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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源を有するバックライト部と、複数の画素を備えるとともに、前記バックライト部から
の照明光を用いて、情報をカラー表示可能に構成された表示部を具備する表示装置であっ
て、
　前記バックライト部に設定されるとともに、前記表示部に設けられた複数の表示エリア
に対して、前記光源の光をそれぞれ入射させる複数の照明エリアと、
　入力された映像信号を用いて、前記バックライト部及び前記表示部の駆動制御を行う制
御部を備え、
　前記バックライト部には、前記照明エリア毎に、白色光に混色可能な２色以上の光源が
設けられ、かつ、
　前記２色以上の光源では、オフセット輝度が互いに独立して設定され、
　前記表示部には、前記画素単位にカラーフィルタが設けられ、
　前記制御部には、入力された映像信号を用いて、前記複数の各照明エリアから対応する
表示エリアに入射される光の輝度値を前記光源毎に決定して、前記バックライト部の駆動
制御を行うバックライト制御部が設けられ、
　前記バックライト制御部には、前記カラーフィルタの所定のＣＦ特性及び前記光源の所
定の発光特性を基に予め定められた補正係数を使用して、前記光源毎に決定した輝度値を
補正して決定する輝度決定部が設けられている、
　ことを特徴とする表示装置。
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【請求項２】
前記光源には、赤色、緑色、及び青色の各色光を発光する発光素子が用いられ、
　前記表示部には、前記画素単位にカラーフィルタが設けられ、
　前記制御部には、入力された映像信号を用いて、前記複数の各照明エリアから対応する
表示エリアに入射される光の輝度値を前記光源毎に決定して、前記バックライト部の駆動
制御を行うバックライト制御部が設けられ、
　前記バックライト制御部には、入力された映像信号を用いて、決定された緑色の輝度値
と青色の輝度値とを比較するとともに、これらの輝度値のうち、いずれか大きい輝度値を
、前記緑色の輝度値及び前記青色の輝度値として決定する輝度決定部が設けられている請
求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
前記制御部には、前記バックライト制御部からの前記光源毎の輝度値を用いて、入力され
た映像信号を補正し、かつ、補正後の映像信号に基づき前記表示部の駆動制御を画素単位
に行う表示制御部が設けられ、
　前記表示制御部には、前記ＣＦ特性を用いて、入力された映像信号を補正する色補正演
算部が設けられている請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
前記表示制御部は、予め設定されたＰＳＦ（点広がり関数）のデータを用いて、前記バッ
クライト制御部からの前記光源毎の輝度値を補正する請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
前記バックライト制御部は、予め設定されている最小オフセット輝度の値を用いて、前記
輝度決定部で決定された光源の輝度値を補正する請求項１～４のいずれか１項に記載の表
示装置。
【請求項６】
前記バックライト制御部は、前記照明エリア毎に、隣接する照明エリアとの間での輝度バ
ランスが所定のバランス範囲内の値となるように、前記輝度決定部で決定された光源毎の
輝度値を補正する請求項１～５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
前記バックライト制御部は、前記表示部での前回の表示動作との整合性が確保されるよう
に、前記輝度決定部で決定された光源毎の輝度値を補正する請求項１～６のいずれか１項
に記載の表示装置。
【請求項８】
前記２色以上の光源は、発光色が互いに異なる発光ダイオードである請求項１～７のいず
れか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、特に液晶表示装置などの非発光型の表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば液晶表示装置は、在来のブラウン管に比べて薄型、軽量などの特長を有す
るフラットパネルディスプレイとして、液晶テレビ、モニター、携帯電話などに幅広く利
用されている。このような液晶表示装置には、光を発光するバックライト装置と、バック
ライト装置に設けられた光源からの光に対しシャッターの役割を果たすことで所望画像を
表示する液晶パネルとが含まれている。
【０００３】
　また、上記バックライト装置では、液晶パネルに対する光源の配置の仕方によって直下
型とエッジライト型とに大別されるが、２０インチ以上の液晶パネルを備えた液晶表示装
置では、エッジライト型よりも高輝度・大型化を図り易い直下型のバックライト装置が一
般的に使用されている。また、直下型のバックライト装置では、拡散板を介在させて液晶
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パネルに対向して配置される複数本の冷陰極蛍光管（ＣＣＦＬ：Cold Cathode Fluoresce
nt Lamp）などのランプ（放電管）を有するものが主流であった。しかるに、このような
放電管には、水銀が含まれており、廃棄する放電管のリサイクルや環境の保護などを行い
難かった。そこで、水銀レスの発光ダイオード（ＬＥＤ：Light Emitting Diode）を光源
に用いたバックライト装置が開発され、実用化されている。
【０００４】
　また、ＬＥＤを用いたバックライト装置では、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、及び青色（Ｂ
）の各色光を発光する三色のＬＥＤ、白色（Ｗ）のＬＥＤ、またはこれとＲＧＢのＬＥＤ
を組み合わせたＬＥＤユニットが用いられており、当該バックライト装置は、多数個のＬ
ＥＤユニットをマトリックス状にアレイ配置した構成とされている。
【０００５】
　また、上記のようなＬＥＤバックライト装置を用いた従来の液晶表示装置には、外部か
ら入力される色信号に対して色再現範囲を改善したり、周囲輝度や周囲温度の測定結果に
従って、色バランスやホワイトバランスを制御したりするものが提案されている（例えば
、特開２００５－２３４１３４号公報、特開２００５－３３８８５７号公報、及び特開２
００５－１７３２４号公報参照。）。
【０００６】
　また、上記のようなＬＥＤバックライト装置を用いた従来の液晶表示装置には、例えば
特開２００６－３４３７１６号公報に記載されているように、液晶パネルを複数の領域（
エリア）に分割するとともに、分割されたエリアに応じて、ＬＥＤによって発生された光
の輝度を選択的に制御する駆動部を設けることにより、冷陰極蛍光管をバックライト装置
に用いた在来の液晶表示装置の画質を改善し、かつ、消費電力を低減させる駆動方法（以
下、“エリアアクティブ駆動”という。）を実施するものも提供されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記のような従来の液晶表示装置では、エリアアクティブ駆動を実施可能に
構成された場合、通常、ＲＧＢのＬＥＤをバックライト装置に用い、各ＲＧＢの輝度バラ
ンスを調節して白色を表現していた。このようなバックライト装置の制御方法には、例え
ばＲＧＢのＬＥＤユニットを白色のグレイスケール（階調）にて駆動する白黒エリアアク
ティブ駆動やＲＧＢのＬＥＤユニットをＲＧＢの各色で独立して駆動するＲＧＢ独立エリ
アアクティブ駆動が実用化されつつある。
【０００８】
　具体的にいえば、白黒エリアアクティブ駆動では、入力された映像信号に含まれたＲＧ
Ｂのいずれかの輝度最大値に、残りの色の輝度値（輝度信号）を揃えて、ＲＧＢのＬＥＤ
ユニットを駆動していた。また、ＲＧＢ独立エリアアクティブ駆動では、入力された映像
信号に含まれたＲＧＢの各色の輝度値に応じて、ＲＧＢのＬＥＤユニットでの対応するＬ
ＥＤの輝度信号が生成され、当該ＬＥＤは駆動されるようになっていた。
【０００９】
　また、ＲＧＢ独立エリアアクティブ駆動では、多数個の各ＬＥＤユニットの輝度信号は
入力された映像信号に応じてそれぞれ互いに相異されるようになっていた。具体的にいえ
ば、ＲＧＢ独立エリアアクティブ駆動では、例えばその１つのＬＥＤユニットが受け持つ
、液晶パネルでのエリアにおいて、入力された映像信号に含まれた輝度信号のうち、最も
高い輝度信号を、当該ＬＥＤユニットの出力輝度信号とし、また１つのＬＥＤユニットが
受け持つ、上記エリア内の液晶パネルの画素数が１００画素であるとする。さらに、この
場合において、ＬＥＤユニットの輝度信号の決定方法には、様々な方法があるが、例えば
１００画素内の映像信号でＲ、Ｇ、Ｂの最も高い輝度信号を抽出し、その抽出した輝度信
号と同じ比でＬＥＤユニットの対応するＬＥＤのＲＧＢの各輝度値（輝度信号）が決定（
変更）されていた。このような決定方法では、例えば１つのＬＥＤユニットにおいて、Ｒ
、Ｇが最大輝度信号、Ｂが中間レベル輝度信号であった場合、バックライト装置は白黄色
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系の光を当該ＬＥＤユニットから発光させることとなった。
【００１０】
　ところが、従来の液晶表示装置では、表示画像での色再現性を改善することができずに
、表示品位の向上を図ることが難しいという問題点があった。つまり、従来の液晶表示装
置において、白黒エリアアクティブ駆動を行った場合、ＲＧＢの各ＬＥＤが同じ輝度信号
（輝度値）によって駆動されるため、色鮮やかな画像を表示できないことがあった。
【００１１】
　一方、従来の液晶表示装置において、ＲＧＢ独立エリアアクティブ駆動を行った場合、
バックライト装置からの光の色が変動するが、従来の液晶表示装置では、液晶パネルに設
けられたカラーフィルタ（Color Filter）によって表示色の色再現性を改善できずに、表
示品位を向上させるのが困難なことがあった。すなわち、従来の液晶表示装置では、ＲＧ
Ｂの各カラーフィルタからの分光（透過）波長の漏れ（カラーフィルタークロストーク）
について、十分に考慮されていないことがあり、液晶表示装置の表示画面での色ずれが視
認されることがあった。
【００１２】
　ここで、図１６～図１８を参照して、従来の液晶表示装置での上記問題点について具体
的に説明する。
【００１３】
　図１６は、カラーフィルタのＣＦ特性及びＲＧＢの各発光ダイオードの発光波長を示す
グラフである。図１７は従来の液晶表示装置において、ＲＧＢ独立エリアアクティブ駆動
及び白黒エリアアクティブ駆動をそれぞれ実施したときでの色再現範囲の色度図（ｘｙ色
度図）である。図１８（ａ）及び図１８（ｂ）は、従来の液晶表示装置において、ＲＧＢ
独立エリアアクティブ駆動及び白黒エリアアクティブ駆動をそれぞれ実施したときでの表
示画像の具体例を説明する図である。
【００１４】
　図１６の曲線５０に例示するように、ＲＧＢのＬＥＤユニットでは、ＲＧＢのＬＥＤは
