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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の単位画素を有する表示部と、
　各単位画素に対して、第１の駆動、第２の駆動、および第３の駆動をこの順に行う駆動
部と
　を備え、
　前記第１の駆動および前記第２の駆動は、それぞれ、初期化駆動、画素電圧の書込駆動
、およびその書込駆動により書き込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部
は、前記第１の駆動と前記第２の駆動との間で互いに異なり、
　前記第３の駆動は、前記第２の駆動における書込駆動により書き込まれた画素電圧に基
づく発光駆動を含み、
　前記第２の駆動において初期化駆動を行う期間は、前記第１の駆動において初期化駆動
を行う期間よりも短い
　表示装置。
【請求項２】
　前記駆動部は、
　前記第１の駆動において、書込駆動の直後に発光駆動を行い、
　前記第２の駆動において、書込駆動の後、所定の時間を経過した後に発光駆動を行う
　請求項１に記載の表示装置。
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【請求項３】
　前記単位画素は、
　表示素子と、
　ドレインと、ゲートと、前記表示素子に接続されたソースとを有する第１のトランジス
タと、
　オン状態になることにより前駆第１のトランジスタのゲート電圧を設定する第２のトラ
ンジスタと、
　前記ゲートと前記ソースとの間に挿設された容量素子と
　を有する
　請求項１または請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記駆動部は、前記第１の駆動および前記第２の駆動における初期化駆動において、前
記第２のトランジスタをオン状態にしつつ前記第１のトランジスタのドレインに第１の電
圧を印加し、
　前記第３の駆動は、発光駆動の前に、前記第２のトランジスタをオフ状態にしつつ前記
第１のトランジスタのドレインに前記第１の電圧を印加する発光準備駆動を含む
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記駆動部は、
　前記第１の駆動における発光駆動において、前記第２のトランジスタをオフ状態にしつ
つ前記第１のトランジスタのドレインに第２の電圧を印加し、
　前記第２の駆動および第３の駆動における発光駆動において、前記第２のトランジスタ
をオフ状態にしつつ、前記第１のトランジスタのドレインに、前記第２の電圧よりも低い
第３の電圧を印加する
　請求項３または請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第２の駆動において発光駆動を行う期間は、前記第１の駆動において発光駆動を行
う期間よりも長く、
　前記第２の駆動における前記画素電圧が示す輝度レベルは、前記第１の駆動における前
記画素電圧が示す輝度レベルよりも低い
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第３の駆動において発光駆動を行う期間は、前記第１の駆動において発光駆動を行
う期間よりも長く、
　前記第３の駆動における前記画素電圧が示す輝度レベルは、前記第１の駆動における前
記画素電圧が示す輝度レベルよりも低い
　請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記駆動部は、前記第２の駆動および前記第３の駆動のそれぞれにおいて、発光駆動を
複数回行う
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項９】
　外光照度、温度、表示画像の平均輝度レベルのうちの少なくとも１つを検出する検出部
をさらに有し、
　前記駆動部は、前記第３の駆動において、前記検出部における検出結果に基づいて、発
光駆動を行う期間の長さを決定する
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記駆動部は、前記第２の駆動の後に、所定回数の前記第３の駆動と、第４の駆動とを
交互に繰り返し行い、
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　前記第４の駆動は、初期化駆動、画素電圧の書込駆動、およびその書込駆動により書き
込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記第１の駆動と前記第４の駆動とは、前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発
光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部が互いに異なる
　請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記表示部の表示領域は、複数のセグメント領域に区分され、
　前記駆動部は、各セグメント領域における動き量に基づいて、そのセグメント領域に属
する単位画素についての前記所定回数を決定する
　請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記駆動部は、前記表示部の全表示領域における動き量に基づいて、前記表示部の表示
領域を、その動き量に応じた数の複数のセグメント領域に区分し、これらの複数のセグメ
ント領域に対して巡回的に前記第４の駆動を行う
　請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記駆動部は、前記所定回数および前記画素電圧に応じて、前記第３の駆動における発
光駆動を行う期間の長さ、および前記第４の駆動における発光駆動を行う期間の長さを決
定する
　請求項１０から請求項１２のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記駆動部は、前記第４の駆動を１または複数回繰り返す度に、前記第４の駆動におけ
る画素電圧を徐々に小さくする
　請求項１０から請求項１３のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記駆動部は、前記表示部に表示されるコンテンツに基づいて、各単位画素についての
前記所定回数を決定する
　請求項１０から請求項１４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１６】
　ユーザの視線を検出する視線検出部をさらに備え、
　前記駆動部は、前記視線検出部の検出結果に基づいて、各単位画素についての前記所定
回数を決定する
　請求項１０から請求項１５のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１７】
　前記駆動部は、前記第４の駆動を１または複数回繰り返す度に、前記表示部における画
像表示領域の位置を変更する
　請求項１０から請求項１６のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１８】
　複数の単位画素を有する表示部と、
　各単位画素に対して、第１の駆動、第２の駆動、および第３の駆動をこの順に行う駆動
部と
　を備え、
　前記第１の駆動および前記第２の駆動は、それぞれ、初期化駆動、画素電圧の書込駆動
、およびその書込駆動により書き込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部
は、前記第１の駆動と前記第２の駆動との間で互いに異なり、
　前記第３の駆動は、前記第２の駆動における書込駆動により書き込まれた画素電圧に基
づく発光駆動を含み、
　前記表示部は、複数の表示画素と、走査信号を伝える複数の走査線とを有し、
　各表示画素は、前記複数の単位画素のうち、互いに異なる走査線に接続された２以上の
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単位画素を含み、
　前記２以上の単位画素は、互いに異なる基本色光を発する３つの基本色画素を含む
　表示装置。
【請求項１９】
　前記駆動部は、前記第２の駆動において、前記基本色光のうちの視感度が低い基本色光
を発する基本色画素に供給する画素電圧を低くする
　請求項１８に記載の表示装置。
【請求項２０】
　前記２以上の単位画素は、前記基本色光以外の色光を発する非基本色画素をさらに含む
　請求項１８または請求項１９に記載の表示装置。
【請求項２１】
　前記駆動部は、前記第２の駆動の後に、所定回数の前記第３の駆動と、第４の駆動とを
交互に行い、
　前記第４の駆動は、初期化駆動、画素電圧の書込駆動、およびその書込駆動により書き
込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記第１の駆動と前記第４の駆動とは、前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発
光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部が互いに異なる
　請求項２０に記載の表示装置。
【請求項２２】
　前記駆動部は、前記第４の駆動を１または複数回繰り返す度に、前記基本色画素および
前記非基本色画素に供給する画素電圧をそれぞれ変更する
　請求項２１に記載の表示装置。
【請求項２３】
　非基本色画素についての前記所定回数は、基本色画素についての前記所定回数よりも小
さい
　請求項２１または請求項２２に記載の表示装置。
【請求項２４】
　前記駆動部は、前記第４の駆動を１または複数回繰り返す度に、前記非基本色画素に供
給する画素電圧を順次高くする
　請求項２３に記載の表示装置。
【請求項２５】
　外光照度、温度、表示画像の平均輝度レベルのうちの少なくとも１つを検出する検出部
をさらに有し、
　前記駆動部は、前記第４の駆動において、前記検出部における検出結果に基づいて画素
電圧を変更する
　請求項２１から請求項２４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項２６】
　前記駆動部は、前記第４の駆動において、前記所定回数および前記画素電圧に応じて、
画素電圧を変更する
　請求項２１から請求項２５のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項２７】
　複数の単位画素のそれぞれに対して、第１の駆動、第２の駆動、および第３の駆動をこ
の順に行い、
　前記第１の駆動および前記第２の駆動は、それぞれ、初期化駆動、画素電圧の書込駆動
、およびその書込駆動により書き込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部
は、前記第１の駆動と前記第２の駆動との間で互いに異なり、
　前記第３の駆動は、前記第２の駆動における書込駆動により書き込まれた画素電圧に基
づく発光駆動を含み、
　前記第２の駆動において初期化駆動を行う期間は、前記第１の駆動において初期化駆動
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を行う期間よりも短い
　駆動方法。
【請求項２８】
　表示装置と
　前記表示装置に対して動作制御を行う制御部と
　を備え、
　前記表示装置は、
　複数の単位画素を有する表示部と、
　各単位画素に対して、第１の駆動、第２の駆動、および第３の駆動をこの順に行う駆動
部と
　を有し、
　前記第１の駆動および前記第２の駆動は、それぞれ、初期化駆動、画素電圧の書込駆動
、およびその書込駆動により書き込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部
は、前記第１の駆動と前記第２の駆動との間で互いに異なり、
　前記第３の駆動は、前記第２の駆動における書込駆動により書き込まれた画素電圧に基
づく発光駆動を含み、
　前記第２の駆動において初期化駆動を行う期間は、前記第１の駆動において初期化駆動
を行う期間よりも短い
　電子機器。
【請求項２９】
　表示装置と
　前記表示装置に対して動作制御を行う制御部と
　を備え、
　前記表示装置は、
　複数の単位画素を有する表示部と、
　各単位画素に対して、第１の駆動、第２の駆動、および第３の駆動をこの順に行う駆動
部と
　を有し、
　前記第１の駆動および前記第２の駆動は、それぞれ、初期化駆動、画素電圧の書込駆動
、およびその書込駆動により書き込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部
は、前記第１の駆動と前記第２の駆動との間で互いに異なり、
　前記第３の駆動は、前記第２の駆動における書込駆動により書き込まれた画素電圧に基
づく発光駆動を含み、
　前記表示部は、複数の表示画素と、走査信号を伝える複数の走査線とを有し、
　各表示画素は、前記複数の単位画素のうち、互いに異なる走査線に接続された２以上の
単位画素を含み、
　前記２以上の単位画素は、互いに異なる基本色光を発する３つの基本色画素を含む
　電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、電流駆動型の表示素子を有する表示装置、およびそのような表示装置の駆動
方法、ならびにそのような表示装置を備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像表示を行う表示装置の分野では、発光素子として、流れる電流値に応じて発
光輝度が変化する電流駆動型の光学素子、例えば有機ＥＬ（Electro Luminescence）素子
を用いた表示装置（有機ＥＬ表示装置）が開発され、商品化が進められている。発光素子
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は、液晶素子などと異なり自発光素子であり、別に光源（バックライト）を設ける必要が
ない。そのため、有機ＥＬ表示装置は、光源を必要とする液晶表示装置と比べて画像の視
認性が高く、消費電力が低く、かつ素子の応答速度が速いなどの特徴を有する。
【０００３】
　このような表示装置では、さらに消費電力を抑えるための技術が開発されている。例え
ば、特許文献１～３には、例えば静止画を表示する際に、サブ画素に対する画素電圧の書
き換えを停止する表示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１３７５３２号公報
【特許文献２】特開２００８－３３０６６号公報
【特許文献３】特開２０１１－１４１５３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、表示装置では、一般に消費電力の低減が望まれる。特に携帯型電子機器に
用いられる表示装置では、長いバッテリ動作時間を実現するため、消費電力のさらなる低
減が望まれている。一方、表示装置では、高画質が望まれており、画質の低下を抑えつつ
、消費電力を低減することが期待される。
【０００６】
　本開示はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、画質の低下を抑えつつ、
消費電力を低減できる表示装置、駆動方法、および電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の第１の表示装置は、表示部と、駆動部とを備えている。表示部は、複数の単位
画素を有するものである。駆動部は、各単位画素に対して、第１の駆動、第２の駆動、お
よび第３の駆動をこの順に行うものである。第１の駆動および第２の駆動は、それぞれ、
初期化駆動、画素電圧の書込駆動、およびその書込駆動により書き込まれた画素電圧に基
づく発光駆動を含み、初期化駆動、書込駆動、および発光駆動にわたる一連の駆動のうち
の一部は、第１の駆動と第２の駆動との間で互いに異なり、第３の駆動は、第２の駆動に
おける書込駆動により書き込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含んでいる。第２の駆動
において初期化駆動を行う期間は、第１の駆動において初期化駆動を行う期間よりも短い
。
　本開示の第２の表示装置は、表示部と、駆動部とを備えている。表示部は、複数の単位
画素を有するものである。駆動部は、各単位画素に対して、第１の駆動、第２の駆動、お
よび第３の駆動をこの順に行うものである。第１の駆動および第２の駆動は、それぞれ、
初期化駆動、画素電圧の書込駆動、およびその書込駆動により書き込まれた画素電圧に基
づく発光駆動を含み、初期化駆動、書込駆動、および発光駆動にわたる一連の駆動のうち
の一部は、第１の駆動と第２の駆動との間で互いに異なり、第３の駆動は、第２の駆動に
おける書込駆動により書き込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含んでいる。上記表示部
は、複数の表示画素と、走査信号を伝える複数の走査線とを有する。各表示画素は、複数
の単位画素のうち、互いに異なる走査線に接続された２以上の単位画素を含んでいる。こ
の２以上の単位画素は、互いに異なる基本色光を発する３つの基本色画素を含む。

                                                                                
【０００８】
　本開示の駆動方法は、複数の単位画素のそれぞれに対して、第１の駆動、第２の駆動、
および第３の駆動をこの順に行うものである。第１の駆動および第２の駆動は、それぞれ
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、初期化駆動、画素電圧の書込駆動、およびその書込駆動により書き込まれた画素電圧に
基づく発光駆動を含み、初期化駆動、書込駆動、および発光駆動にわたる一連の駆動のう
ちの一部は、第１の駆動と第２の駆動との間で互いに異なり、第３の駆動は、第２の駆動
における書込駆動により書き込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含んでいる。第２の駆
動において初期化駆動を行う期間は、第１の駆動において初期化駆動を行う期間よりも短
い。
【０００９】
　本開示の第１の電子機器は、上記第１の表示装置を備えたものであり、第２の電子機器
は、上記第２の表示装置を備えたものである。第１および第２の電子機器は、例えば、テ
レビジョン装置、電子ブック、スマートフォン、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコ
ンピュータ、ビデオカメラ、ヘッドマウントディスプレイなどが該当する。
【００１０】
　本開示の第１および第２の表示装置、駆動方法、および第１および第２の電子機器では
、各単位画素に対して、第１の駆動、第２の駆動、および第３の駆動がこの順で行われる
。その際、初期化駆動、書込駆動、および発光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部が、
第１の駆動と前記第２の駆動との間で互いに異なるように、駆動が行われる。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示の第１および第２の表示装置、駆動方法、および第１および第２の電子機器によ
れば、初期化駆動、書込駆動、および発光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部が、第１
の駆動と第２の駆動との間で互いに異なるようにしたので、画質の低下を抑えつつ、消費
電力を低減できる。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本
開示中に記載されたいずれの効果があってもよい。

                                                                                
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示の第１の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である。
【図２】図１に示した駆動部および表示部の一構成例を表すブロック図である。
【図３】図２に示した表示部におけるセグメント領域を表す説明図である。
【図４】図２に示したサブ画素の一構成例を表す回路図である。
【図５】図２に示したサブ画素の一動作例を表す模式図である。
【図６】図１に示した制御部の一動作例を表す説明図である。
【図７】図１に示した制御部の他の動作例を表す説明図である。
【図８】図１に示した制御部の他の動作例を表す説明図である。
【図９】図１に示した制御部の他の動作例を表す説明図である。
【図１０】図１に示した制御部の他の動作例を表す説明図である。
【図１１】図１に示した制御部の他の動作例を表す説明図である。
【図１２】図１に示した制御部の他の動作例を表す説明図である。
【図１３】図２に示したサブ画素の一動作例を表すタイミング波形図である。
