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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表示される画像の輝度調節のために人工光を用いる画像表示方法において、
（ａ）外部から一次画像信号の提供を受けるステップと、
（ｂ）一フレームに対応する前記一次画像信号の彩度及び階調特性を判定するステップと
、
（ｃ）前記ステップ（ｂ）で判定された彩度及び階調特性に基づいて、適応的に前記一次
画像信号を多色画像信号に変更して画像表示のために出力し、適応的に前記輝度を制御す
るステップと、を含み、
前記ステップ（ｃ）は、
（ｃ－１）前記ステップ（ｂ）で高彩度及び低階調特性であると判定されると、全ての階
調データに対して階調高めカラー変換動作を行い、輝度正常動作を制御するステップと、
（ｃ－２）前記ステップ（ｂ）で高彩度及び高階調特性であると判定されると、全ての階
調データに対して正常カラー変換動作を行い、輝度上昇動作を制御するステップと、
（ｃ－３）前記ステップ（ｂ）で低彩度特性であると判定されると、全ての階調データに
対して正常カラー変換動作を行い、輝度正常動作を制御するステップと、
を含むことを特徴とする画像表示方法。
【請求項２】
表示される画像の輝度調節のために人工光を用いる画像表示方法において、
（ａ）外部から一次画像信号の提供を受けるステップと、
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（ｂ）一フレームに対応する前記一次画像信号の彩度及び階調特性を判定するステップと
、
（ｃ）前記ステップ（ｂ）で判定された彩度及び階調特性に基づいて、適応的に前記一次
画像信号を多色画像信号に変更して画像表示のために出力し、適応的に前記輝度を制御す
るステップと、を含み、
前記ステップ（ｃ）は、
（ｃ－４）前記ステップ（ｂ）で高彩度及び低階調特性と低彩度及び低階調特性が混在さ
れると判定されると、高彩度階調データに対して階調高めカラー変換動作を行い、低彩度
階調データに対しては正常カラー変換動作を行い、輝度正常動作を制御するステップと、
（ｃ－５）前記ステップ（ｂ）で高彩度及び低階調特性と低彩度及び高階調特性が混在さ
れると判定されると、高彩度階調データに対して階調高めカラー変換動作を行い、低彩度
階調データに対して正常カラー変換動作を行い、輝度正常動作を制御するステップと、
（ｃ－６）前記ステップ（ｂ）で高彩度及び高階調特性と低彩度及び低階調特性が混在さ
れると判定されると、全ての階調データに対して正常カラー変換動作を行い、輝度正常又
は輝度上昇動作を制御するステップと、
（ｃ－７）前記ステップ（ｂ）で高彩度及び高階調特性と低彩度及び高階調特性が混在さ
れると判定されると、高彩度階調データに対しては階調低めカラー変換動作を行い、低彩
度階調データに対しては正常カラー変換動作を行い、輝度上昇動作を制御するステップと
、
（ｃ－８）前記ステップ（ｂ）で高彩度及び高階調特性と低彩度及び高階調特性が混在さ
れないと判定されると、全ての階調データに対して正常カラー変換動作を行い、輝度正常
動作を制御するステップと、
を含むことを特徴とする画像表示方法。
【請求項３】
前記一次画像信号は、ｘ－ｙ色度図上のカラーガマット内で三角形を画定し、
前記多色画像信号は、前記カラーガマット内で前記三角形領域を外れる領域に入る一つ以
上の色を含み、４角以上の多角形を画定することを特徴とする請求項１または２に記載の
画像表示方法。
【請求項４】
前記一次画像信号はＲＧＢ画像信号であり、前記多色画像信号はＲＧＢＷ画像信号である
ことを特徴とする請求項１または２に記載の画像表示方法。
【請求項５】
前記一次画像信号はＲＧＢ画像信号であり、前記多色画像信号はＲＧＢ画像信号にＣ画像
信号を更に含むことを特徴とする請求項１または２に記載の画像表示方法。
【請求項６】
前記一次画像信号はＲＧＢ画像信号であり、前記多色画像信号はＲＧＢ画像信号にＭ画像
信号を更に含むことを特徴とする請求項１または２に記載の画像表示方法。
【請求項７】
前記一次画像信号はＲＧＢ画像信号であり、前記多色画像信号はＲＧＢ画像信号にＹ画像
信号を更に含むことを特徴とする請求項１または２に記載の画像表示方法。
【請求項８】
前記一次画像信号はＲＧＢ画像信号であり、前記多色画像信号はＲＧＢＣＭＹ画像信号で
あることを特徴とする請求項１または２に記載の画像表示方法。
【請求項９】
前記一次画像信号はＲＧＢ画像信号であり、前記一次画像信号の彩度は、前記ＲＧＢ画像
信号それぞれの階調のうち、最小階調と最大階調との比に基づいて算出されることを特徴
とする請求項１または２に記載の画像表示方法。
【請求項１０】
外部から一次画像信号の提供を受け、前記一次画像信号の彩度及び階調特性に基づいて適
応的に前記一次画像信号を多色画像信号に変更し出力し、適応的に輝度制御信号を出力す
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る変換－制御部と、
前記多色画像信号に対応するデータ信号を出力するデータ駆動部と、
スキャン信号を順次に出力するスキャン駆動部と、
前記スキャン信号に基づいて前記データ信号に対応する画像を表示する表示パネルと、
前記輝度制御信号に応答して前記表示パネルに光を提供する光源部と、
を含み、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び低階調特性であると判定されると、
前記一次画像信号の階調より高い階調の多色画像信号を出力し、輝度正常動作のための輝
度制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び高階調特性であると判定されると、
前記一次画像信号の階調と同じ階調の多色画像信号を出力し、輝度上昇動作のための輝度
制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が低彩度特性であると判定されると、前記一次画
像信号の階調と同じ階調の多色画像信号を出力し、輝度正常動作のための輝度制御信号を
出力することを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
外部から一次画像信号の提供を受け、前記一次画像信号の彩度及び階調特性に基づいて適
応的に前記一次画像信号を多色画像信号に変更し出力し、適応的に輝度制御信号を出力す
る変換－制御部と、
前記多色画像信号に対応するデータ信号を出力するデータ駆動部と、
スキャン信号を順次に出力するスキャン駆動部と、
前記スキャン信号に基づいて前記データ信号に対応する画像を表示する表示パネルと、
前記輝度制御信号に応答して前記表示パネルに光を提供する光源部と、
を含み、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び低階調特性と低彩度及び低階調特性
が混在すると判定されると、前記一次画像信号の高彩度階調に対しては該当階調より高い
階調の多色画像信号を出力し、低彩度階調に対しては正常階調の多色画像信号を出力し、
輝度正常動作のための輝度制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び低階調特性と低彩度及び高階調特性
が混在すると判定されると、前記一次画像信号の高彩度階調に対しては該当階調より高い
階調の多色画像信号を出力し、低彩度階調に対しては正常階調の多色画像信号を出力し、
輝度正常動作のための輝度制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び高階調特性と低彩度及び低階調特性