それぞれ６３５ｎｍ、５３０ｎｍ、及び４５０ｎｍ程度の波長をピーク波長とする赤色、
緑色、及び青色の光を発光する。一方、カラーフィルタでは、同図１６の曲線６０ｒ、６
０ｇ、及び６０ｂに例示するように、Ｇのカラーフィルタでは、Ｂ及びＲのＬＥＤの各発
光波長の一部がＧのＬＥＤの発光波長に干渉して出力されるのを許容している。このよう
に、カラーフィルタでは、赤色及び青色の光の一部がＧのカラーフィルタを介して透過す
るのを許容している。
【００１５】
　それ故、従来の液晶表示装置において、ＲＧＢ独立エリアアクティブ駆動を行った場合
、ＲＧＢの各輝度信号が上記のように例えばＲ、Ｇ、Ｂの最も高い輝度信号の比で変更さ
れているため、その色再現範囲は、ＲＧＢの各ＬＥＤが単色で発光したときの色再現範囲
、つまりバックライト装置の最大の色再現範囲（図１７に実線７０にて図示）から、同図
１７に点線８０にて例示するように、変動する。この結果、従来の液晶表示装置において
、ＲＧＢ独立エリアアクティブ駆動を行った場合、その表示画像では外部からの映像信号
（ＲＧＢセパレート信号）に対して色ずれが発生することがあった。
【００１６】
　一方、従来の液晶表示装置において、白黒エリアアクティブ駆動を行った場合、ＲＧＢ
の各ＬＥＤが同じ輝度信号によって駆動されるので、その色再現範囲は図１７に一点鎖線
９０にて例示する範囲から変化せずに、外部からの映像信号に対して色ずれを発生しない
。しかしながら、この色再現範囲は、実線７０にて図示した最大の色再現範囲に比べて狭
くなり、色鮮やかな画像表示を行えないことがあった。
【００１７】
　より具体的にいえば、従来の液晶表示装置において、例えば濃青の空に白い雲が浮かぶ
画像を表示させる場合に、ＲＧＢ独立エリアアクティブ駆動を行ったときでは、図１８（
ａ）に示すように、空１００と雲１０１ａ、１０２ａとの各境界部分１０１ｂ、１０２ｂ
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に、上記色ずれによる不自然な画像が表示されることがあった。すなわち、ＲＧＢ独立エ
リアアクティブ駆動では、濃青色の色度（ｘ；０．２４９、ｙ；０．２６２）に関して、
濃青の空１００については、所望の濃青色で表示（再現）することが可能である。一方、
空１００と雲１０１ａ、１０２ａとの各境界部分１０１ｂ、１０２ｂでは、各雲１０１ａ
、１０２ａの画素の下方で発光するＬＥＤユニットの全てのＲＧＢのＬＥＤからの白色光
と、空１００の画素の下方で発光するＬＥＤユニットに含まれたＢのＬＥＤからの青色光
とが混ざり合う。そして、各境界部分１０１ｂ、１０２ｂでは、ＢとＧのカラーフィルタ
が干渉して上記白色光に含まれた緑色の光の透過が許容され、ｙ値が０．０１高い水色寄
りの系（ｘ；０．２４８、ｙ；０．２７２）の表示とされて、映像信号によって要求され
ていない不自然な映像が表示される。
【００１８】
　一方、同じ映像信号を用いて、白黒エリアアクティブ駆動を行ったときでは、図１７に
一点鎖線９０にて示した色再現範囲しか映像表現できないため、図１８（ｂ）において、
空１００’は空１００に比べ薄い青（水色の空）になってしまい、清涼感（色鮮やかさ）
の無い空を表示してしまい、映像信号によって要求された画像（空）を表示できないこと
があった。但し、空１００’と雲１０１’、１０２’との各境界付近では、カラーフィル
タの干渉による色ずれが生じないため、当該境界付近での色変化は生じない。
【００１９】
　以上のように、従来の液晶表示装置では、映像信号に対して色ずれを生じた画像を表示
したり、ＬＥＤの特徴である色鮮やかな画像を表示できなかったりするという問題点があ
り、表示画像での色再現性を改善することができずに、表示品位の向上を図ることが困難
であった。
【００２０】
　上記の課題を鑑み、本発明は、表示画像での色再現性を改善させることができ、表示品
位を向上させることができる表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記の目的を達成するために、本発明にかかる表示装置は、光源を有するバックライト
部と、複数の画素を備えるとともに、前記バックライト部からの照明光を用いて、情報を
カラー表示可能に構成された表示部を具備する表示装置であって、
　前記バックライト部に設定されるとともに、前記表示部に設けられた複数の表示エリア
に対して、前記光源の光をそれぞれ入射させる複数の照明エリアと、
　入力された映像信号を用いて、前記バックライト部及び前記表示部の駆動制御を行う制
御部を備え、
　前記バックライト部には、前記照明エリア毎に、白色光に混色可能な２色以上の光源が
設けられ、かつ、
　前記２色以上の光源では、オフセット輝度が互いに独立して設定されていることを特徴
とするものである。
【００２２】
　上記のように構成された表示装置では、上記照明エリア毎に、白色光に混色可能な２色
以上の光源が設けられるとともに、これらの２色以上の光源では、オフセット輝度が互い
に独立して設定されている。これにより、制御部が、各光源について、オフセット輝度の
独立制御を行うことが可能となり、入力された映像信号に応じて、各光源の輝度値を適切
に決定することができる。この結果、上記従来例と異なり、表示画像での色再現性を改善
させることができ、表示品位を向上させることができる。
【００２３】
　尚、ここでいうオフセット輝度とは、光源に対して、外部から指示される要求信号、例
えば映像信号において、緑の輝度信号が青、赤の輝度信号よりも高いとき、緑の輝度信号
に対して青、赤が最低でも緑の輝度信号に一定の割合を掛けた値（若しくは緑の輝度信号
に対してある一定の差）以上は発光させる輝度信号のことをいう。
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【００２４】
　また、上記表示装置において、前記表示部には、前記画素単位にカラーフィルタが設け
られ、
　前記制御部には、入力された映像信号を用いて、前記複数の各照明エリアから対応する
表示エリアに入射される光の輝度値を前記光源毎に決定して、前記バックライト部の駆動
制御を行うバックライト制御部が設けられ、
　前記バックライト制御部には、前記カラーフィルタの所定のＣＦ特性及び前記光源の所
定の発光特性を基に予め定められた補正係数を使用して、前記光源毎に決定した輝度値を
補正して決定する輝度決定部が設けられていることが好ましい。
【００２５】
　この場合、輝度決定部は入力された映像信号に対する色ずれの発生を抑制しつつ、光源
毎の輝度値をより適切に決定することが可能となり、表示画像での色再現性を高めて、表
示品位を確実に向上させることができる。
【００２６】
　また、上記表示装置において、前記光源には、赤色、緑色、及び青色の各色光を発光す
る発光素子が用いられ、
　前記表示部には、前記画素単位にカラーフィルタが設けられ、
　前記制御部には、入力された映像信号を用いて、前記複数の各照明エリアから対応する
表示エリアに入射される光の輝度値を前記光源毎に決定して、前記バックライト部の駆動
制御を行うバックライト制御部が設けられ、
　前記バックライト制御部には、入力された映像信号を用いて、決定された緑色の輝度値
と青色の輝度値とを比較するとともに、これらの輝度値のうち、いずれか大きい輝度値を
、前記緑色の輝度値及び前記青色の輝度値として決定する輝度決定部が設けられてもよい
。
【００２７】
　この場合、輝度決定部はカラーフィルタを経てユーザに視認される、赤色、緑色、及び
青色の色光のうち、ユーザの視感度の最も高い青色光が映像信号に対して色ずれが発生す
るのを確実に抑制することができる。また、表示画像の色鮮やかさを向上することが可能
となり、表示品位を向上させることができる。
【００２８】
　また、上記表示装置において、前記制御部には、前記バックライト制御部からの前記光
源毎の輝度値を用いて、入力された映像信号を補正し、かつ、補正後の映像信号に基づき
前記表示部の駆動制御を画素単位に行う表示制御部が設けられ、
　前記表示制御部には、前記ＣＦ特性を用いて、入力された映像信号を補正する色補正演
算部が設けられていることが好ましい。
【００２９】
　この場合、表示制御部は入力された映像信号をより適切な映像信号とすることができ、
表示画像での色再現性及び表示品位の向上をより確実に行うことができる。
【００３０】
　また、上記表示装置において、前記表示制御部は、予め設定されたＰＳＦ（点広がり関
数）のデータを用いて、前記バックライト制御部からの前記光源毎の輝度値を補正しても
よい。
【００３１】
　この場合、表示制御部は上記表示部に表示される情報をより適切な輝度で表示させるこ
とができ、表示品位を高めることができる。
【００３２】
　また、上記表示装置において、前記バックライト制御部は、予め設定されている最小オ
フセット輝度の値を用いて、前記輝度決定部で決定された光源の輝度値を補正してもよい
。
【００３３】
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　この場合、上記最小オフセット輝度の値を用いることにより、上記表示制御部での映像
信号に対する補正処理を精度よく行えるため、適切な映像信号を確実に求めることができ
る。
【００３４】
　尚、ここでいう最小オフセット輝度の値とは、光源に対して、外部から指示される要求
信号に基づいてバックライト制御部にて決定された光源の輝度値、例えばそのグレイスケ
ール（階調）が０であるときでも、光源に電力供給を行って、当該光源を点灯させたとき
での最小輝度の値をいう。
【００３５】
　また、上記表示装置において、前記バックライト制御部は、前記照明エリア毎に、隣接
する照明エリアとの間での輝度バランスが所定のバランス範囲内の値となるように、前記
輝度決定部で決定された光源毎の輝度値を補正してもよい。
【００３６】
　この場合、上記複数の各表示エリアにおいて、周囲の表示エリアとの間で大きな輝度変
化が発生するのを防ぐことができ、表示品位を向上させることができる。
【００３７】
　また、上記表示装置において、前記バックライト制御部は、前記表示部での前回の表示
動作との整合性が確保されるように、前記輝度決定部で決定された光源毎の輝度値を補正
してもよい。
【００３８】
　この場合、表示部での前回の表示動作から輝度変化が著しく大きくなるのを防ぐことが
でき、表示品位を向上させることができる。
【００３９】
　また、上記表示装置において、前記２色以上の光源は、発光色が互いに異なる発光ダイ
オードであることが好ましい。
【００４０】
　この場合、優れた色再現性及び長寿命で、コンパクトな光源を容易に構成することがで
き、高性能で小型化された表示装置を容易に構成することができる。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明によれば、表示画像での色再現性を改善させることができ、表示品位を向上させ
ることができる表示装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかる液晶表示装置の概略構成を説明する図である。
【図２】図１に示したバックライト装置のＬＥＤ基板の構成を示す平面図である。