【図１４】図２に示したサブ画素の他の動作例を表すタイミング波形図である。
【図１５】図２に示した駆動部の一動作例を表すタイミング波形図である。
【図１６Ａ】図２に示した駆動部および表示部の一動作例を表すタイミング波形図である
。
【図１６Ｂ】図２に示した駆動部および表示部の他の動作例を表すタイミング波形図であ
る。
【図１７Ａ】図２に示した駆動部および表示部の他の動作例を表すタイミング波形図であ
る。
【図１７Ｂ】図２に示した駆動部および表示部の他の動作例を表すタイミング波形図であ
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る。
【図１８】図２に示した駆動部の他の動作例を表すタイミング波形図である。
【図１９】図２に示した駆動部の他の動作例を表すタイミング波形図である。
【図２０】図１に示した映像信号処理部の一動作例を表す説明図である。
【図２１】第１の実施の形態の変形例に係る駆動部および表示部の一構成例を表すブロッ
ク図である。
【図２２】図２１に示した表示部におけるセグメント領域を表す説明図である。
【図２３】第１の実施の形態の他の変形例に係る駆動部および表示部の一構成例を表すブ
ロック図である。
【図２４】図２３に示した表示部におけるセグメント領域を表す説明図である。
【図２５】第１の実施の形態の他の変形例に係る駆動部および表示部の一構成例を表すブ
ロック図である。
【図２６】図２３に示した表示部におけるセグメント領域を表す説明図である。
【図２７Ａ】第１の実施の形態の他の変形例に係る表示装置の一動作例を表す説明図であ
る。
【図２７Ｂ】第１の実施の形態の他の変形例に係る表示装置の他の動作例を表す説明図で
ある。
【図２８】第１の実施の形態の他の変形例に係る表示装置の一動作例を表すタイミング図
である。
【図２９】第１の実施の形態の他の変形例に係る表示装置の一動作例を表すタイミング図
である。
【図３０】第１の実施の形態の他の変形例に係る表示装置の一動作例を表す説明図である
。
【図３１】第１の実施の形態の他の変形例に係る駆動部の一動作例を表すタイミング波形
図である。
【図３２】第１の実施の形態の他の変形例に係る駆動部の一動作例を表すタイミング波形
図である。
【図３３】第１の実施の形態の他の変形例に係る表示装置の一構成例を表すブロック図で
ある。
【図３４】図３３に示した表示装置の一動作例を表す説明図である。
【図３５Ａ】図３３に示した表示装置の他の動作例を表す説明図である。
【図３５Ｂ】図３３に示した表示装置の他の動作例を表す説明図である。
【図３６】第１の実施の形態の他の変形例に係る表示装置の一構成例を表すブロック図で
ある。
【図３７】第１の実施の形態の他の変形例に係る駆動部の一動作例を表すタイミング波形
図である。
【図３８】第１の実施の形態の他の変形例に係るサブ画素の一動作例を表す模式図である
。
【図３９】第１の実施の形態の他の変形例に係る駆動部および表示部の一構成例を表すブ
ロック図である。
【図４０】図３９に示したサブ画素の一構成例を表す回路図である。
【図４１】図４０に示したサブ画素の一動作例を表すタイミング波形図である。
【図４２】図４０に示したサブ画素の他の動作例を表すタイミング波形図である。
【図４３】図３９に示した駆動部の一動作例を表すタイミング波形図である。
【図４４】第１の実施の形態の他の変形例に係る駆動部の一動作例を表すタイミング波形
図である。
【図４５】第１の実施の形態の他の変形例に係る表示システムの一構成例を表す説明図で
ある。
【図４６】第１の実施の形態の他の変形例に係る表示システムの一構成例を表す説明図で
ある。
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【図４７】第２の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である。
【図４８】図４７に示した駆動部および表示部の一構成例を表すブロック図である。
【図４９】図４８に示した表示部の一構成例を表す回路図である。
【図５０】図４８に示したサブ画素の一動作例を表す模式図である。
【図５１】図４７に示した制御部の一動作例を表す説明図である。
【図５２】図４７に示した制御部の他の動作例を表す説明図である。
【図５３】図４７に示した制御部の他の動作例を表す説明図である。
【図５４】図４７に示した制御部の他の動作例を表す説明図である。
【図５５】図４７に示した制御部の他の動作例を表す説明図である。
【図５６】図４７に示した制御部の他の動作例を表す説明図である。
【図５７】図４８に示した駆動部の一動作例を表すタイミング波形図である。
【図５８】図４８に示した駆動部および表示部の他の動作例を表すタイミング波形図であ
る。
【図５９】図４８に示した駆動部および表示部の他の動作例を表すタイミング波形図であ
る。
【図６０】図４７に示した表示装置の消費電力を表す説明図である。
【図６１】第２の実施の形態の変形例に係る表示部の一構成例を表す回路図である。
【図６２】第２の実施の形態の他の変形例に係る表示部の一構成例を表す回路図である。
【図６３】第２の実施の形態の他の変形例に係る表示部の一構成例を表す回路図である。
【図６４】第２の実施の形態の他の変形例に係る表示部の一構成例を表す回路図である。
【図６５】実施の形態に係る表示装置を実装したモジュールの一構成例を表す説明図であ
る。
【図６６】実施の形態に係る表示装置の適用例１の外観構成を表す斜視図である。
【図６７】実施の形態に係る表示装置の適用例２の外観構成を表す斜視図である。
【図６８】他の変形例に係るサブ画素の一構成例を表す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。
１．第１の実施の形態
２．第２の実施の形態
３．適用例
【００１４】
＜１．第１の実施の形態＞
［構成例］
　図１は、第１の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すものである。表示装置１は
、有機ＥＬ素子を用いた、アクティブマトリックス方式の表示装置である。なお、本開示
の実施の形態に係る駆動方法は、本実施の形態により具現化されるので、併せて説明する
。
【００１５】
　表示装置１は、映像信号Ｓdispに基づいて映像を表示するものである。この例では、映
像信号Ｓdispは、赤色（Ｒ）の輝度情報ＩＲと、緑色（Ｇ）の輝度情報ＩＧと、青色（Ｂ
）の輝度情報ＩＢとを含むものである。表示装置１は、表示部４０と、駆動部３０と、検
出部２０と、温度検出部１４と、外光検出部１５と、制御部１７と、映像信号処理部１８
とを備えている。
【００１６】
　図２は、表示部４０および駆動部３０の一構成例を表すものである。表示部４０は、複
数の画素Ｐixがマトリックス状に配置されたものである。各画素Ｐixは、赤色（Ｒ）のサ
ブ画素９Ｒ、緑色（Ｇ）のサブ画素９Ｇ、青色（Ｂ）のサブ画素９Ｂを有している。なお
、以下では、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂのうちの任意の一つを表すものとしてサブ画素９
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を適宜用いる。表示部４０の表示領域は、行方向（横方向）に２つの領域４２Ａ，４２Ｂ
に区分されている。この例では、領域４２Ａは表示部４０の左半分の領域であり、領域４
２Ｂは表示部４０の右半分の領域である。表示部４０は、領域４２Ａにおいて行方向に延
伸する複数の走査線ＷＳＬＡと、領域４２Ｂにおいて行方向に延伸する複数の走査線ＷＳ
ＬＢと、領域４２Ａ，４２Ｂにわたって行方向に延伸する複数の電源線ＰＬと、列方向（
縦方向）に延伸する複数のデータ線ＤＴＬとを有している。これらの走査線ＷＳＬＡ，Ｗ
ＳＬＢ、電源線ＰＬ、およびデータ線ＤＴＬの一端は、駆動部３０にそれぞれ接続されて
いる。表示部４０の領域４２Ａ，４２Ｂは、さらに複数のセグメント領域ＲＤに区分され
ている。
【００１７】
　図３は、表示部４０のセグメント領域ＲＤを表すものである。表示部４０の表示領域Ｓ
には、この例では、４つのセグメント領域ＲＤが設定されている。具体的には、この例で
は、表示部４０の領域４２Ａにおいて、上下に２つのセグメント領域ＲＤが設定され、同
様に、表示部４０の領域４２Ｂにおいて、上下に２つのセグメント領域ＲＤが設定されて
いる。駆動部３０は、後述するように、各セグメント領域ＲＤに対して、選択的に書込駆
動を行うことができるようになっている。
【００１８】
　図４は、サブ画素９の回路構成の一例を表すものである。サブ画素９は、書込トランジ
スタＷＳＴｒと、駆動トランジスタＤＲＴｒと、発光素子４９と、容量素子Ｃｓとを備え
ている。すなわち、この例では、サブ画素９は、２つのトランジスタ（書込トランジスタ
ＷＳＴｒ、駆動トランジスタＤＲＴｒ）および１つの容量素子Ｃｓを用いて構成される、
いわゆる「２Ｔｒ１Ｃ」の構成を有するものである。
【００１９】
　書込トランジスタＷＳＴｒおよび駆動トランジスタＤＲＴｒは、例えば、ＮチャネルＭ
ＯＳ（Metal Oxide Semiconductor）型のＴＦＴ（Thin Film Transistor；薄膜トランジ
スタ）により構成されるものである。書込トランジスタＷＳＴｒは、ゲートが走査線ＷＳ
ＬＡまたは走査線ＷＳＬＢに接続され、ソースがデータ線ＤＴＬに接続され、ドレインが
駆動トランジスタＤＲＴｒのゲートおよび容量素子Ｃｓの一端に接続されている。駆動ト
ランジスタＤＲＴｒは、ゲートが書込トランジスタＷＳＴｒのドレインおよび容量素子Ｃ
ｓの一端に接続され、ドレインが電源線ＰＬに接続され、ソースが容量素子Ｃｓの他端お
よび発光素子４９のアノードに接続されている。
【００２０】
　容量素子Ｃｓは、一端が駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート等に接続され、他端は駆動
トランジスタＤＲＴｒのソース等に接続されている。発光素子４９は、有機ＥＬ素子を用
いて構成された発光素子であり、アノードが駆動トランジスタＤＲＴｒのソースおよび容
量素子Ｃｓの他端に接続され、カソードには、駆動部３０によりカソード電圧Ｖcathが供
給されている。なお、この例では、有機ＥＬ素子を用いて発光素子４９を構成したが、こ
れに限定されるものではなく、電流駆動型の発光素子であればどのようなものを用いても
よい。
【００２１】
　この構成により、サブ画素９では、書込トランジスタＷＳＴｒがオン状態になることに
より書込動作が行われ、容量素子Ｃｓの両端間に、画素電圧Ｖsig（後述）に応じた電位
差が設定される。そして、駆動トランジスタＤＲＴｒが、この容量素子Ｃｓの両端間の電
位差に応じた駆動電流を発光素子４９に流す。これにより、発光素子４９が画素電圧Ｖsi
gに応じた輝度で発光するようになっている。
【００２２】
　駆動部３０は、映像信号処理部１８から供給された映像信号Ｓdisp2、および制御部１
７から供給された制御信号ＣＴＬに基づいて、表示部４０を駆動するものである。駆動部
３０は、各セグメント領域ＲＤに対して、選択的に書込駆動を行うことができるようにな
っている。駆動部３０は、表示部４０と一体形成してもよいし、例えば集積回路（チップ
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）として、表示部４０とは別に設けてもよい。駆動部３０は、走査線駆動部３１Ａ，３１
Ｂと、電源線駆動部３２と、データ線駆動部３３とを有している。
【００２３】
　走査線駆動部３１Ａは、制御部１７から供給された制御信号ＣＴＬに従って、複数の走
査線ＷＳＬＡに対して走査信号ＷＳを順次印加することにより、領域４２Ａにおいてサブ
画素９を順次選択するものである。走査線駆動部３１Ｂは、走査線駆動部３１Ａと同様に
、制御部１７から供給された制御信号ＣＴＬに従って、複数の走査線ＷＳＬＢに対して走
査信号ＷＳを順次印加することにより、領域４２Ｂにおいてサブ画素９を順次選択するも
のである。
【００２４】
　電源線駆動部３２は、制御部１７から供給された制御信号ＣＴＬに従って、複数の電源
線ＰＬに対して電源信号ＤＳを順次印加することにより、サブ画素９の発光動作および消
光動作の制御を行うものである。電源信号ＤＳは、この例では３つの電圧Ｖccp，Ｖext，
Ｖiniの間で遷移するものである。後述するように、電圧Ｖccpは、駆動トランジスタＤＲ
Ｔｒに電流を流して発光素子４９を発光させるための電圧であり、電圧Ｖext，Ｖiniより
も高い電圧である。電圧Ｖextは、発光素子４９を消光させるための電圧であり、電圧Ｖi
nitよりも高い電圧である。電圧Ｖiniは、サブ画素９を初期化するための電圧である。
【００２５】
　データ線駆動部３３は、映像信号処理部１８から供給された映像信号Ｓdisp2および制
御部１７から供給された制御信号ＣＴＬに従って信号Ｓigを生成し、各データ線ＤＴＬに
印加するものである。データ線駆動部３３は、ＤＡＣ（Digital Analog Converter）３４
を有している。ＤＡＣ３４は、映像信号Ｓdisp2に含まれる輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢ（
デジタルコード）に基づいて、各サブ画素９の発光輝度を指示する画素電圧Ｖsig（アナ
ログ電圧）を生成するものである。そして、データ線駆動部３３は、この画素電圧Ｖsig
と、後述するＶth補正を行うための電圧Ｖofsと交互に配置することにより、信号Ｓigを
生成するようになっている。
【００２６】
　この構成により、駆動部３０は、後述するように、サブ画素９に対して初期化を行い、
駆動トランジスタＤＲＴｒの素子ばらつきが画質に与える影響を抑えるための補正（Ｖth
補正およびμ（移動度）補正）を行い、画素電圧Ｖsigの書込みを行うようになっている
。
【００２７】
　図１に示した検出部２０は、映像信号Ｓdispに基づいて、静止レベルＬＳ、焼き付きレ
ベルＬＢ、および平均輝度レベルＡＬＬを生成するものである。検出部２０は、ノイズフ
ィルタ２１と、静止レベル算出部２２と、焼き付きレベル検出部２４と、平均輝度レベル
検出部２５とを有している。
【００２８】
　ノイズフィルタ２１は、映像信号Ｓdispに含まれる輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢのノイズ
を除去するものである。静止レベル算出部２２は、ノイズフィルタ２１によりノイズが除
去された輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢに基づいて、その映像の動き量を求め、その動き量に
基づいて静止レベルＬＳを算出するものである。静止レベルＬＳは、映像信号Ｓdispが示
す映像が静止画である場合には高くなり、動画である場合には低くなるものである。静止
レベル算出部２２は、この例では、メモリ２３を有している。メモリ２３は、この例では
フレームメモリであり、ノイズフィルタ２１によりノイズが除去された輝度情報ＩＲ，Ｉ
Ｇ，ＩＢを１フレーム画像分記憶するものである。静止レベル算出部２２は、ノイズフィ
ルタ２１から供給された１フレーム画像分の輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢと、メモリ２３に
記憶された１フレーム分の輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢとを比較することにより、その映像
の動き量を求め、その動き量に基づいて静止レベルＬＳを算出する。静止レベルＬＳは、
細かくしてもよいし（例えば２５６段階など）、粗くてもよい（例えば４段階など）。そ
の際、静止レベル算出部２２は、複数のセグメント領域ＲＤのそれぞれにおいて、静止レ
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ベルＬＳを算出する。そして、静止レベル算出部２２は、各セグメント領域ＲＤにおける
静止レベルＬＳを制御部１７に供給するようになっている。
【００２９】
　なお、ノイズフィルタ２１は、ノイズがさほど問題にならない場合には省いてもよい。
また、ノイズフィルタ２１を設けてもノイズの影響が残り、映像が静止画の場合でも動き
量が十分に低くならない場合には、例えば、動き量に対してしきい値を設け、動き量がそ
のしきい値以下であるときには映像が静止画である旨の判定するようにしてもよい。また
、この例では静止レベル算出部２２にメモリ２３を設けたが、メモリ２３を設けずに、よ
り簡易な方法で静止レベルＬＳを取得してもよい。具体的には、例えば、各セグメント領
域ＲＤをさらに複数のサブ領域に区分し、そのサブ領域ごとに輝度情報ＩＲ、ＩＧ、ＩＢ
の平均レベルを求め、その平均レベルの時間変化に基づいて静止レベルＬＳを取得するこ
とができる。これにより、消費電力やコストを削減することができる。
【００３０】
　焼き付きレベル検出部２４は、映像信号Ｓdispに基づいて、焼き付きレベルＬＢを検出
するものである。焼き付きレベルＬＢは、焼き付きが生じるおそれが高い場合には高くな
り、焼き付きが生じるおそれが低い場合には低くなるものである。具体的には、焼き付き
レベル検出部２４は、例えば、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値が高いほど、焼き付きが生
じるおそれが高いと判断する。そして、焼き付きレベル検出部２４は、検出した焼き付き
レベルＬＢを制御部１７に供給するようになっている。
【００３１】
　平均輝度レベル検出部２５は、映像信号Ｓdispに基づいて、各フレーム画像の平均輝度
レベルＡＬＬを検出するものである。そして、平均輝度レベル検出部２５は、検出した平
均輝度レベルＡＬＬを制御部１７に供給するようになっている。
【００３２】
　温度検出部１４は、表示部４０の温度（パネル温度）を検出するものである。そして、
温度検出部１４は、検出したパネル温度に関する情報（温度情報Ｓtemp）を制御部１７に
供給するようになっている。外光検出部１５は、表示装置１が配置された環境の明るさ（
外光照度）を検出するものである。そして、外光検出部１５は、検出した外光照度に関す
る情報（外光情報Ｓｉ）を制御部１７に供給するようになっている。
【００３３】
　制御部１７は、映像信号Ｓdisp、静止レベルＬＳ、焼き付きレベルＬＢ、平均輝度レベ
ルＡＬＬ、温度情報Ｓtemp、外光情報Ｓｉ、およびモード情報Ｓmodeに基づいて、映像信
号処理部１８および駆動部３０を制御するものである。
【００３４】
　具体的には、制御部１７は、静止レベルＬＳ、および映像信号Ｓdispに含まれる輝度情
報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢに基づいて、表示部４０のセグメント領域ＲＤごとに、書込駆動を行
うか否かを制御する機能を有している。
【００３５】
　図５は、サブ画素９における動作を模式的に表すものであり、（Ａ）は静止レベルＬＳ
が中程度である場合を示し、（Ｂ）は静止レベルＬＳが高い場合を示す。この例では、タ
イミングｔ９０より前、およびタイミングｔ９１以降では、静止レベルＬＳが十分に低く
なっており、タイミングｔ９０～ｔ９１の期間において、静止レベルＬＳが中程度の値に
なり（図５（Ａ））、あるいは、静止レベルＬＳが高い値になっている（図５（Ｂ））。
【００３６】
　あるセグメント領域ＲＤの静止レベルＬＳが十分に低い場合には、そのセグメント領域
ＲＤに属するサブ画素９は、各フレーム期間において、通常動作Ａ１を行う。ここで、通
常動作Ａ１は、書込動作を行った後に発光動作を行うものである。すなわち、静止レベル
ＬＳが十分に低い場合には、そのセグメント領域ＲＤの映像の動きが大きいため、サブ画
素９は、各フレーム期間において書込動作を行う。そして、サブ画素９は、静止レベルＬ
Ｓが中程度の値（図５（Ａ））または高い値（図５（Ｂ））に変化するタイミングｔ９０
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の直前の１フレーム期間において、通常動作Ａ２を行う。ここで、通常動作Ａ２は、通常
動作Ａ１と同様に、書込動作を行った後に発光動作を行うものであり、後述するように、
電源信号ＤＳの波形が通常動作Ａ１の場合と異なるものである。
【００３７】
　また、あるセグメント領域ＲＤの静止レベルＬＳが中程度である場合（図５（Ａ））に
は、そのセグメント領域ＲＤに属するサブ画素９は、間欠書込動作Ｂを行う。この間欠書
込動作Ｂでは、サブ画素９は、最初のフレーム期間において書込動作（停止前動作Ｂ１）
を行い、その後、間欠的に書込動作（リフレッシュ動作Ｂ３）を行う。ここで、停止前動
作Ｂ１およびリフレッシュ動作Ｂ３は、後述するように、通常動作Ａ１，Ａ２に比べて、
低い画素電圧Ｖsigを用いて書込動作を行った後に、大きい発光デューティ比ＤＵＴＹで
発光動作を行うものである。また、書込停止動作Ｂ２は、後述するように、書込動作を行
わずに、停止前動作Ｂ１およびリフレッシュ動作Ｂ３と同等の発光デューティ比ＤＵＴＹ
で発光動作を行うものである。この例では、サブ画素９は、書込動作（停止前動作Ｂ１ま
