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(57)【要約】
【課題】消費電力の増加およびＬＥＤの短寿命化を抑制
することができる発光ダイオード制御回路と、表示装置
と、を提供する。
【解決手段】入力される映像信号の各々の階調値の加算
値に基づいて、消費電力を算出し、上記加算値が閾値以
上の場合、判定信号を出力し、上記判定信号に基づいて
、上記入力される映像信号の階調値の少なくとも一部を
、より低い輝度を示す階調値に変換し、上記複数の発光
ダイオードの各々を発光させる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力される映像信号の階調値に基づいて、複数の発光ダイオードの各々を所定の輝度で
発光させる発光ダイオード制御回路であって、
　上記入力される映像信号の各々の階調値の加算値に基づいて、上記複数の発光ダイオー
ドの消費電力を算出し、上記加算値が閾値以上の場合に、判定信号を出力する画像判定回
路と、
　上記判定信号に基づいて、上記入力される映像信号の階調値の少なくとも一部を、より
低い輝度を示す階調値に変換する階調値変換部と、
　変換された後の階調値に基づいて、上記複数の発光ダイオードの各々を発光させる発光
ダイオード駆動回路と、を備えていることを特徴とする発光ダイオード制御回路。
【請求項２】
　上記画像判定回路からは、上記加算値が第１の閾値以上、第２の閾値未満である場合に
は、第１の判定信号が出力され、上記加算値が上記第２の閾値以上である場合には、第２
の判定信号が出力され、
　上記階調値変換部では、上記第１の判定信号に基づいて、上記入力される映像信号の階
調値の少なくとも一部は、より低い輝度を示す第１の階調値に変換され、上記第２の判定
信号に基づいては、上記入力される映像信号の階調値の少なくとも一部は、上記第１の階
調値より低い輝度を示す第２の階調値に変換されることを特徴とする請求項１に記載の発
光ダイオード制御回路。
【請求項３】
　上記階調値変換部では、上記画像判定回路から上記判定信号の出力がない場合には、上
記入力される映像信号の階調値の少なくとも一部を、より高い輝度を示す階調値に変換し
、上記複数の発光ダイオードの各々を発光させることを特徴とする請求項１または２に記
載の発光ダイオード制御回路。
【請求項４】
　上記入力される映像信号の階調値のより低い輝度を示す階調値への変換は、ルックアッ
プテーブルによって行われることを特徴とする請求項１または２に記載の発光ダイオード
制御回路。
【請求項５】
　上記入力される映像信号の階調値のより低い輝度を示す階調値への変換は、上記入力さ
れる映像信号の階調値をＸ、変換後の階調値をＸ´、上記入力される映像信号の最大階調
値をＡ、上記最大階調値であるＡより小さい目標階調値をＢとした場合、Ｘ´＝（Ｂ／Ａ
）×Ｘを満たすことによって行われることを特徴とする請求項１または２に記載の発光ダ
イオード制御回路。
【請求項６】
　上記入力される映像信号の階調値のより高い輝度を示す階調値への変換は、ルックアッ
プテーブルによって行われることを特徴とする請求項３に記載の発光ダイオード制御回路
。
【請求項７】
　上記入力される映像信号の階調値のより高い輝度を示す階調値への変換は、上記入力さ
れる映像信号の階調値をＸ、変換後の階調値をＸ´、上記入力される映像信号の最大階調
値をＡ、上記最大階調値であるＡより小さい目標階調値をＢとした場合、Ｘ´＝（Ａ／Ｂ
）×Ｘを満たすことによって行われることを特徴とする請求項３に記載の発光ダイオード
制御回路。
【請求項８】
　上記入力される映像信号の各々の階調値の加算値は、上記映像信号の１フレーム毎に算
出されることを特徴とする請求項１から７の何れか１項に記載の発光ダイオード制御回路
。
【請求項９】
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　上記入力される映像信号の各々の階調値の加算値は、上記映像信号の複数フレーム毎に
算出されることを特徴とする請求項１から７の何れか１項に記載の発光ダイオード制御回
路。
【請求項１０】
　上記加算値はＬ（Ｌは自然数）ビットのデータであり、
　上記加算値が上記閾値以上であるかは、上記加算値のＮ（ＮはＮ≦Ｌである自然数）ビ
ット目がハイであるかロウであるかによって判定されることを特徴とする請求項１から９
の何れか１項に記載の発光ダイオード制御回路。
【請求項１１】
　上記加算値はＬ（Ｌは自然数）ビットのデータであり、
　上記加算値が上記第１の閾値以上、上記第２の閾値未満であるかは、上記加算値のＭ（
ＭはＭ＜Ｎである自然数）ビット目がハイであるかロウであるかによって判定され、
　上記加算値が上記第２の閾値以上であるかは、上記加算値のＮ（ＮはＮ≦Ｌである自然
数）ビット目がハイであるかロウであるかによって判定されることを特徴とする請求項２
に記載の発光ダイオード制御回路。
【請求項１２】
　上記加算値のＮビット目は、最上位ビットであることを特徴とする請求項１０または１
１に記載の発光ダイオード制御回路。
【請求項１３】
　請求項１から１２の何れか１項に記載の発光ダイオード制御回路と、複数の発光ダイオ
ードを備えた表示部と、を備えたことを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード制御回路と、発光ダイオード制御回路と複数の発光ダイオー
ドを備えた表示部とを有する表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複数の発光ダイオード（以下、ＬＥＤと称する）をマトリクス状に配置させたデ
ィスプレイが活発に開発されている。
【０００３】
　これらのディスプレイに用いられるＬＥＤは、その単体で使用すると消費電力が小さく
、かつ、非常に発光効率の高い発光デバイスであるが、上記のように多数のＬＥＤをマト
リクス状に配置させて用いるディスプレイや広告装置などにおいては、その個数分消費電
力を必要とするため、他の表示装置と同様に、その大型化に伴い、消費電力を考慮する必
要が生じて来る。
【０００４】
　図１４は、多数のＬＥＤをマトリクス状に配置させて用いるディスプレイにおいて、そ
のサイズ別と、明るさの異なるコンテンツ別と、におけるそれぞれの消費電力を示す図で
ある。
【０００５】
　図示されているように、ＬＥＤがインチ当り同一の密度で設けられている場合、ディス
プレイのサイズが大きくなるに伴い、その消費電力も増加する。
【０００６】
　そして、ディスプレイに最も明るいコンテンツ（図中Ｌ１）が表示された場合には、そ
のサイズが大きくなるに伴い、その消費電力が著しく増加することがわかる。
【０００７】
　ディスプレイに中間程度の明るさを有するコンテンツ（図中Ｌ２）や最も暗いコンテン
