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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力される表示データのヒストグラムの所定の位置の表示データ値に基づき、表示画像
の明るさを切り替える手段と、前記表示データ値に基づき、バックライトの輝度を切り替
える手段を有し、前記ヒストグラムの検出対象は前記表示データの最も明るい側の階調か
らＮ（Ｎは正の整数で、０階調を除く）番目までのデータ範囲とする、第１のバックライ
ト制御部と、
　前記第１のバックライト制御部とは異なるバックライト輝度制御手段を有する第２のバ
ックライト制御部と、を持つ表示装置用駆動回路であって、
　前記第１のバックライト制御部の処理によって得られたバックライト制御信号の、バッ
クライト最高輝度に対する輝度率Ｘ％（０＜Ｘ＜１００）とする場合で、
　前記第２のバックライト制御部の処理によって得られたバックライト制御信号の、前記
バックライト最高輝度に対する輝度率Ｙ％（０＜Ｙ＜１００）とする場合の時、
　前記バックライトを制御するためのバックライト制御信号の、前記バックライト最高輝
度に対する輝度率を、前記輝度率Ｘ％と前記輝度率Ｙ％の積算であるバックライト制御信
号値とする生成部を有することを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項２】
　請求項１記載の表示装置用駆動回路において、
　前記第１のバックライト制御部の処理を停止する場合には、
　前記第１のバックライト制御部の処理によって得られたバックライト制御信号の前記輝
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度率Ｘ％を１００％とする、
　あるいは、
　前記第１のバックライト制御部の処理によって得られたバックライト制御信号の前記輝
度率Ｘ％の代わりに１００％を選択し、
　前記バックライトを制御するための輝度率を、前記第２のバックライト制御部の処理に
よって得られた前記輝度率Ｙ％とすることを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項３】
　請求項１記載の表示装置用駆動回路において、
　前記第１のバックライト制御部の処理を停止する場合には、
　外部からのレジスタ設定により、前記第１のバックライト制御部を停止し、
　前記バックライトを制御するための輝度率を、前記第２のバックライト制御部の処理に
よって得られた前記輝度率Ｙ％とすることを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項４】
　請求項１記載の表示装置用駆動回路において、
　前記第２のバックライト制御部の処理を停止する場合には、
　前記第２のバックライト制御部の処理によって得られたバックライト制御信号の前記輝
度率Ｙ％を１００％とする、
　あるいは、
　前記第２のバックライト制御部の処理によって得られたバックライト制御信号の前記輝
度率Ｙ％の代わりに１００％を選択し、
　前記バックライトを制御するための輝度率を、前記第１のバックライト制御部の処理に
よって得られた前記輝度率Ｘ％とすることを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項５】
　請求項１記載の表示装置用駆動回路において、
　前記第２のバックライト制御部の処理を停止する場合には、
　外部からのレジスタ設定により、前記第２のバックライト制御部を停止し、
　前記バックライトを制御するための輝度率を、前記第１のバックライト制御部の処理に
よって得られた前記輝度率Ｘ％とすることを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項６】
　請求項１記載の表示装置用駆動回路において、
　前記バックライトを制御するためのバックライト制御信号は、１ビットのＰＷＭ信号と
して出力されることを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項７】
　請求項１記載の表示装置用駆動回路において、
　前記第２のバックライト制御部の前記バックライト輝度制御手段は、光センサによって
外光輝度を検知し、バックライト輝度を調整するものであることを特徴とする表示装置用
駆動回路。
【請求項８】
　入力される表示データのヒストグラムの所定の位置の表示データ値に基づき、表示画像
の明るさを切り替える手段と、前記表示データ値に基づき、バックライトの輝度を切り替
える手段を有し、前記ヒストグラムの検出対象は前記表示データの最も明るい側の階調か
らＮ（Ｎは正の整数で、０階調を除く）番目までのデータ範囲とする、第１のバックライ
ト制御部と、
　前記第１のバックライト制御部とは異なるバックライト輝度制御手段を有する第２のバ
ックライト制御部と、を持つ表示装置用駆動回路であって、
　前記第２のバックライト制御部の処理によって得られたバックライト制御信号の、バッ
クライト最高輝度に対する輝度率Ｙ％であるとき、
　前記輝度率Ｙ％が、前記バックライト最高輝度に対する閾値として設定された輝度率Ｑ
％に対して小さいとき、
　前記第１のバックライト制御部の処理を停止し、
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　前記バックライトを制御するためのバックライト制御信号の、前記バックライト最高輝
度に対する輝度率を、前記輝度率Ｙ％のバックライト制御信号値とする生成部を有するこ
とを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項９】
　請求項８記載の表示装置用駆動回路において、
　前記閾値は外部から設定可能であることを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項１０】
　請求項８記載の表示装置用駆動回路において、
　前記閾値によるものではなく、前記第１のバックライト制御部の処理を停止する場合に
は、
　外部からのレジスタ設定により、前記第１のバックライト制御部を停止し、
　前記バックライトを制御するための輝度率を、前記第２のバックライト制御部の処理に
よって得られた前記輝度率Ｙ％とすることを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項１１】
　請求項８記載の表示装置用駆動回路において、
　前記第２のバックライト制御部の処理を停止する場合には、
　前記第２のバックライト制御部の処理によって得られたバックライト制御信号の前記輝
度率Ｙ％を１００％とする、
　あるいは、
　前記第２のバックライト制御部の処理によって得られたバックライト制御信号の前記輝
度率Ｙ％の代わりに１００％を選択し、