たはリフレッシュ動作Ｂ３）と、１フレーム期間分の書込停止動作Ｂ２とを交互に繰り返
す。言い換えれば、この例では、書込停止フレーム数ＮＦは“１”である。すなわち、静
止レベルＬＳが中程度である場合には、そのセグメント領域ＲＤの映像の動きが中程度で
あるため、サブ画素９は、間欠的に書込動作を行う。
【００３８】
　また、あるセグメント領域ＲＤの静止レベルＬＳが高い場合（図５（Ｂ））には、その
セグメント領域ＲＤに属するサブ画素９は、間欠書込動作Ｂを行う。この間欠書込動作Ｂ
では、サブ画素９は、書込動作（停止前動作Ｂ１またはリフレッシュ動作Ｂ３）と、３フ
レーム期間分の書込停止動作Ｂ２とを交互に繰り返す。言い換えれば、この例では、書込
停止フレーム数ＮＦは“３”である。すなわち、静止レベルＬＳが高い場合には、そのセ
グメント領域ＲＤの映像の動きが小さいため、サブ画素９は、書込停止フレーム数ＮＦを
さらに増やして、間欠的に書込動作を行う。
【００３９】
　制御部１７は、このように、各セグメント領域ＲＤにおいて、静止レベルＬＳに基づい
て動的に書込停止フレーム数ＮＦを設定する。そして、制御部１７は、駆動部３０に対し
て制御信号ＣＴＬを供給して、駆動部３０がその書込停止フレーム数ＮＦに応じた間欠書
込動作Ｂをするように制御する。
【００４０】
　図６は、静止レベルＬＳに基づく書込停止フレーム数ＮＦの設定動作を表すものである
。制御部１７は、この例では、静止レベルＬＳが高いほど書込停止フレーム数ＮＦを大き
くする。すなわち、静止レベルＬＳが高いほど、映像の動きが小さいため、書込動作の頻
度を下げても、画質が低下しにくい。また、制御部１７は、この例では、フレームレート
ＦＲが高いほど書込停止フレーム数ＮＦを大きくする。すなわち、フレームレートＦＲが
高い場合には、動きが滑らかになり、ジャーキネスが生じるおそれを低減できるため、書
込動作の頻度を下げても、画質が低下しにくい。このように、制御部１７は、静止レベル
ＬＳおよびフレームレートＦＲに応じて、書込停止フレーム数ＮＦを設定する。これによ
り、表示装置１では、画質が低下するおそれを低減しつつ、消費電力を低減することがで
きるようになっている。
【００４１】
　図７は、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢに基づく書込停止フレーム数ＮＦの設定動作を表す
ものである。制御部１７は、この例では、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値が大きいほど、
書込停止フレーム数ＮＦを小さくする。すなわち、一般に、サブ画素９では、画素電圧Ｖ
sigを書き込んだ後に、例えば容量素子Ｃｓなどのリークにより容量素子Ｃｓの両端間の
電位差が低下してしまう。このリークの影響は、画素電圧Ｖsigが大きいほど顕著であり
、書込停止フレーム数ＮＦが大きい場合には、徐々に輝度が低下してしまい、画質が低下
するおそれがある。よって、制御部１７では、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値が大きい（
すなわち画素電圧Ｖsigが高い）ほど、書込停止フレーム数ＮＦを小さくすることにより
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、輝度の低下を抑えることができ、画質が低下するおそれを低減することができるように
なっている。
【００４２】
　このように、制御部１７は、表示部４０のセグメント領域ＲＤごとに書込停止フレーム
数ＮＦを設定する。そして、駆動部３０は、各セグメント領域ＲＤに対して、選択的に書
込駆動を行う。これにより、表示装置１では、画質が低下するおそれを低減しつつ、消費
電力を低減することができるようになっている。
【００４３】
　また、制御部１７は、間欠書込動作Ｂを行う際に、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値を低
くするように映像信号処理部１８に対して指示するとともに、サブ画素９の発光期間を長
くするように制御信号ＣＴＬを介して駆動部３０に対して指示する機能をも有している。
【００４４】
　図８は、表示装置１のあるサブ画素９における発光動作を表すものであり、縦軸はその
サブ画素９の輝度を示し、横軸は時間ｔを示す。間欠書込動作Ｂを行う場合には、通常動
作Ａ１，Ａ２を行う場合に比べて、輝度を低くするとともに、発光デューティ比ＤＵＴＹ
を大きくする。ここで、発光デューティ比ＤＵＴＹは、１フレーム期間における発光期間
の時間割合を示すものである。具体的には、映像信号処理部１８が、制御部１７からの指
示に基づき、映像信号Ｓdispに含まれる輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値を小さくして映像
信号Ｓdisp2として出力し、駆動部３０の電源線駆動部３２が、制御信号ＣＴＬに基づい
て発光期間を長くする。これにより、表示装置１では、１フレーム期間あたりの輝度の平
均値を維持したまま画素電圧Ｖsigを低くすることができるため、容量素子Ｃｓなどのリ
ークによる画質の低下を抑えることができるようになっている。
【００４５】
　なお、この例では、制御部１７が、映像信号処理部１８に対して、輝度情報ＩＲ，ＩＧ
，ＩＢの値を小さくするように指示したが、これに限定されるものではなく、これに代え
て、例えば、制御部１７が、データ線駆動部３３に対して、ＤＡＣ３４のリファレンス電
圧を変更することにより画素電圧Ｖsigを低くするように指示してもよい。
【００４６】
　また、制御部１７は、書込停止フレーム数ＮＦ、焼き付きレベルＬＢ、温度情報Ｓtemp
、および外光情報Ｓｉに基づいて、間欠書込動作Ｂを行う場合における発光デューティ比
ＤＵＴＹを設定し、制御信号ＣＴＬを介して駆動部３０に対して指示する機能をも有して
いる。
【００４７】
　図９は、書込停止フレーム数ＮＦおよび焼き付きレベルＬＢと、発光デューティ比ＤＵ
ＴＹとの関係を表すものである。制御部１７は、この例では、書込停止フレーム数ＮＦが
所定数よりも低い場合には発光デューティ比ＤＵＴＹを一定にし、書込停止フレーム数Ｎ
Ｆがその所定数よりも大きい場合には、書込停止フレーム数ＮＦが大きいほど発光デュー
ティ比ＤＵＴＹを小さくする。すなわち、書込停止フレーム数ＮＦが大きいほど、静止レ
ベルＬＳが高く、焼き付きが生じやすいため、制御部１７は、発光デューティ比ＤＵＴＹ
を小さい値に設定する。また、制御部１７は、この例では、焼き付きレベルＬＢが高いほ
ど、より小さい書込停止フレーム数ＮＦにおいて発光デューティ比ＤＵＴＹが変化し始め
るようにするとともに、その変化の度合いを大きくする。すなわち、焼き付きレベルＬＢ
が高いほど、焼き付きが生じやすいため、制御部１７は、発光デューティ比ＤＵＴＹを小
さい値に設定する。これにより、表示装置１では、同じ画像を繰り返し表示することによ
り焼き付きが生じるおそれを低減することができるようになっている。
【００４８】
　図１０は、平均輝度レベルＡＬＬと発光デューティ比ＤＵＴＹとの関係を表すものであ
る。制御部１７は、この例では、平均輝度レベルＡＬＬが所定レベルよりも低い場合には
発光デューティ比ＤＵＴＹを一定にし、平均輝度レベルＡＬＬがその所定レベルよりも高
い場合には、平均輝度レベルＡＬＬが高いほど発光デューティ比ＤＵＴＹを小さくする。
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すなわち、平均輝度レベルＡＬＬが高い画像は、ユーザの目に負担がかかるおそれがある
。よって、制御部１７は、平均輝度レベルＡＬＬが高い場合には、発光デューティ比ＤＵ
ＴＹを小さくして、１フレーム期間あたりの輝度の平均値を下げるように動作する。これ
により、表示装置１では、ユーザの目の負担を低減することができるようになっている。
【００４９】
　図１１は、温度情報Ｓtempが示すパネル温度と発光デューティ比ＤＵＴＹとの関係を表
すものである。制御部１７は、この例では、パネル温度が所定温度よりも低い場合には発
光デューティ比ＤＵＴＹを一定にし、パネル温度がその所定温度よりも高い場合には、パ
ネル温度が高いほど発光デューティ比ＤＵＴＹを小さくする。これにより、表示装置１で
は、パネル温度の上昇を抑制することができるようになっている。
【００５０】
　図１２は、外光情報Ｓｉが示す外光照度と発光デューティ比ＤＵＴＹとの関係を表すも
のである。制御部１７は、この例では、外光照度が高いほど、発光デューティ比ＤＵＴＹ
を大きくする。すなわち、外光照度が高い場合には、ユーザは表示画像を視認しにくくな
るおそれがある。よって、制御部１７は、外光照度が高い場合には、発光デューティ比Ｄ
ＵＴＹを大きくして、１フレーム期間あたりの輝度の平均値を高める。これにより、表示
装置１では、明るい環境では高輝度で表示を行うことにより視認性を高めることができ、
暗い環境では低輝度で表示を行うことにより消費電力を低減することができるようになっ
ている。
【００５１】
　また、制御部１７は、動作モード情報Ｓmodeに基づいて、表示装置１の動作を設定する
機能をも有している。動作モード情報Ｓmodeは、表示装置１の動作モードを指示するもの
である。動作モード情報Ｓmodeは、この表示装置１が適用される電子機器のシステムから
供給されるものであり、例えば、その電子機器の消費電力設定や、アプリケーションに応
じて設定されるものである。動作モードとしては、例えば、通常モードや、複数の低消費
電力モード（最小、小、中など）が挙げられる。制御部１７は、この動作モード情報Ｓmo
deに基づいて、書込停止フレーム数ＮＦを設定する。具体的には、制御部１７は、例えば
、通常モード、低消費電力モード（中）、低消費電力モード（小）、低消費電力モード（
最小）の順に、書込停止フレーム数ＮＦが大きくなるように、書込停止フレーム数ＮＦを
設定する。また、制御部１７は、動作モード情報Ｓmodeに基づいて、通常動作Ａ１，Ａ２
における発光デューティ比ＤＵＴＹや、間欠書込動作Ｂにおける発光デューティ比ＤＵＴ
Ｙを設定する。これにより、表示装置１では、電子機器の消費電力設定やアプリケーショ
ンに応じて、より自由に消費電力の設定や画質の設定を行うことができるようになってい
る。
【００５２】
　映像信号処理部１８は、制御部１７からの指示に基づいて、映像信号Ｓdispに対して所
定の映像信号処理を行い、その処理結果を映像信号Ｓdisp2として出力するものである。
具体的には、映像信号処理部１８は、間欠書込動作Ｂを行う際に、上述したように、映像
信号Ｓdispに含まれる輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値を小さくして映像信号Ｓdisp2とし
て出力する機能を有している。
【００５３】
　また、映像信号処理部１８は、後述するように、リフレッシュ動作Ｂ３の際に、映像信
号Ｓdispに含まれる輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値を徐々に低い値に設定するとともに、
表示部４０の表示領域内においてフレーム画像を少しずつずらす処理（いわゆるオービッ
ト処理）を行う機能をも有している。
【００５４】
　なお、この例では、リフレッシュ動作Ｂ３の際に、映像信号処理部１８が、輝度情報Ｉ
Ｒ，ＩＧ，ＩＢの値を徐々に低い値に設定したが、これに限定されるものではなく、これ
に代えて、例えば、データ線駆動部３３のＤＡＣ３４のリファレンス電圧を変更すること
により画素電圧Ｖsigを徐々に低くしてもよい。
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【００５５】
　ここで、サブ画素９は、本開示における「単位画素」の一具体例に対応する。サブ画素
９に対して通常動作Ａ１を行わせる駆動は、本開示における「第１の駆動」の一具体例に
対応する。サブ画素９に対して停止前動作Ｂ１を行わせる駆動は、本開示における「第２
の駆動」の一具体例に対応する。サブ画素９に対して書込停止動作Ｂ２を行わせる駆動は
、本開示における「第３の駆動」の一具体例に対応する。サブ画素９に対してリフレッシ
ュ動作Ｂ３を行わせる駆動は、本開示における「第４の駆動」の一具体例に対応する。駆
動トランジスタＤＲＴｒは、本開示における「第１のトランジスタ」の一具体例に対応す
る。書込トランジスタＷＳＴｒは、本開示における「第２のトランジスタ」の一具体例に
対応する。電圧Ｖiniは、本開示における「第１の電圧」の一具体例に対応する。
【００５６】
［動作および作用］
　続いて、本実施の形態の表示装置１の動作および作用について説明する。
【００５７】
（全体動作概要）
　まず、図１などを参照して、表示装置１の全体動作概要を説明する。検出部２０は、映
像信号Ｓdispに基づいて、静止レベルＬＳ、焼き付きレベルＬＢ、および平均輝度レベル
ＡＬＬを生成する。温度検出部１４は、表示部４０の温度（パネル温度）を検出する。外
光検出部１５は、表示装置１が配置された環境の明るさ（外光照度）を検出する。制御部
１７は、映像信号Ｓdisp、静止レベルＬＳ、焼き付きレベルＬＢ、平均輝度レベルＡＬＬ
、温度情報Ｓtemp、外光情報Ｓｉ、およびモード情報Ｓmodeに基づいて、映像信号処理部
１８および駆動部３０を制御する。具体的には、制御部１７は、間欠書込動作Ｂを行う際
に、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値を低くするように映像信号処理部１８に対して指示す
るとともに、発光期間を長くするように制御信号ＣＴＬを介して駆動部３０に対して指示
する。また、制御部１７は、静止レベルＬＳおよび輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢに基づいて
、セグメント領域ＲＤごとに、書込停止フレーム数ＮＦを設定する。また、制御部１７は
、書込停止フレーム数ＮＦ、焼き付きレベルＬＢ、温度情報Ｓtemp、および外光情報Ｓｉ
に基づいて、間欠書込動作Ｂを行う場合における発光デューティ比ＤＵＴＹを設定し、制
御信号ＣＴＬを介して駆動部３０に対して指示する。映像信号処理部１８は、制御部１７
からの指示に基づいて、映像信号Ｓdispに対して所定の映像信号処理を行い、その処理結
果を映像信号Ｓdisp2として出力する。駆動部３０は、映像信号処理部１８から供給され
た映像信号Ｓdisp2、および制御部１７から供給された制御信号ＣＴＬに基づいて、表示
部４０を駆動する。表示部４０は、駆動部３０による駆動に基づいて映像を表示する。
【００５８】
（詳細動作）
　次に、サブ画素９の詳細動作を説明する。まず最初に、通常動作Ａ１について説明し、
その後に、書込停止動作Ｂ２について説明する。なお、通常動作Ａ２、停止前動作Ｂ１、
およびリフレッシュ動作Ｂ３は、通常動作Ａ１と同様であるので、説明を省略する。
【００５９】
　図１３は、サブ画素９の通常動作Ａ１のタイミング図を表すものである。この図は、着
目した１つのサブ画素９に対する表示駆動の動作例を表すものである。図１３において、
（Ａ）は走査信号ＷＳの波形を示し、（Ｂ）は電源信号ＤＳの波形を示し、（Ｃ）は信号
Ｓigの波形を示し、（Ｄ）は駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート電圧Ｖｇの波形を示し、
（Ｅ）は駆動トランジスタＤＲＴｒのソース電圧Ｖｓの波形を示す。図１３（Ｂ）～（Ｅ
）では、同じ電圧軸を用いて各波形を示している。
【００６０】
　駆動部３０は、１水平期間（１Ｈ）内において、サブ画素９の初期化を行い（初期化期
間Ｐ１）、駆動トランジスタＤＲＴｒの素子ばらつきが画質に与える影響を抑えるための
Ｖth補正を行い（Ｖth補正期間Ｐ２）、サブ画素９に対して画素電圧Ｖsigの書込みを行
うとともに、Ｖth補正とは異なるμ（移動度）補正を行う（書込・μ補正期間Ｐ３）。そ
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して、その後に、サブ画素９の発光素子４９が、書き込まれた画素電圧Ｖsigに応じた輝
度で発光する（発光期間Ｐ４）。以下に、その詳細を説明する。
【００６１】
　まず、電源線駆動部３２は、初期化期間Ｐ１の前において、電源信号ＤＳを電圧Ｖini
に設定する（図１３（Ｂ））。これにより、駆動トランジスタＤＲＴｒがオン状態になり
、駆動トランジスタＤＲＴｒのソース電圧Ｖｓが、電圧Ｖiniに設定される（図１３（Ｅ
））。
【００６２】
　次に、駆動部３０は、タイミングｔ２～ｔ３の期間（初期化期間Ｐ１）において、サブ
画素９を初期化する。具体的には、タイミングｔ２において、データ線駆動部３３が、信
号Ｓigを電圧Ｖofsに設定し（図１３（Ｃ））、走査線駆動部３１Ａ，３１Ｂが、走査信
号ＷＳの電圧を低レベルから高レベルに変化させる（図１３（Ａ））。これにより、書込
トランジスタＷＳＴｒがオン状態になり、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート電圧Ｖｇが
電圧Ｖofsに設定される（図１３（Ｄ））。このようにして、駆動トランジスタＤＲＴｒ
のゲート・ソース間電圧Ｖgs（＝Ｖofs－Ｖini）は、駆動トランジスタＤＲＴｒの閾値電
圧Ｖthよりも大きい電圧に設定され、サブ画素９が初期化される。
【００６３】
　次に、駆動部３０は、タイミングｔ３～ｔ４の期間（Ｖth補正期間Ｐ２）において、Ｖ
th補正を行う。具体的には、電源線駆動部３２が、タイミングｔ３において、電源信号Ｄ
Ｓを電圧Ｖiniから電圧Ｖccpに変化させる（図１３（Ｂ））。これにより、駆動トランジ
スタＤＲＴｒは飽和領域で動作するようになり、ドレインからソースに電流Ｉdsが流れ、
ソース電圧Ｖｓが上昇する（図１３（Ｅ））。その際、この例では、ソース電圧Ｖｓは発
光素子４９のカソードの電圧Ｖcathよりも低いため、発光素子４９は逆バイアス状態を維
持し、発光素子４９には電流は流れない。このようにソース電圧Ｖｓが上昇することによ
り、ゲート・ソース間電圧Ｖgsが低下するため、電流Ｉdsは低下する。この負帰還動作に
より、電流Ｉdsは“０”（ゼロ）に向かって収束していく。言い換えれば、駆動トランジ
スタＤＲＴｒのゲート・ソース間電圧Ｖgsは、駆動トランジスタＤＲＴｒの閾値電圧Ｖth
と等しくなる（Ｖgs＝Ｖth）ように収束していく。
【００６４】
　次に、走査線駆動部３１Ａ，３１Ｂは、タイミングｔ４において、走査信号ＷＳの電圧
を高レベルから低レベルに変化させる（図１３（Ａ））。これにより、書込トランジスタ
ＷＳＴｒはオフ状態になる。そして、データ線駆動部３３は、タイミングｔ５において、
信号Ｓigを画素電圧Ｖsigに設定する（図１３（Ｃ））。
【００６５】
　次に、駆動部３０は、タイミングｔ６～ｔ７の期間（書込・μ補正期間Ｐ３）において
、サブ画素９に対して画素電圧Ｖsigの書込みを行うとともにμ補正を行う。具体的には
、走査線駆動部３１Ａ，３１Ｂが、タイミングｔ６において、走査信号ＷＳの電圧を低レ
ベルから高レベルに変化させる（図１３（Ａ））。これにより、書込トランジスタＷＳＴ
ｒはオン状態になり、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート電圧Ｖｇが、電圧Ｖofsから画
素電圧Ｖsigに上昇する（図１３（Ｄ））。このとき、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲー
ト・ソース間電圧Ｖgsが閾値電圧Ｖthより大きくなり（Ｖgs＞Ｖth）、ドレインからソー
スへ電流Ｉdsが流れるため、駆動トランジスタＤＲＴｒのソース電圧Ｖｓが上昇する（図
１３（Ｅ））。このような負帰還動作により、駆動トランジスタＤＲＴｒの素子ばらつき
の影響が抑えられ（μ補正）、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート・ソース間電圧Ｖgsは
、画素電圧Ｖsigに応じた電圧Ｖemiに設定される。なお、このようなμ補正の方法につい
ては、例えば、特開２００６－２１５２１３に記載がある。
【００６６】
　次に、駆動部３０は、タイミングｔ７以降の期間（発光期間Ｐ４）において、サブ画素
９を発光させる。具体的には、タイミングｔ７において、走査線駆動部３１Ａ，３１Ｂは
、走査信号ＷＳの電圧を高レベルから低レベルに変化させる（図１３（Ａ））。これによ
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り、書込トランジスタＷＳＴｒがオフ状態になり、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲートが
フローティングとなるため、これ以後、容量素子Ｃｓの端子間電圧、すなわち、駆動トラ
ンジスタＤＲＴｒのゲート・ソース間電圧Ｖgsは維持される。そして、駆動トランジスタ
ＤＲＴｒに電流Ｉdsが流れるにつれ、駆動トランジスタＤＲＴｒのソース電圧Ｖｓが上昇
し（図１３（Ｅ））、これに伴って駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート電圧Ｖｇも上昇す