ツ（図中Ｌ３）が表示された場合にも、その消費電力の増加は見られるが、ディスプレイ
に最も明るいコンテンツ（図中Ｌ１）が表示された場合ほどではない。
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【０００８】
　これは、明るいコンテンツ（画像）を表示する際には、電流が大量に流れることになり
、極端な消費電力を費やしてしまうことや、明るいコンテンツ（画像）を表示するために
は、大きい電流容量を有する電流出力回路が必要となるため、回路面での電流ロス（定常
電流）が大きくなってしまうからである。
【０００９】
　また、ＬＥＤの発光効率が高い場合、ディスプレイの使用状況によっては必要以上に明
るくなり過ぎ、その結果として、必要以上の消費電力を費やしてしまい、消費電力の無駄
が生じてしまう場合もある。また、その一方で、このような場合、低階調表示領域におい
てＬＥＤのダイナミックレンジが狭くなってしまい、暗い映像の表示が困難になるという
問題もある。
【００１０】
　図１５は、階調値と、ＬＥＤの輝度と、を設定する従来の方法を説明するための図であ
る。
【００１１】
　図示されているように、従来においては、入力される映像信号の明るさに関係なく、あ
る一つの入力される映像信号の階調値においては、ＬＥＤがある一つの輝度で発光するよ
うな電流量が流れるように設定されていた。
【００１２】
　また、図示されているように、入力される映像信号の全階調値が、ＬＥＤが発光できる
全輝度領域をカバーできるように設定されている。
【００１３】
　しかしながら、このような従来の方法においては、図１５に図示されているように、常
に、ある一つの入力される映像信号の階調値に応じて、ＬＥＤがある一つの輝度で発光す
るような電流量が流れるようになっているので、明るいコンテンツを表示する場合に生じ
る消費電力増加の問題は解決できない。
【００１４】
　一方、特許文献１には、所定期間間隔でＬＥＤの輝度を変えながら駆動させる発光広告
装置について開示されている。
【００１５】
　図１６は、特許文献１に開示されているＬＥＤの輝度の制御方法を説明するための図で
ある。
【００１６】
　図示されているように、上記特許文献１には、通常表示モード期間中にはＬＥＤを閾値
未満（輝度１００％）で発光させ、一方、ＬＥＤを高輝度で発光させ、視認性を向上させ
るモードであるアイキャッチモード期間中には、ＬＥＤを上記閾値以上（輝度２００％）
で発光させるＬＥＤの輝度制御方法について記載されている。
【００１７】
　このようなＬＥＤの輝度制御方法によれば、使用目的に応じて通常表示モードとアイキ
ャッチモードとを切り替えることができると記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】特開２００４－２１０６５号公報（２００４年１月２２日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　しかしながら、上記特許文献１に開示されているＬＥＤの輝度制御方法は、入力される
映像信号の明るさに関係なく、アイキャッチモード期間中には、ＬＥＤを高輝度で発光さ
せるようになっている。
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【００２０】
　したがって、明るい映像がアイキャッチモード期間中に表示される場合には、大きい電
流容量を有する電流出力回路が必要となるため、回路面での電流ロス（定常電流）が大き
くなってしまうとともに、過電流が生じるので消費電力の増加と、ＬＥＤの短寿命化と、
を招いてしまうという問題がある。
【００２１】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、消費電力の増加およびＬＥＤの
短寿命化を抑制することができる発光ダイオード制御回路と、表示装置と、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】
【００２２】
　本発明の発光ダイオード制御回路は、上記の課題を解決するために、入力される映像信
号の階調値に基づいて、複数の発光ダイオードの各々を所定の輝度で発光させる発光ダイ
オード制御回路であって、上記入力される映像信号の各々の階調値の加算値に基づいて、
上記複数の発光ダイオードの消費電力を算出し、上記加算値が閾値以上の場合に、判定信
号を出力する画像判定回路と、上記判定信号に基づいて、上記入力される映像信号の階調
値の少なくとも一部を、より低い輝度を示す階調値に変換する階調値変換部と、
　変換された後の階調値に基づいて、上記複数の発光ダイオードの各々を発光させる発光
ダイオード駆動回路と、を備えていることを特徴としている。
【００２３】
　上記構成によれば、上記画像判定回路は、入力される映像信号の各々の階調値の加算値
に基づいて、上記複数の発光ダイオードの消費電力を算出し、上記加算値が閾値以上の場
合に、判定信号を出力するようになっている。
【００２４】
　すなわち、入力される映像信号が明るい映像信号である場合には、上記判定信号を出力
し、入力される映像信号が暗い映像信号である場合には、上記判定信号が出力されない。
【００２５】
　そして、上記階調値変換部は、上記判定信号に基づいて、上記入力される映像信号の階
調値の少なくとも一部を、より低い輝度を示す階調値に変換し、発光ダイオード駆動回路
では、これに基づいて、上記複数の発光ダイオードの各々を発光させるようになっている
。
【００２６】
　したがって、上記構成においては、入力される映像信号が明るい映像信号である場合に
は、上記入力される映像信号の階調値の少なくとも一部を、より低い輝度を示す階調値に
変換し、上記複数の発光ダイオードの各々を発光させるので、回路面での電流ロスや過電
流が生じるのを抑制できるので、消費電力が増加するのと、ＬＥＤの短寿命化と、を抑制
することができる。
【００２７】
　本発明の発光ダイオード制御回路における上記画像判定回路からは、上記加算値が第１
の閾値以上、第２の閾値未満である場合には、第１の判定信号が出力され、上記加算値が
上記第２の閾値以上である場合には、第２の判定信号が出力され、上記階調値変換部では
、上記第１の判定信号に基づいて、上記入力される映像信号の階調値の少なくとも一部は
、より低い輝度を示す第１の階調値に変換され、上記第２の判定信号に基づいては、上記
入力される映像信号の階調値の少なくとも一部は、上記第１の階調値より低い輝度を示す
第２の階調値に変換されることが好ましい。
【００２８】
　上記構成によれば、入力される映像信号の明るさの程度、すなわち、算出された消費電
力の大きさに応じて、入力される映像信号の階調値を２つの異なる値の階調値に変換する