　前記バックライトを制御するための輝度率を、前記第１のバックライト制御部の処理に
よって得られた前記輝度率Ｘ％とすることを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項１２】
　請求項８記載の表示装置用駆動回路において、
　前記第２のバックライト制御部の処理を停止する場合には、
　外部からのレジスタ設定により、前記第２のバックライト制御部を停止し、
　前記バックライトを制御するための輝度率を、前記第１のバックライト制御部の処理に
よって得られた前記輝度率Ｘ％とすることを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項１３】
　請求項８記載の表示装置用駆動回路において、
　前記バックライトを制御するためのバックライト制御信号は、１ビットのＰＷＭ信号と
して出力されることを特徴とする表示装置用駆動回路。
【請求項１４】
　請求項８記載の表示装置用駆動回路において、
　前記第２のバックライト制御部の前記バックライト輝度制御手段は、光センサによって
外光輝度を検知し、バックライト輝度を調整するものであることを特徴とする表示装置用
駆動回路。
【請求項１５】
　入力される表示データのヒストグラムの所定の位置の表示データ値に基づき、表示画像
の明るさを切り替える手段と、前記表示データ値に基づき、バックライトの輝度を切り替
える手段を有し、前記ヒストグラムの検出対象は前記表示データの最も明るい側の階調か
らＮ（Ｎは正の整数で、０階調を除く）番目までのデータ範囲とする、第１のバックライ
ト制御部と、
　前記第１のバックライト制御部とは異なるバックライト輝度制御手段を有する第２から
第Ｋ（Ｋは３以上の整数）のバックライト制御部と、を持つ表示装置用駆動回路であって
、
　前記第２から第Ｋのバックライト制御部の内いずれか一つと前記第１のバックライト制
御部とを併用して使用することが可能であることを特徴とする表示装置用駆動回路。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置用駆動回路の技術に関し、特に、液晶表示装置のバックライト制御
などに適用して有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の携帯電話等のモバイル機器では、透過型、半透過型の液晶ディスプレイが主に採
用され、液晶ディスプレイ部分のバックライト用電力がモジュール全体のそれの大半を占
めている。この為、バックライト電力を削減する工夫が必要とされている。
【０００３】
　バックライトの電力削減の工夫の一つとして、特許文献１に示されている方法などがあ
る。本特許文献１には、バックライト輝度を低下させた分、画像データを伸張させる事で
、画像の変化を少なくして、低電力化を図る方法に関して記載している。
【０００４】
　例えば、ある画像の画素値のヒストグラムが、輝度８０％の画素が最大輝度をとってい
るような場合、表示するのに、バックライトを４／５倍である８０％の発光に落とし、そ
の分、表示する画像の全ての画素の値を５／４倍することによって、全く同一の画像を８
０％の発光量で表示することが出来る。さらに、ヒストグラムを利用し、上位数％の順位
にある画素に着目し、例えばこの部分が輝度６０％となっている場合には、バックライト
の発光量を３／５の６０％に抑え、その分、全ての画素値を５／３倍することで同様の画
像を得ることが出来る。この場合、画像の最大輝度を利用している方式に比べ、さらに少
ない発光量で表示が可能となる。
【０００５】
　その他のバックライトの電力削減の工夫としては、特許文献２に示されている方法があ
る。本特許文献２では、外部環境にあわせ、バックライトコントロール制御を行う方法に
関して記載している。例えば、光センサを用いて外部の明るさを感知し、その受光データ
が閾値より低い場合にはバックライトをＯＦＦさせることで余計な電力を削減できる。さ
らに、外光条件により、例えば照度の高い屋外では液晶パネル表面の反射で画面が見にく
いのでバックライト輝度を高くし、一方、照度の低い屋内ではバックライト輝度を低くす
るという様に、複数の輝度レベルでバックライトを制御することで、バックライドを効率
よく使用することも可能である。
【特許文献１】特開平１１－６５５３１号公報
【特許文献２】特開平３－２２６７１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、前記特許文献１の様に、表示データの伸張処理を行い、表示データの伸張率
にあわせてバックライト輝度を低減するバックライト制御と、前記特許文献２の様に外部
条件に合わせてバックライト輝度を低減するバックライト制御を併用することは、従来の
回路構成では実現できない。
【０００７】
　また、前記特許文献１の中の最大値を利用する方法では、少ない回路規模の増加で実現
可能であるが発光量を大幅に削減することが期待できず、一方、ヒストグラムを使用する
方法では、電力削減率を大きくすることが可能であるが、ヒストグラムの論理回路規模が
大きく、相応のハードウェアが必要になる。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、高い電力削減率が見込まれるヒストグラム方式において、省
回路規模なバックライト制御を実現し、且つ、その他のバックライト制御方法と組み合わ
せて制御することを可能とする表示装置用駆動回路を提供することである。
【０００９】
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　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１１】
　本発明では、ヒストグラムを、全ピクセル値（０～２５５）に対して全て持つのではな
く、ヒストグラムの所定の位置、すなわち上位の一部の値（例えば１８３～２５５）に対
して持つようにする。そして、ヒストグラムの上位数％の順位の画素が、前記ヒストグラ
ムが存在する範囲内に収まれば、全ピクセル値に対してヒストグラムを持っている場合と
同様に動作し、また、上位数％の順位の画素が前記ヒストグラムが存在する範囲外となっ
てしまう場合は、ヒストグラムが存在する範囲の最小値を前記上位数％の順位の画素の代
わりとして動作させることとする。
【００１２】
　そして、他のバックライト制御（光センサ等）と併用して、上記ヒストグラムによるバ
ックライト制御を行う場合には、前記ヒストグラム制御後のバックライト制御信号値を１
００％として処理する。つまり、ヒストグラム処理後のバックライト制御信号値がバック
ライトの最高輝度に対してＸ％の輝度率であり、他のバックライト制御信号値がバックラ
イトの最高輝度に対してＹ％の輝度率である場合、合成されるバックライト制御信号はバ
