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(57)【要約】
【課題】本発明は、ちらつきを低減しつつ、入力される
画像信号の階調を全て表示可能な表示方法及びこの方法
を用いた表示装置を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明は、表示装置を駆動するドライバ回
路２に入力される画像信号の第１ビット数が、出力され
る階調データの第２ビット数のより多い場合に、表示装
置に第１ビット数の階調を表示させる表示方法である。
そして、本発明に係る表示方法は、各階調間に、第１フ
レーム数を１組としてフレームレートコントロールを行
い擬似階調を追加する第１擬似階調表示ステップと、第
１フレーム数と異なる第２フレーム数を１組としてフレ
ームレートコントロールを行い、第１擬似階調表示ステ
ップを行った階調間の少なくとも１つに擬似階調を追加
する第２擬似階調表示ステップとを備える。
【選択図】図３



(2) JP 2008-122635 A 2008.5.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置を駆動するドライバ回路に入力される画像信号の第１ビット数が、出力される
階調データの第２ビット数のより多い場合に、前記表示装置に前記第１ビット数の階調を
表示させる表示方法であって、
　各階調間に、第１フレーム数を１組としてフレームレートコントロールを行い擬似階調
を追加する第１擬似階調表示ステップと、
　前記第１フレーム数と異なる第２フレーム数を１組としてフレームレートコントロール
を行い、前記第１擬似階調表示ステップを行った階調間の少なくとも１つに擬似階調を追
加する第２擬似階調表示ステップとを備える表示方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示方法であって、
　前記第１擬似階調表示ステップ及び前記第２擬似階調表示ステップで追加する擬似階調
数では、前記第１ビット数の階調を表示できない場合に、前記第１フレーム数及び前記第
２フレーム数と異なる第３フレーム数を１組としてフレームレートコントロールを行う擬
似階調を、前記第１ビット数の階調に至るまで順次追加する擬似階調追加ステップをさら
に備える表示方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の表示方法であって、
　前記第１フレーム数は、前記第１ビット数と前記第２ビット数との差で２をべき乗した
値であることを特徴とする表示方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１つに記載の表示方法であって、
　前記第２フレーム数は、前記第１ビット数と前記第２ビット数との差で２をべき乗した
値より小さい自然数であることを特徴とする表示方法。
【請求項５】
　請求項１又は請求項２に記載の表示方法であって、
　前記第１フレーム数を２とし、前記第２フレーム数を３とすることを特徴とする表示方
法。
【請求項６】
　請求項２に記載の表示方法であって、
　前記第１フレーム数を２とし、前記第２フレーム数を３とし、前記第３フレーム数を４
以上の自然数として前記第１ビット数の階調に至るまで当該前記第３フレーム数を順次繰
り上げることを特徴とする表示方法。
【請求項７】
　表示装置を駆動するドライバ回路に入力される画像信号の第１ビット数が、出力される
階調データの第２ビット数のより多い場合に、前記表示装置に前記第１ビット数の階調を
表示させる表示方法であって、
　隣接する階調間において、所定のフレーム数を１組としてフレームレートコントロール
を行い擬似階調を追加する第１擬似階調表示ステップと、
　連続する２階調間において、所定のフレーム数を１組としてフレームレートコントロー
ルを行い擬似階調を追加する第２擬似階調表示ステップとを備える表示方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の表示方法であって、
　前記第１擬似階調表示ステップの所定のフレーム数と、前記第２擬似階調表示ステップ
の所定のフレーム数とが異なることを特徴とする表示方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の表示方法であって、
　前記第１擬似階調表示ステップ及び前記第２擬似階調表示ステップで追加する擬似階調
数では、前記第１ビット数の階調を表示できない場合に、前記所定のフレーム数を順次繰
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り上げて前記第１擬似階調表示ステップ及び前記第２擬似階調表示ステップを繰り返し実
行し、前記第１ビット数の階調に至るまで擬似階調を順次追加する擬似階調追加ステップ
をさらに備える表示方法。
【請求項１０】
　請求項７乃至請求項９のいずれか１つに記載の表示方法であって、
　前記第２擬似階調表示ステップは、階調－輝度特性曲線が非線形となる階調領域に適用
