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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルと、
　表示パネル上のパネル欠陥位置についての位置データ及び補償データが保存されるメモ
リと、
　前記表示パネルに表示される赤、緑、青のビデオ信号から輝度、色差信号を算出し、前
記輝度信号のデータビット数を拡張して、前記ビット数が拡張された輝度信号を発生させ
る第１変換器と、
　前記メモリを参照して、前記パネル欠陥位置の前記拡張された輝度信号を前記補償デー
タで増減して、補正された輝度信号を発生させる補償部と、
　前記色差信号及び前記補正された輝度信号から赤、緑、青の信号を算出し、前記算出さ
れた赤、緑、青の信号のビット数を縮少して、補正されたビデオ信号を発生させる第２変
換器と、
　前記第２変換器から出力されたビデオ信号を前記表示パネルに表示する前記表示パネル
の駆動回路と、を備えることを特徴とする平板表示装置。
【請求項２】
　前記補償データは、前記パネル欠陥位置の位置別、前記パネル欠陥位置に表示されるデ
ータの階調別に異なって設定されることを特徴とする請求項１に記載の平板表示装置。
【請求項３】
　前記補償データは、前記輝度信号を補償するための値に設定されることを特徴とする請
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求項１に記載の平板表示装置。
【請求項４】
　前記メモリは、データの更新が可能なメモリを含むことを特徴とする請求項１に記載の
平板表示装置。
【請求項５】
　前記メモリは、ＥＥＰＲＯＭとＥＤＩＤ　ＲＯＭのうちいずれか一つを含むことを特徴
とする請求項４に記載の平板表示装置。
【請求項６】
　前記表示パネルは、複数のデータラインと複数のゲートラインとが交差し、複数の液晶
セルが配置される液晶表示パネルを備え、
　前記表示パネルの駆動回路は、
　前記補正されたビデオ信号を前記データラインに供給するデータ駆動回路と、
　前記ゲートラインにスキャンパルスを供給するためのゲート駆動回路と、
　前記データ駆動回路と、前記ゲート駆動回路を制御し、前記第２変換器からのビデオ信
号を前記データ駆動回路に供給するためのタイミングコントローラと、を備えることを特
徴とする請求項１に記載の平板表示装置。
【請求項７】
　前記補償部は、前記タイミングコントローラと共に集積されてワンチップ化されること
を特徴とする請求項６に記載の平板表示装置。
【請求項８】
　第１変換器で、表示パネルに表示される赤、緑、青のビデオ信号から輝度、色差信号を
算出し、前記輝度信号のデータビット数を拡張して、前記ビット数が拡張された輝度信号
を発生させるステップと、
　補償部で、メモリーにあらかじめ保存されたパネル欠陥位置データ及び補償データ利用
して、前記パネル欠陥位置の前記拡張された輝度信号を前記補償データで増減して、補正
された輝度信号を発生させるステップと、
　第２変換器で、前記色差信号及び前記補正された輝度信号から赤、緑、青の信号を算出
し、前記算出された赤、緑、青の信号のビット数を縮少して、補正されたビデオ信号を発
生させるステップと、
　前記表示パネルの駆動回路で、前記第２変換器から出力されたビデオ信号を前記表示パ
ネルに表示するステップと、を含むことを特徴とする平板表示装置の画質制御方法。
【請求項９】
　前記補償データは、前記パネル欠陥位置の位置別、前記パネル欠陥位置に表示されるデ
ータの階調別に異なって設定されることを特徴とする請求項８に記載の平板表示装置の画
質制御方法。
【請求項１０】
　前記補償データは、前記輝度信号を補償するための値に設定されることを特徴とする請
求項８に記載の平板表示装置の画質制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に係り、特に、回路を利用してパネル欠陥を電気的に補償すること
によって、画質を向上させる平板表示装置及びその画質制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、陰極線管の短所である重量及び体積を減少できる各種の平板表示装置が叫ばれて
いる。このような平板表示装置としては、液晶表示装置（ＬＣＤ）、電界放出表示装置（
