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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　行方向と列方向に沿って複数の基本画素ユニットが配置されることにより構成される画
素アレイであって、
　各基本画素ユニットは、１つの第１サブ画素群、１つの第２サブ画素群、及び２つの第
３サブ画素群を含み、
　上記第１サブ画素群は、行方向或いは列方向における距離が第１所定値より小さい２つ
の隣り合う第１類サブ画素から構成され、当該２つの隣り合う第１類サブ画素のそれぞれ
が第１色を有し、
　上記第２サブ画素群は、行方向或いは列方向における距離が第１所定値より小さい２つ
の隣り合う第２類サブ画素から構成され、当該２つの隣り合う第２類サブ画素のそれぞれ
が第２色を有し、
　上記第３サブ画素群は、行方向或いは列方向における距離が第１所定値より小さい２つ
の隣り合う第３類サブ画素から構成され、当該２つの隣り合う第３類サブ画素のそれぞれ
が第３色を有し、
　上記基本画素ユニットは、
　上から、２つの隣り合う第３サブ画素群から構成された第１行と、
　１つの第１サブ画素群と１つの第２サブ画素群から構成された第２行とを含み、
　上記第１行は、２つの隣り合う第３サブ画素群の１つ目が上記第１行の第１列に位置し
、２つの隣り合う第３サブ画素群の２つ目が上記第１行の第２列に位置し、
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　上記第２行は、その第１サブ画素群が上記第２行の第１列に位置し、第２サブ画素群が
上記第２行の第２列に位置し、
　上記第１行と上記第２行はずれて、ずれた距離が第３類サブ画素の幅以下であり、
　上記２つの第３サブ画素群がお互いに行方向において揃って、上記第１サブ画素群と上
記第２サブ画素群が行方向において揃って、上記２つの第３サブ画素群の1つ目の第３サ
ブ画素群が第１サブ画素群との列方向における間隔が０以上である
　ことを特徴とする、画素アレイ。
【請求項２】
　上記第１行の２つの第３サブ画素群の間の距離は、第１類サブ画素の幅以下であり、
　上記第２行の第１サブ画素群と第２サブ画素群との間の距離は、第３類サブ画素の幅以
下である
　ことを特徴とする請求項１に記載の画素アレイ。
【請求項３】
　複数の上記基本画素ユニットを行方向と列方向に沿って揃えるように配列することによ
り構成される
　ことを特徴とする請求項２に記載の画素アレイ。
【請求項４】
　行方向において隣り合う２つの基本画素ユニットの２つの対応する第３サブ画素群の間
の間隔は、第１類サブ画素、第２類サブ画素及び第３類サブ画素の幅の和以下である
　ことを特徴とする請求項３に記載の画素アレイ。
【請求項５】
　列方向において隣り合う２つの基本画素ユニットの２つの対応する第３サブ画素群の間
の間隔は、第１類サブ画素、第２類サブ画素のいずれかの高さ以上である
　ことを特徴とする請求項４に記載の画素アレイ。
【請求項６】
　行方向と列方向に沿って複数の基本画素ユニットが配置されることにより構成される画
素アレイであって、
　各基本画素ユニットは、１つの第１サブ画素群、１つの第２サブ画素群、及び２つの第
３サブ画素群を含み、
　上記第１サブ画素群は、行方向或いは列方向における距離が第１所定値より小さい２つ
の隣り合う第１類サブ画素から構成され、当該２つの隣り合う第１類サブ画素のそれぞれ
が第１色を有し、
　上記第２サブ画素群は、行方向或いは列方向における距離が第１所定値より小さい２つ
の隣り合う第２類サブ画素から構成され、当該２つの隣り合う第２類サブ画素のそれぞれ
が第２色を有し、
　上記第３サブ画素群は、行方向或いは列方向における距離が第１所定値より小さい２つ
の隣り合う第３類サブ画素から構成され、当該２つの隣り合う第３類サブ画素のそれぞれ
が第３色を有し、
　上記基本画素ユニットは、１つの第１サブ画素群、１つの第３サブ画素群、１つの第２
サブ画素群、１つの第３サブ画素群を左から右の順に配置することにより構成された一行
を含み、
　第１類サブ画素と第２類サブ画素との形および大きさが同じであり、第３類サブ画素の
高さが第１類サブ画素と第２類サブ画素との高さより大きく、第３類サブ画素の幅が第１
類サブ画素と第２類サブ画素との幅より小さい
　ことを特徴とする、画素アレイ。
【請求項７】
　行方向における隣り合うサブ画素群の間の間隔は、０以上である
　ことを特徴とする請求項６に記載の画素アレイ。
【請求項８】
　行方向における隣り合う基本画素ユニットを揃えるように配列し、かつ列方向における
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隣り合う基本画素ユニットの幅の半分にずれさせる
