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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間長の制御により、ピ
ーク輝度レベルが可変される表示パネルにおける点灯期間の設定方法であって、
　１フィールド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一定の
比率を保ち続けるように、各点灯期間の期間長を総点灯期間長に応じて設定し、
　前記点灯期間の数Ｎは奇数または偶数であり、
　前記Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てられ、
　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、
　前記点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さにな
るように設定される
　点灯期間設定方法。
【請求項２】
　前記Ｎ個の点灯期間の両端位置は、前記総点灯期間長が最大値に達した場合の非点灯領
域の外縁部分に常に固定される
　請求項１に記載の点灯期間設定方法。
【請求項３】
　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した場合の非点灯領域よりも内
側の範囲に設定される
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　請求項１または２に記載の点灯期間設定方法。
【請求項４】
　１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間長の制御により、ピ
ーク輝度レベルが可変される表示パネルの駆動方法において、
　１フィールド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一定の
比率を保ち続けるように、各点灯期間の期間長を総点灯期間長に応じて設定する処理と、
　設定された期間長が得られるように画素アレイ部を駆動する処理と
　を有し、
　前記点灯期間の数Ｎは奇数または偶数であり、
　前記Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てられ、
　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、
　前記点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さにな
るように設定される
　表示パネルの駆動方法。
【請求項５】
　１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間長の制御によりピー
ク輝度レベルが可変される表示パネルにおけるバックライトの駆動方法において、
　１フィールド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一定の
比率を保ち続けるように、各点灯期間の期間長を総点灯期間長に応じて設定する処理と、
　設定された期間長が得られるようにバックライトを駆動する処理と
　を有し、
　前記点灯期間の数Ｎは奇数または偶数であり、
　前記Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てられ、
　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、
　前記点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さにな
るように設定される
　バックライトの駆動方法。
【請求項６】
　１フィールド内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間長の制御によりピーク輝
度レベルが可変される表示パネルにおける点灯期間を設定する設定装置において、
　１フィールド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一定の
比率を保ち続けるように、１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯
期間長に応じて各点灯期間の期間長を設定し、
　前記点灯期間の数Ｎは奇数または偶数であり、
　前記Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てられ、
　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、
　前記点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さにな
るように設定される
　点灯期間設定装置。
【請求項７】
　１フィールド内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間長の制御によりピーク輝
度レベルが可変される表示パネルにおける点灯期間を設定する半導体デバイスにおいて、
　１フィールド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一定の
比率を保ち続けるように、１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯
期間長に応じて各点灯期間の期間長を設定し、
　前記点灯期間の数Ｎは奇数または偶数であり、
　前記Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てられ、
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　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、
　前記点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さにな
るように設定される
　半導体デバイス。
【請求項８】
　１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間長の制御により、ピ
ーク輝度レベルが可変制御される表示パネルにおいて、
　アクティブマトリクス駆動方式に対応する画素構造を有する画素アレイ部と、
　１フィールド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一定の
比率を保ち続けるように、各点灯期間の期間長を総点灯期間長に応じて設定する点灯期間
設定部と、
　設定された期間長が得られるように前記画素アレイ部を駆動するパネル駆動部と
　を有し、
　前記点灯期間の数Ｎは奇数または偶数であり、
　前記Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てられ、
　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、
　前記点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さにな
るように設定される
　表示パネル。
【請求項９】
　前記画素アレイ部は、ＥＬ素子をマトリクス状に配置した画素構造を有し、前記パネル
駆動部は前記ＥＬ素子の点灯期間を設定する
　請求項８に記載の表示パネル。
【請求項１０】
　１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間長の制御により、ピ
ーク輝度レベルが可変制御される表示パネルにおいて、
　アクティブマトリクス駆動方式に対応する画素構造を有する画素アレイ部と、
　１フィールド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一定の
比率を保ち続けるように、各点灯期間の配置位置及び期間長を総点灯期間長に応じて設定
する点灯期間設定部と、
　設定された期間長が得られるようにバックライト光源を駆動するバックライト駆動部と
　を有し、
　前記点灯期間の数Ｎは奇数または偶数であり、
　前記Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てられ、
　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、
　前記点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さにな
るように設定される
　表示パネル。
【請求項１１】
　アクティブマトリクス駆動方式に対応する画素構造を有する画素アレイ部であって、１
フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間長の制御により、ピーク
輝度レベルが可変される画素アレイ部と、
　１フィールド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一定の
比率を保ち続けるように、各点灯期間の期間長を総点灯期間長に応じて設定する点灯期間
設定部と、
　設定された期間長が得られるように前記画素アレイ部を駆動するパネル駆動部と、
　システム制御部と、
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　前記システム制御部に対する操作入力部と
　を有し、
　前記点灯期間の数Ｎは奇数または偶数であり、
　前記Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てられ、
　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、
　前記点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さにな
るように設定される
　電子機器。
【請求項１２】
　アクティブマトリクス駆動方式に対応する画素構造を有する画素アレイ部と、
　１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間長の制御により、ピ
ーク輝度レベルが可変されるバックライト光源と、
　１フィールド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一定の
比率を保ち続けるように、各点灯期間の期間長を総点灯期間長に応じて設定する点灯期間
設定部と、
　設定された期間長が得られるように前記バックライト光源を駆動するバックライト駆動
部と、
　システム制御部と、
　前記システム制御部に対する操作入力部と
　を有し、
　前記点灯期間の数Ｎは奇数または偶数であり、
　前記Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てられ、
　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、
　前記点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さにな