ＦＥＤ）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）及び有機発光素子（ＯＬＥＤ）表示装
置などがある。
【０００３】
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　このような平板表示装置は、画像を表示するための表示パネルを備え、このような表示
パネルには、テスト過程でパネル欠陥が表示画像でむらとして表れる現象が発見されてい
る。ここで、むらとは、表示画面上、輝度差を伴う表示むらをいう。
【０００４】
　パネル欠陥は、ほとんど製造工程で発生し、その発生原因によって、点、線、帯、円、
多角形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１ないし図３に示した。図１は、不定型のパネル欠
陥を示し、図２は、垂直の帯状のパネル欠陥を示し、図３は、点状のパネル欠陥を示す。
そのうち、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、点状のパネル欠陥は、主に異物質などにより発生する。このようなパネル欠陥位置に
表示される画像は、周辺の非欠陥領域に比べてさらに暗いか、またはさらに明るく見られ
、また、他の非欠陥領域に比べて色差が異なることになる。
【０００５】
　このようなパネル欠陥は、その程度によって製品の不良につながることもあり、このよ
うな製品の不良は、収率を低下させ、これは、コストの上昇と連結される。また、たとえ
このようなパネル欠陥が発見された製品が良品で出荷されるとしても、パネル欠陥により
低下した画質は、製品の信頼度を低下させる。
【０００６】
　したがって、パネル欠陥を改善するために、多様な方法が提案されてきた。しかし、従
来の改善方案は、ほとんど製造工程上で問題点を解決しようとするものであり、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短所がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、回路を利用してパネル欠陥を電気的に補償することによって、画質を
向上させる平板表示装置及びその画質制御方法を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明による平板表示装置は、表示パネル、表示パネル上
のパネル欠陥位置についての位置情報及び補償値が保存されるメモリ、前記表示パネルに
表示されるビデオ信号の赤、緑、青の信号から輝度、色差信号を算出し、前記輝度信号の
データビット数を拡張して、拡張された輝度信号を発生させる第１変換器、前記メモリを
参照して、前記パネル欠陥位置に表示されるビデオ信号の前記拡張された輝度信号を前記
補償値で増減して、補正された輝度信号を発生させる補償部、前記色差信号及び前記補正
された輝度信号から赤、緑、青の信号を算出し、前記算出された赤、緑、青の信号のビッ
ト数を縮少して、補正されたビデオ信号を発生させる第２変換器、及び前記補正されたビ
デオ信号及び補正されていないビデオ信号を利用して、前記表示パネルを駆動する駆動回
路を備える。
【０００９】
　前記補償値は、前記パネル欠陥位置の位置別、前記パネル欠陥位置に表示されるデータ
の階調別に異なって設定される。
【００１０】
　前記補償値は、前記輝度信号を補償するための値に設定される。
【００１１】
　前記メモリは、データの更新が可能なメモリを含む。
【００１２】
　前記メモリは、ＥＥＰＲＯＭとＥＤＩＤ ＲＯＭのうちいずれか一つを含む。
【００１３】
　前記表示パネルは、複数のデータラインと複数のゲートラインとが交差し、複数の液晶
セルが配置される液晶表示パネルを備え、前記駆動回路は、前記補正データを前記データ
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ラインに供給するデータ駆動回路、前記ゲートラインにスキャンパルスを供給するための
ゲート駆動回路、及び前記駆動回路を制御し、前記補正データを前記データ駆動回路に供
給するためのタイミングコントローラを備える。
【００１４】
　前記補償部は、前記タイミングコントローラに内蔵される。
【００１５】
　本発明による平板表示装置の画質制御方法は、表示パネルで他の部分に比べて輝度及び
色度のうちいずれか一つが異なるパネル欠陥位置で輝度及び色差を測定するステップ、前