することを特徴とする表示方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか１つに記載の表示方法を用いて、第１ビット数の階
調データを表示することを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示方法及びこの方法を用いた表示装置に係る発明であって、特に、階調表
示に関する表示方法及びこの方法を用いた表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、マトリクス型の画像表示装置（以下、単に表示装置ともいう）において、データ
処理能力の向上等により入力画像信号のビット数が多くなり、データドライバＩＣから出
力可能なビット数を越える場合がある。つまり、表示装置では、表現できる階調数がデー
タドライバＩＣの性能に依存し、データドライバＩＣから出力可能なビット数が入力画像
信号のビット数よりも少ない場合には、階調つぶれや階調飛びなどの現象が発生する。表
示装置に階調つぶれや階調飛びなどの現象が発生するとユーザが表示しようとする画像を
表示装置に忠実に再現することができなくなる。
【０００３】
　そのため、表示装置で画像を忠実に再現しようとすれば、入力画像信号のビット数より
多いビット数の出力が可能なデータドライバＩＣに変更する必要がある。しかし、データ
ドライバＩＣの出力可能なビット数を多くするには、データドライバＩＣのコストアップ
が伴う。そこで、入力画像信号のビット数より少ないビット数しか出力できないデータド
ライバＩＣを用いても入力画像信号のビット数の階調を表示できる方法として、例えば、
ＦＲＣ（Frame Rate Control）方式を採用することが考えられる。
【０００４】
　ＦＲＣ方式は、画素１ドットの表示に対し、ｍフレーム（１周期）のうちｎ（ｎ＜ｍ）
フレームが階調Ｇｐを表示し、残りの（ｍ－ｎ）フレームがＧｑ階調を表示することで観
察者の目にＧｐ階調とＧｑ階調とのフレーム比率の加重時間平均の階調（擬似階調）を視
認させる方式である。なお、具体的に、ＦＲＣ方式を適用した表示装置の例は特許文献１
等に記載されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－４９１０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、ｉビットの入力画像信号をｊビット（ｉ＜ｊ）出力可能なデータドライバＩＣ
で表示させる場合、ＦＲＣ方式を表示装置に用いたとしても表現できる階調数が不足する
問題があった。具体的に説明すると、ｉビットの各階調間に２＾（ｊ－ｉ）フレームを１
組として｛２＾（ｊ－ｉ）－１｝個の擬似階調をＦＲＣ方式で作成した場合、表示装置に
おいて出力可能な階調数は、｛２＾ｊ－２＾（ｊ－ｉ）＋１｝個となる。しかし、表示し
ようとする入力画像信号の階調数（２＾ｊ）に対し、２＾（ｊ－ｉ）－１階調分が不足す
る。不足する階調分は、表示画像として、いわゆる「階調つぶれ」となる。
【０００７】
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　階調つぶれを解消し、不足する階調分を得るためには、ある階調Ｇｒと階調Ｇｒ＋１と
の間においてのみ、２＾（ｊ－ｉ）フレームと異なるフレーム数でフレームレートコント
ロール（ＦＲＣ）を行う必要がある。具体的には、２＾（ｊ－ｉ）フレーム数と、不足し
ている階調数と同数のフレーム数｛２＾（ｊ－ｉ）－１｝との合計である｛２＾（ｊ－ｉ
＋１）－１｝個のフレーム数を１組として、｛２＾（ｊ－ｉ＋１）－１｝個の擬似階調を
作成し、不足階調を補う方法がある。
【０００８】
　しかし、このような従来の表示方法では、２＾（ｊ－ｉ）フレームを１組とする擬似階
調を作成した階調間と、不足階調を補うために｛２＾（ｊ－ｉ＋１）－１｝フレームを１
組とする擬似階調を作成した階調間とが存在することになる。そのため、当該２つの擬似
階調の部分の間で表示が時間的に変化するような画像の場合、フレーム数が２＾（ｊ－ｉ
）の擬似階調を表示するときに比べ、フレーム数が｛２＾（ｊ－ｉ＋１）－１｝の擬似階
調を表示するときの方が極端に周波数が小さくなるため、人の目にちらつきが視認されや
すくなる問題があった。
【０００９】
　そこで、本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであり、ちらつきを低
減しつつ、入力される画像信号の階調を全て表示可能な表示方法及びこの方法を用いた表
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】
【００１０】
　本発明に係る解決手段は、表示装置を駆動するドライバ回路に入力される画像信号の第
１ビット数が、出力される階調データの第２ビット数のより多い場合に、表示装置に第１
ビット数の階調を表示させる表示方法であって、各階調間に、第１フレーム数を１組とし
てフレームレートコントロールを行い擬似階調を追加する第１擬似階調表示ステップと、