ことができる。
【００２９】
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　したがって、上記発光ダイオード制御回路には、２つの異なる変換モードを備えること
ができる。
【００３０】
　本発明の発光ダイオード制御回路における上記階調値変換部では、上記画像判定回路か
ら上記判定信号の出力がない場合には、上記入力される映像信号の階調値の少なくとも一
部を、より高い輝度を示す階調値に変換し、上記複数の発光ダイオードの各々を発光させ
ることが好ましい。
【００３１】
　上記構成によれば、算出される消費電力の大きさが大きくない、すなわち、入力される
映像信号が暗い映像信号である場合には、上記入力される映像信号の階調値の少なくとも
一部を、より高い輝度を示す階調値に変換し、上記複数の発光ダイオードの各々を発光さ
せるので、暗い映像の視認性を向上させることができる。
【００３２】
　本発明の発光ダイオード制御回路において、上記入力される映像信号の階調値のより低
い輝度を示す階調値への変換は、ルックアップテーブルによって行われてもよい。
【００３３】
　上記構成によれば、ルックアップテーブルを用いているので、上記入力される映像信号
の階調値のより低い輝度を示す階調値への変換時における値の設定を比較的自由にでき、
例えば、特定階調値領域においてのみ階調値の変換を行ったり、特定階調値領域において
のみ変換の値を大きくしたりすることができる。
【００３４】
　本発明の発光ダイオード制御回路において、上記入力される映像信号の階調値のより低
い輝度を示す階調値への変換は、上記入力される映像信号の階調値をＸ、変換後の階調値
をＸ´、上記入力される映像信号の最大階調値をＡ、上記最大階調値であるＡより小さい
目標階調値をＢとした場合、Ｘ´＝（Ｂ／Ａ）×Ｘを満たすことによって行われてもよい
。
【００３５】
　上記構成によれば、上記入力される映像信号の階調値のより低い輝度を示す階調値への
変換は、等比的に行うことができるので、特定階調値領域において、ダイナミックレンジ
が狭くなってしまうことを抑制することができる。
【００３６】
　本発明の発光ダイオード制御回路において、上記入力される映像信号の階調値のより高
い輝度を示す階調値への変換は、ルックアップテーブルによって行われてもよい。
【００３７】
　上記構成によれば、ルックアップテーブルを用いているので、上記入力される映像信号
の階調値のより高い輝度を示す階調値への変換時における値の設定を比較的自由にでき、
例えば、特定階調値領域においてのみ階調値の変換を行ったり、特定階調値領域において
のみ変換の値を大きくしたりすることができる。
【００３８】
　本発明の発光ダイオード制御回路において、上記入力される映像信号の階調値のより高
い輝度を示す階調値への変換は、上記入力される映像信号の階調値をＸ、変換後の階調値
をＸ´、上記入力される映像信号の最大階調値をＡ、上記最大階調値であるＡより小さい
目標階調値をＢとした場合、Ｘ´＝（Ａ／Ｂ）×Ｘを満たすことによって行われることを
特徴とする請求項３に記載の発光ダイオード制御回路。
【００３９】
　上記構成によれば、上記入力される映像信号の階調値のより高い輝度を示す階調値への
変換は、等比的に行うことができるので、特定階調値領域において、ダイナミックレンジ
が狭くなってしまうことを抑制することができる。
【００４０】
　本発明の発光ダイオード制御回路において、上記入力される映像信号の各々の階調値の
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加算値は、上記映像信号の１フレーム毎に算出されることが好ましい。
【００４１】
　上記構成によれば、階調値の変換に遅れが生じることなく、消費電力が増加するのと、
ＬＥＤの短寿命化と、を抑制することができる発光ダイオード制御回路を実現できる。
【００４２】
　本発明の発光ダイオード制御回路において、上記入力される映像信号の各々の階調値の
加算値は、上記映像信号の複数フレーム毎に算出されることが好ましい。
【００４３】
　上記構成によれば、急激な輝度変化を抑制することができる。
【００４４】
　本発明の発光ダイオード制御回路において、上記加算値はＬ（Ｌは自然数）ビットのデ
ータであり、上記加算値が上記閾値以上であるかは、上記加算値のＮ（ＮはＮ≦Ｌである
自然数）ビット目がハイであるかロウであるかによって判定されてもよい。
【００４５】
　本発明の発光ダイオード制御回路において、上記加算値はＬ（Ｌは自然数）ビットのデ
ータであり、上記加算値が上記第１の閾値以上、上記第２の閾値未満であるかは、上記加
算値のＭ（ＭはＭ＜Ｎである自然数）ビット目がハイであるかロウであるかによって判定
され、上記加算値が上記第２の閾値以上であるかは、上記加算値のＮ（ＮはＮ≦Ｌである
自然数）ビット目がハイであるかロウであるかによって判定されてもよい。
【００４６】
　本発明の発光ダイオード制御回路において、上記加算値のＮビット目は、最上位ビット
であってもよい。
【００４７】
　上記構成によれば、上記入力される映像信号の各々の階調値の加算値が、上記閾値以上
であるかを比較的容易に判定することができる。
【００４８】
　本発明の表示装置は、上記の課題を解決するために、上記発光ダイオード制御回路と、
複数の発光ダイオードを備えた表示部と、を備えたことを特徴としている。
【００４９】
　上記構成によれば、消費電力の増加およびＬＥＤの短寿命化を抑制することができる表
示装置を実現することができる。
【発明の効果】
【００５０】
　本発明の発光ダイオード制御回路は、以上のように、上記入力される映像信号の各々の
階調値の加算値に基づいて、上記複数の発光ダイオードの消費電力を算出し、上記加算値
が閾値以上の場合に、判定信号を出力する画像判定回路と、上記判定信号に基づいて、上
記入力される映像信号の階調値の少なくとも一部を、より低い輝度を示す階調値に変換す
る階調値変換部と、変換された後の階調値に基づいて、上記複数の発光ダイオードの各々
を発光させる発光ダイオード駆動回路と、を備えている構成である。
【００５１】
　また、本発明の表示装置は、以上のように、上記発光ダイオード制御回路と、複数の発
光ダイオードを備えた表示部と、を備えている構成である。
【００５２】
　それゆえ、消費電力の増加およびＬＥＤの短寿命化を抑制することができる発光ダイオ
ード制御回路と、表示装置と、を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の一実施の形態の表示装置に備えられたＬＥＤ駆動回路で行われる階調値
の変換を説明するための図である。
【図２】本発明の一実施の形態の表示装置に備えられたＬＥＤ駆動回路でデフォルトモー