が混在すると判定されると、前記一次画像信号の階調と同じ階調の多色画像信号を出力し
、輝度上昇動作又は輝度正常動作のための輝度制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び高階調特性と低彩度及び高階調特性
が混在すると判定されると、前記一次画像信号の高彩度階調に対してはより低い階調の多
色画像信号を出力し、低彩度階調に対しては正常階調の多色画像信号を出力し、輝度上昇
動作のための輝度制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び高階調特性と低彩度及び高階調特性
が混在しないと判定されると、前記一次画像信号の階調と同じ階調の多色画像信号を出力
し、輝度正常動作のための輝度制御信号を出力することを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
前記一次画像信号は、ｘ－ｙ色度図上のカラーガマット内で三角形を画定し、
前記多色画像信号は、前記カラーガマット内で前記三角形領域を外れる領域にフローティ
ングされる一つ以上の色を含み、４角以上の多角形を画定する
ことを特徴とする請求項１０または１１に記載の表示装置。
【請求項１３】
前記一次画像信号はＲＧＢ画像信号であり、前記多色画像信号はＲＧＢＷ画像信号である
ことを特徴とする請求項１０または１１に記載の表示装置。
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【請求項１４】
前記一次画像信号はＲＧＢ画像信号であり、前記多色画像信号はＲＧＢＣＭＹ画像信号で
あることを特徴とする請求項１０または１１に記載の表示装置。
【請求項１５】
前記一次画像信号はＲＧＢ画像信号であり、前記一次画像信号の彩度は、前記ＲＧＢ画像
信号のそれぞれの階調のうち、最小階調と最大階調との比に基づいて算出されることを特
徴とする請求項１０または１１に記載の表示装置。
【請求項１６】
前記変換－制御部は、
前記一次画像信号の彩度及び階調の程度を判別して彩度及び階調情報を出力するカラー領
域分別部と、
前記彩度及び階調情報に基づいて前記一次画像信号を前記多色画像信号に変更して出力す
るマルチカラー変換部と、
前記彩度及び階調情報に基づいて前記輝度制御信号を出力する光源制御部と、
を含むことを特徴とする請求項１０または１１に記載の表示装置。
【請求項１７】
前記カラー領域分別部は、
前記一次画像信号の彩度程度を判別して、前記彩度情報を出力する階調判別部と、
前記一次画像信号の階調程度を判別して、前記階調情報を出力する彩度判別部と、
を含むことを特徴とする請求項１６記載の表示装置。
【請求項１８】
前記一次画像信号は、第１一次画像信号～第３一次画像信号で構成され、
前記階調判別部は、
前記第１一次画像信号のハイ又はロー階調レベルによる数をそれぞれカウントして出力す
る第１階調判別部と、
前記第２一次画像信号のハイ又はロー階調レベルによる数をそれぞれカウントして出力す
る第２階調判別部と、
前記第３一次画像信号のハイ又はロー階調レベルによる数をそれぞれカウントして出力す
る第３階調判別部と、
前記第１一次画像信号～第３一次画像信号のハイ階調レベルによる数を第１合算して出力
する第１合算部と、
前記第１一次画像信号～第３一次画像信号のロー階調レベルによる数を第２合算して出力
する第２合算部と、
前記第１合算された数と前記第２合算された数との比較を通じて、前記彩度情報を出力す
る比較部と、
を含むことを特徴とする請求項１７記載の表示装置。
【請求項１９】
前記第１階調判別部～第３階調判別部のそれぞれは、
前記一次画像信号が高階調レベルであるか、低階調レベルであるかを判別して、互いに異
なる経路に出力するデータ判別部と、
前記高階調レベルの一次画像信号が提供されるにつれてカウントする第１カウンタと、
前記低階調レベルの一次画像信号が提供されるにつれてカウントする第２カウンタと、
を含むことを特徴とする請求項１８記載の表示装置。
【請求項２０】
前記一次画像信号は、第１一次画像信号～第３一次画像信号で構成され、
前記彩度判別部は、
前記第１一次画像信号～第３一次画像信号のうち、最大階調に対応する一次画像信号と最
小階調に対応する一次画像信号を抽出する抽出部と、
前記最小階調に対応する一次画像信号を前記最大階調に対応する一次画像信号で除算する
除算部と、
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前記除算部による除算値に基づいてハイ又はロー彩度レベル信号を出力する彩度レベル比
較部と、
前記ハイ彩度レベル信号と前記ロー彩度レベル信号のそれぞれをカウントして出力するカ
ウンタと、
一フレームの間カウントされたハイ彩度レベル信号とロー彩度レベル信号に基づいて、ハ
イ又はローに対応する彩度特性信号を出力する合算部と、
を含むことを特徴とする請求項１７記載の表示装置。
【請求項２１】
前記マルチカラー変換部は、
前記一次画像信号を一次多色画像信号に変換するカラー拡張部と、
前記階調特性信号と彩度特性信号に基づいて、前記一次多色画像信号の輝度を補正して、
前記多色画像信号を出力する輝度補正部と、を含むことを特徴とする請求項１６記載の表
示装置。
【請求項２２】
前記表示パネルは、一端が前記スイッチング素子に接続された液晶キャパシタと、一端が
前記スイッチング素子に接続されたストレージキャパシタとを含む液晶パネルであること
を特徴とする請求項１０または１１に記載の表示装置。
【請求項２３】
多数のゲートラインと、多数のデータラインと、前記ゲートライン及びデータラインに接
続されたスイッチング素子と、前記スイッチング素子に接続された画素電極とを含む表示
装置の駆動装置において、
前記ゲートラインにスキャン信号を順次に出力するスキャン駆動部と、
前記データラインに多色画像信号を出力するデータ駆動部と、
前記液晶パネルに光を出射する光源部と、
外部から一次画像信号の提供を受け、前記一次画像信号の彩度及び階調特性に基づいて、
適応的に前記一次画像信号を多色画像信号に変更して前記データ駆動部に出力し、適応的
に輝度制御信号を前記光源部に出力する変換－制御部と、
を含み、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び低階調特性であると判定されると、
前記一次画像信号の階調より高い階調の多色画像信号を出力し、輝度正常動作のための輝
度制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び高階調特性であると判定されると、
前記一次画像信号の階調と同じ階調の多色画像信号を出力し、輝度上昇動作のための輝度
制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が低彩度特性であると判定されると、前記一次画
像信号の階調と同じ階調の多色画像信号を出力し、輝度正常動作のための輝度制御信号を
出力することを特徴とする表示装置の駆動装置。
【請求項２４】
多数のゲートラインと、多数のデータラインと、前記ゲートライン及びデータラインに接
続されたスイッチング素子と、前記スイッチング素子に接続された画素電極とを含む表示
装置の駆動装置において、
前記ゲートラインにスキャン信号を順次に出力するスキャン駆動部と、
前記データラインに多色画像信号を出力するデータ駆動部と、
前記液晶パネルに光を出射する光源部と、
外部から一次画像信号の提供を受け、前記一次画像信号の彩度及び階調特性に基づいて、
適応的に前記一次画像信号を多色画像信号に変更して前記データ駆動部に出力し、適応的