る（図１３（Ｄ））。そして、駆動トランジスタＤＲＴｒのソース電圧Ｖｓが、発光素子
４９の閾値電圧Ｖelと電圧Ｖcathの和（Ｖel＋Ｖcath）よりも大きくなると、発光素子４
９のアノード・カソード間に電流が流れ、発光素子４９が発光する。すなわち、発光素子
４９の素子ばらつきに応じた分だけソース電圧Ｖｓが上昇し、発光素子４９が発光する。
【００６７】
　その後、駆動部３０は、発光デューティ比ＤＵＴＹに対応する期間が経過した後に、電
源信号ＤＳを電圧Ｖccpから電圧Ｖiniに変化させ、発光期間Ｐ４が終了する。なお、通常
動作Ａ１では、このように、電源信号ＤＳが電圧Ｖccpから電圧Ｖiniに変化することによ
り、発光期間Ｐ４が終了するが、通常動作Ａ２、停止前動作Ｂ１、およびリフレッシュ動
作Ｂ３では、電源信号ＤＳが電圧Ｖccpから電圧Ｖextに変化することにより、発光期間Ｐ
４が終了する。
【００６８】
　図１４は、サブ画素９の書込停止動作Ｂ２のタイミング図を表すものであり、（Ａ）は
走査信号ＷＳの波形を示し、（Ｂ）は電源信号ＤＳの波形を示し、（Ｃ）は信号Ｓigの波
形を示し、（Ｄ）は駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート電圧Ｖｇの波形を示し、（Ｅ）は
駆動トランジスタＤＲＴｒのソース電圧Ｖｓの波形を示す。
【００６９】
　書込停止動作Ｂ２では、走査信号ＷＳの電圧は常に低レベルである。これにより、書込
トランジスタＷＳＴｒはオフ状態を維持するため、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート・
ソース間電圧Ｖgsは、書込・μ補正期間Ｐ３で設定された電圧Ｖemiを維持する。なお、
この説明では、便宜上、容量素子Ｃｓのリークを考慮していない。
【００７０】
　まず、電源線駆動部３２は、電源信号ＤＳを電圧Ｖextに設定する（図１４（Ｂ））。
これにより、駆動トランジスタＤＲＴｒがオン状態になり、駆動トランジスタＤＲＴｒの
ソース電圧Ｖｓが、電圧Ｖextに設定される（図１４（Ｅ））。
【００７１】
　そして、駆動部３０は、タイミングｔ１３以降の期間（発光期間Ｐ４）において、サブ
画素９を発光させる。具体的には、電源線駆動部３２が、タイミングｔ１３において、電
源信号ＤＳを電圧Ｖextから電圧Ｖccpに変化させる（図１４（Ｂ））。これにより、駆動
トランジスタＤＲＴｒは飽和領域で動作するようになり、ドレインからソースに電流Ｉds
が流れ、駆動トランジスタＤＲＴｒのソース電圧Ｖｓが上昇し（図１４（Ｅ））、これに
伴って駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート電圧Ｖｇも上昇する（図１４（Ｄ））。そして
、駆動トランジスタＤＲＴｒのソース電圧Ｖｓが、発光素子４９の閾値電圧Ｖelと電圧Ｖ
cathの和（Ｖel＋Ｖcath）よりも大きくなると、発光素子４９のアノード・カソード間に
電流が流れ、発光素子４９が発光する。すなわち、発光素子４９の素子ばらつきに応じた
分だけソース電圧Ｖｓが上昇し、発光素子４９が発光する。
【００７２】
　その後、駆動部３０は、発光デューティ比ＤＵＴＹに対応する期間が経過した後に、電
源信号ＤＳを電圧Ｖccpから電圧Ｖextに変化させ、発光期間Ｐ４が終了する。
【００７３】
　次に、駆動部３０の詳細動作について説明する。
【００７４】
　図１５は、駆動部３０の駆動動作のタイミング図を表すものであり、（Ａ）は走査信号
ＷＳの波形を示し、（Ｂ）は電源信号ＤＳの波形を示す。この例では、サブ画素９は、タ
イミングｔ２７より前において通常動作Ａ１，Ａ２を行い、タイミングｔ２７以降の期間



(19) JP 6330215 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

において間欠書込動作Ｂを行う。ここで、タイミングｔ２１～ｔ２４の期間、タイミング
ｔ２４～ｔ２７の期間、タイミングｔ２７～ｔ３１の期間、タイミングｔ３１～ｔ３４の
期間、およびタイミングｔ３４～ｔ３８の期間の時間長は、１フレーム期間の時間Ｔと同
じである。
【００７５】
　まず、タイミングｔ２１～ｔ２４の期間において、サブ画素９は通常動作Ａ１を行う。
具体的には、まず、駆動部３０は、タイミングｔ２１以降の１水平期間において、図１３
の場合と同様に走査信号ＷＳを生成し（図１５（Ａ））、その１水平期間内のタイミング
ｔ２２において、電源信号ＤＳを電圧Ｖiniから電圧Ｖccpに変化させる（図１５（Ｂ））
。これにより、サブ画素９は、図１３の場合と同様に、タイミングｔ２１～ｔ２２の期間
（初期化期間Ｐ１）において初期化動作を行い、その後、Ｖth補正、書込動作、μ補正、
および発光動作を行う。そして、駆動部３０は、タイミングｔ２３において、電源信号Ｄ
Ｓを電圧Ｖccpから電圧Ｖiniに変化させる（図１５（Ｂ））。これにより、タイミングｔ
２３以降においてサブ画素９は消光する。
【００７６】
　次に、タイミングｔ２４～ｔ２７の期間において、サブ画素９は通常動作Ａ２を行う。
具体的には、駆動部３０は、タイミングｔ２４～ｔ２６の期間において、タイミングｔ２
１～ｔ２３と同様に、走査信号ＷＳおよび電源信号ＤＳを生成する。これにより、サブ画
素９は、通常動作Ａ１と同様に、タイミングｔ２４～ｔ２５の期間（初期化期間Ｐ１）に
おいて初期化動作を行い、その後、Ｖth補正、書込動作、μ補正、および発光動作を行う
。そして、駆動部３０は、タイミングｔ２６において、電源信号ＤＳの電圧を電圧Ｖccp
から電圧Ｖextに変化させる（図１５（Ｂ））。これにより、タイミングｔ２６以降にお
いてサブ画素９は消光する。
【００７７】
　次に、タイミングｔ２７～ｔ３１の期間において、サブ画素９は停止前動作Ｂ１を行う
。具体的には、まず、駆動部３０は、タイミングｔ２７以降の１水平期間において、図１
３の場合と同様に走査信号ＷＳを生成する（図１５（Ａ））。また、駆動部３０は、その
１水平期間内のタイミングｔ２８において、電源信号ＤＳを電圧Ｖextから電圧Ｖiniに変
化させ、その１水平期間内のタイミングｔ２９において、通常動作Ａ１，Ａ２の場合と同
様に、電源信号ＤＳを電圧Ｖiniから電圧Ｖccpに変化させる（図１５（Ｂ））。これによ
り、サブ画素９は、通常動作Ａ１，Ａ２の場合に比べて短い期間（タイミングｔ２８～ｔ
２９）において初期化動作を行い、その後、Ｖth補正、書込動作、μ補正、および発光動
作を行う。そして、駆動部３０は、タイミングｔ３０において、電源信号ＤＳの電圧を電
圧Ｖccpから電圧Ｖextに変化させる（図１５（Ｂ））。これにより、タイミングｔ３０以
降においてサブ画素９は消光する。
【００７８】
　次に、タイミングｔ３１～ｔ３４の期間において、サブ画素９は書込停止動作Ｂ２を行
う。具体的には、まず、駆動部３０は、タイミングｔ３１以降の１水平期間において、走
査信号ＷＳの電圧（低レベル）を維持し（図１５（Ａ））、その１水平期間内のタイミン
グｔ３２において、電源信号ＤＳを電圧Ｖextから電圧Ｖccpに変化させる（図１５（Ｂ）
）。これにより、サブ画素９は、タイミングｔ３２以降において発光動作を行う。そして
、駆動部３０は、タイミングｔ３３において、電源信号ＤＳの電圧を電圧Ｖccpから電圧
Ｖextに変化させる（図１５（Ｂ））。これにより、タイミングｔ３３以降においてサブ
画素９は消光する。
【００７９】
　次に、タイミングｔ３４～ｔ３８の期間において、サブ画素９はリフレッシュ動作Ｂ３
を行う。この例では、リフレッシュ動作Ｂ３は、停止前動作Ｂ１（タイミングｔ３４～ｔ
３７）と同様である。
【００８０】
　このように、表示装置１では、通常動作Ａ１，Ａ２と書込停止動作Ｂ２との間に停止前
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動作Ｂ１を行い、短い期間（タイミングｔ２８～ｔ２９）だけ初期化動作を行うようにし
たので、画質が低下するおそれを低減することができる。すなわち、通常動作Ａ１，Ａ２
では、電源信号ＤＳはタイミングｔ２５において電圧Ｖiniから電圧Ｖccpに変化する一方
、書込停止動作Ｂ２では、電源信号ＤＳはタイミングｔ３２において電圧Ｖextから電圧
Ｖccpに変化する。つまり、通常動作Ａ１，Ａ２と書込停止動作Ｂ２とでは、電源信号Ｄ
Ｓの初期値が異なるため、発光特性が異なってしまうおそれがある。具体的には、例えば
、消光状態から発光状態へ変化する際の輝度の立ち上がり時間や、発光状態における輝度
が、通常動作Ａ１，Ａ２と書込停止動作Ｂ２とで異なるおそれがある。表示装置１では、
その通常動作Ａ１，Ａ２と書込停止動作Ｂ２との間に停止前動作Ｂ１を行い、タイミング
ｔ２９において電源信号ＤＳを電圧Ｖiniから電圧Ｖccpに変化させる前に、短い期間（タ
イミングｔ２８～ｔ２９）だけ電源信号ＤＳを電圧Ｖiniに設定して初期化動作を行うよ
うにした。これにより、停止前動作Ｂ１において、通常動作Ａ１，Ａ２における発光特性
と、書込停止動作Ｂ２における発光特性との中間の発光特性を実現することができ、急激
に発光特性が変化するおそれを低減することができるため、画質が低下するおそれを低減
することができる。
【００８１】
　また、このように通常動作Ａ１，Ａ２および書込停止動作Ｂ２における発光特性の差が
ある場合には、停止前動作Ｂ１を行う代わりに、以下のように、発光デューティ比ＤＵＴ
Ｙや、電源信号ＤＳの電圧Ｖccpを調整することにより、この発光特性の差自体を低減す
るようにしてもよい。
【００８２】
　図１６Ａ、１６Ｂは、発光デューティ比ＤＵＴＹを調整する場合の動作を表すものであ
る。図１６Ａ，１６Ｂにおいて、（Ａ）は電源信号ＤＳの波形を示し、（Ｂ）は（Ａ）の
電源信号ＤＳが供給されたサブ画素９の輝度を示す。図１６Ａの例では、通常動作Ａ１，
Ａ２における発光デューティ比ＤＵＴＹを調整しており、図１６Ｂの例では、間欠書込動
作Ｂにおける発光デューティ比ＤＵＴＹを調整している。
【００８３】
　図１７Ａ、１７Ｂは、電源信号ＤＳの電圧Ｖccpを調整する場合の動作を表すものであ
る。図１７Ａ，１７Ｂにおいて、（Ａ）は電源信号ＤＳの波形を示し、（Ｂ）は（Ａ）の
電源信号ＤＳが供給されたサブ画素９の輝度を示す。図１７Ａの例では、通常動作Ａ１，
Ａ２における電圧Ｖccpを調整しており、図１７Ｂの例では、間欠書込動作Ｂにおける電
圧Ｖccpを調整している。
【００８４】
　また、間欠書込動作Ｂでは、静止レベルＬＳが高いため、ユーザは映像のちらつき（い
わゆるフリッカ）を感じるおそれがある。このような場合には、以下に示すように、例え
ば、１フレーム期間内に発光期間Ｐ４を複数回設けてもよい。
【００８５】
　図１８は、間欠書込動作Ｂにおいて、１フレーム期間内に発光期間Ｐ４を複数回設ける
場合の動作を表すものである。この例では、停止前動作Ｂ１、書込停止動作Ｂ２、および
リフレッシュ動作Ｂ３のそれぞれにおいて、発光期間Ｐ４を２回設けている。その際、１
フレーム期間あたりの輝度の平均値を維持するように、発光期間Ｐ４のそれぞれの時間長
を設定する。その際、２つの発光期間Ｐ４の時間長は、互いに等しくしてもよいし、互い
に異なるようにしてもよい。
【００８６】
　なお、この例では、書込停止動作Ｂ２のそれぞれにおいて、発光期間Ｐ４を２回設けた
が、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、発光期間Ｐ４を３回以上設
けてもよい。具体的には、発光の頻度が、ユーザがちらつきを感じにくくなるような頻度
（例えば１秒間に７０回以上）になるようにするのが望ましい。
【００８７】
　また、映像信号処理部１８は、リフレッシュ動作Ｂ３の際に、映像信号Ｓdispに含まれ
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る輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値を徐々に低い値に設定するとともに、表示部４０の表示
領域内においてフレーム画像を少しずつずらす処理（いわゆるオービット処理）を行う。
以下に、この動作の詳細を説明する。
【００８８】
　図１９は、映像信号処理部１８における輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの変更動作を表すも
のであり、（Ａ）は走査信号ＷＳの波形を示し、（Ｂ）は信号Ｓigの波形を示す。この例
では、停止前動作Ｂ１において、駆動部３０のデータ線駆動部３３が、輝度情報ＩＲ，Ｉ
Ｇ，ＩＢに基づいて画素電圧Ｖsigを生成する。そして、その後の最初のリフレッシュ動
作Ｂ３において、映像信号処理部１８が、映像信号Ｓdispに含まれる輝度情報ＩＲ，ＩＧ
，ＩＢの値をやや低い値に変更し、データ線駆動部３３が、その変更された輝度情報ＩＲ
，ＩＧ，ＩＢに基づいて画素電圧Ｖsigを生成する。そして、次のリフレッシュ動作Ｂ３
において、映像信号処理部１８が、映像信号Ｓdispに含まれる輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢ
の値をさらに低い値に変更し、データ線駆動部３３が、その変更された輝度情報ＩＲ，Ｉ
Ｇ，ＩＢに基づいて画素電圧Ｖsigを生成する。このように、映像信号処理部１８は、リ
フレッシュ動作Ｂ３の度に、映像信号Ｓdispに含まれる輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値を
徐々に低い値に設定する。その際、映像信号処理部１８は、ユーザが視認できない範囲内
で、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値を変更する。そして、映像信号処理部１８は、輝度情
報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値を所定の値まで下げた後は、その値を保持する。
【００８９】
　このように、表示装置１では、間欠書込動作Ｂにおいて、リフレッシュ動作Ｂ３の度に
輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値を徐々に低い値に設定したので、ユーザが違和感を覚える
おそれを低減しつつ、焼き付きが生じるおそれを低減することができる。すなわち、間欠
書込動作Ｂでは、静止レベルＬＳが高く、焼き付きが生じるおそれがあるため、例えば、
画素電圧Ｖsigを低くすることにより、焼き付きが生じるおそれを低減することが望まし
い。その際、例えば急激に画素電圧Ｖsigを低くすると、ユーザが違和感を覚えるおそれ
がある。表示装置１では、映像信号処理部１８がリフレッシュ動作Ｂ３の度に輝度情報Ｉ
Ｒ，ＩＧ，ＩＢの値を徐々に低い値に設定するようにしたので、ユーザが違和感を覚える
おそれを低減しつつ、焼き付きが生じるおそれを低減することができる。
【００９０】
　図２０は、映像信号処理部１８におけるオービット処理を模式的に表すものである。映
像信号処理部１８は、リフレッシュ動作Ｂ３の際に、図２０に示したように、表示部４０
の表示領域Ｓ内において、フレーム画像Ｆを少しずつずらす。この処理は、リフレッシュ
動作Ｂ３の度に行うようにしてもよいし、この処理専用のタイマーを設け、複数回のリフ
レッシュ動作Ｂ３に１回の割合で行うようにしてもよい。これにより、表示装置１では、
焼き付きが生じるおそれを低減することができる。すなわち、間欠書込動作Ｂでは、静止
レベルＬＳが高いため、サブ画素９は、このようなオービット処理を行わない場合には、
同じ輝度で間欠的に発光し続けることとなり、焼き付きが生じるおそれがある。一方、表
示装置１では、このように、リフレッシュ動作Ｂ３の際に、表示部４０の表示領域Ｓ内に
おいて、フレーム画像Ｆを少しずつずらすようにしたので、一部のサブ画素９が高輝度で
発光し続けるおそれを低減することができるため、焼き付きが生じるおそれを低減するこ
とができる。
【００９１】
　表示装置１では、複数のセグメント領域ＲＤのそれぞれにおいて静止レベルＬＳを求め
、各セグメント領域ＲＤに対して選択的に書込駆動を行うようにしたので、画質が低下す
るおそれを低減しつつ、消費電力を低減することができる。すなわち、例えば、表示部の
表示領域全体において静止レベルＬＳを求め、その静止レベルＬＳに基づいて表示領域全
体の書込駆動を制御するようにした場合には、画質が低下し、あるいは、消費電力が増加
するおそれがある。具体的には、例えば、表示領域の一部分の映像のみに動きがある場合
において、静止レベルＬＳが高いと判断されたときは、表示領域全体に対して書込駆動を
停止するため、その動きがある部分の映像が乱れ、画質が低下するおそれがある。また、
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例えば、表示領域の一部分の映像のみに動きがある場合において、静止レベルＬＳが十分
に低いと判断されたときは、表示領域全体に対して書込駆動を行うため、消費電力が増加
してしまうおそれがある。一方、表示装置１では、複数のセグメント領域ＲＤのそれぞれ
において静止レベルＬＳを求め、各セグメント領域ＲＤに対して、選択的に書込駆動を行
うようにした。これにより、静止レベルＬＳが高いセグメント領域ＲＤに対しては書込駆
動を停止し、静止レベルＬＳが低いセグメント領域ＲＤに対しては書込駆動を行うことが
できるため、画質が低下するおそれを低減しつつ、消費電力を低減することができる。
【００９２】
［効果］
　以上のように本実施の形態では、間欠書込動作を行うとともに、通常動作と書込停止動
作との間に停止前動作を行うようにしたので、画質が低下するおそれを低減しつつ、消費
電力を低減することができる。
【００９３】
　本実施の形態では、停止前動作において、短い期間だけ初期化動作を行うようにしたの
で、画質が低下するおそれを低減することができる。
【００９４】
　本実施の形態では、複数のセグメント領域のそれぞれにおいて静止レベルを求め、各セ
グメント領域に対して選択的に書込駆動を行うようにしたので、画質が低下するおそれを
低減しつつ、消費電力を低減することができる。
【００９５】
［変形例１－１］
　上記実施の形態では、図３に示したように表示部４０の表示領域を４つのセグメント領
域ＲＤに区分したが、これに限定されるものではない。以下に、本変形例について、いく
つかの例を挙げて詳細に説明する。
【００９６】
　図２１は、本変形例に係る表示部４０Ａおよび駆動部３０Ａの一構成例を表すものであ
る。図２２は、表示部４０Ａのセグメント領域ＲＤを表すものである。表示部４０Ａの表
示領域は、行方向に３つの領域４３Ａ，４３Ｂ，４３Ｃに区分されている。３つの領域４
３Ａ，４３Ｂ，４３Ｃは、この例では、表示部４０Ａの表示領域において、左から右へこ
の順で設定されている。表示部４０Ａは、領域４３Ａにおいて行方向に延伸する複数の走
査線ＷＳＬＡと、領域４３Ｂにおいて行方向に延伸する複数の走査線ＷＳＬＢと、領域４
３Ｃにおいて行方向に延伸する複数の走査線ＷＳＬＣと、領域４３Ａ，４３Ｂ，４３Ｃに
わたって行方向に延伸する複数の電源線ＰＬと、列方向に延伸する複数のデータ線ＤＴＬ
とを有している。駆動部３０Ａは、走査線駆動部３５Ａ，３５Ｂ，３５Ｃを有している。
走査線ＷＳＬＡの一端は走査線駆動部３５Ａに接続され、走査線ＷＳＬＢの一端は走査線
駆動部３５Ｂに接続され、走査線ＷＳＬＣの一端は走査線駆動部３５Ｃに接続されている
。表示部４０Ａの表示領域Ｓには、６つのセグメント領域ＲＤが設定されている。具体的
には、表示部４０Ａの領域４３Ａにおいて、上下に２つのセグメント領域ＲＤが設定され
、領域４３Ｂにおいて上下に２つのセグメント領域ＲＤが設定され、領域４３Ｃにおいて
上下に２つのセグメント領域ＲＤが設定されている。
【００９７】
　本変形例に係る表示部４０Ａでは、表示領域Ｓを、行方向に３つの領域４３Ａ，４３Ｂ
，４３Ｃに区分したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば４つ以上
の領域に区分してもよい。また、以下に示す表示部４０Ｂのように、表示領域Ｓを行方向
に区分しないようにしてもよい。
【００９８】
　図２３は、本変形例に係る表示部４０Ｂおよび駆動部３０Ｂの一構成例を表すものであ
る。図２４は、表示部４０Ｂのセグメント領域ＲＤを表すものである。表示部４０Ｂは、
行方向に延伸する複数の走査線ＷＳＬと、行方向に延伸する複数の電源線ＰＬと、列方向
に延伸する複数のデータ線ＤＴＬとを有している。駆動部３０Ｂは、走査線駆動部３６を
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有している。走査線ＷＳＬの一端は走査線駆動部３６に接続されている。表示部４０Ｂの
表示領域Ｓには、３つのセグメント領域ＲＤが列方向に併設されている。
【００９９】
　以上の例では、図の横方向に延伸する走査線ＷＳＬなどおよび電源線ＰＬと、図の縦方
向に延伸するデータ線ＤＴＬを設けたが、これに限定されるものではなく、これに代えて
、以下に示す駆動部３０Ｃのように、例えば、図の縦方向に延伸する走査線ＷＳＬおよび
電源線ＰＬと、図の横方向に延伸するデータ線ＤＴＬを設けてもよい。
【０１００】