記パネル欠陥位置に対応する補償値を設定するステップ、前記表示パネルに表示されるビ
デオ信号の赤、緑、青の信号から輝度、色差信号を算出し、前記輝度信号のデータビット
数を拡張して、拡張された輝度信号を発生させるステップ、前記パネル欠陥位置に表示さ
れるビデオ信号の前記拡張された輝度信号を前記補償値で増減して、補正された輝度信号
を発生させるステップ、前記色差信号及び前記補正された輝度信号から赤、緑、青の信号
を算出し、前記算出された赤、緑、青の信号のビット数を縮少して、補正されたビデオ信
号を発生させるステップ、及び前記補正されたビデオ信号及び補正されていないビデオ信
号を利用して、前記表示パネルを駆動するステップを含む。
【００１６】
　前記補償値は、前記パネル欠陥位置の位置別、前記パネル欠陥位置に表示されるデータ
の階調別に異なって設定される。
【００１７】
　前記補償値は、前記輝度信号を補償するための値に設定される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明による平板表示装置及びその画質制御方法は、多様な形態に発生するパネル欠陥
を電気的に補償して自然かつ高級な画質を具現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図４ないし図９を参照して、本発明の望ましい実施形態について説明する。
【００２０】
　図４は、本発明の実施形態による平板表示装置の画質制御方法を示す図面である。
【００２１】
　図４に示すように、本発明の実施形態による平板表示装置の画質制御方法は、まず、パ
ネル欠陥を補償するために、カメラなどの測定装備を利用して試片の平板表示装置に入力
信号を印加した後、画面状態を測定する（ステップ４０２）。ステップ４０２で、本発明
の実施形態による平板表示装置の画質制御方法は、平板表示装置の入力信号を最低階調（
Ｂｌａｃｋ）から最高階調（Ｗｈｉｔｅ）に一階調ずつ増加させつつ、試片の平板表示装
置の表示画像を、その試片の平板表示装置よりさらに高い解像度を有し、さらに高い輝度
分解能を有するカメラなどの測定装備で測定する。例えば、本発明の実施形態による平板
表示装置の画質制御方法は、ＲＧＢそれぞれ８ビットずつ入力信号を受け、１３６６×７
６８の解像度を有する平板表示装置の場合、０から２５５階調まで総２５６個の画面を測
定し、このとき、測定された各画面は、１３６６×７６８以上の解像度を有し、輝度は、
最小８ビット以上の解像度を有さねばならない。
【００２２】
　このように測定された結果に基づいて、本発明の実施形態による平板表示装置の画質制
御方法は、パネル欠陥を把握した後（ステップ４０４）、その結果、試片の平板表示装置
にパネル欠陥が存在すると判断されれば、本発明の実施形態による平板表示装置の画質制
御方法は、パネル欠陥の位置、各階調でそのパネル欠陥位置で表す輝度差または色差を伴
うむらを決定する（ステップ４０６）。
【００２３】
　本発明は、パネル欠陥位置で各階調に対応してむらを補償するための補償値を決定し（
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ステップ４０８）、その補償値をパネル欠陥の位置によって輝度の不均一程度が異なるた
め、位置別、階調別に最適化する（ステップ４１０）。例えば、本発明は、図５のような
ガンマ特性を考慮して、各階調別に補償値を最適化する。したがって、補償値は、各階調
別に設定されるか、または図５で複数の階調を含む階調区間Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ別に設定され
る。例えば、補償値は、‘パネル欠陥１’位置で‘＋１’、‘パネル欠陥２’位置で‘－
１’、‘パネル欠陥３’位置で‘０’と位置別に最適化された値に設定され、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’と階調区間別に最適化された値に設定される。したがって、補償値は、同じパ
ネル欠陥位置で階調別に異なり、また、同じ階調でパネル欠陥位置別に異なりうる。この
ような補償値は、一つのピクセルのＲ／Ｇ／Ｂデータそれぞれに同じ値に決定されて、Ｒ
／Ｇ／Ｂサブピクセルを含んだ一つのピクセル単位に決定される。このように決定された
補償値は、Ｒ／Ｇ／Ｂサブピクセルを含んだピクセルの輝度情報を表すＹ、及び色差情報
