また、この実施例
１では、Ｙの色相において、彩度Ｓの値が０～０．８程度まで正しい表示輝度が再現され
ている（表示輝度の低下が生じていない）ことが分かる。
【００８９】
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【数８】

【００９０】
　また、例えば図１７（Ａ），（Ｂ）に示した実施例２では、バックライト３からの射出
光の色度点（ｘ，ｙ）を、（ｘ，ｙ）＝（０．３０４，０．３２２）に設定した。また、
上記した変換行列Ｍd2→d3として、以下の（２４）式で示したものを用いた。これにより
、映像信号Ｄ２がＷを示す映像信号であるときに、表示光の色度点（ｘ，ｙ）が、（ｘ，
ｙ）＝（０．２８０，０．２８８）（色温度：約１００００Ｋ）を示した。なお、図１７
（Ａ），（Ｂ）は、実施例２に係る彩度Ｓと明度Ｖまたはこの明度Ｖの逆数（１／Ｖmax
）との関係を、前述した図１４（Ａ），（Ｂ）と同様にＢ，Ｙの各色相について表したも
のである。これらの図１７（Ａ），（Ｂ）により、この実施例２においても、図１４（Ａ
），（Ｂ）に示した上記比較例と比べ、表示光の色ずれが抑えられている（Ｂ，Ｙの色相
間でのずれが低減している）ことが分かる。また、この実施例２においても、Ｙの色相に
おいて、彩度Ｓの値が０～０．８程度まで正しい表示輝度が再現されている（表示輝度の
低下が生じていない）ことが分かる。更に、この実施例２では、彩度Ｓの値が０．６～０
．７程度の領域において、Ｂ，Ｙの色相同士での明度Ｖおよびその逆数（１／Ｖmax）の
値のバランスが取られている（バランスが良好となっている）。
【００９１】
【数９】

【００９２】
　以上のように本実施の形態では、バックライト３からの射出光の色度点を白色色度点か
ら外れた位置に設定すると共に、映像信号Ｄ２がＷを示す映像信号であるときに、バック
ライト３からの射出光に基づいて液晶表示パネル２から射出される表示光の色度点が白色
色度点となるように色度点調整を行うようにしたので、サブ画素２０Ｗからの出射光にお
けるピーク波長領域の変動に起因した表示光の色ずれを抑えることができる。よって、Ｒ
，Ｇ，Ｂ，Ｚの４色のサブ画素構造を用いて映像表示を行う際に、色ずれによる画質低下
を抑制することが可能となる。また、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色のサブ画素構造を用いて映像
表示を行う際における、表示輝度低下も抑えることができる。更に、Ｙ近傍の輝度が高い
画像においても、画像の破綻を抑えつつ消費電力の削減を行うことが可能となる。
【００９３】
　また、出力信号生成部４２内において、ＢＬレベル算出部４２１およびＬＣＤレベル算
出部４２２によってディミング処理を行い、このディミング処理後の映像信号Ｄ２（Ｄ２
ｒ，Ｄ２ｇ，Ｄ２ｂ）に基づいて、色度点調整部４２３によって上記色度調整を行うと共
にＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部４２４によってＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換（色変換処理）を行うよ
うにしたので、上記した色ずれによる画質低下を更に抑えることが可能となる。すなわち
、ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換後の映像信号（Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗの４色に対応する映像信号）に対
してディミング処理を行う場合と比べ、サブ画素２０Ｗからの出射光（透過光）における
ピーク波長領域の変動に起因した、Ｗ信号の信号レベルに依存したＷｒ，Ｗｇ，Ｗｂの非
線形性を低減することができるため、そのような色ずれによる画質低下を更に抑えること
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が可能となる。
【００９４】
　更に、本実施の形態の画素２０は、後述するサブ画素２０Ｚの一例として、Ｗに対応す
るサブ画素２０Ｗを含んでいるようにしたので、このサブ画素２０Ｗにはカラーフィルタ
を設ける必要がなくなり、特に輝度効率の向上（低消費電力化）を図ることが可能となる
。
【００９５】
＜変形例＞
　続いて、上記実施の形態の変形例（変形例１，２）について説明する。なお、上記実施
の形態と同一の構成要素については同一符号を付してその説明を適宜省略する。
【００９６】
［変形例１］
　変形例１に係る液晶表示装置は、上記実施の形態の液晶表示装置１において、サブ画素
２０Ｗにおける分光透過率の青成分を制限するため、更に、このサブ画素２０Ｗ内に、微
量の黄色顔料を分散させるようにしたものである。
【００９７】