　図２５は、本変形例に係る表示部４０Ｃおよび駆動部３０Ｃの一構成例を表すものであ
る。図２６は、表示部４０Ｃのセグメント領域ＲＤを表すものである。表示部４０Ｃは、
列方向（縦方向）に延伸する複数の走査線ＷＳＬと、列方向に延伸する複数の電源線ＰＬ
と、行方向（横方向）に延伸する複数のデータ線ＤＴＬとを有している。表示部４０Ｃの
表示領域Ｓには、３つのセグメント領域ＲＤが行方向に併設されている。
【０１０１】
［変形例１－２］
　上記実施の形態では、各セグメント領域ＲＤの静止レベルＬＳを求めたが、これに限定
されるものではない。以下に、本変形例について、いくつかの例を挙げて詳細に説明する
。
【０１０２】
　本変形例に係る表示装置１Ｄは、静止レベル算出部２２Ｄと、制御部１７Ｄと、図２３
に示した駆動部３０Ｂおよび表示部４０Ｂとを備えている。静止レベル算出部２２Ｄは、
表示部４０Ｂの表示領域全体において静止レベルＬＳを求めるものである。静止レベル算
出部２２Ｄは、例えば３枚以上のフレーム画像Ｆに基づいて静止レベルＬＳを算出するこ
とが望ましい。制御部１７Ｄは、上記実施の形態に係る制御部１７と同様に、静止レベル
ＬＳおよびフレームレートＦＲに基づいて、図６に示したように書込停止フレーム数ＮＦ
を求める。その際、制御部１７Ｄは、表示部４０Ｂの表示領域全体における書込停止フレ
ーム数ＮＦを求める。そして、制御部１７Ｄは、その書込停止フレーム数ＮＦに基づいて
、セグメント領域ＲＤを設定し、表示領域全体の書込駆動を制御するようになっている。
【０１０３】
　図２７Ａは、書込停止フレーム数ＮＦが“１”である場合における表示装置１Ｄの一動
作例を表すものである。図２７Ｂは、書込停止フレーム数ＮＦが“２”である場合におけ
る表示装置１Ｄの一動作例を表すものである。
【０１０４】
　書込停止フレーム数ＮＦが“１”である場合には、図２７Ａに示したように、制御部１
７Ｄは、２つのセグメント領域ＲＤ１，ＲＤ２を設定する。ここで、セグメント領域ＲＤ
１は、表示部４０Ｂの表示領域Ｓにおける上半分の領域であり、セグメント領域ＲＤ２は
、表示部４０Ｂの表示領域Ｓにおける下半分の領域である。そして、あるフレーム期間に
おいて、表示装置１Ｄの駆動部３０Ｂは、セグメント領域ＲＤ１に対して、フレーム画像
Ｆ（ｎ）を構成する輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢに基づいて書込駆動を行い、セグメント領
域ＲＤ２に対して書込駆動を停止する。これにより、このフレーム期間では、セグメント
領域ＲＤ１に属するサブ画素９はリフレッシュ動作Ｂ３を行い、セグメント領域ＲＤ２に
属するサブ画素９は書込停止動作Ｂ２を行う。そして、次のフレーム期間において、表示
装置１Ｄの駆動部３０Ｂは、セグメント領域ＲＤ１に対して書込駆動を停止し、セグメン
ト領域ＲＤ２に対して、次のフレーム画像Ｆ（ｎ＋１）を構成する輝度情報ＩＲ，ＩＧ，
ＩＢに基づいて書込駆動を行う。これにより、このフレーム期間では、セグメント領域Ｒ
Ｄ１に属するサブ画素９は書込停止動作Ｂ２を行い、セグメント領域ＲＤ２に属するサブ
画素９はリフレッシュ動作Ｂ３を行う。その後、表示装置１Ｄは、以上の動作を繰り返す
。これにより、セグメント領域ＲＤ１，ＲＤ２における各サブ画素９は、書込動作（リフ
レッシュ動作Ｂ３）と、１フレーム期間分の書込停止動作Ｂ２とを交互に繰り返す。この
ようにして、表示装置１Ｄは、書込停止フレーム数ＮＦが“１”となるように動作する。
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【０１０５】
　書込停止フレーム数ＮＦが“２”である場合には、図２７Ｂに示したように、制御部１
７Ｄは、３つのセグメント領域ＲＤ１～ＲＤ３を設定する。ここで、セグメント領域ＲＤ
１は、表示部４０Ｂの表示領域Ｓの上から１／３の領域であり、セグメント領域ＲＤ２は
、表示領域Ｓの中央付近の１／３の領域であり、セグメント領域ＲＤ３は、表示領域Ｓの
下から１／３の領域である。そして、あるフレーム期間において、表示装置１Ｄの駆動部
３０Ｂは、セグメント領域ＲＤ１に対して、フレーム画像Ｆ（ｎ）を構成する輝度情報Ｉ
Ｒ，ＩＧ，ＩＢに基づいて書込駆動を行い、セグメント領域ＲＤ２，ＲＤ３に対して書込
駆動を停止する。これにより、このフレーム期間では、セグメント領域ＲＤ１に属するサ
ブ画素９はリフレッシュ動作Ｂ３を行い、セグメント領域ＲＤ２，ＲＤ３に属するサブ画
素９は書込停止動作Ｂ２を行う。そして、次のフレーム期間において、表示装置１Ｄの駆
動部３０Ｂは、セグメント領域ＲＤ１，ＲＤ３に対して書込駆動を停止し、セグメント領
域ＲＤ２に対して、次のフレーム画像Ｆ（ｎ＋１）を構成する輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢ
に基づいて書込駆動を行う。これにより、このフレーム期間では、セグメント領域ＲＤ１
，ＲＤ３に属するサブ画素９は書込停止動作Ｂ２を行い、セグメント領域ＲＤ２に属する
サブ画素９はリフレッシュ動作Ｂ３を行う。そして、さらに次のフレーム期間において、
表示装置１Ｄの駆動部３０Ｂは、セグメント領域ＲＤ１，ＲＤ２に対して書込駆動を停止
し、セグメント領域ＲＤ３に対して、次のフレーム画像Ｆ（ｎ＋２）を構成する輝度情報
ＩＲ，ＩＧ，ＩＢに基づいて書込駆動を行う。これにより、このフレーム期間では、セグ
メント領域ＲＤ１，ＲＤ２に属するサブ画素９は書込停止動作Ｂ２を行い、セグメント領
域ＲＤ３に属するサブ画素９はリフレッシュ動作Ｂ３を行う。その後、表示装置１Ｄは、
以上の動作を繰り返す。これにより、セグメント領域ＲＤ１～ＲＤ３における各サブ画素
９は、書込動作（リフレッシュ動作Ｂ３）と、２フレーム期間分の書込停止動作Ｂ２とを
交互に繰り返す。このようにして、表示装置１Ｄは、書込停止フレーム数ＮＦが“２”と
なるように動作する。
【０１０６】
　図２８は、書込停止フレーム数ＮＦが“２”である場合における、表示装置１Ｄでの走
査の一動作例を表すものである。駆動部３０Ｂの走査線駆動部３６は、タイミングｔ４１
～ｔ４３の期間（１フレーム期間）のうちのタイミングｔ４１～ｔ４２の期間において、
セグメント領域ＲＤ１におけるサブ画素９を順次走査し、駆動部３０Ｂの電源線駆動部３
２は、タイミングｔ４１～ｔ４３の期間（１フレーム期間）においてセグメント領域ＲＤ
１～ＲＤ３におけるサブ画素９を順次走査する。これにより、セグメント領域ＲＤ１に属
するサブ画素９がリフレッシュ動作Ｂ３を開始するとともに、セグメント領域ＲＤ２，Ｒ
Ｄ３に属するサブ画素９が書込停止動作Ｂ２を開始する。次に、駆動部３０Ｂの走査線駆
動部３６は、タイミングｔ４３～ｔ４６の期間（１フレーム期間）のうちのタイミングｔ
４４～ｔ４５の期間において、セグメント領域ＲＤ２におけるサブ画素９を順次走査し、
駆動部３０Ｂの電源線駆動部３２は、タイミングｔ４３～ｔ４６の期間（１フレーム期間
）においてセグメント領域ＲＤ１～ＲＤ３におけるサブ画素９を順次走査する。これによ
り、セグメント領域ＲＤ１，ＲＤ３に属するサブ画素９が書込停止動作Ｂ２を開始すると
ともに、セグメント領域ＲＤ２に属するサブ画素９がリフレッシュ動作Ｂ３を開始する。
次に、駆動部３０Ｂの走査線駆動部３６は、タイミングｔ４６～ｔ４８の期間（１フレー
ム期間）のうちのタイミングｔ４７～ｔ４８の期間において、セグメント領域ＲＤ３にお
けるサブ画素９を順次走査し、駆動部３０Ｂの電源線駆動部３２は、タイミングｔ４６～
ｔ４８の期間（１フレーム期間）においてセグメント領域ＲＤ１～ＲＤ３におけるサブ画
素９を順次走査する。これにより、セグメント領域ＲＤ１，ＲＤ２に属するサブ画素９が
書込停止動作Ｂ２を開始するとともに、セグメント領域ＲＤ３に属するサブ画素９がリフ
レッシュ動作Ｂ３を開始する。
【０１０７】
　このように構成しても、上記実施の形態に係る表示装置１と同様の効果を得ることがで
きる。なお、この表示装置１Ｄでは、例えば、１フレーム期間の約１／３の期間において
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、１つのセグメント領域ＲＤを走査したが、これに限定されるものではない。これに代え
て、例えば図２９に示すように、１フレーム期間において１つのセグメント領域ＲＤを走
査してもよい。
【０１０８】
　次に、本変形例に係る他の表示装置１Ｅについて説明する。表示装置１Ｅは、静止レベ
ル算出部２２Ｅと、制御部１７Ｅと、図２３に示した駆動部３０Ｂおよび表示部４０Ｂと
を備えている。静止レベル算出部２２Ｅは、表示部４０Ｂの表示領域全体において静止レ
ベルＬＳを求めるものである。制御部１７Ｅは、例えば静止レベルＬＳがある所定値より
も小さい場合には、表示部４０Ｂの全サブ画素９に対して書込駆動を行う。これにより各
サブ画素９は、通常動作Ａ１，Ａ２を行う。また、制御部１７Ｅは、例えば静止レベルＬ
Ｓがある所定値以上である場合には、各行のサブ画素９を１つのセグメント領域ＲＤとし
て設定し、以下に説明するように、いわゆるインターレース動作のように、各セグメント
領域ＲＤを駆動する。
【０１０９】
　図３０は、静止レベルＬＳがある所定値以上である場合での、表示装置１Ｅの一動作例
を表すものである。あるフレーム期間において、表示装置１Ｅの駆動部３０Ｂは、奇数ラ
インに属するサブ画素９に対して、フレーム画像Ｆ（ｎ）を構成する輝度情報ＩＲ，ＩＧ
，ＩＢに基づいて書込駆動を行い、偶数ラインに属するサブ画素９に対して書込駆動を停
止する。これにより、このフレーム期間では、奇数ラインに属するサブ画素９はリフレッ
シュ動作Ｂ３を行い、偶数ラインに属するサブ画素９は書込停止動作Ｂ２を行う。そして
、次のフレーム期間において、駆動部３０Ｂは、奇数ラインに属するサブ画素９に対して
書込駆動を停止し、偶数ラインに属するサブ画素９に対して、次のフレーム画像Ｆ（ｎ＋
１）を構成する輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢに基づいて書込駆動を行う。これにより、この
フレーム期間では、奇数ラインに属するサブ画素９は書込停止動作Ｂ２を行い、偶数ライ
ンに属するサブ画素９はリフレッシュ動作Ｂ３を行う。その後、表示装置１Ｅは、以上の
動作を繰り返す。
【０１１０】
　このように構成しても、上記実施の形態に係る表示装置１と同様の効果を得ることがで
きる。
【０１１１】
［変形例１－３］
　上記実施の形態では、図１３に示したように、停止前動作Ｂ１やリフレッシュ動作Ｂ３
において、書込・μ補正期間Ｐ３の直後に発光期間Ｐ４を設けたが、これに限定されるも
のではない。これに代えて、図３１に示す表示装置１Ｆのように、書込・μ補正期間Ｐ３
の後に、しばらく経過してから、発光期間Ｐ４を設けてもよい。この場合、表示装置１Ｆ
の駆動部３０Ｆは、書込・μ補正期間Ｐ３の終了時に電源信号ＤＳを電圧Ｖccpから電圧
Ｖextに変化させる。そして、その後しばらく経過してから、駆動部３０Ｆは、電源信号
ＤＳを電圧Ｖextから電圧Ｖccpに変化させることにより、発光期間Ｐ４を開始させる。す
なわち、駆動部３０Ｆは、停止前動作Ｂ１やリフレッシュ動作Ｂ３において、書込停止期
間Ｂ２（図１４）と同様に、電源信号ＤＳを電圧Ｖextから電圧Ｖccpに変化させることに
より、発光期間Ｐ４を開始させる。これにより、表示装置１Ｆでは、停止前動作Ｂ１やリ
フレッシュ動作Ｂ３において、通常動作Ａ１，Ａ２おける発光特性と、書込停止動作Ｂ２
における発光特性との中間の発光特性を実現することができ、急激に発光特性が変化する
おそれを低減することができるため、画質が低下するおそれを低減することができる。
【０１１２】
［変形例１－４］
　上記実施の形態では、図１５に示したように、書込停止動作Ｂ２において、駆動部３０
が、電源信号ＷＳを電圧Ｖextから電圧Ｖccpに変化させることにより発光動作を開始させ
たが、これに限定されるものではない。これに代えて、図３２に示す表示装置１Ｇのよう
に、タイミングｔ５２において電源信号ＤＳを電圧Ｖextから電圧Ｖiniに一旦変化させた
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後に、タイミングｔ５３において、電源信号ＤＳを電圧Ｖiniから電圧Ｖccpに変化させる
ことにより発光動作を開始させてもよい。なお、このとき、走査信号ＷＳは低レベルを維
持する（図３２（Ａ））ため、サブ画素９が初期化動作を行うことはない。これにより、
表示装置１Ｇでは、書込停止動作Ｂ２における発光特性を、通常動作Ａ１，Ａ２、停止前
動作Ｂ１、リフレッシュ動作Ｂ３における発光特性に近づけることができるため、画質が
低下するおそれを低減することができる。
【０１１３】
［変形例１－５］
　上記実施の形態では、各セグメント領域ＲＤにおいて、静止レベルＬＳに基づいて動的
に書込停止フレーム数ＮＦを設定したが、これに限定されるものではなく、これに代えて
、複数のセグメント領域ＲＤのうちの所定のセグメント領域ＲＤにおいてのみ、静止レベ
ルＬＳに基づいて動的に書込停止フレーム数ＮＦを設定してもよい。以下に、本変形例に
係る表示装置１Ｈについて、詳細に説明する。
【０１１４】
　図３３は、表示装置１Ｈの一構成例を表すものである。表示装置１Ｈは、視線検出部１
６と、制御部１７Ｈとを備えている。視線検出部１６は、ユーザが表示部４０の表示画面
のどのあたりを見ているのかを検出するものである。そして、視線検出部１６は、そのよ
うなユーザの視線に関する情報（視線情報Ｓeye）を制御部１７Ｈに供給するようになっ
ている。制御部１７Ｈは、上記実施の形態に係る制御部１７と同様に、映像信号処理部１
８および駆動部３０を制御するものである。その際、制御部１７Ｈは、視線情報Ｓeyeお
よびコンテンツ情報Ｓｃにも基づいて、映像信号処理部１８および駆動部３０を制御する
ようになっている。ここで、コンテンツ情報Ｓｃは、例えば、他の回路から供給されるも
のであり、映像信号Ｓdispが示す映像コンテンツの種類（例えば、シネマ、データ放送、
など）を示すものである。
【０１１５】
　図３４は、制御部１７Ｈの視線情報Ｓeyeに基づく動作を表すものである。例えば、ユ
ーザが、表示部４０の表示領域Ｓのうちの左領域Ｒ１１を観察しているときは、制御部１
７Ｈは、視線情報Ｓeyeに基づいて、この左領域Ｒ１１について、静止レベルＬＳに基づ
いて動的に書込停止フレーム数ＮＦを設定し、右領域Ｒ１２について、やや大きめの所定
の書込停止フレーム数ＮＦを設定する。これにより、左領域Ｒ１１では、画質が低下する
おそれを低減しつつ消費電力を低減することができ、右領域Ｒ１２では、消費電力を低減
することができる。また、例えば、ユーザが、表示部４０の表示領域Ｓのうちの右領域Ｒ
１２を観察しているときは、制御部１７Ｈは、視線情報Ｓeyeに基づいて、この右領域Ｒ
１２について、静止レベルＬＳに基づいて動的に書込停止フレーム数ＮＦを設定し、左領
域Ｒ１１について、やや大きめの所定の書込停止フレーム数ＮＦを設定する。これにより
、右領域Ｒ１２では、画質が低下するおそれを低減しつつ消費電力を低減することができ
、左領域Ｒ１１では、消費電力を低減することができる
【０１１６】
　図３５Ａ，３５Ｂは、制御部１７Ｈのコンテンツ情報Ｓｃに基づく動作を表すものであ
る。例えば、映像コンテンツがシネマである場合には、制御部１７Ｈは、コンテンツ情報
Ｓｃに基づいて、中央の領域Ｒ２２について、静止レベルＬＳに基づいて動的に書込停止
フレーム数ＮＦを設定し、上下の黒帯領域Ｒ２１，Ｒ２３について、書込駆動を停止する
。これにより、領域Ｒ２２では、画質が低下するおそれを低減しつつ消費電力を低減する
ことができ、黒帯領域Ｒ２１，Ｒ２３では、消費電力を低減することができる。また、例
えば、映像コンテンツがデータ放送である場合には、制御部１７Ｈは、コンテンツ情報Ｓ
ｃに基づいて、映像の動きが大きい中央の領域Ｒ３１について、静止レベルＬＳに基づい
て動的に書込停止フレーム数ＮＦを設定し、映像の動きが小さい周辺領域Ｒ３２について
、やや大きめの所定の書込停止フレーム数ＮＦを設定する。これにより、領域Ｒ３１では
、画質が低下するおそれを低減しつつ消費電力を低減することができ、周辺領域Ｒ３２で
は、消費電力を低減することができる。
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【０１１７】
［変形例１－６］
　上記実施の形態では、映像信号Ｓdispに基づいて静止レベルＬＳを求めたが、これに限
定されるものではなく、これに代えて、例えば、図３６に示す表示装置１Ｊのように、外
部から静止レベルＬＳの供給を受けるようにしてもよい。表示装置１Ｊは、検出部２０Ｊ
を備えている。検出部２０Ｊは、上記実施の形態に係る検出部２０から、ノイズフィルタ
２１および静止レベル算出部２２を省いたものである。そして、制御部１７には、外部か
ら静止レベルＬＳが供給されるようになっている。静止レベルＬＳは、例えば、前段の回
路によって生成される。前段の回路としては、例えば、ＭＰＥＧ（Moving Picture Exper
ts Group）デコーダや、フレームレート変換回路が挙げられる。
【０１１８】
［変形例１－７］
　上記実施の形態では、電源信号ＤＳは、３つの電圧Ｖccp，Ｖext，Ｖiniの間で遷移す
るものとしたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、図３７に示す
表示装置１Ｋのように、間欠書込動作Ｂでは、電圧Ｖccpをより低い電圧Ｖccp2にしても
よい。ここで、電圧Ｖccpは、本開示における「第２の電圧」の一具体例に対応し、電圧
Ｖccp2は、本開示における「第３の電圧」の一具体例に対応する。これにより、表示装置
１Ｋでは、間欠書込動作Ｂにおいて、画質が低下するおそれを低減しつつ、消費電力を低
減することができる。すなわち、間欠書込動作Ｂでは、図８に示したように、発光デュー
ティ比ＤＵＴＹを大きくするとともに、画素電圧Ｖsigを低くしている。よって、発光期
間Ｐ４における駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート電圧もまた低くなるため、電圧Ｖccp
をより低い電圧Ｖccp2に変更しても、駆動トランジスタＤＲＴｒは、飽和領域での動作を
維持することができ、画質が低下するおそれを低減することができる。このように、表示
装置１Ｋでは、間欠書込動作Ｂにおいて、電圧Ｖccpをより低い電圧Ｖccp2に変更するこ
とにより、画質が低下するおそれを低減しつつ、消費電力を低減することができる。なお
、これにより、表示部４０のガンマ特性が変化する場合には、ガンマ補正の設定を変更す
ることが望ましい。
【０１１９】
［変形例１－８］
　上記実施の形態では、通常動作Ａ１，Ａ２と書込停止動作Ｂ２との間に、停止前動作Ｂ
１を１回だけ行ったが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、図３８
に示す表示装置１Ｌのように、停止前動作Ｂ１を複数回（この例では２回）行ってもよい
。
【０１２０】
［変形例１－９］
　上記実施の形態では、サブ画素９を、２つのトランジスタ（書込トランジスタＷＳＴｒ
、駆動トランジスタＤＲＴｒ）および１つの容量素子Ｃｓを用いて構成したが、これに限
定されるものではない。以下に、本変形例に係る表示装置１Ｍについて、詳細に説明する
。
【０１２１】
　図３９は、表示装置１Ｍの表示部４０Ｍおよび駆動部３０Ｍの一構成例を表すものであ
る。各画素Ｐixは、赤色（Ｒ）のサブ画素８Ｒ、緑色（Ｇ）のサブ画素８Ｇ、青色（Ｂ）
のサブ画素８Ｂを有している。なお、以下では、サブ画素８Ｒ，８Ｇ，８Ｂのうちの任意
の一つを表すものとしてサブ画素８を適宜用いる。表示部４０Ｍは、領域４２Ａにおいて
行方向に延伸する複数の走査線ＷＳＬＡおよび複数の制御線ＡＺＬＡと、領域４２Ｂにお
いて行方向に延伸する複数の走査線ＷＳＬＢおよび複数の制御線ＡＺＬＢと、領域４２Ａ
，４２Ｂにわたって行方向に延伸する複数の電源制御線ＤＳＬと、列方向に延伸する複数
のデータ線ＤＴＬとを有している。これらの走査線ＷＳＬＡ，ＷＳＬＢ、制御線ＡＺＬＡ
，ＡＺＬＢ、電源制御線ＤＳＬ、およびデータ線ＤＴＬの一端は、駆動部３０Ｍにそれぞ
れ接続されている。
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【０１２２】
　図４０は、サブ画素８の回路構成の一例を表すものである。サブ画素８は、電源トラン
ジスタＤＳＴｒと、制御トランジスタＡＺＴｒとを備えている。すなわち、この例では、
サブ画素８は、４つのトランジスタ（書込トランジスタＷＳＴｒ、駆動トランジスタＤＲ
Ｔｒ、電源トランジスタＤＳＴｒ、および制御トランジスタＡＺＴｒ）および１つの容量
素子Ｃｓを用いて構成される、いわゆる「４Ｔｒ１Ｃ」の構成を有するものである。電源
トランジスタＤＳＴｒは、ＰチャネルＭＯＳ型のＴＦＴにより構成されるものである。こ
の電源トランジスタＤＳＴｒは、ゲートが電源制御線ＤＳＬに接続され、ソースには駆動
部３０Ｍにより電圧Ｖccpが供給され、ドレインが駆動トランジスタＤＲＴｒのドレイン
に接続されている。制御トランジスタＡＺＴｒは、ＮチャネルＭＯＳ型のＴＦＴにより構