【図３】図２に示したＬＥＤ基板でのＬＥＤユニットの配置例を示す平面図である。
【図４】図３に示したＬＥＤユニットの構成例を示す平面図である。
【図５】上記ＬＥＤユニットの別の構成例を示す平面図である。
【図６】上記液晶表示装置の要部構成を示すブロック図である。
【図７】図６に示したデータ遅延処理部の構成を示すブロック図である。
【図８】図６に示したバックライトデータ処理部の構成を示すブロック図である。
【図９】図８に示したオフセット演算部の動作を示すフローチャートである。
【図１０】図９に示したＧ、Ｂ－ＬＥＤ判定処理の詳細な動作を示すフローチャートであ
る。
【図１１】図９に示したＲ、Ｂ－ＬＥＤ判定処理の詳細な動作を示すフローチャートであ
る。
【図１２】図９に示したＲ、Ｇ－ＬＥＤ判定処理の詳細な動作を示すフローチャートであ
る。
【図１３】上記液晶表示装置で表示される表示画像の具体例を説明する図である。



(8) JP 4856249 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

【図１４】本発明の第２の実施形態にかかる液晶表示装置でのバックライトデータ処理部
の構成を示すブロック図である。
【図１５】図１４に示したオフセット演算部の動作を示すフローチャートである。
【図１６】カラーフィルタのＣＦ特性及びＲＧＢの各発光ダイオードの発光波長を示すグ
ラフである。
【図１７】従来の液晶表示装置において、ＲＧＢ独立エリアアクティブ駆動及び白黒エリ
アアクティブ駆動をそれぞれ実施したときでの色再現範囲の色度図（ＮＴＳＣ比）ＮＴＳ
Ｃ色度図である。
【図１８】（ａ）及び（ｂ）は、従来の液晶表示装置において、ＲＧＢ独立エリアアクテ
ィブ駆動及び白黒エリアアクティブ駆動をそれぞれ実施したときでの表示画像の具体例を
説明する図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下、本発明の表示装置の好ましい実施形態について、図面を参照しながら説明する。
尚、以下の説明では、本発明を透過型の液晶表示装置に適用した場合を例示して説明する
。また、各図中の構成部材の寸法は、実際の構成部材の寸法及び各構成部材の寸法比率等
を忠実に表したものではない。
【００４４】
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態にかかる液晶表示装置の概略構成を説明する図である
。図において、本実施形態の液晶表示装置１には、図の上側が視認側（表示面側）として
設置される表示部としての液晶パネル２と、液晶パネル２の非表示面側（図の下側）に配
置されて、当該液晶パネル２を照明する照明光を発生するバックライト部としてのバック
ライト装置３とが設けられている。また、本実施形態では、筐体４の内部に、液晶パネル
２及びバックライト装置３が透過型の液晶表示装置１として一体化された状態で収容され
ている。さらに、本実施形態の液晶表示装置１では、外部から入力された映像信号を用い
て、液晶パネル２及びバックライト装置３の駆動制御を行う制御部が設けられている（詳
細は後述。）。
【００４５】
　液晶パネル２は、一対の透明基板２ａ、２ｂと、これらの透明基板２ａ、２ｂとの間に
設けられた液晶層２ｃ及びカラーフィルタ（ＣＦ）２ｄとを備えている。また、液晶パネ
ル２には、複数の画素が設けられており、バックライト装置３からの照明光を用いて、フ
ルカラー画像にて文字や画像などの情報を表示可能に構成されている。さらには、液晶パ
ネル２では、後に詳述するように、複数の表示エリアが表示面に設定されている。
【００４６】
　バックライト装置３は、光学シート群５と、拡散板６と、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、及
び青色（Ｂ）の三色の発光ダイオードを含んだＬＥＤユニット８を実装したＬＥＤ基板７
とを備えている。光学シート群５には、例えば偏光シート７及びプリズム（集光）シート
８が含まれており、これらの光学シートによって、バックライト装置３からの上記照明光
の輝度上昇などが適宜行われて、液晶パネル２の表示性能を向上させるようになっている
。
【００４７】
　バックライト装置３では、複数のＬＥＤ基板７がマトリクス状に設けられており、各Ｌ
ＥＤ基板７には複数個のＬＥＤユニット８が設置されている。また、バックライト装置３
では、液晶パネル２に設けられた複数の表示エリアに対して、光源としての上記発光ダイ
オードの光をそれぞれ入射させる複数の照明エリアが設定されており、照明エリア単位に
発光ダイオードを点灯駆動させるエリアアクティブバックライト駆動が行われるようにな
っている。
【００４８】
　ここで、図２～図４を参照して、本実施形態のＬＥＤ基板７及びＬＥＤユニット８につ
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いて具体的に説明する。
【００４９】
　図２は図１に示したバックライト装置のＬＥＤ基板の構成を示す平面図であり、図３は
図２に示したＬＥＤ基板でのＬＥＤユニットの配置例を示す平面図である。図４は、図３
に示したＬＥＤユニットの構成例を示す平面図である。
【００５０】
　図２に例示するように、バックライト装置３には、２行、８列に設けられた合計１６個
のＬＥＤ基板７（１）、７（２）、…、７（１５）、７（１６）（以下、“７”で総称す
る。）が設置されている。また、各ＬＥＤ基板７では、図３に例示するように、２行、１
６列、合計３２個の領域に区画されており、各領域には、ＬＥＤユニット８が実装されて
いる。また、３２個の領域は、バックライト装置３に設定された上記照明エリアＨａ１、
Ｈａ２、…、Ｈａ３１、Ｈａ３２（以下、“Ｈａ”で総称する。）をそれぞれ構成してい
る。
【００５１】
　尚、図３では、各照明エリアＨａを明確に図示するために、同図に縦線及び横線にて互
いに区切って示しているが、実際には、各照明エリアＨａは境界線や仕切部材などによっ
て互いに区切られていない。但し、例えばＬＥＤ基板７上に仕切部材を設けて、各照明エ
リアＨａを互いに区切った構成とすることもできる。
【００５２】
　図４に例示するように、各照明エリアＨａには、三角形の頂点位置に配置されたＲＧＢ
の発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂを有する上記ＬＥＤユニット８が設けられている。ま
た、この各照明エリアＨａは、液晶パネル２の表示面に設定された上記表示エリアＰａに
対応するように設けられており、表示エリアＰａに含まれる複数の画素Ｐに対して、ＬＥ
Ｄユニット８からの光を入射させるようになっている。なお、上記表示面には、例えば１
９２０×１０８０画素が設けられており、１つの表示エリアＰａには、４０５０個（＝１
９２０×１０８０÷５１２（＝１６×３２））の画素が含まれている。
【００５３】
　また、各発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂは光源を構成しており、これらの発光ダイオ
ード８ｒ、８ｇ、８ｂは赤色光、緑色光、及び青色光をそれぞれ対応する表示エリアＰａ
に対して照射するようになっている。また、これら発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂでは
、そのオフセット輝度が互いに独立して設定されており、表示面に表示される表示画像で
の色再現性を高めて、表示品位を向上させるように構成されている（詳細は後述。）。
【００５４】
　尚、本実施形態のＬＥＤユニット８の構成は図４に示したものに限定されるものではな
く、例えば図５に例示するように、ＲＧＢの発光ダイオードでの発光効率を考慮して、１
つの青色の発光ダイオード８ｂと、各々２個の赤色及び緑色の発光ダイオード８ｒ１、８
ｒ２及び８ｇ１、８ｇ２とを有するＬＥＤユニット８を使用したり、白色の発光ダイオー
ドを含めたりすることもできる。
【００５５】
　また、上記の説明では、ＬＥＤ基板７を用いた場合について説明したが、例えば筐体４
の内側表面上にＬＥＤユニットを直接的に配置することによってＬＥＤ基板７の設置を省
略することもできる。また、ＬＥＤ基板７やＬＥＤユニット８の各設置数を適宜変更した
り、１対１以外の比率で照明エリアＨａ及び表示エリアＰａを設定したりすることもでき
る。
【００５６】
　尚、ＬＥＤユニット８の分割数は上記１６×３２個に限ることなく例えば１０×２０個
であってもよい。
【００５７】
　但し、発光ダイオードの個数が液晶パネル２の大きさに対し極端に少ない場合、表示面
への光量不足や、ＬＥＤの特性ばらつき、隣のＬＥＤユニットとの光学距離が広がること
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による輝度分布のムラを防ぐことが出来なくなるため、例えば４０～７０インチ程度の液
晶パネル２に対しては、５００個以上のＬＥＤユニット８を配置することが好ましい。
【００５８】
　次に、図６～図８も参照して、本実施形態の液晶表示装置１の各部の駆動制御を行う、
上記制御部について具体的に説明する。
【００５９】
　図６は、上記液晶表示装置の要部構成を示すブロック図である。図７は図６に示したデ
ータ遅延処理部の構成を示すブロック図であり、図８は図６に示したバックライトデータ
処理部の構成を示すブロック図である。
【００６０】
　図６に示すように、液晶表示装置１には、外部から入力された映像信号を受け取り処理
する映像信号入力部９と、所定のデータが予め格納されているＬＵＴ（Look-Up Table）
１０と、映像信号入力部９に接続されたＲＧＢ信号処理部１１とが設けられている。また
、液晶表示装置１には、ＲＧＢ信号処理部１１に順次接続された色信号補正部１２、デー
タ遅延処理部１３、及びドライバ制御部１４と、色信号補正部１２とデータ遅延処理部１
３との間に接続されたバックライトデータ処理部１５と、ドライバ制御部１４に接続され
たＧ（ゲート）ドライバ１６及びＳ（ソース）ドライバ１７とが設置されている。そして
、液晶表示装置１では、映像信号入力部９に入力された映像信号に応じて、ドライバ制御
部１４がＧドライバ１６及びＳドライバ１７に指示信号を出力することにより、液晶パネ
ル２が画素単位に駆動され、かつ、バックライトデータ処理部１５がバックライト装置３
に指示信号を出力することにより、ＬＥＤユニット８の各発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８
ｂが点灯駆動するようになっている。
【００６１】
　映像信号入力部９には、図示しないアンテナなどから表示画像での表示色を示す色信号
、画素単位の輝度を輝度信号、及び同期信号などを含んだ複合映像信号が入力される。ま
た、ＲＧＢ信号処理部１１では、映像信号入力部９からの複合映像信号に対して、クロマ
処理、マトリクス変換処理などを施してＲＧＢセパレート信号に変換し、ＲＧＢ信号処理
部１１は、変換したＲＧＢセパレート信号を色信号補正部１２に出力する。
【００６２】
　色信号補正部１２では、上記ＲＧＢセパレート信号に対し、液晶パネル２での色再現範
囲や表示モードなどを基に定められている、所定の補正処理を施して、補正後の映像信号