に輝度制御信号を前記光源部に出力する変換－制御部と、
を含み、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び低階調特性と低彩度及び低階調特性
が混在すると判定されると、前記一次画像信号の高彩度階調に対しては該当階調より高い
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階調の多色画像信号を出力し、低彩度階調に対しては正常階調の多色画像信号を出力し、
輝度正常動作のための輝度制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び低階調特性と低彩度及び高階調特性
が混在すると判定されると、前記一次画像信号の高彩度階調に対しては該当階調より高い
階調の多色画像信号を出力し、低彩度階調に対しては正常階調の多色画像信号を出力し、
輝度正常動作のための輝度制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び高階調特性と低彩度及び低階調特性
が混在すると判定されると、前記一次画像信号の階調と同じ階調の多色画像信号を出力し
、輝度上昇動作又は輝度正常動作のための輝度制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び高階調特性と低彩度及び高階調特性
が混在すると判定されると、前記一次画像信号の高彩度階調に対してはより低い階調の多
色画像信号を出力し、低彩度階調に対しては正常階調の多色画像信号を出力し、輝度上昇
動作のための輝度制御信号を出力し、
前記変換－制御部は、前記一次画像信号が高彩度及び高階調特性と低彩度及び高階調特性
が混在しないと判定されると、前記一次画像信号の階調と同じ階調の多色画像信号を出力
し、輝度正常動作のための輝度制御信号を出力することを特徴とする表示装置の駆動装置
。
【請求項２５】
前記一次画像信号は、ｘ－ｙ色度図上のカラーガマット内で三角形を画定し、
前記多色画像信号は、前記カラーガマット内で前記三角形領域を外れる領域に入る一つ以
上の色を含み、４角以上の多角形を画定する
ことを特徴とする請求項２３または２４に記載の表示装置の駆動装置。
【請求項２６】
前記一次画像信号はＲＧＢ画像信号であり、
前記一次画像信号の彩度は、前記ＲＧＢ画像信号のそれぞれの階調のうち、最小階調と最
大階調との比に基づいて算出される
ことを特徴とする請求項２３または２４に記載の表示装置の駆動装置。
【請求項２７】
表示パネルと、前記表示パネルに光を出射する光源部と、前記表示パネルにスキャン信号
を出力するスキャン駆動部と、前記表示パネルに画像信号を出力するデータ駆動部とを含
む表示装置の駆動方法において、
（ａ）外部から提供されるタイミング信号と一次画像信号に基づいて、前記一次画像信号
の彩度及び階調特性をチェックするステップと、
（ｂ）前記ステップ（ａ）でチェックされた彩度及び階調特性を考慮して前記一次画像信
号を変更した多色画像信号と輝度制御信号を出力するステップと、
（ｃ）前記多色画像信号に対応する電圧を前記表示パネルのデータラインに出力するステ
ップと、
（ｄ）前記輝度制御信号に基づいて前記光源部を制御して、前記表示パネルに光を出射す
るステップと、
を含み、
前記ステップ（ｂ）は、
（ｂ－１）前記ステップ（ａ）で高彩度及び低階調特性であると判定されると、前記一次
画像信号の階調より高い階調の多色画像信号を出力し、輝度正常動作のための輝度制御信
号を出力するステップと、
（ｂ－２）前記ステップ（ａ）で高彩度及び高階調特性であると判定されると、前記一次
画像信号の階調と同じ階調の多色画像信号を出力し、輝度上昇動作のための輝度制御信号
を出力するステップと、
（ｂ－３）前記ステップ（ａ）で低彩度特性であると判定されると、前記一次画像信号の
階調と同じ階調の多色画像信号を出力し、輝度正常動作のための輝度制御信号を出力する
ステップとを含むことを特徴とする表示装置の駆動方法。
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【請求項２８】
表示パネルと、前記表示パネルに光を出射する光源部と、前記表示パネルにスキャン信号
を出力するスキャン駆動部と、前記表示パネルに画像信号を出力するデータ駆動部とを含
む表示装置の駆動方法において、
（ａ）外部から提供されるタイミング信号と一次画像信号に基づいて、前記一次画像信号
の彩度及び階調特性をチェックするステップと、
（ｂ）前記ステップ（ａ）でチェックされた彩度及び階調特性を考慮して前記一次画像信
号を変更した多色画像信号と輝度制御信号を出力するステップと、
（ｃ）前記多色画像信号に対応する電圧を前記表示パネルのデータラインに出力するステ
ップと、
（ｄ）前記輝度制御信号に基づいて前記光源部を制御して、前記表示パネルに光を出射す
るステップと、
を含み、
前記ステップ（ｂ）は、
（ｂ－４）前記ステップ（ａ）で高彩度及び低階調特性と低彩度及び低階調特性が混在さ
れると判定されると、前記一次画像信号の高彩度階調に対しては該当階調より高い階調の
多色画像信号を出力し、低彩度階調に対しては正常階調の多色画像信号を出力し、輝度正
常動作のための輝度制御信号を出力するステップと、
（ｂ－５）前記ステップ（ａ）で高彩度及び低階調特性と低彩度及び高階調特性が混在さ
れると判定されると、前記一次画像信号の高彩度階調に対しては該当階調より高い階調の
多色画像信号を出力し、低彩度階調に対しては正常階調の多色画像信号を出力し、輝度正
常動作のための輝度制御信号を出力するステップと、
（ｂ－６）前記ステップ（ａ）で高彩度及び高階調特性と低彩度及び低階調特性が混在さ
れると判定されると、前記一次画像信号の階調と同じ階調の多色画像信号を出力し、輝度
上昇動作又は輝度正常動作のための輝度制御信号を出力するステップと、
（ｂ－７）前記ステップ（ａ）で高彩度及び高階調特性と低彩度及び高階調特性が混在さ
れると判定されると、前記一次画像信号の高彩度階調に対してはより低い階調の多色画像
信号を出力し、低彩度階調に対しては正常階調の多色画像信号を出力し、輝度上昇動作の
ための輝度制御信号を出力するステップと、
（ｂ－８）前記ステップ（ａ）で高彩度及び高階調特性と低彩度及び高階調特性が混在さ
れないと判定されると、前記一次画像信号の階調と同じ階調の多色画像信号を出力し、輝
度正常動作のための輝度制御信号を出力するステップと、
を含むことを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項２９】
前記一次画像信号は、ｘ－ｙ色度図上のカラーガマット内で三角形を画定し、
前記多色画像信号は、前記カラーガマット内で前記三角形領域を外れる領域にフローティ
ングされる一つ以上の色を含み、４角以上の多角形を画定する
ことを特徴とする請求項２７または２８に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項３０】
前記一次画像信号はＲＧＢ画像信号であり、
前記一次画像信号の彩度は、前記ＲＧＢ画像信号のそれぞれの階調のうち、最小階調と最
大階調との比に基づいて算出される
ことを特徴とする請求項２７または２８に記載の表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関し、より詳細には、適応型カラー変換機能及び輝度増大機能を有
する画像表示方法及び表示装置、並びにその駆動装置及び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　最近、レッド（以下、Ｒ）、グリーン（以下、Ｇ）、ブルー（以下、Ｂ）の３原色を用