ックライトの最高輝度に対してＸ×Ｙ％の輝度率となるようにする。
【発明の効果】
【００１３】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００１４】
　本発明によれば、ヒストグラムを上位の一部の値のみで構成することができ、論理回路
の規模も小さくすることができる。さらに、前記ヒストグラム処理によるバックライト制
御は、他のバックライト制御による効果併用が可能となる。この結果、高い電力削減率が
見込まれるヒストグラム方式において、省回路規模なバックライト制御を実現し、且つ、
その他のバックライト制御方法と組み合わせて制御することを可能とする表示装置用駆動
回路を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの
説明は省略する。
【００１６】
　本発明の実施の形態において、ヒストグラムによるバックライト制御では、上位の一部
の値を用いることで論理回路の規模をなるべく小さくする。また、光センサによって外光
輝度を検知し、バックライト輝度を調整するバックライト制御と併用する為に、二種類の
バックライト制御信号を合成して、バックライトモジュールの制御の為のＰＷＭ信号を生
成する。以下において、各実施例を具体的に説明する。
【実施例１】
【００１７】
　本発明の第１の実施の形態は、液晶ドライバの映像データに基づきバックライトを制御
する第１のバックライト制御部と、外光条件に基づきバックライトを制御する第２のバッ
クライト制御部の二つのバックライト制御部を構成し、各バックライト制御信号出力は最
高輝度に対する比率値、即ち輝度率に変換し、掛け算してバックライト制御信号を合成し
、この合成されたバックライト制御信号によりバックライトを制御することを特徴とする
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。
【００１８】
　また、本実施の形態は、前記第１のバックライト制御部がヒストグラムを利用したバッ
クライト制御であり、且つ、ヒストグラムによる回路規模の増加が少ないことを特徴とす
る。
【００１９】
　本発明の第１の実施の形態を、図１、図２、図３、図４、図５を用いて説明する。
【００２０】
　まず、図１により、本実施の形態の液晶表示装置の構成及び動作について説明する。図
１は、液晶ドライバ及び周辺回路を含めた液晶表示装置を示す。
【００２１】
　図１中、１０１は液晶ドライバの本体を表す。１０２から１１１までは、液晶ドライバ
の内部ブロックを表している。１１２から１１７までは、本実施の形態を説明する上で特
に重要な信号を表している。液晶ドライバ１０１の周辺には、制御プロセッサ１１８と照
度センサ１１９とパネルモジュール１２０が配置される。
【００２２】
　すなわち、本実施の形態における液晶ドライバ１０１は、システムインターフェース（
ＩＦ）１０２、コントロールレジスタ１０３、グラフィックＲＡＭ１０４、タイミング生
成部１０５、バックライト制御部１０６、階調電圧生成部１１０、デコーダ１１１などを
有して構成される。バックライト制御部１０６には、第１のバックライト制御部１０７、
第２のバックライト制御部１０８、ＰＷＭ生成部１０９を有している。
【００２３】
　液晶ドライバ１０１のシステムインターフェース１０２は、液晶ドライバ外部に配置す
る制御プロセッサ１１８とのデータ通信を行う。システムインターフェース１０２では、
表示データや液晶ドライバの各所をコントロールするコントロールレジスタ１０３への書
き込みデータなどをドライバ外部から内部ブロックへ受け渡しを行う。ここで、コントロ
ールレジスタ１０３は、液晶ドライバ各所のコントロールを行うレジスタの集合である。
グラフィックＲＡＭ１０４は、システムインターフェース１０２から来る表示データを格
納している。タイミング生成部１０５は、コントロールレジスタ１０３の内容を元に、液
晶ドライバ全体の動作タイミングを生成している。
【００２４】
　バックライト制御部１０６は、本発明の中心となるブロックである。バックライト制御
部１０６は、第１のバックライト制御部１０７と第２のバックライト制御部１０８とＰＷ
Ｍ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）生成部１０９に分かれる。バック
ライト制御部１０６の詳細な回路構成及び動作に関しては後述する。第２のバックライト
制御部１０８には、液晶ドライバの外部に配置された照度センサ１１９が接続されている
。照度センサ１１９には、内部にフォトダイオードとＡＤコンバータが構成されており、
蛍光灯等の外部環境の照度値に対応した電流量がフォトダイオードに流れ、抵抗を介して
電圧に変換され、変換された電圧がＡＤコンバータで照度値（デジタルデータ）１１５を
生成する。
【００２５】
　デコーダ１１１は、バックライト制御部１０６から転送された伸張表示データ１１３に
基づき、階調電圧生成部１１０で生成された階調電圧の中から、１レベルの階調電圧を選
択する。前記階調電圧は、液晶パネルの水平画素分だけ生成され、各水平画素に接続され
たソース線へと出力される。
【００２６】
　この液晶ドライバ１０１で駆動するパネルモジュール１２０は、液晶パネル１２１とバ
ックライトモジュール１２２に分かれる。液晶パネル１２１は、前記階調電圧を受けて、
各水平画素に所望の電圧を印加する。バックライトモジュール１２２は、バックライト制
御部１０６で生成されたＰＷＭ信号１１７により所望の電圧を生成し、バックライト輝度
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を制御する。
【００２７】
　この液晶ドライバ１０１では、その他に、液晶パネル１２１の駆動に使用される液晶ゲ
ート信号及びコモン信号を生成する為の回路が構成されているが、本実施の形態を説明す
る上で特に重要ではない為、詳細な説明は省略している。
【００２８】
　次に、液晶ドライバ１０１の動作について、図１を参照しながら説明する。尚、ここで
は、表示データを２５６階調のＲＧＢデータとする。
【００２９】
　システムインターフェース１０２を介し、外部から２５６階調のＲＧＢ表示データを取
り込み、グラフィックＲＡＭ１０４へ格納する。タイミング生成部１０５でグラフィック
ＲＡＭ１０４の読み出しタイミングを発生し、グラフィックＲＡＭ１０４から読み出した
表示データ１１２を、バックライト制御部１０６の第１のバックライト制御部１０７へ転
送する。第１のバックライト制御部１０７は、表示データ１１２のヒストグラム情報に基
づき、後述する表示データの伸張処理を行う。上記伸張表示データ１１３は、デコーダ１
１１に転送される。デコーダ１１１では、伸張表示データ１１３に基づき、階調電圧生成
部１１０で生成された２５６レベルの階調電圧の中から、１レベルの階調電圧を選択する