（Ｒ’Ｇ’Ｂ’セパレート信号）に変換するようになっている。具体的にいえば、色信号
補正部１２には、液晶表示装置１に設けられた光センサ（図示せず）から外光の強度（光
量）の測定結果が入力されるようになっており、色信号補正部１２は、その測定結果を用
いて、液晶パネル２での外光の影響による色再現範囲の変化を計算し、外光の状態で最適
な表示色になるよう色変換処理を行う。
【００６３】
　また、色信号補正部１２は、人肌等の特定色の色信号を読み取り、よりユーザが好まし
いと感じる色へと信号値を補正したり、液晶表示装置１に付随するリモートコントローラ
などから入力された表示モードに応じて、表示面全面の輝度を上げ下げしたりするよう構
成されている。そして、色信号補正部１２は、上記Ｒ’Ｇ’Ｂ’セパレート信号をＬＵＴ
１０のγデータを参照してγ処理（リニア化）を施した後フレーム（表示画像）単位でデ
ータ遅延処理部１３及びバックライトデータ処理部１５に出力するようになっている。
【００６４】
　データ遅延処理部１３は、液晶パネル２の動作タイミングとバックライト装置３の動作
タイミングを合致させるために、液晶パネル２側に出力される指示信号のデータを遅延す
る処理部であり、例えばＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）を用い
て、構成されている。
【００６５】
　具体的にいえば、データ遅延処理部１３には、図７に示すように、遅延処理部１８と、
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ＬＥＤ画像輝度作成部１９と、目標色補正演算部２０と、映像輝度信号出力部２１とが設
けられている。遅延処理部１８には、色信号補正部１２からのＲ’Ｇ’Ｂ’セパレート信
号（映像信号）が入力されており、この映像信号を所定時間、遅延して、上記データの遅
延処理を実質的に行うようになっている。
【００６６】
　ＬＥＤ画像輝度作成部１９には、バックライトデータ処理部１５からの各ＬＥＤユニッ
ト８の輝度信号が入力されるようになっている。この各ＬＥＤユニット８の輝度信号には
、対応するＬＥＤユニット８に含まれた各発光ダイオード（光源）８ｒ、８ｇ、８ｂの輝
度値が指示されている。また、ＬＥＤ画像輝度作成部１９は、入力された上記ＬＥＤユニ
ット８の輝度信号に対して、ＰＳＦ（Point Spread Function；点広がり関数）のデータ
をＬＵＴ１０から取得する。そして、ＬＥＤ画像輝度作成部１９は、指示されている各発
光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度値と、取得したＰＳＦのデータとを用いて、ＰＳＦ
のデータを考慮したＬＥＤ輝度値、すなわち全ての画素（例えば１９２０×１０８０画素
）に対応する各発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの階調信号データを計算して、目標色補
正演算部２０に出力する。
【００６７】
　尚、上記ＰＳＦのデータは、各発光ダイオード（光源）８ｒ、８ｇ、８ｂからの光が、
光学シート群５などを含む液晶パネル２を通して見える光の広がりを測定若しくは計算し
て求められた数値であり、予めＬＵＴ１０内に格納されている。また、このＰＳＦのデー
タを用いることにより、液晶パネル（表示部）２に表示される情報をより適切な輝度で表
示させることができ、表示品位を高めることができる。さらに、ＬＵＴ１０には、γデー
タや発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの階調特性データ（リニア特性）などが格納されて
いる。
【００６８】
　目標色補正演算部２０は、カラーフィルタ２ｄの所定のＣＦ特性を用いて、入力された
映像信号を補正する色補正演算部を構成している。具体的にいえば、目標色補正演算部２
０には、遅延処理部１８からのＲ’Ｇ’Ｂ’セパレート信号（映像信号）と、ＬＥＤ画像
輝度作成部１９からの階調信号データとが入力されるようになっている。そして、目標色
補正演算部２０では、各画素のＲ’Ｇ’Ｂ’セパレート信号（分子）を、当該画素に対応
する発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの階調信号データ（分母）で割り算することにより
、ＬＣＤ信号ドライバ側から出力すべきＲ”Ｇ”Ｂ”映像輝度信号を得るようになってい
る。
【００６９】
　尚、上記の説明以外に、目標色補正演算部２０が例えば下記の補正計算を実施して、求
めたＲ”Ｇ”Ｂ”映像輝度信号さらに補正する構成でもよい。すなわち、目標色補正演算
部２０は、Ｒ’Ｇ’Ｂ’ セパレート信号を受けて決定されたＬＥＤユニット８の発光ダ
イオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度値から各ＲＧＢ－ＣＦを透過して成る各色の三刺激値Ｘ
ＹＺ（バックライト装置３の発光状態から画素が表現できる色再現空間）を求める。さら
に、その３×３行列の逆行列と、Ｒ’Ｇ’Ｂ’セパレート信号と目標色再現空間ＸＹＺの
３×３行列を掛けて求めた目標色（Ｘｔ、Ｙｔ、Ｚｔ）とを掛け合わせることで、補正さ
れたＲ”Ｇ”Ｂ”映像輝度信号を得てもよい。このような補正計算を行うことにより、Ｒ
’Ｇ’Ｂ’セパレート信号によって示される本来映像表現したい目標色と、実際に表示さ
れる色とをほぼ完全に一致させることができる。
【００７０】
　映像輝度信号出力部２１は、目標色補正演算部２０からの補正後のＲ”Ｇ”Ｂ”映像輝
度信号に対して、ＬＵＴ１０からγデータ（階調に対する白色温度データ）を取得して、
γ階調補正を行う。そして、映像輝度信号出力部２１は、映像輝度信号をドライバ制御部
１４に出力する。
【００７１】
　尚、本実施形態では、ＴＶ放送信号を考慮して映像信号入力部９から入った映像信号は
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逆γ処理をされて入力されていると仮定している。そのため、もし映像信号入力部９から
入ったＴＶなどの映像信号がリニア階調で入力されていれば、本実施形態の中に記載され
ているγ処理の実施を省略することもできる。
【００７２】
　ドライバ制御部１４は、映像輝度信号出力部２１からの映像輝度信号を使用して、Ｇド
ライバ１６及びＳドライバ１７への各指示信号を生成して出力する。また、Ｇドライバ１
６及びＳドライバ１７には、液晶パネル２に設けられた複数のゲート線（図示せず）及び
複数の信号線（図示せず）にそれぞれ接続されている。そして、Ｇドライバ１６及びＳド
ライバ１７は、ドライバ制御部１４からの指示信号に応じて、ゲート信号及びソース信号
をゲート線及び信号線にそれぞれ出力することにより、液晶パネル２が画素単位に駆動さ
れて、表示面に画像が表示される。
【００７３】
　ＬＥＤ画像輝度作成部１９、目標色補正演算部２０、映像輝度信号出力部２１、及びド
ライバ制御部１４が、後述のバックライト制御部（バックライトデータ処理部）からの光
源（発光ダイオード）毎の輝度値を用いて、入力された映像信号を補正し、かつ、補正後
の映像信号に基づき表示部（液晶パネル）の駆動制御を画素単位に行う表示制御部を構成
している。
【００７４】
　尚、上記の説明では、ＬＥＤ画像輝度作成部１９、目標色補正演算部２０、及び映像輝
度信号出力部２１をデータ遅延処理部１３の内部に設置した場合について説明したが、本
実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば遅延処理部１８を別個に設けるととも
に、ＬＥＤ画像輝度作成部１９、目標色補正演算部２０、及び映像輝度信号出力部２１と
ドライバ制御部１４とを表示制御部として一体的に設けてもよい。
【００７５】
　また、色信号補正部１２には、図６に示したように、バックライトデータ処理部１５が
接続されており、Ｒ’Ｇ’Ｂ’セパレート信号（映像信号）がバックライトデータ処理部
１５に入力されるようになっている。また、バックライトデータ処理部１５には、例えば
ＡＳＩＣが用いられており、バックライトデータ処理部１５は、入力された映像信号を用
いて、複数の各照明エリアＨａから対応する表示エリアＰａに入射される光の輝度値を光
源（発光ダイオード）毎に決定して、バックライト部（バックライト装置）の駆動制御を
行うバックライト制御部を構成している。つまり、バックライトデータ処理部１５は、入
力された映像信号に対して、ＬＵＴ１０を参照して、各発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂ
のＰＷＭ信号値をＬＥＤ基板７に出力するように構成されている。
【００７６】
　具体的にいえば、バックライトデータ処理部１５には、図８に示すように、色信号補正
部１２に順次接続された画像輝度抽出部２２、オフセット演算部２３、ＬＥＤ出力データ
演算部２４、及びＬＥＤ（ＰＷＭ）出力部２５が設けられている。
【００７７】
　画像輝度抽出部２２では、Ｒ’Ｇ’Ｂ’画像信号に基づき、例えば各表示エリアＰａで
の表示画像のＲＧＢの色毎の輝度最大値を抽出する。つまり、画像輝度抽出部２２は、Ｒ
’Ｇ’Ｂ’画像信号から、各照明エリアＨａに対応する表示エリアＰａでのＲ’Ｇ’Ｂ’
輝度信号の最大値を抽出して、対応する照明エリアＨａでの発光ダイオード８ｒ、８ｇ、
８ｂの輝度値の基準指示値としてオフセット演算部２３に出力する。
【００７８】
　尚、上記の説明以外に、画像輝度抽出部２２がＲ’Ｇ’Ｂ’画像信号を基に、表示エリ
アＰａ毎に、対応する照明エリアＨａでのＲＧＢの各色の輝度平均値を計算して、当該照
明エリアでの発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度値の基準指示値とすることもできる
。さらには、画像輝度抽出部２２は、輝度最大値及び輝度平均値の双方を混合平均化し、
上記基準指示値としてオフセット演算部２３に出力することもできる。但し、上記のよう
に、輝度最大値を基準指示値として用いる場合の方が、表示画像にピーク輝度を持たせ易
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くすることができる点で好ましい。
【００７９】
　また、外部から入力された映像にノイズが含まれている場合、表示エリアＰａのＲ’Ｇ
’Ｂ’輝度信号の最大値を抽出する際に、ノイズ信号（例えば最大の輝度信号値）を拾っ
てしまい、正確な輝度信号の最大値を抽出できない。そのため、ノイズ信号の除去（緩和
）方法として、例えば表示エリアＰａ内の画素を２０画素毎に分割し、それぞれ平均化さ
せた値の最大値を、上記表示エリアＰａでのＲ’Ｇ’Ｂ’輝度信号の最大値とすることも
できる。
【００８０】
　オフセット演算部２３は、画像輝度抽出部２２からのＲ’Ｇ’Ｂ’輝度信号の最大値に
対して、ＲＧＢの色毎に重み付け処理を行って、各ＬＥＤユニット８の発光ダイオード８
ｒ、８ｇ、８ｂの輝度信号を互いに独立して演算するように構成されている。すなわち、
発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂでは、そのオフセット輝度が互いに独立して設定されて