　ここで、そのような黄色顔料としては、例えば、C.I. Pigment Yellow １、２、３、４
、５、６、１０、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、２４、３１、３２、３４
、３５、３５：１、３６、３６：１、３７、３７：１、４０、４２、４３、５３、５５、
６０、６１、６２、６３、６５、７３、７４、７７、８１、８３、９３、９４、９５、９
７、９８、１００、１０１、１０４、１０６、１０８、１０９、１１０、１１３、１１４
、１１５、１１６、１１７、１１８、１１９、１２０、１２３、１２６、１２７、１２８
、１２９、１４７、１５１、１５２、１５３、１５４、１５５、１５６、１６１、１６２
、１６４、１６６、１６７、１６８、１６９、１７０、１７１、１７２、１７３、１７４
、１７５、１７６、１７７、１７９、１８０、１８１、１８２、１８７、１８８、１９３
、１９４、１９８、１９９、２１３、２１４などが挙げられる。
【００９８】
　これにより、本変形例では、例えば図１８に示した実施例３のように、画素信号Ｄ４ｗ
の輝度レベル（信号レベル）の大小に応じた、サブ画素２０Ｗからの出射光（透過光）に
おけるピーク波長領域の変動が抑えられる。また、例えば図１９に示したように、そのよ
うなサブ画素２０Ｗからの出射光（透過光）におけるピーク波長領域の変動に起因した、
Ｗ信号の信号レベルに依存したＷｒ，Ｗｇ，Ｗｂの非線形性も低減する。なお、この図１
９に示した特性において、Ｗ信号の信号レベルが低い領域でのＷｒ，Ｗｇ，Ｗｂが互いに
近い値を示すこととなるように、上記した黄色顔料の添加量（分散量）を設定するのが望
ましい。
【００９９】
　ここで、図２０（Ａ），（Ｂ）は、この実施例３に係る彩度Ｓと明度Ｖまたはこの明度
Ｖの逆数（１／Ｖmax）との関係を、前述した図１４（Ａ），（Ｂ）と同様にＢ，Ｙの各
色相について表したものである。この実施例３では、バックライト３からの射出光の色度
点（ｘ，ｙ）を、（ｘ，ｙ）＝（０．３０２，０．３２６）に設定した。また、上記した
変換行列Ｍd2→d3として、以下の（２５）式で示したものを用いた。これにより、映像信
号Ｄ２がＷを示す映像信号であるときに、表示光の色度点（ｘ，ｙ）が、（ｘ，ｙ）＝（
０．２８０，０．２８８）（色温度：約１００００Ｋ）を示した。これらの図２０（Ａ）
，（Ｂ）により、この実施例３においても、図１４（Ａ），（Ｂ）に示した上記比較例と
比べ、表示光の色ずれが抑えられている（Ｂ，Ｙの色相間でのずれが低減している）こと
が分かる。また、この実施例３においても、Ｙの色相において、彩度Ｓの値が０～０．８
程度まで正しい表示輝度が再現されている（表示輝度の低下が生じていない）ことが分か
る。更に、この実施例３では、彩度Ｓの値が０．６～０．８程度の領域において、Ｂ，Ｙ
の色相同士での明度Ｖおよびその逆数（１／Ｖmax）の値のバランスが取られている（バ
ランスが良好となっている）。
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【０１００】
【数１０】

【０１０１】
　このように本変形例では、サブ画素２０Ｗ内に微量の黄色顔料を分散させるようにした
ので、上記実施の形態における効果に加え、広範囲の彩度Ｓにおいて、Ｂ，Ｙの色相同士
での明度Ｖおよびその逆数（１／Ｖmax）の値のバランスを取る（バランスを良好に保つ
）ことが可能となる。
【０１０２】
［変形例２］
　変形例２に係る液晶表示装置は、上記実施の形態の液晶表示装置１において、画素２０
を有する液晶表示パネル２の代わりに、画素２０－１を有する液晶表示パネルを設けると
共に、ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部４２４の代わりにＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換部４２４Ａを設け
るようにしたものである。
【０１０３】
（画素２０－１のサブ画素構造）
　図２１（Ａ），（Ｂ）はそれぞれ、本変形例の各画素２０－１におけるサブ画素（サブ
ピクセル）構造例を平面模式図で表わしたものであり、上記実施の形態における図２（Ａ
），（Ｂ）にそれぞれ対応したものとなっている。各画素２０－１は、上記実施の形態と
同様のＲ，Ｇ，Ｂの３色に対応するサブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂと、これらの３色よ
りも高輝度を示す色（Ｚ）のサブ画素２０Ｚとを有している。この高輝度を示す色（Ｚ）
としては、例えば黄（Ｙ）や白（Ｗ）等が挙げられるが、本変形例では、これらの上位概
念としての色（Ｚ）として説明する。これらＲ，Ｇ，Ｂ，Ｚの４色のサブ画素２０Ｒ，２