。また、タイミング生成部１０５で作成したタイミングを使用し、液晶ゲート信号、コモ
ン信号を作成し、これも液晶パネル１２１へ出力される。
【００３０】
　一方で、上記伸張処理と並行して、第１のバックライト制御部１０７では、伸張表示デ
ータ１１３に対応するバックライト輝度率を低くするバックライト制御信号（１）１１４
を生成する。また、第２のバックライト制御部１０８では、照度センサ１１９から入力さ
れた照度値（デジタル値）１１５に基づきバックライト輝度率を低くするバックライト制
御信号（２）１１６を生成する。前記２つのバックライト制御信号（１）１１４と（２）
１１６は、ＰＷＭ生成部１０９へ転送され、バックライト輝度をＰＷＭ制御で行うための
ＰＷＭ信号１１７を生成する。
【００３１】
　特に、本実施の形態では、第１のバックライト制御部１０７の処理によって得られたバ
ックライト制御信号（１）１１４は、バックライト最高輝度に対する輝度率Ｘ％（０＜Ｘ
＜１００）とする。第２のバックライト制御部１０８の処理によって得られたバックライ
ト制御信号（２）１１６は、バックライト最高輝度に対する輝度率Ｙ％（０＜Ｙ＜１００
）とする。そして、ＰＷＭ生成部１０９では、バックライトモジュール１２２内のバック
ライトを制御するためのバックライト制御信号の、バックライト最高輝度に対する輝度率
を、輝度率Ｘ％と輝度率Ｙ％の積算であるバックライト制御信号値とするＰＷＭ信号１１
７を生成する。
【００３２】
　ここで、ＰＷＭ制御について説明する。ＰＷＭ制御は、バックライト制御の方法の１つ
であり、１端子のＰＷＭ信号の“Ｈｉｇｈ幅”と“Ｌｏｗ幅”の比率を変化させることで
バックライト輝度を制御するパルス幅変動制御である。例えば、ＰＷＭの１周期を２５５
分割して、“Ｈｉｇｈ幅”を２５５分の２５５とした場合には、ＰＷＭ信号はＨｉｇｈ固
定が出力され、バックライト輝度は最高輝度となる。一方、“Ｈｉｇｈ幅”を２５５分の
０とした場合には、ＰＷＭ信号はＬｏｗ固定が出力され、バックライト輝度は最小輝度と
なる。また、“Ｈｉｇｈ幅”を２５５分の１００とした場合には、ＰＷＭ信号のＨｉｇｈ
幅率は、ＰＷＭ周期の２５５分の１００となり、ＰＷＭ周期の内、約４０％がＨｉｇｈ幅
率となり、これに対応したバックライト輝度となる。以上の方法により、バックライト輝
度が制御される。
【００３３】
　以上の動作により、パネルモジュール１２０に必要な階調電圧とＰＷＭ信号１１７、及
び液晶ゲート信号、コモン信号が生成される。
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【００３４】
　前記階調電圧は、液晶パネル１２１の水平画素分だけ生成され、液晶パネル１２１の各
水平画素に接続されたソース線へと出力し、所望の階調電圧を各画素へ印加する。
【００３５】
　ＰＷＭ信号１１７は、バックライトモジュール１２２へ入力される。バックライトモジ
ュール１２２では、ＰＷＭ信号１１７に対応したバックライト電圧を生成し、バックライ
トを点灯させる。点灯したバックライトは液晶パネル１２１を照らし、これにより表示を
見ることが出来る。
【００３６】
　また、制御プロセッサ１１８から、バックライトの点灯、消灯を行う場合、システムイ
ンターフェース１０２を介し、コントロールレジスタ１０３にその情報が書き込まれ、こ
れがバックライト制御部１０６に伝えられ、ＰＷＭ生成部１０９は、点灯、消灯の電圧を
生成し、これをＰＷＭ信号１１７により、バックライトモジュール１２２が点灯、消灯す
る。この動作は、バックライト制御部１０６が生成するバックライト電源の電圧を制御す
る信号より優先される。
【００３７】
　次に、図２により、バックライト制御部１０６内の第１のバックライト制御部１０７の
構成及び動作を説明する。
【００３８】
　第１のバックライト制御部１０７は、ヒストグラム計数部２０１、定数値保持部２０２
、「２５５／選択データ値」演算値作成回路２０３、表示データ伸張演算回路２０４、オ
ーバーフロー処理回路２０５、小数点以下切捨て回路２０６、選択テーブル２０７などを
有して構成される。この第１のバックライト制御部１０７において、ヒストグラムの検出
対象は、表示データの最も明るい側の階調からＮ（Ｎは正の整数で、０階調を除く）番目
までのデータ範囲とする。
【００３９】
　ヒストグラム計数部２０１は、表示データ２０８を計数し、ヒストグラムを作成する。
そのヒストグラムから、バックライト制御を行うために使用する選択データ値２１２を算
出し、「２５５／選択データ値」演算値作成回路２０３と、選択テーブル２０７へ送信す
る。この選択データ値２１２は、後述のスレッショルド値２１０を使用してヒストグラム
中の何番目のデータの値を使用するかを決定し、この決定された順番のデータがヒストグ
ラムのどのエントリに存在するかを調べ、その存在するエントリの値をデータ値として算
出する。この選択データ値２１２は、表示データ２０８の伸張およびバックライトの減光
処理の元となり、この値から表示データ伸張係数２１３を算出し、データ伸張の倍率を決
定し、またバックライト制御信号２１５を生成し、バックライトの明るさを決定する。
【００４０】
　フレームＳＹＮＣ２０９は、ヒストグラム計数部２０１がフレーム毎に動作するために
使用する。ヒストグラム計数部２０１は、フレームＳＹＮＣ２０９がオフの時は、送付さ
れてくる表示データ２０８をヒストグラムに登録し続け、フレームＳＹＮＣ２０９がオン
のタイミングで、前記選択データ値２１２を算出し、ヒストグラムをクリアし、次のフレ
ームのデータ計数の準備を行う。スレッショルド値２１０は、前述のとおりヒストグラム
の上位何番目のデータを使用するかを決定するパラメータであり、前記選択データ値２１
２の算出に使用される。ヒストグラム最小値選択信号２１１は、ヒストグラムを上位の一
部分を使用する時に、この値で使用する範囲を決定する。
【００４１】
　ここで、ヒストグラム計数部２０１のヒストグラムが表示データ２０８の範囲（０～２
５５）全てを持つ必要がなく、一部でよいことに関して説明する。輝度の上位Ｎ％～１０
０％部分（Ｎは０～１００の中間値）を持つ場合を考える。前述した画素ヒストグラムの
上位何番目のデータを使用するかを決定するスレッショルド値２１０は、前記輝度のＮ％
～１００％部分に入っている場合と、輝度のＮ％より下の範囲外の箇所となる場合がある



(9) JP 4247269 B2 2009.4.2

10

20

30

40

50

。前者のＮ％～１００％部分にヒストグラム値が入力された場合には、適切な値を選択可
能であるが、後者の範囲外の場合には、範囲の最小値であるＮ％として扱う。よって、ヒ
ストグラムが一部しかない場合は、全部ある場合と比較して、範囲外の値がスレッショル
ド値となった場合には、選択データ値が大きくなる副作用があるが、ヒストグラムとして
機能させることが出来る。
【００４２】
