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(57)【要約】
【課題】ＲＧＢＹやＲＧＢＷなどの多原色表示に対応し
た表示装置において、Ｒ，Ｇ，Ｂなどの高彩度の原色が
含まれる映像の輝度を確保し表示品位を向上させる。
【解決手段】表示装置は、４色以上の原色で構成される
サブピクセルを含む画素により映像を表示する表示パネ
ル（カラーフィルタ７及び液晶パネル本体８）と、表示
パネルの背面から光を照射するバックライト光源９と、
入力映像信号のフレーム毎又は入力映像信号を分割した
ブロック毎に所定の原色（Ｒ，Ｇ，Ｂなど）を持つ原色
画素を検出する映像処理回路３と、映像処理回路３によ
り原色画素を検出したフレーム又はブロックの中に、一
定以上の彩度を持つ原色画素が含まれる場合に、フレー
ム又はブロックに対して、バックライト光源９の輝度を
高く制御する光源制御回路５とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４色以上の原色で構成されるサブピクセルを含む画素により映像を表示する表示パネル
と、該表示パネルの背面から光を照射するバックライト光源とを備えた表示装置であって
、
　入力映像信号のフレーム毎又は入力映像信号を分割したブロック毎に所定の原色を持つ
原色画素を検出する原色画素検出手段と、該原色画素検出手段により原色画素を検出した
フレーム又はブロックの中に、一定以上の彩度を持つ原色画素が含まれる場合に、該フレ
ーム又はブロックに対して、前記バックライト光源の輝度を高く制御する光源輝度制御手
段とを備えたことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置において、前記光源輝度制御手段は、前記原色画素検出手段
により原色画素を検出したフレーム又はブロックの中に、一定以上の彩度を持つ原色画素
が一定数以上含まれる場合に、該フレーム又はブロックに対して、前記バックライト光源
の輝度を高く制御することを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の表示装置において、前記光源輝度制御手段は、前記原色画素検出手段
により原色画素を検出したフレーム又はブロックの中に、一定以上の彩度及び輝度を持つ
原色画素が含まれる場合に、該フレーム又はブロックに対して、前記バックライト光源の
輝度を高く制御することを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の表示装置において、前記光源輝度制御手段は、前記原色画素検出手段
により原色画素を検出したフレーム又はブロックの中に、一定以上の彩度及び輝度を持つ
原色画素が一定数以上含まれる場合に、該フレーム又はブロックに対して、前記バックラ
イト光源の輝度を高く制御することを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の表示装置において、前記原色画素検出手段は、前
記入力映像信号のフレーム又はブロックに対して、前記所定の原色の色相について一定以
上の彩度を指定し、該指定した色相、彩度に応じた範囲の輝度ヒストグラムを算出し、該
算出結果に基づいて、前記一定以上の彩度を持つ原色画素を検出することを特徴とする表
示装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の表示装置において、前記バックライト光源の輝度
が高く制御されたフレーム又はブロックの低彩度部分の画素の輝度を、該フレーム又はブ
ロックの低彩度部分の輝度ゲインを下げることで低下させるゲイン制御手段を備えたこと
を特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の表示装置において、前記バックライト光源は、Ｌ
ＥＤであることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の表示装置において、前記所定の原色は、赤，緑，
青のいずれか１以上である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、表示装置に関し、より詳細には、ＲＧＢＹやＲＧＢＷなどの多原色表示に対
応した表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、情報や映像を表示する表示手段として、画素（ピクセル）により画像を形成する