　ことを特徴とする請求項７に記載の画素アレイ。
【請求項９】
　行方向における隣り合う２つの基本画素ユニットの２つの対応する第３サブ画素群の間
の間隔は、第１類サブ画素、第２類サブ画素及び第３類サブ画素の幅の和以上である
　ことを特徴とする請求項８に記載の画素アレイ。
【請求項１０】
　列方向において揃う２つのサブ画素群の間の間隔は、０以上である
　ことを特徴とする請求項９に記載の画素アレイ。
【請求項１１】
　上記第１所定値は、１０μｍである
　ことを特徴とする請求項１～１０の何れか１項に記載の画素アレイ。
【請求項１２】
　上記第１サブ画素群を構成する２つの第１類サブ画素は、列方向において揃い、
　上記第２サブ画素群を構成する２つの第２類サブ画素は、列方向において揃い、
　上記第３サブ画素群を構成する２つの第３類サブ画素は、列方向において揃う
　ことを特徴とする請求項１～１０の何れか１項に記載の画素アレイ。
【請求項１３】
　上記第１類サブ画素、上記第２類サブ画素、上記第３類サブ画素の形状は、長方形、円
形、菱形、或いは正六角形の何れか１種類である
　ことを特徴とする請求項１～１０の何れか１項に記載の画素アレイ。
【請求項１４】
　第１色、第２色、及び第３色は、それぞれ青、赤、緑である
　ことを特徴とする請求項１～１０の何れか１項に記載の画素アレイ。
【請求項１５】
　請求項１～１４の何れか１項に記載の画素アレイを有する画素領域、及び非画素領域を
備える基板と、
　第１電極、有機薄層、及び第２電極を含む有機発光ダイオードと、
　有機発光ダイオードを駆動するドライバーとを備え、
　上記ドライバーは、
　表示装置に表示するカラー画像を示す画像信号を入力するための入力ユニットと、
　上記表示装置の各第１類サブ画素、第２類サブ画素、及び第３類サブ画素の強度値を含
む強度分布図を生成するためのサブ画素ペインティングユニットと、
　上記強度分布図に基づいて生成された複数の電気信号を上記表示装置に出力するための
出力ユニットとを含む
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１６】
　上記ドライバーは、さらに、
　上記入力ユニットから上記カラー画像を受信するとともに、上記カラー画像の輝度分布
図を生成するための輝度マッピングユニットと、
　上記輝度マッピングユニットと上記サブ画素ペインティングユニットとの間に電気的に
接続され、上記輝度分布図を分析して上記カラー画像の少なくとも１つのパターンを推定
するとともに、各パターンに対して少なくとも１つの色サンプルを生成するためのパター
ン推定ユニットと、を含み、
　上記輝度分布図は、各第１類サブ画素、第２類サブ画素、及び第３類サブ画素の輝度値
を含む
　ことを特徴とする請求項１５に記載の表示装置。
【請求項１７】
　上記ドライバーは、さらに、
　上記サブ画素ペインティングユニットと上記出力ユニットとの間に電気的に接続され、
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上記サブ画素ペインティングユニットから出力された強度分布図を受信してバッファリン
グするための輝度バッファを含む
　ことを特徴とする請求項１５又は１６に記載の表示装置。
【請求項１８】
　上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、
　上記ドットパターンに対応する上記色サンプルは、
　第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色サンプルの中心に位置する第１類サブ画素
と、
　第２輝度値を有し、行方向において上記第１類サブ画素と隣り合うように位置する第２
類サブ画素と、
　第３輝度値を有し、列方向において上記第１類サブ画素と隣り合うように位置する第３
類サブ画素と、を含む
　ことを特徴とする請求項１６に記載の表示装置。
【請求項１９】
　上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、
　上記ドットパターンに対応する上記色サンプルは、
　第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色サンプルの中心に位置する第１類サブ画素
と、
　第３輝度値を有し、行方向において上記第１類サブ画素と隣り合うように位置する第３
類サブ画素と、
　第２輝度値を有し、行方向において上記第２類サブ画素と隣り合うように位置する第２
類サブ画素と、を含む
　ことを特徴とする請求項１６に記載の表示装置。
【請求項２０】
　上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、
　上記ドットパターンに対応する上記色サンプルは、