いたカラー表現方法の代わりに、他のカラーを追加することにより、輝度を高めるか、カ
ラー表現をより向上させる技術が開発されている。
【０００３】
　図１～図３は、ピクセル構造の例を説明するための図である。特に、図１はＲＧＢサブ
ピクセルにより画定されるピクセル構造を説明し、図２はＲＧＢＷサブピクセルにより画
定されるピクセル構造を説明し、図３はＲＧＢＣＭＹサブピクセルにより画定されるピク
セル構造を説明する。
【０００４】
　前記輝度を高めようとする技術は、図２に示すように、ＲＧＢサブピクセル外にホワイ
ト（以下、Ｗ）サブピクセルを追加する方式（即ち、ＲＧＢＷ方式）である。
【０００５】
　又、前記カラーガマット（Ｃｏｌｏｒ　Ｇａｍｕｔ）を高めようとする技術は、図３に
示すように、ＲＧＢサブピクセルにシアン（以下、Ｃ）、マゼンタ（以下、Ｍ）、黄色（
以下、Ｙ）サブピクセルを追加する方式（即ち、ＲＧＢＣＭＹ方式）である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、このような方式は高彩度のカラー、即ち、原色表現時に輝度が減少するので、
本来の色感を感じることが難しいという問題点がある。具体的に、前記したＲＧＢＷ方式
はＷサブピクセルを追加することにより全体輝度を高めようとする技術であって、前記Ｗ
サブピクセルの追加により無彩色の輝度は高めることができるが、高彩度色の輝度は高め
ることができないという問題点がある。
【０００７】
　例えば、ホワイト背景画面に多様な色の花がある映像をＲＧＢ方式で表示する画面と、
ＲＧＢＷ方式で表示する画面と、ＲＧＢＣＭＹ方式で表示する画面を比較すると、次のよ
うである。
【０００８】
　前記ＲＧＢＷ方式で表示される画面は、前記ＲＧＢ方式で表示される画面に対して、ホ
ワイト背景色の輝度は増加するが、原色が多く含まれた花の輝度は減少する。従って、背
景が明るくなる長所があるが、花が暗く見えるという色再現性の問題点がある。
【０００９】
　前記ＲＧＢＣＭＹ方式で表示される画面の場合も、無彩色であるホワイト背景色の輝度
は増加するが、彩度が高いカラーの輝度は大きく減少する。これは、各原色のサブピクセ
ル、即ち、ＲＧＢＣＭＹそれぞれのサブピクセルの面積が小さいことにより発生する根本
的な問題である。
【００１０】
　以上では、マルチカラーで表示するためにそれぞれのサブピクセルの面積を分割して、
マルチカラーを表現する方法について説明したが、時分割によりマルチカラーを表現する
装置においても、類似な原理により色再現性が減少するという問題点がある。

【００１１】
　本発明の目的は、適応型カラー変換機能及び輝度増大機能を有する画像表示方法を提供
することにある。
【００１２】
　又、本発明の他の目的は、前記した画像表示方法を行うための表示装置を提供すること
にある。
【００１３】
　又、本発明の他の目的は、前記した表示装置の駆動装置を提供することにある。
【００１４】
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　又、本発明の他の目的は、前記した表示装置の駆動方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記した本発明の目的を実現するための画像表示方法は、表示される画像の輝度調節の
ために人工光を用いる画像表示方法において、（ａ）外部から一次画像信号の提供を受け
るステップと、（ｂ）一フレームに対応する前記一次画像信号の彩度及び階調特性を判定
するステップと、（ｃ）前記ステップ（ｂ）で判定された彩度及び階調特性に基づいて、
適応的に前記一次画像信号を多色画像信号に変更して画像表示のために出力し、適応的に
前記輝度を制御するステップと、を含む。
【００１６】
　又、前記した本発明の他の目的を実現するための表示装置は、外部から一次画像信号の
提供を受け、前記一次画像信号の彩度及び階調に基づいて適応的に前記一次画像信号を多
色画像信号に変更し出力し、適応的に輝度制御信号を出力する変換－制御部と、前記多色
画像信号に対応するデータ信号を出力するデータ駆動部と、スキャン信号を順次に出力す
るスキャン駆動部と、前記スキャン信号に基づいて前記データ信号に対応する画像を表示
する表示パネルと、前記輝度制御信号に応答して前記表示パネルに光を提供する光源部と
、を含む。
【００１７】
　又、前記した本発明の他の目的を実現するための表示装置の駆動装置は、多数のゲート
ラインと、多数のデータラインと、前記ゲートライン及びデータラインに接続されたスイ
ッチング素子と、前記スイッチング素子に接続された画素電極とを含む表示装置の駆動装
置において、前記ゲートラインにスキャン信号を順次に出力するスキャン駆動部と、前記
データラインに多色画像信号を出力するデータ駆動部と、前記液晶パネルに光を出射する
光源部と、外部から一次画像信号の提供を受け、前記一次画像信号の彩度及び階調に基づ
いて、適応的に前記一次画像信号を多色画像信号に変更して前記データ駆動部に出力し、
適応的に輝度制御信号を前記光源部に出力する変換－制御部と、を含む。
【００１８】
　又、前記した本発明の他の目的を実現するための表示装置の駆動方法は、表示パネルと
、前記表示パネルに光を出射する光源部と、前記表示パネルにスキャン信号を出力するス
キャン駆動部と、前記表示パネルに画像信号を出力するデータ駆動部とを含む表示装置の
駆動方法において、（ａ）外部から提供されるタイミング信号と一次画像信号に基づいて
、前記一次画像信号の彩度及び階調を判定するステップと、（ｂ）前記ステップ（ａ）で
判定された彩度及び階調を考慮して前記一次画像信号を変更した多色画像信号と輝度制御
信号を出力するステップと、（ｃ）前記多色画像信号に対応する電圧を前記表示パネルの
データラインに出力するステップと、（ｄ）前記輝度制御信号に基づいて前記光源部を制
御して、前記表示パネルに光を出射するステップと、を含む。
【発明の効果】
【００１９】
　このような画像表示方法及び表示装置と、その駆動装置及び方法によると、マルチカラ
ーを表示する時、一次画像信号を適用的にカラー信号の階調を変更するように処理し、光
源の強度を一次画像信号によって調節することにより、マルチカラー表示時に高彩度の色
輝度が低くなる問題点を克服することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、添付図面を参照して、本発明をより詳細に説明する。
【００２１】
　図４は、本発明の実施例による液晶表示装置を説明するための図である。特に、多色表
示が可能な液晶表示装置を図示する。ここで、前記多色表示は、カラー画像を表現するた
めに４個以上の異なる色座標を有する色表示素子により表示される。即ち、４個以上の原
色を含み、前記原色ではなくても輝度向上等の多様な目的のために、４個以上の異なる色
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座標を有する光を発生させて、カラー画像を表現する装置である。
【００２２】
　前記一次画像信号は、ｘ－ｙ色度図上の可視カラーガマット内で三角形を画定し、前記
多色画像信号は、前記可視カラーガマット内で前記三角形領域を外れる領域にフローティ
ングされる一つ以上の色を含み、４角以上の多角形を画定する。本発明の実施例では、ほ
ぼ６５０ｎｍ、５５０ｎｍ、４５０ｎｍに最大波長がそれぞれ存在するＲＧＢ３原色を一
次画像信号として定義して説明する。
【００２３】
　図４を参照すると、本発明の実施例による液晶表示装置は、変換－制御部１００、デー
タ駆動部２００、光源部（又は、バックライト部）３００、スキャン駆動部４００、及び