第１フレーム数と異なる第２フレーム数を１組としてフレームレートコントロールを行い
、第１擬似階調表示ステップを行った階調間の少なくとも１つに擬似階調を追加する第２
擬似階調表示ステップとを備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に記載の表示方法は、第１擬似階調表示ステップを行った階調間の少なくとも１
つに第２擬似階調表示ステップの擬似階調を追加するので、ちらつきを低減しつつ、入力
される画像信号の階調を全て表示可能とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　（実施の形態１）
　本実施の形態に係るマトリクス型の画像表示装置（以下、単に表示装置ともいう）の回
路構成を示すブロック図を図１に示す。図１に示す表示装置では、ｊビットの入力画像信
号（以下、単に画像信号ともいう）が入力される信号処理回路１では、画像信号をレベル
に対応したデジタル信号に変換する。さらに、信号処理回路１では、当該デジタル信号に
対し、タイミング調整やレベル調整などを行い、表示データとしてデータドライバＩＣ２
に出力する。
【００１３】
　データドライバＩＣ２は、入力された表示データを所定の階調データ（ｉビット）とし
て表示パネル３に供給する。一方、走査ドライバＩＣ４は、表示パネル３の各画素に対し
走査信号を供給する。表示パネル３の各画素は、走査信号が供給されている間に、データ
ドライバＩＣ２から供給された階調データを表示する。なお、図１には図示していないが
、データドライバＩＣ２及び走査ドライバＩＣ４の駆動タイミングを制御するタイミング
コントローラも表示装置には設けられている。
【００１４】
　図１に示す表示装置では、画像信号のビット数がｊビットであるが、データドライバＩ
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ットより小さい場合は、階調つぶれや階調飛びなどの現象が発生し、表示しようとする画
像を忠実に再現できない。そのため、本実施の形態に係る表示装置では、表示する画像の
階調数よりも少ない階調数を出力可能なデータドライバＩＣ２でも、表示する画像の階調
数を表現できるようにＦＲＣ（Frame Rate Control）方式を採用する。
【００１５】
　ＦＲＣ方式は、背景技術でも説明したように、画素１ドットの表示に対し、ｍフレーム
（１周期）のうちｎ（ｎ＜ｍ）フレームが階調Ｇｐを表示し、残りの（ｍ－ｎ）フレーム
がＧｑ階調を表示することで観察者の目にＧｐ階調とＧｑ階調とのフレーム比率の加重時
間平均の階調（擬似階調）を視認させる方式である。
【００１６】
　図２を用いて具体的にＦＲＣ方式を説明する。まず、図２に示すＦＲＣ方式では、Ｇｐ
階調（輝度レベルをＬｐとする）と、Ｇｑ階調（輝度レベルをＬｑとする）の間に、３つ
の擬似階調を表示する例である。この例では、４フレームを１組としてフレームレートコ
ントロール（ＦＲＣ）を行う。つまり、図２の２段目に示すように、４フレームのうち３
フレームでＧｐ階調を表示させ、残りの１フレームでＧｑ階調を表示させると、視認され
る輝度レベルは、Ｇｐ階調とＧｑ階調のフレーム比率の加重時間平均である［Ｌｐ×３／
４＋Ｌｑ×１／４］となる。
【００１７】
　同様に、図２の３段目に示すように、４フレームのうち２フレームのそれぞれでＧｐ階
調とＧｑ階調を表示させた場合、視認される輝度レベルは［Ｌｐ×２／４＋Ｌｑ×２／４
］＝［（Ｌｐ＋Ｌｑ）／２］となる。さらに、図２の４段目に示すように、４フレームの
うち１フレームでＧｐ階調を表示させ、残りの３フレームでＧｑ階調を表示させると、視
認される輝度レベルは、［Ｌｐ×１／４＋Ｌｑ×３／４］となる。
【００１８】
　しかし、ＦＲＣ方式を用いたとしても、発明が解決しようとする課題で説明したように
ｉビットのデータドライバＩＣ２で、ｊビット（ｉ＜ｊ）の画像信号を表示させる場合、
２＾（ｊ－ｉ）－１階調分が不足するという問題があった。
【００１９】
　例えば、６ビット（階調０から階調６３までの６４階調数）の階調データを出力できる
データドライバＩＣ２を用いて、８ビット（２５６階調数）の画像信号を表示させようと
した場合の画像信号と階調データとの対応表を表１に示す。
【００２０】
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【００２１】
　表１では、左側からデータドライバＩＣ２の階調、ＦＲＣによる輝度レベル、画像信号
の階調が順に示されている。また、表１では、４フレームを１組としてＦＲＣを行い、６
ビットの各階調間に３階調分の擬似階調を作成している。
【００２２】
　しかし、表１では、表示される階調が０階調から２５２階調までであり、合計（６４－
１）×３＋６４＝２５３階調となる。そのため、画像信号の２５６階調表示に対して、デ
ータドライバＩＣ２から出力される階調データは３階調分不足することになる。この場合
、一般に表２に示す処理が行われる。
【００２３】
