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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルにおいて、不良サブピクセルと、この不良サブピクセルと隣接する正常サブ
ピクセルとが電気的に接続されたリンクサブピクセルの充電特性を補償するための充電特
性補償データを決定する段階と、
　前記表示パネルにテストデータを供給して前記表示パネルの輝度を測定し、互いに輝度
の異なる第１表示面と第２表示面とを判断する段階と、
　前記第１表示面の輝度を補償するための第１補償データを決定する段階と、
　前記第１補償データを用いて前記テストデータを変調する段階と、
　前記変調されたテストデータを前記表示パネルに供給して、前記第１表示面と前記第２
表示面との間で、前記第１表示面の一部と前記第２表示面の一部とを含む境界部の輝度を
補正するための第２補償データを決定する段階と、
　前記第１補償データと前記第２補償データとを合算して、合算された補償データを算出
する段階と、
　前記充電特性補償データ及び前記合算された補償データをメモリに記憶する段階と、
　前記メモリに記憶された前記充電特性補償データを用いて、前記リンクサブピクセルに
示されるビデオデータを調整する段階と、及び
　前記メモリに記憶された前記合算された補償データを用いて、前記第１表示面と前記境
界部に示されるビデオデータを調整する段階、
　を含むことを特徴とする画質制御方法。
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【請求項２】
　前記リンクサブピクセルに含まれた前記不良サブピクセルと前記正常サブピクセルは同
じ色を表現することを特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項３】
　前記充電特性補償データは、前記リンクサブピクセルの位置と階調によって異なること
を特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項４】
　前記不良サブピクセルと表示パネルのデータラインとの間の電流パスは断線され、前記
不良サブピクセルのピクセル電極と前記正常サブピクセルのピクセル電極とは電気的に接
続されることを特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項５】
　前記第１補償データは、前記第１表示面内のピクセル位置と、前記第１表示面に示され
るデータの階調によって異なることを特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項６】
　前記第２補償データは、前記境界部内のピクセル位置と前記境界部に示されるデータの
階調によって異なることを特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項７】
　前記第１補償データは、前記第１表示面の少なくとも一部で、水平方向に隣接するピク
セルに対して同じ補償値を有することを特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項８】
　前記第２補償データは、前記境界部の少なくとも一部で、垂直方向に隣接するピクセル
に対して互いに異なる補償値に決定され、水平方向に隣接するピクセルに対して互いに異
なる補償値に決定されることを特徴とする請求項７に記載の画質制御方法。
【請求項９】
　前記第２補償データは、前記境界部に含まれた前記第１表示面と前記第２表示面との輝
度を増加させる補償値に決定されることを特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項１０】
　前記第２補償データは、前記境界部に含まれた前記第１表示面と前記第２表示面との輝
度を減少させる補償値に決定されることを特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項１１】
　前記第１補償データは、前記第１表示面の少なくとも一部で、水平方向に隣接するピク
セルに対して互いに異なる補償値に決定されることを特徴とする請求項１に記載の画質制
御方法。
【請求項１２】
　前記第２補償データは、前記境界部の少なくとも一部で、垂直方向に隣接するピクセル
に対して互いに異なる補償値に決定され、水平方向に隣接するピクセルに対して互いに異
なる補償値に決定されることを特徴とする請求項１１に記載の画質制御方法。
【請求項１３】
　前記第２補償データは、前記境界部に含まれた前記第１表示面の輝度を増加させ、前記
境界部に含まれた前記第２表示面の輝度を減少させる補償値に決定されることを特徴とす
る請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項１４】
　前記第１及び第２補償データは、同一なピクセルに対して互いに異なる補償値に決定さ
れることを特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項１５】
　前記第２補償データは、前記同一なピクセルに対して前記第１補償データより輝度補償
程度が小さな補償値に決定されることを特徴とする請求項１４に記載の画質制御方法。
【請求項１６】
　前記第２補償データは、前記境界部に含まれた前記第１表示面の輝度を減少させ、前記
境界部に含まれた前記第２表示面の輝度を増加させる補償値に決定されることを特徴とす
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る請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項１７】
　前記第１及び第２補償データは、同一なピクセルに対して前記充電特性補償データより
輝度補償程度が小さな補償値に決定されることを特徴とする請求項１に記載の画質制御方
法。
【請求項１８】
　前記第１表示面と前記境界部に示されるビデオデータを調整する段階は、
　前記第１表示面と前記境界部に示されるｍビットの赤色データ、ｍビットの青色データ
及びｍビットの緑色データからｎビット(ｎはｍより大きな正の整数)の輝度情報及び色差
情報を抽出する段階と、
　前記ｎビットの輝度情報を前記合算された補償データに調整して変調されたｎビットの
輝度情報を発生する段階と、
　前記変調されたｎビットの輝度情報と、未変調の前記色差情報とを用いて、ｍビットの
変調された赤色データ、ｍビットの変調された青色データ及びｍビットの変調された緑色
データを発生する段階を含むことを特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項１９】
　前記第１表示面と前記境界部に示されるビデオデータを調整する段階は、
　フレームレートコントロールとディザリング方法のうち、少なくとも１つを用いて、前
記合算された補償データの補償値を分散させる段階と、及び
　前記第１表示面と前記境界部に示されるデータを前記分散されたデータに調整する段階
を含むことを特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項２０】
　前記第１補償データは、前記表示パネルに光を照射するためのバックライトユニットの
輝度を補償するためのデータを含むことを特徴とする請求項１に記載の画質制御方法。
【請求項２１】
　表示パネルにおいて、不良サブピクセルと、それと隣接する正常サブピクセルとが電気
的に接続されたリンクサブピクセルの充電特性を補償するための充電特性補償データと、
　前記表示パネルにおいて、互いに輝度が異なって示される第１表示面と第２表示面のう
ち、前記第１表示面の輝度を補償し、前記第１表示面と前記第２表示面との間で、前記第
１表示面の一部と前記第２表示面の一部とを含む境界部の輝度を補償するための補償デー
タを記憶するためのメモリと、
　前記第１表示面と前記境界部に示されるデータを前記補償データを用いて調整する第１
補償部と、
　前記第１補償部からのデータを前記充電特性補償データを用いて調整する第２補償部と
、及び
　前記第２補償部からのデータを前記表示パネルに示すための駆動部を備え、
　パネル欠陥補償データは、前記第１表示面の輝度を補償するための第１補償値と、前記
境界部の輝度を補償するための第２補償値との合算値として算出される補正値を有するこ
とを特徴とする平板表示装置。
【請求項２２】
　前記リンクサブピクセルに含まれた前記不良サブピクセルと前記正常サブピクセルは同
じ色を表現することを特徴とする請求項２１に記載の平板表示装置。
【請求項２３】
　前記充電特性補償データは、前記リンクサブピクセルの位置と階調によって異なること
を特徴とする請求項２１に記載の平板表示装置。
【請求項２４】
　前記メモリは、ＥＥＰＲＯＭ及びＥＤＩＤ ＲＯＭのうち、少なくとも一つを含むこと
を特徴とする請求項２１に記載の平板表示装置。
【請求項２５】
　前記不良ピクセルと表示パネルのデータラインとの間の電流パスは断線され、前記不良
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ピクセルのピクセル電極と前記正常サブピクセルのピクセル電極とは電気的に接続される
ことを特徴とする請求項２１に記載の平板表示装置。
【請求項２６】
　前記補償データは、前記第１表示面と前記境界部内のピクセル位置と前記第１表示面に
示されるデータの階調によって異なることを特徴とする請求項２１に記載の平板表示装置
。
【請求項２７】
　前記補償データは、前記第１表示面の少なくとも一部で、水平方向に隣接するピクセル
に対して同じ補償値を有することを特徴とする請求項２１に記載の平板表示装置。
【請求項２８】
　前記補償データは、前記境界部の少なくとも一部で、垂直方向に隣接するピクセルに対
して互いに異なる補償値に決定され、水平方向に隣接するピクセルに対して互いに異なる
補償値に決定されることを特徴とする請求項２７に記載の平板表示装置。
【請求項２９】
　前記補償データは、前記境界部に含まれた前記第１表示面と前記第２表示面との輝度を
増加させる補償値に決定されることを特徴とする請求項２１に記載の平板表示装置。
【請求項３０】
　前記補償データは、前記境界部に含まれた前記第１表示面と前記第２表示面との輝度を
減少させる補償値に決定されることを特徴とする請求項２１に記載の平板表示装置。
【請求項３１】
　前記補償データは、前記第１表示面の少なくとも一部で、水平方向に隣接するピクセル
に対して互いに異なる補償値に決定されることを特徴とする請求項２１に記載の平板表示
装置。
【請求項３２】
　前記第１補償部は、
　前記第１表示面と前記境界部に示されるｍビットの赤色データ、ｍビットの青色データ
及びｍビットの緑色データからｎビット(ｎはｍより大きな正の整数)の輝度情報及び色差
情報を抽出するＲＧＢ／ＹＵＶ変換器と、
　前記ｎビットの輝度情報を前記補償データに調整して変調されたｎビットの輝度情報を
発生する演算器と、及び
　前記変調されたｎビットの輝度情報と、未変調の前記色差情報とを用いて、ｍビットの
変調された赤色データ、ｍビットの変調された青色データ及びｍビットの変調された緑色
データを発生するＹＵＶ／ＲＧＢ変換器、を備えることを特徴とする請求項２１に記載の
平板表示装置。
【請求項３３】
　前記第１補償部は、フレームレートコントロールとディザリング方法のうち、少なくと
も１つを用いて、前記補償データの補償値を分散させ、前記第１表示面と前記境界部に示
されるデータを前記分散されたデータに調整することを特徴とする請求項２１に記載の平
板表示装置。
【請求項３４】
　前記第１補償値は、前記表示パネルに光を照射するためのバックライトユニットの輝度
を補償するための補償値を含むことを特徴とする請求項２１に記載の平板表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平板表示装置に関し、特に、リペア工程と補償回路とを共に用いて画質を向
上させることのできる画質制御方法と、それを用いる平板表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、陰極線管(Ｃａｔｈｏｄｅ Ｒａｙ Ｔｕｂｅ)の問題点である重量と体積とを低減
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させることのできる各種平板表示装置が注目を浴びている。このような平板表示装置とし
ては、液晶表示装置(Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ)、電界放出表示装置
(Ｆｉｅｌｄ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｄｉｓｐｌａｙ)、プラズマ表示パネル(Ｐｌａｓｍａ Ｄ
ｉｓｐｌａｙ Ｐａｎｅｌ)及び有機発光素子(Ｏｒｇａｎｉｃ ＬｉｇｈｔＥｍｉｔｔｉｎ
ｇ Ｄｉｏｄｅ)表示装置等がある。
【０００３】
　このような平板表示装置は、画像を示すための表示パネルを備え、このような表示パネ
ルからはテスト過程中に画素欠陥が見つけられている。
【０００４】
　表示パネルのテスト過程中に表れる画質欠陥の一例として、不良サブピクセルによる画
質欠陥がある。表示パネル上の不良サブピクセルは、信号配線の短絡(ｓｈｏｒｔ)及び断
線(ｏｐｅｎ)、薄膜トランジスタ(Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：以下、「
ＴＦＴ」という)の不良、電極パターンの不良等により発生される。このような不良サブ
ピクセルによる画質欠陥は、表示画面から暗点あるいは輝点に表れるが、輝点が暗点に比
べて肉眼で感じられる認知程度が相対的に大きいため、従来の一般的なリペア工程では、
輝点に表れる不良サブピクセルを暗点化させることにより画質欠陥を克服しようとした。
ところで、図１Ａに示すように、暗点化された不良サブピクセルはブラック階調の表示画
面からは殆ど認知されなかったが、図１Ｂ及び図１Ｃに示すように、中間階調及びホワイ
ト階調の表示画面では、暗点化された不良サブピクセル１０が輝点に比べて肉眼で感じら
れる認知程度は小さかったが、やはり表示画像から暗点が画然に認知されるという問題点
がある。
【０００５】
　表示パネルのテスト過程中に表れる画質欠陥のほかの例として、パネル欠陥やバックラ
イトユニットの輝度偏差による画質欠陥が発生することがある。ここで、「パネル欠陥」
というのは、表示画面上、輝度差を随伴する表示むらをいう。即ち、表示パネル上のパネ
ル欠陥領域と正常領域に同一な信号を印加する場合、パネル欠陥領域に示される画像は正
常領域に示される画像に比べて暗く、または明るく示されるか、色が異なって示される。
このようなパネル欠陥の大半は、表示パネルの製造工程上発生し、その発生原因によって
、点、線、帯、円、多角形等のような定型的な形状を有するか、または不定型的な形状を
有する。このように多様な形状を有するパネル欠陥の例を図２Ａないし図２Ｅに示した。
そのうち、図２Ａないし図２Ｃに示すような垂直の帯状のパネル欠陥は、主に、重複露光
、レンズ収差などの原因により発生し、図２Ｄに示すような点状のパネル欠陥は、主に、
異物質などにより発生する。パネル欠陥は、その程度によって製品の不良に繋がり、パネ
ル欠陥による製品の不良は収率(生産効率)を低下させ、費用を上昇させる。また、このよ
うなパネル欠陥のある製品が良品として出荷されると、パネル欠陥により低下された画質
は、製品の信頼度を低下させる。従って、パネル欠陥による画質欠陥を改善するため、多
様な方法が提案されてきた。しかし、従来の改善方案の大半は製造工程上で問題を解決し
ようとしたものであって、改善された工程上で発生するパネル欠陥に対しては適切に対処
し難いという問題がある。
【０００６】
　表示パネルのテスト過程中の表れる画質欠陥のほかの例として、バックライトユニット
の輝度不均一による画質欠陥がある。バックライトユニットの輝度不均一は、多様な平板
表示装置のうち、特に、液晶表示装置から表れる画質欠陥である。自発光素子を用いる表
示装置ではない液晶表示装置は、表示パネルの背面からバックライトユニットで光を照射
し、表示パネルの背面から前面への光透過率を調節することにより画像を示す。このよう
な液晶表示装置は、バックライトユニットからの光が表示パネルの入射面全体に対して均
等入射されないことにより、表示画面上に輝線が表れるという問題点がある。図３は、直
下型バックライトを用いる液晶表示装置に主に表れる輝線の例を示す図面である。ところ
で、従来の改善方案の大半は、バックライトユニットの構造または動作の改善によって問
題を解決しようとしたものであり、改善されたバックライトユニットの構造または動作下
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で発生する輝線に対しては、適切に対処し難いという問題がある。
【０００７】
　前記例のほかにも、多様な種類の画質欠陥が平板表示装置のテスト過程中に見つけられ
、このような画質欠陥は、一つの平板表示装置から重畳して表れる。このように多様な種
類の画質欠陥に対して適切に対処することにより、平板表示装置の表示品質を向上させる
ことのできる装置及び方法の開発が要求される。
【０００８】
　一方、本願出願人は、下記特許文献１により、重畳露光が施される大面積の液晶表示装
置で露光が重畳されるブロックに示されるデータを補償する方法を提案した。
【０００９】
【特許文献１】大韓民国特許出願公開第１０－２００５－００６１８８１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、前記方法は、補償データの更新が思いのままではないため、各モデルに適応
的に対応し難いと共に、多様な形態のパネル欠陥を正確に補償し難く、また、補償値を微
細に調整し難いという問題点があった。
【００１１】
　従って、本発明の目的は、リペア工程と補償回路とを共に用いて画質を向上させること
のできる画質制御方法と、これを用いた平板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】
【００１２】
　前記目的の達成のため、本発明に係る画質制御方法は、表示パネルにおいて、不良サブ
ピクセルと、この不良サブピクセルと隣接する正常サブピクセルとが電気的に接続された
リンクサブピクセルの充電特性を補償するための充電特性補償データを決定する段階と、
前記表示パネルにテストデータを供給して前記表示パネルの輝度を測定し、互いに輝度の
異なる第１表示面と第２表示面とを判断する段階と、前記第１表示面の輝度を補償するた
めの第１補償データを決定する段階と、前記第１補償データを用いて前記テストデータを
変調する段階と、前記変調されたテストデータを前記表示パネルに供給して、前記第１表
示面と前記第２表示面との間で、前記第１表示面の一部と前記第２表示面の一部とを含む
境界部の輝度を補正するための第２補償データを決定する段階と、前記第１補償データと
前記第２補償データとを合算して、合算された補償データを算出する段階と、前記充電特
性補償データ及び前記合算された補償データをメモリに記憶する段階と、前記メモリに記
憶された前記充電特性補償データを用いて、前記リンクサブピクセルに示されるビデオデ
ータを調整する段階と、及び前記メモリに記憶された前記合算された補償データを用いて
、前記第１表示面と前記境界部に示されるビデオデータを調整する段階、を含むことを特
徴とする。
【００１３】
　また、前記リンクサブピクセルに含まれた前記不良サブピクセルと前記正常サブピクセ
ルは同じ色を表現することを特徴とする。
【００１４】
　また、前記充電特性補償データは、前記リンクサブピクセルの位置と階調によって異な
ることを特徴とする。
【００１５】
　また、前記不良サブピクセルと表示パネルのデータラインとの間の電流パスは断線され
、前記不良サブピクセルのピクセル電極と前記正常サブピクセルのピクセル電極とは電気
的に接続されることを特徴とする。
【００１６】
　また、前記第１補償データは、前記第１表示面内のピクセル位置と、前記第１表示面に
示されるデータの階調によって異なることを特徴とする。
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【００１７】
　また、前記第２補償データは、前記境界部内のピクセル位置と前記境界部に示されるデ
ータの階調によって異なることを特徴とする。
【００１８】
　また、前記第１補償データは、前記第１表示面の少なくとも一部で、水平方向に隣接す
るピクセルに対して同じ補償値を有することを特徴とする。
【００１９】
　また、前記第２補償データは、前記境界部の少なくとも一部で、垂直方向に隣接するピ
クセルに対して互いに異なる補償値に決定され、水平方向に隣接するピクセルに対して互
いに異なる補償値に決定されることを特徴とする。
【００２０】
　また、前記第２補償データは、前記境界部に含まれた前記第１表示面と前記第２表示面
との輝度を増加させる補償値に決定されることを特徴とする。
【００２１】
　また、前記第２補償データは、前記境界部に含まれた前記第１表示面と前記第２表示面
との輝度を減少させる補償値に決定されることを特徴とする。
【００２２】
　また、前記第１補償データは、前記第１表示面の少なくとも一部で、水平方向に隣接す
るピクセルに対して互いに異なる補償値に決定されることを特徴とする。
【００２３】
　また、前記第２補償データは、前記境界部の少なくとも一部で、垂直方向に隣接するピ
クセルに対して互いに異なる補償値に決定され、水平方向に隣接するピクセルに対して互
いに異なる補償値に決定されることを特徴とする。
【００２４】
　また、前記第２補償データは、前記境界部に含まれた前記第１表示面の輝度を増加させ
、前記境界部に含まれた前記第２表示面の輝度を減少させる補償値に決定されることを特
徴とする。
【００２５】
　また、前記第１及び第２補償データは、同一なピクセルに対して互いに異なる補償値に
決定されることを特徴とする。
【００２６】
　また、前記第２補償データは、前記同一なピクセルに対して前記第１補償データより輝
度補償程度が小さな補償値に決定されることを特徴とする。
【００２７】
　また、前記第２補償データは、前記境界部に含まれた前記第１表示面の輝度を減少させ
、前記境界部に含まれた前記第２表示面の輝度を増加させる補償値に決定されることを特
徴とする。
【００２８】
　また、前記第１及び第２補償データは、同一なピクセルに対して前記充電特性補償デー
タより輝度補償程度が小さな補償値に決定されることを特徴とする。
【００２９】
　また、前記第１表示面と前記境界部に示されるビデオデータを調整する段階は、前記第
１表示面と前記境界部に示されるｍビットの赤色データ、ｍビットの青色データ及びｍビ
ットの緑色データからｎビット(ｎはｍより大きな正の整数)の輝度情報及び色差情報を抽
出する段階と、前記ｎビットの輝度情報を前記合算された補償データに調整して変調され
たｎビットの輝度情報を発生する段階と、前記変調されたｎビットの輝度情報と、未変調
の前記色差情報とを用いて、ｍビットの変調された赤色データ、ｍビットの変調された青
色データ及びｍビットの変調された緑色データを発生する段階を含むことを特徴とする。
【００３０】
　また、前記第１表示面と前記境界部に示されるビデオデータを調整する段階は、フレー
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ムレートコントロールとディザリング方法のうち、少なくとも１つを用いて、前記合算さ
れた補償データの補償値を分散させる段階と、及び前記第１表示面と前記境界部に示され
るデータを前記分散されたデータに調整する段階を含むことを特徴とする。
【００３１】
　また、前記第１補償データは、前記表示パネルに光を照射するためのバックライトユニ
ットの輝度を補償するためのデータを含むことを特徴とする。
【００３２】
　また、本発明に係る平板表示装置は、表示パネルにおいて、不良サブピクセルと、それ
と隣接する正常サブピクセルとが電気的に接続されたリンクサブピクセルの充電特性を補
償するための充電特性補償データと、前記表示パネルにおいて、互いに輝度が異なって示
される第１表示面と第２表示面のうち、前記第１表示面の輝度を補償し、前記第１表示面
と前記第２表示面との間で、前記第１表示面の一部と前記第２表示面の一部とを含む境界
部の輝度を補償するための補償データを記憶するためのメモリと、前記第１表示面と前記
境界部に示されるデータを前記補償データを用いて調整する第１補償部と、前記第１補償
部からのデータを前記充電特性補償データを用いて調整する第２補償部と、及び前記第２
補償部からのデータを前記表示パネルに示すための駆動部を備え、パネル欠陥補償データ
は、前記第１表示面の輝度を補償するための第１補償値と、前記境界部の輝度を補償する
ための第２補償値との合算値として算出される補正値を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明は、リンクサブピクセルに示されるデータに充電特性補償データを加算すること
により、そのリンクサブピクセルの輝度を補償することができ、同じ階調で、互いに輝度
が異なる第１及び第２表示面のうち、第１表示面の輝度を補償すると共に、前記第１及び
第２表示面の間の境界部の輝度を補償するための補償データを用いて、前記第１表示面と
前記境界部に示されるデータの輝度を補償することにより、多様な原因によって多様な形
像に表れる表示むらを改善することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　前記目的の外、本発明の他の目的及び特徴は、添付の図面を参照した実施の形態につい
ての説明により明らかにされる。
【００３５】
　以下、図４Ａないし図３１を参照して、本発明の好ましい実施の形態について説明する
。以下の本発明に係る平板表示装置とその製造方法、その画質制御方法及び装置に関する
実施の形態では、平板表示装置のうち、液晶表示装置を中心として説明する。
【００３６】
　図４Ａ及び図４Ｂを参照すると、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法は
、まず、表示パネルの上部基板(カラーフィルター基板)及び下部基板(ＴＦＴ－アレイ基
板)をそれぞれ製作する(Ｓ１)。このＳ１の段階は、基板洗浄工程、基板パターニング工
程、配向膜形成／ラビング工程等を含む。基板洗浄工程では、上部基板及び下部基板の表
面上の異物質を洗浄液で除去する。基板パターニング工程は、上部基板のパターニングと
下部基板のパターニング工程に分けられる。上部基板のパターニング工程では、カラーフ
ィルター、共通電極、ブラックマトリクス等を形成する。下部基板のパターニング工程で
は、データラインとゲートライン等の信号配線を形成し、データラインとゲートラインと
の交差部にＴＦＴを形成し、データラインとゲートラインとの交差に設けられるピクセル
領域にピクセル電極を形成する。一方、下部基板のパターニング工程では、図５に示すよ
うに、隣接する正常サブピクセル１１と不良サブピクセル１０とをリンクするための電導
性リンクパターン１２を形成する過程が含まれ得る。
【００３７】
　続いて、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法は、表示パネルの下部基板
に各階調のテストデータを印加してテスト画像を表示し、その画像に対して電気／磁気的