るように設定される
　電子機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この明細書で説明する発明は、表示パネルにおけるピーク輝度レベルの制御技術に関す
る。
　なお、発明は、点灯期間設定方法、表示パネルの駆動方法、バックライトの駆動方法、
点灯期間設定装置、半導体デバイス、表示パネル及び電子機器としての側面を有する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬ（Electro Luminescence）素子を行列配置した自発光型の表示装置の開
発が進められている。有機ＥＬ素子を用いた表示パネル（以下「有機ＥＬパネル」ともい
う。）は、軽量化や薄膜化が容易なのに加え、応答速度が速く動画表示特性に優れた特性
を有している。
【０００３】
　ところで、有機ＥＬパネルの駆動方式には、パッシブマトリクス方式とアクティブマト
リクス駆動方式がある。昨今では、画素回路毎にアクティブ素子（薄膜トランジスタ）と
キャパシタを配置するアクティブマトリクス駆動型の表示パネルの開発が盛んに進められ
ている。
【０００４】
　図１に、発光期間の可変機能に対応した有機ＥＬパネルの構成例を示す。図１に示す有
機ＥＬパネル１は、画素アレイ部３と、書込制御線ＷＳＬを駆動する第１の制御線駆動部
５と、点灯制御線ＬＳＬを駆動する第２の制御線駆動部７と、信号線ＤＴＬを駆動する信
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号線駆動部９とをガラス基板上に配置した構成を有している。
【０００５】
　画素アレイ部３は、発光領域の最小単位であるサブ画素１１をＭ行×Ｎ列に配置したマ
トリクス構造を有している。ここでのサブ画素１１は、例えばホワイトユニットを形成す
る３原色に対応するＲ画素、Ｇ画素、Ｂ画素に対応する。また、ＭとＮは、垂直方向の表
示解像度と水平方向の表示解像度に応じて定まる。
【０００６】
　図２に、アクティブマトリクス駆動に対応するサブ画素１１の画素回路例を示す。なお
、この種の画素回路には、実に様々な回路構成が提案されている。図２は、これらのうち
最も単純な回路構成の一つを表している。
【０００７】
　図２の場合、画素回路は、サンプリング動作を制御する薄膜トランジスタ（以下、「サ
ンプリングトランジスタ」という。）Ｔ１と、駆動電流の供給動作を制御する薄膜トラン
ジスタ（以下、「駆動トランジスタ」という。）Ｔ２と、点灯・非点灯を制御する薄膜ト
ランジスタ（以下、「点灯制御トランジスタ」）Ｔ３と、保持容量Ｃｓと、有機ＥＬ素子
ＯＬＥＤとで構成される。
【０００８】
　図２の場合、サンプリングトランジスタＴ１と点灯制御トランジスタＴ３はＮチャネル
ＭＯＳトランジスタで構成され、駆動トランジスタＴ２はＰチャネルＭＯＳトランジスタ
で構成される。現時点においては、この構成は、ポリシリコンプロセスを利用できる場合
に可能である。
【０００９】
　なお、サンプリングトランジスタＴ１は、ゲート電極に接続された書込制御線ＷＳＬに
より動作状態が制御される。サンプリングトランジスタＴ１がオン状態のとき、画素デー
タに対応する信号電位Ｖsig が信号線ＤＴＬを通じて保持容量Ｃｓに書き込まれる。保持
容量Ｃｓは、書き込まれた信号電位Ｖsig を１フィールド期間保持する。
【００１０】
　保持容量Ｃｓは、駆動トランジスタＴ２のゲート電極とソース電極間に接続される容量
性負荷である。従って、保持容量Ｃｓに保持される信号電位Ｖsig は、駆動トランジスタ
Ｔ２のゲート・ソース間電圧Ｖgsを与え、この電圧に相当する信号電流Ｉsig が電流供給
線から引き込まれ、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに供給される。
【００１１】
　なお、信号電流Ｉsig が大きいほど、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに流れる電流は大きくなり
、発光輝度が高くなる。すなわち、信号電流Ｉsig の大きさにより階調が表現される。こ
の信号電流Ｉsig の供給が続く限り、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの所定輝度による発光状態が
継続される。
【００１２】
　ただし、図２に示す画素回路では、点灯制御トランジスタＴ３が、信号電流Ｉsig の供
給経路に対して直列に接続されている。図２の場合、点灯制御トランジスタＴ３は、駆動
トランジスタＴ２と有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのアノード電極間に接続されている。
【００１３】
　従って、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに対する信号電流Ｉsig の供給と停止は、点灯制御トラ
ンジスタＴ３のスイッチング動作により制御される。すなわち、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤは
、点灯制御トランジスタＴ３がオン状態の期間（以下、「点灯期間」という。）に限り発
光し、点灯制御トランジスタＴ３がオフ状態の期間（以下、「非点灯期間」という。）に
は消灯する。
【００１４】
　この駆動動作は、他の画素回路によっても実現できる。参考までに、この種の画素回路
の一例を図３に示す。
　図３に示す画素回路は、図３に示す画素回路は、サンプリングトランジスタＴ１と、駆
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動トランジスタＴ２と、保持容量Ｃｓと、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤとで構成される。
【００１５】
　図３に示す画素回路と図２に示す画素回路の違いは、点灯制御トランジスタＴ３の有無
にある。すなわち、図３に示す画素回路の場合、点灯制御トランジスタＴ３が存在しない
。代わりに、図３に示す画素回路の場合には、点灯制御線ＬＳＬの２値電位駆動により、
信号電流Ｉsig の供給と停止が制御される。
【００１６】
　具体的には、点灯制御線ＬＳＬが高電圧ＶＤＤに制御されている間、有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤに信号電流Ｉsig が流れ、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤが点灯状態に制御される。一方、点
灯制御線ＬＳＬが低電圧ＶＳＳ２（＜ＶＳＳ１）に制御されている間、有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤへの信号電流Ｉsig の供給が停止され、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤが非点灯状態に制御さ
れる。
【００１７】
　このように、画素回路の動作状態は、書込制御線ＷＳＬと点灯制御線ＬＳＬの２値駆動
を通じて制御される。
　図４及び図５に、各制御線の電位と画素回路の動作状態との関係を示す。なお、図４は
点灯期間が長い場合の関係を示し、図５は点灯期間が短い場合の関係を示す。
【００１８】
　因みに、図４（Ａ）及び図５（Ａ）は書込制御線ＷＳＬの電位を示し、図４（Ｂ）及び
図５（Ｂ）は点灯制御線ＬＳＬの電位を示している。また、図４（Ｃ）及び図５（Ｃ）は
画素回路の動作状態を表している。
【００１９】
　図４（Ｃ）及び図５（Ｃ）に示すように、１フィールド期間内の点灯期間長は、点灯制
御線ＬＳＬを通じて制御することができる。
　この点灯期間長の制御技術を有機ＥＬパネルに組み合わせることで、以下に示す数々の
効果が期待できる。
【００２０】
　まず、信号電位Ｖsig のダイナミックレンジを可変しなくても、ピーク輝度レベルを調
整することができる。図６に、１フィールド期間内に占める点灯期間長とピーク輝度レベ
ルとの関係を示す。
【００２１】
　結果的に、信号線駆動部９への入力信号がデジタル形式で与えられる場合にも、入力信
号の階調数を減少させることなく、ピーク輝度レベルを調整することが可能になる。また
、この駆動技術の場合、信号線駆動部９への入力信号がアナログ形式で与えられるときで
も、入力信号の最大振幅を減少させずに済む。このため、ノイズ耐性を高めることができ
る。このように、点灯期間長の可変制御は、高画質のままピーク輝度レベルを調整するの
に効果的である。
【００２２】
　この他、点灯期間長の可変制御には、電流書き込み型の画素回路の場合に、書き込み電
流値を増加させて書き込み時間を短縮できる効果がある。
　また、点灯期間長の可変制御には、動画像の画質を向上させる効果がある。図７～図９
を用いてこの効果を説明する。なお、図７～図９の各横軸は画面内の位置を示し、縦軸は
経過時間を示す。いずれも、画面内で輝線が移動する場合の視点の動きを表している。
【００２３】
　図７は、点灯期間が１フィールド期間（図中ではＶ１で示す期間）の１００％で与えら
れるホールド型の表示装置の表示特性を示している。この種の表示装置の代表例には、液
晶ディスプレイがある。
　図８は、点灯期間が１フィールド期間に対して十分短いインパルス型の表示装置の表示
特性を示している。この種の表示装置の代表例には、ＣＲＴ（Cathode Lay Tube）ディス
プレイがある。
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【００２４】
　図９は、点灯期間が１フィールド期間の５０％に制限したホールド型のディスプレイの
表示特性を示している。
　図７～図９を見比べて分かるように、点灯期間が１フィールド期間の１００％の場合（
図７）には、輝点の移動時に表示幅が広く見える現象（すなわち動画ボケ）が知覚され易
くなる。
【００２５】
　一方、点灯期間が１フィールド期間に対して十分短い場合（図８）には、輝点の移動時
にも表示幅は短いままとなる。すなわち、動画ボケが知覚されずに済む。
　もっとも、点灯期間が１フィールド期間の５０％の場合（図９）には、輝点の移動時に
おける表示幅が図８の場合よりも広がるが、その広がりは図７の場合よりも小さく済む。
従って、動画ボケが知覚され難く済む。
【００２６】
　一般に、１フィールド期間が６０Ｈｚで与えられる場合、点灯期間を１フィールド期間
の７５％以上にすると動画特性が著しく低下することが知られている。このため、点灯期
間は、１フィールド期間の５０％未満に抑制することが好ましいとされている。
【００２７】
　図１０及び図１１に、１フィールド期間内の発光期間が１回の場合における点灯制御線
ＬＳＬの駆動タイミング例を示す。図１０は、１フィールド期間内の点灯期間が５０％の
場合の駆動タイミング例であり、図１１は、１フィールド期間内の点灯期間が２０％の場
合の駆動タイミング例である。図１０及び図１１は、２０ラインで位相関係が一巡するも
のとして表している。
【００２８】
　なお、画素アレイ部３の上端からｓ番目の水平ラインに対応する点灯期間は、次式で表
すことができる。なお、１フィールド期間Ｔに占める点灯期間の割合をＤＵＴＹで表すも