(3) JP 2011-164464 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

各種のディスプレイが製品化されている。例えば、１つの画素が赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及
び青（Ｂ）からなる３原色のサブピクセル（副画素）によって構成され、これによりカラ
ー表示するものが一般的である。これらサブピクセルの実現には通常カラーフィルタが用
いられる。このようなカラー表示の技術において、近年では表示品位を向上するために色
再現範囲を拡大することが検討されている。
【０００３】
　これに対して、３原色以外の新たな色を用いて原色数を４原色以上に増加させることに
より、色度図上の領域を拡大したり（有彩色の場合）、輝度効率を向上させる（白の場合
）ことができる所謂多原色ディスプレイが開発されている。例えば、特許文献１には、適
正な輝度の画像を表示できるＲＧＢＷ型液晶表示装置が記載されている。これによれば、
液晶パネルの輝度を定めるに際し、所定の演算の下、白（Ｗ）に対応する透明フィルタ部
の画素の輝度を独立して適正に制御することにより、液晶パネルから出力される画像の輝
度を向上させるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１５４６３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載のＲＧＢＷ型液晶表示装置によれば、ＲＧＢの３
原色にＷを追加することで、白輝度を上げることはできるが、ＲＧＢ型液晶表示装置と比
較すると、サブピクセル当りの輝度が減少するため、ＲＧＢ３原色の輝度が低下してしま
う。この多原色ディスプレイの輝度低下の問題について以下に説明する。
【０００６】
　多原色ディスプレイにおける輝度低下の原因は、大きく２種類あり、第１に、開口率の
低下、すなわち、原色数が増えると、１サブピクセル当たりの面積が小さくなるため、そ
の分サブピクセル当りの輝度が低下する。この場合、各原色のサブピクセルに対して電流
を多く流せば、輝度を向上させることができる。また、第２に、ホワイトバランスの変化
、すなわち、原色数が増えると、１原色当りの白に対する寄与率が小さくなるため、その
分サブピクセル当りの輝度が低下する。
【０００７】
　例えば、ＲＧＢ３色系の場合、最大白輝度を１００とすると、各原色の輝度は、例えば
、Ｒ：２０、Ｇ：７０、Ｂ：１０（Ｒ＋Ｇ＋Ｂ＝１００）となる。一方、ＲＧＢＷ４色系
の場合、最大白輝度を１００とすると、例えば、Ｒ：１０、Ｇ：３５、Ｂ：５、Ｗ：５０
（Ｒ＋Ｇ＋Ｂ＋Ｗ＝１００）となり、各原色の白に対する比率が下がるため、原色が暗く
なる。また、混合色の色も映像信号で意図している色と異なることになる。つまり、白と
原色のバランスが変化し、サブピクセル当りの輝度が低下する。
【０００８】
　図７は、ＲＧＢ型液晶表示装置とＲＧＢＹ型液晶表示装置における原色輝度の違いを説
明するための図である。本例は、説明の便宜上、ＣＩＥ（国際照明委員会）で規定されて
いるｕ′ｖ′の色度座標に、Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間を合わせたもので、縦軸にＬ＊（輝度）
、横軸にｕ′（色度座標）として示したものである。なお、横軸のｕ′は、ｕ′ｖ′平面
のうち、ディスプレイ色域のＲＧを左右に取ったもので、説明の便宜上、ｕ′としている
。図７（Ａ）はＲＧＢ型液晶表示装置のＬ＊-ｕ′ｖ′の関係を示し、図７（Ｂ）はＲＧ
ＢＹ型液晶表示装置のＬ＊-ｕ′ｖ′の関係を示す。図７（Ａ），（Ｂ）に示す色空間の
両端はＲとＧであり、このＲとＧの輝度を比較すると、ＲＧＢ型液晶表示装置と比べてＲ
ＧＢＹ型液晶表示装置のほうが低いことがわかる。
【０００９】
　また、図８は、ＲＧＢ型液晶表示装置とＲＧＢＷ型液晶表示装置における原色輝度の違
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いを説明するための図である。図８（Ａ）はＲＧＢ型液晶表示装置のＬ＊-ｕ′ｖ′の関
係を示し、図８（Ｂ）はＲＧＢＷ型液晶表示装置のＬ＊-ｕ′ｖ′の関係を示す。上記の
図７の例と同様であるが、図８（Ａ），（Ｂ）に示す色空間の両端はＲとＧであり、この
ＲとＧの輝度を比較すると、ＲＧＢ型液晶表示装置と比べてＲＧＢＷ型液晶表示装置のほ