(9) JP 4516558 B2 2010.8.4

10

20

30

40

50

な検査により、不良サブピクセル及び／またはパネル欠陥の有無を検査する(Ｓ２)。
【００３８】
　Ｓ２の段階における検査の結果、不良サブピクセル及び／またはパネル欠陥が検出され
ると(Ｓ３[はい])、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法は、不良サブピク
セル及び／または第１表示面の輝度及び色差を改善するための補正を施す(Ｓ４)。
【００３９】
　Ｓ４段階に対して、図４Ｂを参照すると、Ｓ２の段階における検査の結果、不良サブピ
クセルが検出されると(Ｓ３[はい])、検出された不良サブピクセルに対してリペア工程(
Ｓ２１)を施す。一方、１つのピクセルは赤(Ｒ)、緑(Ｇ)及び青(Ｂ)のサブピクセルを含
み、ピクセル不良は、一般的にサブピクセル単位で表れる。従って、不良サブピクセルに
対する検査工程(Ｓ２)及びリペア工程(Ｓ２１)はサブピクセル単位で施され、これは以下
の検査工程及びリペア工程においても同様である。
【００４０】
　不良サブピクセルに対するリペア工程(Ｓ２１)は、図５に示すように、不良サブピクセ
ル１０を、隣接する同じ色の正常サブピクセル１１と電気的にショートまたはリンクさせ
る方法からなる。このリペア工程(Ｓ２１)は、不良サブピクセル１０のピクセル電極にデ
ータ電圧が供給される経路を遮る工程、及び正常サブピクセル１１と不良サブピクセル１
０とを電導性リンクパターン１２を用いて電気的にショートまたはリンクさせる工程を含
む。このような工程において、図７ないし図１７に示すように、Ｗ－ＣＶＤ(Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ)工程によりリンクパターン４４、１０４を形
成する方法、下部基板製作工程(Ｓ１)において、リンクパターン７４を形成する方法、ま
たはゲートラインのヘッド部１３３を用いる方法等、様々な実施の形態に分けられる。
【００４１】
　一方、不良サブピクセル１０と正常サブピクセル１１とが電気的に接続されたリンクサ
ブピクセル１３において、リンクされた不良サブピクセル１０は、リンクされた正常サブ
ピクセル１１のデータ電圧の充電時、それと同一なデータ電圧に充電される。このような
リンクサブピクセル１３は、１つのＴＦＴによって２つのサブピクセル１０、１１に含ま
れたピクセル電極に電荷が供給されるため、リンクされていない正常サブピクセル１４に
比べて、充電特性が異なる。
【００４２】
　例えば、リンクサブピクセル１３とリンクされていない正常サブピクセル１４に同一な
データ電圧が供給される場合、リンクサブピクセル１３は２つのサブピクセル１０、１１
に電荷が分散されるため、リンクされていない正常サブピクセル１４に比べて、電荷充電
量が小さくなる。その結果、リンクされていない正常サブピクセル１４とリンクサブピク
セル１３に同一なデータ電圧が供給される際、リンクサブピクセル１３はノーマリホワイ
トモード(Ｎｏｒｍａｌｌｙ Ｗｈｉｔｅ Ｍｏｄｅ)で、リンクされていない正常サブピク
セル１４に比べて、更に明るく映される。反面、ノーマリブラックモード(Ｎｏｒｍａｌ
ｌｙ Ｂｌａｃｋ Ｍｏｄｅ)で、リンクされていない正常サブピクセル１４に比べて、更
に暗く映される。ここで、ノーマリホワイトモードの液晶表示装置は、データ電圧が小さ
いほど透過率または階調が上昇される反面、ノーマリブラックモードの液晶表示装置は、
データ電圧が大きいほど透過率または階調が上昇される。
【００４３】
　一般的に、液晶セルのピクセル電極と共通電極が、液晶を介して対向する２つの基板上
に分離形成され、ピクセル電極と共通電極との間に縦電界が印加されるツイステッドネマ
チックモード(Ｔｗｉｓｔｅｄ Ｎｅｍａｔｉｃ Ｍｏｄｅ：以下、「ＴＮモード」という)
はノーマリホワイトモードで駆動される反面、液晶セルのピクセル電極と共通電極が同一
な基板上に形成され、ピクセル電極と共通電極との間に横電界が印加されるインプレイン
スイッチングモード(Ｉｎ－ｐｌａｎｅ Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ Ｍｏｄｅ：以下、「ＩＰＳ
モード」という)はノーマリブラックモードで駆動される。
【００４４】
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　不良サブピクセル１０に対するリペア工程(Ｓ２１)を経ると、リンクサブピクセル１３
の位置情報と共に、不良サブピクセル１０の有無に関する情報は検査用コンピューターに
記憶され、検査用コンピューターはリンクサブピクセル１３の各位置に対して階調別充電
特性補償データを算出する(Ｓ２２)。ここで、充電特性補償データは、リンクされていな
い正常サブピクセル１４のように充電特性が得られるように、リンクサブピクセル１３の
充電特性を補償するためのデータをいう。一方、リンクサブピクセル１３の充電特性は、
リンクサブピクセル１３の位置によって、リンクされていない正常サブピクセル１４との
輝度差または色差の程度が異なるため、充電特性補償データはリンクサブピクセル１３の
各位置別に最適化されるべきであり、また、リンクサブピクセル１３がリンクされていな
い正常サブピクセル１４の階調表現能力と同一な階調表現能力を有するように階調別に変
えるか、あるいは複数の階調を含む階調領域別に変えることが好ましい。
【００４５】
　Ｓ２の段階における検査の結果、パネル欠陥が検出された場合(Ｓ３[はい])、第１表示
面内に位置する各ピクセルの位置情報と共に、パネル欠陥の有無に関する情報が検査用コ
ンピューターに記憶される。検査用コンピューターは、パネル欠陥の各位置に対して階調
別パネル欠陥補償データを算出する(Ｓ３１)。検査用コンピューターにより算出されるパ
ネル欠陥補償データは、第１表示面内のピクセル位置によって第２表示面との輝度差また
は色差の程度が異なるため、各位置別に最適化されるべきであり、また、図６に示すよう
なガンマ特性を考慮して、各階調別に最適化されるべきである。従って、補償値はＲ、Ｇ
、Ｂサブピクセルのそれぞれで各階調別に設定されるか、図６に示すように、複数の階調
を含む階調区間(Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ)別に異なるように設定される。例えば、補償値は第１表
示面内で任意の第１ピクセル位置に「＋１」、任意の第２ピクセル位置に「－１」、任意
の第３ピクセル位置に「０」等、位置別に最適化され、また、「階調区間Ａ」で「０」、
「階調区間Ｂ」で「０」、「階調区間Ｃ」で「１」、「階調区間Ｄ」で「１」等に階調区
間別に最適化される。従って、補償値は、同一な第１表示面内で位置ごとに及び／または
階調ごとに異なり、また、同一な階調でも第１表示面内の位置によって異なる。このよう
な補償値は、輝度補正時に１ピクセル(Ｐｉｘｅｌ)のＲ、Ｇ、Ｂデータのそれぞれに同一
な値に設定され、Ｒ、Ｇ、Ｂサブピクセルの含む１ピクセル単位で設定される一方、色差
補正時にＲ、Ｇ、Ｂデータのそれぞれに別々に設定される。例えば、特定パネル欠陥位置
から赤色が非パネル欠陥位置より更に目立つと、Ｒ補償値はＧ、Ｂ補償値に比べて更に小
さくなる。
【００４６】
　一方、平板表示装置の駆動回路は、２進(Ｂｉｎａｒｙ)データ、即ち、デジタルビデオ
データを用いて、離散的(Ｄｉｓｃｒｅｔｅ)輝度分布の階調範囲(Ｇｒａｙ ｓｃａｌｅ)
を表示パネルに示すようになる。このような駆動回路により表示できる階調範囲内で隣接
する階調レベル(Ｇｒａｙ ｌｅｖｅｌ)間の輝度差、即ち、この駆動回路により表示でき
る最少の輝度差を、以下「ΔＬ」と定義すると、ΔＬは平板表示装置が有する駆動回路の
データ処理容量または多様な画像処理技法により、平板表示装置ごとに異なる値を有する
。例えば、６ビット処理容量の駆動回路を有する平板表示装置においてのΔＬと、８ビッ
ト処理容量の駆動回路を有する平板表示装置においてのΔＬとは異なり、同一なビット処
理容量の駆動回路を有する平板表示装置間においても、画像処理技法の適用可否によって
ΔＬが異なる。
【００４７】
　平板表示装置において、第１表示面に示されるデータ補正による回路的なパネル欠陥の
輝度及び／または色差を補償するために、第１表示面の輝度はΔＬ間隔に増減され、第２
表示面の輝度に近づくようになる。ところで、輝度及び／または色差の補償値がΔＬ未満
であると、一般的なデジタルデータの単純加算または減算によっては、表示装置の輝度及
び／または色差が完璧に補償され難い。
【００４８】
　例えば、図７Ａに示すように、第１表示面と第２表示面との輝度差をｄとする場合、図
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７Ｂに示すように、第１表示面の輝度を３ΔＬほど増加させると、第２表示面に比べて第
１表示面と境界部との輝度はΔＬ未満のΔ１ほど低くなる。そして、図７Ｃに示すように
、第１表示面の輝度を４ΔＬほど増加させると、第２表示面に比べて第１表示面と境界部
との輝度はΔＬ未満のΔ２ほど高くなる。このように、デジタルデータに対する補償値の
単純加減方法によっては、Δ１、Δ２のようなΔＬ未満の輝度偏差に対しては完璧な輝度
及び／または色差の補償が難しいが、特に、第１表示面と第２表示面との間の境界部で、
その輝度及び／または色差の差異が肉眼で監察され易い。以下の実施の形態において、境
界部は、第１表示面と第２表示面との境界線とその周辺に配置された複数のピクセルを含
む領域として、第１表示面の補償値とは異なる値に補償値が適用される領域に定義される
。
【００４９】
　従って、本発明の平板表示装置の製造方法は、Ｓ３１の段階で算出したパネル欠陥補償
データを用いて、第１表示面の輝度を補償した後、即ち、テストデータをＳ３１の段階で
算出したパネル欠陥補償データに変調して表示パネルに印加した後、境界部に対して電気
／磁気的な検査を施す(Ｓ３２、Ｓ３３)。
【００５０】
　Ｓ３３の段階における検査の結果、境界部ノイズが検出された場合(Ｓ３４[はい])、境
界部ノイズが表れる位置に関する情報と共に、境界部ノイズの有無に関する情報が検査用
コンピューターに記憶され、検査用コンピューターは境界部ノイズが表れる各位置に対し
て階調別境界部ノイズ補償データを算出する(Ｓ３５)。検査用コンピューターは、Ｓ３５
の段階で算出された境界部ノイズ補償データと、Ｓ３１の段階で算出されたパネル欠陥補
償データとを合算し、合算された補償データを算出する。この際、合算された補償データ
は、表示パネル上の隣接する水平ラインに対して、互いに異なる補償値を有する。即ち、
第１表示面検査工程で判定されたパネル欠陥補償データを第１補償データ、境界部ノイズ
検査工程で判定された境界部ノイズ補償データを第２補償データとし、表示パネルで第１
表示面と第２表示面との境界と垂直に互いに隣接する第１及び第２水平ラインに対して、
第１水平ラインに対する補償データを第１タイプ、第２水平ラインに対する補償データを
第２タイプとすると、第１タイプの第１補償データと第２タイプの第１補償データは、垂
直に隣接するピクセルに対して同一であるか、互いに別々に設定され、第１タイプの第２
補償データと第２タイプの第２補償データは、垂直に隣接するピクセルに対して、互いに
別々に設定される。従って、第１補償データと第２補償データとの合計により算出される
合算された補償データは、第１タイプと第２タイプとが垂直に隣接するピクセル間に互い
に別々に設定される。
【００５１】
　以下、図８ないし図１２Ｅを参照して合算された補償データ設定方法に関する本発明の
実施の形態について詳細に説明する。
【００５２】
　本発明の第１の実施の形態に係る合算された補償データ設定方法は、第１表示面と第２
表示面がＡ×ΔＬと（Ａ＋１）×ΔＬとの間の輝度差（ｄ）を示す際、第１及び第２タイ
プの第１補償データを第２表示面で０、第１表示面で±Ａ×ΔＬの補償値に設定する。第
１タイプの第２補償データは第１表示面及び第２表示面で０に設定され、第２タイプの第
２補償データは境界に隣接したピクセル及びこのピクセルを含む第１表示面の同一水平ラ
イン上で隔セル（ｅｖｅｒｙ ｏｔｈｅｒ ｐｉｘｅｌ）に対し±ｋ×ΔＬの補償値に設定
される。第２タイプの第２補償データは、第１表示面で最大限に境界に隣接したピクセル
から、最大限で境界から第１表示面の両端間距離の半分ほど離れたピクセルまでに対して
、前記補償値に設定される。一方、「Ａ」は正の整数、「ｋ」は「Ａ」より小さいか同じ
正の整数、「＋」は輝度増加、「－」は輝度減少を指し、ｄ及びΔＬは既に定義されたも
のである。
【００５３】
　例えば、図８に示すように、第１表示面の輝度が第２表示面の輝度に比べてｄほど低下
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され、ｄは３ΔＬと４ΔＬとの間の値を有する際、本発明の第１の実施の形態に係る合算
された補償データ設定方法は下記のようである。
【００５４】
　図９Ａを参照すると、第１タイプの第１補償データ２１１ａは、第２表示面で０、第１
表示面で＋３ΔＬの補償値に設定され、第１タイプの第２補償データ２１２ａは第１表示
面及び第２表示面で０の補償値に設定され、第１タイプの合算された補償データ２１３ａ
は第１タイプの第１補償データ２１１ａと第１タイプの第２補償データ２１２ａとの合計
に算出される。
【００５５】
　図９Ｂを参照すると、第２タイプの第１補償データ２１１ｂは、第１タイプの第１補償
データ２１１ａと同様に、第２表示面で０、第１表示面で＋３ΔＬの補償値に設定され、
第２タイプの第２補償データ２１２ｂは、第１表示面で境界に隣接したピクセルに対して
＋ｋ×ΔＬ、例えば、＋ΔＬの補償値に設定される。このような第２タイプの第２補償デ
ータ２１２ｂは、前記ピクセルを含み、最大限で境界から第１表示面の両端間距離の半分
ほど離れたピクセルまで隔セル単位で設定される。そして、第２タイプの合算された補償
データ２１３ｂは、第２タイプの第１補償データ２１１ｂと第２タイプの第２補償データ
２１２ｂとの合計として算出される。
【００５６】
　このように設定された合算された補償データにより予測できる第１表示面及び境界部の
輝度補償結果は、図９Ｃに示すようになる。即ち、第１表示面及び第２表示面で隣接する
第１及び第２水平ラインの輝度が２００ａ及び２００ｂのようである場合、２１３ａのよ
うな第１タイプの合算された補償データを用いて第１水平ラインの輝度を２１４ａのよう
に補償し、２１３ｂのような第２タイプの合算された補償データを用いて第２水平ライン
の輝度を２１４ｂのように補償すると、第１表示面及び境界部ノイズが補償された第１水
平ラインと第２水平ラインとの平均輝度は２１５に示すようになる。
【００５７】
　図９Ｄないし図９Ｆは、第１表示面及びその境界部に配置されたピクセルの各位置に対
応して補償データを設定する具体的な例を示す図面である。図９Ｄ以降の図面において、
並べられた四角形に区分された空間は表示パネル上のピクセルを指し、その中に記載され
た「Ａ」、「＋」及び「ΔＬ」は既に定義されたものである。
【００５８】
　図９Ｄを参照すると、第１タイプの第１補償データ２１１ａは第２表示面で「０」の補
償値に設定され、第１表示面で「＋Ａ×ΔＬ」の補償値に設定される。ここで、第１表示
面と第２表示面との輝度差が図８に示すようである場合、Ａは３のような値を有する。そ
して、第１タイプの第２補償データ２１２ａは第２表示面及び第１表示面で「０」の補償
値に設定される。このように設定された第１タイプの第１補償データ２１１ａと第１タイ
プの第２補償データ２１２ａが合算されて補償データ２１３ａが算出される。
【００５９】
　図９Ｅを参照すると、第２タイプの第１補償データ２１１ｂは、第１タイプの第１補償
データ２１１ａと同様に、第２表示面で「０」の補償値に設定され、第１表示面で「＋Ａ
×ΔＬ」に設定される。そして、第１タイプの第２補償データ２１２ｂは第２表示面で「
０」の補償値に設定され、第１表示面で境界に隣接したピクセルに対して「＋ΔＬ」に設
定される。このように設定された第２タイプの第１補償データ２１１ｂと第２タイプの第
２補償データ２１２ｂとが合算されて補償データ２１３ｂが算出される。
【００６０】
　前記のように算出された第１及び第２タイプの合算された補償データ２１３ａ、２１３
ｂは、図９Ｆに示すように、表示パネル上の隣接する水平ラインに対して交互に適用され
る。
【００６１】
　本発明の第２の実施の形態に係る合算された補償データ設定方法は、第１表示面と第２
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表示面がＡ×ΔＬと（Ａ＋１）×ΔＬとの間の輝度差（ｄ）を示す際、第１及び第２タイ
プの第１補償データを第２表示面で０、第１表示面で±Ａ×ΔＬの補償値に設定する。第
１タイプの第２補償データは第２表示面で境界に隣接したピクセル及びこのピクセルを含
み、第１表示面及び第２表示面の同一水平ライン上で隔セルごとに±ｋ×ΔＬの補償値に
設定される。第２タイプの第２補償データは、第１表示面で境界に隣接したピクセル及び
このピクセルを含み、第１表示面及び第２表示面の同一水平ライン上で隔セルごとに±ｋ
×ΔＬの補償値に設定される。この際、第１タイプ及び第２タイプの第２補償データは、
第１表示面及び第２表示面で最大限境界に隣接した１ピクセルから、最大限で境界から第
１表示面の両端間距離の半分ほど離れたピクセルまでに対して、前記補償値に設定される
。
【００６２】
　例えば、図８に示すように、第１表示面の輝度が第２表示面の輝度に比べてｄほど低下
され、ｄは３ΔＬと４ΔＬとの間の値を有する際、本発明の第２の実施の形態に係る合算
された補償データ設定方法は下記のようである。
【００６３】
　図１０Ａを参照すると、第１タイプの第１補償データ２２１ａは、第２表示面で０、第
１表示面で＋３ΔＬの補償値に設定され、第１タイプの第２補償データ２２２ａは第２表
示面で境界に隣接したピクセル及びこのピクセルと境界を介して隔セル間隔に位置したピ
クセルに対して＋ｋ×ΔＬ、例えば、＋ΔＬの補償値に設定される。このような第１タイ
プの第２補償データ２２２ａは、前記ピクセルを含み、最大限で境界から第１表示面の両
端間距離の半分ほど離れたピクセルまで隔セルごとに設定される。そして、第１タイプの
合算された補償データ２２３ａは、第１タイプの第１補償データ２２１ａと第１タイプの
第２補償データ２２２ａとの合計として算出される。
【００６４】
　図１０Ｂを参照すると、第２タイプの第１補償データ２２１ｂは、第１タイプの第１補
償データ２１１ａと同様に、第２表示面で０、第１表示面で＋３ΔＬの補償値に設定され
、第２タイプの第２補償データ２２２ｂは、第１表示面で境界に隣接したピクセル及びこ