成されるものである。この制御トランジスタＡＺＴｒは、ゲートが制御線ＡＺＬに接続さ
れ、ドレインが駆動トランジスタＤＲＴｒのソース、容量素子Ｃｓの他端、および発光素
子４９のアノードに接続され、ソースには、駆動部３０Ｍにより電圧Ｖiniが供給されて
いる。
【０１２３】
　駆動部３０Ｍは、図３９に示したように、制御線駆動部３７Ａ，３７Ｂと、電源制御線
駆動部３８とを有している。制御線駆動部３７Ａは、制御部１７から供給された制御信号
ＣＴＬに従って、複数の制御線ＡＺＬＡに対して制御信号ＡＺを順次印加することにより
、領域４２Ａにおいてサブ画素８の初期化動作を制御するものである。制御線駆動部３７
Ｂは、制御線駆動部３７Ａと同様に、制御部１７から供給された制御信号ＣＴＬに従って
、複数の制御線ＡＺＬＢに対して制御信号ＡＺを順次印加することにより、領域４２Ｂに
おいてサブ画素８の初期化動作を制御するものである。電源制御線駆動部３８は、制御部
１７から供給された制御信号ＣＴＬに従って、複数の電源制御線ＤＳＬに対して電源制御
信号ＤＳ２を順次印加することにより、サブ画素８の発光動作および消光動作の制御を行
うものである。
【０１２４】
　図４１は、サブ画素８の通常動作Ａのタイミング図を表すものであり、（Ａ）は走査信
号ＷＳの波形を示し、（Ｂ）は制御信号ＡＺの波形を示し、（Ｃ）は電源制御信号ＤＳ２
の波形を示し、（Ｄ）は信号Ｓigの波形を示し、（Ｅ）は駆動トランジスタＤＲＴｒのゲ
ート電圧Ｖｇの波形を示し、（Ｆ）は駆動トランジスタＤＲＴｒのソース電圧Ｖｓの波形
を示す。なお、停止前動作Ｂ１およびリフレッシュ動作Ｂ３は、通常動作Ａと同様である
ので、説明を省略する。
【０１２５】
　まず、電源制御線駆動部３８は、初期化期間Ｐ１の前において、電源信号ＤＳ２を高レ
ベルに設定する（図４１（Ｃ））。
【０１２６】
　次に、駆動部３０Ｍは、タイミングｔ６１～ｔ６２の期間（初期化期間Ｐ１）において
、サブ画素８を初期化する。具体的には、まず、タイミングｔ６１において、データ線駆
動部３３が、信号Ｓigを電圧Ｖofsに設定し（図４１（Ｄ））、走査線駆動部３１Ａ，３
１Ｂが、走査信号ＷＳの電圧を低レベルから高レベルに変化させる（図４１（Ａ））。ま
た、これと同時に、制御線駆動部３７Ａ，３７Ｂは、制御信号ＡＺの電圧を低レベルから
高レベルに変化させる（図４１（Ｂ））。これにより、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲー
ト電圧Ｖｇが電圧Ｖofsに設定されるとともに（図４１（Ｅ））、駆動トランジスタＤＲ
Ｔｒのソース電圧Ｖｓが電圧Ｖiniに設定され（図４１（Ｆ））、サブ画素８が初期化さ
れる。
【０１２７】
　次に、駆動部３０Ｍは、タイミングｔ６２～ｔ６３の期間（Ｖth補正期間Ｐ２）におい
て、Ｖth補正を行う。具体的には、制御線駆動部３７Ａ，３７Ｂが、制御信号ＡＺの電圧
を高レベルから低レベルに変化させ（図４１（Ｂ））、電源制御線駆動部３８が、電源制
御信号ＤＳ２の電圧を高レベルから低レベルに変化させる（図４１（Ｃ））。これにより
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、制御トランジスタＡＺＴｒがオフ状態になるとともに、電源トランジスタＤＳＴｒがオ
ン状態になり、上記実施の形態の場合と同様にＶth補正が行われる。
【０１２８】
　次に、電源制御線駆動部３８は、タイミングｔ６３において、電源制御信号ＤＳ２の電
圧を低レベルから高レベルに変化させる（図４１（Ｃ））。これにより、電源トランジス
タＤＳＴｒはオフ状態になる。
【０１２９】
　次に、駆動部３０Ｍは、タイミングｔ６４～ｔ６５の期間（書込期間Ｐ５）において、
サブ画素８に対して画素電圧Ｖsigの書込みを行う。具体的には、タイミングｔ６４にお
いて、データ線駆動部３３は、信号Ｓigを画素電圧Ｖsigに設定する（図４１（Ｄ））。
これにより、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート電圧Ｖｇが、電圧Ｖofsから画素電圧Ｖs
igに上昇する（図４１（Ｅ））。その結果、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート・ソース
間電圧Ｖgsが閾値電圧Ｖthより大きくなる（Ｖgs＞Ｖth）。
【０１３０】
　次に、駆動部３０Ｍは、タイミングｔ６５～ｔ６６の期間（μ補正期間Ｐ６）において
、μ補正を行う。具体的には、タイミングｔ６５において、電源制御線駆動部３８は、電
源制御信号ＤＳ２の電圧を高レベルから低レベルに変化させる（図４１（Ｃ））。これに
より、電源トランジスタＤＳＴｒはオン状態になり、ドレインからソースへ電流Ｉdsが流
れるため、駆動トランジスタＤＲＴｒのソース電圧Ｖｓが上昇する（図４１（Ｆ））。以
上の動作によりμ補正が行われる。
【０１３１】
　次に、駆動部３０Ｍは、タイミングｔ６６以降の期間（発光期間Ｐ４）において、サブ
画素８を発光させる。具体的には、タイミングｔ６６において、走査線駆動部３１Ａ，３
１Ｂは、走査信号ＷＳの電圧を高レベルから低レベルに変化させる（図４１（Ａ））。こ
れにより、上記実施の形態に係る発光期間Ｐ４と同様に、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲ
ート電圧Ｖｇおよびソース電圧Ｖｓが上昇し（図４１（Ｅ），（Ｆ））、発光素子４９が
発光する。
【０１３２】
　その後、駆動部３０Ｍは、発光デューティ比ＤＵＴＹに対応する期間が経過した後に、
電源制御信号ＤＳ２の電圧を低レベルから高レベルに変化させ、発光期間Ｐ４が終了する
。
【０１３３】
　図４２は、サブ画素８の書込停止動作Ｂ２のタイミング図を表すものであり、（Ａ）は
走査信号ＷＳの波形を示し、（Ｂ）は制御信号ＡＺの波形を示し、（Ｃ）は電源制御信号
ＤＳ２の波形を示し、（Ｄ）は信号Ｓigの波形を示し、（Ｅ）は駆動トランジスタＤＲＴ
ｒのゲート電圧Ｖｇの波形を示し、（Ｆ）は駆動トランジスタＤＲＴｒのソース電圧Ｖｓ
の波形を示す。
【０１３４】
　書込停止動作Ｂ２では、走査信号ＷＳの電圧および制御信号ＡＺの電圧は常に低レベル
である。これにより、書込トランジスタＷＳＴｒおよび制御トランジスタＡＺＴｒはオフ
状態を維持するため、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲート・ソース間電圧Ｖgsは、書込期
間Ｐ５およびμ補正期間Ｐ６で設定された電圧Ｖemiを維持する。なお、この説明では、
便宜上、容量素子Ｃｓのリークを考慮していない。
【０１３５】
　まず、電源制御線駆動部３８は、電源信号ＤＳ２を高レベルに設定する（図４２（Ｃ）
）。
【０１３６】
　次に、駆動部３０Ｍは、タイミングｔ１３以降の期間（発光期間Ｐ４）において、サブ
画素９を発光させる。具体的には、電源制御線駆動部３８が、タイミングｔ６７において
、電源制御信号ＤＳ２の電圧を高レベルから低レベルに変化させる（図４２（Ｃ））。こ
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れにより、上記実施の形態に係る発光期間Ｐ４と同様に、駆動トランジスタＤＲＴｒのゲ
ート電圧Ｖｇおよびソース電圧Ｖｓが上昇し（図４２（Ｅ），（Ｆ））、発光素子４９が
発光する。
【０１３７】
　その後、駆動部３０Ｍは、発光デューティ比ＤＵＴＹに対応する期間が経過した後に、
電源制御信号ＤＳ２の電圧を低レベルから高レベルに変化させ、発光期間Ｐ４が終了する
。
【０１３８】
　図４３は、駆動部３０Ｍの駆動動作のタイミング図を表すものであり、（Ａ）は走査信
号ＷＳの波形を示し、（Ｂ）は電源制御信号ＤＳ２の波形を示し、（Ｃ）は制御信号ＡＺ
の波形を示す。タイミングｔ１７～ｔ２０の期間において、サブ画素８は停止前動作Ｂ１
を行う。具体的には、まず、駆動部３０Ｍは、タイミングｔ１７以降の１水平期間におい
て、図４１の場合と同様に走査信号ＷＳを生成する（図４３（Ａ））。また、駆動部３０
Ｍは、その１水平期間内のタイミングｔ１８において、制御信号ＡＺの電圧を低レベルか
ら高レベルに変化させ、タイミングｔ１９において、制御信号ＡＺの電圧を高レベルから
低レベルに変化させるとともに、電源制御信号ＤＳ２の電圧を高レベルから低レベルに変
化させる（図４３（Ｂ），（Ｃ））。これにより、サブ画素８は、通常動作Ａの場合に比
べて短い期間（タイミングｔ１８～ｔ１９）において初期化動作を行い、その後、Ｖth補
正、書込動作、μ補正、および発光動作を行う。これにより、表示装置１Ｍでは、停止前
動作Ｂ１において、通常動作Ａにおける発光特性と、書込停止動作Ｂ２における発光特性
との中間の発光特性を実現することができ、急激に発光特性が変化するおそれを低減する
ことができるため、画質が低下するおそれを低減することができる。
【０１３９】
　この例では、停止前動作Ｂ１やリフレッシュ動作Ｂ３において、書込期間Ｐ５およびμ
補正期間Ｐ６の直後に発光期間Ｐ４を設けたが、これに限定されるものではない。これに
代えて、変形例１－３の場合と同様に、図４４に示すように、書込期間Ｐ５およびμ補正
期間Ｐ６の後にしばらく経過してから、発光期間Ｐ４を設けてもよい。
【０１４０】
［変形例１－１０］
　また、複数の表示装置を用いて、タイリングパネルを構成してもよい。図４５は、本変
形例に係る表示システム１００を表すものである。表示システム１００は、複数（この例
では８枚）の表示装置１を並設したものである。この表示システム１００では、表示装置
１のそれぞれが、セグメント領域ＲＤごとに、書込動作を制御する。なお、これに限定さ
れるものではなく、これに代えて、例えば図４６に示す表示システム１１０のように、複
数のセグメント領域ＲＤに区分されていない表示装置１Ｘを用いてもよい。この場合には
、各表示装置１Ｘは、それぞれの表示領域において静止レベルＬＳを求め、その静止レベ
ルＬＳに基づいて、その表示装置１Ｘの書込動作を制御する。
【０１４１】
［その他の変形例］
　また、これらの変形例のうちの２以上を組み合わせてもよい。
【０１４２】
＜２．第２の実施の形態＞
　次に、第２の実施の形態に係る表示装置２について説明する。本実施の形態は、各画素
に属する複数のサブ画素が独立して書込動作をすることができるように構成したものであ
る。なお、上記第１の実施の形態に係る表示装置１と実質的に同一の構成部分には同一の
符号を付し、適宜説明を省略する。
【０１４３】
［構成例］
　図４７は、本実施の形態に係る表示装置２の一構成例を表すものである。表示装置２は
、映像信号Ｓdispに基づいて、映像を表示するものである。表示装置２は、表示部７０と
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、駆動部６０と、制御部５１と、ＲＧＢＷ変換部５２と、映像信号処理部５３とを備えて
いる。
【０１４４】
　図４８は、表示部７０および駆動部６０の一構成例を表すものである。表示部７０は、
複数の画素Ｐix2がマトリックス状に配置されたものである。各画素Ｐix2は、赤色（Ｒ）
のサブ画素９Ｒ、緑色（Ｇ）のサブ画素９Ｇ、青色（Ｂ）のサブ画素９Ｂ、および白色（
Ｗ）のサブ画素９Ｗを有している。なお、以下では、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗの
うちの任意の一つを表すものとしてサブ画素９を適宜用いる。これにより、表示装置２で
は、例えば、画素Ｐix2が白色を表示する際には、例えば、３つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，
９Ｂの代わりに、白色（Ｗ）のサブ画素９Ｗを主に発光させることができるため、消費電
力を低減することができるようになっている。表示部７０は、領域４２Ａにおいて行方向
に延伸する複数の走査線ＷＳＬＡＲ，ＷＳＬＡＧ，ＷＳＬＡＢ，ＷＳＬＡＷと、領域４２
Ｂにおいて行方向に延伸する複数の走査線ＷＳＬＢＲ，ＷＳＬＢＧ，ＷＳＬＢＢ，ＷＳＬ
ＢＷと、行方向に延伸する複数の電源線ＰＬと、列方向に延伸する複数のデータ線ＤＴＬ
とを有している。これらの走査線ＷＳＬＡＲ，ＷＳＬＡＧ，ＷＳＬＡＢ，ＷＳＬＡＷ，Ｗ
ＳＬＢＲ，ＷＳＬＢＧ，ＷＳＬＢＢ，ＷＳＬＢＷ、電源線ＰＬ、およびデータ線ＤＴＬの
一端は、駆動部６０にそれぞれ接続されている。表示部７０は、この例では、上記第１の
実施の形態に係る表示部４０の場合（図３）と同様に、４つのセグメント領域ＲＤに区分
されている。
【０１４５】
　図４９は、表示部７０の一構成例を表すものである。この例では、４つのサブ画素９Ｒ
，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗは、画素Ｐix2において２行２列で配置されている。具体的には、画
素Ｐix2において、左上にサブ画素９Ｒを配置し、右上にサブ画素９Ｗを配置し、左下に
サブ画素９Ｇを配置し、右下にサブ画素９Ｂを配置している。１つの画素Ｐix2に属する
４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗは、この例では、同じ電源線ＰＬに接続されてい
る。また、この例では、領域４２Ａ内の１つの画素Ｐix2に属する４つのサブ画素９Ｒ，
９Ｇ，９Ｂ，９Ｗは、互いに異なる走査線ＷＳＬＡＲ，ＷＳＬＡＧ，ＷＳＬＡＢ，ＷＳＬ
ＡＷにそれぞれ接続され、領域４２Ｂ内の１つの画素Ｐix2に属する４つのサブ画素９Ｒ
，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗは、互いに異なる走査線ＷＳＬＢＲ，ＷＳＬＢＧ，ＷＳＬＢＢ，ＷＳ
ＬＢＷにそれぞれ接続されている。また、１つの画素Ｐix2に属するサブ画素９Ｒとサブ
画素９Ｇは、同じデータ線ＤＴＬに接続され、同様に、１つの画素Ｐix2に属するサブ画
素９Ｗとサブ画素９Ｂは、同じデータ線ＤＴＬに接続されている。
【０１４６】
　駆動部６０は、映像信号処理部５３から供給された映像信号Ｓdisp4、および制御部５
１から供給された制御信号ＣＴＬ２に基づいて、表示部７０を駆動するものである。駆動
部６０は、各セグメント領域ＲＤに対して、選択的に書込駆動を行うことができるととも
に、各サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗに対して、選択的に書込駆動を行うことができる
ようになっている。駆動部６０は、走査線駆動部６１Ａと、走査線駆動部６１Ｂと、電源
線駆動部６２と、データ線駆動部６３とを有している。
【０１４７】
　走査線駆動部６１Ａは、制御部５１から供給された制御信号ＣＴＬ２に従って、複数の
走査線ＷＳＬＡＲに対して走査信号ＷＳを順次印加することにより、領域４２Ａにおいて
サブ画素９Ｒを順次選択し、複数の走査線ＷＳＬＡＧに対して走査信号ＷＳを順次印加す
ることにより、領域４２Ａにおいてサブ画素９Ｇを順次選択し、複数の走査線ＷＳＬＡＢ
に対して走査信号ＷＳを順次印加することにより、領域４２Ａにおいてサブ画素９Ｂを順
次選択し、複数の走査線ＷＳＬＡＷに対して走査信号ＷＳを順次印加することにより、領
域４２Ａにおいてサブ画素９Ｗを順次選択するものである。走査線駆動部６１Ｂは、走査
線駆動部６１Ａと同様に、制御部５１から供給された制御信号ＣＴＬ２に従って、複数の
走査線ＷＳＬＢＲに対して走査信号ＷＳを順次印加することにより、領域４２Ｂにおいて
サブ画素９Ｒを順次選択し、複数の走査線ＷＳＬＢＧに対して走査信号ＷＳを順次印加す
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ることにより、領域４２Ｂにおいてサブ画素９Ｇを順次選択し、複数の走査線ＷＳＬＢＢ
に対して走査信号ＷＳを順次印加することにより、領域４２Ｂにおいてサブ画素９Ｂを順
次選択し、複数の走査線ＷＳＬＢＷに対して走査信号ＷＳを順次印加することにより、領
域４２Ｂにおいてサブ画素９Ｗを順次選択するものである。
【０１４８】
　電源線駆動部６２は、上記第１の実施の形態に係る電源線駆動部３２と同様に、制御部
５１から供給された制御信号ＣＴＬ２に従って、複数の電源線ＰＬに対して電源信号ＤＳ
を順次印加することにより、サブ画素９の発光動作および消光動作の制御を行うものであ
る。
【０１４９】
　データ線駆動部６３は、上記第１の実施の形態に係るデータ線駆動部３３と同様に、映
像信号処理部５３から供給された映像信号Ｓdisp4および制御部５１から供給された制御
信号ＣＴＬ２に従って信号Ｓigを生成し、各データ線ＤＴＬに印加するものである。
【０１５０】
　制御部５１は、映像信号Ｓdisp、静止レベルＬＳ、焼き付きレベルＬＢ、平均輝度レベ
ルＡＬＬ、温度情報Ｓtemp、外光情報Ｓｉ、およびモード情報Ｓmodeに基づいて、ＲＧＢ
Ｗ変換部５２、映像信号処理部５３、および駆動部６０を制御するものである。
【０１５１】
　具体的には、制御部５１は、上記第１の実施の形態に係る制御部１７と同様に、静止レ
ベルＬＳ、および映像信号Ｓdispに含まれる輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢに基づいて、表示
部４０のセグメント領域ＲＤごとに、書込駆動を行うか否かを制御する機能を有している
。その際、制御部５１は、書込駆動の対象となるセグメント領域ＲＤにおいて、サブ画素
９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗごとに、書込駆動を行うか否かを制御するようになっている。
【０１５２】
　図５０は、画素Ｐix2の各サブ画素９における動作を模式的に表すものであり、（Ａ）
はサブ画素９Ｒの動作を示し、（Ｂ）はサブ画素９Ｗの動作を示し、（Ｃ）はサブ画素９
Ｇの動作を示し、（Ｄ）はサブ画素９Ｂの動作を示す。
【０１５３】
　あるセグメント領域ＲＤの静止レベルＬＳが低い場合には、第１の実施の形態の場合と
同様に、そのセグメント領域ＲＤに属するサブ画素９は、各フレーム期間において、通常
動作Ａ１を行う。そして、サブ画素９は、静止レベルＬＳが高い値に変化するタイミング
ｔ９２の直前の１フレーム期間において、通常動作Ａ２を行う。
【０１５４】
　また、あるセグメント領域ＲＤの静止レベルＬＳが高い場合には、そのセグメント領域
ＲＤに属するサブ画素９は、間欠書込動作Ｃを行う。この間欠書込動作Ｃでは、サブ画素
９は、最初のフレーム期間において書込動作（停止前動作Ｃ１）を行い、その後、間欠的
に書込動作（リフレッシュ動作Ｃ３）を行う。ここで、停止前動作Ｃ１およびリフレッシ
ュ動作Ｃ３は、書込動作を行った後に、所定の発光デューティ比ＤＵＴＹで発光動作を行
うものである。その際、停止前動作Ｃ１およびリフレッシュ動作Ｃ３では、後述するよう
に、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗの輝度の比率を順次変更し、あるいは、ユーザが視
認できない範囲内で、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗの輝度を変更するようになってい
る。また、書込停止動作Ｃ２は、上記第１の実施の形態に係る書込停止動作Ｂ２と同様に
、書込動作を行わずに、停止前動作Ｃ１およびリフレッシュ動作Ｃ３と同等の発光デュー
ティ比ＤＵＴＹで発光動作を行うものである。
【０１５５】
　この例では、タイミングｔ９２～ｔ９３の期間において、４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，
９Ｂ，９Ｗは、書込動作（停止前動作Ｃ１）を行い、次のタイミングｔ９３～ｔ９４の期
間において、４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗは、書込停止動作Ｃ２を行う。また
、タイミングｔ９４～ｔ９５の期間において、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂは、書込動作（
リフレッシュ動作Ｃ３）を行うとともに、サブ画素９Ｗは書込停止動作Ｃ２を行い、次の
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タイミングｔ９５～ｔ９６の期間において、４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗは、
書込停止動作Ｃ２を行う。タイミングｔ９６～ｔ９７の期間において、サブ画素９Ｗは、
書込動作（リフレッシュ動作Ｃ３）を行うとともに、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂは書込停
止動作Ｃ２を行い、次のタイミングｔ９７～ｔ９８の期間において、４つのサブ画素９Ｒ
，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗは、書込停止動作Ｃ２を行う。そして、タイミングｔ９８～ｔ９９の
期間において、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂは、書込動作（リフレッシュ動作Ｃ３）を行う
