
JP 6080460 B2 2017.2.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個別に発光輝度及び発光色を制御可能な複数の発光領域からなる発光手段と、
　前記発光手段からの光を入力画像データに基づいて透過することにより、画像を表示す
る表示手段と、
　各発光領域の発光輝度を前記入力画像データに基づいて決定する第１決定手段と、
　各発光領域の発光色を決定する第２決定手段と、
　前記第１決定手段で決定された発光輝度、及び、前記第２決定手段で決定された発光色
で各発光領域を発光させる制御手段と、
を有し、
　前記第２決定手段は、前記第１決定手段で決定された各発光領域の発光輝度と、各発光
領域について発光輝度と発光色の対応関係を表す予め用意された発光色情報とに基づいて
、前記複数の発光領域のうちの第１発光領域の発光輝度と前記第１発光領域とは発光特性
が異なる第２発光領域の発光輝度との差に応じた前記第１発光領域に対応する前記表示手
段の領域に照射される光の色の変化を抑制するように、前記第１発光領域の発光色を決定
する
ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記発光色情報は、各発光領域の発光輝度の組み合わせ毎に、各発光領域の発光色を表
し、
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　前記第２決定手段は、前記発光色情報で表される前記組み合わせ毎の各発光領域の発光
色のうち、前記第１決定手段で決定された各発光領域の発光輝度の組み合わせに対応する
各発光領域の発光色を選択し、
　前記制御手段は、前記第１決定手段で決定された発光輝度、及び、前記第２決定手段で
選択された発光色で各発光領域を発光させる
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記発光色情報は、各発光領域の発光輝度の全ての組み合わせについて、各発光領域の
発光色を表す
ことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記発光色情報は、前記発光領域毎に、その発光領域に対応する前記表示手段の領域に
照射される光の色を所定の色とするための当該発光領域の発光色であって、各発光領域の
発光輝度の組み合わせを所定の組み合わせとしたときの発光色を表し、
　前記第２決定手段は、
　　前記第１決定手段で決定された各発光領域の発光輝度に基づいて、前記第１発光領域
に対応する前記表示手段の領域に照射される光の色に対する、前記第２発光領域からの光
の影響度合いを算出し、
　　前記発光色情報で表される前記第１発光領域の発光色を、前記影響度合いに基づいて
補正し、
　前記制御手段は、前記第２決定手段による補正後の発光色で各発光領域を発光させる
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　各発光領域の発光輝度の複数の組み合わせに対応する複数の発光色情報が予め用意され
ており、
　前記第２決定手段は、前記複数の発光色情報で表される前記第１発光領域の複数の発光
色を、前記影響度合いに基づいて重み付け合成し、
　前記制御手段は、前記第２決定手段による重み付け合成後の発光色で各発光領域を発光
させる
ことを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記複数の発光色情報は、
　　前記発光領域毎に、その発光領域に対応する前記表示手段の領域に照射される光の色
を所定の色とするための当該発光領域の発光色であって、当該発光領域のみを所定の発光
輝度で発光させたときの発光色を表す第１の発光色情報、及び、
　　前記発光領域毎に、その発光領域に対応する前記表示手段の領域に照射される光の色
を所定の色とするための当該発光領域の発光色であって、全ての発光領域を前記所定の発
光輝度で発光させたときの発光色を表す第２の発光色情報
である
ことを特徴とする請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記影響度合いは、前記第１発光領域の発光輝度と、前記第２発光領域からの光の前記
第１発光領域での輝度の合計値との和に対する、前記第２発光領域からの光の前記第１発
光領域での輝度の合計値の割合である
ことを特徴とする請求項４～６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　発光領域からの光がどのように拡散するのかを表す拡散情報が予め用意されており、
　前記第２決定手段は、前記第１決定手段で決定された各発光領域の発光輝度と、前記拡
散情報とから、前記第２発光領域からの光の前記第１発光領域での輝度を算出する
ことを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
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【請求項９】
　前記発光領域は、光源として、発光色が互いに異なる複数の発光素子を有しており、
　前記発光領域の発光色は、その発光領域が有する複数の発光素子の発光輝度の比率で表
される
ことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記複数の発光素子は、発する光の波長が互いに異なる複数のＬＥＤである
ことを特徴とする請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記発光特性は、前記発光領域から発せられる光のスペクトルに関する特性である
ことを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記発光色情報を予め記憶する記憶手段をさらに有する
ことを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１３】
　個別に発光輝度及び発光色を制御可能な複数の発光領域からなる発光手段と、
　前記発光手段からの光を入力画像データに基づいて透過することにより、画像を表示す
る表示手段と、
を有する表示装置の制御方法であって、
　各発光領域の発光輝度を前記入力画像データに基づいて決定する第１決定ステップと、
　各発光領域の発光色を決定する第２決定ステップと、
　前記第１決定ステップで決定された発光輝度、及び、前記第２決定ステップで決定され
た発光色で各発光領域を発光させる制御ステップと、
を有し、
　前記第２決定ステップでは、前記第１決定ステップで決定された各発光領域の発光輝度
と、各発光領域について発光輝度と発光色の対応関係を表す予め用意された発光色情報と
に基づいて、前記複数の発光領域のうちの第１発光領域の発光輝度と前記第１発光領域と
は発光特性が異なる第２発光領域の発光輝度との差に応じた前記第１発光領域に対応する
前記表示手段の領域に照射される光の色の変化を抑制するように、前記第１発光領域の発
光色を決定する
ことを特徴とする表示装置の制御方法。
【請求項１４】
　個別に発光輝度及び発光色を制御可能な複数の発光領域からなる発光手段と、
　前記発光手段からの光を入力画像データに基づいて透過することにより、画像を表示す
る表示手段と、
　各発光領域の発光輝度を前記入力画像データに基づいて決定する第１決定手段と、
　各発光領域の発光色を決定する第２決定手段と、
　前記第１決定手段で決定された発光輝度、及び、前記第２決定手段で決定された発光色
で各発光領域を発光させる制御手段と、
を有し、
　前記第２決定手段は、前記第１決定手段で決定された各発光領域の発光輝度と、各発光
領域について発光輝度と発光色の対応関係を表す予め用意された発光色情報とに基づいて
、前記複数の発光領域のうちの第１発光領域とは発光特性が異なる第２発光領域の発光輝
度の、前記入力画像データの変化に応じた変化による、前記第１発光領域に対応する前記
表示手段の領域に照射される光の色の変化を抑制するように、前記第１発光領域の発光色
を決定する
ことを特徴とする表示装置。
【請求項１５】
　個別に発光輝度及び発光色を制御可能な複数の発光領域からなる発光手段と、
　前記発光手段からの光を入力画像データに基づいて透過することにより、画像を表示す
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る表示手段と、
を有する表示装置の制御方法であって、
　各発光領域の発光輝度を前記入力画像データに基づいて決定する第１決定ステップと、
　各発光領域の発光色を決定する第２決定ステップと、
　前記第１決定ステップで決定された発光輝度、及び、前記第２決定ステップで決定され
た発光色で各発光領域を発光させる制御ステップと、
を有し、
　前記第２決定ステップでは、前記第１決定ステップで決定された各発光領域の発光輝度
と、各発光領域について発光輝度と発光色の対応関係を表す予め用意された発光色情報と
に基づいて、前記複数の発光領域のうちの第１発光領域とは発光特性が異なる第２発光領
域の発光輝度の、前記入力画像データの変化に応じた変化による、前記第１発光領域に対
応する前記表示手段の領域に照射される光の色の変化を抑制するように、前記第１発光領
域の発光色を決定する
ことを特徴とする表示装置の制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示装置のバックライトとして、個別に発光輝度を制御可能な複数の発光領
域からなる光源装置がある。そして、発光領域毎に、入力された画像信号の明るさ（輝度
レベル）に応じて、その発光領域の発光輝度を制御する技術がある。このような制御は、
ローカルディミング制御と呼ばれる。１つの発光領域は、光源として、例えば、赤色ＬＥ
Ｄ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）、緑色ＬＥＤ、及び、青色ＬＥＤの３
種類のＬＥＤを有する。
【０００３】
　また、独立した光源を有する表示装置の色再現性を向上するための従来技術として、例
えば、特許文献１，２に開示の技術がある。
　特許文献１には、発光色が互いに異なる複数の光源と、複数の光源に対応する複数の液
晶ライトバルブと、を有するプロジェクタに関する技術が開示されている。複数のライト
バルブは、光源からの光を変調（透過）するものであり、透過率は、画像信号に応じて制