　第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色サンプルの中心に位置する第１類サブ画素
と、
　第３輝度値を有し、列方向において上記第１類サブ画素と隣り合うように位置する第３
類サブ画素と、
　第２輝度値を有し、行方向において上記第２類サブ画素と隣り合うように位置する第２
類サブ画素と、を含む
　ことを特徴とする請求項１６に記載の表示装置。
【請求項２１】
　上記第１類サブ画素及び上記第３類サブ画素は、１つの画素点を構成する
　ことを特徴とする請求項１８～２０の何れか１項に記載の表示装置。
【請求項２２】
　画像を表示装置に表示するための方法であって、
　上記表示装置は、請求項１～１４の何れか１項に記載の画素アレイを含み、
　上記方法は、
　上記表示装置に表示するカラー画像を示す画像信号を入力するステップａ）と、
　上記表示装置の各第１類サブ画素、第２類サブ画素、第３類サブ画素の強度値を含む強
度分布図を生成するステップｂ）と、
　上記強度分布図に基づいて生成された複数の電気信号を上記表示装置に出力するステッ
プｃ）とを含む
　ことを特徴とする画像表示方法。
【請求項２３】
　ステップａ）の後、ステップｂ）の前に、さらに、
　上記カラー画像の、各第１類サブ画素、第２類サブ画素、第３類サブ画素の輝度値を含
む輝度分布図を生成するステップと、
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　上記輝度分布図を分析して上記カラー画像の少なくとも１つのパターンを推定するとと
もに、各パターンに対して上記強度分布図を生成するための少なくとも１つの色サンプル
を生成するステップとを含む
　ことを特徴とする請求項２２に記載の画像表示方法。
【請求項２４】
　ステップｂ）の後、ステップｃ）の前に、さらに、
　上記強度分布図を受信してバッファリングするステップを含む
　ことを特徴とする請求項２２又は２３に記載の画像表示方法。
【請求項２５】
　上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、
　上記ドットパターンに対応する上記色サンプルは、
　第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色サンプルの中心に位置する第１類サブ画素
と、
　第２輝度値を有し、行方向において上記第１類サブ画素と隣り合うように位置する第２
類サブ画素と、
　第３輝度値を有し、列方向において上記第１類サブ画素と隣り合うように位置する第３
類サブ画素と、を含む
　ことを特徴とする請求項２３に記載の画像表示方法。
【請求項２６】
　上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、
　上記ドットパターンに対応する上記色サンプルは、
　第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色サンプルの中心に位置する第１類サブ画素
と、
　第３輝度値を有し、行方向において上記第１類サブ画素の右に隣り合うように位置する
第３類サブ画素と、
　第２輝度値を有し、行方向において上記第２類サブ画素の右に隣り合うように位置する
第２類サブ画素と、を含む
　ことを特徴とする請求項２３に記載の画像表示方法。
【請求項２７】
　上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、
　上記ドットパターンに対応する上記色サンプルは、
　第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色サンプルの中心に位置する第１類サブ画素
と、
　第３輝度値を有し、列方向において上記第１類サブ画素と隣り合うように位置する第３
類サブ画素と、
　第２輝度値を有し、行方向において上記第２類サブ画素と隣り合うように位置する第２
類サブ画素と、を含む
　ことを特徴とする請求項２３に記載の画像表示方法。
【請求項２８】
　上記第１サブ画素及び上記第３サブ画素は、１つの画素点を構成する
　ことを特徴とする請求項２５～２７の何れか１項に記載の画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示技術分野に関し、特に、画素アレイ、当該画素アレイを備える表示装置
、及び表示装置に画像を表示する画像表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アクティブマトリクス有機発光素子（以下、ＡＭＯＬＥＤ（Ａｃｔｉｖｅ Ｍａｔｒｉ
ｃｓ Ｏｒｇａｎｉｃ Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ）と略称する）は、新世