液晶パネル５００を含む。
【００２４】
　変換－制御部１００は、カラー領域判別（カラーガマット弁別）部１１０、マルチカラ
ー変換部１２０、及びバックライト制御部１３０で構成され、外部のグラフィックスコン
トローラ（図示せず）から入力される一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂの提供を受け、前記一次画
像信号Ｒ、Ｇ、Ｂの彩度（クロマ）及び階調（グレイ）に基づいて、多色画像信号Ｒ１、
Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙに変更して、データ駆動部２００に出力する。ここで、前記彩度
は無彩色からどの程度の差があるかを示す尺度の単位であって、色彩の鮮やかさを表す。
例えば、最も飽和された原色は、彩度１０又は１０に近い数値で示される。
【００２５】
　又、変換－制御部１００は、前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂと共に提供される垂直同期信
号Ｖｓｙｎｃ、水平同期信号Ｈｓｙｎｃ、データイネーブル信号ＤＥ、及びメインクロッ
クＭＣＬＫに基づいて、前記多色画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙの出力を制御す
る第１制御信号をデータ駆動部２００に出力する。ここで、第１制御信号は、正常又は任
意データの保存を制御する水平同期開始信号ＳＴＨと共に、保存された多色画像信号Ｒ１
、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙの出力を命令するロード信号ＬＯＡＤを含む。
【００２６】
　又、変換－制御部１００は、１Ｈ周期に前記多色画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、
Ｙによる画像信号の表示を制御する第２制御信号をスキャン駆動部４００に出力する。こ
こで、第２制御信号は、次ぎのスキャンラインの選択のためのゲートクロックＧＡＴＥ　
ＣＬＫと、一番目スキャンラインの選択のための垂直同期開始信号ＳＴＶを含む。
【００２７】
　データ駆動部２００は、前記水平同期開始信号ＳＴＨの印加により、前記多色画像信号
Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙを保存し、前記ロード信号ＬＯＡＤの印加により、保存さ
れた多色画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙをアナログ変換したデータ信号Ｄを液晶
パネル５００に出力する。
【００２８】
　バックライト部３００は、ランプユニットと前記ランプユニットに電源を供給するイン
バータを含み、輝度制御信号１３１に応答して光を液晶パネル５００に提供する。この際
、輝度制御信号１３１がハイレベルであると、バックライト部３００は高い出射量を有す
る光を液晶パネル５００に提供し、輝度制御信号１３１がローレベルであると、バックラ
イト部３００は、低い出射量を有する光を液晶パネル５００に提供する。この方式を通じ
て適応的に画面の輝度を調整する。
【００２９】
　スキャン駆動部４００は、ゲートクロックＧＡＴＥ　ＣＬＫ及び垂直同期開始信号ＳＴ
Ｖの印加によって、スキャン信号Ｓを順次に液晶パネル５００に出力する。
【００３０】
　液晶パネル５００は、ｍ×ｎ個のマトリックスタイプからなる複数の画素電極で構成さ
れ、前記スキャン信号Ｓが該当画素に印加されることにより、データ駆動部２００から提
供されるデータ信号Ｄに応答して該当画素電極を駆動し、バックライト部３００により発
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光された光源によって画像を表示する。
【００３１】
　以上で説明したように、本発明によると、外部からｘ－ｙ色度図上のカラーガマット内
で三角形を画定する一次画像信号が入力されても、前記カラーガマット内で前記三角形領
域を外れる領域に入る一つ以上の色を含み、４角以上の多角形を画定する多色画像信号を
出力する。
【００３２】
　図５は、本発明による拡張されたカラーガマットを説明するための図である。
【００３３】
　図５に示すように、前記一次画像信号、即ち、ＲＧＢのそれぞれの色座標は、１９４３
ＣＩＥ色座標であるｘ－ｙ色度図上で、互いに異なる位置となり、三角形領域を画定する
。即ち、前記三角形領域に対応して画像を表示できる。
【００３４】
　ここで、色座標が異なるというのは、下記の式１を満足する場合である。
　（△ｘ２＋△ｙ２）１／２＜０.１５　　　　（１）
【００３５】
　しかし、本発明により出力される多色画像信号は、前記した三角形領域を外れるＣＭＹ
のそれぞれのポイントを接続する領域まで、画像表示時に活用することができる。勿論、
前記ＣＭＹそれぞれの色表示素子の色座標差は、前記した式１を満足する。
【００３６】
　これにより、一般的な表示装置により表示可能なＲＧＢ色領域に対して、本発明による
と、斜線の領域まで表示できるように色領域を拡張させることができる。
【００３７】
　図６～図１２は、本発明による彩度（クロマ）対階調による適応型カラー変換及び輝度
増大機能を説明するための図であり、各一次画像信号に対する彩度対階調の処理方法は、
下記表１に示した。
【００３８】
【表１】
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【００３９】
　前記した表１において、「＆」はＡＮＤを意味し、「＋」は前記一次画像信号の特性が
類似比率で混合されたことを意味する。
【００４０】
　従って、前記した第１ケースのように、一次画像信号が高彩度特性を有しても、低階調
特性を有すると判別される場合には、マルチカラー変換処理時、低階調信号に対してはや
や高い階調特性を有するように変換させてマルチ画像信号を出力し、バックライト輝度は
そのままにしておくことが好ましい。即ち、一次画像信号が高彩度と低階調特性を有する
場合には、マルチカラー変換処理を通じて自然色に近い画面を表示する。
【００４１】
　一フレームに対応する一次画像信号の大部分が、高彩度特性を有すると判別される時、
バックライトの輝度を明るくすることができるが、前記したバックライトの輝度を高める
のは、消費電力の問題を誘発する。
【００４２】
　一方、一次画像信号が高彩度特性と高階調特性を有する場合には、前記マルチカラー変
換処理のみでは解決が不可能である。従って、前記した第２ケースのように、マルチカラ
ー変換は正常的なマルチカラー変換処理動作を行い、バックライトの輝度を高める方式を
通じて自然白に近い画面を表示する。
【００４３】
　一方、高彩度特性を有するカラーの輝度の最大信号が低い場合に発生する画像歪曲の最
も大きいという問題点は、一次画像信号が高彩度特性と低彩度特性を同時に有する時に発
生する。例えば、一次画像信号が高彩度と高階調特性のみならず、低彩度と高階調特性を
同時に有する時、一般的なマルチカラー表示の場合には、高彩度のカラー輝度が非常に低
く、色が異なるように見えるという問題が発生する。
【００４４】
　具体的には、ホワイト背景に赤色の花がある映像の場合、赤色は暗くなって茶褐色（ｂ
ｒｏｗｎｉｓｈ　ＲＥＤ）として見える。この際、バックライトの輝度を上昇させても、
画面全体の輝度が増加するので、無彩色であるホワイトの輝度も同時に高まる。従って、
絶対的な値よりは相対的な明るさの差異を主に認知する人の目の特性上、色歪曲現象は改
善されない。
【００４５】
　しかし、第７ケースのように、無彩色の輝度を正常信号より低くし、バックライト輝度