　また、Ｎは変更できるように作ることによって、高画質を保ちたい場合に、値を大きく
（９０％などに）して画質劣化しないようにし、また、低画質でも省電力を優先したい場
合には、値を小さく（７０％などに）してバックライトの発光を抑えるという様に、使い
分けができるようになる。なお本例では、表示データの最大値を１００％としてＮ％以上
の部分を使用する、というように％を単位としているが、表示データの数値そのものでも
良い。例えば、表示データの最大値を２５５として、そのうちのＮ（Ｎは０より大きく２
５５より小さい整数）以上の部分のヒストグラムを使用する、でも良い。
【００４３】
　定数値保持部２０２の定数値は、ヒストグラムを使用しない場合に使用し、表示データ
の内容にかかわらず選択データ値２１２を一定とする。「２５５／選択データ値」演算値
作成回路２０３では、選択データ値２１２を使用し、２５５／選択データ値という計算を
行い、表示データ伸張係数２１３を算出している。表示データ伸張演算回路２０４からオ
ーバーフロー処理回路２０５、小数点以下切捨て回路２０６は、表示データの伸張処理を
行っている。まず、表示データ伸張演算回路２０４で、入力される表示データ２０８と表
示データ伸張係数２１３を掛算する。次に、オーバーフロー処理回路２０５で、掛算結果
が２５５を超える場合に２５５とする飽和演算を行う。最後に、小数点以下切捨て回路２
０６で、小数点以下を切り捨て、伸張表示データ２１４を得る。選択テーブル２０７は、
選択データ値２１２から、テーブルを使用してバックライト制御信号２１５を出力する。
【００４４】
　全体としての動作は、表示データ２０８をヒストグラム計数部２０１でフレーム毎に計
数し、結果を選択データ値２１２として「２５５／選択データ値」演算値作成回路２０３
と、選択テーブル２０７へ送信する。「２５５／選択データ値」演算値作成回路２０３で
は、２５５／選択データ値という計算を行い、表示データ伸張係数２１３を算出し、これ
を使用し、表示データ伸張演算回路２０４から小数点以下切捨て回路２０６で表示データ
の伸張処理を行い、伸張表示データ２１４を出力する。また、選択データ値２１２から、
選択テーブル２０７を使用してバックライト制御信号２１５を出力する。これらの動作に
より、伸張表示データ２１４とバックライト制御信号２１５の間には、図２の下方に示す
テーブルの関係が成り立つ。伸張表示データ２１４が表示データに対し、１０４％、１０
８％と変化していくと、バックライト制御信号２１５は輝度が９６％、９２％と同じ割合
で低くなるように設定し、その結果、液晶パネル表面での見た目の表示画像の明るさは変
化しない。
【００４５】
　ここで、選択テーブル２０７におけるバックライト制御信号値の算出方法に関して説明
する。階調値と最高輝度値に対する相対輝度との間には、次の関係式が成り立つ。
【００４６】
　　相対輝度＝（階調値／２５５）＾（γ値）（Ｋはゼロ以上の実数）
　仮に、選択データ値２１２が２４５だとして、表示データ伸張率係数が２５５／２４５
となる場合、表示データは２５５／２４５倍に伸張される。今、相対輝度を一定に保つに
は、上記関係式よりバックライト輝度を（２４５／２５５）＾（γ値）と削減することで
可能となる。よってγ値が決定すれば、バックライト制御信号値は決定する。人間の視角
特性を考慮した場合、γ値は２．２がよいとされているので、図２で示す選択テーブル２
０７では、（２４５／２５５）＾（２．２）＝２３４が選択される。ここで、バックライ
ト制御信号２１５が２３４とは、ＰＷＭ信号の１周期を２５５とした場合の“Ｈｉｇｈ幅
率”を示している。
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【００４７】
　また、定数値保持部２０２の定数値を使用すると、表示データの内容にかかわらず選択
データ値２１２を一定とする。この結果、表示データ伸張係数２１３も、バックライト電
圧選択信号も一定値となり、表示データ２０８も一定の倍率をかけた伸張表示データとな
る。よって、動画像表示中に画像全体の明るさが変化することが無くなり、動画像のちら
つき、フリッカを防止でき、画質を高画質に保ちたい場合などに使用することが出来る。
【００４８】
　以上の様な選択データ値２１２を、ヒストグラムにより算出した値を用いるか定数値を
選択するかは、セレクタ信号２１６を用いて選択可能とする。例えば、図１の制御プロセ
ッサ１１８からの命令でセレクタ信号の選択状態を変更したい場合には、システムインタ
ーフェース１０２を介して、コントロールレジスタ１０３のレジスタ情報を更新すること
で変更可能である。
【００４９】
　ここで、図２を用いて、ヒストグラムとバックライト制御の関係について簡単に説明す
る。例えば、表示データが暗い画像の場合には、ヒストグラムは暗い階調が多く蓄積され
る。この場合、表示データの伸張率を大きくする様に、選択テーブル２０７における伸張
表示データ２１４は、入力表示データに対して１３０％、もしくは１３０％により近く伸
張される様に処理される。仮に、伸張表示データ２１４が、入力表示データに対して１３
０％に伸張される場合、これに応じて、選択データ値２１２は１７９が選択され、バック
ライト制御信号２１５は１１７が選択される。
【００５０】
　逆に、表示データが明るい画像の場合には、ヒストグラムは明るい階調が多く蓄積され
る。この場合、表示データの伸張率を小さくする様に、選択テーブル２０７における伸張
表示データ２１４は、入力表示データに対して１００％、つまり伸張しないか、もしくは
１００％により近く伸張される様に処理される。仮に、伸張表示データ２１４が、入力表
示データに対して１００％に伸張される場合、つまり伸張されない場合には、これに応じ
て、選択データ値２１２は２５５が選択され、バックライト制御信号２１５は２５５が選
択される。
【００５１】
　次に、図３により、図１で述べた光センサでバックライト制御を行う第２のバックライ
ト制御部１０８に関して説明する。第２のバックライト制御部１０８（ａ）は、フィルタ
回路３０１（ｂ）と減光回路３０２（ｃ）の二つに分かれる。
【００５２】
　フィルタ回路３０１は、入力照度値（デジタルデータ）をフィルタリングし、特定の周
波数領域をカットする。例えば、蛍光灯の周波数領域をカットすることで、蛍光灯との干
渉を防ぐ等に使用する。フィルタ回路３０１の内部には、データサンプリング回路３０３
と、ローパスフィルタ回路３０４が用意されている。データサンプリング回路３０３は、
照度データを取り込む為の回路であり、照度データを取り込むタイミングはサンプリング
クロック３０９で決定される。ここで、サンプリングクロック３０９のサンプリング周期
は最大カット周波数（＝ナイキスト周波数）を考慮し、カットしたい周波数領域の２倍以
上の周波数とすることが好ましい。ローパスフィルタ回路３０４は、上述したように特定