のピクセルと境界を介して隔セル間隔に位置したピクセルに対して＋ｋ×ΔＬ、例えば、
＋ΔＬの補償値に設定される。このような第２タイプの第２補償データ２２２ｂは、前記
ピクセルを含み、最大限で境界から第１表示面の両端間距離の半分ほど離れたピクセルま
で隔セルごとに設定される。そして、第２タイプの合算された補償データ２２３ｂは、第
２タイプの第１補償データ２２１ｂと第２タイプの第２補償データ２２２ｂとの合計とし
て算出される。
【００６５】
　このように設定された合算された補償データにより予測できる第１表示面及び境界部の
輝度補償結果は、図１０Ｃに示すようになる。即ち、第１表示面及び第２表示面で隣接す
る第１及び第２水平ラインの輝度が２００ａ及び２００ｂのようである場合、２２３ａの
ような第１タイプの合算された補償データを用いて第１水平ラインの輝度を２２４ａのよ
うに補償し、２２３ｂのような第２タイプの合算された補償データを用いて第２水平ライ
ンの輝度を２２４ｂのように補償すると、第１表示面及び境界部ノイズが補償された第１
水平ラインと第２水平ラインとの平均輝度は２２５に示すようになる。
【００６６】
　図１０Ｄないし図１０Ｆは、第１表示面及びその境界部に配置されたピクセルの各位置
に対応して補償データを設定する具体的な例を示す図面である。
【００６７】
　図１０Ｄを参照すると、第１タイプの第１補償データ２２１ａは第２表示面で「０」の
補償値に設定され、第１表示面で「＋Ａ×ΔＬ」の補償値に設定される。ここで、第１表
示面と第２表示面との輝度差が図８に示すようである場合、Ａは３のような値を有する。
そして、第１タイプの第２補償データ２２２ａは第２表示面で境界に隣接したピクセル及
びこのピクセルと境界を介して隔セル間隔に位置したピクセルに対して「＋ΔＬ」に設定
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される。このような第１タイプの第２補償データ２２２ａは、前記ピクセルを含み、最大
限で境界から第１表示面の両端間距離の半分ほど離れたピクセルまで隔セルごとに設定さ
れる。このように設定された第１タイプの第１補償データ２２１ａと第１タイプの第２補
償データ２２２ａとの第１タイプの合算された補償データ２２３ａが算出される。
【００６８】
　図１０Ｅを参照すると、第２タイプの第１補償データ２２１ｂは、第１タイプの第１補
償データ２２１ａと同様に、第２表示面で「０」の補償値に設定され、第１表示面で「＋
Ａ×ΔＬ」に設定される。そして、第２タイプの第２補償データ２２２ｂは第１表示面で
境界に隣接したピクセル及びこのピクセルと境界を介して隔セル間隔に位置したピクセル
に対して「＋ΔＬ」に設定される。このような第２タイプの第２補償データ２２２ｂは、
前記ピクセルを含み、最大限で境界から第１表示面の両端間距離の半分ほど離れたピクセ
ルまで隔セルごとに設定される。このように設定された第２タイプの第１補償データ２２
１ｂと第２タイプの第２補償データ２２２ｂとの合に第２タイプの合算された補償データ
２２３ｂが算出される。
【００６９】
　前記のように算出された第１及び第２タイプの合算された補償データ２２３ａ、２２３
ｂは、表示パネルで隣接する水平ラインに対して交互に適用される。
【００７０】
　本発明の第３の実施の形態に係る合算された補償データ設定方法は、第１表示面と第２
表示面がＡ×ΔＬと（Ａ＋１）×ΔＬとの間の輝度差（ｄ）を示す際、第１タイプの第１
補償データは第２表示面で０、第１表示面で＋Ａ×ΔＬの補償値に設定され、第２タイプ
の第１補償データは第２表示面で０、第１表示面で＋（Ａ＋１）×ΔＬの補償値に設定さ
れる。第１タイプの第２補償データは、第１表示面では境界に隣接したピクセルに対して
－ｋ×ΔＬの補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔に離れるピクセルごとにΔ
Ｌずつ増加される補償値に設定され、第２表示面では前記第１表示面の境界に隣接したピ
クセルと境界を介して、隔セル間隔に位置したピクセルに対して＋ｋ×ΔＬの補償値に設
定され、このピクセルから隔セル間隔に離れるピクセルごとにΔＬずつ増加される補償値
に設定される。そして、第２タイプの第２補償データは、第２表示面では境界に隣接した
ピクセルに対して＋ｋ×ΔＬの補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔に離れる
ピクセルごとにΔＬずつ減少される補償値に設定され、第１表示面では前記第２表示面の
境界に隣接したピクセルと境界を介して、隔セル間隔に位置したピクセルに対して－ｋ×
ΔＬの補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔に離れるピクセルごとにΔＬずつ
増加される補償値に設定される。この際、第１及び第２タイプの第２補償データは、第１
表示面及び第２表示面で最小限に境界に隣接した１ピクセルに対して、最大限で境界から
第１表示面の両端間距離の半分ほど離れたピクセルまでに対して、前記補償値に設定され
る。一方、「Ａ」は正の整数、「ｋ」は「Ａ」より小さいか同じ正の整数、「＋」は輝度
増加、「－」は輝度減少を指し、ｄ及びΔＬは既に定義されたものであり、特に、ｋは１
／２Ａであることもできる。また、第１及び第２タイプの第２補償データは、前記とは逆
に第１表示面で＋ｋ×ΔＬから減少され、第２表示面で－ｋ×ΔＬから増加される補償値
に設定される。
【００７１】
　例えば、図８に示すように、第１表示面の輝度が第２表示面の輝度に比べてｄほど低下
され、ｄは３ΔＬと４ΔＬとの間の値を有する際、本発明の第３の実施の形態に係る合算
された補償データ設定方法は下記のようである。
【００７２】
　図１１Ａを参照すると、第１タイプの第１補償データ２３１ａは、第２表示面で０、第
１表示面で＋３ΔＬの補償値に設定される。第１タイプの第２補償データ２３２ａは、第
１表示面では境界に隣接したピクセルに対して－２ΔＬの補償値に設定され、このピクセ
ルから隔セル間隔に離れるピクセルごとにΔＬずつ増加される補償値に設定され、第２表
示面では前記第１表示面の境界に隣接したピクセルと境界を介して、隔セル間隔に位置し
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たピクセルに対して＋２ΔＬの補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔に離れる
ピクセルごとにΔＬずつ減少される補償値に設定される。このような第１タイプの第２補
償データ２３２ａは、前記ピクセルを含み、最大限境界から第１表示面の両端間距離の半
分ほど離れたピクセルまで隔セルごとに設定される。そして、第１タイプの合算された補
償データ２３３ａは、第１タイプの第１補償データ２３１ａと第１タイプの第２補償デー
タ２３２ａとの合計が算出される。
【００７３】
　図１１Ｂを参照すると、第２タイプの第１補償データ２３１ｂは、第１タイプの第１補
償データ２３１ａとは異なり、第２表示面で０、第１表示面で＋４ΔＬの補償値に設定さ
れる。そして、第２タイプの第２補償データ２３２ｂは、第２表示面では境界に隣接した
ピクセルに対して＋２ΔＬの補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔に離れるピ
クセルごとにΔＬずつ減少される補償値に設定され、第１表示面では前記第２表示面の境
界に隣接したピクセルと境界を介して、隔セル間隔に位置したピクセルに対して－２ΔＬ
の補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔に離れるピクセルごとにΔＬずつ増加
される補償値に設定される。このような第２タイプの第２補償データ２３２ｂは、前記ピ
クセルを含み、最大限で境界から第１表示面の両端間距離の半分ほど離れたピクセルまで
隔セルごとに設定される。そして、第２タイプの合算された補償データ２３３ｂは、第２
タイプの第１補償データ２３１ｂと第２タイプの第２補償データ２３２ｂとの合計が算出
される。
【００７４】
　このように設定された合算された補償データにより予測できる第１表示面及び境界部の
輝度補償結果は、図１１Ｃに示すようである。即ち、第１表示面及び第２表示面で隣接す
る第１及び第２水平ラインの輝度が２００ａ及び２００ｂのようである場合、２３３ａの
ような第１タイプの合算された補償データを用いて第１水平ラインの輝度を２３４ａのよ
うに補償し、２３３ｂのような第２タイプの合算された補償データを用いて第２水平ライ
ンの輝度を２３４ｂのように補償すると、第１表示面及び境界部ノイズが補償された第１
水平ラインと第２水平ラインとの平均輝度は２３５に示すようになる。
【００７５】
　図１１Ｄないし図１１Ｆは、第１表示面及びその境界部に配置されたピクセルの各位置
に対応して補償データを設定する具体的な例を示す図面である。
【００７６】
　図１１Ｄを参照すると、第１タイプの第１補償データ２３１ａは第２表示面で「０」の
補償値に設定され、第１表示面で「＋Ａ×ΔＬ」の補償値に設定される。ここで、第１表
示面と第２表示面との輝度差が図８に示すようである場合、Ａは３のような値を有する。
そして、第１タイプの第２補償データ２３１ａは、第１表示面では境界に隣接したピクセ
ルに対して－１／２Ａ×ΔＬの補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔に離れる
ピクセルごとにΔＬずつ増加される補償値に設定され、第２表示面では前記第１表示面の
境界に隣接したピクセルと境界を介して、隔セル間隔に位置したピクセルに対して＋１／
２Ａ×ΔＬの補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔に離れるピクセルごとにΔ
Ｌずつ減少される補償値に設定される。このような第１タイプの第２補償データ２３２ａ
は、前記ピクセルを含み、最大限で境界から第１表示面の両端間距離の半分ほど離れたピ
クセルまで隔セルごとに設定される。このように設定された第１タイプの第１補償データ
２３１ａと第１タイプの第２補償データ２３２ａとの第１タイプの合算された補償データ
２３３ａが算出される。
【００７７】
　図１１Ｅを参照すると、第２タイプの第１補償データ２３１ｂは、第１タイプの第１補
償データ２３１ａと同様に、第２表示面で「０」の補償値に設定され、第１表示面で「＋
Ａ×ΔＬ」の補償値に設定される。そして、第２タイプの第２補償データは、第２表示面
では境界に隣接したピクセルに対して＋１／２Ａ×ΔＬの補償値に設定され、このピクセ
ルから隔セル間隔に離れるピクセルごとにΔＬずつ減少される補償値に設定され、第１表
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示面では前記第２表示面の境界に隣接したピクセルと境界を介して、隔セル間隔に位置し
たピクセルに対して－１／２Ａ×ΔＬの補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔
に離れるピクセルごとにΔＬずつ増加される補償値に設定される。このような第２タイプ
の第２補償データ２３２ｂは、前記ピクセルを含み、最大限で境界から第１表示面の両端
間距離の半分ほど離れたピクセルまで隔セルごとに設定される。このように設定された第
２タイプの第１補償データ２３１ｂと第２タイプの第２補償データ２３２ｂとの第２タイ
プの合算された補償データ２３３ｂが算出される。
【００７８】
　前記のように算出された第１及び第２タイプの合算された補償データ２２３ａ、２２３
ｂは、図１１Ｆに示すように、表示パネル上の隣接する水平ラインに対して交互に適用さ
れる。
【００７９】
　図１２Ａないし図１２Ｅは、本発明の第３実施の形態に係る合算された補償データ設定
方法に対して、任意の数値を適用した例を示す図面である。
【００８０】
　例えば、図１２Ａに示すように、第２表示面の輝度が１２０である際、第１表示面の輝
度が１１６．５を示すとすると、換言すると、第１表示面と第２表示面との輝度差(ｄ)が
３．５であり、ΔＬは１の値を有すると仮定すると、第１タイプの第１補償データ２３１
ａは、図１２Ｂに示すように、第２表示面で「０」の補償値に設定され、第１表示面で「
＋３」の補償値に設定される。そして、第１タイプの第２補償データ２３２ａは、第１表
示面では境界に隣接したピクセルに対して－２の補償値に設定され、このピクセルから隔
セル間隔に離れるピクセルごとに１ずつ増加される補償値に設定され、第２表示面では前
記第１表示面の境界に隣接したピクセルと境界を介して、隔セル間隔に位置したピクセル
に対して＋２の補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔に離れるピクセルごとに
１ずつ減少される補償値に設定される。このように設定された第１タイプの第１補償デー
タ２３１ａと第１タイプの第２補償データ２３２ａとの第１タイプの合算された補償デー
タ２３３ａが算出される。
【００８１】
　図１２Ｃを参照すると、第２タイプの第１補償データ２３１ｂは、第１タイプの第１補
償データ２３１ａと同様に、第２表示面で「０」の補償値に設定され、第１表示面で「＋
４」に設定される。そして、第２タイプの第２補償データは、第２表示面では境界に隣接
したピクセルに対して＋２×ΔＬの補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔に離
れるピクセルごとに１ずつ減少される補償値に設定され、第１表示面では前記第２表示面
の境界に隣接したピクセルと境界を介して、隔セル間隔に位置したピクセルに対して－２
の補償値に設定され、このピクセルから隔セル間隔に離れるピクセルごとに１ずつ増加さ
れる補償値に設定される。このような第２タイプの第２補償データ２３２ｂは、前記ピク
セルを含み、最大限で境界から第１表示面の両端間距離の半分ほど離れたピクセルまで隔
セルごとに設定される。このように設定された第２タイプの第１補償データ２３１ｂと第
２タイプの第２補償データ２３２ｂとの第２タイプの合算された補償データ２３３ｂが算
出される。
【００８２】
　前記のように算出された第１及び第２タイプの合算された補償データ２２３ａ、２２３
ｂは、図１２Ｄに示すように、表示パネル上の隣接する水平ラインに対して交互に適用さ
れ、このような第１及び第２タイプの合算された補償データ２３３ａ、２３３ｂを用いて
予測できる第１表示面及び境界部の輝度補償結果は図１２Ｅに示すようである。
【００８３】
　一方、前述の実施の形態においては、前述の段階の全てを順次適用して補償データを算
出することを中心として説明したが、製造工程の単純化等の合理的な工程過程のために、
実際の量産過程においては、実験の繰り返により第１表示面及び境界部ノイズの多様なパ
ターンに対して対応する複数の整形化された補償データのパターンをデータベース化する
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ことにより、簡単な検査工程後、パネル欠陥と境界領域の輝度差類型に対応する最適の補
償データパターンを整形化されたパターンのうちから選択し、一辺に最適補償データを算
出することもできる。
【００８４】
　Ｓ３またはＳ４段階に続いて、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法は、
上／下部基板をシール剤(Ｓｅａｌａｎｔ)やフリットガラス(Ｆｒｉｔ ｇｌａｓｓ)で接
着する(Ｓ５)。このＳ５の段階は、配向膜形成／ラビング工程と基板接着／液晶注入工程
とを含む。配向膜形成／ラビング工程においては、表示パネルの上部基板と下部基板との
それぞれに配向膜を塗布し、その配向膜をラビング布等でラビングする。基板接着／液晶
注入工程においては、シール剤を用いて上部基板と下部基板とを接着し、液晶注入口を通
して液晶とスペーサとを注入した後、その液晶注入口を封止する。
【００８５】
　続いて、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法は、上／下部基板が接着さ
れた表示パネルに各階調のテストデータを印加してテスト画像を示し、その画像に対して
電気／磁気的な検査及び／または肉眼検査により不良サブピクセル及び／またはパネル欠
陥の有無を検査する(Ｓ６)。Ｓ６の段階においての検査はＳ２の段階においての検査に比
べて肉眼検査ができるという差異がある。この際の肉眼検査は、カメラ等のような光学装
備を用いる検査を含む。
【００８６】
　Ｓ６の段階における検査の結果、不良サブピクセル及び／またはパネル欠陥が検出され
た場合(Ｓ７[はい])、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法は、不良サブピ
クセル及び／またはパネル欠陥による欠陥を改善するための補正を施す(Ｓ８)。
【００８７】
　図４Ｂを参照すると、Ｓ６の段階における検査の結果、不良サブピクセルが検出された
場合(Ｓ７[はい、不良サブピクセル])、検出された不良サブピクセルに対してリペア工程
(Ｓ２１)を施す。
【００８８】
　不良サブピクセルに対するリペア工程(Ｓ２１)は、図５に示すように、不良サブピクセ
ル１０を、この不良サブピクセル１０と隣接して同じ色を示す正常サブピクセル１１と電
気的にショートまたはリンクさせる方法からなる。このリペア工程(Ｓ２１)は、不良サブ
ピクセル１０のピクセル電極にデータ電圧が供給される経路を遮る過程及び正常サブピク
セル１１と不良サブピクセル１０とを伝導性リンクパターン１２を用いて電気的にショー
トまたはリンクさせる過程を含む。一方、Ｓ８の段階においてのリペア工程(Ｓ２１)は、
Ｗ－ＣＶＤ工程によるリンクパターンの形成が難しいという点で、Ｓ４の段階においての
リペア工程(Ｓ２１)と差異がある。
【００８９】
　リペア工程(Ｓ２１)の後、リンクサブピクセル１３の位置に対する情報と共に、不良サ
ブピクセル１０の有無に対する情報は検査用コンピューターに記憶され、検査用コンピュ
ーターは、リンクサブピクセル１３の各位置に対して階調別充電特性補償データを算出す
る(Ｓ２２)。
【００９０】
　Ｓ６の段階における検査の結果、パネル欠陥が検出された場合(Ｓ７[はい、パネル欠陥
])、パネル欠陥(または、第１表示面)の位置情報と共に、パネル欠陥の有無に対する情報
が検査用コンピューターに記憶される。検査用コンピューターは、パネル欠陥の各位置に
対して階調別パネル欠陥補償データを算出する(Ｓ３１)。
【００９１】
　続いて、Ｓ３１の段階で算出したパネル欠陥補償データを用いて第１表示面の輝度を補
償した後、即ち、テストデータをＳ３１の段階で算出されたパネル欠陥補償データに変調
して表示パネルに印加した後、境界部に対して電気／磁気的な検査及び／または肉眼検査
を施す(Ｓ３２、Ｓ３３)。