御される。特許文献１に開示の技術では、複数の光源それぞれの発光輝度が入力画像信号
に応じて制御され、入力画像信号の階調値とプロジェクタの輝度（相対値）との関係が光
源間で等しくなるように、入力画像信号の階調値が補正される。
　特許文献２には、周知の方法（例えば、光源からの光の拡散の仕方を表す関数を用いた
方法）により光源からの光の強度分布を算出し、算出した強度分布に基づいて画像信号を
補正する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－４００７３号公報
【特許文献２】国際公開第２００３／０７７０１３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、各発光領域からの光は、光源装置内で拡散、反射し、混ざり合う。そのため
、発光領域の色は、上記混ざり合った光によって決まる。発光領域間で発する光の波長（
発光波長）及び輝度（発光輝度）が互いに等しい場合には、上記混ざり合った光の色は、
発光領域間で互いに等しくなる。しかし、一般に、ＬＥＤ等の発光素子には個体差がある
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。そのため、同種のＬＥＤ（発光色が互いに等しいＬＥＤ）であっても、製造上のばらつ
きなどにより、発光波長がばらつく。このような発光波長のばらつきにより、発光領域の
色にムラ（上記混ざり合った光のばらつき）が生じてしまう。また、このような色ムラは
、各発光領域の発光輝度によって変化する。
【０００６】
　発光輝度が変化することによる発光領域の色の変化について、図９を用いて説明する。
　図９（Ａ），９（Ｂ）は、一方向に並んだ３つの発光領域の色の変化を模式的に示す図
である。
【０００７】
　図９（Ａ）は、すべての発光領域を同じ発光輝度（十分に高い発光輝度；第１発光輝度
）で発光させた場合の例である。発光領域９０１，９０２，９０３は、それぞれ、光源と
して、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、青色ＬＥＤの３つのＬＥＤを有する。
　輝度分布９２１ａは、発光領域９０１のみを第１発光輝度で発光させたときの輝度分布
（単体輝度分布）を示す。輝度分布９２２ａは、発光領域９０２のみを第１発光輝度で発
光させたときの輝度分布を示す。輝度分布９２３ａは、発光領域９０３のみを第１発光輝
度で発光させたときの輝度分布を示す。
　輝度分布９２０ａは、発光領域９０１，９０２，９０３を第１発光輝度で発光させたと
きの輝度分布（合成輝度分布）を示す。即ち、輝度分布９２０ａは、輝度分布９２１ａ，
９２２ａ，９２３ａを合成した輝度分布である。発光領域９０１，９０２，９０３の発光
輝度は互いに等しいため、輝度分布９２０ａはフラットな輝度分布となっている。
　発光波長９１１ａは、発光領域９０１のみを第１発光輝度で発光させたときの、発光領
域９０１からの光のスペクトル（単体スペクトル）を示す。発光波長９１２ａは、発光領
域９０２のみを第１発光輝度で発光させたときの、発光領域９０２からの光のスペクトル
を示す。発光波長９１３ａは、発光領域９０３のみを第１発光輝度で発光させたときの、
発光領域９０３からの光のスペクトルを示す。発光波長９１２ａでは、破線で示した基準
位置がちょうど全体の発光波長幅の中心と重なっている。発光波長９１１ａは、発光波長
９１２ａを短波長側へシフトしたスペクトルとなっている。発光波長９１３ａは、発光波
長９１２ａを長波長側へシフトしたスペクトルとなっている。このようなスペクトルの違
いは、ランダムに生じるものであり、上述したＬＥＤの個体差により生じる。
　波長９３１ａは、発光領域９０１，９０２，９０３を第１発光輝度で発光させたときの
、発光領域９０１の色を示す。具体的には、波長９３１ａは、発光領域９０１，９０２，
９０３を第１発光輝度で発光させたときの、発光領域９０１での合成光（上記混ざり合っ
た光）のスペクトル（合成スペクトル）を示す。波長９３２ａは、発光領域９０１，９０
２，９０３を第１発光輝度で発光させたときの、発光領域９０２での合成光のスペクトル
を示す。波長９３３ａは、発光領域９０１，９０２，９０３を第１発光輝度で発光させた
ときの、発光領域９０３での合成光のスペクトルを示す。ここでは、波長９３１ａ，９３
２ａ，９３３ａは、他の発光領域からの光の影響により、互いに略等しいスペクトルとな
っている。そのため、上述した色ムラは発生しない。
【０００８】
　図９（Ｂ）は、発光領域９０１，９０３の発光輝度を第１発光輝度とし、発光領域９０
２の発光輝度を第１発光輝度よりも低い第２発光輝度とした場合の例である。
　輝度分布９２１ｂは、発光領域９０１のみを第１発光輝度で発光させたときの輝度分布
を示す。輝度分布９２２ｂは、発光領域９０２のみを第２発光輝度で発光させたときの輝
度分布を示す。輝度分布９２３ｂは、発光領域９０３のみを第１発光輝度で発光させたと
きの輝度分布を示す。
　輝度分布９２０ｂは、発光領域９０１，９０３を第１発光輝度で発光させ、発光領域９
０２を第２発光輝度で発光させたときの輝度分布を示す。即ち、輝度分布９２０ｂは、輝
度分布９２１ｂ，９２２ｂ，９２３ｂを合成した輝度分布である。発光領域９０２の発光
輝度は発光領域９０１，９０３よりも低いため、輝度分布９２０ｂは発光領域９０２上で
輝度が低下するような輝度分布となっている。
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　発光波長９１１ｂは、発光領域９０１のみを第１発光輝度で発光させたときの、発光領
域９０１からの光のスペクトルを示す。発光波長９１２ｂは、発光領域９０２のみを第２
発光輝度で発光させたときの、発光領域９０２からの光のスペクトルを示す。発光波長９
１３ｂは、発光領域９０３のみを第１発光輝度で発光させたときの、発光領域９０３から
の光のスペクトルを示す。図９（Ａ）と同様に、発光波長９１２ｂでは、破線で示した基
準位置がちょうど全体の発光波長幅の中心と重なっている。発光波長９１１ｂは、発光波
長９１２ｂを短波長側へシフトしたスペクトルとなっている。発光波長９１３ｂは、発光
波長９１２ｂを長波長側へシフトしたスペクトルとなっている。
　波長９３１ｂは、発光領域９０１，９０３を第１発光輝度で発光させ、発光領域９０２
を第２発光輝度で発光させたときの、発光領域９０１での合成光のスペクトルを示す。波
長９３２ｂは、発光領域９０１，９０３を第１発光輝度で発光させ、発光領域９０２を第
２発光輝度で発光させたときの、発光領域９０２での合成光のスペクトルを示す。波長９
３３ｂは、発光領域９０１，９０３を第１発光輝度で発光させ、発光領域９０２を第２発
光輝度で発光させたときの、発光領域９０３での合成光のスペクトルを示す。ここでは、
発光領域９０２の発光輝度が低いため、発光領域９０２からの光の他の発光領域への漏れ
光は少ない。その結果、波長９３１ａ，９３２ａ，９３３ａは、互いに異なるスペクトル
となってしまい、上述した色ムラが発生してしまう。そして、表示装置においては、その
ような色の変化により、表示された画像の色が変化してしまうため、色再現性が低下して
しまう。
【０００９】
　しかしながら、従来の技術では、このような色ムラ（他の発光領域からの光による色の
変化）を考慮していなかった。そのため、従来の技術を用いたとしても、発光領域の色の
変化及び色再現性の低下を抑制することはできない。
【００１０】
　そこで、本発明は、各発光領域の発光輝度の変化による各発光領域の色の変化を抑制す
ることのできる技術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】
【００１１】
　本発明の第１の表示装置は、
　個別に発光輝度及び発光色を制御可能な複数の発光領域からなる発光手段と、
　前記発光手段からの光を入力画像データに基づいて透過することにより、画像を表示す
る表示手段と、
　各発光領域の発光輝度を前記入力画像データに基づいて決定する第１決定手段と、
　各発光領域の発光色を決定する第２決定手段と、
　前記第１決定手段で決定された発光輝度、及び、前記第２決定手段で決定された発光色
で各発光領域を発光させる制御手段と、
を有し、
　前記第２決定手段は、前記第１決定手段で決定された各発光領域の発光輝度と、各発光
領域について発光輝度と発光色の対応関係を表す予め用意された発光色情報とに基づいて
、前記複数の発光領域のうちの第１発光領域の発光輝度と前記第１発光領域とは発光特性
が異なる第２発光領域の発光輝度との差に応じた前記第１発光領域に対応する前記表示手
段の領域に照射される光の色の変化を抑制するように、前記第１発光領域の発光色を決定
する
ことを特徴とする。
　本発明の第２の表示装置は、
　個別に発光輝度及び発光色を制御可能な複数の発光領域からなる発光手段と、
　前記発光手段からの光を入力画像データに基づいて透過することにより、画像を表示す
る表示手段と、
　各発光領域の発光輝度を前記入力画像データに基づいて決定する第１決定手段と、
　各発光領域の発光色を決定する第２決定手段と、
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　前記第１決定手段で決定された発光輝度、及び、前記第２決定手段で決定された発光色
で各発光領域を発光させる制御手段と、
を有し、
　前記第２決定手段は、前記第１決定手段で決定された各発光領域の発光輝度と、各発光
領域について発光輝度と発光色の対応関係を表す予め用意された発光色情報とに基づいて
、前記複数の発光領域のうちの第１発光領域とは発光特性が異なる第２発光領域の発光輝
度の、前記入力画像データの変化に応じた変化による、前記第１発光領域に対応する前記
表示手段の領域に照射される光の色の変化を抑制するように、前記第１発光領域の発光色
を決定する
ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の第１の表示装置の制御方法は、
　個別に発光輝度及び発光色を制御可能な複数の発光領域からなる発光手段と、
　前記発光手段からの光を入力画像データに基づいて透過することにより、画像を表示す
る表示手段と、
を有する表示装置の制御方法であって、
　各発光領域の発光輝度を前記入力画像データに基づいて決定する第１決定ステップと、
　各発光領域の発光色を決定する第２決定ステップと、
　前記第１決定ステップで決定された発光輝度、及び、前記第２決定ステップで決定され