の高周波数領域をカットし、ノイズや光源との干渉等の影響を少なくして、フィルタリン
グ照度データ３１０を出力する。
【００５３】
　次に、減光回路３０２では、照度データに合わせてバックライト制御信号を選択し、バ
ックライト制御信号の変化、つまりバックライト輝度の変化の遷移時間が十分な時間を用
いて徐々に変化する。減光回路３０２は、選択テーブル３０５とデータ変化鈍化回路３０
６を構成している。選択テーブル３０５は、フィルタリングされた照度データをバックラ
イト制御信号値に変換させる。例えば、照度値領域を屋内の暗部、明部、屋外の暗部、明
部等に分けて、夫々の照度値領域が変化した時に、バックライト輝度を変化させる。デー
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タ鈍化回路３０６は、バックライト輝度を十分な時間を掛けて変化させる為に、データ変
化を鈍化させる為の回路が追加されている。ここで、十分な時間とは、人間の目にとって
変化が急激ではない時間であり、数百ミリ～数秒の時間をかけて変化されることが望まし
い。また、変化時間は、変化量が変わっても変化時間は一定の方が望ましい。
【００５４】
　ここで、図３を用いて、光センサとバックライト制御の関係について簡単に説明する。
例えば、電気が点灯していない屋内の様に暗い場所では、バックライトを暗くしても、画
面上の表示を見ることが可能なので、バックライト輝度率を削減する。仮に、外光センサ
で検知した照度値が、フィルタ回路３０１でフィルタリングされて、フィルタリング照度
データ３１０としては、３０Ｌｕｘ付近で一定とされている場合、選択テーブル３０５に
おけるバックライト制御信号３０８は１２８となり、バックライト輝度率は５０％が選択
される。
【００５５】
　逆に、屋外の様に明るい場所では、バックライトを明るくしないと、画面表面の反射等
により表示を見難くなる為、バックライト輝度率を高くする必要がある。仮に、フィルタ
リング照度データ３１０としては、２０００Ｌｕｘ付近で一定とされている場合、選択テ
ーブル３０５におけるバックライト制御信号３０８は２５５となり、バックライト輝度率
は１００％が選択される。
【００５６】
　ここで、本実施の形態では、液晶パネルを半透過型として想定しているので、外光照度
がある程度より高い場合には液晶パネル内部の反射により、表示画面が見易くなる。そこ
で、フィルタリング照度データ３１０としては、５００１Ｌｕｘ以上で一定とされている
場合には、バックライト輝度率が必要ないので、選択テーブル３０５におけるバックライ
ト制御信号３０８は６０となり、バックライト輝度率は２４％に削減される。
【００５７】
　また、全透過型の液晶パネルの場合には、外光照度が高くなる程、表示画面が見難くな
る為、通常、前記半透過型の様な照度データがある程度大きくなったときに輝度率を削減
する様な選択テーブル設定は行わない。
【００５８】
　次に、図４により、図１で述べたＰＷＭ生成部１０９に関して説明する。ＰＷＭ生成部
１０９では、前述した２つのバックライト制御部の出力であるバックライト制御信号を合
成し、バックライトモジュールを制御する為のＰＷＭ信号を生成する。ＰＷＭ生成部１０
９は、切替回路（１）４０１、切替回路（２）４０２、掛け算処理部４０３、「×１／２
５５」処理回路４０４からなるバックライト制御信号を合成する回路と、分周カウンタ４
０５、２５５カウンタ４０６、ＰＷＭ生成カウンタ４０７からなるＰＷＭ信号を生成する
為の回路とに分かれる。
【００５９】
　バックライト制御信号（１）４０８は、切替回路（１）４０１に入力される。そして、
切替信号（１）４１２で２５５固定値と切り替える構成である。ここで、切替信号（１）
４１２は、第１のバックライト制御部１０７にも入力され、動作ＯＮ／ＯＦＦ状態を制御
する。ここで、２５５固定値は、輝度率１００％を選択することを意味する。バックライ
ト制御信号（２）４０９も同様に、切替回路（２）４０２に入力され、切替信号（２）４
１３で２５５固定値と切り替える構成である。そして、この第２の切替回路４０２の出力
は、「×１／２５５」処理回路４０４の２５５で割る処理（×１／２５５処理）を行う。
その結果、切替回路（２）選択制御信号は、最高輝度率が２５５とした場合のバックライ
ト輝度の輝度率に変換される。最後に、掛け算処理部４０３で、切替回路（１）選択制御
信号と切替回路（２）選択制御信号を掛け合わせることで、前述した様に、切替回路（１
）４０１の切替回路（１）選択制御信号によるバックライト輝度を１００％とした場合の
バックライト制御信号が生成される。そして、合成したバックライト制御信号４１０は、
ＰＷＭ生成カウンタ４０７に入力される。
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【００６０】
　次に、ＰＷＭ信号の生成方法について説明する。外部入力の基本クロック４１４が、分
周カウンタ４０５に入力され、Ｅｎａｂｌｅ信号４１６を生成する。例えば、分周率を４
分周としたならば、Ｅｎａｂｌｅ信号は基本クロックが４ｃｌｋ入力されて、その内１ｃ
ｌｋ期間がＥｎａｂｌｅ信号を“Ｈｉｇｈ”状態とする。ここで、分周率の設定は分周率
設定４１５で行うものとする。２５５カウンタ４０６は、Ｅｎａｂｌｅ信号４１６が“Ｈ
ｉｇｈ”状態の時のみ、カウンタ値をカウントダウンし、２５５→２５４→・・・１→０
とカウントしたら、再び２５５にセットし、カウントし続ける。この時、２５５カウンタ
４０６のカウンタ値が０となったときに、リセット信号４１７を“Ｈｉｇｈ”状態とする
。
【００６１】
　ＰＷＭ生成カウンタ４０７は、リセット信号４１７が“Ｈｉｇｈ”状態の時、且つＥｎ
ａｂｌｅ信号４１６が“Ｈｉｇｈ”状態の時に、合成したバックライト制御信号４１０の
値をセットする。そして、Ｅｎａｂｌｅ信号４１６が“Ｈｉｇｈ”状態の時に、合成した
バックライト制御信号４１０の値からカウントダウンして、０となればその後はカウンタ
値は０を維持する。そして、再びリセット信号４１７の“Ｈｉｇｈ”状態の時に、前記合
成したバックライト制御信号４１０をカウンタ値としてセットする。この時、ＰＷＭ生成
カウンタ４０７は、カウンタ値が０以外の時に、ＰＷＭ信号を“Ｈｉｇｈ”として、カウ
ンタ値が０の時に、ＰＷＭ信号を“Ｌｏｗ”状態とすることで、合成したバックライト制
御信号４１０の値と同じ“Ｈｉｇｈ”幅率のＰＷＭ信号を生成できる。
【００６２】
　次に、図５により、切替信号（１）と切替信号（２）の設定を変更した時のバックライ
ト制御信号の挙動について説明する。ここで、第２のバックライト制御部１０８において
、データ変化鈍化回路３０６に関しては、説明をし易くする為、機能は省いて説明する。
【００６３】
　コントロールレジスタ１０３（図１）から入力された、切替信号（１）、切替信号（２