いるので、オフセット演算部２３は、ＲＧＢの色毎に、カラーフィルタ２ｄの所定のＣＦ
特性及び発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの所定の発光特性を用いて、重み付け処理を行
うことが可能となって、上記発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度信号を適切に求める
ことができる（詳細は後述。）。
【００８１】
　また、オフセット演算部２３は、カラーフィルタ２ｄの所定のＣＦ特性及び発光ダイオ
ード８ｒ、８ｇ、８ｂ（光源）の所定の発光特性を基に予め定められた補正係数を使用し
て、光源毎に決定した輝度値を補正して決定する輝度決定部を構成している。
【００８２】
　ＬＥＤ出力データ演算部２４は、オフセット演算部２３からの各ＬＥＤユニット８の発
光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度信号に対し、所定の演算処理を行うように構成され
ている。具体的にいえば、ＬＥＤ出力データ演算部２４は、ＬＥＤユニット８毎に、周囲
のＬＥＤユニット８（つまり、隣接する照明エリアＨａ）との輝度バランスが所定のバラ
ンス範囲内の値となるように、さらには前回フレーム（つまり、液晶パネル（表示部）２
での前回の表示動作）との整合性が確保されるように、オフセット演算部２３にて決定さ
れたＲＧＢの各ＬＥＤの輝度信号を補正する。これにより、各表示エリアＰａにおいて、
周囲の表示エリアＰａとの間で大きな輝度変化が発生するのを防いだり、前回フレーム（
表示画像）の表示動作から輝度変化が著しく大きくなるのを防いだりすることができ、液
晶表示装置１の表示品位を向上させることができる。
【００８３】
　また、ＬＥＤ出力データ演算部２４では、ＬＵＴ１０内に予め格納されている最小オフ
セット輝度の値（例えばＬＥＤの発光可能な最大輝度の１％）を用いることにより、上述
した目標色補正演算部２０でＲ”Ｇ”Ｂ”映像輝度信号を確実に得ることができるように
なっている。すなわち、ＬＥＤ出力データ演算部２４は、ＬＵＴ１０から対応する色の最
小オフセット輝度の値を取得して、上記発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂのいずれかの階
調信号データの値が最小オフセット輝度の値未満である場合には、その値未満になった発
光ダイオードの輝度値をこの取得した値に置き換える。
【００８４】
　上記のような置き換え処理を行うことにより、目標色補正演算部２０において、発光ダ
イオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度値（階調信号データ）を分母とする、上述した割り算を
実施する際に、“０”やその近傍の値を用いることによる精度不足やエラーを避けると共
に、ＬＥＤ発光やＬＥＤ基板の電流供給能力などの微小な特性バラつきを避けることがで
きるため、上記目標色補正演算部２０でＲ”Ｇ”Ｂ”映像輝度信号を確実に算出すること
ができる。
【００８５】
　尚、最小オフセット輝度の値は大きくし過ぎないことが好ましく、例えば上記発光可能
な最大輝度の０．１％～１０％程度に設定しておくのが好ましい。
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【００８６】
　また、ＬＥＤ出力データ演算部２４は、ＬＥＤ（ＰＷＭ）出力部２５及びデータ遅延処
理部１３に補正演算後の各ＬＥＤユニット８の輝度信号を出力する。
【００８７】
　ＬＥＤ（ＰＷＭ）出力部２５は、ＬＥＤ出力データ演算部２４からの各ＬＥＤユニット
８の輝度信号と、ＬＵＴ１０からのＰＷＭ制御データとを用いて、対応するＬＥＤユニッ
ト８の各発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂを駆動させるＰＷＭ信号を生成して、対応する
ＬＥＤ基板７に出力する。これにより、ＬＥＤ基板７では、ＰＷＭ信号に応じて、各発光
ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂが発光される。
【００８８】
　尚、上記の説明では、ＰＷＭ信号を用いたＰＷＭ調光によって各発光ダイオード８ｒ、
８ｇ、８ｂを駆動する場合について説明したが、本実施形態はこれに限定されるものでは
なく、例えば電流調光（ここではＬＥＤ電流値を入力階調信号によって変動させることに
よる階調制御方式をいう）を用いて各発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂを駆動してもよい
。但し、上記のように、ＰＷＭ調光を用いる場合の方が、電流調光を使用する場合よりも
好ましい。すなわち、ＬＥＤの色温度は、動作電流に依存するという特性があり、所望の
輝度を得ながら、忠実な色再現を維持するには、ＰＷＭ信号を使ってＬＥＤを駆動し、色
の変化を抑えることが必要となるからである。
【００８９】
　また、上記の説明以外に、ＬＥＤ（ＰＷＭ）出力部２５に液晶表示装置１に設けられた
温度センサやタイマーなどのセンサ手段の検出結果を用いて、ＬＥＤ出力データ演算部２
４からの輝度信号を補正する構成を設けてもよい。つまり、ＬＥＤ（ＰＷＭ）出力部２５
が、温度センサの検出結果を使用して、周囲温度の変化による各発光ダイオード８ｒ、８
ｇ、８ｂの発光効率の変化を是正したり、タイマーからの点灯時間の計測結果を用いて、
経年変化による各発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの発光効率の変化や色変化などを是正
したりする機能を追加した構成でもよい。
【００９０】
　ここで、図９～図１２を参照して、本実施形態の液晶表示装置１の動作について説明す
る。尚、以下の説明では、オフセット演算部２３での処理動作について主に説明する。
【００９１】
　図９は図８に示したオフセット演算部の動作を示すフローチャートであり、図１０は図
９に示したＧ、Ｂ－ＬＥＤ判定処理の詳細な動作を示すフローチャートである。図１１は
図９に示したＲ、Ｂ－ＬＥＤ判定処理の詳細な動作を示すフローチャートであり、図１２
は図９に示したＲ、Ｇ－ＬＥＤ判定処理の詳細な動作を示すフローチャートである。
【００９２】
　オフセット演算部２３は、図９のステップＳ１に示すように、各ＬＥＤユニット８（各
照明エリアＨａ）において、画像輝度抽出部２２からのＲ’Ｇ’Ｂ’の各輝度最大値を、
当該ＬＥＤユニット８の対応する発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度信号値としてい
る。つまり、各ＬＥＤユニット８において、発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂのＬＥＤ輝
度信号（０～１の規格化された値）をそれぞれＲ－ＬＥＤ、Ｇ－ＬＥＤ、Ｂ－ＬＥＤとし
、各ＬＥＤユニット８がカバーする表示エリアＰａに含まれた画素（４０５０画素）の画
像データＲ’Ｇ’Ｂ’（表示エリアＰａ内のＲＧＢの各輝度情報）のうち、最大輝度値を
示す信号を最大値輝度信号Ｒ’max、Ｇ’max、Ｂ’max（０～１の値に規格化）としたと
きに、オフセット演算部２３は、各ＬＥＤユニット８において、発光ダイオード８ｒ、８
ｇ、８ｂの輝度信号値（オフセット値）をそれぞれＲ’max、Ｇ’max、Ｂ’maxの値とし
ている。
【００９３】
　次に、オフセット演算部２３は、発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度信号値（Ｒ’
max、Ｇ’max、Ｂ’maxの値）が全て同じ値であるか否かについて判別する。そして、全
て同じ値であることを判別したときには、オフセット演算部２３は、重み付け処理を行う
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ことなく、その発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度信号値を該当するＬＥＤユニット
８のＲＧＢの各輝度信号としてＬＥＤ出力データ演算部２４に出力する。
【００９４】
　一方、ステップＳ２において、発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度信号値が全て同
じ値でないことが判別されると、オフセット演算部２３は、これらの輝度信号値の大小関
係について判別し、その判別結果に応じた重み付け処理を実施する。
【００９５】
　具体的には、ステップＳ３に示すように、オフセット演算部２３は、発光ダイオード８
ｒの輝度信号値が発光ダイオード８ｂの輝度信号値以上、かつ、発光ダイオード８ｇの輝
度信号値よりも大きいか否かについて判別する。そして、発光ダイオード８ｒの輝度信号
値がステップＳ３の条件を満たしていないことを判別したときには、オフセット演算部２
３は、発光ダイオード８ｇの輝度信号値が発光ダイオード８ｒの輝度信号値以上、かつ、
発光ダイオード８ｂの輝度信号値よりも大きいか否かについて判別する（ステップＳ４）
。さらに、発光ダイオード８ｇの輝度信号値がステップＳ４の条件を満たしていないこと
を判別したときには、オフセット演算部２３は、発光ダイオード８ｂの輝度信号値が発光
ダイオード８ｇの輝度信号値以上、かつ、発光ダイオード８ｒの輝度信号値よりも大きい
ことを判別する（ステップＳ５）。
【００９６】
　また、上記ステップＳ３において、発光ダイオード８ｒの輝度信号値が発光ダイオード
８ｂの輝度信号値以上、かつ、発光ダイオード８ｇの輝度信号値よりも大きいことが判別
されると、オフセット演算部２３は、所定の補正係数（割合（％））を用いた重み付け処
理を実行して、発光ダイオード８ｇ、８ｂの重み付け処理した各輝度信号値を算出する（
ステップＳ６）。
【００９７】
　つまり、オフセット演算部２３は、発光ダイオード８ｇ、８ｂ用の補正係数として、図
示しないメモリにそれぞれ格納されている、５０％及び１０％の値を取得する。そして、
オフセット演算部２３は、発光ダイオード８ｒの輝度信号値に５０％を乗算した値を、発
光ダイオード８ｇの重み付け処理した輝度信号値（Ｇ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））として求め
、発光ダイオード８ｒの輝度信号値に１０％を乗算した値を、発光ダイオード８ｂの重み
付け処理した輝度信号値（Ｂ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））として求める。
【００９８】
　また、上記ステップＳ４において、発光ダイオード８ｇの輝度信号値が発光ダイオード
８ｒの輝度信号値以上、かつ、発光ダイオード８ｂの輝度信号値よりも大きいことが判別
されると、オフセット演算部２３は、所定の補正係数を用いた重み付け処理を実行して、
発光ダイオード８ｒ、８ｂの重み付け処理した各輝度信号値を算出する（ステップＳ７）
。
【００９９】
　つまり、オフセット演算部２３は、発光ダイオード８ｒ、８ｂ用の補正係数として、上
記メモリにそれぞれ格納されている、５０％及び７５％の値を取得する。そして、オフセ