を増加させることが好ましい。
【００４６】
　このような方法を用いると、明るく色歪曲が最小化された最適の画像を得ることができ
る。
【００４７】
　図１３～図１５は、本発明の実施例による液晶表示装置の駆動方法を説明するための流
れ図である。
【００４８】
　図１３～図１５を参照すると、一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂの受信可否をチェックして（ス
テップＳ１１０）、前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂの受信であるとチェックされる場合には
、一フレームの所定の一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂに対して、彩度及び階調レベルをチェック
する（ステップＳ１１２）。
【００４９】
　前記ステップＳ１１０でチェックされた一フレームの一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂに高彩度
及び低階調特性が含まれるかをチェックして（ステップＳ１２０）、高彩度及び低階調特
性が含まれるとチェックされる場合には、多色画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙへ
のカラー変換処理時、全ての階調データに対して階調高めカラー変換動作を行い（ステッ
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プＳ１２２）、バックライト正常動作を制御した後（ステップＳ１２４）、前記ステップ
Ｓ１１０に戻る。ここでは、前記マルチカラー変換処理を行った後、バックライトの動作
を制御することとして説明したが、その逆も可能であり、同時に行うことも可能である。
このような可能性は、以下の説明でも同様に適用される。
【００５０】
　前記ステップＳ１２０で前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂに高彩度及び低階調特性が含まれ
ないとチェックされる場合には、高彩度及び高階調特性が含まれるかをチェックして（ス
テップＳ１３０）、高彩度及び高階調特性が含まれるとチェックされる場合には、多色画
像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙへのカラー変換処理時、全ての階調データに対して
正常カラー変換動作を行い（ステップＳ１３２）、バックライト輝度上昇動作を制御した
後（ステップＳ１３４）、前記ステップＳ１１０に戻る。
【００５１】
　前記ステップＳ１３０で前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂに高彩度及び高階調特性が含まれ
ないとチェックされる場合には、低彩度特性が含まれるかをチェックして（ステップＳ１
４０）、低彩度特性が含まれるとチェックされる場合には、多色画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ
１、Ｃ、Ｍ、Ｙへのカラー変換処理時、全ての階調データに対して正常カラー変換動作を
行い（ステップＳ１４２）、バックライト正常動作を制御した後（ステップＳ１４４）、
前記ステップＳ１１０に戻る。
【００５２】
　前記ステップＳ１４０で前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂに高彩度及び低階調特性と低彩度
及び低階調特性が混在して含まれるかをチェックして（ステップＳ１５０）、高彩度及び
低階調特性と低彩度及び低階調特性が混在して含まれるとチェックされる場合には、多色
画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙへのカラー変換処理時、高彩度階調データに対し
ては階調高めカラー変換動作を行い、低彩度階調データに対しては正常カラー変換動作を
行い（ステップＳ１５２）、バックライト正常動作を制御した後（ステップＳ１５４）、
前記ステップＳ１１０へフィードバックする。
【００５３】
　前記ステップＳ１５０で前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂに高彩度及び低階調特性と低彩度
及び高階調特性が混在して含まれるかをチェックして（ステップＳ１６０）、高彩度及び
低階調特性と低彩度及び高階調特性が混在して含まれるとチェックされる場合には、多色
画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙへのカラー変換処理時、高彩度階調データに対し
ては階調高めカラー変換動作を行い、低彩度階調データに対しては正常カラー変換動作を
行い（ステップＳ１６２）、バックライト正常動作を制御した後（ステップＳ１６４）、
前記ステップＳ１１０に戻る。
【００５４】
　前記ステップＳ１６０で前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂに高彩度及び高階調特性と低彩度
及び低階調特性が混在して含まれるかをチェックして（ステップＳ１７０）、高彩度及び
高階調特性と低彩度及び低階調特性が混在して含まれるとチェックされる場合には、多色
画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙへのカラー変換処理時、全ての階調データに対し
て正常カラー変換動作を行い（ステップＳ１７２）、バックライト正常動作を制御又は輝
度上昇動作制御を行った後（ステップＳ１７４）、前記ステップＳ１１０に戻る。
【００５５】
　前記ステップＳ１７０で前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂに高彩度及び高階調特性と低彩度
及び高階調特性が混在して含まれるかをチェックして（ステップＳ１８０）、高彩度及び
高階調特性と低彩度及び高階調特性が混在して含まれるとチェックされる場合には、多色
画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙへのカラー変換処理時、高彩度階調データに対し
ては階調低めカラー変換動作を行い、低彩度階調データに対しては正常カラー変換動作を
行い（ステップＳ１８２）、バックライト輝度上昇動作を制御した後（ステップＳ１８４
）、前記ステップＳ１１０に戻る。
【００５６】



(14) JP 4679876 B2 2011.5.11

10

20

30

40

50

　前記ステップＳ１８０で前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂに高彩度及び高階調特性と低彩度
及び高階調特性が混在して含まれないかをチェックして、高彩度及び高階調特性と低彩度
及び高階調特性が混在して含まれないとチェックされる場合には、多色画像信号Ｒ１、Ｇ
１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙへのカラー変換処理時、全ての階調データに対して正常カラー変換
動作を行い（ステップＳ１９２）、バックライト正常動作を制御した後（ステップＳ１９
４）、前記ステップＳ１１０に戻る。
【００５７】
　図１６は、図４の変換－制御部１００を説明するための図である。
【００５８】
　図１６を参照すると、本発明の実施例による変換－制御部１００は、判別部１１０、マ
ルチカラー変換部１２０、及びバックライト制御部１３０を含み、一次画像信号Ｒ、Ｇ、