た発光色で各発光領域を発光させる制御ステップと、
を有し、
　前記第２決定ステップでは、前記第１決定ステップで決定された各発光領域の発光輝度
と、各発光領域について発光輝度と発光色の対応関係を表す予め用意された発光色情報と
に基づいて、前記複数の発光領域のうちの第１発光領域の発光輝度と前記第１発光領域と
は発光特性が異なる第２発光領域の発光輝度との差に応じた前記第１発光領域に対応する
前記表示手段の領域に照射される光の色の変化を抑制するように、前記第１発光領域の発
光色を決定する
ことを特徴とする。
　本発明の第２の表示装置の制御方法は、
　個別に発光輝度及び発光色を制御可能な複数の発光領域からなる発光手段と、
　前記発光手段からの光を入力画像データに基づいて透過することにより、画像を表示す
る表示手段と、
を有する表示装置の制御方法であって、
　各発光領域の発光輝度を前記入力画像データに基づいて決定する第１決定ステップと、
　各発光領域の発光色を決定する第２決定ステップと、
　前記第１決定ステップで決定された発光輝度、及び、前記第２決定ステップで決定され
た発光色で各発光領域を発光させる制御ステップと、
を有し、
　前記第２決定ステップでは、前記第１決定ステップで決定された各発光領域の発光輝度
と、各発光領域について発光輝度と発光色の対応関係を表す予め用意された発光色情報と
に基づいて、前記複数の発光領域のうちの第１発光領域とは発光特性が異なる第２発光領
域の発光輝度の、前記入力画像データの変化に応じた変化による、前記第１発光領域に対
応する前記表示手段の領域に照射される光の色の変化を抑制するように、前記第１発光領
域の発光色を決定する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、各発光領域の発光輝度の変化による各発光領域の色の変化を抑制する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】実施例１に係る表示装置の概略構成の一例を示すブロック図
【図２】入力画像信号の変化による発光輝度の変化の一例を示す図
【図３】実施例１の効果を説明するための図
【図４】実施例２に係る表示装置の概略構成の一例を示すブロック図
【図５】漏れ光率算出部の処理フローの一例を示すフローチャート
【図６】１行１列目の発光領域からの光の各発光領域での減衰率の一例を示す図
【図７】発光色テーブル算出部の処理フローの一例を示すフローチャート
【図８】実施例２の効果を説明するための図
【図９】発光輝度が変化することによる発光領域の色の変化を説明するための図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　＜実施例１＞
　以下、本発明の実施例１に係る光源装置及びその制御方法について、説明する。本実施
例に係る光源装置は、個別に発光輝度及び発光色を制御可能な複数の発光領域からなる。
　なお、本実施例では、光源装置（独立した光源）を有する表示装置の例を説明するが、
光源装置は、表示装置で使用されるものに限らない。光源装置は、室内照明や街灯などの
光源装置であってもよい。
【００１６】
　図１は、本実施例に係る表示装置の概略構成の一例を示すブロック図である。
　図１に示すように、本実施例に係る表示装置は、発光輝度決定部１０１、発光色テーブ
ル記憶部１０２、発光色テーブル選択部１０３、ＬＥＤ制御部１０４、ＬＥＤ部１０５、
表示部１０６などを有する。
【００１７】
　ＬＥＤ部１０５は、発光領域毎に設けられた複数の光源である。本実施例では、発光領
域毎に、光源として、発光色が互いに異なる複数の発光素子が設けられている。具体的に
は、発光領域毎に、光源として、発する光の波長が互いに異なる複数のＬＥＤ（Ｌｉｇｈ
ｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）が設けられている。より具体的には、複数のＬＥＤ
として、赤色の光を発する赤色ＬＥＤ、緑色の光を発する緑色ＬＥＤ、青色の光を発する
青色ＬＥＤの３つが設けられている。
【００１８】
　表示部１０６は、入力画像信号（または、画像処理が施された入力画像信号）に応じた
透過率でＬＥＤ部１０５からの光を透過することにより、画面上に画像を表示する。表示
部１０６としては、液晶パネルなどを用いることができる。
【００１９】
　発光輝度決定部１０１は、各発光領域の発光輝度を決定する。本実施例では、入力画像
信号に基づいて、各発光領域の発光輝度が決定される。なお、各発光領域の発光輝度の決
定方法はこれに限らない。例えば、ユーザ操作（発光輝度を低くする操作、発光輝度を高
くする操作、など）に応じて、各発光領域の発光輝度が決定されてもよい。
【００２０】
　ＬＥＤ制御部１０４は、発光輝度決定部１０１で決定された各発光領域の発光輝度に基
づいて、各発光領域の発光色を決定する（色決定）。本実施例では、発光領域毎に、その
発光領域である対象発光領域以外の発光領域の発光輝度が変化したことによる対象発光領
域の色の変化を補うように、対象発光領域の発光色が決定される。ここで、“対象発光領
域以外の発光領域”は、対象発光領域以外の全ての発光領域を意味してもよいし、対象発
光領域以外の一部の発光領域を意味してもよい。例えば、“対象発光領域以外の発光領域
”は、対象発光領域から所定範囲内にある発光領域（対象発光領域からの距離が所定値以
下の発光領域）を意味してもよい。
　そして、ＬＥＤ制御部１０４は、発光輝度決定部１０１で決定された発光輝度、及び、
上記決定された発光色で各発光領域を発光させる。
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　なお、各発光領域の発光色を決定する処理と、各発光領域を発光させる処理とは、互い
に異なる機能部によって行われてもよい。
【００２１】
　発光色テーブル記憶部１０２は、予め用意された発光色情報を記憶する。発光色情報は
、各発光領域の発光輝度の組み合わせ毎に、各発光領域の発光色を表す情報である。具体
的には、発光色情報は、発光輝度の組み合わせ毎に、各発光領域の色を所定の色とするた
めの、各発光領域の発光色を表す。本実施例では、１つの組み合わせに対応する各発光領
域の発光色を表す情報として、発光領域毎に発光色を表す発光色テーブルが記憶されてい
る。
　発光色テーブル選択部１０３は、発光色テーブル記憶部１０２に記憶されている発光色
テーブルのうち、発光輝度決定部１０１で決定された各発光領域の発光輝度の組み合わせ
に対応する発光色テーブルを選択する。そして、発光色テーブル選択部１０３は、選択し
た発光色テーブルをＬＥＤ制御部１０４へ出力する。
　そして、ＬＥＤ制御部１０４は、発光輝度決定部１０１で決定された発光輝度、及び、
発光色テーブル選択部１０３で選択された発光色（発光色テーブル選択部１０３で選択さ
れた発光色テーブルで表される発光色）で各発光領域を発光させる。
【００２２】
　発光輝度決定部１０１の処理の具体例について、以下に説明する。
　本実施例では、発光輝度決定部１０１は、発光輝度に対応する発光輝度制御値ｂｄを算
出する。発光輝度制御値ｂｄは、発光領域の発光輝度を制御する制御値である。本実施例
では、発光輝度制御値ｂｄとして、０～２５５の範囲内の整数が設定されるものとする。
そして、設定された発光輝度制御値ｂｄが大きいほど発光輝度が高くなるように、発光領
域の発光輝度が制御されるものとする。本実施例では、光源装置は、Ｍ行×Ｎ列の発光領
域からなる。ｍ行ｎ列目の発光領域の発光輝度制御値をｂｄｍｎと記載する。そして、ｍ
行ｎ列目の発光領域の発光輝度をＢＤｍｎと記載する。
　発光輝度決定部１０１は、発光領域毎の発光輝度制御値を、発光色テーブル選択部１０
３とＬＥＤ制御部１０４に出力する。
【００２３】
　図２に、入力画像信号の変化による発光輝度の変化の一例を示す。
　入力画像信号１０１１は、輝度が均一な明るい画像を表す信号である。入力画像信号１
０１２は、一部（風車部分）が明るく、他の部分（背景部分）が暗い画像を表す信号であ
る。
　入力画像信号１０１１が入力された場合には、発光状態１０１７で示すように、各発光
領域の発光輝度が設定される。
　入力画像信号１０１２が入力された場合には、発光状態１０１８で示すように、各発光
領域の発光輝度が設定される。
　発光状態１０１７，１０１８において、実線で囲まれた領域は発光領域である。白色の
発光領域は、高い発光輝度が設定された領域であり、ハッチングされた発光領域は、暗い
発光輝度（例えば非発光）が設定された領域である。符号１０１９，１０２０は、同じ発
光領域を示す。発光領域１０１９，１０２０は、風車部分の領域である。発光状態１０１
７は、全ての発光領域が明るい発光輝度で発光している状態である。発光状態１０１８は
、風車部分の発光領域（風車が表示される領域の直下にある４つの発光領域）のみ明るい
発光輝度で発光している状態である。
【００２４】
　発光色テーブル記憶部１０２に記憶されている情報の具体例について説明する。
　上述したように、発光色テーブル記憶部１０２には、各発光領域の発光輝度（発光輝度
制御値）の組み合わせ毎に、発光色テーブルが記憶されている。
　発光色テーブルは、各発光領域の色を所定の色とするための、各発光領域の発光色を表
す。本実施例では、発光領域の発光色は、その発光領域が有する複数の発光素子の発光輝
度の比率（発光輝度比）で表される。即ち、発光色テーブルは、発光領域毎に、その発光
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領域が有する赤色ＬＥＤの発光輝度ｒｉ、緑色ＬＥＤの発光輝度ｇｉ、青色ＬＥＤの発光
輝度ｂｉの比率を表す。ｍ行ｎ列目の発光領域が有する赤色ＬＥＤの発光輝度をｒｉｍｎ
、緑色ＬＥＤの発光輝度をｇｉｍｎ、青色ＬＥＤの発光輝度をｂｉｍｎと記載する。ｍ行
ｎ列目の発光領域のテーブル値ＴＢＬｍｎ（上記発光輝度比）は、ｒｉｍｎ：ｇｉｍｎ：
ｂｉｍｎである。テーブル値ＴＢＬｍｎと発光輝度ＢＤｍｎを満足するための各ＬＥＤの
発光輝度は以下の式１～３を用いて算出することができる。ＲＩｍｎは、ｍ行ｎ列目の発
光領域が発する光の赤色成分の輝度値である。換言すれば、ＲＩｍｎは、ｍ行ｎ列目の発
光領域が有する赤色ＬＥＤの発光輝度である。ＧＩｍｎは、ｍ行ｎ列目の発光領域が有す
る緑色ＬＥＤの発光輝度である。ＢＩｍｎは、ｍ行ｎ列目の発光領域が有する青色ＬＥＤ
の発光輝度である。
 