ット演算部２３は、発光ダイオード８ｇの輝度信号値に５０％を乗算した値を、発光ダイ
オード８ｒの重み付け処理した輝度信号値（Ｒ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））として求め、発光
ダイオード８ｇの輝度信号値に７５％を乗算した値を、発光ダイオード８ｂの重み付け処
理した輝度信号値（Ｂ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））として求める。
【０１００】
　また、上記ステップＳ５において、発光ダイオード８ｂの輝度信号値が発光ダイオード
８ｇの輝度信号値以上、かつ、発光ダイオード８ｒの輝度信号値よりも大きいことが判別
されると、オフセット演算部２３は、所定の補正係数を用いた重み付け処理を実行して、
発光ダイオード８ｒ、８ｇの重み付け処理した各輝度信号値を算出する（ステップＳ８）
。
【０１０１】
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　つまり、オフセット演算部２３は、発光ダイオード８ｒ、８ｇ用の補正係数として、上
記メモリにそれぞれ格納されている、１０％及び７５％の値を取得する。そして、オフセ
ット演算部２３は、発光ダイオード８ｂの輝度信号値に１０％を乗算した値を、発光ダイ
オード８ｒの重み付け処理した輝度信号値（Ｒ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））として求め、発光
ダイオード８ｂの輝度信号値に７５％を乗算した値を、発光ダイオード８ｇの重み付け処
理した輝度信号値（Ｇ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））として求める。
【０１０２】
　以上のように、ステップＳ６～Ｓ８では、それぞれステップＳ１で定めた発光ダイオー
ド８ｒ、８ｇ、８ｂのオフセット値に対して、所定の補正係数を積算することで重み付け
処理が行われている。また、上記の各補正係数は、カラーフィルタ２ｄの所定のＣＦ特性
及び発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの所定の発光特性を用いて、予め決定されたもので
ある。
【０１０３】
　具体的には、液晶表示装置１の実製品を駆動させて、表示画像の色ずれの影響が小さく
なり、かつ、白黒エリアアクティブ駆動させたときよりも、色鮮やかな表示画像が表示さ
れるように主観評価や測定などを行うことにより、各補正係数が決定されている。あるい
は図１６に曲線６０ｒ、６０ｇ、６０ｂにて示したＲＧＢの各カラーフィルタの透過波長
のデータや同図１６に曲線５０にて示したＲＧＢの各発光ダイオードの発光波長のデータ
を用いて、表示動作のシミュレーションなどを行って各補正係数を決定することもできる
。
【０１０４】
　尚、ステップＳ６～Ｓ８に示した補正係数は、上述の数値に限定されるものではなく、
例えば色ずれの基準を下げる、つまり色ずれの不具合映像が見えても色再現範囲を高める
必要がある場合には、各割合（％）の値を小さくしたり、色再現範囲を若干低下させる方
向に各割合（％）の値を同じ値に近づくよう揃えたりしてもよい。
【０１０５】
　次に、上記ステップＳ６～Ｓ８のいずれかの処理動作が終了すると、オフセット演算部
２３はこれらのステップＳ６～Ｓ８で決定した発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの重み付
け処理した各輝度信号値が上記ステップＳ１で得られた対応するＲ’max、Ｇ’max、Ｂ’
maxの値との比較を行うことにより、これらの重み付け処理した各輝度信号値が適切な値
であるか否かについて判定して、発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの最終的な各輝度信号
値を決定する。
【０１０６】
　具体的には、上記ステップＳ６の処理動作が終了すると、オフセット演算部２３は当該
ステップＳ６で決定した発光ダイオード８ｇ、８ｂの重み付け処理した各輝度信号値が適
切であるか否かについて判定するＧ、Ｂ－ＬＥＤ判定処理を実行して（ステップＳ９）、
ＬＥＤ出力データ演算部２４に出力する発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの最終的な各輝
度信号値を決定する。
【０１０７】
　詳細にいえば、図１０のステップＳ１２に示すように、オフセット演算部２３は上記ス
テップＳ１で定めた発光ダイオード８ｒ、８ｂのＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｒ’max、Ｂ
’max）が互いに等しいか否かについて判別する。そして、これらの発光ダイオード８ｒ
、８ｂのＬＥＤ輝度信号の値が互いに等しい値であることを判別すると、オフセット演算
部２３は、これらＬＥＤ輝度信号の値を発光ダイオード８ｒ、８ｂの最終的な各輝度信号
値とする。その後、オフセット演算部２３は、ステップＳ１で定めた発光ダイオード８ｇ
のＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｇ’max）の値と上記ステップＳ６で重み付け処理した発光
ダイオード８ｇの輝度信号値（つまり、（Ｇ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））との比較を行う（ス
テップＳ１３）。
【０１０８】
　そして、オフセット演算部２３は重み付け処理した発光ダイオード８ｇの輝度信号値が
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Ｇ’maxの値以上であることを判別したときには、発光ダイオード８ｇの最終的な輝度信
号値として重み付け処理した発光ダイオード８ｇの輝度信号値を用いる（ステップＳ１６
）。
【０１０９】
　一方、ステップＳ１３において、重み付け処理した発光ダイオード８ｇの輝度信号値が
Ｇ’maxの値より小さいことが判別されると、オフセット演算部２３はＧ’maxの値を発光
ダイオード８ｇの最終的な輝度信号値とする。
【０１１０】
　また、ステップＳ１２において、Ｒ’maxの値の方がＢ’maxの値よりも大きいことが判
別されると、オフセット演算部２３はステップＳ１４～Ｓ１８の処理動作を行って、発光
ダイオード８ｇ、８ｂの最終的な各輝度信号値を決定する。また、オフセット演算部２３
は、発光ダイオード８ｒの最終的な輝度信号値には、Ｒ’maxの値を用いる。
【０１１１】
　すなわち、ステップＳ１４に示すように、オフセット演算部２３は、ステップＳ１で定
めた発光ダイオード８ｇのＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｇ’max）の値とステップＳ６で重
み付け処理した発光ダイオード８ｇの輝度信号値（つまり、（Ｇ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））
との比較を行う。
【０１１２】
　そして、オフセット演算部２３は重み付け処理した発光ダイオード８ｇの輝度信号値が
Ｇ’maxの値以上であることを判別したときには、発光ダイオード８ｇの最終的な輝度信
号値として重み付け処理した発光ダイオード８ｇの輝度信号値を用いる（ステップＳ１７
）。
【０１１３】
　一方、ステップＳ１４において、重み付け処理した発光ダイオード８ｇの輝度信号値が
Ｇ’maxの値より小さいことが判別されると、オフセット演算部２３はＧ’maxの値を発光
ダイオード８ｇの最終的な輝度信号値とする。
【０１１４】
　また、ステップＳ１５に示すように、オフセット演算部２３は、ステップＳ１で定めた
発光ダイオード８ｂのＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｂ’max）の値とステップＳ６で重み付
け処理した発光ダイオード８ｂの輝度信号値（つまり、（Ｂ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））との
比較を行う。
【０１１５】
　そして、オフセット演算部２３は重み付け処理した発光ダイオード８ｂの輝度信号値が
Ｂ’maxの値以上であることを判別したときには、発光ダイオード８ｂの最終的な輝度信
号値として重み付け処理した発光ダイオード８ｂの輝度信号値を用いる（ステップＳ１８
）。
【０１１６】
　一方、ステップＳ１５において、重み付け処理した発光ダイオード８ｂの輝度信号値が
Ｂ’maxの値より小さいことが判別されると、オフセット演算部２３はＢ’maxの値を発光
ダイオード８ｂの最終的な輝度信号値とする。
【０１１７】
　図９に戻って、上記ステップＳ７の処理動作が終了すると、オフセット演算部２３は当
該ステップＳ７で決定した発光ダイオード８ｒ、８ｂの重み付け処理した各輝度信号値が
適切であるか否かについて判定するＲ、Ｂ－ＬＥＤ判定処理を実行して（ステップＳ１０
）、ＬＥＤ出力データ演算部２４に出力する発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの最終的な
各輝度信号値を決定する。
【０１１８】
　詳細にいえば、図１１のステップＳ１９に示すように、オフセット演算部２３は上記ス
テップＳ１で定めた発光ダイオード８ｒ、８ｇのＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｒ’max、Ｇ
’max）が互いに等しいか否かについて判別する。そして、これらの発光ダイオード８ｒ
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、８ｇのＬＥＤ輝度信号の値が互いに等しい値であることを判別すると、オフセット演算
部２３は、これらＬＥＤ輝度信号の値を発光ダイオード８ｒ、８ｇの最終的な各輝度信号
値とする。その後、オフセット演算部２３は、ステップＳ１で定めた発光ダイオード８ｂ
のＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｂ’max）の値と上記ステップＳ７で重み付け処理した発光
ダイオード８ｂの輝度信号値（つまり、（Ｂ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））との比較を行う（ス
テップＳ２０）。
【０１１９】
　そして、オフセット演算部２３は重み付け処理した発光ダイオード８ｂの輝度信号値が
Ｂ’maxの値以上であることを判別したときには、発光ダイオード８ｂの最終的な輝度信
号値として重み付け処理した発光ダイオード８ｂの輝度信号値を用いる（ステップＳ２３
）。
【０１２０】
　一方、ステップＳ２０において、重み付け処理した発光ダイオード８ｂの輝度信号値が
Ｂ’maxの値より小さいことが判別されると、オフセット演算部２３はＢ’maxの値を発光
ダイオード８ｂの最終的な輝度信号値とする。
【０１２１】
　また、ステップＳ１９において、Ｇ’maxの値の方がＲ’maxの値よりも大きいことが判
別されると、オフセット演算部２３はステップＳ２１～Ｓ２５の処理動作を行って、発光