のとする。
　このとき、点灯期間と非点灯（消灯）期間は、それぞれ次式で与えられる。
　点灯期間　　　　　：〔(s-1)/m〕・Ｔ＜ｔ＜{〔(s-1)/m〕+DUTY}・Ｔ
　非点灯（消灯）期間：{〔(s-1)/m〕+DUTY}・Ｔ＜ｔ＜{〔(s-1)/m〕+1}・Ｔ
【００２９】
　ただし、ｔは以下の期間を満たす。
　〔(s-1)/m〕・Ｔ＜ｔ＜{〔(s-1)/m〕+1}・Ｔ
【特許文献１】特表２００２－５１４３２０号公報
【特許文献２】特開２００５－０２７０２８号公報
【特許文献３】特開２００６－２１５２１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３０】
　ところが、１フィールド期間内に点灯期間と非点灯（消灯）期間を設ける場合には、フ
リッカの抑制が新たな技術課題となる。一般に、１フィールド期間が６０Ｈｚで与えられ
る場合、点灯期間を１フィールド期間の２５％未満にするとフリッカが特に顕在化するこ
とが知られており、点灯期間を１フィールド期間の５０％以上にすることが好ましいとさ
れている。
【００３１】
　すなわち、１フィールド期間内の点灯期間長には、動画像の画質とフリッカの観点から
相反する制約があり、設定範囲の設定に制限があることが知られている。
　ところが、１フィールド期間内に１回のみ点灯期間を配置する従来の方法では、点灯期
間長の設定範囲の制限が、ピーク輝度レベルの可変範囲を制限にすることになる。
【００３２】
　そこで、１フィールド期間内に占める点灯期間が短い場合にも、フリッカの知覚を低減
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するための方法として、１フィールド期間内に配置する点灯期間を複数回に分割する方法
が提案されている。
【００３３】
　図１２及び図１３に、１フィールド期間内の点灯期間を前半期間と後半期間の２つに分
割する場合の駆動例を示す。
　図１２は各制御線の電位状態と画素回路の動作状態との関係を示し、図１３は点灯制御
線ＬＳＬの駆動タイミングを示す。
【００３４】
　この駆動例では、前半期間の点灯開始点は１フィールド期間の０％に設定され、後半期
間の点灯開始点は１フィールド期間の５０％に設定される。すなわち、点灯開始点が固定
的に与えられ、各期間長が総点灯期間長に応じて可変制御される。なお、図１３における
前半期間と後半期間の点灯期間長は、総点灯期間長の半分に設定されている。従って、総
点灯期間長が１フィールド期間内の４０％であれば、各期間長は２０％に設定される。
【００３５】
　ところが、図１３に示す駆動方法を採用すると、総発光期間長が１フィールド期間の５
０％の場合に、２５％の発光→２５％の消灯→２５％の発光→２５％の消灯が繰り返し発
生しまうことになる。
　この場合の視線の動きは、図１４に示すように、１フィールド期間の７５％を点灯期間
とする場合における視線の動きと同じになる。
【００３６】
　すなわち、単純に１フィールド期間を前半期間と後半期間に分ける駆動方法は、フリッ
カこそ低減できるものの、動画ボケを新たに発生させ、動画像の表示品質を低下させる問
題があった。
　加えて、前半期間と後半期間の期間長がそれぞれ同じであるので、１本の直線の移動が
２本の直線の移動として視認され易い問題もある。
【課題を解決するための手段】
【００３７】
　そこで、発明者は、動画ボケとフリッカの両方を抑制しながらも、ピーク輝度レベルを
広範囲に亘って調整可能な表示パネルの駆動技術を提案する。
【００３８】
　（Ａ）点灯期間の設定方法
　１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間長の制御により、ピ
ーク輝度レベルが可変される表示パネルにおける点灯期間の設定方法として、１フィール
ド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一定の比率を保ち続
けるように、各点灯期間の期間長を総点灯期間長に応じて設定し、点灯期間の数Ｎは奇数
または偶数であり、Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り
当てられ、Ｎ個の点灯期間は、総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さに
なるように設定される方法を提案する。
【００３９】
　なお、点灯期間の数Ｎは奇数であることが望ましいが、点灯期間の数Ｎは偶数であって
も良い。
　もっとも、Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てら
れることが望ましい。勿論、配列上の中心に近いほど点灯期間の比率を高くすることで、
配列上の中心付近の点灯期間の視認輝度を周辺付近に比して高めることができる。
【００４０】
　すなわち、ピーク輝度レベルを広範囲に制御する場合でも、主に視認される点灯期間を
可変範囲の中心付近に集中させることができる。結果的に、像が多重に視認され難くでき
、動画像を表示する際の画質を高い状態のまま維持することが可能になる。
【００４１】
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　また、Ｎ個の点灯期間は、総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結合
されることが望ましい。このことは、総点灯期間長が最大値に達する過程で、各点灯期間
が１つに集約されることを意味する。
【００４２】
　また、Ｎ個の点灯期間の両端位置は、総点灯期間長が最大値に達した場合の非点灯領域
の外縁部分に常に固定されることが望ましい。もっとも、Ｎ個の点灯期間は、総点灯期間
長が最大値に達した場合の非点灯領域よりも内側の範囲で可変されるのであれば、必ずし
もＮ個の点灯期間の両端位置が固定的に配置される非点灯領域の外縁部分に固定されなく
ても良い。
【００４３】
　いずれにしても、点灯期間の可変範囲を、１フィールド期間内の一定範囲内に制限する
ことができる。従って、視覚的に把握される点灯範囲の広がりを一定範囲内に制限でき、
動画ボケが視認されないようにできる。
【００４５】
　また、点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長は、いずれもが同じ長さに
なるように設定されても良い。この場合、点灯期間の可変範囲内で各点灯期間を均等に配
置することができる。
【００４６】
（Ｂ）表示パネルの駆動方法
　また、発明者らは、１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間
長の制御により、ピーク輝度レベルが可変される表示パネルの駆動方法として、前述した
点灯期間設定処理と、設定された期間長が得られるように画素アレイ部を駆動する処理と
を有するものを提案する。
【００４７】
（Ｃ）バックライトの駆動方法
　また、発明者らは、１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間
長の制御によりピーク輝度レベルが可変される表示パネルにおけるバックライトの駆動方
法として、前述した点灯期間設定処理と、設定された期間長が得られるようにバックライ
トを駆動する処理とを有するものを提案する。
【００４８】
（Ｄ）点灯期間設定装置その他のデバイス
　また、発明者らは、前述した点灯期間設定処理を実行する点灯期間設定装置を提案する
。この点灯期間設定装置は、半導体基板上に形成される場合だけでなく、絶縁基板上に形
成される場合も含まれる。なお、この点灯期間設定装置は、半導体デバイスであることが
望ましい。
【００４９】
（Ｅ）表示パネル１
　また、発明者らは、１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間
長の制御により、ピーク輝度レベルが可変制御される表示パネルにおいて、以下のデバイ
スを備えるものを提案する。
（ａ）アクティブマトリクス駆動方式に対応する画素構造を有する画素アレイ部
（ｂ）１フィールド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一
定の比率を保ち続けるように、各点灯期間の期間長を総点灯期間長に応じて設定し、
　前記点灯期間の数Ｎは奇数または偶数であり、
　前記Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てられ、
　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、
　前記点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さにな
るように設定される点灯期間設定部
（ｃ）設定された期間長が得られるように前記画素アレイ部を駆動するパネル駆動部
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【００５０】
　ここで、前述した画素アレイ部は、ＥＬ素子をマトリクス状に配置した画素構造を有す
るものであり、前述したパネル駆動部はＥＬ素子の点灯期間を設定するように動作する。
【００５１】
（Ｆ）表示パネル２
　また、発明者らは、１フィールド期間内に配置される点灯期間の総和である総点灯期間
長の制御により、ピーク輝度レベルが可変制御される表示パネルにおいて、以下のデバイ
スを備えるものを提案する。
（ａ）アクティブマトリクス駆動方式に対応する画素構造を有する画素アレイ部
（ｂ）１フィールド期間内に配置されるＮ（Ｎは、Ｎ≧３）個の点灯期間の各期間長が一
定の比率を保ち続けるように、各点灯期間の期間長を総点灯期間長に応じて設定し、
　前記点灯期間の数Ｎは奇数または偶数であり、
　前記Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近い位置ほど大きい比率が割り当てられ、
　前記Ｎ個の点灯期間は、前記総点灯期間長が最大値に達した時点で１つの点灯期間に結
合され、
　前記点灯期間同士の隙間に位置する各非点灯期間の期間長が、いずれもが同じ長さにな
るように設定される点灯期間設定部
（ｃ）設定された期間長が得られるようにバックライト光源を駆動するバックライト駆動
部
【００５２】
（Ｇ）電子機器
　この他、発明者らは、前述した表示パネルを搭載した電子機器を提案する。
　ここで、電子機器は、表示パネルモジュールと、システム全体の動作を制御するシステ
ム制御部と、システム制御部に対する操作入力を受け付ける操作入力部とで構成する。
　なお、ここでの表示パネルには、前述した２種類の表示パネルが含まれる。
【発明の効果】
【００５３】
　発明者の提案する駆動技術の採用により、１フィールド期間内に３個以上の点灯期間が
配置される場合でも、発光中心としての点灯期間とその他の点灯期間との間に輝度差を発
生させることができる。
【００５４】
　すなわち、主に視認される像とそれ以外の像との輝度差を明確にできる。結果的に、動
画ボケの原因となる同輝度画像の多重現象を減らすことができる。これにより、ピーク輝