を表すＵ／Ｖのうち輝度情報を表すＹについての補償値に変換する。このように決定され
た補償値（Ｙについての補償値）は、パネル欠陥位置データと共にルックアップテーブル
としてテーブル化されて不揮発性メモリに保存される。
【００２４】
　図４及び図６に示すように、本発明の実施形態による平板表示装置の画質制御方法は、
前記補償値を利用してパネル欠陥位置に表示される入力デジタルビデオデータ100に選択
的に加算または減算して、該当デジタルビデオデータ100を変調する（ステップ４１２）
。これを詳細に説明すれば、図４のステップ４１２は、入力されるＲ／Ｇ／Ｂデジタルビ
デオデータをＹ／Ｕ／Ｖデジタルビデオデータに変換すると共に、このＹ／Ｕ／Ｖデジタ
ルビデオデータのうちＹデータのビット数を拡張する。そして、このＹ／Ｕ／Ｖデジタル
ビデオデータが表示される位置及び階調を判断して、このＹ／Ｕ／Ｖ入力デジタルビデオ
データがパネル欠陥位置に表示されるデータと判断されれば、Ｙデータに既定の補償値を
加算または減算する。そして、Ｙデータが補償値で増減されたＹ／Ｕ／Ｖデジタルビデオ
データをＲ／Ｇ／Ｂデジタルビデオデータに変換して表示装置の画面に表示することによ
って、表示むらを補償する。
【００２５】
　ステップ４１２のために、本発明による平板表示装置は、ビデオデータを入力されて、
それを変調して表示パネル１１１を駆動する駆動部１１０に供給する補償回路１０５を備
える。
【００２６】
　図７は、本発明の実施形態によるＬＣＤを示す図面である。
【００２７】
　図７に示すように、本発明の実施形態によるＬＣＤは、データライン１０６とゲートラ
イン１０８とが交差し、その交差部に、液晶セルＣｌｃを駆動するためのＴＦＴが形成さ
れた液晶表示パネル１０３、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉと既定の補償値
を利用して補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃとを発生させる補償回路１
０５、補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを利用してデータライン１０６
を駆動するデータ駆動回路１０１、ゲートライン１０６にスキャンパルスを供給するゲー
ト駆動回路１０２、及びデータ駆動回路１０１とゲート駆動回路１０２とを制御するタイ
ミングコントローラ１０４を備える。
【００２８】
　液晶表示パネル１０３は、二枚の基板（ＴＦＴ基板、カラーフィルタ基板）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１０８
は、相互直交する。データライン１０６とゲートライン１０８の交差部に形成されたＴＦ
Ｔは、ゲートライン１０８からのスキャン信号に応答して、データライン１０６を経由し
て供給されるアナログガンマ補償電圧を液晶セルＣｌｃの画素電極に供給する。カラーフ
ィルタ基板上には、図示していないブラックマトリックス、カラーフィルタ及び共通電極
が形成される。この液晶表示パネル１０３上で、一つのピクセルは、Ｒサブピクセル、Ｇ
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サブピクセル及びＢサブピクセルを含む。一方、カラーフィルタ基板に形成される共通電
極は、電界印加方式によってＴＦＴ基板に形成される。ＴＦＴ基板及びカラーフィルタ基
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。
【００２９】
　補償回路１０５は、システムインターフェースから入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇ
ｉ／Ｂｉを供給されて、パネル欠陥の位置に供給される入力デジタルビデオデータＲｉ／
Ｇｉ／Ｂｉを既定の補償値を利用して変調することによって、補正されたデジタルビデオ
データＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発生させる。このような補償回路１０５については、後述する
。
【００３０】
　タイミングコントローラ１０４は、補償回路１０５を経由して供給される垂直／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