０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｚのうち、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色に対応するサブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２
０Ｂには、上記実施の形態と同様に、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色に対応するカラーフィルタ２４Ｒ
，２４Ｇ，２４Ｂが配設されている。一方、Ｚのサブ画素２０Ｚでは、例えばＺ＝Ｙの場
合にはＹに対応するカラーフィルタ（図中に示したカラーフィルタ２４Ｚ）が配設される
。ただし、上記実施の形態で説明したように、Ｚ＝Ｗの場合、このサブ画素２０Ｚ（サブ
画素２０Ｗ）には、カラーフィルタは配設されないようになっている。なお、本変形例の
画素２０－１においても、各サブ画素２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｚの配置構成はこれ
らの例には限られず、他の配置構成としてもよい。
【０１０４】
（ＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換部４２４Ａ）
　ＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換部４２４Ａは、色度点調整部４２３から出力される、Ｒ，Ｇ，Ｂ
の３色に対応する映像信号Ｄ３（画素信号Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ）に対して、所定のＲ
ＧＢ／ＲＧＢＺ変換処理（色変換処理）を行うものである。これにより、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚ
の４色に対応する映像信号Ｄ４（Ｄ４ｒ，Ｄ４ｇ，Ｄ４ｂ，Ｄ４ｚ）が生成されるように
なっている。
【０１０５】
　図２２は、ＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換部４２４Ａのブロック構成を表したものである。この
ＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換部４２４Ａは、Ｚ１算出部４２４Ａ－１、Ｚ１算出部４２４Ａ－２
、Ｍｉｎ選択部４２４Ａ－３、乗算部４２４Ａ－４Ｒ，４２４Ａ－４Ｇ，４２４Ａ－４Ｂ
、減算部４２４Ａ－５Ｒ，４２４Ａ－５Ｇ，４２４Ａ－５Ｂおよび乗算部４２４Ａ－６Ｒ
，４２４Ａ－６Ｇ，４２４Ａ－６Ｂを有している。ここでは、入力信号である画素信号Ｄ
３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂをそれぞれ、Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０と、出力信号である画素信号Ｄ４ｒ
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，Ｄ４ｇ，Ｄ４ｂ，Ｄ４ｚをそれぞれ、Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１，Ｚ１として説明する。なお、
このＲＧＢ／ＲＢＧＺ変換部４２４Ａ全体におけるＲＧＢ／ＲＧＢＺ変換処理の際の算出
式は、基本的には、上記実施の形態で説明したＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換処理の際の算出式と
同様のものとなっている。
【０１０６】
　Ｚ１算出部４２４Ａ－１は、画素信号Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ（Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０）に
基づいて、前述した（１２）式を用いることにより、Ｚ１の候補値であるＺ１ａを算出す
るものである。
【０１０７】
　Ｚ１算出部４２４Ａ－２は、画素信号Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ（Ｒ０，Ｇ０，Ｂ０）に
基づいて、上記（１３）式を用いることにより、Ｚ１の候補値であるＺ１ｂを算出するも
のである。
【０１０８】
　Ｍｉｎ選択部４２４Ａ－３は、Ｚ１算出部４２４Ａ－１から出力されるＺ１ａと、Ｚ１
算出部４２４Ａ－２から出力されるＺ１ｂとのうちの値の小さいほうを選択し、上記した
ように、最終的なＺ１（画素信号Ｄ４ｚ）として出力するものである。
【０１０９】
　乗算部４２４Ａ－４Ｒは、Ｍｉｎ選択部４２４Ａ－３から出力されるＺ１と、上記実施
の形態で説明した、予め設定された定数（Ｘｒ／Ｘｚ）とを乗算して出力するものである
。乗算部４２４Ａ－４Ｇは、Ｍｉｎ選択部４２４Ａ－３から出力されるＺ１と、上記実施