度レベルを広範囲に亘って調整する場合でも、画質の低下を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　以下、明細書において提案する発明を、アクティブマトリクス駆動型の有機ＥＬパネル
に適用する場合について説明する。
　なお、本明細書で特に図示又は記載されない部分には、当該技術分野の周知又は公知技
術を適用する。
　また以下に説明する形態例は、発明の一つの形態例であって、これらに限定されるもの
ではない。
【００５６】
（Ａ）有機ＥＬパネルの外観構造
　この明細書では、画素アレイ部と駆動回路（例えば制御線駆動部及び信号線駆動部等）
を同じ基板上に形成する表示パネルだけでなく、例えば特定用途向けＩＣとして製造され
た駆動回路を画素アレイ部と同じ基板上に実装したものも含めて表示パネルと呼ぶ。
【００５７】
　図１５に、有機ＥＬパネルの外観例を示す。有機ＥＬパネル２１は、支持基板２３に対
向基板２５を貼り合わせた構造を有している。
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　支持基板２３は、ガラス、プラスチックその他の基材で構成される。有機ＥＬパネルの
発光方式がトップエミッション方式を採用する場合、支持基板２３の表面に画素回路が形
成される。すなわち、支持基板２３が回路基板に相当する。
【００５８】
　一方、有機ＥＬパネルの発光方式がボトムエミッション方式を採用する場合、支持基板
２３の表面には有機ＥＬ素子が形成される。すなわち、支持基板２３が封止基板に相当す
る。
【００５９】
　対向基板２５も、ガラス、プラスチックその他の透明部材を基材とする。対向基板２５
は、封止材料を挟んで支持基板２３の表面を封止する部材である。なお、有機ＥＬパネル
の発光方式がトップエミッション方式を採用する場合、対向基板２５が封止基板に相当す
る。また、有機ＥＬパネルの発光方式がボトムエミッション方式を採用する場合、対向基
板２５が回路基板に相当する。
【００６０】
　なお、基板の透明性は光の射出側だけ確保されていれば良く、他方の基板側は不透性の
基板でも良い。
　この他、有機ＥＬパネル２１には、外部信号や駆動電源を入力するためのＦＰＣ（フレ
キシブルプリントサーキット）２７が必要に応じて配置される。
【００６１】
（Ｂ）形態例１
（Ｂ－１）システム構成
　図１６に、この形態例に係る有機ＥＬパネル３１のシステム構成例を示す。なお、図１
６には、図１との対応部分に同一符号を付して示す。
【００６２】
　有機ＥＬパネル３１は、ガラス基板上に画素アレイ部３と、書込制御線ＷＳＬを駆動す
る第１の制御線駆動部５と、点灯制御線ＬＳＬを駆動する第２の制御線駆動部７と、信号
線ＤＴＬを駆動する信号線駆動部９と、点灯期間を設定する点灯期間設定部３３とを支持
基板上に配置した構成を有している。
【００６３】
　すなわち、有機ＥＬパネル３１のシステム構成は、点灯期間設定部３３を除き、図１に
示したシステム構成と同じである。
　以下では、この形態例に特有の構成である点灯期間設定部３３の機能について説明する
。
【００６４】
　点灯期間設定部３３には、外部から１フィールド期間内の総点灯期間長（ＤＵＴＹ情報
）が与えられる。なお、１フィールド期間に配置される点灯期間の数が１つのとき、総点
灯期間長はその期間長に一致し、１フィールド期間に配置される点灯期間の数が複数のと
き、総点灯期間長はこれら各期間長の総和に一致する。
【００６５】
　いずれにしても、総点灯期間長はピーク輝度レベルを調整する情報であり、不図示のシ
ステム制御部等より与えられる。なお、総点灯期間長は、製品出荷時の設定値だけでなく
、ユーザー操作（例えば画面の明るさを調整する操作）を反映した値としても与えられる
。
【００６６】
　この他、総点灯期間長は、例えば表示される画像の種類（静止画系、動画系、テキスト
系、映画、テレビ番組等）、外光の明るさ、パネル温度等に応じて最適な値に逐次設定さ
れる。
【００６７】
　ここで、静止画系とは、静止画を主とする画像の意味で使用する。また、動画系とは、
動画を主とする画像の意味で使用する。また、テキスト系とは、テキスト画像を主とする
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画像の意味で使用する。
【００６８】
　不図示のシステム制御部は、画質に与える影響を考慮してこれら機能の調整を図り、最
適な総点灯期間長を事前のプログラムに従って逐次決定する。このように決定された総点
灯期間長が点灯期間設定部３３に与えられる。なお、システム制御部は、有機ＥＬパネル
３１上に実装又は外部接続されている。
【００６９】
　点灯期間設定部３３は、与えられた総点灯期間長（ＤＵＴＹ情報）を満たすように、１
フィールド期間内に複数個の点灯期間を配置する。具体的には、点灯期間設定部３３は、
各点灯期間の配置位置と期間長を設定する処理と、設定された条件で実際に画素アレイ部
３が駆動されるように駆動パルス（開始パルスＳＴ、終了パルスＥＴ）を発生する処理と
を実行する。
【００７０】
　点灯期間の設定方法に関する具体例については後述するが、点灯期間設定部３３は、事
前に設定又は指示された個数の点灯期間を１フィールド期間に配置するように動作する。
また、点灯期間設定部３３は、特定の点灯期間が発光中心となるように、特定の点灯期間
とその他の点灯期間の期間長を可変制御する。
【００７１】
　なお以下に示す具体例では、１フィールド期間内で最初に現れる点灯期間の開始タイミ
ングから最後に現れる点灯期間の終了タイミングまでの期間長（すなわち、見かけ上の点
灯期間長）が、１フィールド期間の２５％以上７５％以下になるように各タイミングを決
定する。その理由は、フリッカの低減と動画ボケの低減を両立するためである。
【００７２】
　図１７に、点灯期間設定部３３の内部構成を示す。図１７に示すように、点灯期間設定
部３３には、事前に設定された点灯期間数Ｎを保持する記憶部４１と、外部から与えられ
た総点灯期間長（ＤＵＴＹ情報）を保持する記憶部４３と、これらの情報に基づいて各点
灯期間の期間長や配置位置を算出する信号処理部４５と、算出された点灯期間の期間長や
配置位置を満たす駆動パルス（開始パルスＳＴ、終了パルスＥＴ）を発生するパルス発生
部４７とで構成される。
【００７３】
　なお、信号処理部４５による期間長や配置位置の算出例については後述する。なお、信
号処理部４５による期間長や配置位置の算出は、総点灯期間長や点灯期間数に変更があっ
た場合にのみ実行されれば良い。従って、点灯期間設定部３３は、算出結果を保持する記
憶部を有することが望ましい。
【００７４】
（Ｂ－２）点灯期間の設定例
　以下では、点灯期間設定部３３による具体的な点灯期間の設定例を説明する。なお、各
点灯期間の開始タイミングや終了タイミングは、後述する計算式に対応するディジタルシ
グナルプロセッサ（ＤＳＰ）やロジック回路の処理を通じて実現される。
【００７５】
　ただし、以下の各設定例では、表示画像としてテレビジョン信号の入力を想定する。す
なわち、表示画像のフレームレートが５０Ｈｚや６０Ｈｚで与えられる場合を想定する。
　なお、発光中心が点灯期間長の可変範囲の中央になるように各点灯期間の期間長を設定
するものとする。
【００７６】
　また、各点灯期間の期間長は、事前に設定された比率を満たすように、外部から与えら
れる総点灯期間長に応じて設定されるものとする。
　従って、以下の各設定例では、Ｎ個の点灯期間には、配列上の中心に近いほど大きい比
率が割り当てられるものとする。
【００７７】
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　すなわち、配列上の中心に近い点灯期間ほど期間長が長くなり、配列上の周辺に近い点
灯期間ほど期間長が短くなるように設定されるものとする。
　かくして、ユーザーには、１フィールド期間内の明領域が一つの塊として視認され易く
なる。
【００７８】
　また、以下の各設定例では、総点灯期間長が変化したとしても、各点灯期間の期間長の
関係は、一定の比率を常に満たすことになる。
　従って、総点灯期間長によらず明領域の見え方を同じにでき、ユーザーに違和感を与え
る事態を回避することができる。
【００７９】
　また、各設定例においては、１フィールド期間内で最初に出現する点灯期間の開始タイ
ミングと、１フィールド期間内で最後に出現する点灯期間の終了タイミングを、総点灯期
間長の最大値に応じて固定的に設定するものとする。
【００８０】
　具体的には、１フィールド期間の全体を１００％で表すとき、最初に出現する点灯期間
の開始タイミングを０％に固定し、最後に出現する点灯期間の終了タイミングを総点灯期
間長の最大値に固定するものとする。
【００８１】
　以下、具体例を順番に説明する。なお、以下の説明では、各点灯期間に割り当てる比率
は事前に設定されているものとするが、外部からの制御により変更できることが望ましい
。
【００８２】
（Ｂ－３）点灯期間数Ｎが奇数の場合の設定例
　まず、点灯期間数Ｎが３以上の奇数である場合について説明する。
　なお、回路規模、演算処理の規模、得られる効果等を考慮すると、点灯期間数Ｎは５、
７、９が望ましいと発明者らは考える。
【００８３】
（ａ）具体例１（Ｎ＝３）
　ここでは、点灯期間数Ｎが３の場合について説明する。また、各点灯期間の期間長は、
出現順序の早い方から順番に１：２：１の比率に設定されるものとする。
　図１８及び図１９に、この場合における各点灯期間の配置と総点灯期間長の変化に伴う
各期間長の変化を示す。
【００８４】
　なお、図１８及び図１９は、総点灯期間長の最大値が１フィールド期間の６０％に設定
されている場合について表している。このため、点灯期間は、１フィールド期間の０％～
６０％の範囲で可変される。また、１フィールド期間の６０％から１００％の間は、常に
非点灯期間に設定される。この固定の非点灯期間の存在は、動画の視認性を高める上で不
可欠である。
【００８５】
　結果的に、１番目の点灯期間の開始タイミングは０％に固定され、３番目の点灯期間の
終了タイミングは６０％に固定される。
　なお、この設定例の場合、各点灯期間の間に配置される非点灯期間は、図１９に示すよ
うに同じ長さになるように設定するものとする。
【００８６】
　この場合、総点灯期間長が増加すると、可変範囲の中心である１フィールド期間内の３
０％に対して左右対称になるように各点灯期間の期間長が変化する。
　勿論、各点灯期間の期間長は、１：２：１の比を満たした状態のまま変化する。そして
、総点灯期間長が最大値に達すると（図１８（Ｄ））、全ての点灯期間が１つに結合する
。
【００８７】
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　このとき、総点灯期間長が１フィールド期間のＡ％で与えられるとすると、各点灯期間
と非点灯期間の期間長は、次式により与えられる。
　以下では、１番目と３番目の点灯期間の各期間長をＴ１、２番目の点灯期間の期間長を
Ｔ２とする。また、非点灯期間の期間長をＴ３とする。
【００８８】
　Ｔ１＝Ａ％／４
　Ｔ２＝Ａ％／２
　Ｔ３＝（６０％－Ａ％）／２
【００８９】
　例えば総点灯期間長が１フィールド期間の４０％の場合を考えると、各期間長は、以下
のように算出される。
　Ｔ１＝４０％／４＝１０％