）が、切替信号（１）＝１、切替信号（２）＝１とした場合、切替回路（１）選択制御信
号は、第１のバックライト制御部１０７の処理後のバックライ制御信号（バックライト制
御信号（１）４０８）を選択し、切替回路（２）選択制御信号は、第２のバックライト制
御部１０８の処理後のバックライト制御信号（バックライト制御信号（２）４０９）を選
択する。例えば、切替回路（１）選択制御信号が２２９ｄであり、切替回路（２）選択制
御信号が１９１ｄである場合、合成したバックライト制御信号は２２９ｄ×１９１ｄ／２
５５ｄ＝１６０ｄとなる。
【００６４】
　コントロールレジスタ１０３（図１）から入力された、切替信号（１）、切替信号（２
）が、切替信号（１）＝０、切替信号（２）＝１とした場合、切替回路（１）選択制御信
号は、２５５ｄを選択し、切替回路（２）選択制御信号は、第２のバックライト制御部１
０８の処理後のバックライト制御信号（バックライト制御信号（２）４０９）を選択する
。例えば、切替回路（２）選択制御信号が１９１ｄである場合、切替回路（１）選択制御
信号は２２９ｄなので、合成したバックライト制御信号は２２９ｄ×２５５ｄ／２５５ｄ
＝２２９ｄとなる。
【００６５】
　コントロールレジスタ１０３（図１）から入力された、切替信号（１）、切替信号（２
）が、切替信号（１）＝１、切替信号（２）＝０とした場合、切替回路（１）選択制御信
号は、第１のバックライト制御部１０７の処理後のバックライ制御信号（バックライト制
御信号（１）４０８）を選択し、切替回路（２）選択制御信号は２５５ｄを選択する。例
えば、切替回路（１）選択制御信号が２２９ｄである場合、切替回路（２）選択制御信号
は２５５ｄなので、合成したバックライト制御信号は２２９ｄ×２５５ｄ／２５５ｄ＝２
２９ｄとなる。
【００６６】
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　以上で説明した本実施の形態によれば、ヒストグラムを全ピクセル値（０～２５５）に
対して全て持つのではなく、上位の一部の値（例えば１８３～２５５）に対して持つよう
にし、ヒストグラムの上位数％の順位の画素が、ヒストグラムが存在する範囲内に収まれ
ば、全ピクセル値に対してヒストグラムを持っている場合と同様に動作し、また、上位数
％の順位の画素がヒストグラムが存在する範囲外となってしまう場合は、ヒストグラムが
存在する範囲の最小値を上位数％の順位の画素の代わりとして動作させ、そして、他のバ
ックライト制御（光センサ等）と併用して、上記ヒストグラムによるバックライト制御を
行う場合には、前記ヒストグラム制御後のバックライト制御信号値を１００％として処理
、つまり、ヒストグラム処理後のバックライト制御信号値がバックライトの最高輝度に対
してＸ％の輝度率であり、他のバックライト制御信号値がバックライトの最高輝度に対し
てＹ％の輝度率である場合、合成されるバックライト制御信号はバックライトの最高輝度
に対してＸ×Ｙ％の輝度率となるので、ヒストグラムを上位の一部の値のみで構成するこ
とができ、論理回路の規模も、例えば画素値１８３～２５５の範囲を使用する場合で、約
３０％のサイズに収めることができる。また、実際の映像では、削減できる発光量は、上
位３０％のヒストグラム分であり、この分の検出回路があれば、全部持つのとあまり変わ
らない。さらに、前記ヒストグラム処理によるバックライト制御は、他のバックライト制
御による効果併用が可能となる。
【実施例２】
【００６７】
　本発明の第２の実施の形態は、液晶ドライバの映像データに基づきバックライトを制御
する第１のバックライト制御部と、外光条件に基づきバックライトを制御する第２のバッ
クライト制御部の二つのバックライト制御部を併用し、前記第２のバックライト制御部の
バックライト制御信号が、レジスタ設定された閾値よりも低い場合には、前記第１のバッ
クライト制御部の動作をＯＦＦすることを特徴とする。この閾値として設定された、バッ
クライト最高輝度に対する輝度率はＱ％とする。
【００６８】
　また、本実施の形態は、既に第１の実施の形態で説明したとおり、前記第１のバックラ
イト制御部は、省回路規模なヒストグラムによるバックライト制御であることを特徴とす
る。
【００６９】
　本発明の第２の実施の形態に関しては、図１、図２、図３、図６、図７を用いて説明す
るが、図１から図３に関しては、既に第１の実施の形態で説明しているので、ここでの説
明は省略する。
【００７０】
　図６は、基本的に第１の実施の形態で示した図４の構成と同じであるが、新たに閾値比
較器６０１と閾値設定値６０２と閾値比較判定信号６０３が追加されている。尚、図４で
説明した名称と同じものに関しては、同じものを意味するので、ここでの説明は略す。
【００７１】
　閾値比較器６０１では、第２のバックライト制御部１０８で処理されたバックライト制
御信号（２）４０９とレジスタ設定した閾値設定値６０２との比較を行う。バックライト
制御信号（２）４０９の方が閾値設定値６０２より小さい場合には、閾値比較判定信号６
０３が“Ｌｏｗ”状態となる。その結果、切替回路（１）４０１の選択制御信号は、２５
５ｄが出力される。閾値比較判定信号６０３と、切替信号（１）４１２がＡＮＤ回路に入
力され、第１のバックライト制御部１０７の動作ＯＮ／ＯＦＦ状態を設定する。
【００７２】
　次に、図７により、切替信号（１）と切替信号（２）の設定及び、閾値設定を変更した
時のバックライト制御信号の挙動について説明する。ここで、第２のバックライト制御部
１０８において、データ変化鈍化回路３０６に関しては、説明をし易くする為、機能は省
いて説明する。
【００７３】
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　まず、切替信号（１）＝１、切替信号（２）＝１、閾値設定値＝７６ｄ（＝７６ｄ／２
５５ｄ≒３０％）とした場合を考える。切替回路（１）選択制御信号は、切替回路（２）
選択制御信号が閾値設定値よりも高い場合には、第１のバックライト制御部１０７の処理
後のバックライ制御信号（バックライト制御信号（１）４０８）が選択される。また、切
替回路（２）選択制御信号が閾値設定値よりも低い場合には、２５５ｄが選択される。一
方、切替回路（２）選択制御信号は、第２のバックライト制御部１０８の処理後のバック
ライト制御信号（バックライト制御信号（２）４０９）を選択する。例えば、切替回路（
１）選択制御信号が２２９ｄであり、切替回路（２）選択制御信号が１９１ｄである場合
、合成したバックライト制御信号は２２９ｄ×１９１ｄ／２５５ｄ＝１６０ｄとなる。こ
れに対し、切替回路（２）選択制御信号を５１ｄとした場合、切替回路（２）選択制御信
号が閾値設定値より小さい為、切替回路（１）選択制御信号は２５５ｄが選択され、合成
したバックライト制御信号は２５５ｄ×８９ｄ／２５５ｄ＝８９ｄとなる。
【００７４】