　ＲＩｍｎ＝ｒｉｍｎ／（ｒｉｍｎ＋ｇｉｍｎ＋ｂｉｍｎ）×ＢＤｍｎ　・・・（式１）
　ＧＩｍｎ＝ｇｉｍｎ／（ｒｉｍｎ＋ｇｉｍｎ＋ｂｉｍｎ）×ＢＤｍｎ　・・・（式２）
　ＢＩｍｎ＝ｂｉｍｎ／（ｒｉｍｎ＋ｇｉｍｎ＋ｂｉｍｎ）×ＢＤｍｎ　・・・（式３）
 
　本実施例では、発光色テーブル記憶部１０２は、各発光領域の発光輝度の全ての組み合
わせについて、発光色テーブルを記憶しているものとする。換言すれば、発光色情報は、
各発光領域の発光輝度の全ての組み合わせについて、各発光領域の発光色を表す。
【００２５】
　発光色テーブル選択部１０３の処理の具体例について説明する。
　ここでは、図２の発光状態１０１７が設定された場合と、発光状態１０１８が設定され
た場合の例について説明する。
　発光色テーブル選択部１０３は、発光輝度決定部１０１で決定された各発光領域の発光
輝度（発光輝度制御値）の組み合わせに対応する発光色テーブルを選択する。発光状態１
０１７が設定された場合には、発光状態１０１７に対応する発光色テーブルＴＢＬａが選
択され、発光状態１０１８が設定された場合には、発光状態１０１８に対応する発光色テ
ーブルＴＢＬｂが選択される。発光色テーブル選択部１０３は、選択した発光色テーブル
をＬＥＤ制御部１０４へ出力する。
【００２６】
　発光色テーブルＴＢＬａは、発光状態１０１７となるように各発光領域を発光させる際
の各発光領域の発光輝度比であって、各発光領域の色を白色とするための各発光領域の発
光輝度比を表す。各発光領域の発光輝度を発光状態１０１７で表される発光輝度とし、各
発光領域の発光色（発光輝度比）を発光色テーブルＴＢＬａで表される発光色とすると、
発光領域１０１９の色度座標（色）は色度座標１０４３となる（図３）。
【００２７】
　発光色テーブルＴＢＬｂは、発光状態１０１８となるように各発光領域を発光させる際
の各発光領域の発光輝度比であって、各発光領域の色を白色とするための各発光領域の発
光輝度比を表す。各発光領域の発光輝度を発光状態１０１８で表される発光輝度とし、各
発光領域の発光色（発光輝度比）を発光色テーブルＴＢＬｂで表される発光色とすると、
発光領域１０２０の色度座標（色）は色度座標１０４２となる（図３）。
【００２８】
　色度座標１０４２は、色度座標１０４３から非常に近い。具体的には、色度座標１０４
２と色度座標１０４３は、いずれも、所望の色（所定の色；本実施例では白色）の色度座
標１０４１から非常に近い。このように、発光輝度決定部１０１で決定された各発光領域
の発光輝度（発光輝度制御値）の組み合わせに対応する発光色テーブルを選択し、選択し
た発光色テーブルに従って各発光領域の発光色を制御すれば、各発光領域の色（合成光の
色）を所望の色に近づけることができる。
【００２９】
　ここで、比較のために、各発光領域の発光色が固定である従来例について説明する。
　例えば、各発光領域の発光色が発光色テーブルＴＢＬｂに応じた発光色とされるものと
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する。この場合、各発光領域の発光輝度を発光状態１０１７で表される発光輝度とする際
に、各発光領域の発光色（発光輝度比）が発光色テーブルＴＢＬｂで表される発光色とさ
れる。その結果、発光領域１０１９の色度座標（色）は、色度座標１０４４となり、所望
の色から大きくずれてしまう（図３）。
　各発光領域の発光色が発光色テーブルＴＢＬａに応じた発光色とされる場合においても
、同様の問題が生じる。具体的には、各発光領域の発光輝度を発光状態１０１８で表され
る発光輝度とする際に、各発光領域の発光色（発光輝度比）が発光色テーブルＴＢＬａで
表される発光色とされる。その結果、発光領域１０２０の色度座標（色）は、色度座標１
０４５となり、所望の色から大きくずれてしまう（図３）。
【００３０】
　ＬＥＤ制御部１０４の処理の具体例について説明する。
　ＬＥＤ制御部１０４は、各発光領域の発光輝度制御値ｂｄと、発光色テーブル選択部１
０３で選択された発光色テーブルとに基づいて、各発光領域を発光させる。
　具体的には、ＬＥＤ制御部１０４は、発光領域毎に、その発光領域の発光輝度（発光輝
度制御値）と、当該発光領域の発光色（発光色テーブルのテーブル値；発光輝度比）とに
基づいて、当該発光領域が有する各ＬＥＤの駆動電流値を算出する。そして、ＬＥＤ制御
部１０４は、各ＬＥＤに上記算出した駆動電流値を流し、各ＬＥＤを発光させる。
　ｍ行ｎ列目の発光領域が有する各ＬＥＤの駆動電流値は、例えば、以下の式４～６を用
いて算出される。ＩＤＲｍｎは、ｍ行ｎ列目の発光領域が有する赤色ＬＥＤの駆動電流値
である。ＩＤＧｍｎは、ｍ行ｎ列目の発光領域が有する緑色ＬＥＤの駆動電流値である。
ＩＤＢｍｎは、ｍ行ｎ列目の発光領域が有する青色ＬＥＤの駆動電流値である。ｄｂｍａ
ｘは、発光輝度制御値として設定可能な値の最大値である。ＩＲｍａｘは、赤色ＬＥＤの
駆動電流値として設定可能な値の最大値である。ＩＧｍａｘは、緑色ＬＥＤの駆動電流値
として設定可能な値の最大値である。ＩＢｍａｘは、青色ＬＥＤの駆動電流値として設定
可能な値の最大値である。
 