(18) JP 4516558 B2 2010.8.4

10

20

30

40

50

【００９２】
　Ｓ３３の段階における検査の結果、境界部ノイズが検出された場合(Ｓ３４[はい])、境
界部ノイズが表れる位置に対する情報と共に、境界部ノイズの有無に対する情報が検査用
コンピューターに記憶され、検査用コンピューターは、境界部ノイズが表れる各位置に対
して階調別境界部ノイズ補償データを算出する(Ｓ３５)。検査用コンピューターは、Ｓ３
５の段階で算出された境界部ノイズ補償データとＳ３１の段階で算出されたパネル欠陥補
償データとを合算して、合算された補償データを算出する。
【００９３】
　続いて、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法は、上／下部基板が接着さ
れた表示パネルに駆動回路を実装し、駆動回路が実装された表示パネル及びバックライト
等をケースに搭載し、表示パネルのモジュール組み立て工程を施す(Ｓ９)。駆動回路の実
装工程においては、ゲートドライブ集積回路及びデータドライブ集積回路等の集積回路が
実装されたテープキャリアパッケージ(Ｔａｐｅ Ｃａｒｒｉｅｒ Ｐａｃｋａｇｅ：ＴＣ
Ｐ)の出力段を基板上のパッド部に接続させ、テープキャリアパッケージの入力段をタイ
ミングコントローラが実装された印刷回路基板(Ｐｒｉｎｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ Ｂｏａ
ｒｄ：ＰＣＢ)と接続させる。ＰＣＢ上には、補償データが記憶されるメモリと、このメ
モリに記憶されたデータを用いて表示パネルに示されるデータを変調し、この変調された
データを駆動回路に供給する補償回路が実装される。メモリとしては、データの更新及び
消去のできるＥＥＰＲＯＭ(Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａ
ｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ)のような非揮発性メモリが用いられる。
一方、補償回路は、タイミングコントローラとワン・チップ(Ｏｎｅ-Ｃｈｉｐ)化してタ
イミングコントローラに内蔵することができ、ドライブ集積回路は、テープキャリアパッ
ケージを用いたテープオートメーテッドボンディング(Ｔａｐｅ Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｂ
ｏｎｄｉｎｇ)方式の外に、チップオンガラス(Ｃｈｉｐ Ｏｎ Ｇｌａｓｓ：ＣＯＧ)方式
等に基板上に直接実装されることもできる。
【００９４】
　続いて、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法は、表示パネルに各階調の
テストデータを印加してテスト画像を示し、その画像に対して電気／磁気的な検査及び／
または肉眼検査により不良サブピクセル及び／またはパネル欠陥の有無を検査する(Ｓ１
０)。Ｓ１０の段階においての検査は、Ｓ６の段階においての検査と同様に、Ｓ２の段階
においての検査に比べて肉眼検査ができるという差異点がある。この際の肉眼検査は、カ
メラ等のような光学装備を用いる検査を含む。
【００９５】
　Ｓ１０の段階における検査の結果、不良サブピクセル及び／またはパネル欠陥が検出さ
れると(Ｓ１１[はい])、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法は、不良サブ
ピクセル及び／またはパネル欠陥による欠陥を改善するための補正を施す(Ｓ１２)。
【００９６】
　図４Ｂを参照すると、Ｓ１０の段階における検査の結果、不良サブピクセルが検出され
る場合(Ｓ１１[はい])、検出された不良サブピクセルに対してリペア工程(Ｓ２１)を施す
。
【００９７】
　不良サブピクセルに対するリペア工程(Ｓ２１)は、図５に示すように、不良サブピクセ
ル１０をこの不良サブピクセル１０と隣接して同じ色を示す正常サブピクセル１１と電気
的にショートまたはリンクさせる方法からなる。このリペア工程(Ｓ２１)は、不良サブピ
クセル１０のピクセル電極にデータ電圧が供給される経路を遮る工程、及び正常サブピク
セル１１と不良サブピクセル１０とを電導性リンクパターン１２を用いて電気的にショー
トまたはリンクさせる工程を含む。一方、Ｓ１２の段階においてのリペア工程(Ｓ２１)は
、Ｓ８の段階と同様に、Ｗ－ＣＶＤ工程によるリンクパターン形成が難しいという点で、
Ｓ４の段階においてのリペア工程(Ｓ２１)と差異がある。
【００９８】
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　リペア工程(Ｓ２１)の後、リンクサブピクセル１３の位置に対する情報と共に、不良サ
ブピクセル１０の有無に対する情報は検査用コンピューターに記憶され、検査用コンピュ
ーターは、リンクサブピクセル１３の各位置に対して階調別充電特性補償データを算出す
る(Ｓ２２)。
【００９９】
　Ｓ１０の段階における検査の結果、パネル欠陥が検出された場合(Ｓ１１[はい、パネル
欠陥])、パネル欠陥(または、第１表示面)の位置情報と共に、パネル欠陥の有無に対する
情報が検査用コンピューターに記憶される。検査用コンピューターは、パネル欠陥の各位
置に対して階調別パネル欠陥補償データを算出する(Ｓ３１)。 
【０１００】
　続いて、Ｓ３１の段階で算出したパネル欠陥補償データを用いて、第１表示面の輝度を
補償した後、即ち、テストデータをＳ３１の段階で算出したパネル欠陥補償データに変調
して表示パネルに印加した後、境界部に対して電気／磁気的な検査及び／または肉眼検査
を施す(Ｓ３２、Ｓ３３)。
【０１０１】
　Ｓ３３の段階における検査の結果、境界部ノイズが検出された場合(Ｓ３４[はい])、境
界部ノイズが表れる位置に対する情報と共に、境界部ノイズの有無に対する情報が検査用
コンピューターに記憶され、検査用コンピューターは境界部ノイズが表れる各位置に対し
て階調別境界部ノイズ補償データを算出する(Ｓ３５)。検査用コンピューターは、Ｓ３５
の段階で算出された境界部ノイズ補償データと、Ｓ３１の段階で算出されたパネル欠陥補
償データとを合算し、合算された補償データを算出する。
【０１０２】
　続いて、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の製造方法は、Ｓ４、Ｓ８及びＳ１２
の段階により決定されたリンクサブピクセル、パネル欠陥(または、第１表示面)、境界部
に対する位置データと充電特性補償データ及び合算された補償データをＥＥＰＲＯＭに記
憶する(Ｓ１３)。ここで、検査用コンピューターは、ＲＯＭ記録器を用いて位置データ及
び補償データをＥＥＰＲＯＭに供給する。この際、ＲＯＭ記録器は、ユーザ・コネクター
(ｕｓｅｒ ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ)を介してＥＥＰＲＯＭに位置データ及び補償データを伝
送することができる。ユーザ・コネクターを介して補償データが直列に伝送され、また、
ユーザ・コネクターを介して直列クロック(Ｓｅｒｉａｌ Ｃｌｏｃｋ)と電源、接地電源
等がＥＥＰＲＯＭに伝送される。
【０１０３】
　一方、前記位置データ及び補償データの記憶のためのメモリとしては、ＥＥＰＲＯＭの
代り、ＥＤＩＤ ＲＯＭ(Ｅｘｔｅｎｄｅｄ Ｄｉｓｐｌａｙ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ Ｄａｔａ ＲＯＭ)が用いられることができる。ＥＤＩＤ ＲＯＭには、販売者／生産者
職別情報(ＩＤ)及び基本表示素子の変数及び特性等のようなモニタ情報データが記憶され
、前記モニタ情報データが記憶される記憶記憶領域とは別の記憶記憶領域に前記位置デー
タ及び補償データが記憶される。ＥＥＰＲＯＭの代り、ＥＤＩＤ　ＲＯＭに補償データを
記憶する場合、ＲＯＭ記録器はＤＤＣ(Ｄａｔａ Ｄｉｓｐｌａｙ Ｃｈａｎｎｅｌ)を通じ
て補償データを伝送する。従って、ＥＤＩＤ ＲＯＭを使用する場合にはＥＥＰＲＯＭと
ユーザ・コネクターが除去される可能性があるため、それ程、追加開発費が低減される効
果がある。以下、補償データが記憶されるメモリはＥＥＰＲＯＭに仮定して説明する。勿
論、以下の実施の形態の説明において、ＥＥＰＲＯＭとユーザ・コネクターはＥＤＩＤ 
ＲＯＭとＤＤＣに代えられる。一方、前記位置データ及び補償データの記憶のためのメモ
リとしては、ＥＥＰＲＯＭとＥＤＩＤ ＲＯＭだけではなく、データの更新及び消去ので
きる他種の非揮発性メモリの使用もできる。
【０１０４】
　続いて、本発明に係る液晶表示装置の製造方法は、ＥＥＰＲＯＭの記憶された位置デー
タ及び補償データを用いてテストデータを変調し、この変調されたデータを表示パネルに
印加して画質検査を施す(Ｓ１４)。
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【０１０５】
　Ｓ１４の段階における検査の結果、良品基準許容値を超過する画質欠陥が見つけられた
場合、これに対する補正を施す(Ｓ１６)。この際の補正対象は、Ｓ２、Ｓ６及びＳ１０の
段階の検査から見つけられなかった画質欠陥と、Ｓ４、Ｓ８及びＳ１２の段階で算出され
た補償値の非最適化による画質欠陥とを含む。例えば、Ｓ２、Ｓ６及びＳ１０から見つけ
られなかった不良サブピクセルがＳ１４の段階で検出された場合、これに対するリペア工
程を施し、充電特性補償データを算出してＥＥＰＲＯＭに記憶し(Ｓ１３)、Ｓ４、Ｓ８及
びＳ１２の段階で算出された補償データが最適化されなかった場合には、これを再算出し
てＥＥＰＲＯＭに記憶された補償データを更新して記憶する(Ｓ１３)。一方、Ｓ１４の段
階でバックライトユニットの輝度不良が検出された場合、これに対する補償データは、前
述のパネル欠陥補償データのように算出し、これをＥＥＰＲＯＭに記憶する(Ｓ１３)。
【０１０６】
　Ｓ１４の段階における検査の結果、画質欠陥が見つからない場合(Ｓ１５[いいえ])、即
ち、画質欠陥の程度が良品許容基準値以下に見つけられると、その液晶表示装置は良品に
判定され出荷される(Ｓ１７)。
【０１０７】
　一方、前述の検査段階及び補正段階は、製造工程の単純化等の合理的な工程過程のため
に、その過程の簡素化または所定段階の省略ができる。
【０１０８】
　図１３Ａないし図１６Ｃは、リペア工程(Ｓ２１)で電導性リンクパターン１３を形成す
る多様な実施の形態を示す図面である。
【０１０９】
　図１３Ａないし図１３Ｃは、本発明の第１の実施の形態に係るＴＮモードの液晶表示装
置のリペア工程を説明するための図面である。
【０１１０】
　図１３Ａ及び図１３Ｂを参照すると、本発明に係るリペア工程は、Ｗ－ＣＶＤ工程を用
いて、リンクパターン４４を隣接する不良サブピクセル１０のピクセル電極４３Ａと、正
常サブピクセル１１のピクセル電極４３Ｂ上に直接形成する。
【０１１１】
　下部基板のガラス基板４５上には、ゲートライン４１とデータライン４２とが交差し、
その交差部にＴＦＴが形成される。ＴＦＴのゲート電極はゲートライン４１に電気的に接
続され、ソース電極はデータライン４２に電気的に接続される。そして、ＴＦＴのドレイ
ン電極はコンタクトホールを介してピクセル電極４３Ａ、４３Ｂに電気的に接続される。
【０１１２】
　ゲートライン４１、ＴＦＴのゲート電極等を含むゲート金属パターンは、アルミニウム
(Ａｌ)、アルミニウムネオジウム(ＡｌＮｄ)等のゲート金属蒸着工程、フォトリソグラピ
工程及びエッチング工程によりガラス基板４５上に形成される。
【０１１３】
　データライン４２、ＴＦＴのソース及びドレイン電極等を含むソース／ドレイン金属パ
ターンは、クロム(Ｃｒ)、モリブデン(Ｍｏ)、チタニウム(Ｔｉ)等のソース／ドレイン金
属蒸着工程、フォトリソグラピ工程及びエッチング工程によりゲート絶縁膜４６上に形成
される。
【０１１４】
　ゲート金属パターンとソース／ドレイン金属パターンとを電気的に絶縁するためのゲー
ト絶縁膜４６は、窒化シリコン(ＳｉＮｘ)または酸化シリコン(ＳｉＯｘ)等の無機絶縁膜
からなる。そして、ＴＦＴ、ゲートライン４１、データライン４２を覆う保護膜(Ｐａｓ
ｓｉｖａｔｉｏｎ Ｆｉｌｍ)は無機絶縁膜または有機絶縁膜からなる。
【０１１５】
　ピクセル電極４３Ａ、４３Ｂは、インジウム・チン・オキサイド(ＩｎｄｉｕｍＴｉｎ 
Ｏｘｉｄｅ：ＩＴＯ)、チン・オキサイド(Ｔｉｎ Ｏｘｉｄｅ：ＴＯ)、インジウム・ジン
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ク・オキサイド(Ｉｎｄｉｕｍ Ｚｉｎｃ Ｏｘｉｄｅ：ＩＺＯ)またはインジウム・チン・
ジンク・オキサイド(Ｉｎｄｉｕｍ Ｔｉｎ Ｚｉｎｃ Ｏｘｉｄｅ：ＩＴＺＯ)等の透明導
電性金属を蒸着する工程、フォトリソグラピ工程及びエッチング工程により保護膜４７上
に形成される。このピクセル電極４３Ａ、４３Ｂには、ＴＦＴのターンオンされるスキャ
ニング期間の間、ＴＦＴを通じてデータライン４２からデータ電圧が供給される。
【０１１６】
　リペア工程は、基板接着／液晶注入工程の前の下部基板に対して施す。このリペア工程
は、まず、不良サブピクセル１０のＴＦＴとピクセル電極４３Ａとの間の電流パスを遮る
ために、ＴＦＴのソース電極とデータライン４２との間、または、ＴＦＴのドレイン電極
とピクセル電極４３Ａとの間の電流パスをレーザーカッティング工程で断線(Ｏｐｅｎ)さ
せる。続いて、リペア工程は、Ｗ－ＣＶＤ工程を用いてリンクパターン４４を不良サブピ
クセル１０のピクセル電極４３Ａと、それと隣接する同じ色の正常サブピクセル１１のピ
クセル電極４３Ｂ、そして、そのピクセル電極４３Ａ、４３Ｂの間の保護膜４７上にタン
グステン(Ｗ)を直接蒸着させる。一方、断線工程とＷ－ＣＶＤ工程の順序は換えても関係
ない。
【０１１７】
　Ｗ－ＣＶＤ工程は、図１３Ｃに示すように、Ｗ(ＣＯ)６の雰囲気下で、ピクセル電極４
３Ａ、４３Ｂのうち、何れか一つのピクセル電極上にレーザー光を集光させ、その集光さ
れたレーザー光を他のピクセル電極の方に移動またはスキャニングする。そうすると、レ
ーザー光に反応してＷ(ＣＯ)６からタングステン(Ｗ)が分離され、そのタングステン(Ｗ)
がレーザー光のスキャン方向に沿って一側のピクセル電極４３Ａ、保護膜４７、他側のピ
クセル電極４３Ｂに移動しながらピクセル電極４３Ａ、４３Ｂとその間の保護膜４７上に
蒸着される。
【０１１８】
　図１４Ａないし図１４Ｃは、本発明第２の実施の形態に係るＴＮモードの液晶表示装置
のリペア工程を説明するための図面である。
【０１１９】
　図１４Ａ及び図１４Ｂを参照すると、本発明に係るリペア工程は、保護膜７７を介して
不良サブピクセル１０のピクセル電極７３Ａ及びそれと隣接する正常サブピクセル１１の
ピクセル電極７３Ｂと重畳されるリンクパターン７４を備える。
【０１２０】
　下部基板のガラス基板７５上にはゲートライン７１とデータライン７２とが交差し、そ
の交差部にＴＦＴが形成される。ＴＦＴのゲート電極はゲートライン７１に電気的に接続
され、ソース電極はデータライン７２に電気的に接続される。そして、ＴＦＴのドレイン
電極はコンタクトホールを介してピクセル電極７３Ａ、７３Ｂに電気的に接続される。
【０１２１】
　ゲートライン７１、ＴＦＴのゲート電極等を含むゲート金属パターンは、ゲート金属蒸
着工程、フォトリソグラピ工程及びエッチング工程によりガラス基板７５上に形成される
。
【０１２２】
　ゲートライン７１はリンクパターン７４と重畳されないようにリンクパターン７４と所
定距離に離隔され、リンクパターン７４を囲む形態の凹パターン７８を含む。
【０１２３】
　データライン７２、ＴＦＴのソース及びドレイン電極、リンクパターン７４等を含むソ
ース／ドレイン金属パターンは、ソース／ドレイン金属蒸着工程、フォトリソグラピ工程
及びエッチング工程によりゲート絶縁膜７６上に形成される。
【０１２４】
　リンクパターン７４は、リペア工程の前に、ゲートライン７１、データライン７２及び
ピクセル電極７３Ａ、７３Ｂと接続していない島パターン(Ｉｓｌａｎｄ ｐａｔｔｅｒｎ
)に形成される。このリンクパターン７４の両端は垂直に隣接するピクセル電極７３Ａ、
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７３Ｂと重畳され、レーザー溶接工程でピクセル電極７３Ａ、７３Ｂと接続される。
【０１２５】
　ゲート絶縁膜７６は、ゲート金属パターンとソース／ドレイン金属パターンとを電気的
に絶縁し、保護膜７７は、ソース／ドレイン金属パターンとピクセル電極７３Ａ、７３Ｂ
とを電気的に絶縁する。
【０１２６】
　ピクセル電極７３Ａ、７３Ｂは、透明導電性金属を蒸着する工程、フォトリソグラピ工
程及びエッチング工程により保護膜７７上に形成される。ピクセル電極７３Ａ、７３Ｂは
上端の一側から伸張された伸張部７９を含む。この伸張部７９によりピクセル電極７３Ａ
、７３Ｂはリンクパターン７４の一端と十分に重畳される。このピクセル電極７３Ａ、７
３Ｂには、ＴＦＴのターンオンされるスキャニング期間の間、ＴＦＴを通じてデータライ
ン７２からデータ電圧が供給される。
【０１２７】
　リペア工程は、基板接着／液晶注入工程の前の下部基板または基板接着／液晶注入工程
の後のパネルに対して施す。このリぺア工程は、まず、不良サブピクセルのＴＦＴとピク
セル電極７３Ａとの間の電流パスを遮るために、ＴＦＴのソース電極とデータライン７２
との間、またはＴＦＴのドレイン電極とピクセル電極７３Ａとの間の電流パスをレーザー
カッティング工程で断線させる。続いて、リぺア工程はレーザー溶接工程を用いて、図８
に示すように、リンクパターン７４の両端から隣接するピクセル電極７３Ａ、７３Ｂにレ
ーザーを照射する。そうすると、レーザー光によりピクセル電極７３Ａ、７３Ｂ及び保護
膜７７が溶けるようになり、その結果、ピクセル電極７３Ａ、７３Ｂがリンクパターン７
４と接続される。一方、断線工程とレーザー溶接工程の順序は換えても関係ない。図１４
Ｃは、レーザー溶接工程の前、保護膜７７により電気的に分離されたピクセル電極７３Ａ
、７３Ｂとリンクパターン７４を示す図面である。
【０１２８】
　図１５Ａ及び図１５Ｂは、本発明の第３の実施の形態に係るＩＰＳモードの液晶表示装
置のリペア工程を説明するための図面である。
【０１２９】
　図１５Ａ及び図１５Ｂを参照すると、本発明に係るリペア工程は、Ｗ－ＣＶＤ工程を用
いてリンクパターン１０４を隣接する不良サブピクセル１０のピクセル電極１０３Ａと正
常サブピクセル１１のピクセル電極１０３Ｂ上に直接形成する。
【０１３０】
　下部基板のガラス基板１０５上にはゲートライン１０１とデータライン１０２が交差さ
れ、その交差部にＴＦＴが形成される。ＴＦＴのゲート電極はゲートライン１０１に電気
的に接続され、ソース電極はデータライン１０２に電気的に接続される。そして、ＴＦＴ
のドレイン電極はコンタクトホールを介してピクセル電極１０３Ａ、１０３Ｂに電気的に
接続される。
【０１３１】
　ゲートライン１０１、ＴＦＴのゲート電極、共通電極１０８等を含むゲート金属パター
ンは、ゲート金属蒸着工程、フォトリソグラピ工程及びエッチング工程によりガラス基板
１０５上に形成される。共通電極１０８は、全液晶セルに接続され、液晶セルに共通電圧
Ｖｃｏｍを印加する。この共通電極１０８に印加される共通電圧Ｖｃｏｍとピクセル電極
１０３Ａ、１０３Ｂに印加されるデータ電圧とにより、液晶セルには横電界が印加される
。
【０１３２】
　データライン１０２、ＴＦＴのソース及びドレイン電極等を含むソース／ドレイン金属
パターンは、ソース／ドレイン金属蒸着工程、フォトリソグラピ工程及びエッチング工程
によりゲート絶縁膜１０６上に形成される。
【０１３３】
　ピクセル電極１０３Ａ、１０３Ｂは、透明導電性金属を蒸着する工程、フォトリソグラ
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ピ工程及びエッチング工程により保護膜１０７上に形成される。このピクセル電極１０３
Ａ、１０３Ｂには、ＴＦＴのターンオンされるスキャニング期間の間、ＴＦＴを通じてデ
ータライン１０２からデータ電圧が供給される。
【０１３４】
　リペア工程は、基板接着／液晶注入工程の前の下部基板に対して施す。このリペア工程
は、まず、不良サブピクセル１０のＴＦＴとピクセル電極１０３Ａとの間の電流パスを遮
るために、ＴＦＴのソース電極とデータライン１０２との間、または、ＴＦＴのドレイン
電極とピクセル電極１０３Ａとの間の電流パスをレーザーカッティング工程で断線(Ｏｐ
ｅｎ)させる。続いて、リペア工程は、Ｗ－ＣＶＤ工程を用いて、リンクパターン１０４
を不良サブピクセル１０のピクセル電極１０３Ａと、それと隣接する同じ色の正常サブピ
クセル１１のピクセル電極１０３Ｂ、そして、そのピクセル電極１０３Ａ、１０３Ｂの間
の保護膜１０７上にタングステン(Ｗ)を直接蒸着させる。一方、断線工程とＷ－ＣＶＤ工
程の順序は換えても関係ない。
【０１３５】
　図１６Ａないし図１６Ｃは、本発明第４の実施の形態に係るＩＰＳモードの液晶表示素
子のリペア工程を説明するための図面である。図１６Ａないし図１６Ｃにおいて、データ
ライン等のデータ金属パターン、ＴＦＴ、ピクセル電極と共に液晶セルに横電界を印加す
るための共通電極等は省略される。
【０１３６】
　図１６Ａ及び図１６Ｂを参照すると、本発明に係る液晶表示装置のゲートライン１２１
は、ネック部１３２、ネック部１３２に接続され、面積が拡大されたエヘッド部１３３、
ネック部１３２及びヘッド部１３３の周りから「Ｃ」字状で除去された開口パターン１３
１を含む。
【０１３７】
　ゲートライン１２１、未図示のＴＦＴのゲート電極、共通電極等を含むゲート金属パタ
ーンは、ゲート金属蒸着工程、フォトリソグラピ工程及びエッチング工程によりガラス基
板１２５上に形成される。
【０１３８】
　ピクセル電極１２３Ａ、１２３Ｂは、透明導電性金属を蒸着する工程、フォトリソグラ
ピ工程及びエッチング工程により保護膜１２７上に形成される。
【０１３９】
　ゲートライン１２１において、ネック部１３１はリペア工程において、レーザーカッテ
ィング工程により断線(ｏｐｅｎ)される。ヘッド部１３３の一端はゲート絶縁膜１２６及
び保護膜１２７を介して不良サブピクセル１０のピクセル電極１２３Ａと重畳され、ヘッ
ド部１３３の他端はゲート絶縁膜１２６及び保護膜１２７を介して不良サブピクセル１０
と隣接する正常サブピクセル１１のピクセル電極１２３Ｂと重畳される。
【０１４０】
　リペア工程は、基板接着／液晶注入工程の前の下部基板、または基板接着／液晶注入工
程の後のパネルに対して施す。このリペア工程は、まず、不良サブピクセルのＴＦＴとピ
クセル電極１２３Ａとの間の電流パスを遮るために、ＴＦＴのソース電極とデータライン
との間、または、ＴＦＴのドレイン電極とピクセル電極１２３Ａとの間の電流パスをレー
ザーカッティング工程で断線させ、ゲートライン１２１のネック部１３２を断線させる。
続いて、リペア工程は、レーザー溶接工程を用いて、図１６Ｂに示すように、ヘッド部１
３３の両端から隣接するピクセル電極１２３Ａ、１２３Ｂにレーザーを照射する。そうす
ると、レーザー光によりピクセル電極１２３Ａ、１２３Ｂ、保護膜１２７、ゲート絶縁膜
１２６が溶けるようになり、その結果、ヘッド部１３３は独立パターンになってゲートラ
イン１２１と分離され、ピクセル電極１２３Ａ、１２３Ｂがヘッド部１３３に接続される
。一方、断線工程とレーザー溶接工程の順序は換えても関係ない。図１６Ｃは、レーザー
溶接工程の前、保護膜１２７及びゲート絶縁膜１２６により電気的に分離されたピクセル
電極１２３Ａ、１２３Ｂとヘッド部１３３とを示す図面である。
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【０１４１】
　本発明の第４の実施の形態に係るリペア工程は、ゲートライン１２１のパターニング工
程において、ネック部１３３を予め除去して、図１４Ａのリンクパターン７４のような独
立パターンに形成し、リペア工程からネック部１３３のカッティング工程を省略すること
もできる。
【０１４２】
　一方、図１４Ａのリンクパターン７４、あるいは図１６Ａのヘッド部１３３、ネック部
１３２及び開口パターン１３１は、前述の実施の形態のように、１ピクセル当り一つずつ
形成することもできるが、リンクサブピクセルの電気的接触特性、即ち、接触抵抗を減ら
すために、１ピクセル当り複数個ずつ形成することもできる。
【０１４３】
　一方、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の画質制御方法について説明する。
【０１４４】
　本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の画質制御方法は、前述の液晶表示装置の製造
方法により決定された合算された補償データを用いて、第１表示面及び境界部に示される
ビデオデータを変調する第１補償段階と、充電特性補償データを用いて、リンクサブピク
セルに示されるビデオデータを変調する第２補償段階とを含む。
【０１４５】
　本発明に係る液晶表示装置の画質制御方法のうち、第１補償段階の第１の実施の形態は
、第１表示面及び境界部に示されるビデオデータを合算された補償データに増減させる。
【０１４６】
　本発明に係る液晶表示装置の画質制御方法のうち、第１補償段階の第２の実施の形態は
、第１表示面及び境界部に示される赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂの情報を含むｍ／ｍ／ｍビ
ットのＲ／Ｇ／Ｂデータを輝度Ｙ及び色差Ｕ／Ｖ情報を含むｎ／ｎ／ｎ(ｎはｍより大き
な正の整数)ビットのＹ／Ｕ／Ｖデータに変換し、変換されたｎ／ｎ／ｎビットのＹ／Ｕ
／Ｖデータのうち、第１表示面及び境界部に示されるＹデータを合算された補償データに
増減して変調し、これをまた赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂの情報を含むｍ／ｍ／ｍビットのＲ
／Ｇ／Ｂデータに変換する。例えば、８／８／８ビットのＲ／Ｇ／Ｂデータをビット数が
拡張された１０／１０／１０ビットのＹ／Ｕ／Ｖデータに変換し、Ｙ／Ｕ／Ｖデータに変
換する際、Ｙデータの拡張されたビットにパネル欠陥補償データを加算または減算した後
、Ｙデータが増減された１０／１０／１０ビットのＹ／Ｕ／Ｖデータを８／８／８ビット
のＲ／Ｇ／Ｂデータにまた変換する。
【０１４７】
　例えば、第１表示面及び境界部に対して、位置別、階調別に合算された補償データが下
記の表１のように設定された場合、「位置１」に示される８／８／８ビットのＲ／Ｇ／Ｂ
データを１０／１０／１０ビットのＹ／Ｕ／Ｖデータに変換し、変換されたＹデータの上
位８ビットが「階調区間２」に当たる「０１００００００(６４)」であると、このＹデー
タの下位２ビットに「１０(２)」を加算してＹデータを変調し、この変調されたＹデータ
を含むＹ／Ｕ／Ｖデータをまた８／８／８ビットのＲ／Ｇ／Ｂデータに変換することによ
り、データを変調する。そして、「位置４」に示される８／８／８ビットのＲ／Ｇ／Ｂデ
ータを１０／１０／１０ビットのＹ／Ｕ／Ｖデータに変換し、変換されたＹデータの上位
８ビットが「階調区間３」に当たる「１０００００００(１２８)」であると、このＹデー
タの下位２ビットに「１１(３)」を加算してＹデータを変調し、この変調されたＹデータ
を含むＹ／Ｕ／Ｖデータをまた８／８／８ビットのＲ／Ｇ／Ｂデータに変換することによ
り、データを変調する。一方、Ｒ／Ｇ／ＢデータとＹ／Ｕ／Ｖデータ間の変換方法につい
ては、後術される本発明に係る液晶表示装置の画質制御装置に対する説明を通じて詳細に
説明する。
【０１４８】
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【表１】