うが低いことがわかる。
【００１０】
　このように、多原色ディスプレイにおいては、前述の第２の原因により、Ｒ，Ｇ，Ｂな
どの高彩度の原色（特にＲ，Ｇ）で十分な輝度が得られないため、これら高彩度の原色が
含まれる映像の表示品位を劣化させてしまうという問題があった。
【００１１】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたもので、ＲＧＢＹやＲＧＢＷなどの多原
色表示に対応した表示装置において、Ｒ，Ｇ，Ｂなどの高彩度の原色が含まれる映像の輝
度を確保し表示品位を向上させること、を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、４色以上の原色で構成される
サブピクセルを含む画素により映像を表示する表示パネルと、該表示パネルの背面から光
を照射するバックライト光源とを備えた表示装置であって、入力映像信号のフレーム毎又
は入力映像信号を分割したブロック毎に所定の原色を持つ原色画素を検出する原色画素検
出手段と、該原色画素検出手段により原色画素を検出したフレーム又はブロックの中に、
一定以上の彩度を持つ原色画素が含まれる場合に、該フレーム又はブロックに対して、前
記バックライト光源の輝度を高く制御する光源輝度制御手段とを備えたことを特徴とした
ものである。
【００１３】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記光源輝度制御手段は、前記原色画素
検出手段により原色画素を検出したフレーム又はブロックの中に、一定以上の彩度を持つ
原色画素が一定数以上含まれる場合に、該フレーム又はブロックに対して、前記バックラ
イト光源の輝度を高く制御することを特徴としたものである。
【００１４】
　第３の技術手段は、第１の技術手段において、前記光源輝度制御手段は、前記原色画素
検出手段により原色画素を検出したフレーム又はブロックの中に、一定以上の彩度及び輝
度を持つ原色画素が含まれる場合に、該フレーム又はブロックに対して、前記バックライ
ト光源の輝度を高く制御することを特徴としたものである。
【００１５】
　第４の技術手段は、第１の技術手段において、前記光源輝度制御手段は、前記原色画素
検出手段により原色画素を検出したフレーム又はブロックの中に、一定以上の彩度及び輝
度を持つ原色画素が一定数以上含まれる場合に、該フレーム又はブロックに対して、前記
バックライト光源の輝度を高く制御することを特徴としたものである。
【００１６】
　第５の技術手段は、第１～第４のいずれか１の技術手段において、前記原色画素検出手
段は、前記入力映像信号のフレーム又はブロックに対して、前記所定の原色の色相につい
て一定以上の彩度を指定し、該指定した色相、彩度に応じた範囲の輝度ヒストグラムを算
出し、該算出結果に基づいて、前記一定以上の彩度を持つ原色画素を検出することを特徴
としたものである。
【００１７】
　第６の技術手段は、第１～第５のいずれか１の技術手段において、前記バックライト光
源の輝度が高く制御されたフレーム又はブロックの低彩度部分の画素の輝度を、該フレー
ム又はブロックの低彩度部分の輝度ゲインを下げることで低下させるゲイン制御手段を備
えたことを特徴としたものである。
【００１８】
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　第７の技術手段は、第１～第６のいずれか１の技術手段において、前記バックライト光
源は、ＬＥＤであることを特徴としたものである。
【００１９】
　第８の技術手段は、第１～第７のいずれか１の技術手段において、前記所定の原色は、
赤，緑，青のいずれか１以上であることを特徴としたものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、多原色表示に対応した表示装置において、入力映像信号からＲ，Ｇ，
Ｂなどの高彩度の原色を検出し、これら高彩度の原色が含まれる映像の場合のみ、バック
ライト輝度を上げることにより、映像の輝度を確保し表示品位を向上させることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】表示部の構成例を模式的に示した図である。
【図３】図２に示した各副画素形成部の構成例を示す図である。
【図４】複数のブロックに分割した入力映像信号の一例を示す図である。
【図５】映像処理回路による原色画素の検出処理の一例を説明するための図である。