を利用して、ゲート駆動回路１０２を制御するためのゲート制御信号ＧＤＣ、データ駆動
回路１０１を制御するためのデータ制御信号ＤＤＣを発生させると共に、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
１０１に供給する。
【００３１】
　データ駆動回路１０１は、補正されたデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを入力さ
れて、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に変換して
、タイミングコントローラ１０４の制御下で液晶表示パネル１０３のデータライン１０６
に供給する。
【００３２】
　ゲート駆動回路１０２は、スキャン信号をゲートライン１０８に供給することによって
、そのゲートライン１０８に接続されたＴＦＴをターンオンさせて、データのピクセル電
圧、すなわちアナログガンマ補償電圧が供給される１水平ラインの液晶セルＣｌｃを選択
する。データ駆動回路１０１から発生するアナログガンマ補償電圧は、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。
【００３３】
　以下、図８及び図９を参照して、補償回路１０５について詳細に説明する。
【００３４】
　図８に示すように、補償回路１０５は、液晶表示パネル１０３上のパネル欠陥位置につ
いての位置情報と補償値とが保存されるメモリ１１６、入力された入力Ｒ／Ｇ／Ｂデジタ
ルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉを入力Ｙ／Ｕ／ＶデジタルビデオデータＹｉ／Ｕｉ／Ｖ
ｉに変換する第１変換器１２０、メモリ１１６からのパネル欠陥位置の位置情報と補償値
とを利用して、パネル欠陥位置に表示される入力Ｙ／Ｕ／ＶデジタルビデオデータＹｉ／
Ｕｉ／Ｖｉを変調して、補正されたＹ／Ｕ／ＶデジタルビデオデータＹｃ／Ｕｉ／Ｖｉを
発生させる補償部１１５、補正されたＹ／Ｕ／ＶデジタルビデオデータＹｃ／Ｕｉ／Ｖｉ
をＲ／Ｇ／Ｂデジタルビデオデータに変換して、補正されたＲ／Ｇ／Ｂデジタルビデオデ
ータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃを発生させる第２変換器１２１、補償回路１０５と外部システムと
の通信のためのインターフェース回路１１７、及びインターフェース回路１１７を経由し
てメモリ１１８に保存されるデータが臨時保存されるレジスタ１１８を備える。
【００３５】
　メモリ１１６には、パネル欠陥の位置データと共に、パネル欠陥の各位置別に入力Ｙ／
Ｕ／ＶデジタルビデオデータＹｉ／Ｕｉ／Ｖｉの階調、すなわちＹデータによる補償値に
ついてのデータが保存される。ここで、Ｙデータによる補償値とは、Ｙデータが表す各階
調に対応して設定される補償値、または二つ以上の階調を含む階調区間に対応して設定さ
れる補償値をいう。階調区間に対応して補償値が設定される場合、メモリ１１６には、階
調区間についての情報、すなわち階調区間が含む階調についての情報も保存される。メモ
リ１１６は、外部システムからの電気的信号により、パネル欠陥位置及び補償値について
のデータの更新が可能な電気的消却・プログラム可能型読取専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）
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などの不揮発性メモリを含む。
【００３６】
　一方、ＥＥＰＲＯＭの代わりに拡張ディスプレー認識データ読取専用メモリ（ＥＤＩＤ
 ＲＯＭ）へパネル欠陥補償関連のデータを伝送し、ＥＤＩＤ ＲＯＭは、そのパネル欠陥
補償関連のデータを別途の保存空間に保存することもできる。ＥＤＩＤ ＲＯＭには、パ
ネル欠陥補償関連のデータ以外に、モニタ情報データとして販売者／生産者識別情報及び
基本表示素子の変数及び特性などが保存されている。ＥＥＰＲＯＭの代わりにＥＤＩＤ 
ＲＯＭにパネル欠陥補償データを保存する場合に、ＲＯＭ記録器（図示せず）は、データ
 ディスプレー チャネル（ＤＤＣ）を通じてパネル欠陥補償データを伝送する。以下、パ
ネル欠陥補償データが保存されるメモリは、ＥＥＰＲＯＭと仮定して説明する。
【００３７】