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代の表示装置である。図１（ａ）～図１（ｅ）は、従来技術におけるＡＭＯＬＥＤ表示装
置の様々な画素アレイを模式的に示す図である。
【０００３】
　従来、ＡＭＯＬＥＤの画素アレイ設計は、ＰｅｎＴｉｌｅ技術に類似する配列方式を使
用している。しかしながら、ＰｅｎＴｉｌｅ或いは非典型的なＰｅｎＴｉｌｅの画素アレ
イ方式は、画面のエッジが粗くなってしまうことを招来する恐れがある。
【０００４】
　従来の画素アレイの画素ユニットは、赤、緑、青の３つのサブ画素からなるが、Ｐｅｎ
Ｔｉｌｅ画素アレイの単独な画素点（或いは画素ユニットと称する）は異なり、一種類が
赤緑で、もう一種類が青緑である。周知のように、三原色で全ての色を構成できるが、２
つの色では全ての色を構成できない。よって、実際に画像を表示する際に、ＰｅｎＴｉｌ
ｅの１つの画素ユニットは、隣の画素ユニットから他の色を「借用」して三原色を構成す
るしかない。行方向において、各画素ユニットと隣の画素ユニットは、自分の有しない色
に対応するサブ画素を共有することにより、両者がともに白を表示する効果を得る。図１
（ｂ）に示すように、各サブ画素行において隣り合う２つのサブ画素により１つの画素点
が構成され、画素を借用する際に、図１（ｂ）の破線に示されるように、最も近くにある
必要なサブ画素を借用することができる。
【０００５】
　現在、ＡＭＯＬＥＤを高解像度の製品に適用する技術は、あんまり進展せず、それは、
現在にメインとなるＡＭＯＬＥＤ蒸着技術がＦＭＭ（Ｆｉｎｅ Ｍｅｔａｌ Ｍａｓｋ）で
あり、正常の画素アレイ方式（帯状配列、ｓｔｒｉｐｅ）である場合に、ＦＭＭの蒸着精
度が２００ＰＰＩ（Ｐｉｘｅｌｓ Ｐｅｒ Ｉｎｃｈ）を超える製品であれば混色しやすい
問題が起こるからである（良品率が低い問題）。
【０００６】
　そこで、非典型的なＰｅｎＴｉｌｅ画素アレイ等のようなレンダリング（ｒｅｎｄｅｒ
ｉｎｇ）画素アレイ方式が現れ、サブ画素数を１／３節約でき、ＦＭＭの蒸着精度が不足
の問題を解決できる。但し、ＰｅｎＴｉｌｅ配列は、本当のＲＧＢサブ画素と異なり、サ
ブ画素の共用に起因して、画面の非連続的な箇所の境界がぼやけてしまうことがある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　従来技術に存在する問題に対して、本発明は、行方向と列方向に沿って複数の基本画素
ユニットが配置されることにより構成される画素アレイであって、各基本画素ユニットは
、１つの第１サブ画素群、１つの第２サブ画素群、及び２つの第３サブ画素群を含み、上
記第１サブ画素群は、行方向或いは列方向における距離が第１所定値より小さい２つの隣
り合う第１類サブ画素から構成され、当該２つの隣り合う第１類サブ画素のそれぞれが第
１色を有し、上記第２サブ画素群は、行方向或いは列方向における距離が第１所定値より
小さい２つの隣り合う第２類サブ画素から構成され、当該２つの隣り合う第２類サブ画素
のそれぞれが第２色を有し、上記第３サブ画素群は、行方向或いは列方向における距離が
第１所定値より小さい２つの隣り合う第３類サブ画素から構成され、当該２つの隣り合う
第３類サブ画素のそれぞれが第３色を有する。
【０００８】
　一実施例において、上記基本画素ユニットは、上から、２つの隣り合う第３サブ画素群
から構成された第１行と、１つの第１サブ画素群と１つの第２サブ画素群から構成された
第２行とを含み、上記第１行は、２つの隣り合う第３サブ画素群の1つ目が上記第１行の
第１列に位置し、２つの隣り合う第３サブ画素群の２つ目が上記第１行の第２列に位置し
、上記第２行は、その第１サブ画素群が上記第２行の第１列に位置し、第２サブ画素群が
上記第２行の第２列に位置し、上記第１行と上記第２行はずれて、ずれた距離が第３類サ
ブ画素の幅以下であり、上記２つの第３サブ画素群がお互いに行方向において揃って、上
記第１サブ画素群と上記第２サブ画素群が行方向において揃って、上記２つの第３サブ画
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素群の1つ目の第３サブ画素群が第１サブ画素群との列方向における間隔が０以上である
。
【０００９】
　一実施例において、上記第１行の２つの第３サブ画素群の間の距離は、第１類サブ画素
の幅以下であり、上記第２行の第１サブ画素群と第２サブ画素群との間の距離は、第３類
サブ画素の幅以下である。
【００１０】
　一実施例において、複数の上記基本画素ユニットを行方向と列方向に沿って揃えるよう
に配列することにより構成される。
【００１１】
　一実施例において、行方向において隣り合う２つの基本画素ユニットの２つの対応する