【図６】本発明の液晶表示装置による低彩度部分の輝度ゲインを下げる方法の一例を説明
するための図である。
【図７】ＲＧＢ型液晶表示装置とＲＧＢＹ型液晶表示装置における原色輝度の違いを説明
するための図である。
【図８】ＲＧＢ型液晶表示装置とＲＧＢＷ型液晶表示装置における原色輝度の違いを説明
するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の表示装置に係る好適な実施の形態について説
明する。
【００２３】
　図１は、本発明の一実施形態に係る表示装置の構成例を示すブロック図である。本例で
は表示装置としてＲＧＢＷ型液晶表示装置を代表例として説明するが、ＲＧＢＹ型などの
他の多原色対応のディスプレイであっても基本的な構成は同様である。この液晶表示装置
は、大きく分けて、駆動制御回路１、入力部２、映像処理回路３、制御部４、光源制御回
路５、及び表示部６で構成される。表示部６はアクティブマトリクス型のカラー表示パネ
ルを備え、駆動制御回路１は表示部６を駆動するための駆動信号を生成する。
【００２４】
　入力部２は、デジタル放送信号などの映像信号を入力するためのインターフェイスであ
る。以下ではこの入力部２から入力される映像信号を入力映像信号という。映像処理回路
３は、入力部２からの入力映像信号に対して各種の信号処理を実行する回路である。制御
部４は、液晶表示装置の動作を制御するＣＰＵやメモリなどで構成される。光源制御回路
５は、制御部４からの制御指令に従って、表示部６を構成するバックライト光源に供給す
る電力を制御してバックライト光源の輝度を調整する。
【００２５】
　表示部６は、カラーフィルタ７と、液晶パネル本体８と、バックライト光源９とで構成
される。液晶パネル本体８は、後述の図３に示すように、複数のデータ信号線Ｌｓと複数
のデータ信号線Ｌｓに交差する複数の走査信号線Ｌｇとが形成されている。この液晶パネ
ル本体８とカラーフィルタ７とにより、マトリクス状に配置された複数の画素形成部を含
むカラー液晶パネルが構成される。バックライト光源９は、例えば、ＬＥＤ（Light Emit
ting Diode）や冷陰極線管（ＣＣＦＬ:Cold Cathode Fluorescent Lamp）などが考えられ
るが、後述するブロック単位での制御ではＬＥＤを用いることが望ましい。



(6) JP 2011-164464 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

【００２６】
　図２は、表示部６の構成例を模式的に示した図である。表示部６における各画素形成部
６２は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、白（Ｗ）にそれぞれ対応するＲ副画素形成部６
１、Ｇ副画素形成部６１、Ｂ副画素形成部６１、及びＷ副画素形成部６１からなり、この
表示部６によって表示されるカラー画像の各画素は、赤、緑、青、白にそれぞれ対応する
Ｒ副画素、Ｇ副画素、Ｂ副画素、Ｗ副画素からなる。なお、この副画素とサブピクセルと
は同義であるものとする。
【００２７】
　図３は、図２に示した各副画素形成部の構成例を示す図である。図３（Ａ）は表示部６
における１つの副画素形成部６１の電気的構成を示す図で、図３（Ｂ）は副画素形成部６
１の電気的構成を示す等価回路図である。図２,図３に示すように、各画素形成部６２は
、カラー画像の表示のための原色数に等しい個数の副画素形成部６１から構成されており
、各副画素形成部６１は、複数のデータ信号線Ｌｓと複数の走査信号線Ｌｇとの交差点に
対応して設けられている。また、各走査信号線Ｌｇに平行に配置された補助容量線Ｌｃｓ
が設けられると共に、全ての副画素形成部６１に共通する共通電極Ｅｃｏｍが設けられて
いる。
【００２８】
　図３において、各副画素形成部６１は、それに対応する交差点を通過する走査信号線Ｌ
ｇにゲート端子が接続されると共に、この交差点を通過するデータ信号線Ｌｓにソース端
子が接続されたスイッチング素子としての薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：Ｔ
ＦＴ）６１ａと、このＴＦＴ６１ａのドレイン端子に接続された画素電極６１ｂと、この
画素電極６１ｂとの間に補助容量Ｃｃｓが形成されるように配置された補助電極６１ｃと
を含む。また、各副画素形成部６１は、全ての副画素形成部６１に共通に設けられた共通
電極Ｅｃｏｍと、全ての副画素形成部６１に共通に設けられた画素電極６１ｂと共通電極