【０１４９】
　前述のように、本発明に係る液晶表示装置の画質制御方法のうち、第１補償段階の第２
の実施の形態は、人の目が色差よりは輝度差に敏感であるという点に着眼して、第１表示
面及び境界部に示されるＲＧＢビデオデータを輝度成分と色差成分に変換し、このうち、
輝度情報を含むＹデータのビット数を拡張して第１表示面及び境界部の輝度を調節するこ
とにより、輝度の微細調節ができるという利点がある。
【０１５０】
　本発明に係る液晶表示装置の画質制御方法のうち、第１補償段階に対する第３の実施の
形態は、合算された補償データをフレームレートコントロール(Ｆｒａｍｅ Ｒａｔｅ Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ：ＦＲＣ)方法を用いて複数のフレームに分散させ、第１表示面及び境界部
に示されるビデオデータを複数のフレームに分散された合算された補償データに増減させ
る。ここで、フレームレートコントロールは、視感の積分効果を用いる映像制御方法とし
て、他の色または階調を示すピクセルの時間的配列として、その間の色または階調を表現
する映像を作り出す画質制御方法を指し、ピクセルの時間的配列はフレーム期間(Ｆｒａ
ｍｅ Ｐｅｒｉｏｄ)を単位とする。フレーム期間というのは、フィルド期間(Ｆｉｅｌｄ 
Ｐｅｒｉｏｄ)ともいい、一画面の全ピクセルにデータが印加される一画面の表示期間を
いい、このフレーム期間は、ＮＴＳＣ方式の場合、１／６０秒であり、ＰＡＬ方式の場合
、１／５０秒と標準化されている。
【０１５１】
　本発明に係る液晶表示装置の画質制御方法のうち、第１補償段階に対する第４の実施の
形態は、合算された補償データをディザリング方法を用いて隣接する複数のピクセルに分
散させ、第１表示面及び境界部に示されるビデオデータを複数のピクセルに分散された合
算された補償データに増減させる。ここで、ディザリングは、視感の積分効果を用いる映
像制御方法として、他の色または階調を示すピクセルの空間的配列として、その間の色ま
たは階調を表現する映像を作り出す画質制御方法を指す。
【０１５２】
本発明に係る液晶表示装置の画質制御方法のうち、第１補償段階に対する第５の実施の形
態は、合算された補償データをフレームレートコントロール方法を用いて複数のフレーム
に分散させると共に、ディザリング方法を用いて隣接する複数のピクセルに補償値を分散
させ、第１表示面及び境界部に示されるビデオデータを複数のフレーム及びピクセルに分
散された合算された補償データに増減させる。
【０１５３】
フレームレートコントロールとディザリング方法について、図１７ないし図１９を参照し
て説明する。例えば、０階調と１階調のみが表示できるピクセルからなる画面で、１／４
階調、１／２階調、３／４階調等のような中間階調を表現する場合、フレームレートコン
トロール方法においては、図１７の(ａ)に示すように、４フレームをフレームグループと
して順次接続される４フレームの間、何れか一つのピクセルに、３フレームは０階調を示
し、１フレームは１階調を示すと、このピクセルに対して、観察者は１／４階調を感じる
。同様に、図１７の(ｂ)及び(ｃ)に示すように、１／２階調と３／４階調も表現される。
そして、ディザリング方法においては、図１８の(ａ)に示すように、２×２ピクセル構造
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、即ち、四つのピクセルを一つのピクセルグループとして、何れか一つのピクセルで、四
つのピクセルのうち、三つのピクセルに０階調を示し、一つのピクセルに１階調を示すと
、このピクセルグループに対して、観察者は１／４階調を感じる。同様に、図１８の(ｂ)
及び(ｃ)に示すように、１／２階調と３／４階調も表現される。そして、このようなフレ
ームレートコントロール方法とディザリング方法を共に用いる方法として、図１９は、２
×２ピクセル構造を一つのピクセルグループとしたディザリングと、このピクセルグルー
プに対して、４フレームを単位としたフレームレートコントロールとを同時に適用して中
間階調を表現することを示す。このような２×２ピクセル構造及び４フレームを単位とし
たフレームレートコントロール及びディザリング方法の場合、図１９の(ａ)を参照すると
、４フレームの間、フレーム毎でこのピクセルグループが示す階調は１／４階調であり、
このピクセルグループを形成する各ピクセル(第１ないし第４ピクセル)は、４フレームを
単位として、それぞれ１／４階調を示す。同様に、１／２階調を表現することにおいても
、図１９の(ｂ)に示すように、各ピクセルグループは、フレーム毎にディザリングによる
１／２階調を表現し、各ピクセルは、４フレームにかけてそれぞれ１／２階調を表現する
。同様に、図１９の(ｃ)に示すように、３／４階調とも表現される。このように、フレー
ムレートコントロールとディザリングを共に適用する画質制御方法は、フレームレートコ
ントロールから発生し得るフリッカ(Ｆｌｉｃｋｅｒ)とディザリングから発生し得る解像
度の低下の問題とを解決できるという利点がある。
【０１５４】
　一方、フレームレートコントロールにおいてのフレームグループを形成するフレーム数
や、ディザリングにおいてのピクセルグループを形成するピクセル数は、必要に応じて多
様な調整ができる。例えば、図２０は、８×８ピクセル構造及び８フレームを単位として
、フレームレートコントロール及びディザリングを用いる画質制御方法を示す図面である
。
【０１５５】
　例えば、第１表示面及び境界部に対して、位置別、階調別に合算された補償データが下
記の表２のように設定された場合、「位置１」に示されるデジタルビデオデータが「階調
区間２」に当たる「０１００００００(６４)」であると、「０１１(３)」の補償データを
用いて、図２０の(ｄ)に示すようなパターンにフレームレートコントロール及びディザリ
ングを施すことにより、「位置１」に示されるデジタルビデオデータを変調し、「位置４
」に示されるデジタルビデオデータが「階調区間３」に当たる「１０００００００(２８)
」であると、「１１０(６)」の補償データを用いて、図２０の(ｇ)に示すようなパターン
にフレームレートコントロール及びディザリングを施すことにより、「位置４」に示され
るデジタルビデオデータを変調する。
【０１５６】
【表２】