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【表２】

【００２４】
　表２では、画像信号の０階調～２５５階調のうち、２５２階調～２５５階調までが同一
の輝度レベル（データドライバＩＣ２の６３階調）として表示され、表示画像としては、
いわゆる「階調つぶれ」となる。なお、表２では、低階調側からＦＲＣの擬似階調を設け
る構成であるため、高階調側に「階調つぶれ」が生じているが、逆に、高階調側からＦＲ
Ｃの擬似階調を設ける構成であれば、低階調側に「階調つぶれ」が生じることになる。
【００２５】
　この階調つぶれを解消し、且つ不足する階調分を得るために、「発明が解決しようとす
る課題」で説明した例では、ある階調Ｇｒと階調Ｇｒ＋１との間にのみ、他の階調と異な
るフレーム数を１組として擬似階調を作成する方法が示されている。具体的に表１の場合
に適用すると、表３に示すように、不足する３階調分を得るために、データドライバＩＣ
２の６２階調と６３階調の間にのみ、７フレームを１単位としＦＲＣを行う。
【００２６】
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【表３】

【００２７】
　つまり、表３では、データドライバＩＣ２の６２階調と６３階調の間に、７階調分の擬
似階調を追加し、合計で（６４－２）×４＋７＋１＝２５６階調を得ている。ここで、７
フレームを１単位としたが、信号処理回路１のアルゴリズムの簡便性から８フレームを１
単位として作成された８階調の擬似階調うち、７階調を用いる構成でも良い。
【００２８】
　しかし、６ビット（６４階調数）のデータドライバＩＣ２を用いて、８ビット（２５６
階調数）の階調データを表示させる場合、階調データの２４７階調以下の擬似階調は、階
調｛４ｎ－３｝，階調｛４ｎ－２｝，階調｛４ｎ－１｝（ｎは自然数）となり、２つの階
調レベルが変化する周期が４フレーム（周波数としては一般に１５Ｈｚ）となる。一方、
階調データの２４９階調以上の擬似階調では、２つの階調レベルが変化する周期が７フレ
ーム（周波数としては約８Ｈｚ）と低周波となる。そのため、４フレームの擬似階調と７
フレームの擬似階調とが時間的に変化する画像では、人の目にちらつきが視認される。
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【００２９】
　そこで、本実施の形態に係る表示装置では、ちらつきを低減しつつ、入力される画像信
号の階調を全て表示可能とする以下の表示方法を採用している。図３に、本実施の形態に
係る表示方法のフローチャートを示す。図３に示すフローチャートでは、ｉビットの階調
データを出力可能なデータドライバＩＣ２を用いて、ｊビット（ｉ＜ｊ）の画像信号の階
調を表示させる表示方法である。まず、図３に示すフローチャートでは、２＾（ｊ－ｉ）
フレームを１組としてＦＲＣを行い２＾（ｊ－ｉ）－１個の擬似階調を、ｉビットの各階
調間に作成する（ステップＳ１）。なお、ステップＳ１により、ＦＲＣによらない階調数
２＾ｉ個に、ＦＲＣによる階調数｛２＾ｊ－２＾ｉ－２＾（ｊ－ｉ）＋１｝個を追加した
階調数が表示可能となる。
【００３０】
　次に、画像信号の階調数２＾ｊに対して、不足する階調数｛２＾（ｊ－ｉ）－１｝につ
いて、階調Ｇｐと階調Ｇｐ＋１の間に、３フレームを１組としてＦＲＣを行い擬似階調｛
Ｇｐ×２／３＋（Ｇｐ＋１）×１／３｝、｛Ｇｐ×１／３＋（Ｇｐ＋１）×２／３｝を作
成する（ステップＳ２）。つまり、本実施の形態に係る表示方法では、２フレームを１組
としてＦＲＣを行った擬似階調と、３フレームを１組としてＦＲＣを行った擬似階調とが
ある階調間に共存することになる。
【００３１】
　なお、不足する階調数｛２＾（ｊ－ｉ）－１｝が１個の場合は、｛Ｇｐ×２／３＋（Ｇ
ｐ＋１）×１／３｝又は、｛Ｇｐ×１／３＋（Ｇｐ＋１）×２／３｝のいずれを用いても
良い。また、不足する階調数が３個の場合は、階調Ｇｐと階調Ｇｐ＋１との間にステップ
Ｓ２の擬似階調を２個用いて、別の階調Ｇｑと階調Ｇｑ＋１との間にステップＳ２の擬似
階調を１個用いる。
【００３２】
　次に、ステップＳ１及びステップＳ２で追加した擬似階調とｉビットの階調数とを合わ
せた合計階調数が、画像信号の階調数２＾ｊに至るまで、ステップＳ２による擬似階調を
階調間に追加する（ステップＳ３）。
【００３３】
　本実施の形態に係る表示方法の具体例を表４に示す。
【００３４】
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【表４】

【００３５】
　表４では、６ビット（６４階調数）出力のデータドライバＩＣ２を用いて、８ビット（
２５６階調数）の階調データを表示させる場合を示す。まず、６ビットの各階調間に、４
（２＾（８－６））フレームを１組としてＦＲＣを行い、３個の擬似階調を作成する。こ
れはステップＳ１に対応し、作成された擬似階調を合わせた階調数は（６４－１）×４＋
１＝２５３階調数となる。この階調数は、入力された画像信号の階調数である２５６階調
数に対して３階調数少ない。
【００３６】