Ｂが提供されることにより、前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂの彩度及び階調特性を考慮して
、多色画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙと輝度制御信号１３１を出力する。
【００５９】
　判別部１１０は、階調判別部１１２及び彩度判別部１１４を含み、前記一次画像信号の
彩度及び階調特性を判別し、前記判別による階調特性信号１１１ａと彩度特性信号１１１
ｂをマルチカラー変換部１２０とバックライト制御部１３０に同時に提供する。
【００６０】
　具体的には、階調判別部１１２は、前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれの階調特性
をチェックして、低階調、中階調、高階調のうち、いずれか一つを示す階調特性信号１１
１ａをマルチカラー変換部１２０とバックライト制御部１３０に同時に提供する。例えば
、フル階調が２５６階調である時、前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂが（１０、１０、２５５
）であると、Ｒ画像信号とＧ画像信号に対しては低階調によるそれぞれの階調特性信号１
１１ａを、Ｂ画像信号に対しては高階調による階調特性信号１１１ａを出力する。
【００６１】
　彩度判別部１１４は、前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれの彩度特性をチェックし
て、低彩度、中彩度、高彩度のうち、いずれか一つを示す彩度特性信号１１１ｂをマルチ
カラー変換部１２０とバックライト制御部１３０に同時に提供する。前記彩度特性は、前
記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれの階調のうち、最小階調と最大階調との比に基づいて
算出される。
【００６２】
　例えば、フル階調が２５６階調である時、前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂが（１０、１０
、２５５）であると、最小階調が１０階調であり、最大階調が２５５階調なので、最小階
調と最大階調との比は０.０３９であって、前記一次画像信号（１０、１０、２５５）は
、高彩度特性を有する。又、前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂが（２００、２００、２００）
であると、最小階調が２００階調であり、最大階調が２００階調なので、最小階調と最大
階調との比は１であって、前記一次画像信号（２００、２００、２００）は、低彩度特性
を有する。
【００６３】
　このように、前記一次画像信号の彩度特性がほぼ０～１の範囲に存在する有理数（ｒａ
ｔｉｏｎａｌ　ｎｕｍｂｅｒ）であることを勘案すると、０～０.３の範囲に該当すると
、高彩度特性を有し、０.７～１の範囲に該当すると、低彩度特性を有すると判別できる
。
【００６４】
　マルチカラー変換部１２０は、前記階調特性信号１１１ａと彩度特性信号１１１ｂに基
づいて、前記一次画像信号を適応的に多色画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙに変更
してデータ駆動部２００に出力する。
【００６５】
　バックライト制御部１３０は、前記階調特性信号１１１ａと彩度特性信号１１１ｂに基
づいて、適応的に変更される輝度制御信号１３１をバックライト部３００に出力する。
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【００６６】
　図１７は、図１６の階調判別部を説明するための図である。
【００６７】
　図１７を参照すると、本発明の実施例による階調判別部１１２は、第１階調判別部６１
０、第２階調判別部６２０、第３階調判別部６３０、第１合算部６４０、第２合算部６５
０、第３合算部６６０、及び比較部６７０を含む。
【００６８】
　第１階調判別部６１０は、データ判別部６１２、第１カウンタ（Ｈカウンタ）６１４、
第２カウンタ（Ｍカウンタ）６１６、及び第３カウンタ（Ｌカウンタ）６１８を含み、Ｒ
一次画像信号のハイ（Ｈ）、中間（Ｍ）、及びロー（Ｌ）の階調レベルの数をそれぞれカ
ウントして、第１合算部～第３合算部６４０、６５０、６６０のそれぞれに出力する。
【００６９】
　具体的に、データ判別部６１２は、前記Ｒ一次画像信号が高階調レベルであるか、中階
調レベルであるか、低階調レベルであるかを判別して、互いに異なる経路を通じて第１カ
ウンタ６１４、第２カウンタ６１６、及び第３カウンタ６１８に出力する。即ち、前記Ｒ
一次画像信号が高階調レベルの信号ＲＨであると、第１カウンタ６１４に提供し、前記Ｒ
一次画像信号が中階調レベルの信号ＲＭであると、第２カウンタ６１６に提供し、前記Ｒ
一次画像信号が低階調レベルの信号ＲＬであると、第３カウンタ６１８に提供する。
【００７０】
　第１カウンタ６１４は、前記高階調レベルのＲ一次画像信号ＲＨが提供される毎にカウ
ントし、第１ＲカウントデータＧＲＨを第１合算部６４０に提供する。
【００７１】
　第２カウンタ６１６は、前記中階調レベルのＲ一次画像信号ＲＭが提供される毎にカウ
ントし、第２ＲカウントデータＧＲＭを第２合算部６５０に提供する。
【００７２】
　第３カウンタ６１８は、前記低階調レベルのＲ一次画像信号ＲＬが提供される毎にカウ
ントし、第３ＲカウントデータＧＲＬを第３合算部６６０に提供する。
【００７３】
　第２階調判別部６２０は図示していないが、前記した第１階調判別部６１０の構成と同
様にデータ判別部と、３つの第１カウンタで構成され、Ｇ一次画像信号のハイ、中間、及
びロー階調レベルの数をそれぞれカウントして、第１合算部～第３合算部６４０、６５０
、６６０のそれぞれに出力する。即ち、第２階調判別部６２０は、前記高階調レベルのＧ
一次画像信号ＧＨのカウントされた数である第１ＧカウントデータＧＧＨを第１合算部６
４０に出力し、前記中階調レベルのＧ一次画像信号ＧＭのカウントされた数である第２Ｇ
カウントデータＧＧＭを第２合算部６５０に出力し、前記低階調レベルのＧ一次画像信号
ＧＬのカウントされた数である第３ＧカウントデータＧＧＬを第３合算部６６０に出力す
る。
【００７４】
　第３階調判別部６３０は図示していないが、前記した第１階調判別部６１０の構成と同
様にデータ判別部と、３つの第１カウンタで構成され、Ｂ一次画像信号のハイ、中間、及
びロー階調レベルの数をそれぞれカウントして、第１合算部～第３合算部６４０、６５０
、６６０のそれぞれに出力する。即ち、第３階調判別部６３０は、前記高階調レベルのＢ
一次画像信号ＢＨのカウントされた数である第１ＢカウントデータＧＢＨを第１合算部６
４０に出力し、前記中階調レベルのＢ一次画像信号ＢＭのカウントされた数である第２Ｂ
カウントデータＧＢＭを第２合算部６５０に出力し、前記低階調レベルのＢ一次画像信号
ＢＬのカウントされた数である第３ＢカウントデータＧＢＬを第３合算部６６０に出力す
る。
【００７５】
　第１合算部６４０は、前記ＲＧＢ一次画像信号のそれぞれのハイ階調レベルによる数で
ある第１ＲカウントデータＧＲＨ、第１ＧカウントデータＧＧＨ、及び第１Ｂカウントデ
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ータＧＢＨを合算して、第１合算データ６４１を比較部６７０に出力する。
【００７６】
　第２合算部６５０は、前記ＲＧＢ一次画像信号のそれぞれの中間階調レベルによる数で
ある第２ＲカウントデータＧＲＭ、第２ＧカウントデータＧＧＭ、及び第２Ｂカウントデ