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ド用ルックアップテーブルＡによって行われる階調値の変換を説明するための図である。
【図３】本発明の一実施の形態の表示装置に備えられたＬＥＤ駆動回路で低消費電力モー
ド用ルックアップテーブルＢによって行われる階調値の変換を説明するための図である。
【図４】本発明の一実施の形態の表示装置の概略構成を示す図である。
【図５】本発明の一実施の形態の表示装置に備えられた判定回路が、１フレーム分の映像
データに含まれる階調値全てを加算した加算値が所定の閾値を越えているかをどのように
判定するかを説明するための図である。
【図６】本発明の他の一実施の形態の表示装置の概略構成を示す図である。
【図７】本発明のさらに他の一実施の形態の表示装置に備えられた低消費電力モード用係
数積算器Ａによって行われる階調値の変換を説明するための図である。
【図８】本発明のさらに他の一実施の形態の表示装置に備えられたＬＥＤ駆動回路で行わ
れる階調値の変換を説明するための図である。
【図９】図８に示すＬＥＤ駆動回路に備えられた低消費電力化を実現するために用いられ
ている低消費電力モード１用ルックアップテーブルＢと低消費電力モード２用ルックアッ
プテーブルＣとを示す図である。
【図１０】本発明のさらに他の一実施の形態の表示装置の概略構成を示す図である。
【図１１】本発明のさらに他の一実施の形態の表示装置に備えられた判定回路が、１フレ
ーム分の映像データに含まれる階調値全てを加算した加算値が、異なる２つの閾値（第１
の閾値・第２の閾値）より大きいか小さいかをどのように判定するかを説明するための図
である。
【図１２】本発明のさらに他の一実施の形態の表示装置に備えられた低消費電力モード１
用係数積算器Ａと、低消費電力モード２用係数積算器Ｂと、によって行われる階調値の変
換を説明するための図である。
【図１３】本発明のさらに他の一実施の形態の表示装置に備えられた低消費電力モード１
用係数積算器Ａと低消費電力モード２用係数積算器Ｂによって行われる階調値の変換を説
明するための図である。
【図１４】多数のＬＥＤをマトリクス状に配置させて用いるディスプレイにおいて、その
サイズ別と、明るさの異なるコンテンツ別と、におけるそれぞれの消費電力を示す図であ
る。
【図１５】階調値と、ＬＥＤの輝度と、を設定する従来の方法を説明するための図である
。
【図１６】特許文献１に記載されているＬＥＤの輝度の制御方法を説明するための図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について詳しく説明する。ただし、この実施
の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などはあくまで一実
施形態に過ぎず、これらによってこの発明の範囲が限定解釈されるべきではない。
【００５５】
　なお、以下の実施の形態においては、発光ダイオード制御回路と、複数のＬＥＤをマト
リクス状に配置させた表示部と、を備えた表示装置について説明するが、この表示装置の
一例としては、例えば、テレビジョン受信機、モニター、発光広告装置などを挙げること
ができる。
【００５６】
　〔実施の形態１〕
　以下、図１から図５に基づいて、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００５７】
　図４は、発光ダイオード制御回路２と、複数のＬＥＤをマトリクス状に配置させたＬＥ
Ｄ表示部３と、を備えた表示装置１の概略構成を示す図である。
【００５８】
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　図示されているように、発光ダイオード制御回路２には、画像判定回路４とＬＥＤ駆動
回路７とが備えられており、本実施の形態のＬＥＤ表示部３には、一例として１００×１
００個のＬＥＤがマトリクス状に配置されている。
【００５９】
　ＬＥＤ表示部３に備えられた各々のＬＥＤは、白色ＬＥＤであってもよく、複数色のＬ
ＥＤを有する構成、例えば、赤色ＬＥＤと緑色ＬＥＤと青色ＬＥＤとが一つにパッケージ
され、各色毎に制御できる構成であってもよい。
【００６０】
　ＬＥＤ表示部３で白黒表示を行う場合には、白色ＬＥＤを用いればよく、フルカラー表
示を行う場合には、複数色のＬＥＤを有する構成や白色ＬＥＤと複数色のカラーフィルタ
とを組合わせた構成などを用いることができる。
【００６１】
　そして、画像判定回路４には入力加算器５と判定回路６とが備えられている。
【００６２】
　入力加算器５は、外部から入力されるＶｓｙｎｃ（垂直同期信号）に基づいて、１フレ
ーム分の映像データ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄａｔａ）に含まれる階調値を随時
加算し、この加算値を判定回路６に送る。
【００６３】
　そして、入力加算器５においては、１フレーム毎に加算結果をリセットし、判定回路６
では１フレーム毎に判定を繰返す。
【００６４】
　本実施の形態のＬＥＤ表示部３には、１００×１００個のＬＥＤがマトリクス状に配置
されており、上記映像データに含まれる階調値のデータは８ビットのデータであるとする
と、１フレーム分の映像データに含まれる階調値全てを加算した加算値が最大となる桁数
は２２ビットとなる。
【００６５】
　図５は、判定回路６が、１フレーム分の映像データに含まれる階調値全てを加算した加
算値が所定の閾値を越えているかをどのように判定するかを説明するための図である。
【００６６】
　図５（ａ）は、加算値の２２ビット目のデータがＬ（ロウ）状態である場合を示してお
り、図５（ｂ）は、加算値の２２ビット目のデータがＨ（ハイ）状態である場合を示して
いる。
【００６７】
　本実施の形態においては、加算値の２２ビット目をＭＳＢ（Ｍｏｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉ
ｃａｎｔ　Ｂｉｔ）と設定しているため、図５（ａ）に図示されているように、加算値の
２２ビット目がＬ（ロウ）状態である場合には、判定回路６から判定信号として判定フラ
グＬが出力され、一方、図５（ｂ）に図示されているように、加算値の２２ビット目がＨ
（ハイ）状態である場合には、判定回路６から判定信号として判定フラグＨが出力される
。
【００６８】
　そして、判定回路６から出力された判定信号が判定フラグＬである場合には、詳しくは
後述するデフォルトモードが選択され、このモードに沿った階調値の変換がＬＥＤ駆動回
路７でなされる。
【００６９】
　一方、判定回路６から出力された判定信号が判定フラグＨである場合には、詳しくは後
述する低消費電力モードが選択され、このモードに沿った階調値の変換がＬＥＤ駆動回路