ダイオード８ｂ、８ｒの最終的な各輝度信号値を決定する。また、オフセット演算部２３
は、発光ダイオード８ｇの最終的な輝度信号値には、Ｇ’maxの値を用いる。
【０１２２】
　すなわち、ステップＳ２１に示すように、オフセット演算部２３は、ステップＳ１で定
めた発光ダイオード８ｂのＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｂ’max）の値とステップＳ７で重
み付け処理した発光ダイオード８ｂの輝度信号値（つまり、（Ｂ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））
との比較を行う。
【０１２３】
　そして、オフセット演算部２３は重み付け処理した発光ダイオード８ｂの輝度信号値が
Ｂ’maxの値以上であることを判別したときには、発光ダイオード８ｂの最終的な輝度信
号値として重み付け処理した発光ダイオード８ｂの輝度信号値を用いる（ステップＳ２４
）。
【０１２４】
　一方、ステップＳ２１において、重み付け処理した発光ダイオード８ｂの輝度信号値が
Ｂ’maxの値より小さいことが判別されると、オフセット演算部２３はＢ’maxの値を発光
ダイオード８ｂの最終的な輝度信号値とする。
【０１２５】
　また、ステップＳ２２に示すように、オフセット演算部２３は、ステップＳ１で定めた
発光ダイオード８ｒのＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｒ’max）の値とステップＳ７で重み付
け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値（つまり、（Ｒ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））との
比較を行う。
【０１２６】
　そして、オフセット演算部２３は重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値が
Ｒ’maxの値以上であることを判別したときには、発光ダイオード８ｒの最終的な輝度信
号値として重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値を用いる（ステップＳ２５
）。
【０１２７】
　一方、ステップＳ２２において、重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値が
Ｒ’maxの値より小さいことが判別されると、オフセット演算部２３はＲ’maxの値を発光
ダイオード８ｒの最終的な輝度信号値とする。
【０１２８】
　また、図９に戻って、上記ステップＳ８の処理動作が終了すると、オフセット演算部２
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３は当該ステップＳ８で決定した発光ダイオード８ｒ、８ｇの重み付け処理した各輝度信
号値が適切であるか否かについて判定するＲ、Ｇ－ＬＥＤ判定処理を実行して（ステップ
Ｓ１１）、ＬＥＤ出力データ演算部２４に出力する発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの最
終的な各輝度信号値を決定する。
【０１２９】
　詳細にいえば、図１２のステップＳ２６に示すように、オフセット演算部２３は上記ス
テップＳ１で定めた発光ダイオード８ｂ、８ｇのＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｂ’max、Ｇ
’max）が互いに等しいか否かについて判別する。そして、これらの発光ダイオード８ｂ
、８ｇのＬＥＤ輝度信号の値が互いに等しい値であることを判別すると、オフセット演算
部２３は、これらＬＥＤ輝度信号の値を発光ダイオード８ｂ、８ｇの最終的な各輝度信号
値とする。その後、オフセット演算部２３は、ステップＳ１で定めた発光ダイオード８ｒ
のＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｒ’max）の値と上記ステップＳ８で重み付け処理した発光
ダイオード８ｒの輝度信号値（つまり、（Ｒ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））との比較を行う（ス
テップＳ２７）。
【０１３０】
　そして、オフセット演算部２３は重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値が
Ｒ’maxの値以上であることを判別したときには、発光ダイオード８ｒの最終的な輝度信
号値として重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値を用いる（ステップＳ３０
）。
【０１３１】
　一方、ステップＳ２７において、重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値が
Ｒ’maxの値より小さいことが判別されると、オフセット演算部２３はＲ’maxの値を発光
ダイオード８ｒの最終的な輝度信号値とする。
【０１３２】
　また、ステップＳ２６において、Ｂ’maxの値の方がＧ’maxの値よりも大きいことが判
別されると、オフセット演算部２３はステップＳ２８～Ｓ３２の処理動作を行って、発光
ダイオード８ｒ、８ｇの最終的な各輝度信号値を決定する。また、オフセット演算部２３
は、発光ダイオード８ｂの最終的な輝度信号値には、Ｂ’maxの値を用いる。
【０１３３】
　すなわち、ステップＳ２８に示すように、オフセット演算部２３は、ステップＳ１で定
めた発光ダイオード８ｒのＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｒ’max）の値とステップＳ８で重
み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値（つまり、（Ｒ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））
との比較を行う。
【０１３４】
　そして、オフセット演算部２３は重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値が
Ｒ’maxの値以上であることを判別したときには、発光ダイオード８ｒの最終的な輝度信
号値として重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値を用いる（ステップＳ３１
）。
【０１３５】
　一方、ステップＳ２８において、重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値が
Ｒ’maxの値より小さいことが判別されると、オフセット演算部２３はＲ’maxの値を発光
ダイオード８ｒの最終的な輝度信号値とする。
【０１３６】
　また、ステップＳ２９に示すように、オフセット演算部２３は、ステップＳ１で定めた
発光ダイオード８ｇのＬＥＤ輝度信号（つまり、Ｇ’max）の値とステップＳ８で重み付
け処理した発光ダイオード８ｇの輝度信号値（つまり、（Ｇ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））との
比較を行う。
【０１３７】
　そして、オフセット演算部２３は重み付け処理した発光ダイオード８ｇの輝度信号値が
Ｇ’maxの値以上であることを判別したときには、発光ダイオード８ｇの最終的な輝度信
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号値として重み付け処理した発光ダイオード８ｇの輝度信号値を用いる（ステップＳ３２
）。
【０１３８】
　一方、ステップＳ２９において、重み付け処理した発光ダイオード８ｇの輝度信号値が
Ｇ’maxの値より小さいことが判別されると、オフセット演算部２３はＧ’maxの値を発光
ダイオード８ｇの最終的な輝度信号値とする。
【０１３９】
　以上のように構成された本実施形態の液晶表示装置１では、複数の照明エリアＨａ毎に
、白色光に混色可能なＲＧＢの発光ダイオード（光源）８ｒ、８ｇ、８ｂが設けられると
ともに、これらの発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂでは、ステップＳ６～Ｓ８にＲ－ＬＥ
Ｄ（ｃａｌｃ）、Ｇ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ）、及びＢ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ）にて示したよう
に、オフセット輝度が互いに独立して設定されている。これにより、オフセット演算部（
制御部）２３が、各発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂについて、オフセット輝度の独立制
御を行うことが可能となる。すなわち、上記ステップＳ６～Ｓ３２の処理動作を行うこと
ができ、入力された映像信号に応じて、各発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度値を適
切に決定することができる。この結果、上記従来例と異なり、表示画像での色再現性を改
善させることができ、表示品位を向上させることができる。
【０１４０】
　また、本実施形態の液晶表示装置１では、オフセット演算部２３が、図１１のステップ
Ｓ６～Ｓ８に示したように、カラーフィルタ２ｄの所定のＣＦ特性及び発光ダイオード８
ｒ、８ｇ、８ｂの所定の発光特性を基に予め定められた補正係数を使用して、発光ダイオ
ード８ｒ、８ｇ、８ｂ毎に決定した輝度値を補正して決定している。これにより、本実施
形態の液晶表示装置１では、入力された映像信号に対する色ずれの発生を抑制しつつ、発
光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂ毎の輝度値をより適切に決定することが可能となり、表示
画像での色再現性を高めて、表示品位を確実に向上させることができる。
【０１４１】
　具体的にいえば、本実施形態の液晶表示装置１では、オフセット演算部２３がステップ
Ｓ６～Ｓ８に示した重み付け処理を実行するよう構成されており、その重み付け処理での
各補正係数を変更することにより、図１７に実線７０にて示した色再現範囲から同図１７
に一点鎖線９０にて示した色再現範囲まで自在に当該液晶表示装置１の色再現範囲を調整
することができる。
【０１４２】
　また、このように、本実施形態の液晶表示装置１では、補正係数を用いた重み付け処理
を行い発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度値を互いに独立して補正することによって
色再現範囲を調整できるので、入力された映像信号に対する色ずれの発生を抑制しつつ、
色鮮やかな画像を表示することができる。具体的には、図１８（ａ）及び図１８（ｂ）と
同じ映像信号が入力されたときでも、本実施形態の液晶表示装置１では、図１３に示すよ
うに、濃青の空３０については、所望の濃青色で表示（再現）できる。また、空３０と白