の形態で説明した、予め設定された定数（Ｘｇ／Ｘｚ）とを乗算して出力するものである
。乗算部４２４Ａ－４Ｂは、Ｍｉｎ選択部４２４Ａ－３から出力されるＺ１と、上記実施
の形態で説明した、予め設定された定数（Ｘｂ／Ｘｚ）とを乗算して出力するものである
。
【０１１０】
　減算部４２４Ａ－５Ｒは、画素信号Ｄ３ｒ（Ｒ０）から、乗算部４２４Ａ－４Ｒの出力
値（乗算値）を減算して出力するものである。減算部４２４Ａ－５Ｇは、画素信号Ｄ３ｇ
（Ｇ０）から、乗算部４２４Ａ－４Ｇの出力値（乗算値）を減算して出力するものである
。減算部４２４Ａ－５Ｂは、画素信号Ｄ３ｂ（Ｂ０）から、乗算部４２４Ａ－４Ｂの出力
値（乗算値）を減算して出力するものである。
【０１１１】
　乗算部４２４Ａ－６Ｒは、上記実施の形態で説明した、予め設定された定数ｋｒと、減
算部４２４Ａ－５Ｒの出力値（減算値）とを乗算し、画素信号Ｄ４ｒ（Ｒ１）として出力
するものである。乗算部４２４Ａ－６Ｇは、上記実施の形態で説明した、予め設定された
定数ｋｇと、減算部４２４Ａ－５Ｇの出力値（減算値）とを乗算し、画素信号Ｄ４ｇ（Ｇ
１）として出力するものである。乗算部４２４Ａ－６Ｂは、上記実施の形態で説明した、
予め設定された定数ｋｂと、減算部４２４Ａ－５Ｂの出力値（減算値）とを乗算し、画素
信号Ｄ４ｂ（Ｂ１）として出力するものである。
【０１１２】
　このような構成の本変形例の液晶表示装置においても、上記実施の形態の液晶表示装置
１と同様の作用により、同様の効果を得ることが可能である。すなわち、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚ
の４色のサブ画素構造を用いて映像表示を行う際に、色ずれによる画質低下を抑制するこ
とが可能となる。
【０１１３】
　なお、本変形例の液晶表示装置においても、上記変形例１のように、サブ画素２０Ｗ内
に微量の黄色顔料を分散させるようにしてもよい。
【０１１４】
＜その他の変形例＞
　以上、実施の形態および変形例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれらの実施の
形態等に限定されず、種々の変形が可能である。
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【０１１５】
　例えば、上記実施の形態等では、バックライトに対して、画面全体を制御単位としてア
クティブ制御を行う場合について説明したが、例えば、画面を複数の領域に分割し、それ
ぞれの領域に対応してバックライトをアクティブ制御するようにしてもよい。
【０１１６】
　また、上記実施の形態では、バックライトに対して映像信号に応じたアクティブ制御を
行う場合について説明したが、本発明は、そのようなバックライトのアクティブ制御を行
わない場合においても適用することが可能である。
【０１１７】
　更に、上記実施の形態等では、Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｚの４色のサブ画素構造を用いた場合につ
いて説明したが、これらに加えて他の色に対応するサブ画素を含めた５色以上のサブ画素
構造においても、本発明を適用することが可能である。
【０１１８】
　加えて、上記実施の形態等において説明した一連の処理は、ハードウェアにより行うこ
ともできるし、ソフトウェアにより行うこともできる。一連の処理をソフトウェアによっ
て行う場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、汎用のコンピュータ等にイ
ンストールされるようになっている。このようなプログラムは、コンピュータに内蔵され
ている記録媒体に予め記録してさせておくようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１１９】
　１…液晶表示装置、２…液晶表示パネル、２０，２０－１…画素、２０Ｒ，２０Ｇ，２
０Ｂ，２０Ｗ，２０Ｚ…サブ画素、２１…ＴＦＴ素子、２２…液晶素子、２３…補助容量
素子、２４Ｒ，２４Ｇ，２４Ｂ，２４Ｚ…カラーフィルタ、３…バックライト、４１…映
像信号処理部、４２…出力信号生成部、４２１…ＢＬレベル算出部、４２２…ＬＣＤレベ
ル算出部、４２３…色度点調整部、４２４，４２４Ａ…ＲＧＢ／ＲＧＢＷ変換部、４３…
タイミング制御部、５０…バックライト駆動部、５１…データドライバ、５２…ゲートド
ライバ、Ｄin…入力映像信号、Ｄ１（Ｄ１ｒ，Ｄ１ｇ，Ｄ１ｂ），Ｄ２（Ｄ２ｒ，Ｄ２ｇ
，Ｄ２ｂ），Ｄ３（Ｄ３ｒ，Ｄ３ｇ，Ｄ３ｂ），Ｄ４（Ｄ４ｒ，Ｄ４ｇ，Ｄ４ｂ，Ｄ４ｗ
，Ｄ４ｚ）…映像信号、ＢＬ１…点灯信号、Ｄ…データ線、Ｇ…ゲート線、Ｃｓ…補助容
量線。
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