　インターフェース回路１１７は、補償回路１０５と外部システムとの通信のための構成
であって、このインターフェース回路１１７は、Ｉ２Ｃなどの通信標準プロトコル規格に
合わせて設計される。外部システムでは、このインターフェース回路１１７を通じてメモ
リ１１６に保存されたデータを読み取るか、または修正できる。すなわち、メモリ１１６
に保存されたピクセル位置ＰＤ及び補償値ＣＤについてのデータは、工程上変化、適用モ
デル間の差のような理由により更新が要求され、ユーザーは、更新しようとするピクセル
位置ＵＰＤ及び補償値ＵＣＤについてのデータを外部システムから供給して、メモリ１１
６に保存されたデータを修正できる。
【００３８】
　レジスタ１１８には、メモリ１１６に保存されたピクセル位置ＰＤ及び補償値ＣＤを更
新するために、インターフェース回路１１７を通じて伝送されるピクセル位置ＵＰＤ及び
補償値ＵＣＤのデータが臨時保存される。
【００３９】
　第１変換器１２０は、下記の数式１ないし数式３を利用したコーディング過程を経て、
８／８／８ビットのＲ／Ｇ／Ｂデータを有する入力Ｒ／Ｇ／ＢデジタルビデオデータＲｉ
／Ｇｉ／Ｂｉを、１０／１０／１０ビットのＹ／Ｕ／Ｖデータを有する入力Ｙ／Ｕ／Ｖデ
ジタルビデオデータＹｉ／Ｕｉ／Ｖｉに変換する。ここで、Ｙ／Ｕ／ＶデータのうちＹデ
ータは、輝度情報を含むデータであり、Ｕ／Ｖデータは、色差情報を含むデータである。
【００４０】
［数式１］
Y=0.299Ri+0.587Gi+0.114Bi
【００４１】
［数式２］
U=-0.147Ri-0.289Gi+0.436Bi=0.492(Bi-Y)
【００４２】
［数式３］
V=0.615Ri-0.515Gi-0.100Bi=0.877(Ri-Y)
【００４３】
　補償部１１５は、第１変換器１２０から入力Ｙ／Ｕ／ＶデジタルビデオデータＹｉ／Ｕ
ｉ／Ｖｉを供給されて、この入力Ｙ／Ｕ／ＶデジタルビデオデータＹｉ／Ｕｉ／Ｖｉがパ
ネル欠陥位置に表示されるデータであれば、この入力Ｙ／Ｕ／ＶデジタルビデオデータＹ
ｉ／Ｕｉ／ＶｉのうちＹデータを既定の補償値で増減して、補正されたＹ／Ｕ／Ｖデジタ
ルビデオデータＹｃ／Ｕｉ／Ｖｉを発生させる。
【００４４】
　このために、補償部１１５は、図９に示すように、入力Ｙ／Ｕ／Ｖデジタルビデオデー
タＹｉ／Ｕｉ／Ｖｉの位置を判断する位置判断部１２５、入力Ｙ／Ｕ／Ｖデジタルビデオ
データＹｉ／Ｕｉ／Ｖｉの階調領域を分析する階調分析部１２６、位置判断部１２５及び
階調分析部１２６から供給される入力Ｙ／Ｕ／ＶデジタルビデオデータＹｉ／Ｕｉ／Ｖｉ
の位置及び階調情報を利用して、メモリ１１６から補償値を読み取るためのリードアドレ
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スを生成するアドレス生成部１２７、及びメモリ１１６からローディングされた補償値で
入力Ｙ／Ｕ／ＶデジタルビデオデータＹｉ／Ｕｉ／ＶｉのＹデータＹｉを増減する演算器
１２８を備える。
【００４５】
　位置判断部１２５は、垂直／水平同期信号Ｖｓｙｎｃ，Ｈｓｙｎｃ、ドットクロックＤ
ＣＬＫ及びデータイネーブル信号ＤＥのうちいずれか一つ以上を利用して、入力Ｙ／Ｕ／
ＶデジタルビデオデータＹｉ／Ｕｉ／Ｖｉが液晶表示パネル１０３上に表示される位置を
判断する。例えば、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、入力Ｙ／Ｕ／ＶデジタルビデオデータＹｉ／Ｕｉ／Ｖｉが液晶表示パネル１０３
上に表示される位置を判断できる。
【００４６】
　階調分析部１２６は、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調領域を分析す
る。すなわち、入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの階調、またはこの階調が含
まれる階調区間について分析する。
【００４７】
　アドレス生成部１２７は、位置判断部１２５からの入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇ
ｉ／Ｂｉの位置情報と、階調分析部１２６からの入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／
Ｂｉの階調情報とを供給されて、この入力デジタルビデオデータＲｉ／Ｇｉ／Ｂｉの位置