７でなされる。
【００７０】
　加算値の２２ビット目がＨ（ハイ）状態になると、上記加算値は２０９７１５２以上で
あり、２０９７１５２÷（１００×１００）≒２１０から、１フレームの１画素あたりの



(10) JP 2013-228560 A 2013.11.7

10

20

30

40

50

平均階調値が２１０以上の場合に、判定回路６から判定フラグＨが出力され、低消費電力
モードが選択されるようになっている。
【００７１】
　本実施の形態においては、加算値の２２ビット目をＭＳＢに設定し、閾値としているが
、これに限定されることはなく、ＭＳＢとするビットは適宜設定することができ、また、
複数のビットの組み合わせによって、判定を行ってもよい。
【００７２】
　そして、図４に図示されているように、外部から入力される映像データ（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄａｔａ）に含まれる階調値は、入力加算器５以外に、ＬＥＤ駆動回路
７にも入力される。
【００７３】
　なお、図示してないが、画像判定回路４または、ＬＥＤ駆動回路７には、判定回路６で
判定を行っているフレームの階調値データを格納できるフレームメモリなどが備えられて
いてもよい。
【００７４】
　また、ＬＥＤ駆動回路７には、図示してないが、デフォルトモードが選択された場合に
階調値を変換するために用いられるルックアップテーブルＡと、低消費電力モードが選択
された場合に階調値を変換するために用いられるルックアップテーブルＢと、が備えられ
ている。
【００７５】
　なお、本実施の形態においては、階調値変換部として、ルックアップテーブルＡと、ル
ックアップテーブルＢと、を、備えており、ルックアップテーブルＡと、ルックアップテ
ーブルＢと、を、ＬＥＤ駆動回路７に設けているが、これに限定されることはなく、発光
ダイオード制御回路２内に適宜設ければよい。
【００７６】
　そして、ＬＥＤ駆動回路７には、ＶＩ変換回路、定電流回路、Ｄ／Ａコンバータまたは
、Ｄ／Ｆコンバータなどが備えられている。
【００７７】
　それから、上記ルックアップテーブルＡまたは、ルックアップテーブルＢによって、変
換された階調値に基づいて、ＬＥＤ表示部３に備えられた、各々のＬＥＤが駆動される。
【００７８】
　また、ＬＥＤ駆動回路７による各々のＬＥＤの輝度の制御は、ＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗ
ｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）方式や電流値制御方式のどちらでも行うことができる
。
【００７９】
　以下、ＬＥＤ駆動回路７に備えられたデフォルトモードが選択された場合に階調値を変
換するために用いられるルックアップテーブルＡと、低消費電力モードが選択された場合
に階調値を変換するために用いられるルックアップテーブルＢと、について詳しく説明す
る。
【００８０】
　図１は、ＬＥＤ駆動回路７で行われる階調値の変換を説明するための図である。
【００８１】
　図１（ａ）は、デフォルトモード用ルックアップテーブルＡによって変換された後の階
調値とＬＥＤの輝度の関係と、従来の方法によって設定された階調値とＬＥＤの輝度の関
係を示す図である。
【００８２】
　図示されているように、デフォルトモード用ルックアップテーブルＡによって変換され
た後には、０～２５５の全階調値において、点線で示す従来の方法によって設定された場
合より、ＬＥＤの輝度が高くなるように設定されている。
【００８３】
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　そして、デフォルトモード用ルックアップテーブルＡによっては、入力階調値（入力デ
ータＸ）が２０４である場合に、ＬＥＤの輝度がＭａｘ値である１００％となるように、
変換される。
【００８４】
　また、図中の点線で示す○印の領域の階調値は、１フレームの１画素あたりの平均階調
値が２１０以上の場合に、判定回路６から判定フラグＨが出力され、低消費電力モードが
選択されることから、実際には入力されない。
【００８５】
　一方、図１（ｂ）は、低消費電力モード用ルックアップテーブルＢによって変換された
後の階調値とＬＥＤの輝度の関係と、従来の方法によって設定された階調値とＬＥＤの輝
度の関係を示す図である。
【００８６】
　図示されているように、低消費電力モード用ルックアップテーブルＢによって変換され
た後には、０～２５５の全階調値において、点線で示す従来の方法によって設定された場
合より、ＬＥＤの輝度が低くなるように設定されている。
【００８７】
　図２は、デフォルトモード用ルックアップテーブルＡによって行われる階調値の変換を
説明するための図である。
【００８８】
　デフォルトモード用ルックアップテーブルＡにおいては、図２（ａ）の左図に図示され
ている従来の方法によって設定された階調値とＬＥＤの輝度の関係を示すグラフに基づい
て、階調値の変換が行われる。
【００８９】
　図２（ａ）の左図に示すグラフによれば、階調値２０４ではＬＥＤの輝度は６０％とな
るが、図２（ｂ）に示すデフォルトモード用ルックアップテーブルＡによって、入力階調
値２０４（入力データＸ）は変換され、出力階調値２５５（出力データＸ´）で出力され
ることとなり、図２（ａ）の左図に示すグラフによれば、階調値２５５ではＬＥＤの輝度
は１００％となるので、全階調値について、図２（ｂ）に示すデフォルトモード用ルック
アップテーブルＡによって、階調値の変換を行うと、図１（ａ）の実線および図２（ａ）
の右図のようなグラフとなる。
【００９０】
　図１（ａ）に図示されているように、デフォルトモード用ルックアップテーブルＡによ
って変換された後には、０～２５５の全階調値において点線で示す従来の方法によって設
定された場合より、ＬＥＤの輝度が高くなるように設定されているので、暗い映像の視認
性を向上させることができる。
【００９１】
　なお、本実施の形態においては、暗い映像の視認性を向上させるため、デフォルトモー
ド用のルックアップテーブルＡを設けているが、ルックアップテーブルＡを設けず、デフ
ォルトモードが選択された場合には、階調値の変換を行わない構成としてもよい。
【００９２】
　また、本実施の形態においては、デフォルトモードが選択された場合に、ルックアップ
テーブルを用いて、階調値の変換を行う場合について説明しているが、これに限定される
ことはなく、階調値への変換は、詳しくは実施の形態３において後述する方法のように、
上記入力される映像信号の階調値をＸ、変換後の階調値をＸ´、上記入力される映像信号
の最大階調値をＡ（本実施の形態においては２５５）、上記最大階調値であるＡより小さ