　Ｔ２＝４０％／２＝２０％
　Ｔ３＝（６０％－４０％）／２＝１０％
【００９０】
　結果として、各点灯期間の開始タイミングと終了タイミングを（Ｘ％、Ｙ％）で表すと
、各点灯期間の配置位置は以下のように設定される。
　１番目の点灯期間：（０％，１０％）
　２番目の点灯期間：（２０％，４０％）
　３番目の点灯期間：（５０％，６０％）
【００９１】
　なお前述したように、総点灯期間長が１フィールド期間の６０％の場合は、唯１つの点
灯期間として（０％，６０％）が設定される。
　また、この具体例１の場合には、１フィールド期間の６０％が点灯期間の見かけ上の出
現範囲として規定される。このため、フリッカは基本的に知覚されることがない。
　以上の結果、動画像の表示品質が高く、同時にフリッカも少ない点灯期間の設定が可能
になる。
【００９２】
（ｂ）具体例２（Ｎ＝３）
　引き続き、点灯期間数Ｎが３の場合について説明する。ただし、この具体例の場合、各
点灯期間の期間長は、出現順序の早い方から順番に１：５：１の比率に設定されるものと
する。
　図２０に、この場合における各点灯期間の配置と総点灯期間長の変化に伴う各期間長の
変化を示す。
【００９３】
　図２０も、総点灯期間長の最大値が１フィールド期間の６０％に設定されている場合に
ついて表している。このため、点灯期間は、１フィールド期間の０％～６０％の範囲で可
変される。また、１フィールド期間の６０％から１００％の間は、常に非点灯期間が配置
される。
【００９４】
　従って、１番目の点灯期間の開始タイミングは０％に固定され、３番目の点灯期間の終
了タイミングは６０％に固定される。
　なお、この設定例の場合も、各点灯期間の間に配置される非点灯期間は、図２０に示す
ように同じ長さになるように設定するものとする。
【００９５】
　この場合、総点灯期間長が増加すると、可変範囲の中心である１フィールド期間内の３
０％に対して左右対称になるように各点灯期間の期間長が変化する。
　勿論、各点灯期間の期間長は、１：５：１の比を満たした状態のまま変化する。そして
、総点灯期間長が最大値に達すると（図２０（Ｄ））、全ての点灯期間が１つに結合する
。
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【００９６】
　このとき、総点灯期間長が１フィールド期間のＡ％で与えられるとすると、各点灯期間
と非点灯期間の期間長は、次式により与えられる。
　以下では、１番目と３番目の点灯期間の各期間長をＴ１、２番目の点灯期間の期間長を
Ｔ２とする。また、非点灯期間の期間長をＴ３とする。
【００９７】
　Ｔ１＝Ａ％／７
　Ｔ２＝（Ａ％／７）＊５
　Ｔ３＝（６０％－Ａ％）／２
【００９８】
　例えば総点灯期間長が１フィールド期間の４０％の場合を考えると、各期間長は、以下
のように算出される。
　Ｔ１＝４０％／７＝５．７％
　Ｔ２＝（４０％／７）＊５＝２８．５％
　Ｔ３＝（６０％－４０％）／２＝１０％
【００９９】
　結果として、各点灯期間の開始タイミングと終了タイミングを（Ｘ％、Ｙ％）で表すと
、各点灯期間の配置位置は以下のように設定される。
　１番目の点灯期間：（０％，５．７％）
　２番目の点灯期間：（１５．７％，４４．２％）
　３番目の点灯期間：（５４．３％，６０％）
【０１００】
　このように具体例２の場合には、２番目の点灯期間に対応する領域とその両側に位置す
る点灯期間に対応する領域との輝度差を具体例１より大きくできる。結果的に、主に知覚
される領域を２番目の点灯期間に集中できる。この結果、動画ボケが現れ難くなり、動画
像の視認性を一段と高めることができる。
【０１０１】
　なお前述したように、総点灯期間長が１フィールド期間の６０％の場合は、唯１つの点
灯期間として（０％，６０％）が設定される。
　また、この具体例２の場合にも、１フィールド期間の６０％が点灯期間の見かけ上の出
現範囲として規定される。このため、フリッカは基本的に知覚されることがない。
　以上の結果、動画像の表示品質が高く、同時にフリッカも少ない点灯期間の設定が可能
になる。
【０１０２】
（ｃ）具体例３（Ｎ＝５）
　ここでは、点灯期間数Ｎが５の場合について説明する。この具体例の場合、各点灯期間
の期間長は、出現順序の早い方から順番に１： 1.5：３： 1.5：１の比率に設定されるも
のとする。
　図２１に、この場合における各点灯期間の配置と総点灯期間長の変化に伴う各期間長の
変化を示す。
【０１０３】
　図２１は、総点灯期間長の最大値が１フィールド期間の７５％に設定されている場合に
ついて表している。このため、点灯期間は、１フィールド期間の０％～７５％の範囲で可
変される。また、１フィールド期間の７５％から１００％の間は、常に非点灯期間が配置
される。
【０１０４】
　従って、この具体例の場合には、１番目の点灯期間の開始タイミングは０％に固定され
、５番目の点灯期間の終了タイミングは７５％に固定される。
　なお、この設定例の場合も、各点灯期間の間に配置される非点灯期間は、図２１に示す
ように同じ長さになるように設定するものとする。
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【０１０５】
　この場合、総点灯期間長が増加すると、可変範囲の中心である１フィールド期間内の３
７．５％に対して左右対称になるように各点灯期間の期間長が変化する。
　勿論、各点灯期間の期間長は、１： 1.5：３： 1.5：１の比を満たした状態のまま変化
する。そして、総点灯期間長が最大値に達すると（図２１（Ｄ））、全ての点灯期間が１
つに結合する。
【０１０６】
　このとき、総点灯期間長が１フィールド期間のＡ％で与えられるとすると、各点灯期間
と非点灯期間の期間長は、次式により与えられる。
　以下では、１番目と５番目の点灯期間の各期間長をＴ１、２番目と４番目の点灯期間の
期間長をＴ２、３番目の点灯期間の期間長をＴ３とする。また、各非点灯期間の期間長を
Ｔ４とする。
【０１０７】
　Ｔ１＝Ａ％／８
　Ｔ２＝（Ａ％／８）＊ 1.5
　Ｔ３＝（Ａ％／８）＊ ３
　Ｔ４＝（７５％－Ａ％）／４
【０１０８】
　例えば総点灯期間長が１フィールド期間の４０％の場合を考えると、各期間長は、以下
のように算出される。
　Ｔ１＝４０％／８＝５％
　Ｔ２＝（４０％／８）＊ １．５＝７．５％
　Ｔ３＝（４０％／８）＊３＝１５％
　Ｔ４＝（７５％－４０％）／４＝８．７５％
【０１０９】
　結果として、各点灯期間の開始タイミングと終了タイミングを（Ｘ％、Ｙ％）で表すと
、各点灯期間の配置位置は以下のように設定される。
　１番目の点灯期間：（０％，５％）
　２番目の点灯期間：（１３．７５％，２１．２５％）
　３番目の点灯期間：（３０％，４５％）
　４番目の点灯期間：（５３．７５％，６１．２５％）
　５番目の点灯期間：（７０％，７５％）
【０１１０】
　このように具体例３の場合には、３番目の点灯期間の輝度面積が最も大きく、その両側
に位置する点灯期間の輝度面積が次に大きく、更にその両側に位置する点灯期間の輝度面
積が最も小さくなるように期間長を設定できる。結果的に、主に知覚される領域を３番目
の点灯期間とその両側の２つの点灯期間に集中することができる。この結果、動画ボケが
現れ難くなり、動画像の視認性を一段と高めることができる。
【０１１１】
　なお前述したように、総点灯期間長が１フィールド期間の７５％の場合は、唯１つの点
灯期間として（０％，７５％）が設定される。
　また、この具体例３の場合にも、１フィールド期間の７５％が点灯期間の見かけ上の出
現範囲として規定される。このため、フリッカは基本的に知覚されることがない。
　以上の結果、動画像の表示品質が高く、同時にフリッカも少ない点灯期間の設定が可能
になる。
【０１１２】
（ｄ）具体例４（Ｎ＝５）
　ここでも、点灯期間数Ｎが５の場合について説明する。この具体例の場合も、具体例３
の場合と同様に、各点灯期間の期間長は、出現順序の早い方から順番に１： 1.5：３： 1
.5：１の比率に設定されるものとする。
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　具体例４と具体例３との違いは、非点灯期間の期間長の与え方である。
【０１１３】
　具体例３の場合では、各点灯期間の間に位置する非点灯期間の期間長を全て同じ長さに
設定した。
　しかし、具体例４では、中央寄りの２つの非点灯期間の期間長が、外側に位置する２つ
の非点灯期間の期間長よりも短くなるように設定する方式を採用する。
【０１１４】
　図２２に、この場合における各点灯期間の配置と総点灯期間長の変化に伴う各期間長の
変化を示す。
　図２２の場合、１番目の点灯期間と２番目の点灯期間の間の非点灯期間を１番目の非点
灯期間とする。
【０１１５】
　以下、２番目の点灯期間と３番目の点灯期間の間の非点灯期間を２番目の非点灯期間と
し、３番目の点灯期間と４番目の点灯期間の間の非点灯期間を３番目の非点灯期間とし、
４番目の点灯期間と５番目の点灯期間の間の非点灯期間を４番目の非点灯期間とする。
【０１１６】
　図２２では、１番目と４番目の非点灯期間の期間長をａで表し、２番目と３番目の非点
灯期間の期間長をｂで表している。
　ここで、ｂの比率がａの比率より小さければ、中央付近に位置する３つの点灯期間を互
いに近づけることができ、３つの点灯期間の一体性を高めることができる。結果的に、総
点灯期間長が短い場合における動画ボケの発生を抑制する効果を高めることが可能になる
。
【０１１７】
　なお、ａとｂの比率は任意である。ただし、図２２の場合には、ａ：ｂの比率を、中央
位置の点灯期間の期間長とその外側に位置する点灯期間の期間長の比で与える。すなわち
、点灯期間と非点灯期間とで比率の関係が逆転するように設定する。
【０１１８】
　従って、図２２の場合、ａとｂの比は、３番目の点灯期間の期間長と２番目の点灯期間
の期間長の比である２：１（＝３： 1.5）に設定する。
　この結果、総点灯期間長が１フィールド期間のＡ％で与えられるとすると、各点灯期間
と非点灯期間の期間長は、次式により与えられる。
【０１１９】
　なお、以下の説明では、１番目と５番目に位置する点灯期間の各期間長をＴ１、２番目
と４番目に位置する点灯期間の期間長をＴ２、３番目に位置する点灯期間の期間長をＴ３
とする。また、１番目と４番目に位置する非点灯期間の期間長をＴ４、２番目と４番目に
位置する非点灯期間の期間長をＴ５とする。
【０１２０】
　Ｔ１＝Ａ％／８
　Ｔ２＝（Ａ％／８）＊ 1.5
　Ｔ３＝（Ａ％／８）＊ ３
　Ｔ４＝（（７５％－Ａ％）／６）＊２
　Ｔ５＝（７５％－Ａ％）／６
【０１２１】
　例えば総点灯期間長が１フィールド期間の４０％の場合を考えると、各期間長は、以下
のように算出される。
　Ｔ１＝４０％／８＝５％
　Ｔ２＝（４０％／８）＊ １．５＝７．５％
　Ｔ３＝（４０％／８）＊３＝１５％
　Ｔ４＝（７５％－４０％）／３＝１１．６％
　Ｔ５＝（７５％－４０％）／６＝５．８％
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【０１２２】
　結果として、各点灯期間の開始タイミングと終了タイミングを（Ｘ％、Ｙ％）で表すと
、各点灯期間の配置位置は以下のように設定される。
　１番目の点灯期間：（０％，５％）
　２番目の点灯期間：（１６．６％，２４．１％）