い雲３１ａ、３２ａとの各境界部分３１ｂ、３２ｂでは、ＢとＧのカラーフィルタの干渉
に起因する色ずれの発生が抑制され、不自然な映像が表示されるのが極力抑えられている
。
【０１４３】
　また、本実施形態の液晶表示装置１では、目標色補正演算部（色補正演算部）２０がＬ
ＥＤ画像輝度作成部１９からの階調信号データを用いて、Ｒ’Ｇ’Ｂ’セパレート信号を
補正することにより、カラーフィルタ２ｄの透過波長と発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂ
の発光波長の重なりが原因で発生する、ミスマッチを補正したＲ”Ｇ”Ｂ”映像輝度信号
を得ている。これにより、本実施形態の液晶表示装置１では、入力された映像信号をより
適切な映像信号とすることができ、表示画像での色再現性及び表示品位の向上をより確実
に行うことができる。
【０１４４】
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　［第２の実施形態］
　図１４は、本発明の第２の実施形態にかかる液晶表示装置でのバックライトデータ処理
部の構成を示すブロック図である。図において、本実施形態と上記第１の実施形態との主
な相違点は、オフセット演算部が入力された映像信号を用いて、決定された緑色の輝度値
と青色の輝度値とを比較し、かつ、これらの輝度値のうち、いずれか大きい輝度値を、緑
色の輝度値及び青色の輝度値として決定する点である。尚、上記第１の実施形態と共通す
る要素については、同じ符号を付して、その重複した説明を省略する。
【０１４５】
　すなわち、図１４に示すように、本実施形態の液晶表示装置１では、バックライト制御
部１５にオフセット演算部２３’が設けられている。このオフセット演算部２３’には、
第１の実施形態のものと同様に、画像輝度抽出部２２から各表示エリアＰａでの表示画像
のＲＧＢの色毎の輝度最大値が入力されるようになっている。そして、オフセット演算部
２３’では、緑色の輝度最大値と青色の輝度最大値とを比較し、かつ、これらの輝度最大
値のうち、いずれか大きい輝度最大値を、当該緑色及び青色の輝度値として決定して、Ｌ
ＥＤ出力データ演算部２４に出力する。一方、オフセット演算部２３’は、画像輝度抽出
部２２から入力された各表示エリアＰａでの赤色の輝度最大値または所定の重み付け処理
を施した値を、当該赤色の輝度値として決定して、ＬＥＤ出力データ演算部２４に出力す
る。
【０１４６】
　ここで、図１５を参照して、本実施形態の液晶表示装置１の動作について具体的に説明
する。尚、以下の説明では、オフセット演算部２３’での処理動作について主に説明する
。
【０１４７】
　図１５は、図１４に示したオフセット演算部の動作を示すフローチャートである。
【０１４８】
　オフセット演算部２３’は、図１５のステップＳ３３に示すように、各ＬＥＤユニット
８（各照明エリアＨａ）において、画像輝度抽出部２２からのＲＧＢの各輝度最大値を、
当該ＬＥＤユニット８の対応する発光ダイオード８ｒ、８ｇ、８ｂの輝度信号値としてい
る。
【０１４９】
　次に、オフセット演算部２３’は、発光ダイオード８ｇの輝度信号値（つまり、Ｇ’ma
x）が発光ダイオード８ｂの輝度信号値（つまり、Ｂ’max）よりも大きいか否かについて
判別する（ステップＳ３４）。そして、発光ダイオード８ｇの輝度信号値が大きいことを
判別したときには、オフセット演算部２３’は、発光ダイオード８ｂの最終的な輝度信号
値を発光ダイオード８ｇの輝度信号値と同じ値として（ステップＳ３５）、これらの発光
ダイオード８ｇ、８ｂの各輝度信号値をＬＥＤ出力データ演算部２４に出力する。
【０１５０】
　一方、ステップＳ３４において、発光ダイオード８ｇの輝度信号値が発光ダイオード８
ｂの輝度信号値よりも大きくないことが判別されると、オフセット演算部２３’は、発光
ダイオード８ｂの輝度信号値が発光ダイオード８ｇの輝度信号値よりも大きいか否かにつ
いて判別する（ステップＳ３６）。そして、発光ダイオード８ｂの輝度信号値が大きいこ
とを判別したときには、オフセット演算部２３’は、発光ダイオード８ｇの最終的な輝度
信号値を発光ダイオード８ｂの輝度信号値と同じ値として（ステップＳ３７）、これらの
発光ダイオード８ｇ、８ｂの各輝度信号値を、後述のステップＳ３８～Ｓ４０を経由して
ＬＥＤ出力データ演算部２４に出力する。
【０１５１】
　一方、ステップＳ３６において、発光ダイオード８ｂの輝度信号値が発光ダイオード８
ｇの輝度信号値よりも大きくないことが判別されると、オフセット演算部２３’は、これ
らの発光ダイオード８ｇ、８ｂの輝度信号値が同じ値であることを判別して、これらの発
光ダイオード８ｇ、８ｂの各輝度信号値を、後述のステップＳ３８～Ｓ４０を経由してＬ
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ＥＤ出力データ演算部２４に出力する。
【０１５２】
　次に、オフセット演算部２３’は、ステップＳ３３またはＳ３７で定めた発光ダイオー
ド８ｇの輝度信号値に対して、所定の補正係数を積算することで重み付け処理が行われる
（ステップＳ３８）。つまり、発光ダイオード８ｇの輝度信号値に５０％を乗算した値を
、発光ダイオード８ｒの重み付け処理した輝度信号値（Ｒ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））として
求める。尚、発光ダイオード８ｇを重み付けの基準輝度信号としたのは、最も発光ダイオ
ード８ｒに波長が近く、色ずれの影響が大きいからである。
【０１５３】
　続いて、オフセット演算部２３’は、ステップＳ３３で定めた発光ダイオード８ｒのＬ
ＥＤ輝度信号（つまり、Ｒ’max）の値とステップＳ３８で重み付け処理した発光ダイオ
ード８ｒの輝度信号値（つまり、（Ｒ－ＬＥＤ（ｃａｌｃ））との比較を行う（ステップ
Ｓ３９）。
【０１５４】
　そして、オフセット演算部２３’が重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値
がＲ’maxの値以上であることを判別したときには、発光ダイオード８ｒの最終的な輝度
信号値として重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号値を用いる（ステップＳ４
０）。
【０１５５】
　一方、上記ステップＳ３９において、重み付け処理した発光ダイオード８ｒの輝度信号
値がＲ’maxの値未満であることが判別されると、オフセット演算部２３’は発光ダイオ
ード８ｒの最終的な輝度信号値としてＲ’maxの値を用いる。これらのステップＳ３９ま
たはＳ４０の処理動作が終了すると、オフセット演算部２３’は、発光ダイオード８ｒ、
８ｇ、８ｂの最終的な各輝度信号値を、ＬＥＤ出力データ演算部２４に出力する。
【０１５６】
　以上の構成により、本実施形態の液晶表示装置１では、上記第１の実施形態と同様な作
用・効果を奏することができる。また、本実施形態の液晶表示装置１では、オフセット演
算部（輝度決定部）２３’が緑色及び青色の各輝度最大値を比較して、いずれか大きい方
の輝度最大値を、緑色及び青色の輝度値として決定してＬＥＤ出力データ演算部２４に出
力している。すなわち、本実施形態の液晶表示装置１では、図１５に示したように、カラ
ーフィルタ２ｄで最も干渉する緑色と青色については白黒エリアアクティブ駆動と同様な
制御を行い、赤色についてオフセット輝度駆動と同様な制御を行っている。これにより、
本実施形態の液晶表示装置１では、オフセット演算部２３’はカラーフィルタを経てユー
ザに視認される、赤色、緑色、及び青色の色光のうち、ユーザの視感度の最も高い青色光
が映像信号に対して色ずれが発生するのを確実に抑制することができる。また、本実施形
態の液晶表示装置１では、独立エリアアクティブに比べ色ずれの発生を抑制しながら、例
えば大きな赤い花の画像などの赤色が多く含まれる画像を、白黒エリアアクティブ駆動を
行う場合に比べ、より色鮮やかに表示することができ、表示品位を向上させることができ
る。
【０１５７】
　尚、上記の実施形態はすべて例示であって制限的なものではない。本発明の技術的範囲
は特許請求の範囲によって規定され、そこに記載された構成と均等の範囲内のすべての変
更も本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１５８】
　例えば、上記の説明では、本発明を透過型の液晶表示装置に適用した場合について説明
したが、本発明の表示装置はこれに限定されるものではなく、光源の光を利用して、情報
を表示する非発光型の各種表示装置に適用することができる。具体的にいえば、半透過型
の液晶表示装置、あるいは上記液晶パネルをライトバルブに用いたリアプロジェクション
などの投写型表示装置に本発明の表示装置を好適に用いることができる。
【０１５９】
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　また、上記の説明では、バックライト部にＲＧＢの三色の発光ダイオードを光源に用い
た場合について説明したが、本発明のバックライト部は、オフセット輝度が互いに独立し
て設定されるとともに、白色光に混色可能な２色以上の光源を用いたものであれば何等限
定されない。具体的にいえば、光源には、例えば青色の発光ダイオードと、この青色と補
色関係にある赤色及び緑色を混色した黄色の発光ダイオードとを用いたり、ＲＧＢの三色
の発光ダイオードに白色の発光ダイオードを加えた４色の発光ダイオードを用いたりする
ことができる。また、有機ＥＬ（Electronic Luminescence）などの他の発光素子やＰＤ
Ｐ（Plasma Display Panel）等の発光装置を光源に使用することもできる。
【０１６０】
　但し、上記のように光源に発光ダイオードを用いる場合の方が、色再現性やコスト力に
優れるとともに、高輝度、長寿命で、コンパクトな光源を容易に構成することができ、高
性能で小型化された表示装置を容易に構成することができる点で好ましい。
【０１６１】
　また、上記の説明では、バックライト部に直下型のバックライト装置を用いた場合につ
いて説明したが、本発明のバックライト部は表示部に設定された複数の表示エリアに対し
て、光源の光をそれぞれ入射させる複数の照明エリアが設けられたものであればよく、例
えば、複数の各照明エリアの輝度値（光量）を互いに独立して制御可能に構成されたエッ
ジライト型や照明エリア毎に光源からの光を導く導光板を備えたタンデム型の他の形式の
バックライト装置を使用することもできる。また、表示用の上記液晶パネルと同一の液晶
パネルを、表示用の液晶パネルと光源との間に設けて当該液晶パネルに照明エリアを設定
することにより、バックライト部に用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１６２】
　本発明は、表示画像での色再現性を改善させることができ、表示品位を向上させること
ができる高性能な表示装置に対して有用である。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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