Ｅｃｏｍとの間に挟持された電気光学素子としての液晶層とを含み、画素電極６１ｂと共
通電極Ｅｃｏｍとそれらにより挟持された液晶層とによって液晶容量Ｃｌｃが形成されて
いる。
【００２９】
　駆動制御回路１は、表示制御回路１１と、データ信号線駆動回路１３と、走査信号線駆
動回路１４とを備えている。表示制御回路１１は、映像処理回路３からデータ信号ＤＡＴ
（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂｉ）と、図示しないタイミングコントローラからタイミング制御信号Ｔ
Ｓを受け取り、デジタル映像信号ＤＶ（Ｒｏ，Ｇｏ，Ｂｏ，Ｗｏ）、データスタートパル
ス信号ＳＳＰ、データクロック信号ＳＣＫ，ラッチストロープ信号ＬＳ、ゲートスタート
パルス信号ＧＳＰ、及びゲートクロック信号ＧＣＫ等を出力する。
【００３０】
　図２に示すように、表示部６の各画素形成部６１が、赤、緑、青、白にそれぞれ対応す
るＲ副画素形成部、Ｇ副画素形成部、Ｂ副画素形成部、Ｗ副画素形成部からなり、データ
信号ＤＡＴは、赤、緑、青の３原色にそれぞれ対応する３つの原色信号（Ｒｉ，Ｇｉ，Ｂ
ｉ）からなる。表示制御回路１１は、ＲＧＢの３原色に対応した入力原色信号（Ｒｉ，Ｇ
ｉ，Ｂｉ）を、ＲＧＢＷの４原色に対応した出力原色信号（Ｒｏ，Ｇｏ，Ｂｏ，Ｗｏ）に
変換する変換回路１２を備える。デジタル映像信号ＤＶは、変換回路１２から出力される
出力原色信号（Ｒｏ，Ｇｏ，Ｂｏ，Ｗｏ）であり、これにより表示部６に表示すべきカラ
ー画像を表示する。
【００３１】
　また、上記のデータスタートパルス信号ＳＳＰ、データクロック信号ＳＣＫ、ラッチス
トローブ信号ＬＳ、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰ、およびゲートクロック信号ＧＣＫ
等は、表示部６に画像を表示するタイミングを制御するためのタイミング信号である。
【００３２】
　データ信号線駆動回路１３は、表示制御回路１１から出力されたデジタル画像信号ＤＶ
（Ｒｏ，Ｇｏ，Ｂｏ，Ｗｏ）、データスタートパルス信号ＳＳＰ、データクロック信号Ｓ
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ＣＫ、およびラッチストローブ信号ＬＳを受け取り、表示部６内の各副画素形成部６１に
おける画素容量（Ｃｌｃ＋Ｃｃｓ）を充電するためにデータ信号電圧Ｖｓを駆動信号とし
て各データ信号線Ｌｓに印加する。このとき、データ信号線駆動回路１３では、データク
ロック信号ＳＣＫのパルスが発生するタイミングで、各データ信号線Ｌｓに印加すべき電
圧を示すデジタル映像信号ＤＶが順次に保持される。そして、ラッチストローブ信号ＬＳ
のパルスが発生するタイミングで、上記保持されたデジタル映像信号ＤＶがアナログ電圧
に変換され、データ信号電圧Ｖｓとして表示部６における全てのデータ信号線Ｌｓに一斉
に印加される。
【００３３】
　ここで、データ信号線駆動回路１３は、デジタル映像信号ＤＶを構成する原色信号Ｒｏ
，Ｇｏ，Ｂｏ，Ｗｏに応じたアナログ電圧をデータ信号電圧Ｖｓとして生成し、Ｒ副画素
形成部６１に接続されるデータ信号線Ｌｓには赤の原色信号Ｒｏに応じたデータ信号電圧
Ｖｓを印加し、Ｇ副画素形成部６１に接続されるデータ信号線Ｌｓには緑の原色信号Ｇｏ
に応じたデータ信号電圧Ｖｓを印加し、Ｂ副画素形成部６１に接続されるデータ信号線Ｌ
ｓには青の原色信号Ｂｏに応じたデータ信号電圧Ｖｓを印加し、Ｗ副画素形成部６１に接
続されるデータ信号線Ｌｓには白の原色信号Ｗｏに応じたデータ信号電圧Ｖｓを印加する
。
【００３４】
　走査信号線駆動回路１４は、表示制御回路１１から出力されたゲートスタートパルス信
号ＧＳＰとゲートクロック信号ＧＣＫとに基づいて、表示部６における走査信号線Ｌｇに
アクティブな走査信号（ＴＦＴ６１ａをオンさせる走査信号電圧Ｖｇ）を順次印加する。
【００３５】
　駆動制御回路１は、図示しない補助電極駆動回路および共通電極駆動回路をも含んでい
る。補助電極駆動回路から各補助容量線Ｌｃｓに所定の補助電極電圧Ｖｃｓが印加され、
共通電極駆動回路から共通電極Ｅｃｏｍに所定の共通電圧Ｖｃｏｍが印加される。なお、
補助電極電圧Ｖｃｓと共通電圧Ｖｃｏｍとを同一の電圧とし、補助電極駆動回路と共通電
極駆動回路を共通化してもよい。
【００３６】
　以上のようにして表示部６において、データ信号線Ｌｓにはデータ信号電圧Ｖｓが、走