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　そこで、階調［６２］と階調［６３］との間に、３フレームを１組としてＦＲＣを行い
作成された擬似階調｛［６２］×２／３＋［６３］×１／３｝及び、｛［６２］×１／３
＋［６３］×２／３｝を追加する（ステップＳ２）。なお、４フレームを１単位として作
成した３つの擬似階調の階調レベルと、３フレームを１単位として作成した２つの擬似階
調の階調レベルとを比較し、小さい方から順に擬似階調と８ビットの階調数とを対応させ
る。
【００３７】
　表４では、階調｛２５１｝に擬似階調｛［６２］×２／３＋［６３］×１／３｝、階調
｛２５３｝に擬似階調｛［６２］×１／３＋［６３］×２／３｝を対応させている。さら
に、階調［６１］と階調［６２］の間に、３フレームを１組としてＦＲＣを行い作成した
擬似階調｛［６１］×２／３＋［６２］×１／３｝を階調｛２４６｝としている。
【００３８】
　以上のように、本実施の形態では、ｉビットの階調数を出力可能なデータドライバＩＣ
２で、ｊビット（ｉ＜ｊ）の画像信号を表示をさせる場合、ｉビットの各階調間に、２＾
（ｊ－ｉ）フレームを１組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調を追加する。さらに、不
足する階調数｛２＾（ｊ－ｉ）－１｝に対して、３フレームを１組としてＦＲＣを行い作
成した擬似階調を追加する。追加できる最大階調数は、２×（２＾ｉ－１）である。なお
、上記の擬似階調の追加でもさらに不足している場合は、５フレームを１組としてＦＲＣ
を行うか、７フレームを１組としてＦＲＣを行うかによって作成された擬似階調を追加す
ることができる。本実施の形態に係る表示方法及びこの表示方法を用いた表示装置によれ
ば、ちらつきを低減しつつ、入力される画像信号の階調数２＾ｊの全てを表示することが
できる。
【００３９】
　（実施の形態２）
　図４に、本実施の形態に係る表示方法のフローチャートを示す。図４に示すフローチャ
ートでは、ｉビットの階調データを出力可能なデータドライバＩＣ２を用いて、ｊビット
（ｉ＜ｊ）の画像信号の階調を表示させる。まず、図４に示すフローチャートでは、２フ
レーム及び３フレームを１組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調を、ｉビットの各階調
間に追加する（ステップＳ１）。例えば、階調Ｇｋと階調Ｇｋ＋１との間には、２フレー
ムを１組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調｛Ｇｋ×１／２＋（Ｇｋ＋１）×１／２｝
及び、３フレームを１組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調｛Ｇｋ×２／３＋（Ｇｋ＋
１）×１／３｝，｛Ｇｋ×１／３＋（Ｇｋ＋１）×２／３｝が追加される。
【００４０】
　これらの擬似階調及び、もとのｉビットの階調数を合わせた合計階調数は、２＾ｉ＋（
２＾ｉ－１）＋（２＾ｉ－１）×２＝２＾（ｉ＋２）－３となる。ここで、合計階調数は
、入力された画像信号の階調数２＾ｊに対して、｛２＾ｊ－２＾（ｉ＋２）＋３｝階調数
不足することになる。
【００４１】
　次に、階調Ｇｐと階調Ｇｐ＋１との間に、４フレームを１組としてＦＲＣを行い作成し
た擬似階調｛Ｇｐ×１／４＋（Ｇｐ＋１）×３／４｝，｛Ｇｐ×３／４＋（Ｇｐ＋１）×
１／４｝を不足する階調数に対して追加する（ステップＳ５）。このとき、不足する階調
数｛２＾ｊ－２＾（ｉ＋２）＋３｝が１個の場合は、｛Ｇｐ×１／４＋（Ｇｐ＋１）×３
／４｝又は、｛Ｇｐ×３／４＋（Ｇｐ＋１）×１／４｝のいずれを用いても良い。また、
不足する階調数が３個の場合は、階調Ｇｐと階調Ｇｐ＋１との間にステップＳ５の擬似階
調を２個追加し、別の階調Ｇｑと階調Ｇｑ＋１との間にステップＳ５の擬似階調を１個追
加する。
【００４２】
　次に、ステップＳ４及びステップＳ５で追加した擬似階調とｉビットの階調数とを合わ
せた合計階調数が、画像信号の階調数２＾ｊに至るまで、ステップＳ５による擬似階調を
階調間に追加する（ステップＳ６）。
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【００４３】
　次に、本実施の形態に係る表示方法の具体例を表５に示す。
【００４４】
【表５】

【００４５】
　表５では、６ビット（６４階調数）出力のデータドライバＩＣ２を用いて、８ビット（
２５６階調数）の階調データを表示させる場合を示す。まず、６ビットの各階調間に、２
フレーム及び３フレームを１組としてＦＲＣを行い、３個の擬似階調を作成する。これは
ステップＳ４に対応し、作成された擬似階調を合わせた階調数は（６４－１）×４＋１＝
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２５３階調数となる。この階調数は、入力された画像信号の階調数である２５６階調数に
対して３階調数少ない。
【００４６】