とともに、サブ画素９Ｗは書込停止動作Ｃ２を行う。

                                                                                
【０１５６】
　なお、この例では、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂが同時にリフレッシュ動作Ｃ３を行い、
サブ画素９Ｗが、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂとは別のフレーム期間においてリフレッシュ
動作Ｃ３を行うようにしたが、これに限定されるものではない。また、この例では、書込
停止フレーム数ＮＦを“１”や“３”にしたが、これに限定されるものではない。
【０１５７】
　このように、制御部５１は、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗごとに、書込駆動を行う
か否かを制御するようになっている。
【０１５８】
　また、制御部５１は、後述するように、間欠書込動作Ｃを行う際に、ＲＧＢＷ変換部５
２に対して、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗの輝度の比率を順次変更するよう指示する
。さらに、制御部５１は、後述するように、間欠書込動作Ｃを行う際に、映像信号処理部
５３に対して、ユーザが視認できない範囲内で、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗの輝度
を変更するように指示する機能をも有している。
【０１５９】
　また、制御部５１は、書込停止フレーム数ＮＦ、焼き付きレベルＬＢ、温度情報Ｓtemp
、および外光情報Ｓｉに基づいて、ゲインＧを設定し、映像信号処理部５３に対して、そ
のゲインＧに基づいて輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２（後述）を補正するよう
に指示する機能をも有している。
【０１６０】
　図５１は、書込停止フレーム数ＮＦおよび焼き付きレベルＬＢと、ゲインＧとの関係を
表すものである。制御部５１は、この例では、書込停止フレーム数ＮＦが所定数よりも小
さい場合にはゲインＧを“１”に設定し、書込停止フレーム数ＮＦがその所定数よりも大
きい場合には、書込停止フレーム数ＮＦが大きいほどゲインＧを小さくする。すなわち、
書込停止フレーム数ＮＦが大きいほど、静止レベルＬＳが高く、焼き付きが生じやすいた
め、制御部５１は、ゲインＧを小さい値に設定する。また、制御部５１は、この例では、
焼き付きレベルＬＢが高いほど、より小さい書込停止フレーム数ＮＦにおいてゲインＧが
変化し始めるようにするとともに、その変化の度合いを大きくする。すなわち、焼き付き
レベルＬＢが高いほど、焼き付きが生じやすいため、制御部５１は、ゲインＧを小さい値
に設定する。これにより、表示装置２では、同じ画像を繰り返し表示することにより焼き
付きが生じるおそれを低減することができるようになっている。
【０１６１】
　図５２は、平均輝度レベルＡＬＬとゲインＧとの関係を表すものである。制御部５１は
、この例では、平均輝度レベルＡＬＬが所定レベルよりも低い場合にはゲインＧを“１”
に設定し、平均輝度レベルＡＬＬがその所定レベルよりも高い場合には、平均輝度レベル
ＡＬＬが大きいほどゲインＧを小さくする。すなわち、平均輝度レベルＡＬＬが高い画像
は、ユーザの目に負担がかかるおそれがある。よって、制御部５１は、平均輝度レベルＡ
ＬＬが高い場合には、ゲインＧを小さくして、１フレーム期間あたりの輝度の平均値を下
げるように動作する。これにより、表示装置２では、ユーザの目の負担を低減することが
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できるようになっている。
【０１６２】
　図５３は、温度情報Ｓtempが示すパネル温度とゲインＧとの関係を表すものである。制
御部５１は、この例では、パネル温度が所定温度よりも低い場合にはゲインＧを“１”に
設定し、パネル温度がその所定温度よりも高い場合には、パネル温度が高いほどゲインＧ
を小さくする。これにより、表示装置２では、パネル温度の上昇を抑制することができる
ようになっている。
【０１６３】
　図５４は、外光情報Ｓｉが示す外光照度とゲインＧとの関係を表すものである。制御部
５１は、この例では、外光照度が高いほど、ゲインＧを大きくする。すなわち、外光照度
が高い場合には、ユーザは表示画像を視認しにくくなるおそれがある。よって、制御部５
１は、外光照度が高い場合には、ゲインＧを大きくして、１フレーム期間あたりの輝度の
平均値を高める。これにより、表示装置２では、明るい環境では高輝度で表示を行うこと
により視認性を高めることができ、暗い環境では低輝度で表示を行うことにより消費電力
を低減することができるようになっている。
【０１６４】
　また、制御部５１は、第１の実施の形態に係る制御部１７と同様に、動作モード情報Ｓ
modeに基づいて、表示装置２の動作を設定する機能をも有している。
【０１６５】
　ＲＧＢＷ変換部５２は、映像信号Ｓdispに含まれる輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢ、および
制御部５１からの指示に基づいて、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２を生成し、
映像信号Ｓdisp3として出力するものである。その際、ＲＧＢＷ変換部５２は、以下に示
すように、間欠書込動作Ｃを行う際に、リフレッシュ動作Ｃ３の度に、輝度情報ＩＲ２，
ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２の比率を順次変更するようになっている。
【０１６６】
　図５５は、ＲＧＢＷ変換部５２の動作を表すものである。この例では、白色を表示する
画素Ｐix2における輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２を示している。ＲＧＢＷ変
換部５２は、図５５に示したように、この例ではリフレッシュ動作Ｃ３の度に輝度情報Ｉ
Ｒ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２の比率を順次変更する。すなわち、一般に、輝度情報ＩＲ
，ＩＧ，ＩＢに基づいて輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２を生成する際、輝度情
報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２の値の組み合わせに自由度がある。具体的には、例え
ば、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２の値を低めにするとともに輝度情報ＩＷ２の値を高
めにすることができ、また反対に、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２の値を高めにすると
ともに輝度情報ＩＷ２の値を低めにすることもできる。よって、ＲＧＢＷ変換部５２は、
間欠書込動作Ｃにおいて、リフレッシュ動作Ｃ３の度に輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２
，ＩＷ２の比率を変更する。その際、４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗにおける輝
度の時間平均値が等しくなるように、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２の比率を
変更するのが望ましい。または、これに代えて、ランダムに比率を変更してもよい。これ
により、表示装置２では、例えば、４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗのうちの一部
のみが高輝度で発光し続けるおそれを低減することができ、４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，
９Ｂ，９Ｗのうちの一部に偏って焼き付きが生じるおそれを低減するようになっている。
【０１６７】
　なお、この例では、リフレッシュ動作Ｃ３の度に輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，Ｉ
Ｗ２の比率を変更したが、これに限定されるものではなく、複数回のリフレッシュ動作Ｃ
３に１回の割合で輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２の比率を変更してもよい。ま
た、映像信号ＳdispはＲＧＢ信号としたが、映像信号ＳdispがＹＵＶ信号やＨＳＶ信号な
どの場合には、一旦ＲＧＢ信号に変換した後に、このＲＧＢ信号に基づいてＲＧＢＷ変換
部５２が変換処理をするのが望ましい。
【０１６８】
　映像信号処理部５３は、制御部５１からの指示に基づいて、映像信号Ｓdisp3に対して
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所定の映像信号処理を行い、その処理結果を映像信号Ｓdisp4として出力するものである
。具体的には、映像信号処理部５３は、制御部５１からの指示（ゲインＧ）に基づいて、
輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２を変更する機能を有している。
【０１６９】
　また、映像信号処理部５３は、以下に示すように、間欠書込動作Ｃを行う際に、ユーザ
が視認できない範囲内で、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２を変更する機能をも
有している。
【０１７０】
　図５６は、映像信号処理部５３の動作を表すものである。この例では、映像信号処理部
５３は、青色（Ｂ）の輝度情報ＩＢ２を低くするとともに、白色（Ｗ）の輝度情報ＩＷ２
を高くすることにより、画素Ｐix2の輝度がほぼ一定になるように輝度情報ＩＲ２，ＩＧ
２，ＩＢ２，ＩＷ２の値を変更している。すなわち、一般に、人間の視覚特性は、輝度の
変化に対しては敏感だが、色の変化に対してはやや鈍感であり、特に青色に対する視感度
が低い。よって、映像信号処理部５３は、この例では、ユーザが視認できない範囲内で青
色（Ｂ）の輝度情報ＩＢ２を低くし、輝度の変化が生じないように、白色（Ｗ）の輝度情
報ＩＷ２を高くしている。これにより、表示装置２では、画質が低下するおそれを低減し
つつ、消費電力を低減することができるようになっている。
【０１７１】
　また、映像信号処理部５３は、後述するように、制御部５１からの指示に基づいて、書
込停止動作Ｃ２におけるサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂのリークによる輝度変化を、サブ画素
９Ｗの輝度で補正する機能をも有している。
【０１７２】
　なお、この例では、映像信号処理部５３が、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２
を補正したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、データ線駆動部
３３のＤＡＣ３４のリファレンス電圧を変更することにより画素電圧Ｖsigを補正しても
よい。
【０１７３】
　映像信号処理部５３は、このような映像信号処理のほか、画質を高めるための処理を行
うようにしてもよい。画質を高めるための処理としては、例えば、コントラストを高める
処理が挙げられる。
【０１７４】
［動作および作用］
　続いて、本実施の形態の表示装置２の動作および作用について説明する。
【０１７５】
（詳細動作）
　図５７は、駆動部６０の駆動動作のタイミング図を表すものであり、（Ａ），（Ｂ）は
サブ画素９Ｒに対する駆動動作を示し、（Ｃ），（Ｄ）はサブ画素９Ｗに対する駆動動作
を示し、（Ｅ），（Ｆ）はサブ画素９Ｇに対する駆動動作を示し、（Ｇ），（Ｈ）はサブ
画素９Ｂに対する駆動動作を示す。この図５７において、（Ａ），（Ｃ），（Ｅ），（Ｇ
）は走査信号ＷＳの波形を示し、（Ｂ），（Ｄ），（Ｆ），（Ｈ）は信号Ｓigの波形を示
す。
【０１７６】
　まず、タイミングｔ７１～ｔ７２の期間において、駆動部６０は、サブ画素９Ｒに対し
てリフレッシュ動作Ｃ３を開始させるとともに、サブ画素９Ｗに対して書込停止動作Ｃ２
を開始させる（図５７（Ａ）～（Ｄ））。次に、タイミングｔ７２～ｔ７３の期間におい
て、駆動部６０は、サブ画素９Ｇ，９Ｂに対してリフレッシュ動作Ｃ３を開始させる（図
５７（Ｅ）～（Ｈ））。すなわち、この例では、図４９に示したように、４つのサブ画素
９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗのうち、サブ画素９Ｒ，９Ｗは互いに異なるデータ線ＤＴＬに接
続され、サブ画素９Ｇ，９Ｂは互いに異なるデータ線ＤＴＬに接続されているため、駆動
部６０はサブ画素９Ｒ，９Ｗを同時に駆動するとともに、サブ画素９Ｇ，９Ｂを同時に駆
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動する。
【０１７７】
　その後、タイミングｔ７４～ｔ７５の期間において、駆動部６０は、サブ画素９Ｒ，９
Ｗに対して書込停止動作Ｃ２を開始させる（図５７（Ａ）～（Ｄ））。次に、タイミング
ｔ７５～ｔ７６の期間において、駆動部６０は、サブ画素９Ｇ，９Ｂに対して書込停止動
作Ｃ２を開始させる（図５７（Ｅ）～（Ｈ））。
【０１７８】
　その後、タイミングｔ７７～ｔ７８の期間において、駆動部６０は、サブ画素９Ｒに対
して書込停止動作Ｃ２を開始させるとともに、サブ画素９Ｗに対してリフレッシュ動作Ｃ
３を開始させる（図５７（Ａ）～（Ｄ））。次に、タイミングｔ７８～ｔ７９の期間にお
いて、駆動部６０は、サブ画素９Ｇ，９Ｂに対して書込停止動作Ｃ２を開始させる（図５
７（Ｅ）～（Ｈ））。
【０１７９】
　その後、タイミングｔ８０～ｔ８１の期間において、駆動部６０は、サブ画素９Ｒ，９
Ｗに対して書込停止動作Ｃ２を開始させる（図５７（Ａ）～（Ｄ））。次に、タイミング
ｔ８１～ｔ８２の期間において、駆動部６０は、サブ画素９Ｇ，９Ｂに対して書込停止動
作Ｃ２を開始させる（図５７（Ｅ）～（Ｈ））。
【０１８０】
（映像信号処理部５３の動作）
　映像信号処理部５３は、書込停止動作Ｃ２におけるサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂのリーク
による輝度変化を、サブ画素９Ｗの輝度で補正する。以下に、この動作について、詳細に
説明する。
【０１８１】
　図５８は、駆動部６０の駆動動作のタイミング図を表すものであり、（Ａ）はサブ画素
９Ｒ，９Ｇ，９Ｂに供給する信号Ｓigの波形を示し、（Ｂ）はサブ画素９Ｗに供給する信
号Ｓigの波形を示し、（Ｃ）は（Ａ），（Ｂ）に示した信号Ｓigが供給された４つのサブ
画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗの合計の輝度を示す。ここで、タイミングｔ１１１～ｔ１１
２の期間、タイミングｔ１１２～ｔ１１３の期間、タイミングｔ１１３～ｔ１１４の期間
、タイミングｔ１１４～ｔ１１５の期間、およびタイミングｔ１１５～ｔ１１６の期間の
時間長は、１フレーム期間の時間Ｔと同じである。
【０１８２】
　まず、タイミングｔ１１１～ｔ１１２の期間において、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９
Ｗは停止前動作Ｃ１を行う。すなわち、駆動部６０は、画素電圧Ｖsigをサブ画素９Ｒ，
９Ｇ，９Ｂ，９Ｗに対してそれぞれ書き込み（図５８（Ａ），（Ｂ））、サブ画素９Ｒ，
９Ｇ，９Ｂ，９Ｗは、それぞれ、発光デューティ比ＤＵＴＹに応じた期間に、その画素電
圧Ｖsigに応じた輝度でそれぞれ発光する。これにより、４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９
Ｂ，９Ｗからなる画素Ｐix2は、図５８（Ｃ）に示したように発光する。
【０１８３】
　次に、タイミングｔ１１２～ｔ１１３の期間において、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂは書
込停止動作Ｃ２を行い、サブ画素９Ｗはリフレッシュ動作Ｃ３を行う。すなわち、駆動部
６０は、画素電圧Ｖsigをサブ画素９Ｗのみに対して書き込む（図５８（Ｂ））。その際
、映像信号処理部５３は、輝度情報ＩＷ２の値を少し高い値に補正し、駆動部６０は、こ
の補正した輝度情報ＩＷ２に基づいて画素電圧Ｖsigを生成して、サブ画素９Ｗに対して
書き込む。そして、サブ画素９Ｗは、発光デューティ比ＤＵＴＹに応じた期間に、その画
素電圧Ｖsigに応じた輝度で発光し、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂは、それぞれ、発光デュ
ーティ比ＤＵＴＹに応じた期間に、タイミングｔ１１１～ｔ１１２の期間において書き込
まれた画素電圧Ｖsigに応じた輝度で発光する。
【０１８４】
　次に、タイミングｔ１１３～ｔ１１４の期間において、同様に、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，
９Ｂは書込停止動作Ｃ２を行い、サブ画素９Ｗはリフレッシュ動作Ｃ３を行う。その際、
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映像信号処理部５３は、輝度情報ＩＷ２の値をさらに少し高い値に補正する。タイミング
ｔ１１４～ｔ１１５の期間、およびタイミングｔ１１５～ｔ１１６の期間でも同様である
。
【０１８５】
　このように、表示装置２では、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂが書込停止動作Ｃ２を行う場
合において、輝度情報ＩＷ２の値を少しずつ高い値に補正したので、画質が低下するおそ
れを低減することができる。すなわち、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂの輝度は、書込停止動
作Ｃ２の際、例えば容量素子Ｃｓなどのリークにより低下するおそれがある。よって、映
像信号処理部５３は、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂが書込停止動作Ｃ２を行う際、輝度情報
ＩＷ２の値を少しずつ高い値に補正する。これにより、表示装置２では、サブ画素９Ｒ，
９Ｇ，９Ｂのリークによる輝度変化を、サブ画素９Ｗの輝度で補正することができ、画質
の低下を抑えることができる。
【０１８６】
　この例では、映像信号処理部５３は、各フレーム期間において、輝度情報ＩＷ２を補正
したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、図５９に示したように
、複数（この例では２つ）のフレーム期間に１回の割合で、輝度情報ＩＷ２を補正するよ
うにしてもよい。
【０１８７】
（消費電力について）
　このように、表示装置２では、表示部７０に４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗを
設け、各サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗに対して、選択的に書込駆動を行うようにした
ので、消費電力を低減することができる。さらに、表示装置２では、間欠書込動作Ｃを行
う際に、ユーザが視認できない範囲内で、サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗの輝度を変更
するようにしたので、画質が低下するおそれを低減しつつ、消費電力を低減することがで
きる。
【０１８８】
　また、このようにして削減した消費電力を利用して、映像信号処理部５３は、画質を高
めるための処理を行うようにしてもよい。画質を高めるための処理としては、例えば、コ
ントラストを高める処理が挙げられる。この映像信号処理では、フレーム画像内の、輝度
情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２の値が高い部分において、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２
，ＩＢ２，ＩＷ２の値をさらに高くする。これにより、例えば、夜空に星がまたたくよう
な画像を表示する際には、星をより明るく表示することができ、また、コインなどの金属
を表示する場合には、その金属の光沢を表現できるようになる。
【０１８９】
　図６０は、画質を高めるための処理を行う場合における表示装置２の消費電力を模式的
に表すものである。このように、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２の値をさらに
高くするような処理をした場合には、特性Ｗ１に示したように、このような処理を行わな