　３番目の点灯期間：（３０％，４５％）
　４番目の点灯期間：（５０．８％，５８．３％）
　５番目の点灯期間：（７０％，７５％）
【０１２３】
　このように具体例４の場合には、２番目から４番目までに位置する点灯期間同士の距離
を近づけることができる。すなわち、３番目の点灯期間とその両側に位置する２番目と４
番目の点灯期間が主に知覚されるだけでなく、それらの一体性を高めることができる。こ
の結果、動画ボケが現れにくくなり、動画像の視認性を一段と高めることができる。
【０１２４】
　なお前述したように、総点灯期間長が１フィールド期間の７５％の場合は、唯１つの点
灯期間として（０％，７５％）が設定される。
　また、この具体例４の場合にも、１フィールド期間の７５％が点灯期間の見かけ上の出
現範囲として規定される。このため、フリッカは基本的に知覚されることがない。
　以上の結果、動画像の表示品質が高く、同時にフリッカも少ない点灯期間の設定が可能
になる。
【０１２５】
（ｅ）具体例５（Ｎ＝５）
　ここでも、点灯期間数Ｎが５の場合について説明する。この具体例の場合、各点灯期間
の期間長は、出現順序の早い方から順番に１：２：６：２：１の比率に設定されるものと
する。また、この具体例５の場合も、中央寄りの２つの非点灯期間の期間長が、外側に位
置する２つの非点灯期間の期間長より短くなるように設定する方式を採用する。
【０１２６】
　図２３に、この場合における各点灯期間の配置と総点灯期間長の変化に伴う各期間長の
変化を示す。
　図２３の場合も、１番目の点灯期間と２番目の点灯期間の間の非点灯期間を１番目の非
点灯期間とする。
【０１２７】
　以下、２番目の点灯期間と３番目の点灯期間の間の非点灯期間を２番目の非点灯期間と
し、３番目の点灯期間と４番目の点灯期間の間の非点灯期間を３番目の非点灯期間とし、
４番目の点灯期間と５番目の点灯期間の間の非点灯期間を４番目の非点灯期間とする。
【０１２８】
　図２３では、１番目と４番目の非点灯期間の期間長をａで表し、２番目と３番目の非点
灯期間の期間長をｂで表している。
　この具体例の場合、具体例４と同じ手法で各非点灯期間の期間長を設定する。すなわち
、ａ：ｂの比率を、中央に位置する３番目の点灯期間の期間長とその外側に位置する２番
目又は４番目の点灯期間の期間長との比で与える。
【０１２９】
　従って、図２３の場合、ａとｂの比は、３：１に設定される。
　この結果、総点灯期間長が１フィールド期間のＡ％で与えられるとすると、各点灯期間
と非点灯期間の期間長は、次式により与えられる。
【０１３０】
　なお、以下の説明では、１番目と５番目に位置する点灯期間の各期間長をＴ１、２番目
と４番目に位置する点灯期間の期間長をＴ２、５番目に位置する点灯期間の期間長をＴ３
とする。また、１番目と４番目に位置する非点灯期間の期間長をＴ４、２番目と４番目に
位置する非点灯期間の期間長をＴ５とする。



(19) JP 5141277 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

【０１３１】
　Ｔ１＝Ａ％／１２
　Ｔ２＝（Ａ％／１２）＊２
　Ｔ３＝（Ａ％／１２）＊６
　Ｔ４＝（（７５％－Ａ％）／８）＊３
　Ｔ５＝（７５％－Ａ％）／８
【０１３２】
　例えば総点灯期間長が１フィールド期間の４０％の場合を考えると、各期間長は、以下
のように算出される。
　Ｔ１＝４０％／１２＝３．３％
　Ｔ２＝（４０％／１２）＊２＝６．６％
　Ｔ３＝（４０％／１２）＊６＝２０％
　Ｔ４＝（（７５％－４０％）／８）＊３＝１３．１％
　Ｔ５＝（７５％－４０％）／８＝４．３７％
【０１３３】
　結果として、各点灯期間の開始タイミングと終了タイミングを（Ｘ％、Ｙ％）で表すと
、各点灯期間の配置位置は以下のように設定される。
　１番目の点灯期間：（０％，３．３％）
　２番目の点灯期間：（１６．４％，２３％）
　３番目の点灯期間：（２７．３％，４７．３％）
　４番目の点灯期間：（５１．７％，５８．３％）
　５番目の点灯期間：（７１．７％，７５％）
【０１３４】
　この具体例５の場合、２番目から４番目までに位置する点灯期間同士の距離を更に近づ
けることができる。結果的に、３番目の点灯期間とその両側に位置する２番目と４番目の
点灯期間が主に知覚されるだけでなく、それらの一体性を高めることができる。この結果
、動画ボケが現れにくくなり、動画像の視認性を一段と高めることができる。
【０１３５】
　なお前述したように、総点灯期間長が１フィールド期間の７５％の場合は、唯１つの点
灯期間として（０％，７５％）が設定される。
　また、この具体例５の場合にも、１フィールド期間の７５％が点灯期間の見かけ上の出
現範囲として規定される。このため、フリッカは基本的に知覚されることがない。
　以上の結果、動画像の表示品質が高く、同時にフリッカも少ない点灯期間の設定が可能
になる。
【０１３６】
（ｆ）具体例６（その他）
　前述した設定方法は、点灯期間数Ｎが７以上の奇数についても同様に適用することがで
きる。
【０１３７】
　すなわち、Ｎ個の点灯期間のうち中央寄りの点灯期間ほど期間長に大きな比率を割り当
て、当該比率を保ったまま総点灯期間長の変化に応じて個々の期間長を可変する仕組みを
適用することができる。
【０１３８】
　この際、非点灯期間の与え方についても、前述した具体例の手法を適用することができ
る。
　例えば全ての期間長を均等に設定する方法の適用も可能であるし、中央寄りの非点灯期
間ほど小さい比率を割り当てる方法の適用も可能である。
【０１３９】
　参考までに、点灯期間数Ｎが７つの場合の例を図２４及び図２５に示す。
　図２４は、各点灯期間の期間長を、出現順序の早い方から順番に、１：
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1.5：２：７：２： 1.5：１の比率に設定する場合を表す図である。なお、図２４は、非
点灯期間の全ての期間長を均等に設定する場合に対応する。
【０１４０】
　また図２５は、各点灯期間の期間長を、出現順序の早い方から順番に、１：1.25： 1.5
： 2.5： 1.5：1.25：１の比率に設定する場合を表す図である。なお、図２５も、非点灯
期間の全ての期間長を均等に設定する場合に対応する。
【０１４１】
（Ｂ－４）点灯期間数Ｎが偶数の場合の設定例
　続いて、点灯期間数Ｎが４以上の偶数の場合について説明する。なお、基本的な考え方
は点灯期間数Ｎが奇数の場合と同じである。
【０１４２】
（ａ）具体例１（Ｎ＝４）
　ここでは、点灯期間数Ｎが４の場合について説明する。この具体例の場合、各点灯期間
の期間長は、出現順序の早い方から順番に１：２：２：１の比率に設定されるものとする
。
【０１４３】
　図２６に、この場合における各点灯期間の配置と総点灯期間長の変化に伴う各期間長の
変化を示す。
　なお、図２０は、総点灯期間長の最大値が１フィールド期間の６０％に設定されている
場合について表している。
【０１４４】
　このため、点灯期間は、１フィールド期間の０％～６０％の範囲で可変される。また、
１フィールド期間の６０％から１００％の間は、常に非点灯期間に設定される。この固定
の非点灯期間の存在は、動画の視認性を高める上で不可欠である。
【０１４５】
　結果的に、１番目の点灯期間の開始タイミングは０％に固定され、４番目の点灯期間の
終了タイミングは６０％に固定される。また、真ん中に位置する非点灯期間の期間長がそ
の両側に位置する非点灯期間の期間長よりも短くなるように設定する方式を採用する。具
体的には、２番目に位置する非点灯期間の期間長ｂが、１番目と３番目に位置する非点灯
期間の期間長ａよりも短くなるように設定する。
【０１４６】
　なお、ａとｂの比は任意である。ただし、期間長ｂが短いほど中央付近に位置する２つ
の点灯期間が一体的に視認され、動画ボケが視認され難くなる。
　この具体例の場合には、点灯期間の比率の逆比に設定する。すなわち、ａ：ｂを２：１
に設定する。
【０１４７】
　また、この具体例の場合も、総点灯期間長が増加するのにつれて、可変範囲の中心であ
る１フィールド期間内の３０％に対して左右対称になるように各点灯期間の期間長が変化
する。
【０１４８】
　勿論、各点灯期間の期間長は、１：２：２：１の比を満たした状態のまま変化する。そ
して、総点灯期間長が最大値に達すると（図２６（Ｄ））、全ての点灯期間が１つに結合
する。
【０１４９】
　このとき、総点灯期間長が１フィールド期間のＡ％で与えられるとすると、各点灯期間
と非点灯期間の期間長は、次式により与えられる。
　以下では、１番目と４番目の点灯期間の各期間長をＴ１、２番目と３番目の点灯期間の
期間長をＴ２とする。また、１番目と３番目の非点灯期間の期間長をＴ３とし、２番目の
非点灯期間の期間長をＴ４とする。
【０１５０】



(21) JP 5141277 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

　Ｔ１＝Ａ％／６
　Ｔ２＝Ａ％／３
　Ｔ３＝（（６０％－Ａ％）／５）＊２
　Ｔ４＝（６０％－Ａ％）／５
【０１５１】
　例えば総点灯期間長が１フィールド期間の４０％の場合を考えると、各期間長は、以下
のように算出される。
　Ｔ１＝４０％／６＝６．６６％
　Ｔ２＝４０％／３＝１３．３％
　Ｔ３＝（（６０％－４０％）／５）＊２＝８％
　Ｔ４＝（６０％－４０％）／５＝４％
【０１５２】
　結果として、各点灯期間の開始タイミングと終了タイミングを（Ｘ％、Ｙ％）で表すと
、各点灯期間の配置位置は以下のように設定される。
　１番目の点灯期間：（０％，６．６６％）
　２番目の点灯期間：（１４．６６％，２８％）
　３番目の点灯期間：（３２％，４５．３％）
　４番目の点灯期間：（５３．３％，６０％）
【０１５３】
　なお前述したように、総点灯期間長が１フィールド期間の６０％の場合は、唯１つの点
灯期間として（０％，６０％）が設定される。
　また、この具体例１の場合には、１フィールド期間の６０％が点灯期間の見かけ上の出
現範囲として規定される。このため、フリッカは基本的に知覚されることがない。
【０１５４】
　以上のように、点灯期間数が偶数の場合にも、中心付近に位置する２つの点灯期間の一
体的に視認され易くできる。結果的に、動画像の表示品質が高く、同時にフリッカも目立
ち難い点灯期間の設定が可能になる。
【０１５５】
（ｂ）具体例２（Ｎ＝４）
　引き続き、点灯期間数Ｎが４の場合について説明する。なお、この具体例の場合も、４
つの点灯期間の期間長は、１：２：２：１の関係を満たすものとする。
【０１５６】
　具体例１との相違点は、２番目と３番目の点灯期間がより近づくように、非点灯期間の
期間長の比率を高く設定する点である。
　具体的には、ａ：ｂを４：１に設定する点である。
【０１５７】
　図２７に、この具体例における各点灯期間の配置と総点灯期間長の変化に伴う各期間長
の変化を示す。
　なお図２７も、総点灯期間長の最大値が１フィールド期間の６０％に設定されている場
合について表している。
【０１５８】
　このため、点灯期間は、１フィールド期間の０％～６０％の範囲で可変される。また、
１フィールド期間の６０％から１００％の間は、常に非点灯期間に設定される。この固定
の非点灯期間の存在は、動画の視認性を高める上で不可欠である。
【０１５９】