ータＧＢＭを合算して、第２合算データ６５１を比較部６７０に出力する。
【００７７】
　第３合算部６６０は、前記ＲＧＢ一次画像信号のそれぞれのロー階調レベルによる数で
ある第３ＲカウントデータＧＲＬ、第３ＧカウントデータＧＧＬ、及び第３Ｂカウントデ
ータＧＢＬを合算して、第３合算データ６６１を比較部６７０に出力する。
【００７８】
　比較部６７０は、前記第１合算データ～第３合算データ６４１、６５１、６６１を比較
して、前記階調特性信号１１１ａを出力する。
【００７９】
　図１８は、前記した図１６の彩度判別部１１４を説明するための図である。
【００８０】
　図１８を参照すると、本発明の実施例による彩度判別部１１４は、抽出部７１０、除算
部７２０、彩度レベル比較部７３０、カウンティング部７４０、及び合算器（比較器）７
５０を含む。
【００８１】
　抽出部７１０は、前記第１一次画像信号～第３一次画像信号のうち、最大階調に対応す
る一次画像信号ＧＭＡＸと最小階調に対応する一次画像信号ＧＭＩＮを抽出して、除算部
７２０に提供する。
【００８２】
　除算部７２０は、前記最小階調に対応する一次画像信号ＧＭＩＮを前記最大階調に対応
する一次画像信号ＧＭＡＸで除算し、除算値ＧＭＩＮ／ＧＭＡＸを彩度レベル比較部７３
０に提供する。
【００８３】
　彩度レベル比較部７３０は、前記除算部７２０による除算値ＧＭＩＮ／ＧＭＡＸに基づ
いて、ハイ彩度レベル信号Ｈ、又はロー彩度レベル信号Ｌをカウンティング部７４０に出
力する。
【００８４】
　カウンティング部７４０は、ハイ彩度カウンタ（Ｈカウンタ）７４２とロー彩度カウン
タ（Ｌカウンタ）７４４で構成され、前記ハイ彩度レベル信号Ｈをカウントして、ハイ彩
度レベル信号のカウント値ＣＨを合算器７５０に出力し、前記ロー彩度レベル信号Ｌをカ
ウントして、ロー彩度レベル信号のカウント値ＣＬを合算器７５０に出力する。
【００８５】
　合算器７５０は、外部から印加される垂直同期信号Ｖｓｙｎｃに同期して、一フレーム
の間前記ハイ彩度レベル信号のカウント値ＣＨとロー彩度レベル信号のカウント値ＣＬと
の比較を通じて、ハイ又はローに対応する彩度特性信号１１１ｂを出力する。
【００８６】
　例えば、前記ハイ彩度レベル信号のカウント値ＣＨがロー彩度レベル信号のカウント値
ＣＬより非常に大きい場合（例えば、２倍）には、ハイに対応する彩度特性信号１１１ｂ
を出力する。又、前記ハイ彩度レベル信号のカウント値ＣＨが、ロー彩度レベル信号のカ
ウント値ＣＬより非常に小さい場合（例えば、０.５倍）には、ローに対応する彩度特性
信号１１１ｂを出力する。勿論、前記ハイ彩度レベル信号のカウント値ＣＨとロー彩度レ
ベル信号のカウント値ＣＬがほぼ類似な場合には、中間に対応する彩度特性信号１１１ｂ
を出力することもできる。
【００８７】
　図１９は、前記した図５のマルチカラー変換部を説明するための図である。
【００８８】
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　図１９を参照すると、本発明の実施例によるマルチカラー変換部１２０は、カラー拡張
部１２２及び輝度補正部１２４で構成され、前記階調特性信号１１１ａと彩度特性信号１
１１ｂに基づいて、前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂを前記多色画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、
Ｃ、Ｍ、Ｙに変更して、データ駆動部２００に出力する。
【００８９】
　カラー拡張部１２２は、前記一次画像信号Ｒ、Ｇ、Ｂを一次多色画像信号Ｒ２、Ｇ２、
Ｂ２、Ｃ１、Ｍ１、Ｙ１に変換して、輝度補正部１２４に提供する。
【００９０】
　輝度補正部１２４は、前記階調特性信号と彩度特性信号に基づいて、前記一次多色画像
信号の輝度を補正して、前記多色画像信号Ｒ１、Ｇ１、Ｂ１、Ｃ、Ｍ、Ｙをデータ駆動部
２００に出力する。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　以上で説明したように、一般的にマルチカラー表示は、基本的に高彩度の色が表現でき
る最大輝度と低彩度の色が表現できる最大輝度との差が、ＲＧＢ３原色表示より大きい。
これにより、高彩度の色は相対的に暗く見え、低彩度の色は明るく見えるという問題点が
発生する。
【００９２】
　しかし、本発明によると、入力される一次画像信号の階調特性と彩度特性を考慮して、
マルチカラーを表示する時、一次画像信号を適応的にカラー信号の階調を変更するように
処理し、光源の強度を一次画像信号によって調節する。これにより、マルチカラー表示時
、高彩度の色輝度が低くなるという問題点を克服できるので、自然色に近い色を表示でき
る。
【００９３】
　以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明
が属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れる
ことなく、本発明を修正または変更できる。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】ピクセル構造の例を説明するための図である。
【図２】ピクセル構造の例を説明するための図である。
【図３】ピクセル構造の例を説明するための図である。
【図４】本発明の実施例による液晶表示装置を説明するための図である。
【図５】本発明による拡張されたカラー領域を説明するための図である。
【図６】本発明による彩度対階調による適応型カラー変換及び輝度増大機能を説明するた
めの図である。
【図７】本発明による彩度対階調による適応型カラー変換及び輝度増大機能を説明するた
めの図である。
【図８】本発明による彩度対階調による適応型カラー変換及び輝度増大機能を説明するた
めの図である。
【図９】本発明による彩度対階調による適応型カラー変換及び輝度増大機能を説明するた
めの図である。
【図１０】本発明による彩度対階調による適応型カラー変換及び輝度増大機能を説明する
ための図である。
【図１１】本発明による彩度対階調による適応型カラー変換及び輝度増大機能を説明する
ための図である。
【図１２】本発明による彩度対階調による適応型カラー変換及び輝度増大機能を説明する
ための図である。
【図１３】本発明の実施例による液晶表示装置の駆動方法を説明するための流れ図である
。
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【図１４】本発明の実施例による液晶表示装置の駆動方法を説明するための流れ図である
。
【図１５】本発明の実施例による液晶表示装置の駆動方法を説明するための流れ図である
。
【図１６】図４の変換－制御部を説明するための図である。
【図１７】図１６の階調判別部を説明するための図である。
【図１８】図１６の彩度判別部を説明するための図である。
【図１９】図５のマルチカラー変換部を説明するための図である。
【符号の説明】
【００９５】
１００　　変換－制御部
１１０　　判別部
１１２　　階調判別部
１１４　　彩度判別部
１２０　　マルチカラー変換部
１２２　　カラー拡張部
１２４　　輝度補正部
１３０　　バックライト制御部
２００　　データ駆動部
３００　　バックライト部
４００　　スキャン駆動部
５００　　液晶パネル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(23) JP 4679876 B2 2011.5.11

【図１９】
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