い場合（消費電力ＰＣ１）よりも、消費電力が大きくなってしまう。しかしながら、表示
装置２では、書込停止フレーム数ＮＦを増やすことにより、消費電力を低減することがで
き、実質的には、消費電力Ｐ１とほぼ同等の消費電力で、画質を高めるための処理を行う
ことができる。
【０１９０】
［効果］
　以上のように本実施の形態では、各サブ画素に対して、選択的に書込駆動を行うように
したので、消費電力を低減することができる。
【０１９１】
　本実施の形態では、間欠書込動作を行う際に、ユーザが視認できない範囲内で、輝度情
報を変更するようにしたので、画質が低下するおそれを低減しつつ、消費電力を低減する
ことができる。
【０１９２】



(38) JP 6330215 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

　その他の効果は、上記第１の実施の形態の場合と同様である。
【０１９３】
［変形例２－１］
　上記実施の形態では、画素Ｐix2内の４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗを、互い
に異なる走査線に接続したが、これに限定されるものではない。これに代えて、例えば、
図６１に示す表示部７０Ａのように、サブ画素９Ｒ，９Ｗを同じ走査線に接続し、サブ画
素９Ｇ，９Ｂを同じ走査線に接続してもよい。この例では、領域４２Ａ内の１つの画素Ｐ
ix2において、サブ画素９Ｒ，９Ｗを走査線ＷＳＬＡＲＷに接続し、サブ画素９Ｇ，９Ｂ
を走査線ＷＳＬＡＧＢに接続している。また、同様に、領域４２Ｂ内の１つの画素Ｐix2
において、サブ画素９Ｒ，９Ｗを走査線ＷＳＬＢＲＷに接続し、サブ画素９Ｇ，９Ｂを走
査線ＷＳＬＢＧＢに接続している。
【０１９４】
［変形例２－２］
　上記実施の形態では、４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗを、画素Ｐix2において
２行２列で配置したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、図６２
，６３に示すように、４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗを、所定の方向に並設して
もよい。図６２に示す表示部７０Ｂでは、領域４２Ａ内の１つの画素Ｐix2に属する４つ
のサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗを、互いに異なる走査線ＷＳＬＡＲ，ＷＳＬＡＧ，Ｗ
ＳＬＡＢ，ＷＳＬＡＷにそれぞれ接続し、領域４２Ｂ内の１つの画素Ｐix2に属する４つ
のサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗを、互いに異なる走査線ＷＳＬＢＲ，ＷＳＬＢＧ，Ｗ
ＳＬＢＢ，ＷＳＬＢＷにそれぞれ接続している。また、図６３に示す表示部７０Ｃでは、
領域４２Ａ内の１つの画素Ｐix2に属する３つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂを走査線ＷＳ
ＬＡＲＧＢに接続し、サブ画素９Ｗを走査線ＷＳＬＡＷに接続している。また、領域４２
Ｂ内の１つの画素Ｐix2に属する３つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂを走査線ＷＳＬＢＲＧ
Ｂに接続し、サブ画素９Ｗを走査線ＷＳＬＢＷに接続している。
【０１９５】
［変形例２－３］
　上記実施の形態では、白色（Ｗ）のサブ画素９Ｗを設けたが、これに限定されるもので
はなく、これに代えて、例えば黄色など、他の色のサブ画素を設けてもよい。
【０１９６】
［変形例２－４］
　上記実施の形態では、４つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，９Ｗを設けたが、これに限定
されるものではなく、これに代えて、例えば、図６４に示す表示部７０Ｄのように、３つ
のサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂを設けてもよい。この例では、領域４２Ａ内の１つの画素Ｐ
ix3に属する３つのサブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂを、互いに異なる走査線ＷＳＬＡＲ，ＷＳ
ＬＡＧ，ＷＳＬＡＢにそれぞれ接続し、領域４２Ｂ内の１つの画素Ｐix3に属する３つの
サブ画素９Ｒ，９Ｇ，９Ｂを、互いに異なる走査線ＷＳＬＢＲ，ＷＳＬＢＧ，ＷＳＬＢＢ
にそれぞれ接続している。
【０１９７】
［その他の変形例］
　上記第２の実施の形態に係る表示装置２に、上記第１の実施の形態の各変形例を適用し
てもよい。
【０１９８】
＜３．適用例＞
　次に、上述した実施の形態で説明した表示装置の適用例について説明する。上記実施の
形態の表示装置は、テレビジョン装置、電子ブック、スマートフォン、デジタルカメラ、
ノート型パーソナルコンピュータ、ビデオカメラ、ヘッドマウントディスプレイなど、外
部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として
表示するあらゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが可能である。
【０１９９】
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　上記実施の形態の表示装置は、例えば、図６５に示したようなモジュールとして、後述
する各適用例に係る電子機器に組み込むようにしてもよい。このモジュールは、例えば、
基板９１０上に、表示部９２０と、駆動回路９３０Ａ，９３０Ｂとが形成されたものであ
る。基板９１０の一辺に配置された領域９４０には、駆動回路９３０と外部機器とを接続
するための外部接続端子（図示せず）が形成されている。この例では、外部接続端子には
、信号の入出力のためのフレキシブルプリント配線基板（ＦＰＣ；Flexible Printed Cir
cuit）９５０が接続されている。表示部９２０は、表示部４０などを含んで構成されるも
のであり、駆動回路９３０Ａは、駆動部３０などの全部または一部を含んで構成されるも
のである。
【０２００】
（適用例１）
   図６６は、テレビジョン装置の外観を表すものである。このテレビジョン装置は、本
体部１１０および表示部１２０を有しており、表示部１２０が、上記の表示装置により構
成されている。
【０２０１】
（適用例２）
   図６７は、スマートフォンの外観を表すものである。このスマートフォンは、例えば
、本体部３１０および表示部３２０を有しており、表示部３２０が上記の表示装置により
構成されている。
【０２０２】
　このように、上述した実施の形態で説明した表示装置は、様々な電子機器に適用するこ
とができる。本技術により、電子機器に表示される画像の画質が低下するおそれを低減し
つつ、消費電力を低減することができる。特に、携帯型の電子機器では、消費電力の低減
により、バッテリ駆動時間を長くすることができる。
【０２０３】
　以上、いくつかの実施の形態および変形例、ならびに電子機器への適用例を挙げて本技
術を説明したが、本技術はこれらの実施の形態等には限定されず、種々の変形が可能であ
る。
【０２０４】
　例えば、上記の各実施の形態では、各サブ画素９に１つの容量素子Ｃｓを設けたが、こ
れに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、図６８に示すサブ画素７のように
、容量素子Ｃsubを設けてもよい。容量素子Ｃsubは、一端が発光素子４９のアノードに接
続され、他端が発光素子４９のカソードに接続されている。すなわち、サブ画素７は、２
つのトランジスタ（書込トランジスタＷＳＴｒ、駆動トランジスタＤＲＴｒ）および２つ
の容量素子Ｃｓ，Ｃsubを用いて構成される、いわゆる「２Ｔｒ２Ｃ」の構成を有するも
のである。
【０２０５】
　なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、ま
た他の効果があってもよい。
【０２０６】
　なお、本技術は以下のような構成とすることができる。
【０２０７】
（１）複数の単位画素を有する表示部と、
　各単位画素に対して、第１の駆動、第２の駆動、および第３の駆動をこの順に行う駆動
部と
　を備え、
　前記第１の駆動および前記第２の駆動は、それぞれ、初期化駆動、画素電圧の書込駆動
、およびその書込駆動により書き込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部
は、前記第１の駆動と前記第２の駆動との間で互いに異なり、
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　前記第３の駆動は、前記第２の駆動における書込駆動により書き込まれた画素電圧に基
づく発光駆動を含む
　表示装置。
【０２０８】
（２）前記第２の駆動において初期化駆動を行う期間は、前記第１の駆動において初期化
駆動を行う期間よりも短い
　前記（１）に記載の表示装置。
【０２０９】
（３）前記駆動部は、
　前記第１の駆動において、書込駆動の直後に発光駆動を行い、
　前記第２の駆動において、書込駆動の後、所定の時間を経過した後に発光駆動を行う
　前記（１）または（２）に記載の表示装置。
【０２１０】
（４）前記単位画素は、
　表示素子と、
　ドレインと、ゲートと、前記表示素子に接続されたソースとを有する第１のトランジス
タと、
　オン状態になることにより前駆第１のトランジスタのゲート電圧を設定する第２のトラ
ンジスタと、
　前記ゲートと前記ソースとの間に挿設された容量素子と
　を有する
　前記（１）から（３）のいずれかに記載の表示装置。
【０２１１】
（５）前記駆動部は、
　前記第１の駆動および前記第２の駆動における初期化駆動において、前記第２のトラン
ジスタをオン状態にしつつ前記第１のトランジスタのドレインに第１の電圧を印加し、
　前記第３の駆動は、発光駆動の前に、前記第２のトランジスタをオフ状態にしつつ前記
第１のトランジスタのドレインに前記第１の電圧を印加する発光準備駆動を含む
　前記（４）に記載の表示装置。
【０２１２】
（６）前記駆動部は、
　前記第１の駆動における発光駆動において、前記第２のトランジスタをオフ状態にしつ
つ前記第１のトランジスタのドレインに第２の電圧を印加し、
　前記第２の駆動および第３の駆動における発光駆動において、前記第２のトランジスタ
をオフ状態にしつつ、前記第１のトランジスタのドレインに、前記第２の電圧よりも低い
第３の電圧を印加する
　前記（４）または（５）に記載の表示装置。
【０２１３】
（７）前記第２の駆動において発光駆動を行う期間は、前記第１の駆動において発光駆動
を行う期間よりも長く、
　前記第２の駆動における前記画素電圧が示す輝度レベルは、前記第１の駆動における前
記画素電圧が示す輝度レベルよりも低い
　前記（１）から（６）のいずれかに記載の表示装置。
【０２１４】
（８）前記第３の駆動において発光駆動を行う期間は、前記第１の駆動において発光駆動
を行う期間よりも長く、
　前記第３の駆動における前記画素電圧が示す輝度レベルは、前記第１の駆動における前
記画素電圧が示す輝度レベルよりも低い
　前記（１）から（７）のいずれかに記載の表示装置。
【０２１５】
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（９）前記駆動部は、前記第２の駆動および前記第３の駆動のそれぞれにおいて、発光駆
動を複数回行う
　前記（１）から（８）のいずれかに記載の表示装置。
【０２１６】
（１０）外光照度、温度、表示画像の平均輝度レベルのうちの少なくとも１つを検出する
検出部をさらに有し、
　前記駆動部は、前記第３の駆動において、前記検出部における検出結果に基づいて、発
光駆動を行う期間の長さを決定する
　前記（１）から（９）のいずれかに記載の表示装置。
【０２１７】
（１１）前記駆動部は、前記第２の駆動の後に、所定回数の前記第３の駆動と、第４の駆
動とを交互に繰り返し行い、
　前記第４の駆動は、初期化駆動、画素電圧の書込駆動、およびその書込駆動により書き
込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記第１の駆動と前記第４の駆動とは、前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発
光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部が互いに異なる
　前記（１）から（１０）のいずれかに記載の表示装置。
【０２１８】
（１２）前記表示部の表示領域は、複数のセグメント領域に区分され、
　前記駆動部は、各セグメント領域における動き量に基づいて、そのセグメント領域に属
する単位画素についての前記所定回数を決定する
　前記（１１）に記載の表示装置。
【０２１９】
（１３）前記駆動部は、前記表示部の全表示領域における動き量に基づいて、前記表示部
の表示領域を、その動き量に応じた数の複数のセグメント領域に区分し、これらの複数の
セグメント領域に対して巡回的に前記第４の駆動を行う
　前記（１１）に記載の表示装置。
【０２２０】
（１４）前記駆動部は、前記所定回数および前記画素電圧に応じて、前記第３の駆動にお
ける発光駆動を行う期間の長さ、および前記第４の駆動における発光駆動を行う期間の長
さを決定する
　前記（１１）から（１３）のいずれかに記載の表示装置。
【０２２１】
（１５）前記駆動部は、前記第４の駆動を１または複数回繰り返す度に、前記第４の駆動
における画素電圧を徐々に小さくする
　前記（１１）から（１４）のいずれかに記載の表示装置。
【０２２２】
（１６）前記駆動部は、前記表示部に表示されるコンテンツに基づいて、各単位画素につ
いての前記所定回数を決定する
　前記（１１）から（１５）のいずれかに記載の表示装置。
【０２２３】
（１７）ユーザの視線を検出する視線検出部をさらに備え、
　前記駆動部は、前記視線検出部の検出結果に基づいて、各単位画素についての前記所定
回数を決定する
　前記（１１）から（１６）のいずれかに記載の表示装置。
【０２２４】
（１８）前記駆動部は、前記第４の駆動を１または複数回繰り返す度に、前記表示部にお
ける画像表示領域の位置を変更する
　前記（１１）から（１７）のいずれかに記載の表示装置。
【０２２５】
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（１９）前記表示部は、複数の表示画素と、走査信号を伝える複数の走査線とを有し、
　各表示画素は、前記複数の単位画素のうち、互いに異なる走査線に接続された２以上の
単位画素を含む
　前記（１）に記載の表示装置。
【０２２６】
（２０）前記２以上の単位画素は、互いに異なる基本色光を発する３つの基本色画素を含
む
　前記（１９）に記載の表示装置。
【０２２７】
（２１）前記駆動部は、前記第２の駆動において、前記基本色光のうちの視感度が低い基
本色光を発する基本色画素に供給する画素電圧を低くする
　前記（２０）に記載の表示装置。
【０２２８】
（２２）前記２以上の単位画素は、前記基本色光以外の色光を発する非基本色画素をさら
に含む
　前記（２０）または（２１）に記載の表示装置。
【０２２９】
（２３）前記駆動部は、前記第２の駆動の後に、所定回数の前記第３の駆動と、第４の駆
動とを交互に行い、
　前記第４の駆動は、初期化駆動、画素電圧の書込駆動、およびその書込駆動により書き
込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記第１の駆動と前記第４の駆動とは、前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発
光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部が互いに異なる
　前記（２２）に記載の表示装置。
【０２３０】
（２４）前記駆動部は、前記第４の駆動を１または複数回繰り返す度に、前記基本色画素
および前記非基本色画素に供給する画素電圧をそれぞれ変更する
　前記（２３）に記載の表示装置。
【０２３１】
（２５）非基本色画素についての前記所定回数は、基本色画素についての前記所定回数よ
りも小さい
　前記（２３）または（２４）に記載の表示装置。
【０２３２】
（２６）前記駆動部は、前記第４の駆動を１または複数回繰り返す度に、前記非基本色画
素に供給する画素電圧を順次高くする
　前記（２５）に記載の表示装置。
【０２３３】
（２７）外光照度、温度、表示画像の平均輝度レベルのうちの少なくとも１つを検出する
検出部をさらに有し、
　前記駆動部は、前記第４の駆動において、前記検出部における検出結果に基づいて画素
電圧を変更する
　前記（２３）から（２６）のいずれかに記載の表示装置。
【０２３４】
（２８）前記駆動部は、前記第４の駆動において、前記所定回数および前記画素電圧に応
じて、画素電圧を変更する
　前記（２３）から（２７）のいずれかに記載の表示装置。
【０２３５】
（２９）複数の単位画素のそれぞれに対して、第１の駆動、第２の駆動、および第３の駆
動をこの順に行い、
　前記第１の駆動および前記第２の駆動は、それぞれ、初期化駆動、画素電圧の書込駆動
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、およびその書込駆動により書き込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部
は、前記第１の駆動と前記第２の駆動との間で互いに異なり、
　前記第３の駆動は、前記第２の駆動における書込駆動により書き込まれた画素電圧に基
づく発光駆動を含む
　駆動方法。
【０２３６】
（３０）表示装置と
　前記表示装置に対して動作制御を行う制御部と
　を備え、
　前記表示装置は、
　複数の単位画素を有する表示部と、
　各単位画素に対して、第１の駆動、第２の駆動、および第３の駆動をこの順に行う駆動
部と
　を有し、
　前記第１の駆動および前記第２の駆動は、それぞれ、初期化駆動、画素電圧の書込駆動
、およびその書込駆動により書き込まれた画素電圧に基づく発光駆動を含み、
　前記初期化駆動、前記書込駆動、および前記発光駆動にわたる一連の駆動のうちの一部
は、前記第１の駆動と前記第２の駆動との間で互いに異なり、
　前記第３の駆動は、前記第２の駆動における書込駆動により書き込まれた画素電圧に基
づく発光駆動を含む
　電子機器。
【符号の説明】
【０２３７】
　１，１Ｄ～１Ｍ，２…表示装置、７，８，８Ｒ，８Ｇ，８Ｂ，９，９Ｒ，９Ｇ，９Ｂ，
９Ｗ…サブ画素、１４…温度検出部、１５…外光検出部、１６…視線検出部、１７，１７
Ｄ，１７Ｅ，１７Ｈ，５１…制御部、１８，５３…映像信号処理部、２０，２０Ｊ…検出
部、２１…ノイズフィルタ、２２，２２Ｄ，２２Ｅ…静止レベル算出部、２３…メモリ、
２４…焼き付きレベル検出部、２５…平均輝度レベル検出部、３０，３０Ａ，３０Ｂ，３
０Ｃ，３０Ｍ，６０…駆動部、３１Ａ，３１Ｂ，３５Ａ～３５Ｃ，３６，６１Ａ，６１Ｂ
…走査線駆動部、３２，６２…電源線駆動部、３３，６３…データ線駆動部、３４，６４
…ＤＡＣ、３７Ａ，３７Ｂ…制御線駆動部、３８…電源制御線駆動部、４０，４０Ａ，４
０Ｂ，４０Ｃ，４０Ｍ，７０，７０Ａ～７０Ｄ…表示部、４２Ａ，４２Ｂ，４３Ａ～４３
Ｃ…領域、４９…発光素子、５２…ＲＧＢＷ変換部、１００，１１０…表示システム、Ａ
，Ａ１，Ａ２…通常動作、ＡＬＬ…平均輝度レベル、ＡＺ…制御信号、ＡＺＬＡ，ＡＺＬ
Ｂ…制御線、ＡＺＴｒ…制御トランジスタ、Ｂ，Ｃ…間欠書込動作、Ｂ１，Ｃ１…停止前
動作、Ｂ２，Ｃ２…書込停止動作、Ｂ３，Ｃ３…リフレッシュ動作、Ｃｓ…容量素子、Ｃ
ＴＬ，ＣＬＴ２…制御信号、ＤＲＴｒ…駆動トランジスタ、ＤＳ…電源信号、ＤＳＴｒ…
電源トランジスタ、ＤＳ２…電源制御信号、ＤＴＬ…データ線、ＤＵＴＹ…発光デューテ
ィ比、ＦＲ…フレームレート、Ｇ…ゲイン、ＩＲ，ＩＧ，ＩＢ，ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２
，ＩＷ２…輝度情報、ＬＢ…焼き付きレベル、ＬＳ…静止レベル、ＮＦ…書込停止フレー
ム数、Ｐix，Ｐix2，Ｐix3…画素、ＰＬ…電源線、Ｐ１…初期化期間、Ｐ２…Ｖth補正期
間、Ｐ３…書込・μ補正期間、Ｐ４…発光期間、Ｐ５…書込期間、Ｐ６…μ補正期間、Ｒ
Ｄ，ＲＤ１～ＲＤ３…セグメント領域、Ｒ１１，Ｒ１２，Ｒ２１～Ｒ２３，Ｒ３１，Ｒ３
２…領域、Ｓ…表示領域、Ｓｃ…コンテンツ情報、Ｓdisp，Ｓdisp2，Ｓdisp3，Ｓdisp4
…映像信号、Ｓeye…視線情報、Ｓｉ…外光情報、Ｓig…信号、Ｓmode…動作モード信号
、Ｓtemp…温度情報、Ｖcath，Ｖccp，Ｖext，Ｖinit，Ｖofs…電圧、Ｖsig…画素電圧、
ＷＳ…走査信号、ＷＳＬ，ＷＳＬＡ～ＷＳＬＣ，ＷＳＬＡＲ，ＷＳＬＡＧ，ＷＳＬＡＢ，
ＷＳＬＷ，ＷＳＬＢＲ，ＷＳＬＢＧ，ＷＳＬＢＢ，ＷＳＬＢＷ…走査線、ＷＳＴｒ…書込
トランジスタ。
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