　次に、切替信号（１）＝０、切替信号（２）＝１、閾値設定値＝７６ｄ（＝７６ｄ／２
５５ｄ≒３０％）とした場合を考える。切替回路（１）選択制御信号は、切替回路（２）
選択制御信号と閾値設定値に係わらず、２５５ｄが選択される。一方、切替回路（２）選
択制御信号は、第２のバックライト制御部１０８の処理後のバックライト制御信号（バッ
クライト制御信号（２）４０９）を選択する。例えば、切替回路（２）選択制御信号が１
９１ｄである場合、切替回路（１）選択制御信号は２５５ｄなので、合成したバックライ
ト制御信号は２５５ｄ×１９１ｄ／２５５ｄ＝１９１ｄとなる。これに対し、切替回路（
２）選択制御信号を５１ｄとした場合、切替回路（２）選択制御信号が閾値設定値より小
さい為、切替回路（１）選択制御信号は２５５ｄが選択され、合成したバックライト制御
信号は２５５ｄ×８９ｄ／２５５ｄ＝８９ｄとなる。
【００７５】
　最後に、切替信号（１）＝１、切替信号（２）＝０、閾値設定値＝７６ｄ（＝７６ｄ／
２５５ｄ≒３０％）とした場合を考える。切替回路（２）選択制御信号は常に２５５ｄと
なる為、切替回路（２）選択制御信号値＞閾値設定値の大小関係は一定、つまり閾値比較
判定信号６０３は常に“Ｈｉｇｈ”状態となり、切替回路（１）選択制御信号は、第１の
バックライト制御部１０７の処理後のバックライト制御信号（バックライト制御信号（１
）４０８）を選択する。例えば、切替回路（１）選択制御信号が２２９ｄである場合、切
替回路（２）選択制御信号は２５５ｄなので、合成したバックライト制御信号は２２９ｄ
×２５５ｄ／２５５ｄ＝２２９ｄとなる。ちなみに、この時にバックライト制御信号（２
）４０９の値にどの値をいれても、切替回路（２）選択制御信号は２５５ｄなので、合成
したバックライト制御信号は変わらない。
【００７６】
　以上で説明した本実施の形態によれば、前記第１の実施の形態と同様に、ヒストグラム
を上位の一部の値のみで構成することができ、論理回路の規模も、例えば画素値１８３～
２５５の範囲を使用する場合で、約３０％のサイズに収めることができる。また、実際の
映像では、削減できる発光量は、上位３０％のヒストグラム分であり、この分の検出回路
があれば、全部持つのとあまり変わらない。さらに、前記ヒストグラム処理によるバック
ライト制御は、他のバックライト制御による効果併用が可能となる。
【００７７】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【００７８】
　例えば、前記実施例では、データに連動してバックライト制御を行う第１のバックライ
ト制御部と、光センサに連動してバックライト制御を行う第２のバックライト制御部を想
定したが、これらのバックライト制御部は２つに限定される必要はない。例えば、上記２
つのバックライト制御部に加え、第３の光センサに連動する第３のバックライト制御部が
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構成されている場合には、第２と第３の光センサを切り替えて用いても良い。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明の表示装置用駆動回路は、バックライトを制御し、省電力化する方法を論理量を
抑えて実装することができ、利用範囲も携帯電話用液晶ディスプレイのみならず、液晶デ
ィスプレイ使用のＤＶＤ等小型メディアプレイヤーにも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の第１の実施の形態において、液晶ドライバ及び周辺回路を含めた液晶表
示装置の構成及び動作を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態において、第１のバックライト制御部の構成及び動作
を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態において、第２のバックライト制御部の構成及び動作
を示す図（ａ）（ｂ）（ｃ）である。
【図４】本発明の第１の実施の形態において、ＰＷＭ生成部の構成及び動作を示す図であ
る。
【図５】本発明の第１の実施の形態において、バックライト制御信号と選択制御信号の関
係を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態において、ＰＷＭ生成部の構成及び動作を示す図であ
る。
【図７】本発明の第２の実施の形態において、バックライト制御信号と選択制御信号の関
係を示す図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１０１…液晶ドライバ、１０２…システムインターフェース、１０３…コントロールレ
ジスタ、１０４…グラフィックＲＡＭ、１０５…タイミング生成部、１０６…バックライ
ト制御部、１０７…第１のバックライト制御部、１０８…第２のバックライト制御部、１
０９…ＰＷＭ生成部、１１０…階調電圧生成部、１１１…デコーダ、１１２…表示データ
、１１３…伸張表示データ、１１４…バックライト制御信号１、１１５…照度値、１１６
…バックライト制御信号２、１１７…ＰＷＭ信号、１１８…制御プロセッサ、１１９…照
度センサ、１２０…パネルモジュール、１２１…液晶パネル、１２２…バックライトモジ
ュール、
　２０１…ヒストグラム計数部、２０２…定数値保持部、２０３…「２５５／選択データ
値」演算値作成回路、２０４…表示データ伸張演算回路、２０５…オーバーフロー処理回
路、２０６…小数点以下切捨て回路、２０７…選択テーブル、２０８…表示データ、２０
９…フレームＳＹＮＣ、２１０…スレッショルド値、２１１…ヒストグラム最小値選択信
号、２１２…選択データ値、２１３…表示データ伸張係数、２１４…伸張表示データ、２
１５…バックライト制御信号、２１６…セレクタ信号、
　３０１…フィルタ回路、３０２…減光回路、３０３…データサンプリング回路、３０４
…ローパスフィルタ回路、３０５…選択テーブル、３０６…データ変化鈍化回路、３０７
…照度値、３０８…バックライト制御信号、３０９…サンプリングクロック、３１０…フ
ィルタリング照度データ、
　４０１…切替回路（１）、４０２…切替回路（２）、４０３…掛け算処理部、４０４…
「×１／２５５」処理回路、４０５…分周カウンタ、４０６…２５５カウンタ、４０７…
ＰＷＭ生成カウンタ、４０８…バックライト制御信号（１）、４０９…バックライト制御
信号（２）、４１０…合成したバックライト制御信号、４１１…ＰＷＭ信号、４１２…切
替信号（１）、４１３…切替信号（２）、４１４…基本クロック、４１５…分周比設定、
４１６…Ｅｎａｂｌｅ信号、４１７…リセット信号、
　６０１…閾値比較器、６０２…閾値設定値、６０３…閾値比較判定信号。
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