　ＩＤＲｍｎ＝ｒｉｍｎ／（ｒｉｍｎ＋ｇｉｍｎ＋ｂｉｍｎ）×ｂｄｍｎ
　　　　　　　÷ｂｄｍａｘ×ＩＲｍａｘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式４）
　ＩＤＧｍｎ＝ｇｉｍｎ／（ｒｉｍｎ＋ｇｉｍｎ＋ｂｉｍｎ）×ｂｄｍｎ
　　　　　　　÷ｂｄｍａｘ×ＩＧｍａｘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式５）
　ＩＤＢｍｎ＝ｂｉｍｎ／（ｒｉｍｎ＋ｇｉｍｎ＋ｂｉｍｎ）×ｂｄｍｎ
　　　　　　　÷ｂｄｍａｘ×ＩＢｍａｘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式６）
 
【００３１】
　以上述べたように、本実施例によれば、決定された各発光領域の発光輝度に基づいて、
発光領域毎に、その発光領域である対象発光領域以外の発光領域の発光輝度が変化したこ
とによる対象発光領域の色の変化を補うように、対象発光領域の発光色が決定される。具
体的には、各発光領域の発光輝度の組み合わせ毎に、各発光領域の発光色を表す発光色情
報が予め用意されている。そして、発光色情報で表される組み合わせ毎の各発光領域の発
光色のうち、決定された各発光領域の発光輝度の組み合わせに対応する各発光領域の発光
色が選択される。その後、決定された発光輝度、及び、決定（選択）された発光色で各発
光領域を発光させる。
　それにより、各発光領域の発光輝度の変化による各発光領域の色の変化を抑制すること
ができる。
【００３２】
　なお、本実施例では、発光色情報として、各発光領域の発光輝度の全ての組み合わせに
ついて、発光色テーブル（各発光領域の発光色）が用意されているものとしたが、発光色
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情報はこれに限らない。発光色情報として、一部の組み合わせについて、発光色テーブル
が用意されていてもよい。その場合には、例えば、決定された各発光領域の発光輝度の組
み合わせに最も近い組み合わせに対応する発光色テーブルが選択されればよい。また、決
定された各発光領域の発光輝度の組み合わせに近い発光色テーブルが選択され、選択した
発光色テーブルのテーブル値（発光輝度比）を用いて、決定された各発光領域の発光輝度
の組み合わせに対応する発光輝度比が算出されてもよい。
【００３３】
　＜実施例２＞
　以下、本発明の実施例２に係る光源装置及びその制御方法について、説明する。実施例
１では、各発光領域の発光輝度の全ての組み合わせについて、発光色テーブル（各発光領
域の発光色）が用意されている場合の例を説明した。本実施例では、一部の組み合わせに
ついて発光色テーブルが用意されており、用意されている発光色テーブルを用いて、決定
された各発光領域の発光輝度の組み合わせに対応する発光輝度比を算出する例について説
明する。
【００３４】
　図４は、本実施例に係る表示装置の概略構成の一例を示すブロック図である。実施例１
（図１）と同じ機能部には同じ符号を付し、その説明は省略する。
　本実施例に係る表示装置は、図１の発光色テーブル選択部１０３の代わりに、漏れ光率
算出部２０１と発光色テーブル算出部２０２を有する。
【００３５】
　漏れ光率算出部２０１は、発光輝度決定部１０１で決定された各発光領域の発光輝度に
基づいて、各発光領域の漏れ光率αを算出する。発光色の決定対象である対象発光領域の
漏れ光率αは、対象発光領域の色に対する、対象発光領域以外の他の発光領域からの光の
影響度合いを表す。
【００３６】
　漏れ光率αの算出方法の具体例を説明する。
　図５は、漏れ光率算出部２０１の処理フローの一例を示すフローチャートである。
　以下では、ｍ行ｎ列目の発光領域を対象発光領域とし、対象発光領域の漏れ光率αｍｎ
を算出する場合の処理フローについて説明する。漏れ光率算出部２０１は、全ての発光領
域について、以下の処理を行う。
【００３７】
　まず、Ｓ２０１１において、漏れ光率算出部２０１が、対象発光領域以外の発光領域か
らの光の対象発光領域での輝度（漏れ光輝度）を算出する。本実施例では、発光領域から
の光がどのように拡散するのかを表す拡散情報が予め用意されている。対象発光領域以外
の発光領域からの光の対象発光領域での輝度は、発光輝度決定部１０１で決定された各発
光領域の発光輝度と、上記拡散情報とから算出される。具体的には、対象発光領域以外の
発光領域毎に、その発光領域からの光の対象発光領域での輝度が、以下の式７を用いて算
出される。式７において、Ｋｍｎｍ’ｎ’は、ｍ’行ｎ’列目の発光領域からの光のｍ行
ｎ列目の発光領域での輝度である。Ｆｍｎｍ’ｎ’は、拡散情報から求まる減衰率（光の
減衰率）であり、ｍ’行ｎ’列目の発光領域からの光のｍ行ｎ列目の発光領域での減衰率
である。ＢＤｍ’ｎ’は、ｍ’行ｎ’列目の発光領域の発光輝度である。
 