　そこで、階調［６２］と階調［６３］との間に、４フレームを１組としてＦＲＣを行い
作成された擬似階調｛［６２］×３／４＋［６３］×１／４｝及び、｛［６２］×１／４
＋［６３］×３／４｝を追加する（ステップＳ５）。なお、２フレーム及び３フレームを
１単位として作成した３つの擬似階調の階調レベルと、４フレームを１単位として作成し
た２つの擬似階調の階調レベルとを比較し、小さい方から順に擬似階調と８ビットの階調
数とを対応させる。表４では、階調｛２５０｝に擬似階調｛［６２］×３／４＋［６３］
×１／４｝、階調｛２５４｝に擬似階調｛［６２］×１／４＋［６３］×３／４｝を対応
させている。さらに、階調［６１］と階調［６２］の間に、４フレームを１組としてＦＲ
Ｃを行い作成した擬似階調｛［６１］×３／４＋［６２］×１／４｝を階調｛２４５｝と
している。
【００４７】
　以上のように、本実施の形態に係る表示方法では、ｉビットの階調数を出力可能なデー
タドライバＩＣ２で、ｊビット（ｉ＜ｊ）の画像信号を表示をさせる場合、ｉビットの各
階調間に、２フレーム及び３フレームを１組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調を追加
する。さらに、本実施の形態に係る表示方法では、不足する階調数｛２＾（ｉ＋２）－３
｝に対して、４フレームを１組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調数を追加している。
なお、４フレームを１組としたＦＲＣの場合、最大で２×（２＾ｉ－１）個の擬似階調を
追加することが可能であるが、さらに不足する場合は、５フレームを１組としたＦＲＣや
、７フレームを１組としたＦＲＣにより作成した擬似階調をさらに追加しても良い。
【００４８】
　本実施の形態に係る表示方法及びこの表示方法を用いた表示装置によれば、ｎフレーム
（ｎ＝２，３，４，・・・）を１組としてＦＲＣを行い擬似階調を作成するので、擬似階
調のフレーム周波数が可能な限り高くなり、ちらつきを抑制しつつも入力された画像信号
の階調数を全て表示することができる。
【００４９】
　（実施の形態３）
　図５に、本実施の形態に係る表示方法のフローチャートを示す。図５に示すフローチャ
ートでは、ｉビットの階調データを出力可能なデータドライバＩＣ２を用いて、ｊビット
（ｉ＜ｊ）の画像信号の階調を表示させる場合に、まず、２＾（ｊ－ｉ）フレームを１組
としてＦＲＣを行い作成された擬似階調を、ｉビットの各階調間に作成する（ステップＳ
７）。なお、ステップＳ７により、ＦＲＣによらない階調数２＾ｉ個に、ＦＲＣによる階
調数｛２＾ｊ－２＾ｉ－２＾（ｊ－ｉ）＋１｝個を追加した階調数を表示することができ
るようになる。
【００５０】
　次に、ステップＳ７による擬似階調の追加でも不足する階調数｛２^（ｊ－ｉ）－１｝
に対し、階調Ｇｐ－１（輝度レベルをＬｐ－１とする）と階調Ｇｐ＋１（輝度レベルをＬ
ｐ＋１とする）との間（連続する２階調間）に、２フレームを１組としてＦＲＣを行うこ
とで作成した擬似階調Ｇｃを追加する（ステップＳ８）。ステップＳ８で作成された擬似
階調Ｇｃの輝度レベルは｛（Ｌｐ－１）＋（Ｌｐ＋１）｝／２となるが、階調Ｇｐ－１と
階調Ｇｐ＋１との間にはステップＳ７による擬似階調も存在するため、当該擬似階調の輝
度レベルとの大小関係で階調の順序付けを行う。
【００５１】
　例えば、図６に、階調Ｇｐ－１と階調Ｇｐ＋１との間における輝度レベルと階調との関
係を示す。図６では、横軸を階調、縦軸を輝度レベルとしている。そして、図６には、階
調Ｇｐ－１と階調Ｇｐとの間に４フレームを１組としてＦＲＣを行い作成した３つの擬似
階調Ｇａ１，Ｇａ２，Ｇａ３、階調Ｇｐと階調Ｇｐ＋１との間に４フレームを１組として
ＦＲＣを行い作成した３つの擬似階調Ｇｂ１，Ｇｂ２，Ｇｂ３がそれぞれ図示されている
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【００５２】
　さらに、図６には、階調Ｇｐ－１と階調Ｇｐ＋１との間に２フレームを１組としてＦＲ
Ｃを行い作成した擬似階調Ｇｃが図示されているが、その図示される位置は、擬似階調Ｇ
ｃの輝度レベル（｛（Ｌｐ－１）＋（Ｌｐ＋１）｝／２）と、他の擬似階調Ｇａ１，Ｇａ
２，Ｇａ３，Ｇｂ１，Ｇｂ２，Ｇｂ３の輝度レベルとを比較して決められる。図６の例で
は、輝度レベルの大きさが擬似階調Ｇｐ＜擬似階調Ｇｃ＜擬似階調Ｇｂ１となるため、擬
似階調Ｇｃが擬似階調Ｇｐと擬似階調Ｇｂ１との間に図示されることになる。
【００５３】
　次に、ステップＳ７及びステップＳ８で追加した擬似階調とｉビットの階調数とを合わ
せた合計階調数が、画像信号の階調数２＾ｊに至るまで、ステップＳ８による擬似階調を
連続する２階調間に追加する（ステップＳ９）。ステップＳ８では、階調Ｇｐ－１と階調
Ｇｐ＋１との間において２フレームを１組としてＦＲＣを行うことで作成された擬似階調
を最大で２＾ｉ－２個追加することができる。しかし、ステップＳ８で追加する擬似階調
では、不足する階調数を補えない場合には、階調Ｇｐ－１と階調Ｇｐ＋１の間において３