査信号線Ｌｇには走査信号電圧Ｖｇが、共通電極Ｅｃｏｍには共通電圧Ｖｃｏｍが、補助
容量線Ｌｃｓには補助電極電圧Ｖｃｓがそれぞれ印加される。これにより、各副画素形成
部６１の画素容量には、デジタル映像信号ＤＶに応じた電圧が保持されて液晶層に印加さ
れ、その結果、デジタル映像信号ＤＶの表すカラー画像が表示部６に表示される。
【００３７】
　なお、このとき、各Ｒ副画素形成部６１は、その内部の画素容量に保持される電圧に応
じて赤色光の透過量を制御し、各Ｇ副画素形成部６１は、その内部の画素容量に保持され
る電圧に応じて緑色光の透過量を制御し、各Ｂ副画素形成部６１は、その内部の画素容量
に保持される電圧に応じて青色光の透過量を制御し、各Ｗ副画素形成部６１は、その内部
の画素容量に保持される電圧に応じて白色光の透過量を制御する。
【００３８】
　本発明の主たる特徴部分は、ＲＧＢＹやＲＧＢＷなどの多原色表示に対応した液晶表示
装置において、Ｒ，Ｇ，Ｂなどの高彩度の原色が含まれる映像の輝度を確保し表示品位を
向上させることにある。このための構成として、液晶表示装置は、４色以上の原色で構成
されるサブピクセル（副画素）を含む画素により映像を表示する表示パネルと、表示パネ
ルの背面から光を照射するバックライト光源９とを備える。この表示パネルは、カラーフ
ィルタ７及び液晶パネル本体８からなるカラー液晶パネルに相当する。
【００３９】
　また、液晶表示装置は、入力映像信号のフレーム毎又は入力映像信号を分割したブロッ
ク毎に所定の原色を持つ原色画素を検出する原色画素検出手段に相当する映像処理回路３
と、映像処理回路３で原色画素を検出したフレーム又はブロックの中に、一定以上の彩度
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を持つ原色画素が含まれる場合に、そのフレーム又はブロックに対して、バックライト光
源９の輝度を高く制御する光源輝度制御手段とを備える。この光源輝度制御手段は、制御
部４及び光源制御回路５により構成される。
【００４０】
　以下の説明では、入力映像信号のフレーム単位でバックライト光源９の輝度を制御する
場合を例示して説明するが、ブロック単位であっても同様のバックライト光源９の輝度制
御が可能である。なお、ブロック単位でバックライト光源９の輝度を制御する場合には光
源としてＬＥＤを用いることが望ましい。
【００４１】
　映像処理回路３は、入力映像信号のフレームから、所定の原色として、例えば、赤，緑
，青のいずれか１以上の原色を持つ原色画素を検出し、この検出結果を制御部４に出力す
る。そして制御部４は、映像処理回路３で原色画素を検出したフレームの中に、一定以上
の彩度を持つ原色画素（すなわち、高彩度の原色画素）が含まれるか否かを判定する。入
力映像信号の各画素の色相、彩度、及び輝度は、例えば、入力映像信号のＹＣｂＣｒ信号
のままで求めてもよいし、あるいは、入力映像信号のＹＣｂＣｒ信号が持つ値（０～２５
５）をＲＧＢ信号に変換し、さらに、変換後のＲＧＢ信号を周知の変換式を用いてｕ′ｖ
′色度座標に変換することで求めることもできる。また、一定以上の彩度の判定に使用す
る基準値は予め設定しておき、制御部４のメモリに格納しておけばよい。
【００４２】
　そして制御部４は、上記の判定の結果、フレームの中に高彩度の原色画素が含まれると
判定した場合、光源制御回路５に制御指令を出力し、バックライト光源９の輝度が高くな
るように制御する。一方、フレームの中に高彩度の原色画素が含まれないと判定した場合
、バックライト光源９の輝度は現在輝度のまま維持される。ここで、バックライト光源９
の輝度をどの程度高く調整するかは特に限定するものではないが、例えば、ユーザによる
設定により、現在のバックライト輝度より所定割合上げるなど、予め輝度調整量を設定し
ておくことが考えられる。この所定割合は、例えば、放送信号の意図するＲ原色輝度を実
現するためには、ＲＧＢＹで６０％アップ程度、ＲＧＢＷで２倍程度となる。また、ＲＧ
ＢＹの主観評価結果から、それなりの見た目を実現するためには、彩度の比較的低い画像
なら５％アップ程度、高彩度の部分を含む画像なら３０％アップ程度で、画像品位を高め
ることができる。
【００４３】
　そして光源制御回路５は、制御部４からの制御指令に基づいて、バックライト光源９の
輝度を決定し、決定した輝度に応じてバックライト光源９に供給する電力の制御値（例え
ば、ＰＷＭ制御におけるデュティ比）を決定する。そして、光源制御回路５は、決定した
制御値に応じた電力をバックライト光源９に供給し、バックライト光源９の輝度が高くな