　Ｋｍｎｍ’ｎ’＝Ｆｍｎｍ’ｎ’×ＢＤｍ’ｎ’　・・・（式７）
 
【００３８】
　拡散情報は、例えば、１つの発光領域からの光の、他の発光領域での減衰率を表す。減
衰率は０～１の範囲の値である。減衰率１は、光が減衰していないことを意味し、減衰率
０は光が無くなったことを意味する。上記１つの発光領域の位置をｍ’行ｎ’列目の位置
に設定することにより、減衰率Ｆｍｎｍ’ｎ’を得ることができる。
　図６に、例として１行１列目の発光領域からの光の、各発光領域での減衰率を示す。図
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６の例では、１行１列目の発光領域での減衰率は１とされており、１行１列目の発光領域
から離れるにつれて光が減衰するため、１行１列目の発光領域から離れるにつれて減衰率
の値は小さくなる。
　なお、拡散情報は上記情報に限らない。例えば、拡散情報は、発光領域間の距離と減衰
率との関係を表すテーブルや関数であってもよい。その場合には、ｍ’行ｎ’列目の発光
領域と、ｍ行ｎ列目の発光領域との間の距離から、減衰率Ｆｍｎｍ’ｎ’を算出すること
ができる。
【００３９】
　対象発光領域以外の全ての発光領域について、その発光領域からの光の輝度Ｋが算出さ
れると、Ｓ２０１２へ処理が進められる。
【００４０】
　次に、Ｓ２０１２において、漏れ光率算出部２０１が、対象発光領域以外の発光領域か
らの光の対象発光領域での輝度Ｋの合計値ＳＤｍｎを算出する。合計値ＳＤｍｎの算出式
は式８である。

【数１】

【００４１】
　そして、Ｓ２０１３において、漏れ光率算出部２０１が、対象発光領域の発光輝度ＢＤ
ｍｎと合計値ＳＤｍｎの和に対する、合計値ＳＤｍｎの割合を、対象発光領域の漏れ光率
αｍｎとして算出する。漏れ光率αｍｎの算出式は式９である。
 