フレームや５フレームを１組としてＦＲＣを行い作成された擬似階調をさらに追加しても
良い。なお、追加された擬似階調の階調順序は、輝度レベルの大小関係によって決定され
ることはいうまでもない。
【００５４】
　次に、本実施の形態に係る表示方法の具体例を表６に示す。
【００５５】
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【表６】

【００５６】
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　表６では、６ビット（６４階調数）出力のデータドライバＩＣ２を用いて、８ビット（
２５６階調数）の階調データを表示させる場合を示す。まず、６ビットの各階調間に、４
フレーム（２＾（８－６））フレームを１組としてＦＲＣを行い、３個の擬似階調を作成
する。これはステップＳ７に対応し、作成された擬似階調を合わせた階調数は（６４－１
）×４＋１＝２５３階調数となる。この階調数は、入力された画像信号の階調数である２
５６階調数に対して３階調数少ない。
【００５７】
　そこで、階調［０］と階調［２］との間において、２フレームを１組としてＦＲＣを行
い｛［０］×１／２＋［２］×１／２｝の輝度レベルを有する擬似階調を作成する（ステ
ップＳ８）。この擬似階調の輝度レベルと、階調［０］と階調［２］との間においてステ
ップＳ７で追加された擬似階調を含む７つの階調の輝度レベルとを比較し、小さい方から
順に８ビットの階調数を対応させる。表６の例では、｛［０］×１／２＋［２］×１／２
｝の輝度レベルを有する擬似階調を、８ビットの階調表現での｛５｝と設定した。
【００５８】
　同様に、階調［１］と階調［３］との間において、２フレームを１組としてＦＲＣを行
い｛［１］×１／２＋［３］×１／２｝の輝度レベルを有する擬似階調を作成し、８ビッ
トの階調表現での｛１０｝と設定した。さらに、階調［２］と階調［４］との間において
、２フレームを１組としてＦＲＣを行い｛［２］×１／２＋［４］×１／２｝の輝度レベ
ルを有する擬似階調を作成し、８ビットの階調表現での｛１５｝と設定した。
【００５９】
　なお、本実施の形態に係る表示方法では、不足する階調に対し、連続する２階調間にお
いて２フレームを１組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調を追加している。しかし、表
示装置の階調－輝度（レベル）特性が線形となる領域の階調に対して本実施の形態に係る
表示方法を用いた場合、擬似階調と通常の階調との輝度レベルの差異がなくなることが考
えられる。そのため、本実施の形態に係る表示方法では、特にステップＳ８の擬似階調を
適用する階調が表示装置の階調－輝度（レベル）特性が非線形となる領域であることが望
ましい。
【００６０】
　以上のように、本実施の形態に係る表示方法及びこの表示方法を用いた表示装置では、
連続する２階調間に、２フレームを１組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調を追加する
ので、実施の形態１のように３フレームを１組としてＦＲＣを行い擬似階調を作成する場
合に比べて、ＦＲＣの周波数が高くなり、階調間の輝度差が比較的小さい場合にちらつき
を軽減することができる。
【００６１】
　（実施の形態４）
　図７に、本実施の形態に係る表示方法のフローチャートを示す。図７に示すフローチャ
ートでは、ｉビットの階調データを出力可能なデータドライバＩＣ２を用いて、ｊビット
（ｉ＜ｊ）の画像信号の階調を表示させる場合の表示方法である。まず、２フレームを１
組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調を、ｉビットの各階調間に作成する（ステップＳ
１０）。例えば、階調Ｇｐと階調Ｇｐ＋１との間には、２フレームを１組としてＦＲＣを
行い作成した擬似階調｛Ｇｐ×１／２＋（Ｇｐ＋１）×１／２｝を追加する。なお、ステ
ップＳ１０により追加される階調数は［２＾ｉ－１］個となる。
【００６２】
　次に、ｉビットの各階調間において１階調分隔てた２階調間（連続する２階調間）に対
し、２フレームを１組としてＦＲＣを行い作成される擬似階調を追加する（ステップＳ１
１）。例えば、階調Ｇｐ－１と階調Ｇｐ＋１との間に、２フレームを１組としてＦＲＣを
行い作成した擬似階調｛（Ｇｐ－１）×１／２＋（Ｇｐ＋１）×１／２｝を追加する。な
お、ステップＳ１１により追加される階調数は［２＾ｉ－２］個となる。また、ステップ
Ｓ１１で作成した擬似階調のうち、ｉビットの階調又はステップＳ１０で作成した擬似階
調の輝度レベルと同程度の輝度レベルとなる擬似階調は除外する。
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【００６３】
　次に、ステップＳ１２では、ステップＳ１０及びステップＳ１１で追加した擬似階調と
ｉビットの階調数とを合わせた合計階調数が、画像信号の階調数２＾ｊを満たしているか
否かを判断する。そして、ステップＳ１２において、合計階調数が、画像信号の階調数２