るように制御する。このようにしてバックライト光源９の輝度を制御することで、ＲＧＢ
Ｗ型液晶表示装置における原色輝度の低下を補償し、映像の輝度を確保し表示品位を向上
させることができる。
【００４４】
　ここで、上記の方法によれば、入力映像信号のフレームから、例えば、高彩度のＲ，Ｇ
を持つ原色画素が検出された場合には常にバックライト光源９の輝度が高く制御されるが
、通常の放送信号では無彩色付近が多く、高彩色が比較的少ないため、このような制御で
もバックライト光源９による消費電力が極端に増大することはないと考えられる。しかし
ながら、液晶表示装置における消費電力を低減することを目的として、映像処理回路３で
原色画素を検出したフレームの中に、一定以上の彩度を持つ原色画素が一定数以上含まれ
る場合、または、一定以上の彩度及び輝度を持つ原色画素が含まれる場合、または、一定
以上の彩度及び輝度を持つ原色画素が一定数以上含まれる場合に、バックライト光源９の
輝度を高く制御するようにしてもよい。
【００４５】
　すなわち、高彩度の原色画素であっても数が少ない場合、または、高彩度の原色画素で
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あっても輝度が低い（暗い）原色画素の場合、または、高彩度且つ高輝度の原色画素であ
っても数が少ない場合には、バックライト光源９の輝度を高くする制御は行わない。この
ようにバックライト光源９の輝度を制御することにより液晶表示装置における消費電力を
低減することができるため、表示品位を向上させつつ省エネを図ることが可能となる。
【００４６】
　なお、上記例の映像処理回路３は、入力映像信号のフレーム毎に原色画素を検出してい
たが、図４に示すように入力映像信号を複数のブロックに分割し、ブロック毎に原色画素
を検出してもよい。この場合、制御部４は、映像処理回路３により原色画素を検出したブ
ロックの中に、一定以上の彩度を持つ高彩度の原色画素が含まれる場合に、そのブロック
に対して、バックライト光源９の輝度を高く制御することができる。図４において、Ｂ１
は高彩度の原色画素が含まれるブロックを示すが、このブロックＢ１に対してバックライ
ト光源９の輝度が高く制御される。なお、前述したように、バックライト光源９をＬＥＤ
にすることによりブロック単位での光源輝度制御を容易に行うことができる。
【００４７】
　図５は、映像処理回路３による原色画素の検出処理の一例を説明するための図である。
図５に示す色相環を使用した公知の方法により、高彩度の原色画素を検出することができ
る。図中、縦軸が色差Ｃｒ、横軸が色差Ｃｂを示し、色相環の点Ｐから外周に向けて彩度
が設定され、外周に向かうほど高彩度となる。また、色相環の円周方向に沿って色相が設
定され、Ｒ，Ｇ，Ｂは原色，Ｃ，Ｍ，Ｙは中間色を示す。映像処理回路３は、入力映像信
号のフレーム又はブロックに対して、所定の原色の色相について一定以上の彩度を指定し
、指定した色相、彩度に応じた範囲の輝度ヒストグラムを算出する。そして、この輝度ヒ
ストグラムの算出結果に基づいて、一定以上の彩度を持つ原色画素を検出する。
【００４８】
　具体的には、所定の原色の色相として、例えば、赤（Ｒ），緑（Ｇ）の色相について一
定以上の彩度（例えば、８０％以上）を指定する。すなわち、図５に示す色相環のＲ，Ｇ
を含む色相について一定以上の彩度（８０％以上）となる範囲１５を指定し、指定した範
囲１５の輝度ヒストグラムを求める。そして、高彩度（８０％以上）のＲ，Ｇの輝度ヒス
トグラムが算出された場合には、入力映像信号のフレーム又はブロックの中に、高彩度の
Ｒ，Ｇが含まれると判定され、フレーム単位又はブロック単位でバックライト光源９の輝
度を高く制御する。
【００４９】
　図５の方法によれば、ユーザによる操作に従って、色相環上で色相及び彩度の範囲を指
定し、指定した範囲の輝度ヒストグラムを算出することができるため、高彩度の原色画素
だけではなく、高彩度且つ高輝度の原色画素を検出することが可能となる。
【００５０】
　ここで、バックライト光源９の輝度を高く制御することで原色画素以外の他の色の画素
の輝度も同時に上がってしまう。特に低彩度の白画素の輝度が上がってしまうと、必要以
上に明るくなり、視聴者に違和感を与えることが考えられる。そこで、バックライト光源
９の輝度が高く制御されたフレーム又はブロックの低彩度部分の画素の輝度を、フレーム
又はブロックの低彩度部分の輝度ゲインを下げることで低下させるようにしてもよい。具