第３サブ画素群の間の間隔は、第１類サブ画素、第２類サブ画素及び第３類サブ画素の幅
の和以下である。
【００１２】
　一実施例において、列方向において隣り合う２つの基本画素ユニットの２つの対応する
第３サブ画素群の間の間隔は、第１サブ画素、第２サブ画素のいずれかの高さ以上である
。
【００１３】
　一実施例において、上記基本画素ユニットは、１つの第１サブ画素群、１つの第３サブ
画素群、１つの第２サブ画素群、１つの第３サブ画素群を左から右の順に配置することに
より構成された一行を含む。
【００１４】
　一実施例において、行方向における隣り合うサブ画素群の間の間隔は、０以上である。
　一実施例において、行方向における隣り合う基本画素ユニットを揃えるように配列し、
かつ列方向における隣り合う基本画素ユニットの幅の半分にずれさせる。
【００１５】
　一実施例において、行方向における隣り合う２つの基本画素ユニットの２つの対応する
第３サブ画素群の間の間隔は、第１類サブ画素、第２類サブ画素及び第３類サブ画素の幅
の和以上である。
【００１６】
　一実施例において、列方向において揃う２つのサブ画素群の間の間隔は、０以上である
。
【００１７】
　一実施例において、上記基本画素ユニットは、上から、１つの上記第１サブ画素群と１
つの上記第３サブ画素群を左から右の順に配置することにより構成された第１行と、もう
１つの上記第３サブ画素群と１つの上記第２サブ画素群を順に配置することにより構成さ
れた第２行とを含み、上記第１行は、その第１サブ画素群が上記第１行の第１列に位置し
、第３サブ画素群が上記第１行の第２列に位置し、上記第２行は、もう１つの第３サブ画
素群が上記第２行の第１列に位置し、第２サブ画素群が上記第２行の第２列に位置し、第
１行は、列方向において第２行と揃い、第１行の第１列は、行方向において第１行の第２
列と揃い、第２行の第１列は、行方向において第２行の第２列と揃う。
【００１８】
　一実施例において、基本画素ユニットの行方向又は列方向において隣り合う２つのサブ
画素群の間の間隔は、０以上である。
【００１９】
　一実施例において、隣り合う上記基本画素ユニットは、お互いに行方向又は列方向にお
いて揃う。
【００２０】
　一実施例において、行方向における隣り合う２つの基本画素ユニットの２つの対応する
第３サブ画素群の間の行間隔は、第３類サブ画素の幅以上である。
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【００２１】
　一実施例において、列方向における隣り合う２つの基本画素ユニットの２つの対応する
第３サブ画素群の間の間隔は、第１サブ画素、第３サブ画素のいずれかの高さ以上である
。
【００２２】
　一実施例において、上記第１所定値は、１０μｍである。
　一実施例において、上記第１サブ画素群を構成する２つの第１類サブ画素は、列方向に
おいて揃い、上記第２サブ画素群を構成する２つの第２類サブ画素は、列方向において揃
い、上記第３サブ画素群を構成する２つの第３類サブ画素は、列方向において揃う。
【００２３】
　一実施例において、上記第１類サブ画素、上記第２類サブ画素、上記第３類サブ画素の
形状は、長方形、円形、菱形、或いは正六角形の何れか１種類である。
【００２４】
　一実施例において、第１色、第２色、及び第３色は、それぞれ青、赤、緑である。
　一実施例において、上記画素アレイにおける各同じ色のサブ画素行は、走査ドライバー
により信号が提供され、上記画素アレイにおける各異なる色のサブ画素列は、データドラ
イバーにより信号が提供される。
【００２５】
　本発明のもう１つの方面によれば、表示装置を提供し、上記表示装置は、上記画素アレ
イを有する画素領域、及び非画素領域を備える基板を備え、各上記サブ画素は、第１電極
、有機薄層、及び第２電極を含む有機発光ダイオードと、有機発光ダイオードを駆動する
ドライバーとを含み、上記ドライバーは、上記表示装置に表示するカラー画像を示す画像
信号を入力するための入力ユニットと、上記表示装置の各第１類サブ画素、第２類サブ画
素、及び第３類サブ画素の強度値を含む強度分布図を生成するためのサブ画素ペインティ
ングユニットと、上記強度分布図に基づいて生成された複数の電気信号を上記表示装置に
出力するための出力ユニットとを含む。
【００２６】
　一実施例において、上記ドライバーは、さらに、上記入力ユニットから上記カラー画像
を受信するとともに、上記カラー画像の輝度分布図を生成するための輝度マッピングユニ
ットと、上記輝度マッピングユニットと上記サブ画素ペインティングユニットとの間に電
気的に接続され、上記輝度分布図を分析して上記カラー画像の少なくとも１つのパターン
を推定するとともに、各パターンに対して少なくとも１つの色サンプルを生成するための