＾ｊを満たしている場合は擬似階調の設定を終了し、満たしていない場合はステップＳ１
３に進む。
【００６４】
　次に、ステップＳ１３では、３フレームを１組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調を
、ｉビットの各階調間に作成する。例えば、階調Ｇｐと階調Ｇｐ＋１との間には、３フレ
ームを１組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調｛Ｇｐ×２／３＋（Ｇｐ＋１）×１／３
｝，｛Ｇｐ×１／３＋（Ｇｐ＋１）×２／３｝を追加する。なお、ステップＳ１３により
追加される階調数は｛２×（２＾ｉ－１）｝個となる。また、ステップＳ１３で作成した
擬似階調のうち、ｉビットの階調又はステップＳ１０，１１で作成した擬似階調の輝度レ
ベルと同程度の輝度レベルとなる擬似階調は除外する。
【００６５】
　次に、ステップＳ１４では、ステップＳ１０，ステップＳ１１及びステップＳ１２で追
加した擬似階調とｉビットの階調数とを合わせた合計階調数が、画像信号の階調数２＾ｊ
を満たしているか否かを判断する。そして、ステップＳ１４において、合計階調数が、画
像信号の階調数２＾ｊを満たしている場合は擬似階調の設定を終了し、満たしていない場
合はステップＳ１５に進む。
【００６６】
　次に、ステップＳ１５では、ｉビットの各階調間において１階調分隔てた２階調間（連
続する２階調間）に対し、３フレームを１組としてＦＲＣを行い作成した擬似階調を追加
する。例えば、階調Ｇｐ－１と階調Ｇｐ＋１との間に、３フレームを１組としてＦＲＣを
行い作成した擬似階調｛（Ｇｐ－１）×２／３＋（Ｇｐ＋１）×１／３｝，｛（Ｇｐ－１
）×１／３＋（Ｇｐ＋１）×２／３｝を追加する。なお、ステップＳ１５により追加され
る階調数は｛２×（２＾ｉ－２）｝個となる。また、ステップＳ１５で作成した擬似階調
のうち、ｉビットの階調又はステップＳ１０，１１，１３で作成した擬似階調の輝度レベ
ルと同程度の輝度レベルとなる擬似階調は除外する。
【００６７】
　次に、ステップＳ１６では、ステップＳ１０，ステップＳ１１，ステップＳ１３及びス
テップＳ１５で追加した擬似階調とｉビットの階調数とを合わせた合計階調数が、画像信
号の階調数２＾ｊを満たしているか否かを判断する。そして、ステップＳ１６において、
合計階調数が、画像信号の階調数２＾ｊを満たしている場合は擬似階調の設定を終了し、
満たしていない場合は次ステップに進む。
【００６８】
　次ステップ以降は、ステップＳ１３からステップＳ１６と同様の処理においてフレーム
数を４，５，６・・・と順に繰り上げる。つまり、各階調間に、Ｎフレームを１組として
ＦＲＣを行い作成した擬似階調と、連続する２階調間に、Ｎフレームを１組としてＦＲＣ
を行い作成した擬似階調とを順次追加していき、合計階調数が画像信号の階調数２＾ｊと
なるまで行う。
【００６９】
　以上のように、本実施の形態に係る表示方法では、各階調間に、Ｎフレームを１組とし
てＦＲＣを行い作成した擬似階調と、連続する２階調間に、Ｎフレームを１組としてＦＲ
Ｃを行い作成した擬似階調とを順次追加していき、Ｎの値（２以上の自然数）を順次繰り
上げ画像信号の階調数まで追加する。そのため、本実施の形態に係る表示方法及びこの表
示方法を用いた表示装置では、ＦＲＣの周波数の高い順に擬似階調を作成していくので、
周波数の高い擬似階調の数が多くなり、階調間の輝度差が比較的小さい場合にちらつきを
軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００７０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る表示装置のブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る表示装置のＦＲＣを説明する図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る表示方法のフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態２に係る表示方法のフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態３に係る表示方法のフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態３に係る階調と輝度レベルとの関係を説明する図である。
【図７】本発明の実施の形態４に係る表示方法のフローチャートである。
【符号の説明】
【００７１】
　１　信号処理回路、２　データドライバＩＣ、３　表示パネル、４　走査ドライバＩＣ
。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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【図７】
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