【０１５７】
　前述のように、本発明に係る液晶表示装置の画質制御方法のうち、１次補償段階の第３
ないし第５の実施の形態は、表示装置のデータ処理容量によって表示装置の画面が表現で
きる色または階調を更に細分化して表現できるフレームレートコントロール及び／または
ディザリングのような画質制御方法により、第１表示面及び境界部の輝度を補償すること
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によって、自然で上品な画質の具現化ができる利点がある。
【０１５８】
　本発明に係る液晶表示装置の画質制御方法は、前述の第１補償段階に続いて、第２補償
段階で、リンクサブピクセルに示されるデータを充電特性補償データに増減させる。
【０１５９】
　例えば、リンクサブピクセルに対して、位置別、階調別充電特性補償データが下記の表
３のように設定された場合、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の画質制御方法のう
ち、２次補償段階は、「位置１」に示されるデジタルビデオデータが「階調区間１」に当
たる「０１００００００(６４)」であると、「０１００００００(６４)」に「０００００
１００(４)」を加算して、「位置１」に示されるデジタルビデオデータを「０１０００１
００(６８)」に変調し、「位置２」に示されるデジタルビデオデータが「階調区間３」に
当たる「１０００００００(１２８)」であると、「１０００００００(１２８)」に「００
０００１１０(６)」を加算して、「位置２」に示されるデジタルビデオデータを「１００
００１１０(１３４)」に変調する。
【０１６０】
【表３】

【０１６１】
　前述のように、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置の画質制御方法のうち、２次補
償段階は、不良サブピクセルをそれと隣接する同じ色の正常サブピクセルと電気的に接続
してリンクサブピクセルを形成し、リンクサブピクセルに示されるデジタルビデオデータ
をリンクサブピクセルの充電特性を補償するために予め設定された補償データに変調する
ことにより、不良サブピクセルの認知程度を低下させ、不良サブピクセルを含むリンクサ
ブピクセルの充電特性を補償することができる。
【０１６２】
　一方、表示パネル上で、第１表示面及び境界部の位置とリンクサブピクセルの位置とが
重畳される場合が発生し得る。このような場合、第１表示面及び境界部の位置とリンクサ
ブピクセルとの位置が重畳される位置に対して、合算された補償データの値を勘案して充
電特性補償データを算出する。例えば、第１表示面及び境界部とリンクサブピクセルとが
重畳される位置に対して、そのような位置重畳を考慮しない補償データとして、即ち、各
位置に対して独立的に算出した補償データとして、特定階調(領域)においてのパネル欠陥
補償データを「＋２」に、充電特性補償データを「＋６」に算出したとすると、本発明の
実施の形態に係る画質制御方法は、重畳位置に対して、第１補償段階でリンクサブピクセ
ルに対する充電特性を「＋２」ほど補償するため、第２補償段階ではリンクサブピクセル
に対して「＋４」(＋６－２)ほどの充電特性を補償する。　
【０１６３】
　前述のような本発明の実施の形態に係る画質制御方法を実現するために、本発明の実施
の形態に係る液晶表示装置は、図２１に示すように、ビデオデータの入力を受け、これを
変調して表示パネル３０３を駆動する駆動部３１０に供給する補償回路３０５を備える。
【０１６４】
　図２２は、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置を示す図面である。
【０１６５】
　図２２を参照すると、本発明の実施の形態に係る液晶表示装置は、データライン３０６
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とゲートライン３０８が交差し、その交差部に液晶セルＣｌｃを駆動するためのＴＦＴが
形成された表示パネル３０３と、補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発
生する補償回路３０５と、補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃをアナログ
のデータ電圧に変換してデータライン３０６に供給するデータ駆動回路３０１と、ゲート
ライン３０６にスキャンパルスを供給するゲート駆動回路３０２と、データ駆動回路３０
１及びゲート駆動回路３０２を制御するタイミングコントローラ３０４とを駆動する。
【０１６６】
　表示パネル３０３は、２枚の基板(ＴＦＴ基板、カラーフィルター基板)の間に液晶分子
が注入される。ＴＦＴ基板上に形成されたデータライン１０６とゲートライン３０８は相
互直交する。データライン３０６とゲートライン３０８の交差部に形成されたＴＦＴは、
ゲートライン３０８からのスキャン信号に応じて、データライン３０６を経由して供給さ
れるデータ電圧を液晶セルＣｌｃのピクセル電極に供給する。カラーフィルター基板上に
は、未図示のブラックマトリクス、カラーフィルター及び共通電極が形成される。一方、
カラーフィルター基板上に形成される共通電極は、電界印加方式によってＴＦＴ基板上に
形成されることができる。ＴＦＴ基板とカラーフィルター基板には、互いに垂直の偏光軸
を有する偏光板がそれぞれ付着される。
【０１６７】
　補償回路３０５は、システムインタフェース(Ｓｙｓｔｅｍ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ)から
入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの供給を受け、パネル欠陥の位置に示される
入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉを変調して補正されたデジタルビデオデータ
Ｒｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発生する。このような補償回路３０５については、以後、詳細に説明
する。
【０１６８】
　タイミングコントローラ３０４は、補償回路３０５を経由して供給される補正されたデ
ジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／ＢｃをドットクロックＤＣＬＫに合わせてデータ駆動回
路３０１に供給すると共に、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネー
ブル信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて、ゲート駆動回路３０２を制御するた
めのゲート制御信号ＧＤＣ、データ駆動回路３０１を制御するためのデータ制御信号ＤＤ
Ｃを発生する。
【０１６９】
　データ駆動回路３０１は、補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃの入力を
受け、このデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃをアナログガンマ補償電圧(データ電
圧)に変換し、タイミングコントローラ３０４の制御下に表示パネル３０３のデータライ
ン３０６に供給する。
【０１７０】
　ゲート駆動回路３０２は、スキャン信号をゲートライン３０８に供給することにより、
そのゲートライン３０８に接続されたＴＦＴをターンオン(Ｔｕｒｎ－ｏｎ)させ、データ
電圧が示される１水平ラインの液晶セルＣｌｃを選択する。データ駆動回路３０１から発
生されるアナログデータ電圧はスキャンパルスに同期されることによって選択された１水
平ラインの液晶セルＣｌｃに供給される。
【０１７１】
　以下、図２３ないし図３１を参照して、補償回路３０５について詳細に説明する。
【０１７２】
　図２３を参照すると、本発明の実施の形態に係る補償回路３０５は、表示パネル３０３
上のパネル欠陥、境界部及びリンクサブピクセルの位置を指示する位置データＰＤ、第１
表示面及び境界部に示される輝度を補償するための合算された補償データＣＤ及びリンク
サブピクセルの充電特性を補償するための充電特性補償データＣＤが記憶されるＥＥＰＲ
ＯＭ２５３と、ＥＥＰＲＯＭ２５３に記憶される位置データ及び補償データを用いて入力
デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉを変調することにより、補正されたデジタルビデ
オデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発生する補償部２５１と、補償回路３０５と外部システムと
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の通信のためのインタフェース回路２５７と、インタフェース回路２５７を経由してＥＥ
ＰＲＯＭ２５３に記憶されるデータが臨時記憶されるレジスタ２５５とを備える。
【０１７３】
　ＥＥＰＲＯＭ２５３には、表示パネル３０３上のパネル欠陥、境界部及びリンクサブピ
クセルの位置を指示する位置データＰＤ、第１表示面及び境界部の輝度を補償するための
最終パネル欠陥位置データＵＰＤ及び補償データＵＣＤが臨時記憶される。
【０１７４】
　以下、図２４ないし図３１を参照して、本発明に係る補償部２５１の実施の形態につい
て詳細に説明する。
【０１７５】
　図２４を参照すると、本発明の第１の実施の形態に係る補償部２５１は、ＥＥＰＲＯＭ
２５３に記憶された第１表示面及び境界部の位置データＰＤ及び合算された補償データＣ
Ｄを用いて第１表示面及び境界部に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉ
を変調する第１補償部２５１ａと、第１補償部２５１ａにより変調されたデジタルビデオ
データＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍを充電特性補償データを用いて変調する第２補償部２５１ｂとを
備える。
【０１７６】
　第１補償部２５１ａは、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉのうち、第１表示
面及び境界部に示されるデータをＥＥＰＲＯＭ２５３に記憶された合算された補償データ
に増減して、中間変調されたデジタルビデオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍを発生する。このよ
うな第１補償部２５１ａは、位置判断部３６１、階調判断部３６２、アドレス生成部３６
３、演算器３６５Ｒ、３６５Ｇ、３６５Ｂを備える。一方、第１補償部２５１ａが参照す
るＥＥＰＲＯＭ２５３は、第１表示面及び境界部の位置データＰＤ及び最終パネル欠陥補
償データＣＤが記憶される赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別のＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５
３Ｂを含む。
【０１７７】
　位置判断部３６１は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／
Ｂｉの表示パネル３０３上の表示位置を判断する。
【０１７８】
　階調判断部３６２は、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別の階調判断部３６２Ｒ、３６２Ｇ、３６２Ｂ
を含む。この階調判断部３６２Ｒ、３６２Ｇ、３６２Ｂは入力デジタルビデオデータＲｉ
／Ｇｉ／Ｂｉの階調を分析する。
【０１７９】
　アドレス生成部３６３は、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別のアドレス生成部３６３Ｒ、３６３Ｇ、
３６３Ｂを含む。このアドレス生成部３６３Ｒ、３６３Ｇ、３６３Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ２
５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂの第１表示面及び境界部位置データを参照して、入力デジタ
ルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの表示パネル３０３上の表示位置が第１表示面及び境界
部に当たると、その位置において、合算された補償データを読み出すためのリードアドレ
ス(Ｒｅａｄ Ａｄｒｅｓｓ)を生成してＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂに供
給する。リードアドレスによってＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂから出力さ
れる合算された補償データは演算器３６６Ｒ、３６６Ｇ、３６６Ｂに供給される。
【０１８０】
　演算器３６５Ｒ、３６５Ｇ、３６５Ｂは、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別に分離された演算器を含
む。この演算器３６５Ｒ、３６５Ｇ、３６５Ｂは、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ
／Ｂｉに合算された補償データを加算または減算して第１表示面及び境界部に示される入
力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉを変調する。ここで、演算器３６５Ｒ、３６５
Ｇ、３６５Ｂは、加算器、減算器の外にも、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉ
に合算された補償データを乗算するか除算する乗算器または除算器を含むこともできる。
【０１８１】
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　第２補償部２５１ｂは、第１補償部２５１ａにより変調されたデジタルビデオデータＲ
ｍ／Ｇｍ／Ｂｍのうち、リンクサブピクセル１３に示されるデータをＥＥＰＲＯＭ２５３
に記憶された充電特性補償データに増減して補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ
／Ｂｃを発生する。このような第２補償部２５１ｂは、位置判断部３６１、階調判断部３
６２、アドレス生成部３６３、演算器３６５を備える。一方、第２補償部２５１ｂが参照
するＥＥＰＲＯＭ２５３は、リンクサブピクセル１３の位置データＰＤ及び充電特性補償
データＣＤが記憶される赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別のＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３
Ｂを含む。
【０１８２】
　位置判断部３６１は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて、変調されたデジタルビデオデータＲｍ／
Ｇｍ／Ｂｍの表示パネル３０３上の表示位置を判断する。
【０１８３】
　階調判断部３６２は、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別の階調判断部３６２Ｒ、３６２Ｇ、３６２Ｂ
を含む。この階調判断部３６２Ｒ、３６２Ｇ、３６２Ｂは入力デジタルビデオデータＲｉ
／Ｇｉ／Ｂｉの階調を分析する。
【０１８４】
　アドレス生成部３６３は、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別のアドレス生成部３６３Ｒ、３６３Ｇ、
３６３Ｂを含む。このアドレス生成部３６３Ｒ、３６３Ｇ、３６３Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ２
５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂのリンクサブピクセル１３の位置データを参照して、変調さ
れたデジタルビデオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍの表示パネル３０３上の表示位置がリンクサ
ブピクセル１３の位置に当たると、そのリンクサブピクセル１３の位置においての充電特
性補償データを読み出すためのリードアドレスを生成してＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３
Ｇ、２５３Ｂに供給する。リードアドレスによってＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２
５３Ｂから出力される充電特性補償データは演算器３６６Ｒ、３６６Ｇ、３６６Ｂに供給
される。
【０１８５】
　演算器３６５は、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別の演算器３６５Ｒ、３６５Ｇ、３６５Ｂを含む。
この演算器３６５Ｒ、３６５Ｇ、３６５Ｂは、変調されたデジタルビデオデータＲｍ／Ｇ
ｍ／Ｂｍに充電特性補償データを加算または減算してリンクサブピクセル１３に含まれた
正常サブピクセル１１に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉを変調する
。ここで、演算器３６５Ｒ、３６５Ｇ、３６５Ｂは、加算器、減算器の外にも、入力デジ
タルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに充電特性補償データを乗算するか除算する乗算器ま
たは除算器を含むこともできる。
【０１８６】
　前述の第１及び第２補償部５１ａ、５１ｂを通じて変調され、第１表示面及び境界部の
輝度とリンクサブピクセルの充電特性が補償されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂ
ｃ、即ち、補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃは、駆動回路３１０を経て
表示パネル３０３に供給され、画質が補正された画像を示す。
【０１８７】
　図２５を参照すると、本発明の第２の実施の形態に係る補償部２５１は、ＥＥＰＲＯＭ
２５３に記憶された第１表示面及び境界部の位置データＰＤ及び合算された補償データＣ
Ｄを用いて、第１表示面及び境界部に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂ
ｉを変調する第１補償部２５１ａと、第１補償部２５１ａにより変調されたデジタルビデ
オデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍを充電特性補償データを用いて変調する第２補償部２５１ｂと
を備える。
【０１８８】
　第１補償部２５１ａは、ＲＧＢ／ＹＵＶ変換器４６０、位置判断部４６１、階調判断部
４６２、アドレス生成部４６３、演算器４６４及びＹＵＶ／ＲＧＢ変換器４６５を備える
。一方、第１補償部２５１ａが参照するＥＥＰＲＯＭ２５３Ｙは、第１表示面及び境界部
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に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの輝度情報Ｙｉを微細に変調する
ための位置別、階調別パネル欠陥補償データが記憶される。
【０１８９】
　ＲＧＢ／ＹＵＶ変換器３６０は、ｍ／ｍ／ｍビットのＲ／Ｇ／Ｂデータを有する入力デ
ジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉを変数とする下記の式(１)ないし式(３)を用いて、
ｎ／ｎ／ｎ(ｎはｍより大きな正の整数)ビットの輝度情報Ｙｉと色差情報Ｕｉ／Ｖｉとを
算出する。
【０１９０】
　Ｙｉ＝０.２９９Ｒｉ＋０.５８７Ｇｉ＋０.１１４Ｂｉ　　　　(１)

　Ｕｉ＝－０.１４７Ｒｉ－０.２８９Ｇｉ＋０.４３６Ｂｉ＝０.４９２(Ｂｉ－Ｙ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(２)