　結果的に、１番目の点灯期間の開始タイミングは０％に固定され、４番目の点灯期間の
終了タイミングは６０％に固定される。
　また、この具体例の場合も、総点灯期間長が増加するのにつれて、可変範囲の中心であ
る１フィールド期間内の３０％に対して左右対称になるように各点灯期間の期間長が変化
する。
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【０１６０】
　勿論、各点灯期間の期間長は、１：２：２：１の比を満たした状態のまま変化する。そ
して、総点灯期間長が最大値に達すると（図２７（Ｄ））、全ての点灯期間が１つに結合
する。
【０１６１】
　このとき、総点灯期間長が１フィールド期間のＡ％で与えられるとすると、各点灯期間
と非点灯期間の期間長は、次式により与えられる。
　以下では、１番目と４番目の点灯期間の各期間長をＴ１、２番目と３番目の点灯期間の
期間長をＴ２とする。また、１番目と３番目の非点灯期間の期間長をＴ３とし、２番目の
非点灯期間の期間長をＴ４とする。
【０１６２】
　Ｔ１＝Ａ％／６
　Ｔ２＝Ａ％／３
　Ｔ３＝（（６０％－Ａ％）／９）＊４
　Ｔ４＝（６０％－Ａ％）／９
【０１６３】
　例えば総点灯期間長が１フィールド期間の４０％の場合を考えると、各期間長は、以下
のように算出される。
　Ｔ１＝４０％／６＝６．６６％
　Ｔ２＝４０％／３＝１３．３％
　Ｔ３＝（（６０％－４０％）／９）＊４＝８．８８％
　Ｔ４＝（６０％－４０％）／９＝２．２％
【０１６４】
　結果として、各点灯期間の開始タイミングと終了タイミングを（Ｘ％、Ｙ％）で表すと
、各点灯期間の配置位置は以下のように設定される。
　１番目の点灯期間：（０％，６．６６％）
　２番目の点灯期間：（１５．５％，２８．８％）
　３番目の点灯期間：（３１％，４４．３％）
　４番目の点灯期間：（５３．３％，６０％）
【０１６５】
　なお前述したように、総点灯期間長が１フィールド期間の６０％の場合は、唯１つの点
灯期間として（０％，６０％）が設定される。
　また、この具体例２の場合には、１フィールド期間の６０％が点灯期間の見かけ上の出
現範囲として規定される。このため、フリッカは基本的に知覚されることがない。
【０１６６】
　なお、この具体例２の場合には、具体例１以上に中央に位置する２つの点灯期間の一体
性を高めることができる。結果的に、具体例１よりも更に動画像の表示品質が高く、同時
にフリッカも少ない点灯期間の設定が可能になる。
【０１６７】
（ｃ）具体例３（Ｎ＝４）
　引き続き、点灯期間数Ｎが４の場合について説明する。なお、この具体例の場合も、４
つの点灯期間の期間長は、１：２：２：１の関係を満たすものとする。
【０１６８】
　具体例１及び２との相違点は、総点灯期間長が設定値に達するまで、２番目の非点灯期
間の期間長を固定する点である。すなわち、総点灯期間長が設定値に達するまでは、１番
目と３番目の非点灯期間だけが可変される点である。
　なお、２番目の非点灯期間の期間長は、小さいほど２番目と３番目の点灯期間が近づく
ため望ましい。
【０１６９】
　また、１番目と３番目の非点灯期間の期間長は均等になるように設定されるものとする
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。
　図２８に、この具体例における各点灯期間の配置と総点灯期間長の変化に伴う各期間長
の変化を示す。
【０１７０】
　なお図２８の場合も、総点灯期間長の最大値は１フィールド期間の６０％に設定する。
このため、点灯期間は、１フィールド期間の０％～６０％の範囲で可変される。また、１
フィールド期間の６０％から１００％の間は、常に非点灯期間に設定される。この固定の
非点灯期間の存在は、動画の視認性を高める上で不可欠である。
【０１７１】
　結果的に、１番目の点灯期間の開始タイミングは０％に固定され、４番目の点灯期間の
終了タイミングは６０％に固定される。
　また、この具体例の場合も、総点灯期間長が増加するのにつれて、可変範囲の中心であ
る１フィールド期間内の３０％に対して左右対称になるように各点灯期間の期間長が変化
する。
【０１７２】
　勿論、各点灯期間の期間長は、１：２：２：１の比を満たした状態のまま変化する。そ
して、総点灯期間長が最大値に達すると（図２８（Ｄ））、全ての点灯期間が１つに結合
する。
【０１７３】
　このとき、総点灯期間長が１フィールド期間のＡ％で与えられるものとすると、２番目
の非点灯期間の期間長がｂ％に固定されるとき、各点灯期間と非点灯期間の期間長は、次
式により与えられる。
【０１７４】
　以下では、１番目と４番目の点灯期間の各期間長をＴ１、２番目と３番目の点灯期間の
期間長をＴ２とする。また、１番目と３番目の非点灯期間の期間長をＴ３とする。
【０１７５】
　総点灯期間長が０％以上（６０－ｂ）％以下の場合、３つの点灯期間はそれぞれ次式で
与えられる。
　Ｔ１＝Ａ％／６
　Ｔ２＝Ａ％／３
　Ｔ３＝（（６０％－Ａ％－ｂ％）／２
【０１７６】
　例えば総点灯期間長が１フィールド期間の４０％であり、２番目の非点灯期間の期間長
が１％の場合を考えると、総点灯期間長が０％以上５９％以下の場合における各期間長は
、以下のように算出される。
　Ｔ１＝４０％／６＝６．６６％
　Ｔ２＝４０％／３＝１３．３％
　Ｔ３＝（（６０％－４０％－１％）／２＝９．５％
【０１７７】
　結果として、各点灯期間の開始タイミングと終了タイミングを（Ｘ％、Ｙ％）で表すと
、総点灯期間長が０％以上５９％以下の場合に、各点灯期間の配置位置は以下のように設
定される。
　１番目の点灯期間：（０％，６．６６％）
　２番目の点灯期間：（１６．１％，２９．５％）
　３番目の点灯期間：（３０．５％，４３．７％）
　４番目の点灯期間：（５３．３％，６０％）
【０１７８】
　なお、総点灯期間長が（６０－ｂ）％以上の場合、点灯期間は２つとなる。ここでも、
１番目と２番目の点灯期間をＴ１とし、その隙間の非点灯期間をＴ２とすると、各期間長
はそれぞれ次式で与えられる。
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　Ｔ１＝Ａ％／２
　Ｔ２＝６０％－Ａ％
【０１７９】
　例えば総点灯期間長が１フィールド期間の５９．６％である場合、各期間長は次式のよ
うに算出される。
　Ｔ１＝５９．６％／２＝２９．８
　Ｔ２＝６０％－５９．６％＝０．４
【０１８０】
　結果として、各点灯期間の開始タイミングと終了タイミングを（Ｘ％、Ｙ％）で表すと
、総点灯期間長が１フィールド期間の５９．６％である場合における各点灯期間の配置位
置は以下のように設定される。
　１番目の点灯期間：（０％，２９．８％）
　２番目の点灯期間：（３０．２％，６０％）
【０１８１】
　勿論、総点灯期間長が１フィールド期間の６０％の場合は、唯１つの点灯期間として（
０％，６０％）が設定される。
　また、この具体例３の場合も、１フィールド期間の６０％が点灯期間の見かけ上の出現
範囲として規定される。このため、フリッカは基本的に知覚されることがない。
【０１８２】
　なお、この設定方法は、可変範囲の中央部分に設定する非点灯期間の期間長を小さくす
るほど、点灯期間数Ｎが奇数の場合の点灯期間の配置に近くなる。
　以上の結果、動画像の表示品質が高く、同時にフリッカも少ない点灯期間の設定が可能
になる。
（ｄ）具体例４（その他）
　前述した設定方法は、点灯期間数Ｎが６以上の偶数についても同様に適用することがで
きる。
【０１８３】
　すなわち、Ｎ個の点灯期間のうち中央寄りの点灯期間ほど期間長に大きな比率を割り当
て、当該比率を保ったまま総点灯期間長の変化に応じて個々の期間長を可変する仕組みを
適用することができる。
【０１８４】
　この際、非点灯期間の与え方についても前述した具体例の手法のいずれも適用すること
ができる。
　例えば全ての期間長を均等に設定する方法の適用も可能であるし、中央寄りの非点灯期
間ほど小さい比率を割り当てる方法の適用も可能である。また、中央に位置する非点灯期
間の期間長を基本的に固定とする方法の適用も可能である。
【０１８５】
　例えば点灯期間数Ｎが６の場合、点灯期間の期間長を、出現順序の早い方から順番に、
１： 1.5：３：３：1.5：１の比率に設定しても良い。また例えば点灯期間数Ｎが８の場
合、点灯期間の期間長を、出現順序の早い方から順番に、１：1.25： 1.5： 2.5：2.5： 
1.5：1.25：１の比率に設定しても良い。
【０１８６】
（Ｃ）他の形態例
（Ｃ－１）点灯期間の可変方法１
　前述した形態の場合には、１番目の点灯期間の開始タイミングとＮ番目の点灯期間の終
了タイミングを固定する場合について説明した。
【０１８７】
　すなわち、１番目の点灯期間の開始タイミングを１フィールド期間の０％に設定し、Ｎ
番目の点灯期間の終了タイミングを総点灯期間長の最大値に設定する場合について説明し
た。
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　しかし、１番目の点灯期間の開始タイミングとＮ番目の点灯期間の終了タイミングにつ
いても、他の点灯期間と同様に可変される設定方法を適用しても良い。
【０１８８】
　図２９に、点灯期間数Ｎが３の場合についての各点灯期間の設定例を示す。図２９は、
各点灯期間の期間長が、出現順序の早い方から順番に１：２：１の比率に設定される場合
の例である。また、総点灯期間長の最大値が１フィールド期間の６０％の場合を想定する
。この場合、１番目と３番目の点灯期間にそれぞれ１５％、２番目の点灯期間に３０％が
割り当てられる。
【０１８９】
　従って、図２９では、１番目の点灯期間については７．５％を中心に開始タイミングと
終了タイミングを設定し、２番目の点灯期間については３０％を中心に開始タイミングと
終了タイミングを設定し、３番目の点灯期間については５２．５％を中心に開始タイミン
グと終了タイミングを設定する。
【０１９０】
　この場合、見かけ上の点灯期間は４５％～６０％の範囲で、総点灯期間長に応じて可変
制御されることになる。従って、フリッカが知覚されることはない。また、この場合、最
低でも４０％の非点灯期間が確保され、最大では約５５％の連続した非点灯期間を確保で
きるため、動画応答性も高めることができる。
【０１９１】
（Ｃ－２）点灯期間の可変方法２
　前述した形態の場合には、１番目の点灯期間の開始タイミングを１フィールド期間の０
％に設定し、Ｎ番目の点灯期間の終了タイミングを総点灯期間長の最大値に設定する場合
について説明した。
【０１９２】
　しかし、点灯期間の可変範囲を１フィールド期間内のどの範囲に設定しても良い。
　図３０及び図３１に、前述した点灯期間の可変範囲をオフセットした例を示す。
　図３０は点灯期間数Ｎが３の場合の設定例であり、図３１は点灯期間数Ｎが５の場合の
設定例である。
【０１９３】
　なお図３０は、総点灯期間長が６０％である場合に対応する例であり、１フィールド期
間内の２０％から８０％の間に各点灯期間が設定されている。この例は図２９に対応する
設定例のオフセット設定例である。図３０に示す設定方法でも、固定的な非点灯期間とし
て４０％が常に確保される。
【０１９４】
　一方、図３１は、総点灯期間長が７５％である場合に対応する例であり、１フィールド
期間内の１５％から９０％の間に各点灯期間が設定されている。この例は図２１に対応す