パターン推定ユニットと、を含み、上記輝度分布図は、各第１類サブ画素、第２類サブ画
素、及び第３類サブ画素の輝度値を含む。
【００２７】
　一実施例において、上記ドライバーは、さらに、上記サブ画素ペインティングユニット
と上記出力ユニットとの間に電気的に接続され、上記サブ画素ペインティングユニットか
ら出力された強度分布図を受信してバッファリングするための輝度バッファを含む。
【００２８】
　一実施例において、上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、上記ド
ットパターンに対応する上記色サンプルは、第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色
サンプルの中心に位置する第１類サブ画素と、第２輝度値を有し、行方向において上記第
１類サブ画素と隣り合うように位置する第２類サブ画素と、第３輝度値を有し、列方向に
おいて上記第１類サブ画素と隣り合うように位置する第３類サブ画素と、を含む。
【００２９】
　一実施例において、上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、上記ド
ットパターンに対応する上記色サンプルは、第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色
サンプルの中心に位置する第１類サブ画素と、第３輝度値を有し、行方向において上記第
１類サブ画素と隣り合うように位置する第３類サブ画素と、第２輝度値を有し、行方向に
おいて上記第２類サブ画素と隣り合うように位置する第２類サブ画素と、を含む。
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【００３０】
　一実施例において、上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、上記ド
ットパターンに対応する上記色サンプルは、第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色
サンプルの中心に位置する第１類サブ画素と、第３輝度値を有し、行方向において上記第
１類サブ画素と隣り合うように位置する第３類サブ画素と、第２輝度値を有し、行方向に
おいて上記第２類サブ画素と隣り合うように位置する第２類サブ画素と、を含む。
【００３１】
　一実施例において、上記第１サブ画素及び上記第３サブ画素は、１つの画素点を構成す
る。
【００３２】
　本発明のもう1つの方面によれば、画像を表示装置に表示するための方法を提供し、上
記表示装置は、上記画素アレイを含み、上記方法は、上記表示装置に表示するカラー画像
を示す画像信号を入力するステップａ）と、上記表示装置の各第１類サブ画素、第２類サ
ブ画素、第３類サブ画素の強度値を含む強度分布図を生成するステップｂ）と、上記強度
分布図に基づいて生成された複数の電気信号を上記表示装置に出力するステップｃ）とを
含む。
【００３３】
　一実施例において、ステップａ）の後、ステップｂ）の前に、さらに、上記カラー画像
の、各第１類サブ画素、第２類サブ画素、第３類サブ画素の輝度値を含む輝度分布図を生
成するステップと、上記輝度分布図を分析して上記カラー画像の少なくとも１つのパター
ンを推定するとともに、各パターンに対して上記強度分布図を生成するための少なくとも
１つの色サンプルを生成するステップとを含む。
【００３４】
　一実施例において、ステップｂ）の後、ステップｃ）の前に、さらに、上記強度分布図
を受信してバッファリングするステップを含む。
【００３５】
　一実施例において、上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、上記ド
ットパターンに対応する上記色サンプルは、第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色
サンプルの中心に位置する第１類サブ画素と、第２輝度値を有し、行方向において上記第
１類サブ画素と隣り合うように位置する第２類サブ画素と、第３輝度値を有し、列方向に
おいて上記第１類サブ画素と隣り合うように位置する第３類サブ画素と、を含む。
【００３６】
　一実施例において、上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、上記ド
ットパターンに対応する上記色サンプルは、第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色
サンプルの中心に位置する第１類サブ画素と、第３輝度値を有し、行方向において上記第
１類サブ画素の右に隣り合うように位置する第３類サブ画素と、第２輝度値を有し、行方
向において上記第２類サブ画素の右に隣り合うように位置する第２類サブ画素と、を含む