　αｍｎ＝ＳＤｍｎ÷（ＢＤｍｎ＋ＳＤｍｎ）　・・・（式９）
 
【００４２】
　次に、Ｓ２０１４において、漏れ光率算出部２０１が、算出した漏れ光率αｍｎを発光
色テーブル算出部２０２へ出力する。
【００４３】
　発光色テーブル記憶部１０２には、予め用意された複数の発光色情報（複数の発光色テ
ーブル）が記憶されている。複数の発光色情報は、各発光領域の発光輝度の複数の組み合
わせに対応する。具体的には、第１の発光色情報と第２の発光色情報が記憶されている。
第１の発光色情報は、発光領域毎に、その発光領域の色を所定の色（本実施例では白色）
とするための当該発光領域の発光色であって、他の発光領域からの漏れ光がないと仮定し
たときの発光色を表す。具体的には、第１の発光色情報は、発光領域毎に、その発光領域
の色を所定の色とするための当該発光領域の発光色であって、当該発光領域のみを（最大
の発光輝度で）発光させたときの発光色を表す発光色テーブルＴＢＬ０である。第２の発
光色情報は、発光領域毎に、その発光領域の色を所定の色とするための当該発光領域の発
光色であって、他の発光領域からの漏れ光が最大であると仮定したときの発光色を表す。
具体的には、第２の発光色情報は、発光領域毎に、その発光領域の色を所定の色とするた
めの当該発光領域の発光色であって、全ての発光領域を（最大の発光輝度で）発光させた
ときの発光色を表す発光色テーブルＴＢＬ１である。
【００４４】
　発光色テーブル算出部２０２は、発光色テーブル記憶部１０２から発光色情報を取得す
る。そして、発光色テーブル算出部２０２は、各発光領域を順に対象発光領域として設定
し、発光色情報で表される対象発光領域の発光色を、漏れ光率αに基づいて補正する。具
体的には、発光色テーブル算出部２０２は、複数の発光色情報で表される対象発光領域の
複数の発光色を、漏れ光率αに基づいて重み付け合成する。
　補正後（重み付け合成後）の発光色がＬＥＤ制御部１０４へ送られ、実施例１と同様の
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処理により、補正後の発光色で各発光領域を発光させる。
【００４５】
　図７は、発光色テーブル算出部２０２の処理フローの一例を示すフローチャートである
。
　以下では、ｍ行ｎ列目の発光領域を対象発光領域とし、対象発光領域の発光色（発光輝
度比）を算出する場合の処理フローについて説明する。発光色テーブル算出部２０２は、
全ての発光領域について、以下の処理を行う。
【００４６】
　まず、Ｓ２０３１において、発光色テーブル算出部２０２が、発光色テーブル記憶部１
０２から発光色テーブルＴＢＬ０，ＴＢＬ１を読み出す。
【００４７】
　次に、Ｓ２０３２において、発光色テーブル算出部２０２が、Ｓ２０３１で読みだした
発光色テーブルＴＢＬ０，ＴＢＬ１と、漏れ光率αｍｎとを用いて、最終的な発光輝度比
を算出する。具体的には、発光色テーブルＴＢＬ０で表される対象発光領域の発光輝度比
と、発光色テーブルＴＢＬ１で表される対象発光領域の発光輝度比とを、漏れ光率αｍｎ
に応じた重みで重み付け合成することにより、最終的な発光輝度比が算出される。本実施
例では、以下の式１０～１４を用いて最終的な発光輝度比が算出される。
　ｒｉ０ｍｎは、発光色テーブルＴＢＬ０で表される発光輝度であって、ｍ行ｎ列目の発
光領域が有する赤色ＬＥＤの発光輝度である。ｇｉ０ｍｎは、発光色テーブルＴＢＬ０で
表される発光輝度であって、ｍ行ｎ列目の発光領域が有する緑色ＬＥＤの発光輝度である
。ｂｉ０ｍｎは、発光色テーブルＴＢＬ０で表される発光輝度であって、ｍ行ｎ列目の発
光領域が有する青色ＬＥＤの発光輝度である。ｓ０ｍｎは、発光輝度ｒｉ０ｍｎ，ｇｉ０
ｍｎ，ｂｉ０ｍｎの和である。
　ｒｉ１ｍｎは、発光色テーブルＴＢＬ１で表される発光輝度であって、ｍ行ｎ列目の発
光領域が有する赤色ＬＥＤの発光輝度である。ｇｉ１ｍｎは、発光色テーブルＴＢＬ１で
表される発光輝度であって、ｍ行ｎ列目の発光領域が有する緑色ＬＥＤの発光輝度である
。ｂｉ１ｍｎは、発光色テーブルＴＢＬ１で表される発光輝度であって、ｍ行ｎ列目の発
光領域が有する青色ＬＥＤの発光輝度である。ｓ１ｍｎは、発光輝度ｒｉ１ｍｎ，ｇｉ１
ｍｎ，ｂｉ１ｍｎの和である。
　ｒｈｍｎは、ｍ行ｎ列目の発光領域が有する赤色ＬＥＤの最終的な発光輝度（相対値）
である。ｇｈｍｎは、ｍ行ｎ列目の発光領域が有する緑色ＬＥＤの最終的な発光輝度（相
対値）である。ｂｈｍｎは、ｍ行ｎ列目の発光領域が有する青色ＬＥＤの最終的な発光輝
度（相対値）である。上述した“最終的な発光輝度比”は、ｒｈｍｎ：ｇｈｍｎ：ｂｈｍ
ｎである。
 
　ｓ０ｍｎ＝ｒｉ０ｍｎ＋ｇｉ０ｍｎ＋ｂｉ０ｍｎ　・・・（式１０）
　ｓ１ｍｎ＝ｒｉ１ｍｎ＋ｇｉ１ｍｎ＋ｂｉ１ｍｎ　・・・（式１１）
　ｒｈｍｎ＝（ｒｉ０ｍｎ／ｓ０ｍｎ）×（１－αｍｎ）
　　　　　　＋（ｒｉ１ｍｎ／ｓ１ｍｎ）×αｍｎ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式１２）
　ｇｈｍｎ＝（ｇｉ０ｍｎ／ｓ０ｍｎ）×（１－αｍｎ）
　　　　　　＋（ｇｉ１ｍｎ／ｇ１ｍｎ）×αｍｎ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式１３）
　ｂｈｍｎ＝（ｂｉ０ｍｎ／ｓ０ｍｎ）×（１－αｍｎ）
　　　　　　＋（ｂｉ１ｍｎ／ｓ１ｍｎ）×αｍｎ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式１４）
 