い目標階調値をＢ（本実施の形態においては２０４）とした場合、Ｘ´＝（Ａ／Ｂ）×Ｘ
を満たすことによって行われるようにしてもよい。
【００９３】
　このように階調値の変換を行うことにより、階調値の変換を等比的に行うことができる
ので、特定階調値領域において、ダイナミックレンジが狭くなってしまうことを抑制する
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ことができる。
【００９４】
　図３は、低消費電力モード用ルックアップテーブルＢによって行われる階調値の変換を
説明するための図である。
【００９５】
　低消費電力モード用ルックアップテーブルＢにおいても、図３（ａ）の左図に図示され
ている従来の方法によって設定された階調値とＬＥＤの輝度の関係を示すグラフに基づい
て、階調値の変換が行われる。
【００９６】
　図３（ａ）の左図に示すグラフによれば、階調値２５５ではＬＥＤの輝度は１００％と
なるが、図３（ｂ）に示す低消費電力モード用ルックアップテーブルＢによって、入力階
調値２５５（入力データＸ）は変換され、出力階調値２２９（出力データＸ´）となり、
図３（ａ）の左図に示すグラフによれば、階調値２２９ではＬＥＤの輝度は８０％となる
ので、全階調値について、図３（ｂ）に示す低消費電力モード用ルックアップテーブルＢ
によって、階調値の変換を行うと、図１（ｂ）の実線および図３（ａ）の右図のようなグ
ラフとなる。
【００９７】
　図１（ｂ）に図示されているように、低消費電力モード用ルックアップテーブルＢによ
って変換された後には、０～２５５の全階調値において、点線で示す従来の方法によって
設定された場合より、ＬＥＤの輝度が低くなるように設定されているので、回路面での電
流ロスや過電流が生じるのを抑制できるので、消費電力が増加するのと、ＬＥＤの短寿命
化と、を抑制することができる。
【００９８】
　〔実施の形態２〕
　次に、図６に基づいて、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施の形態にお
いては、複数フレーム（例えば、５フレーム）毎に加算値を算出し、複数フレーム（例え
ば、５フレーム）毎に判定を行っている点において、１フレーム毎に加算値を算出し、１
フレーム毎に判定を行っていた実施の形態１とは異なる。その他の構成については実施の
形態１において説明したとおりである。説明の便宜上、上記の実施の形態１の図面に示し
た部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
【００９９】
　図６は、発光ダイオード制御回路２ａと、複数のＬＥＤをマトリクス状に配置させたＬ
ＥＤ表示部３と、を備えた表示装置１ａの概略構成を示す図である。
【０１００】
　図示されているように、発光ダイオード制御回路２ａには画像判定回路４ａと、ＬＥＤ
駆動回路７と、が備えられている。
【０１０１】
　そして、画像判定回路４ａに備えられた入力加算器５においては、外部から入力される
Ｖｓｙｎｃ（垂直同期信号）に基づいて複数フレーム（例えば、５フレーム）分の映像デ
ータ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄａｔａ）に含まれる階調値を随時加算し、この加
算値を判定回路６に送る。
【０１０２】
　そして、入力加算器５においては、５フレーム毎に加算結果をリセットし、判定回路６
では５フレーム毎に判定を繰返す。
【０１０３】
　本実施の形態のＬＥＤ表示部３には、１００×１００個のＬＥＤがマトリクス状に配置
されており、上記映像データに含まれる階調値のデータは８ビットのデータであるとする
と、５フレーム分の映像データに含まれる階調値全てを加算した加算値が最大となる桁数
は１００×１００×８ｂｉｔ×５から２４ビットとなる。
【０１０４】
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　それから、判定回路６は、５フレーム分の映像データに含まれる階調値全てを加算した
加算値が所定の閾値を越えているかを判定する。
【０１０５】
　そして、本実施の形態においては、加算値の２４ビット目をＭＳＢ（Ｍｏｓｔ　Ｓｉｇ
ｎｉｆｉｃａｎｔ　Ｂｉｔ）と設定しているため、加算値の２４ビット目がＬ（ロウ）状
態である場合には、判定回路６から判定信号として判定フラグＬが出力され、一方、加算
値の２４ビット目がＨ（ハイ）状態である場合には、判定回路６から判定信号として判定
フラグＨが出力される。
【０１０６】
　なお、図示されているように、本実施の形態のおいては、５フレーム分の映像データに
含まれる階調値全てを加算した加算値が所定の閾値を越えているかを判定しているため、
判定に所要される時間が実施の形態１の場合より長くなるため、画像判定回路４ａに、５
フレーム分の映像データに含まれる階調値を格納できるＮフレームメモリ８が備えられて
いる。
【０１０７】
　また、Ｎフレームメモリ８を設ける位置は、画像判定回路４ａに限定されることはなく
、ＬＥＤ駆動回路７など発光ダイオード制御回路２ａ内に設けることができる。
【０１０８】
　このような構成の場合、表示そのものが５フレーム分遅れが生じることとなるが、急激
な輝度変化を抑制することができる。
【０１０９】
　〔実施の形態３〕
　次に、図７に基づいて、本発明の第３の実施形態について説明する。本実施の形態にお
いては、低消費電力モードが選択された場合に階調値を変換するために用いられるルック
アップテーブルＢの代わりに係数積算器Ａを用いて、階調値の変換を行っている点におい
て、実施の形態１とは異なる。その他の構成については実施の形態１において説明したと
おりである。説明の便宜上、上記の実施の形態１の図面に示した部材と同じ機能を有する
部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
【０１１０】
　図７は、低消費電力モード用係数積算器Ａによって行われる階調値の変換を説明するた
めの図である。
【０１１１】
　低消費電力モード用係数積算器Ａにおいても、図７（ａ）の左図に図示されている従来
の方法によって設定された階調値とＬＥＤの輝度の関係を示すグラフに基づいて、階調値
の変換が行われる。
【０１１２】
　図７（ａ）の左図に示すグラフによれば、階調値２５５ではＬＥＤの輝度は１００％と
なるが、図７（ｂ）に示す低消費電力モード用係数積算器Ａによって、入力階調値２５５
（入力データＸ）は変換され、出力階調値２２９（出力データＸ´）となり、図７（ａ）
の左図に示すグラフによれば、階調値２２９ではＬＥＤの輝度は８０％となるので、全階
調値について、図７（ｂ）に示す低消費電力モード用係数積算器Ａによって、階調値の変
換を行うと、図７（ａ）の右図のようなグラフとなる。