る設定例のオフセット設定例である。図３１に示す設定方法でも、固定的な非点灯期間と
して２５％が常に確保される。
【０１９５】
（Ｃ－３）他の表示デバイス例
　前述した点灯期間の設定方法は、有機ＥＬパネル以外にも適用できる。例えば無機ＥＬ
パネル、ＬＥＤを配列する表示パネル、その他のダイオード構造を有するＥＬ素子を画面
上に配列する自発光型の表示パネルにも適用できる。
【０１９６】
　また、前述した点灯期間の設定方法は、ＥＬ素子をバックライト光源に使用する液晶デ
ィスプレイパネルやその他の非自発光型の表示パネルにも適用することができる。
　図３２に、液晶パネル４１のシステム構成例を示す。なお、図３２には、図１６との対
応部分に同一符号を付して示す。
【０１９７】
　液晶パネル４１は、ガラス基板上に画素アレイ部４３と、書込制御線ＷＳＬを駆動する
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制御線駆動部４５と、信号線ＤＴＬを駆動する信号線駆動部４７と、バックライト用のＬ
ＥＤ４９を駆動するバックライト駆動部５１と、点灯期間を設定する点灯期間設定部３３
とを支持基板上に配置した構成を有している。
【０１９８】
　画素アレイ部４３は、サブ画素６１をマトリクス状に配置した画素構造を有し、液晶シ
ャッターとして機能する。この場合、サブ画素６１は、階調情報に対応する信号電位Ｖsi
g に基づいて、バックライト光の透過量（遮断も含む）を制御する。
【０１９９】
　図３３に、サブ画素６１の画素構造を示す。サブ画素６１は、薄膜トランジスタ（以下
「サンプリングトランジスタ」という。）Ｔ１と、信号電位Ｖsig を保持する液晶容量Ｃ
Ｌｃとで構成される。ここで、液晶容量ＣＬｃは、画素電極６３と対向電極６５で液晶Ｌ
ｃを両側から挟んだ構造を有している。
【０２００】
　制御線駆動部４５は、サンプリングトランジスタＴ１のゲート電極に接続された書込制
御線ＷＳＬを２値電位で駆動する回路デバイスである。一方、信号線駆動部４７は、サン
プリングトランジスタＴ１の一方の主電極が接続される信号線ＤＴＬに信号電位Ｖsig を
印加する回路デバイスである。
【０２０１】
　バックライト駆動部５１は、点灯期間設定部３３から供給される駆動パルス（開始パル
スＳＴ、終了パルスＥＴ）に基づいてＬＥＤ４９を駆動する回路デバイスである。このバ
ックライト駆動部５１は、点灯期間に駆動電流をＬＥＤ４９に供給し、非点灯期間には駆
動電流のＬＥＤ４９への供給を停止するように動作する。ここでのバックライト駆動部５
１は、例えば電流供給線に対して直列に接続されたスイッチとして実現できる。
【０２０２】
（Ｃ－４）製品例（電子機器）
　前述の説明では、形態例に係る点灯期間の設定機能を搭載した有機ＥＬパネルを例に発
明を説明した。しかし、この種の設定機能を搭載する有機ＥＬパネルその他の表示パネル
は、各種の電子機器に実装した商品形態でも流通される。以下、他の電子機器への実装例
を示す。
【０２０３】
　図３４に、電子機器７１の概念構成例を示す。電子機器７１は、前述した点灯期間の設
定機能を搭載した表示パネル７３、システム制御部７５及び操作入力部７７で構成される
。システム制御部７５で実行される処理内容は、電子機器７１の商品形態により異なる。
また、操作入力部７７は、システム制御部７５に対する操作入力を受け付けるデバイスで
ある。操作入力部７７には、例えばスイッチ、ボタンその他の機械式インターフェース、
グラフィックインターフェース等が用いられる。
【０２０４】
　なお、電子機器７１は、機器内で生成される又は外部から入力される画像や映像を表示
する機能を搭載していれば、特定の分野の機器には限定されない。
　図３５に、その他の電子機器がテレビジョン受像機の場合の外観例を示す。テレビジョ
ン受像機８１の筐体正面には、フロントパネル８３及びフィルターガラス８５等で構成さ
れる表示画面８７が配置される。表示画面８７の部分が表示パネル７３に対応する。
【０２０５】
　また、この種の電子機器７１には、例えばデジタルカメラが想定される。図３６に、デ
ジタルカメラ９１の外観例を示す。図３６（Ａ）が正面側（被写体側）の外観例であり、
図３６（Ｂ）が背面側（撮影者側）の外観例である。
【０２０６】
　デジタルカメラ９１は、保護カバー９３、撮像レンズ部９５、表示画面９７、コントロ
ールスイッチ９９及びシャッターボタン１０１で構成される。このうち、表示画面９７の
部分が表示パネル７３に対応する



(27) JP 5141277 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

【０２０７】
　また、この種の電子機器７１には、例えばビデオカメラが想定される。図３７に、ビデ
オカメラ１１１の外観例を示す。
　ビデオカメラ１１１は、本体１１３の前方に被写体を撮像する撮像レンズ１１５、撮影
のスタート／ストップスイッチ１１７及び表示画面１１９で構成される。このうち、表示
画面１１９の部分が表示パネル７３に対応する。
【０２０８】
　また、この種の電子機器７１には、例えば携帯端末装置が想定される。図３８に、携帯
端末装置としての携帯電話機１２１の外観例を示す。図３８に示す携帯電話機１２１は折
りたたみ式であり、図３８（Ａ）が筐体を開いた状態の外観例であり、図３８（Ｂ）が筐
体を折りたたんだ状態の外観例である。
【０２０９】
　携帯電話機１２１は、上側筐体１２３、下側筐体１２５、連結部（この例ではヒンジ部
）１２７、表示画面１２９、補助表示画面１３１、ピクチャーライト１３３及び撮像レン
ズ１３５で構成される。このうち、表示画面１２９及び補助表示画面１３１の部分が表示
パネル７３に対応する。
【０２１０】
　また、この種の電子機器７１には、例えばコンピュータが想定される。図３９に、ノー
ト型コンピュータ１４１の外観例を示す。
　ノート型コンピュータ１４１は、下型筐体１４３、上側筐体１４５、キーボード１４７
及び表示画面１４９で構成される。このうち、表示画面１４９の部分が表示パネル７３に
対応する。
【０２１１】
　これらの他、電子機器７１には、オーディオ再生装置、ゲーム機、電子ブック、電子辞
書等が想定される。
【０２１２】
（Ｃ－５）他の画素回路例
　前述の説明では、アクティブマトリクス駆動型の画素回路例（図２、図３）について説
明した。
　しかし、画素回路の構成は、これらに限られるものではなく、既存の又は将来提案され
る様々な構成の画素回路にも適用できる。
【０２１３】
（Ｃ－６）その他
　前述した形態例には、発明の趣旨の範囲内で様々な変形例が考えられる。また、本明細
書の記載に基づいて創作される又は組み合わせられる各種の変形例及び応用例も考えられ
る。
【図面の簡単な説明】
【０２１４】
【図１】有機ＥＬパネルの主要構成例を示す図である（従来例）。
【図２】アクティブマトリクス駆動型の有機ＥＬパネルで使用する画素回路例を示す図で
ある。
【図３】アクティブマトリクス駆動型の有機ＥＬパネルで使用する画素回路例を示す図で
ある。
【図４】発光期間が１回の場合の駆動動作例を説明する図である（従来例）。
【図５】発光期間が１回の場合の駆動動作例を説明する図である（従来例）。
【図６】発光期間長とピーク輝度レベルとの関係を示す図である。
【図７】発光期間長と視点の動きの関係を説明する図である。
【図８】発光期間長と視点の動きの関係を説明する図である。
【図９】発光期間長と視点の動きの関係を説明する図である。
【図１０】１回の発光期間で１フィールド期間の５０％の発光期間長を与える場合の駆動
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タイミング例を示す図である（従来例）。
【図１１】１回の発光期間で１フィールド期間の２０％の発光期間長を与える場合の駆動
タイミング例を示す図である（従来例）。
【図１２】発光期間が２回の場合の駆動動作例を説明する図である（従来例）。
【図１３】発光期間が２回の場合の駆動動作例を説明する図である（従来例）。
【図１４】発光期間長と視点の動きの関係を説明する図である（従来例）。
【図１５】有機ＥＬパネルの外観構成を示す図である。
【図１６】有機ＥＬパネルのシステム構成例を示す図である。
【図１７】点灯期間設定部の内部構成例を示す図である。
【図１８】点灯期間数が奇数の場合の具体例１に対応する駆動タイミング例を示す図であ
る。
【図１９】点灯期間数が奇数の場合の具体例１に対応する駆動タイミング例を示す図であ
る。
【図２０】点灯期間数が奇数の場合の具体例２に対応する駆動タイミング例を示す図であ
る。
【図２１】点灯期間数が奇数の場合の具体例３に対応する駆動タイミング例を示す図であ
る。
【図２２】点灯期間数が奇数の場合の具体例４に対応する駆動タイミング例を示す図であ
る。
【図２３】点灯期間数が奇数の場合の具体例５に対応する駆動タイミング例を示す図であ
る。
【図２４】点灯期間数が奇数の場合の具体例６に対応する駆動タイミング例を示す図であ
る。
【図２５】点灯期間数が奇数の場合の具体例６に対応する駆動タイミング例を示す図であ
る。
【図２６】点灯期間数が偶数の場合の具体例１に対応する駆動タイミング例を示す図であ
る。
【図２７】点灯期間数が偶数の場合の具体例２に対応する駆動タイミング例を示す図であ
る。
【図２８】点灯期間数が偶数の場合の具体例３に対応する駆動タイミング例を示す図であ
る。
【図２９】他の駆動タイミング例を示す図である。
【図３０】他の駆動タイミング例を示す図である。
【図３１】他の駆動タイミング例を示す図である。
【図３２】液晶パネルのシステム構成例を示す図である。
【図３３】画素回路と駆動部との接続関係を説明する図である。
【図３４】電子機器の機能構成例を示す図である。
【図３５】電子機器の商品例を示す図である。
【図３６】電子機器の商品例を示す図である。
【図３７】電子機器の商品例を示す図である。
【図３８】電子機器の商品例を示す図である。
【図３９】電子機器の商品例を示す図である。
【符号の説明】
【０２１５】
　３　　　　　　画素アレイ部
　５　　　　　　制御線駆動部
　７　　　　　　制御線駆動部
　９　　　　　　信号線駆動部
　３１　　　　　有機ＥＬパネル
　３３　　　　　点灯期間設定部
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　４１　　　　　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】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】
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【図３６】



(40) JP 5141277 B2 2013.2.13

【図３７】
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【図３８】
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【図３９】
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