【００４８】
　そして、Ｓ２０３３において、発光色テーブル算出部２０２が、Ｓ２０３２で算出した
発光輝度比（ｒｈｍｎ：ｇｈｍｎ：ｂｈｍｎ）を、ＬＥＤ制御部１０４へ出力する。
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【００４９】
　次に、本実施例の効果について説明する。具体的には、図７に処理フローで算出した発
光輝度比を用いることで、各発光領域の発光輝度の変化による各発光領域の色の変化を抑
制することができることを説明する。ここでは、各発光領域の発光輝度を発光状態１０１
８（図２）で表される発光輝度とする場合の例について説明する。
　図８は、本実施例の効果の一例を示す色度のグラフである。図８の横軸はｘ値、縦軸は
ｙ値を示す。
【００５０】
　色度座標２０６１は、各発光領域の発光輝度を最大値として、各発光領域の発光色を発
光色テーブルＴＢＬ０の発光色としたときの、図２の発光領域１０１９（発光領域１０２
０）の色を示す。発光色テーブルＴＢＬ０の発光色は、１つの発光領域のみを最大の発光
輝度で発光させることを前提とした発光色であるため、色度座標２０６１は、所望の色（
所定の色；本実施例では白色）から大きく離れた色を示す。
　色度座標２０６２は、発光領域１０１９のみを最大の発光輝度、発光色テーブルＴＢＬ
０の発光色で発光させたときの、発光領域１０１９の色を示す。発光色テーブルＴＢＬ０
の発光色は、１つの発光領域のみを最大の発光輝度で発光させることを前提とした発光色
であるため、色度座標２０６２は所望の色を示す。
　このように、各発光領域の発光色を固定（発光色テーブルＴＢＬ０の発光色）とすると
、各発光領域の発光状態に依って発光領域の色（色度座標）が変化してしまう。
　色度座標２０６３は、各発光領域の発光輝度を発光状態１０１８で表される発光輝度と
し、各発光領域の発光色（発光輝度比）を発光色テーブルＴＢＬ０で表される発光色とし
たときの、発光領域１０１９の色を示す。発光状態１０１８と、発光領域１０１９のみを
発光させる発光状態との差は、発光状態１０１８と、全ての発光領域を発光させる発光状
態との差よりも小さい。そのため、色度座標２０６３と色度座標２０６２の差は、色度座
標２０６３と色度座標２０６１の差よりも小さい。即ち、色度座標２０６３は、色度座標
２０６１に近い色を示す。
【００５１】
　色度座標２０６４は、各発光領域の発光輝度を最大値として、各発光領域の発光色を発
光色テーブルＴＢＬ１の発光色としたときの、発光領域１０１９の色を示す。発光色テー
ブルＴＢＬ１の発光色は、各発光領域を最大の発光輝度で発光させることを前提とした発
光色であるため、色度座標２０６４は所望の色を示す。
　色度座標２０６５は、発光領域１０１９のみを最大の発光輝度、発光色テーブルＴＢＬ
１の発光色で発光させたときの、発光領域１０１９の色を示す。発光色テーブルＴＢＬ１
の発光色は、各発光領域を最大の発光輝度で発光させることを前提とした発光色であるた
め、色度座標２０６５は所望の色から大きく離れた色を示す。
　このように、各発光領域の発光色を固定（発光色テーブルＴＢＬ１の発光色）とすると
、各発光領域の発光状態に依って発光領域の色（色度座標）が変化してしまう。
　色度座標２０６６は、各発光領域の発光輝度を発光状態１０１８で表される発光輝度と
し、各発光領域の発光色（発光輝度比）を発光色テーブルＴＢＬ１で表される発光色とし
たときの、発光領域１０１９の色を示す。発光状態１０１８と、発光領域１０１９のみを
発光させる発光状態との差は、発光状態１０１８と、全ての発光領域を発光させる発光状
態との差よりも小さい。そのため、色度座標２０６６と色度座標２０６５の差は、色度座
標２０６６と色度座標２０６４の差よりも小さい。即ち、色度座標２０６６は、色度座標
２０６５に近い色を示す。
【００５２】
　ここで、符号２０６７は、所望の色の色度座標を示す。
　本実施例では、最終的な色度座標が色度座標２０６７となるように、発光色テーブルＴ
ＢＬ０の発光色と、発光色テーブルＴＢＬ１の発光色とが重み付け合成される。重みは漏
れ光率に対応する。発光状態１０１８は発光領域１０１９のみを発光させる発光状態に近
いため、発光色テーブルＴＢＬ０の発光色の重みとして、発光色テーブルＴＢＬ１の発光
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３と色度座標２０６６の間の座標（色度座標２０６７に近い座標）となる。
【００５３】
　以上述べたように、本実施例によれば、発光輝度決定部１０１で決定された各発光領域
の発光輝度に基づいて、対象発光領域の色に対する、対象発光領域以外の発光領域からの
光の影響度合いが算出される。また、発光色情報で表される対象発光領域の発光色が、上
記影響度合いに基づいて補正される。そして、補正後の発光色で各発光領域を発光させる
。それにより、各発光領域の発光輝度の変化による各発光領域の色の変化を抑制すること
ができる。
【００５４】
　なお、本実施例では、発光色情報として、第１の発光色情報と第２の発光色情報が予め
用意されており、第１の発光色情報の発光色と、第２の発光色情報の発光色とが重み付け
合成される例を示したが、これに限らない。例えば、発光色情報として、３種類以上の発
光状態に対応する３つ以上の発光色情報が予め用意されていてもよい。そして、３つ以上
の発光色情報が重み付け合成されてもよい。また、発光色情報として、１つの発光状態に
対応する１つの発光色情報が予め用意されていてもよい。即ち、発光領域毎に、その発光
領域の色を所定の色とするための当該発光領域の発光色であって、各発光領域の発光輝度
の組み合わせを所定の組み合わせとしたときの発光色を表す発光色情報が予め用意されて
いてもよい。そして、発光輝度決定部１０１で決定された発光輝度で各発光領域を発光さ
せたときの影響度合い（対象発光領域の色に対する、対象発光領域以外の発光領域からの
光の影響度合い）と、上記所定の組み合わせで各発光領域を発光させたときの影響度合い
との差に応じて、発光色情報で表される対象発光領域の発光色が補正されてもよい。
【００５５】
　なお、αの算出式は式９に限らない。例えば、αｍｎは以下の式１５により算出されて
もよい。
 
　αｍｎ＝ＢＤｍｎ÷（ＢＤｍｎ＋ＳＤｍｎ）　・・・（式１５）
 
　その場合、ｒｈｍｎ、ｇｈｍｎ、ｂｈｍｎの算出式は、以下の式１６～１８となる。
 
　ｒｈｍｎ＝（ｒｉ０ｍｎ／ｓ０ｍｎ）×αｍｎ
　　　　　　＋（ｒｉ１ｍｎ／ｓ１ｍｎ）×（１－αｍｎ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式１６）
　ｇｈｍｎ＝（ｇｉ０ｍｎ／ｓ０ｍｎ）×αｍｎ
　　　　　　＋（ｇｉ１ｍｎ／ｓ１ｍｎ）×（１－αｍｎ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式１７）
　ｂｈｍｎ＝（ｂｉ０ｍｎ／ｓ０ｍｎ）×αｍｎ
　　　　　　＋（ｂｉ１ｍｎ／ｓ１ｍｎ）×（１－αｍｎ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式１８）
 
【符号の説明】
【００５６】
　１０１　発光輝度決定部
　１０３　発光色テーブル選択部
　１０４　ＬＥＤ制御部
　２０１　漏れ光率算出部
　２０２　発光色テーブル算出部
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