　Ｖｉ＝０.６１５Ｒｉ－０.５１５Ｇｉ－０.１００Ｂｉ＝０.８７７(Ｒｉ－Ｙ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(３)
【０１９１】
　位置判断部４６１は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂ
ｉの表示位置を判断する。
【０１９２】
　階調判断部４６２は、ＲＧＢ／ＹＵＶ変換器４６０からの輝度情報Ｙｉに基づいて入力
デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調を分析する。
【０１９３】
　アドレス生成部４６３は、ＥＥＰＲＯＭ２５３Ｙのパネル欠陥位置データを参照して、
入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの表示位置がパネル欠陥位置に当たると、そ
のパネル欠陥位置でのパネル欠陥補償データを読み出すためのリードアドレスを生成して
ＥＥＰＲＯＭ２５３Ｙに供給する。
【０１９４】
　アドレスに応じてＥＥＰＲＯＭ２５３Ｙから出力されるパネル欠陥補償データは演算器
４６４に供給される。
【０１９５】
　演算器４６４は、ＲＧＢ／ＹＵＶ変換器４６０からのｎビット輝度情報ＹｉにＥＥＰＲ
ＯＭ２５３Ｙからのパネル欠陥補償データを加算または減算し、パネル欠陥位置に示され
る入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの輝度を変調する。ここで、演算器４６４
は、加算器、減算器の外にもｎビット輝度情報Ｙｉにパネル欠陥補償データを乗算するか
除算する乗算器または除算器を含むこともできる。
【０１９６】
　このように、演算器４６４により変調された輝度情報Ｙｃは拡張されたｎビットの輝度
情報Ｙｉを増減させるため、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの輝度を小数部
まで微細に調整することができる。
【０１９７】
　ＹＵＶ／ＲＧＢ変換器４６５は、演算器４６４により変調された輝度情報ＹｃとＲＧＢ
／ＹＵＶ変換器４６０からの色差情報ＵｉＶｉを変数とする下記の式(４)ないし式(６)を
用いて、ｍ／ｍ／ｍビットの変調されたデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍを算出する
【０１９８】
　Ｒｍ＝Ｙｃ＋１．１４０Ｖｉ　　　　　　　　　　　　　　　(４)
　Ｇｍ＝Ｙｃ－０．３９５Ｕｉ－０．５８１Ｖｉ　　　　　　　(５)
　Ｂｍ＝Ｙｃ＋２．０３２Ｕｉ　　　　　　　　　　　　　　　(６)
【０１９９】
　第２補償部２５１ｂは、第１補償部２５１ａにより変調されたデジタルビデオデータＲ
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ｍ／Ｇｍ／Ｂｍのうち、リンクサブピクセル１３に示されるデジタルビデオデータをＥＥ
ＰＲＯＭ２５３に記憶された充電特性補償データに増減して補正されたデジタルビデオデ
ータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発生する。
【０２００】
　このような第２補償部２５１ｂは、位置判断部４６１、階調判断部４６２、アドレス生
成部４６３、及び演算器４６６を備える。第２補償部２５１ｂが参照するＥＥＰＲＯＭ２
５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂは、リックサブピクセル１３の位置データＰＤ及び充電特性
補償データＣＤを赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別に分離記憶する。
【０２０１】
　位置判断部４６１は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて、変調されたデジタルビデオデータＲｍ／
Ｇｍ／Ｂｍが示される表示パネル３０３の表示を判断する。
【０２０２】
　階調判断部４６２Ｒ、４６２Ｇ、４６２Ｂは、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別に入力デジタルビデ
オデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調を分析する。
【０２０３】
　アドレス生成部４６３Ｒ、４６３Ｇ、４６３Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、
２５３Ｂにおいて、リンクサブピクセル１３の位置データを参照して、変調されたデジタ
ルビデオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍの表示位置がリンクサブピクセル１３の位置に当たると
、そのリンクサブピクセル１３の位置においての充電特性補償データを読み出すためのリ
ードアドレスを生成してＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂに供給する。リード
アドレスによってＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂから出力される充電特性補
償データは演算器４６６Ｒ、４６６Ｇ、４６６Ｂに供給される。
【０２０４】
　演算器４６６Ｒ、４６６Ｇ、４６６Ｂは、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別に変調されたデジタルビ
デオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍに充電特性補償データを加算または減算してリンクサブピク
セル１３に含まれた正常サブピクセル１１に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇ
ｉ／Ｂｉを変調する。ここで、演算器４６６Ｒ、４６６Ｇ、４６６Ｂは、加算器、減算器
の外にも、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに充電特性補償データを乗算する
か除算する乗算器または除算器を含むこともできる。
【０２０５】
　前述の第１及び第２補償部２５１ａ、２５１ｂを通じて変調され、第１表示面及び境界
部の輝度とリンクサブピクセルの充電特性が補償されたデジタルビデオデータＲｃ、Ｇｃ
、Ｂｃ、即ち、補正されたデジタルビデオデータＲｃ、Ｇｃ、Ｂｃは、駆動回路３１０に
より表示パネル３０３の駆動に適合した駆動信号に変換され表示パネル３０３に示される
。
【０２０６】
　図２６を参照すると、本発明の第３の実施の形態に係る補償部２５１は、ＥＥＰＲＯＭ
２５３に記憶された第１表示面及び境界部の位置データＰＤと合算された補償データＣＤ
を用いて、第１表示面及び境界部に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉ
をＦＲＣ方法で変調する第１補償部２５１ａと、第１補償部２５１ａにより変調されたデ
ジタルビデオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍを充電特性補償データを用いて変調する第２補償部
２５１ｂとを備える。
【０２０７】
　第１補償部２５１ａは、位置判断部５６１、階調判断部５６２、アドレス生成部５６３
、及びＦＲＣ制御部５６４を備える。
【０２０８】
　第１補償部２５１ａが参照するＥＥＰＲＯＭ２５３ＦＲ、２５３ＦＧ、２５３ＦＢは、
第１表示面及び境界部の位置データＰＤ及び合算された補償データＣＤを赤Ｒ、緑Ｇ、青
Ｂ別に分離記憶する。
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【０２０９】
　位置判断部５６１は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂ
ｉの表示位置を判断する。
【０２１０】
　階調判断部５６２Ｒ、５６２Ｇ、５６２Ｂは、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別に入力デジタルビデ
オデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調を分析する。
【０２１１】
　アドレス生成部５６３Ｒ、５６３Ｇ、５６３Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ２５３ＦＲ、２５３Ｆ
Ｇ、２５３ＦＢにおいて、第１表示面と境界部の各ピクセル別の位置データを参照して、
変調されたデジタルビデオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍの表示位置が第１表示面と境界部に当
たると、その第１表示面と境界部の補償データを読み出すためのリードアドレスを生成し
てＥＥＰＲＯＭ２５３ＦＲ、２５３ＦＧ、２５３ＦＢに供給する。リードアドレスによっ
てＥＥＰＲＯＭ２５３ＦＲ、２５３ＦＧ、２５３ＦＢから出力される補償データはＦＲＣ
制御部５６４Ｒ、５６４Ｇ、５６４Ｂに供給される。
【０２１２】
　第１表示面または境界部の特定階調及び位置で最適化された補償データが０．５(１／
２)であると、ＦＲＣ制御部３６４Ｒ、３６４Ｇ、３６４Ｂは、図１７の(ｂ)に示すよう
に、四つのフレームのうち、二つのフレーム期間の間、当該第１表示面及び境界部に示さ
れるデータに「１」階調を加算して、第１表示面及び境界部に示されるデータＲｉ／Ｇｉ
／Ｂｉを０．５階調補償する。このようなＦＲＣ制御部３６４Ｒ、３６４Ｇ、３６４Ｂは
、図２７に示すような回路構成を有する。
【０２１３】
　図２７は、赤色データを補正するための第１ＦＲＣ制御部５６４Ｒを詳細に示す図面で
ある。一方、第２及び第３ＦＲＣ制御部５６４Ｇ、５６４Ｂは、第１ＦＲＣ制御部５６４
Ｒと実質的に同一な回路構成を有する。
【０２１４】
　図２７を参照すると、第１ＦＲＣ制御部５６４Ｒは、補償値判定部５７１、フレーム数
感知部５７２及び演算器５７３を備える。
【０２１５】
　補償値判定部５７１は、Ｒ補償値を判定し、その補償値をフレーム数によって割られた
値にＦＲＣデータＦＤを発生する。例えば、四つのフレームをＦＲＣの一つのフレームグ
ループとする場合、Ｒ補償データ「００」は０階調、Ｒ補償データ「０１」は１／４階調
、Ｒ補償データ「１０」は１／２階調、「１１」は３／４階調に対する補償値に認識する
ように予め設定されたとすると、補償値判定部５７１は、Ｒ補償データ「０１」を当該第
１表示面及び境界部データの表示階調に１／４階調を加算するデータに判定する。このよ
うに、Ｒ補償データの階調が判定されると、補償値判定部５７１は、当該第１表示面及び
境界部に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに１／４階調を補償するた
めに、図１７の(ａ)に示すように、第１ないし第４フレームのうち、何れか一つのフレー
ムに１階調が加算されるように、加算される一つのフレーム期間に「１」のＦＲＣデータ
ＦＤを発生し、残りの三つのフレーム期間の間、「０」のＦＲＣデータＦＤを発生する。
【０２１６】
　フレーム数感知部５７２は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、ドットクロ
ックＤＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥのうち、何れか１つ以上を用いてフレーム数
を感知する。例えば、フレーム数感知部５７２は、垂直同期信号Ｖｓｙｎｃをカウンティ
ングしてフレーム数を感知することができる。
【０２１７】
　演算器５７３は、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／ＢｉをＦＲＣデータＦＤに増
減して補正されたデジタルビデオデータＲｍを発生する。
【０２１８】
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　一方、ＦＲＣ制御部５６４Ｒ、５６４Ｇ、５６４Ｂには、補正される入力デジタルビデ
オデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉと合算された補償データＣＤがそれぞれ異なるデータ伝送回線
を経由して供給されるか、補正される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉと合算
された補償データＣＤが同一な回線に供給される。例えば、補正される入力デジタルビデ
オデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉが８ビットである「０１００００００」であり、合算された補
償データＣＤが３ビットである「０１１」である場合、「０１００００００」と「０１１
」がそれぞれ異なるデータ伝送回線を経由してＦＲＣ制御部５６４Ｒ、５６４Ｇ、５６４
Ｂに供給されるか、「０１０００００００１１」の１１ビットデータに併合され、ＦＲＣ
制御部５６４Ｒ、５６４Ｇ、５６４Ｂに供給されることができる。このように、補正され
る入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉと合算された補償データＣＤが１１ビット
のデータに併合され、ＦＲＣ制御部５６４Ｒ、５６４Ｇ、５６４Ｂに供給される場合、Ｆ
ＲＣ制御部５６４Ｒ、５６４Ｇ、５６４Ｂは１１ビットのデータのうち、上位８ビットを
補正される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに認識し、下位３ビットを合算さ
れた補償データＣＤに認識してＦＲＣ制御を施す。一方、前記「０１００００００」と「
０１１」とが併合された「０１０００００００１１」のデータを生成する方法の一例とし
て、「０１００００００」の最下位のビットにダミ(ｄｕｍｍｙ)ビット「０００」を追加
して「０１０００００００００」に変換し、ここに「０１１」を加算して「０１００００
０００１１」のデータを生成する方法がある。
【０２１９】
　前述のように、本発明の第３の実施の形態に係る第１補償部２５１ａは、入力Ｒ、Ｇ、
Ｂデジタルビデオデータのそれぞれが８ビットであり、四つのフレーム期間を一つのフレ
ームグループとして、補償値を時間的に分散させることと仮定する際、１０２１階調に細
分化してパネル欠陥位置に示されるデータを細密に補正することができる。
【０２２０】
　第２補償部２５１ｂは、第１補償部２５１ａにより変調されたデジタルビデオデータＲ
ｍ／Ｇｍ／Ｂｍのうち、リンクサブピクセル１３に示されるデータをＥＥＰＲＯＭ２５３
に記憶された充電特性補償データに増減して２次変調されたデジタルビデオデータＲｃ／
Ｇｃ／Ｂｃを発生する。このような第２補償部２５１ｂは、位置判断部５６１、階調判断
部５６２、アドレス生成部５６３、演算器５６５を備える。第２補償部２５１ｂが参照す
るＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂは、リンクサブピクセル１３の位置データ
ＰＤ及び充電特性補償データＣＤを赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別に分離記憶する。
【０２２１】
　位置判断部５６１は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて、変調されたデジタルビデオデータＲｍ／
Ｇｍ／Ｂｍの表示位置を判断する。
【０２２２】
　階調判断部５６２は、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別の階調判断部５６２Ｒ、５６２Ｇ、５６２Ｂ
を含む。
【０２２３】
　階調判断部５６２Ｒ、５６２Ｇ、５６２Ｂは、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／
Ｂｉの階調を分析する。
【０２２４】
　アドレス生成部５６３Ｒ、５６３Ｇ、５６３Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、
２５３Ｂにおいて、リンクサブピクセル１３の位置データを参照して、変調されたデジタ
ルビデオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍの表示位置がリンクサブピクセル１３の位置に当たると
、そのリンクサブピクセル１３の位置においての充電特性補償データを読み出すためのリ
ードアドレスを生成してＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂに供給する。リード
アドレスによってＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂから出力される充電特性補
償データは演算器５６５Ｒ、５６５Ｇ、５６５Ｂに供給される。
【０２２５】
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　演算器５６５Ｒ、５６５Ｇ、５６５Ｂは、変調されたデジタルビデオデータＲｍ／Ｇｍ
／Ｂｍに充電特性補償データを加算または減算してリンクサブピクセル１３に含まれた正
常サブピクセル１１に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉを変調する。
ここで、演算器５６５Ｒ、５６５Ｇ、５６５Ｂは、加算器、減算器の外にも、入力デジタ
ルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに充電特性補償データを乗算するか除算する乗算器また
は除算器を含むこともできる。
【０２２６】
　前述の第１及び第２補償部２５１ａ、２５１ｂを通じて変調され、第１表示面及び境界
部の輝度とリンクサブピクセルの充電特性が補償されたデジタルビデオデータＲｃ、Ｇｃ
、Ｂｃ、即ち、１次及び２次補正されたデジタルビデオデータＲｃ、Ｇｃ、Ｂｃは、駆動
回路３１０を経て、表示パネル３０３の駆動に適合した駆動信号に変換され表示パネル３
０３に示される。
【０２２７】
　図２８を参照すると、本発明の第４の実施の形態に係る補償部２５１は、ＥＥＰＲＯＭ
２５３に記憶された第１表示面及び境界部の位置データＰＤ及び合算された補償データＣ
Ｄを用いて、第１表示面及び境界部に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂ
ｉをディザリング方法で変調する第１補償部２５１ａと、第１補償部２５１ａにより変調
されたデジタルビデオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍを充電特性補償データを用いて変調する第
２補償部２５１ｂとを備える。
【０２２８】
　第１補償部２５１ａは、位置判断部１８１、階調判断部３８２、アドレス生成部３８３
、及びディザリング制御部３８４を備える。一方、第１補償部２５１ａが参照するＥＥＰ
ＲＯＭ２５３は、第１表示面及び境界部の位置データＰＤ及び合算された補償データＣＤ
が記憶されるを赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別のＥＥＰＲＯＭ２５３ＤＲ、２５３ＤＧ、２５３ＤＢ
を含む。
【０２２９】
　位置判断部３８１は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂ
ｉの表示位置を判断する。
【０２３０】
　階調判断部３８２Ｒ、３８２Ｇ、３８２Ｂは、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／
Ｂｉの階調を分析する。
【０２３１】
　アドレス生成部３８３Ｒ、３８３Ｇ、３８３Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ２５３ＤＲ、２５３Ｄ
Ｇ、２５３ＤＢにおいての第１表示面及び境界部の位置データを参照して、入力デジタル
ビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの表示パネル３０３上の表示位置が第１表示面及び境界部
に当たると、その位置において、合算された補償データを読み出すためのリードアドレス
を生成してＥＥＰＲＯＭ２５３ＤＲ、２５３ＤＧ、２５３ＤＢに供給する。リードアドレ
スによってＥＥＰＲＯＭ２５３ＤＲ、２５３ＤＧ、２５３ＤＢから出力される合算された
補償データはディザリング制御部３８４Ｒ、３８４Ｇ、３８４Ｂに供給される。
【０２３２】
　ディザリング制御部３８４Ｒ、３８４Ｇ、３８４Ｂ は、ＥＥＰＲＯＭ２５３ＤＲ、２
５３ＤＧ、２５３ＤＢからの合算された補償データを、複数のピクセルを含む単位ピクセ
ルウィンドーの各ピクセルに分散して、第１表示面及び境界部に示される入力デジタルビ
デオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉを変調する。
【０２３３】
　図２９は、赤色データを補正するための第１ディザリング制御部３８４Ｒを詳細に示す
図面である。一方、第２及び第３ディザリング制御部３８４Ｇ、３８４Ｂは、第１ディザ
リング制御部３８４Ｒと実質的に同一な回路構成を有する。 
【０２３４】
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　図２９を参照すると、第１ディザリング制御部３８４Ｒは、補償値判定部３９１、ピク
セル位置感知部３９２及び演算器３９３を備える。
【０２３５】
　補償値判定部３９１は、Ｒ補償値を判定し、その補償値を単位ピクセルウィンドー内に
含まれたピクセルに分散される値にディザリングデータＤＤを発生する。この補償部判定
部３９１には、Ｒ補償値によってディザリングデータＤＤが自動出力されるようにプログ
ラミングされている。例えば、補償値判定部３９１は、２進データに表現されるＲ補償値
が「００」であると単位ピクセルウィンドーの補償値を１／４階調に、Ｒ補償値が「１０
」であると１／２階調に、Ｒ補償値が「１１」であると３／４階調にディザ補償値を認識
するように予めプログラミングされている場合、単位ピクセルウィンドーに四つのピクセ
ルが含まれていて、Ｒ補償値が「０１」であると、その単位ピクセルウィンドー内の一つ
のピクセル位置で「１」をディザリングデータＤＤに発生する反面、残りの三つのピクセ
ル位置で「０」をディザリングデータＤＤに発生する。このようなディザリングデータＤ
Ｄは、演算器３３２により、図１８に示すように、入力デジタルビデオデータに単位ピク
セルウィンドー内のピクセル位置別に増減される。
【０２３６】
　ピクセル位置感知部３９２は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、ドットク
ロックＤＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥのうち、何れか１つ以上を用いてピクセル
位置を感知する。例えば、ピクセル位置感知部３９２は、水平同期信号Ｈｓｙｎｃとドッ
トクロックＤＣＬＫとをカウンティングしてピクセル位置を感知することができる。
【０２３７】
　演算器３９３は、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／ＢｉをディザリングデータＤ
Ｄに増減して変調されたデジタルビデオデータＲｍを発生する。
【０２３８】
　一方、ディザリング制御部３８４には、補正される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇ
ｉ／Ｂｉと合算された補償データＣＤがそれぞれ異なるデータ伝送回線を経由して供給さ
れるか、補正される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉと合算された補償データ
ＣＤが併合され、同じ回線に供給される。例えば、補正される入力デジタルビデオデータ
Ｒｉ／Ｇｉ／Ｂｉが８ビットである「０１００００００」であり、パネル欠陥補償データ
ＣＤが３ビットである「０１１」である場合、「０１００００００」と「０１１」がそれ
ぞれ異なるデータ伝送回線を経由してディザリング制御部３８４に供給されるか、「０１
０００００００１１」の１１ビットデータに併合され、ディザリング制御部３８４に供給
されることができる。このように、補正される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂ
ｉと合算された補償データＣＤが１１ビットのデータに併合され、ディザリング制御部３
８４に供給される場合、ディザリング制御部３８４は１１ビットのデータのうち、上位８
ビットを補正される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに認識し、下位３ビット
を合算された補償データＣＤに認識してディザリング制御を施す。一方、前記「０１００
００００」と「０１１」とが併合された「０１０００００００１１」のデータを生成する
方法の一例として、「０１００００００」の最下位のビットにダミ(ｄｕｍｍｙ)ビット「
０００」を追加して「０１０００００００００」に変換し、ここに「０１１」を加算して
「０１０００００００１１」のデータを生成する方法がある。
【０２３９】
　前述のように、本発明の第４の実施の形態に係る第１補償部２５１ａは、単位ピクセル
ウィンドーを四つのピクセルに構成すると仮定する際、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれに対して１
０２１階調に細分化された補償値にパネル欠陥位置に示されるデータを微細に調整するこ
とができる。
【０２４０】
　第２補償部２５１ｂは、第１補償部２５１ａにより変調されたデジタルビデオデータＲ
ｍ／Ｇｍ／Ｂｍのうち、リンクサブピクセル１３に示されるデータをＥＥＰＲＯＭ２５３
に記憶された充電特性補償データに増減して２次変調されたデジタルビデオデータＲｃ／
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Ｇｃ／Ｂｃを発生する。
【０２４１】
　このような第２補償部２５１ｂは、位置判断部３８１、階調判断部３８２、アドレス生
成部３８３、演算器３８５を備える。
【０２４２】
　第２補償部２５１ｂが参照するＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂは、リンク
サブピクセル１３の位置データＰＤ及び充電特性補償データＣＤを赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別に
分離記憶する。