【０１１３】
　なお、図７（ｂ）に図示されているように、低消費電力モード用係数積算器Ａによる階
調値の変換は、入力される映像信号の階調値をＸ、変換後の階調値をＸ´、入力される映
像信号の最大階調値をＡ（本実施の形態においては２５５）、上記最大階調値であるＡよ
り小さい目標階調値をＢ（本実施の形態においては２２９）とした場合、Ｘ´＝（Ｂ／Ａ
）×Ｘを満たすことによって行われる。
【０１１４】
　上記構成によれば、等比的に階調値の変換を行うことができるので、特定階調値領域に
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おいて、ダイナミックレンジが狭くなってしまうことを抑制することができる。
【０１１５】
　〔実施の形態４〕
　次に、図８から図１１に基づいて、本発明の第４の実施形態について説明する。本実施
の形態においては、低消費電力モードが複数個（２つ）備えられ、低消費電力モード用ル
ックアップテーブルも複数個（２つ）備えられている点において、実施の形態１とは異な
る。その他の構成については実施の形態１において説明したとおりである。説明の便宜上
、上記の実施の形態１の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号
を付し、その説明を省略する。
【０１１６】
　図１０は、発光ダイオード制御回路２ｂと、複数のＬＥＤをマトリクス状に配置させた
ＬＥＤ表示部３と、を備えた表示装置１ｂの概略構成を示す図である。
【０１１７】
　図示されているように、発光ダイオード制御回路２ｂには、画像判定回路４ｂとＬＥＤ
駆動回路７ａとが備えられており、画像判定回路４ｂには、入力加算器５と判定回路６ａ
とが備えられている。
【０１１８】
　そして、ＬＥＤ駆動回路７ａには、デフォルトモード用ルックアップテーブルＡと、低
消費電力モード用ルックアップテーブルとして、低消費電力モード１用ルックアップテー
ブルＢと低消費電力モード２用ルックアップテーブルＣとが備えられている。
【０１１９】
　図１１は、判定回路６ａが、１フレーム分の映像データに含まれる階調値全てを加算し
た加算値が、異なる２つの閾値（第１の閾値・第２の閾値）より大きいか小さいかをどの
ように判定するかを説明するための図である。
【０１２０】
　本実施の形態においては、図示されているように、加算値の２１ビット目がＨ（ハイ）
状態になると、上記加算値は１０４８５７６以上であり、１０４８５７６÷（１００×１
００）≒１０５から、１フレームの１画素あたりの平均階調値が１０５以上となる場合を
第１の閾値とし、加算値の２２ビット目がＨ（ハイ）状態になると、上記加算値は２０９
７１５２以上であり、２０９７１５２÷（１００×１００）≒２１０から、１フレームの
１画素あたりの平均階調値が２１０以上となる場合を第２の閾値としている。
【０１２１】
　したがって、本実施の形態においては、加算値の２１ビット目と加算値の２２ビット目
とがＭＳＢに設定されている。
【０１２２】
　図１１（ａ）に図示されているように、加算値の２１ビット目と加算値の２２ビット目
とが共にＬ（ロウ）状態である場合には、１フレームの１画素あたりの平均階調値が１０
５未満であるため、判定回路６ａからは判定信号として判定フラグＬＬが出力され、デフ
ォルトモードが選択される。
【０１２３】
　そして、図１１（ｂ）に図示されているように、加算値の２１ビット目はＨ（ハイ）状
態であり、加算値の２２ビット目はＬ（ロウ）状態である場合には、１フレームの１画素
あたりの平均階調値が１０５以上であり、第１の閾値を越えているので、判定回路６ａか
らは判定信号として判定フラグＨＬが出力され、低消費電力モード１が選択される。
【０１２４】
　それから、図１１（ｃ）および図１１（ｄ）に図示されているように、加算値の２２ビ
ット目がＨ（ハイ）状態である場合には、１フレームの１画素あたりの平均階調値が２１
０以上であり、第２の閾値を越えているので、判定回路６ａからは判定信号として判定フ
ラグＬＨまたは判定フラグＨＨが出力され、低消費電力モード１に比べ、ＬＥＤの輝度を
より低くなるように設定された低消費電力モード２が選択される。
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【０１２５】
　本実施の形態においては、判定を簡素化するために、２１ｂｉｔ目及び２２ｂｉｔ目の
みを用いて判定を行う場合を、例に挙げているが、これに限定されることはなく、これら
以外の他のｂｉｔを用いて、組み合わせパターンを変えることによって、任意の平均階調
値を閾値とした判定を行ってもよい。
【０１２６】
　図８は、ＬＥＤ駆動回路７ａで行われる階調値の変換を説明するための図である。
【０１２７】
　図８（ａ）は、実施の形態１の図１（ａ）と同じであり、実施の形態１で既に説明して
いるので、ここではその説明を省略する。
【０１２８】
　また、図８（ｂ）も、実施の形態１の図１（ｂ）と同じであり、実施の形態１で既に説
明しているので、ここではその説明を省略する。但し、実施の形態１における低消費電力
モードは、本実施の形態においては、低消費電力モード１である。
【０１２９】
　図８（ｃ）は、低消費電力モード２を説明するための図である。
【０１３０】
　低消費電力モード２における階調値の変換も、図８（ｃ）において、点線で図示されて
いる従来の方法によって設定された階調値とＬＥＤの輝度の関係を示すグラフに基づいて
、階調値の変換が行われる。
【０１３１】
　図８（ｃ）に示す点線グラフによれば、階調値２５５ではＬＥＤの輝度は１００％とな
るが、後述する低消費電力モード２用ルックアップテーブルＣによって、入力階調値２５
５（入力データＸ）は変換され、出力階調値１８７（出力データＸ´）が出力される。
【０１３２】
　そして、図８（ｃ）に示す点線グラフによれば、階調値１８７ではＬＥＤの輝度は５０
％となるので、全階調値について、後述する低消費電力モード２用ルックアップテーブル
Ｃによって、階調値の変換を行うと、図８（ｃ）の実線のようなグラフとなる。
【０１３３】
　それから、図８（ｃ）において実線で示す、低消費電力モード２用ルックアップテーブ
ルＣによって、変換された後の階調値とＬＥＤの輝度の関係を示すグラフと、図８（ｂ）
において実線で示す、低消費電力モード１用ルックアップテーブルＢによって、変換され
た後の階調値とＬＥＤの輝度の関係を示すグラフと、を比較してみると、図８（ｃ）にお
いて実線で示す、低消費電力モード２用ルックアップテーブルＣによって、変換すること
によって、より低消費電力化を実現できることがわかる。
【０１３４】
　図９は、本実施の形態において、低消費電力化を実現するために用いられている低消費