体的には、下記の図６で説明する方法により特定の色相の輝度ゲインを低下させることが
できる。
【００５１】
　図６は、本発明の液晶表示装置による低彩度部分の輝度ゲインを下げる方法の一例を説
明するための図である。図６（Ａ）は光源輝度を制御する前後での入力映像信号の輝度特
性を示し、Ｙｌは光源輝度を高く制御する前の入力映像信号の輝度特性、Ｙｈは光源輝度
を高く制御した後の入力映像信号の輝度特性、ΔＹは輝度ゲイン調整量を示し、縦軸が輝
度（Ｙ）、横軸が彩度（Ｓ：Saturation）である。図６（Ｂ）は図６（Ａ）に示す輝度特
性に対応した色相環を示す。図６（Ｂ）の色相環におけるＳ（彩度）＝０は白（Ｗ）を示
し、Ｓ（彩度）＝１はＲ，Ｇ，Ｂなどの原色（Ｃ１，Ｃ２）の最大彩度を示し、図６（Ａ
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【００５２】
　本例における液晶表示装置は、バックライト光源９の輝度が高く制御されたフレーム又
はブロックの低彩度部分の画素の輝度を、フレーム又はブロックの低彩度部分のゲイン（
輝度ゲイン）を下げることで低下させるゲイン制御手段を備える。このゲイン制御手段は
、映像処理回路３及び制御部４により構成される。すなわち、高彩度の原色画素を含むフ
レーム又はブロックに対して、光源制御回路５は、制御部４からの制御指令に従って、バ
ックライト光源９の輝度を高く制御し、映像処理回路３は、制御部４からの制御指令に従
って、低彩度部分の輝度ゲインを下げる制御を行う。
【００５３】
　具体的には、下記の式（１）を用いて、入力映像信号に対する映像処理により低彩度部
分の輝度ゲインを下げる。
　　ΔＹ＝（Ｙｈ－Ｙｌ）×（１－Ｓａｔｕｒａｔｉｏｎ）　…式（１）
但し、Ｙｌは光源輝度を高く制御する前の入力映像信号の輝度特性、Ｙｈは光源輝度を高
く制御した後の入力映像信号の輝度特性、ΔＹは輝度ゲイン調整量、Saturationは入力映
像信号の任意の彩度を示す。
【００５４】
　図６（Ａ）において、輝度特性Ｙｌを持つ入力映像信号に対して、バックライト光源９
の輝度を高く制御することにより、各色の輝度が持ち上げられるため、この輝度特性Ｙｌ
が輝度特性Ｙｈに変化する。そして、持ち上げられた輝度特性Ｙｈに対して、上記式（１
）を用いて白を含む低彩度部分の輝度ゲインを下げる。具体的には、式（１）の「Satura
tion」に、白（Ｗ）に対応するＳ＝０を代入すると、ΔＹ＝Ｙｈ－Ｙｌとなり、光源輝度
を高く制御する前の輝度特性Ｙｌにおける白（Ｗ′）の輝度に調整される。また、Ｓ＝０
からＳ＝１に向けて彩度が高くなり、Ｓ＝１はそれぞれ原色Ｃ１，Ｃ２の最大彩度となる
が、式（１）の「Saturation」に、原色（Ｃ１，Ｃ２）に対応するＳ＝１を代入すると、
ΔＹ＝０となり、光源輝度を高く制御した後の輝度特性Ｙｈのまま輝度が維持される。
【００５５】
　すなわち、式（１）によれば、Ｓ＝０（白）からＳ＝１（高彩度の原色）に向けて彩度
が高くなるに従って、白色を含む低彩度部分では輝度ゲイン調整量ΔＹが連続的に減少し
、最大彩度の原色では輝度ゲイン調整量ΔＹが０となり輝度がそのまま維持されることに
なる。このようにして低彩度部分のゲインを調整した後の入力映像信号の輝度特性は、図
６（Ａ）に示す輝度特性Ｙ′のようになる。これにより、バックライト光源９の輝度を高
く制御した場合でも、高彩度の原色画素は高輝度のまま維持され、白色を含む低彩度部分
の画素の輝度だけを下げることができるため、視聴者に白色輝度を抑えた自然な映像を提
供することができる。
【００５６】
　このように、ＲＧＢＷやＲＧＢＹなどの多原色表示に対応した表示装置において、入力
映像信号からＲ，Ｇ，Ｂなどの高彩度の原色を検出し、これら高彩度の原色が含まれる映
像の場合のみ、バックライト輝度を上げると共に、入力映像信号の低彩度部分のゲインを
下げることにより、高彩度の原色輝度を上げつつ、低彩度部分の輝度を下げることができ
るため、映像の輝度を確保して表示品位を向上させることができる。
【符号の説明】
【００５７】
１…駆動制御回路、２…入力部、３…映像処理回路、４…制御部、５…光源制御回路、６
…表示部、７…カラーフィルタ、８…液晶パネル本体、９…バックライト光源、１１…変
換回路、１２…表示制御回路、１３…データ信号線駆動回路、１４…走査信号線駆動回路
。
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