【０２４３】
　位置判断部３８１は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて変調されたデジタルビデオデータＲｍ／Ｇ
ｍ／Ｂｍの表示位置を判断する。
【０２４４】
　階調判断部３８２Ｒ、３８２Ｇ、３８２Ｂは、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／
Ｂｉの階調を分析する。
【０２４５】
　アドレス生成部３８３Ｒ、３８３Ｇ、３８３Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、
２５３Ｂにおいてのリンクサブピクセル１３の位置データを参照して、変調されたデジタ
ルビデオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍの表示位置がリンクサブピクセル１３の位置に当たると
、そのリンクサブピクセル１３の位置においての充電特性補償データを読み出すためのリ
ードアドレスを生成してＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂに供給する。リード
アドレスによってＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂから出力される充電特性補
償データは演算器３８５Ｒ、３８５Ｇ、３８５Ｂに供給される。
【０２４６】
　演算器３８５Ｒ、３８５Ｇ、３８５Ｂは、変調されたデジタルビデオデータＲｍ／Ｇｍ
／Ｂｍに充電特性補償データを加算または減算してリンクサブピクセル１３に含まれた正
常サブピクセル１１に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉを変調する。
この演算器３８５Ｒ、３８５Ｇ、３８５Ｂは、加算器、減算器の外にも、入力デジタルビ
デオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに充電特性補償データを乗算するか除算する乗算器または除
算器を含むこともできる。
【０２４７】
　前述の第１及び第２補償部２５１ａ、２５１ｂを通じて変調され、第１表示面及び境界
部の輝度とリンクサブピクセルの充電特性が補償されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ
／Ｂｃ、即ち、１次及び２次変調されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃは、駆動
回路３１０を経て表示パネル３０３に示される。
【０２４８】
　図３０を参照すると、本発明の第５の実施の形態に係る補償部２５１は、ＥＥＰＲＯＭ
２５３に記憶された第１表示面及び境界部の位置データＰＤ及び合算された補償データＣ
Ｄを用いて、第１表示面及び境界部に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂ
ｉをＦＲＣ及びディザリング方法に変調する第１補償部２５１ａと、第１補償部２５１ａ
により変調されたデジタルビデオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍを充電特性補償データを用いて
変調する第２補償部２５１ｂとを備える。
【０２４９】
　第１補償部２５１ａは、位置判断部４０１、階調判断部４０２、アドレス生成部４０３
、及びＦＲＣ及びディザリング制御部４０４を備える。
【０２５０】
　第１補償部２５１ａが参照するＥＥＰＲＯＭ２５３は、第１表示面及び境界部の位置デ
ータＰＤ及び合算された補償データＣＤが記憶される赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別のＥＥＰＲＯＭ
２５３ＦＤＲ、２５３ＦＤＧ、２５３ＦＤＢを含む。 
【０２５１】
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　位置判断部４０１は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂ
ｉの表示位置を判断する。
【０２５２】
　階調判断部４０２Ｒ、４０２Ｇ、４０２Ｂは、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／
Ｂｉの階調を分析する。
【０２５３】
　アドレス生成部４０３Ｒ、４０３Ｇ、４０３Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ２５３ＦＤＲ、２５３
ＦＤＧ、２５３ＦＤＢのパネル欠陥位置データを参照して、入力デジタルビデオデータＲ
ｉ／Ｇｉ／Ｂｉの表示位置が第１表示面及び境界部に当たると、その位置においてのパネ
ル欠陥位置データを読み出すためのリードアドレスを生成してＥＥＰＲＯＭ２５３ＦＤＲ
、２５３ＦＤＧ、２５３ＦＤＢに供給する。リードアドレスによってＥＥＰＲＯＭ２５３
ＦＤＲ、２５３ＦＤＧ、２５３ＦＤＢから出力される合算された補償データはＦＲＣ及び
ディザリング制御部４０４Ｒ、４０４Ｇ、４０４Ｂに供給される。
【０２５４】
　ＦＲＣ及びディザリング制御部４０４Ｒ、４０４Ｇ、４０４Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ２５３
ＦＤＲ、２５３ＦＤＧ、２５３ＦＤＢからの合算された補償データを複数のピクセルを含
む単位ピクセルウィンドーの各ピクセルに分散し、合算された補償データを複数のフレー
ム期間に分散させ、第１表示面及び境界部に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇ
ｉ／Ｂｉを変調する。
【０２５５】
　図３１は、赤色データを補正するための第１ＦＲＣ及びディザリング制御部４０４Ｒを
詳細に示す図面である。第２及び第３ＦＲＣ及びディザリング制御部４０４Ｇ、４０４Ｂ
は、第１ＦＲＣ及びディザリング制御部４０４Ｒと実質的に同一な回路構成を有する。 
【０２５６】
　図３１を参照すると、第１ＦＲＣ及びディザリング制御部４０４Ｒは、補償値判定部４
１１、フレーム数感知部４２３、ピクセル位置感知部４２４及び演算器４２２を備える。
【０２５７】
　補償値判定部４１１は、Ｒ補償値を判定し、その補償値を単位ピクセルウィンドー内に
含まれたピクセルと複数のフレーム期間の間に分散される値にＦＲＣ及びディザリングデ
ータＦＤＤを発生する。この補償部判定部４１１には、Ｒ補償値によってＦＲＣ及びディ
ザリングデータＦＤＤが自動出力されるようにプログラミングされている。例えば、補償
値判定部４１１は、Ｒパネル欠陥補償データが「００」であると０階調、「０１」である
と１／４階調、「１０」であると１／２階調、「１１」であると３／４階調に対する補償
値に認識するように予めプログラミングされている。Ｒパネル欠陥補償データが「０１」
であり、四つのフレーム期間をＦＲＣフレームグループとし、四つのピクセルをディザリ
ングの単位ピクセルウィンドーに構成すると仮定すると、補償値判定部２２１は、図１９
に示すように、四つのフレーム期間の間、単位ピクセルウィンドー内で一つのピクセル位
置に「１」をＦＲＣ及びディザリングデータＦＤＤに発生し、残りの三つのピクセル位置
に「０」をＦＲＣ及びディザリングデータＦＤＤに発生し、「１」が発生されるピクセル
の位置をフレーム毎に変更させる。
【０２５８】
　フレーム数感知部４２３は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、ドットクロ
ックＤＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥのうち、何れか１つ以上を用いてフレーム数
を感知する。例えば、フレーム数感知部４２３は、垂直同期信号Ｖｓｙｎｃをカウンティ
ングしてフレーム数を感知することができる。
【０２５９】
　ピクセル位置感知部４２４は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、ドットク
ロックＤＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥのうち、何れか１つ以上を用いてピクセル
位置を感知する。例えば、ピクセル位置感知部３９２は、水平同期信号Ｈｓｙｎｃとドッ
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トクロックＤＣＬＫとをカウンティングしてピクセル位置を感知することができる。
【０２６０】
　演算器４２２は、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／ＢｉをＦＲＣ及びディザリン
グデータＦＤＤに増減して変調されたデジタルビデオデータＲｍを発生する。
【０２６１】
　一方、ＦＲＣ及びディザリング制御部４０４Ｒ、４０４Ｇ、４０４Ｂには、補正される
入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉと合算された補償データＣＤがそれぞれ異な
るデータ伝送回線を経由して供給されるか、補正される入力デジタルビデオデータＲｉ／
Ｇｉ／Ｂｉと合算された補償データＣＤが併合され、同じ回線に供給される。例えば、表
２に示すように、補正される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉが８ビットであ
る「０１００００００」であり、合算された補償データＣＤが３ビットである「０１１」
である場合、「０１００００００」と「０１１」がそれぞれ異なるデータ伝送回線を経由
してＦＲＣ及びディザリング制御部４０４Ｒ、４０４Ｇ、４０４Ｂに供給されるか、「０
１０００００００１１」の１１ビットデータに併合され、ＦＲＣ及びディザリング制御部
４０４Ｒ、４０４Ｇ、４０４Ｂに供給されることができる。このように、補正される入力
デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉとパネル欠陥補償データＣＤが１１ビットのデー
タに併合され、ＦＲＣ及びディザリング制御部４０４Ｒ、４０４Ｇ、４０４Ｂに供給され
る場合、ＦＲＣ及びディザリング制御部４０４Ｒ、４０４Ｇ、４０４Ｂ１１ビットのデー
タのうち、上位８ビットを補正される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに認識
し、下位３ビットをパネル欠陥補償データＣＤに認識してＦＲＣ及びディザリング制御を
施す。一方、前記「０１００００００」と「０１１」とが併合された「０１００００００
０１１」のデータを生成する方法の一例として、「０１００００００」の最下位のビット
にダミ(ｄｕｍｍｙ)ビット「０００」を追加して「０１０００００００００」に変換し、
ここに「０１１」を加算して「０１０００００００１１」のデータを生成する方法がある
。
【０２６２】
　前述のように、本発明の第５の実施の形態に係る第１補償部２５１ａは、単位ピクセル
ウィンドーを四つのピクセルに構成し、四つのフレーム期間を一つのＦＲＣフレームグル
ープであると仮定する際、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれに対して、フリッカと解像度との低下が
殆どなしに、１０２１階調に細分化された補償値にパネル欠陥位置に示されるデータを微
細に調整することができる。
【０２６３】
　第２補償部２５１ｂは、第１補償部２５１ａにより変調されたデジタルビデオデータＲ
ｍ／Ｇｍ／Ｂｍのうち、リンクサブピクセル１３に示されるデータをＥＥＰＲＯＭ２５３
に記憶された充電特性補償データに増減して２次変調されたデジタルビデオデータＲｃ／
Ｇｃ／Ｂｃを発生する。
【０２６４】
　このような第２補償部２５１ｂは、位置判断部４０１、階調判断部４０２Ｒ、４０２Ｇ
、４０２Ｂ、アドレス生成部４０３Ｒ、４０３Ｇ、４０３Ｂ、演算器４０５Ｒ、４０５Ｇ
、４０５Ｂを備える。第２補償部２５１ｂが参照するＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、
２５３Ｂは、リンクサブピクセル１３の位置データＰＤ及び充電特性補償データＣＤを赤
Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別に分離記憶する。
【０２６５】
　位置判断部４６１は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ、Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル
信号ＤＥ及びドットクロックＤＣＬＫを用いて変調されたデジタルビデオデータＲｍ／Ｇ
ｍ／Ｂｍの表示位置を判断する。
【０２６６】
　階調判断部４６２Ｒ、４６２Ｇ、４６２Ｂは、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／
Ｂｉの階調を分析する。
【０２６７】
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　アドレス生成部４６３Ｒ、４６３Ｇ、４６３Ｂは、ＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、
２５３Ｂにおいてのリンクサブピクセル１３の位置データを参照して、変調されたデジタ
ルビデオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍの表示位置がリンクサブピクセル１３の位置に当たると
、そのリンクサブピクセル１３の位置においての充電特性補償データを読み出すためのリ
ードアドレスを生成してＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂに供給する。リード
アドレスによってＥＥＰＲＯＭ２５３Ｒ、２５３Ｇ、２５３Ｂから出力される充電特性補
償データは演算器４０５Ｒ、４０５Ｇ、４０５Ｂに供給される。
【０２６８】
　演算器４０５Ｒ、４０５Ｇ、４０５Ｂは、赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂ別に変調されたデジタルビ
デオデータＲｍ／Ｇｍ／Ｂｍに充電特性補償データを加算または減算してリンクサブピク
セル１３に含まれた正常サブピクセル１１に示される入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇ
ｉ／Ｂｉを変調する。この演算器４０５Ｒ、４０５Ｇ、４０５Ｂは、加算器、減算器の外
にも、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉに充電特性補償データを乗算するか除
算する乗算器または除算器を含むこともできる。
【０２６９】
　前述の第１及び第２補償部２５１ａ、２５１ｂを通じて変調され、第１表示面及び境界
部の輝度とリンクサブピクセルの充電特性が補償されたデジタルビデオデータＲｃ、Ｇｃ
、Ｂｃ、即ち、１次及び２次変調されたデジタルビデオデータＲｃ、Ｇｃ、Ｂｃは、駆動
回路３１０を経て表示パネル３０３に示される。
【０２７０】
　前述の実施の形態において、第１補償データは、相対的に輝度が低く測定される第１表
示面の各ピクセルに適用される際、第１表示面に示されるデジタルビデオデータに加算さ
れる例を中心として説明されたが、第１表示面の輝度と等しくなるように第２表示面の各
ピクセルに適用されることができる。換言すると、第１補償データの補償値は、同一階調
において、第２表示面の輝度と第１表示面の輝度とが等しくなるように、第２表示面の各
ピクセルに示されるデジタルビデオデータに加算されることもできる。
【０２７１】
　一方、前述の実施の形態において、第１補償データは、正常領域対比第１表示面の輝度
を補償するために、第１表示面内のピクセルのそれぞれに対応する補償値に決定される例
を中心として説明したが、液晶表示装置において、バックライトユニットの輝度不均一を
補償するためのデータを含むことができる。これを詳細に説明すると、液晶表示装置は、
自発光素子ではないため、液晶パネルに光を照射するためのバックライトユニットを必要
とする。バックライトユニットは、ランプの位置によって、エッジ型バックライトユニッ
ト(Ｅｄｇｅ ｔｙｐｅ Ｂａｃｋｌｉｇｈｔ ｕｎｉｔ)と直下型バックライトユニット(Ｄ
ｉｒｅｃｔ ｔｙｐｅ Ｂａｃｋｌｉｇｈｔ ｕｎｉｔ)とを含む。エッジ型バックライトユ
ニットは、液晶パネルの一側の縁部にランプを配置し、そのランプからの光を導光板及び
複数の光学シートにより面光源に変換して液晶パネルに照射する。反面、直下型バックラ
イトユニットは、液晶パネルのすぐ下に複数のランプ及び／または発光ダイオード(Ｅｍ
ｉｔｔｉｎｇ Ｌｉｇｈｔ Ｄｉｏｄｅ)等の光源を配置し、その光源からの光を拡散板、
複数の光学シートにより液晶パネルに照射する。ところで、直下型バックライトユニット
は、大画面で高輝度に液晶パネルに光を照射することができるという利点があるが、光源
の位置で相対的に高輝度に光が照射され、光源の間で相対的に低輝度に光が照射され、画
面位置によって輝度が不均一になることができる。直下型バックライトユニットで、光源
にランプを用いる際、ランプに従って明るく示される現象を「ランプ輝線」ともいう。従
って、このようなバックライトユニットの輝度不均一を測定し、その測定結果、相対的に
バックライトユニットの輝度が低い領域の輝度を補償するために、前記バックライトユニ
ットの輝度が低い領域に対応する液晶パネルの一部表示面に示されるデジタルビデオデー
タの輝度を高めるための補償値を決定することができる。このような補償値は、第１補償
データに含まれることができる。この場合、バックライトユニットの輝度が低い領域が液
晶パネルの第２表示面内に位置することができるため、第１補償データは第１表示面内の
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各ピクセルに適用され、また、正常領域内でバックライトユニットの輝度が低い領域の各
ピクセルに適用されることができる。
【０２７２】
　前述の本発明の実施の形態に係る平板表示装置とその製造方法、その画質制御方法及び
装置は、液晶表示装置を中心として説明されたが、アクティブマトリクス有機発光ダイオ
ードＯＬＥＤのような外の平板表示装置にも類似適用されることができる。
【図面の簡単な説明】
【０２７３】
【図１Ａ】暗点化された不良サブピクセルの階調別認知程度を示す図面である。
【図１Ｂ】暗点化された不良サブピクセルの階調別認知程度を示す図面である。
【図１Ｃ】暗点化された不良サブピクセルの階調別認知程度を示す図面である。
【図２Ａ】パネル欠陥の多様な例を示す図面である。
【図２Ｂ】パネル欠陥の多様な例を示す図面である。
【図２Ｃ】パネル欠陥の多様な例を示す図面である。
【図２Ｄ】パネル欠陥の多様な例を示す図面である。
【図２Ｅ】パネル欠陥の多様な例を示す図面である。
【図３】バックライトユニットにより表れる輝線の例を示す図面である。
【図４Ａ】本発明の実施の形態に係る平板表示装置の製造方法を段階的に示すフロー図で
ある。
【図４Ｂ】本発明の実施の形態に係る平板表示装置の製造方法を段階的に示すフロー図で
ある。
【図５】本発明の実施の形態に係るリペア工程を概略的に説明するための図面である。
【図６】ガンマ特性曲線を示す図面である。
【図７Ａ】第１表示面と第２表示面との境界部輝度特性を示す図面である。
【図７Ｂ】第１表示面と第２表示面との境界部輝度特性を示す図面である。
【図７Ｃ】第１表示面と第２表示面との境界部輝度特性を示す図面である。
【図８】第２表示面と第１表示面との輝度差が表れる例を示す図面である。
【図９Ａ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の例を示す図面である。
【図９Ｂ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の例を示す図面である。
【図９Ｃ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の例を示す図面である。
【図９Ｄ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の例を示す図面である。
【図９Ｅ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の例を示す図面である。
【図９Ｆ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の例を示す図面である。
【図１０Ａ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１０Ｂ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１０Ｃ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１０Ｄ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１０Ｅ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１０Ｆ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１１Ａ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１１Ｂ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１１Ｃ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１１Ｄ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１１Ｅ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１１Ｆ】図８の輝度差を補償するための補償値設定の外の例を示す図面である。
【図１２Ａ】図１１Ａないし図１１Ｆに示す例を具体化した図面である。
【図１２Ｂ】図１１Ａないし図１１Ｆに示す例を具体化した図面である。
【図１２Ｃ】図１１Ａないし図１１Ｆに示す例を具体化した図面である。
【図１２Ｄ】図１１Ａないし図１１Ｆに示す例を具体化した図面である。
【図１２Ｅ】図１１Ａないし図１１Ｆに示す例を具体化した図面である。
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【図１３Ａ】本発明の実施の形態に係るリペア工程の第１の実施の形態を示す図面である
。
【図１３Ｂ】本発明の実施の形態に係るリペア工程の第１の実施の形態を示す図面である
。
【図１３Ｃ】本発明の実施の形態に係るリペア工程の第１の実施の形態を示す図面である
。
【図１４Ａ】本発明の実施の形態に係るリペア工程の第２の実施の形態を示す図面である
。
【図１４Ｂ】本発明の実施の形態に係るリペア工程の第２の実施の形態を示す図面である
。
【図１４Ｃ】本発明の実施の形態に係るリペア工程の第２の実施の形態を示す図面である
。
【図１５Ａ】本発明の実施の形態に係るリペア工程の第３の実施の形態を示す図面である
。
【図１５Ｂ】本発明の実施の形態に係るリペア工程の第３の実施の形態を示す図面である
。
【図１６Ａ】本発明の実施の形態に係るリペア工程の第４の実施の形態を示す図面である
。
【図１６Ｂ】本発明の実施の形態に係るリペア工程の第４の実施の形態を示す図面である
。
【図１６Ｃ】本発明の実施の形態に係るリペア工程の第４の実施の形態を示す図面である
。
【図１７】フレームレートコントロール及びディザリングによる画質制御を説明するため
の図面である。
【図１８】フレームレートコントロール及びディザリングによる画質制御を説明するため
の図面である。
【図１９】フレームレートコントロール及びディザリングによる画質制御を説明するため
の図面である。
【図２０】フレームレートコントロール及びディザリングによる画質制御を説明するため
の図面である。
【図２１】本発明の実施の形態に係る平板表示装置の構成を簡単に示す図面である。
【図２２】本発明の実施の形態に係る平板表示装置を示す図面である。
【図２３】図２２に示す補償回路を示す図面である。
【図２４】図２３に示す補償回路の第１の実施の形態を示す図面である。
【図２５】図２３に示す補償回路の第２の実施の形態を示す図面である。
【図２６】図２３に示す補償回路の第３の実施の形態を示す図面である。
【図２７】図２３に示す補償回路の第３の実施の形態を示す図面である。
【図２８】図２３に示す補償回路の第３の実施の形態を示す図面である。
【図２９】図２３に示す補償回路の第３の実施の形態を示す図面である。
【図３０】図２３に示す補償回路の第３の実施の形態を示す図面である。
【図３１】図２３に示す補償回路の第３の実施の形態を示す図面である。
【符号の説明】
【０２７４】
　１０　不良サブピクセル、１１　正常サブピクセル、１３　リンクピクセル、１４　リ
ンクされていない正常サブピクセル、４３Ａ，７３Ａ，１０３Ａ，１２３Ａ　不良ピクセ
ルのピクセル電極、４３Ｂ，７３Ｂ，１０３Ｂ，１２３Ｂ　不良ピクセルと隣接する正常
ピクセルのピクセル電極、４４，７４，１０４　リンクパターン、４５，７５，１０５，
１２５　ガラス基板、４６，７６，１０６，１２６　ゲート絶縁膜、４７，７７，１０７
，１２７　保護膜、１３１　ゲートラインからゲート金属が除去されたＣ字形の開口パタ
ーン、１３２　ゲートライン内にパターニングされたネック部、１３３　ゲートライン内
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にパターニングされたヘッド部、２５１　補償部、２５１ａ　第１補償部、２５１ｂ　第
２補償部、２５３　メモリ、２５５　レジスタ、２５７　インタフェース回路、３０１　
データ駆動回路、３０２　ゲート駆動回路、３０３　表示パネル、３０４　タイミングコ
ントローラ、３０５　補償回路、３０６　データライン、３０８　ゲートライン、３１０
　駆動部、３６１，３８１，４０１，４６１，５６１　位置判断部、３６２，３８２，４
０２，４６２，５６２　階調判断部、３６３，３８３，４０３，４６３，５６３　アドレ
ス生成部、３６５，３８４，３８５，４０４，４０５，４６４，４６６，５６４，５６５
　演算器、３９１，４１１，５７１　補償値判定部、４２３，５７２　フレーム数感知部
、３９２，４２４　ピクセル位置感知部、３８４　ディザリング制御部、４０４　ＦＲＣ
及びディザリング制御部、５６４　ＦＲＣ制御部。

【図１Ａ】
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