及び階調に該当する位置データ及び補償値が保存されたメモリ１１６のアドレスをアクセ
スするためのリードアドレスを生成する。

【００４８】
　演算器１２８は、アドレス生成部１４７により生成されたリードアドレスに該当するメ
モリ１１６のアドレスからローディングされた補償値で入力Ｙ／Ｕ／Ｖデジタルビデオデ
ータＹｉ／Ｕｉ／ＶｉのＹデータＹｉを増減して、補正されたＹ／Ｕ／Ｖデジタルビデオ
データＹｃ／Ｕｉ／Ｖｉを発生させる。
【００４９】
　第２変換器１２１は、下記の数式４ないし数式６を利用したコーディング過程を経て、
１０／１０／１０ビットのＹ／Ｕ／Ｖデータを有する補正されたＹ／Ｕ／Ｖデジタルビデ
オデータＹｃ／Ｕｉ／Ｖｉを、８／８／８ビットのＲ／Ｇ／Ｂデータを有する補正された
Ｒ／Ｇ／ＢデジタルビデオデータＲｃ／Ｇｃ／Ｂｃに変換する。
【００５０】
［数式４］
R=Yc+1.140Vi
【００５１】
［数式５］
G=Yc-0.395Ui-0.581Vi
【００５２】
［数式６］
B=Yc+2.032Ui
【００５３】
　このように、本発明の実施形態によるＬＣＤは、人の目が色相差よりは輝度差に敏感で
あるという点に着眼して、パネル欠陥位置に表示されるＲ／Ｇ／Ｂビデオデータを輝度成
分と色差成分とが分離されるＹ／Ｕ／Ｖビデオデータに変換し、そのうち輝度情報を含む
Ｙデータのビット数を拡張してパネル欠陥位置の輝度を調節することによって、パネル欠
陥位置についての輝度の微細調節が可能であるという長所がある。
【００５４】
　一方、前記のような補償回路１０５は、タイミングコントローラ１０４と共に、ワンチ
ップ化されて集積され、前記の実施形態では、補償回路１０５をＬＣＤに適用した場合を
例として挙げたが、このような補償回路１０５は、ＬＣＤ以外の他の平板表示装置でもそ
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の適用が可能である。
【００５５】
　前述したように、本発明による平板表示装置及びその画質制御方法は、回路を利用して
多様な発生原因による多様な形状のパネル欠陥に対して適切な対処が可能であるという長
所がある。また、本発明による平板表示装置及びその画質制御方法は、パネル欠陥位置に
表示されるＲ／Ｇ／Ｂビデオデータを輝度成分と色差成分とが分離されるＹ／Ｕ／Ｖビデ
オデータに変換し、そのうち輝度情報を含むＹデータのビット数を拡張してパネル欠陥位
置の輝度を調節することによって、パネル欠陥位置についての輝度の微細調節が可能であ
るので、自然かつ高級な画質の具現が可能である。
【００５６】
　以上説明した内容を通じて、当業者であれば、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で多
様な変更及び修正が可能であるということが分かる。したがって、本発明の技術的範囲は
、明細書の詳細な説明に記載された内容に限定されるものではなく、特許請求の範囲によ
り決まらねばならない。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明は、表示装置関連の技術分野に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】不定型のパネル欠陥を示す図面である。
【図２】垂直の帯状のパネル欠陥を示す図面である。
【図３】点状のパネル欠陥を示す図面である。
【図４】本発明の実施形態によるパネル欠陥補償方法の制御順序を段階的に示すフローチ
ャートである。
【図５】ガンマ特性を示す図面である。
【図６】本発明による平板表示装置を示す図面である。
【図７】本発明の実施形態によるＬＣＤを示す図面である。
【図８】図７の補償回路を示す図面である。
【図９】図８の補償部を示す図面である。
【符号の説明】
【００５９】
１０１ データ駆動回路
１０２ ゲート駆動回路
１０３ 液晶表示パネル
１０４ タイミングコントローラ
１０５ 補償回路
１０６ データライン
１０８ ゲートライン
１１０ 駆動部
１１１ 表示パネル
１１５ 補償部
１１６ メモリ
１１７ インターフェース回路
１１８ レジスタ
１２０ 第１変換器
１２１ 第２変換器
１２５ 位置判断部
１２６ 階調分析部
１２７ アドレス生成部
１２８ 演算器
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