電力モード１用ルックアップテーブルＢと低消費電力モード２用ルックアップテーブルＣ
とを示す図である。
【０１３５】
　図９（ａ）は、低消費電力モード１用ルックアップテーブルＢを示しており、このルッ
クアップテーブルＢによって、例えば、入力階調値２５５（入力データＸ）は変換され、
出力階調値２２９（出力データＸ´）となって出力される。
【０１３６】
　図９（ｂ）は、低消費電力モード２用ルックアップテーブルＣを示しており、このルッ
クアップテーブルＣによって、例えば、入力階調値２５５（入力データＸ）は変換され、
出力階調値１８７（出力データＸ´）となって出力される。
【０１３７】
　上記構成によれば、入力される映像信号の明るさの程度、すなわち、算出された消費電
力の大きさに応じて、低消費電力モード１用ルックアップテーブルＢまたは、低消費電力
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モード２用ルックアップテーブルＣが選択されるようになっている。
【０１３８】
　そして、入力される映像信号の明るさの程度、すなわち、算出された消費電力の大きさ
が比較的大きい場合には、より低消費電力化を実現できる低消費電力モード２用ルックア
ップテーブルＣが選択されるようになっている。
【０１３９】
　〔実施の形態５〕
　次に、図１２および図１３に基づいて、本発明の第５の実施形態について説明する。本
実施の形態においては、低消費電力モード１または低消費電力モード２が選択された場合
に、階調値を変換するためにルックアップテーブルを用いる代わりに係数積算器Ａと係数
積算器Ｂとを用いて、階調値の変換を行っている点において、実施の形態１、２および４
とは異なり、複数の係数積算器を用いている点で実施の形態３とは異なる。その他の構成
については実施の形態３において説明したとおりである。説明の便宜上、上記の実施の形
態３の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付し、その説明
を省略する。
【０１４０】
　図１２は、低消費電力モード１用係数積算器Ａと、低消費電力モード２用係数積算器Ｂ
と、によって行われる階調値の変換を説明するための図である。
【０１４１】
　低消費電力モード１用係数積算器Ａおよび低消費電力モード２用係数積算器Ｂの何れに
おいても、図１２の左図に図示されている従来の方法によって設定された階調値とＬＥＤ
の輝度の関係を示すグラフに基づいて、階調値の変換が行われる。
【０１４２】
　なお、本実施の形態においては、実施の形態３の図７で既に説明した低消費電力モード
用係数積算器Ａをそのまま、低消費電力モード１用係数積算器Ａとして用いている。
【０１４３】
　図１２の左図に示すグラフによれば、階調値２５５ではＬＥＤの輝度は１００％となる
が、後述する低消費電力モード１用係数積算器Ａによって、入力階調値２５５（入力デー
タＸ）は変換され、出力階調値２２９（出力データＸ´）となり、図１２の左図に示すグ
ラフによれば、階調値２２９ではＬＥＤの輝度は８０％となるので、全階調値について、
低消費電力モード１用係数積算器Ａによって、階調値の変換を行うと、図１２の右上図の
ようなグラフとなる。
【０１４４】
　一方、後述する低消費電力モード２用係数積算器Ｂによって、入力階調値２５５（入力
データＸ）は変換され、出力階調値２１７（出力データＸ´）となり、図１２の左図に示
すグラフによれば、階調値２１７ではＬＥＤの輝度は７０％となるので、全階調値につい
て、低消費電力モード２用係数積算器Ｂによって、階調値の変換を行うと、図１２の右下
図のようなグラフとなる。
【０１４５】
　図１３は、低消費電力モード１用係数積算器Ａと低消費電力モード２用係数積算器Ｂと
を説明するための図である。
【０１４６】
　本実施の形態においては、上述した実施の形態４の場合と同様に、判定回路６ａが、１
フレーム分の映像データに含まれる階調値全てを加算した加算値が、異なる２つの閾値（
第１の閾値・第２の閾値）より大きいか小さいかを判定し、上記加算値が第１の閾値未満
であれば、デフォルトモードが選択され、デフォルトモード用ルックアップテーブルＡに
よって、階調値の変換が行われる。
【０１４７】
　そして、上記加算値が第１の閾値以上、第２の閾値未満であれば、低消費電力モード１
が選択され、低消費電力モード１用係数積算器Ａによって、階調値の変換が行われ、上記
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加算値が第２の閾値以上であれば、低消費電力モード２が選択され、低消費電力モード２
用係数積算器Ｂによって、階調値の変換が行われるようになっている。
【０１４８】
　図１３は、上記加算値が第２の閾値以上であり、低消費電力モード２が選択され、低消
費電力モード２用係数積算器Ｂによって、階調値の変換が行われる場合を示している。
【０１４９】
　図示されているように、低消費電力モード２用係数積算器Ｂによる階調値の変換は、入
力される映像信号の階調値（入力データ）をＸ、変換後の階調値（出力データ）をＸ´、
入力される映像信号の最大階調値をＡ（本実施の形態においては２５５）、上記最大階調
値であるＡより小さい目標階調値をＢ（本実施の形態においては２１７）とした場合、Ｘ
´＝（Ｂ／Ａ）×Ｘを満たすことによって行われる。
【０１５０】
　上記構成によれば、等比的に階調値の変換を行うことができるので、特定階調値領域に
おいて、ダイナミックレンジが狭くなってしまうことを抑制することができる。
【０１５１】
　本発明は上記した各実施の形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々
の変更が可能であり、異なる実施の形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わ
せて得られる実施の形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１５２】
　本発明は、発光ダイオード制御回路や複数の発光ダイオードを備えた表示装置に好適に
用いることができる。
【符号の説明】
【０１５３】
　１、１ａ、１ｂ　　表示装置
　２、２ａ、２ｂ　　発光ダイオード制御回路
　３　　　　　　　　ＬＥＤ表示部（表示部）
　４、４ａ、４ｂ　　画像判定回路
　５　　　　　　　　入力加算器
　６、６ａ　　　　　判定回路
　７、７ａ　　　　　ＬＥＤ駆動回路（発光ダイオード駆動回路）
　８　　　　　　　　Ｎフレームメモリ
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【図１５】 【図１６】
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