。
【００３７】
　一実施例において、上記少なくとも１つのパターンは、ドットパターンを含み、上記ド
ットパターンに対応する上記色サンプルは、第１輝度値を有し、上記ドットパターンの色
サンプルの中心に位置する第１類サブ画素と、第３輝度値を有し、列方向において上記第
１類サブ画素と隣り合うように位置する第３類サブ画素と、第２輝度値を有し、行方向に
おいて上記第２類サブ画素と隣り合うように位置する第２類サブ画素と、を含む。
【００３８】
　一実施例において、上記第１サブ画素及び上記第３サブ画素は、１つの画素点を構成す
る。
【００３９】
　本発明の３つの主な実施例の三種類の画素アレイの基本設計原理は同様であり、隣り合
う２つの群（２つのサブ画素行）を１８０度の鏡像化することで、隣り合う画素が同色で
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１０μｍより小さくなって、蒸着問題及び混色問題を解決する。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１（ａ）】従来技術における各種の画素アレイを模式的に示す図である。
【図１（ｂ）】従来技術における各種の画素アレイを模式的に示す図である。
【図１（ｃ）】従来技術における各種の画素アレイを模式的に示す図である。
【図１（ｄ）】従来技術における各種の画素アレイを模式的に示す図である。
【図１（ｅ）】従来技術における各種の画素アレイを模式的に示す図である。
【図２】本発明の表示装置を模式的に示す図である。
【図３（ａ）】本発明の第１実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。
【図３（ｂ）】本発明の第２実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。
【図３（ｃ）】本発明の第３実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。
【図４（ａ）】本発明の第４実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。
【図４（ｂ）】本発明の第５実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。
【図４（ｃ）】本発明の第６実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。
【図５（ａ）】本発明の第７実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。
【図５（ｂ）】本発明の第８実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。
【図５（ｃ）】本発明の第９実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。
【図６】本発明に係るカラー画像を表示装置に表示するドライバーを示す図である。
【図７】本発明に係る画像を表示装置に表示するための方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、本発明の特徴及び長所を表す典型的な実施例を詳細に説明する。本発明は、異な
る実施例において様々に変化でき、その様々な変化が全て本発明の範囲を逸脱せず、かつ
、異なる実施例に対する説明及び図面が実質上説明するためのものであり、本発明の範囲
を制限するためのものではないと理解すべきである。
【００４２】
　本発明に係る実施例の画素アレイは、本発明に係る実施例の表示装置に適用されること
ができる。本発明に係る実施例の表示装置は、本発明に係る実施例の画素アレイを備える
。本発明に係る実施例の表示方法（或いはレンダリング方法と称する）は、本発明に係る
実施例の表示装置に適用されることができる。本発明の表示装置は、携帯電話の表示装置
であることが好ましく、携帯電話に用いるＡＭＯＬＥＤ表示装置であることがより好まし
い。
【００４３】
　図２は、本発明の表示装置を模式的に示す図である。表示装置は、ＯＬＥＤ表示装置２
０である。図２を参照し、ＯＬＥＤ表示装置２０は、少なくとも、表示ユニット２００、
走査ドライバー２２０、データドライバー２３０を含む。ＯＬＥＤ表示装置２０は、他の
装置及び／又は素子を含んでもよい。
【００４４】
　表示ユニット２００は、走査線（Ｓ１ないしＳｎ）、発光制御線（ＥＭ１ないしＥＭｎ
）、及びデータ線（Ｄ１ないしＤｍ）に接続する複数の画素点２１０を含む。また、１つ
の画素点２１０は、例えば、１つのＯＬＥＤを備え、且つ、異なる色の光を射出するため
の２つのサブ画素から構成され、例えば、赤と緑、赤と青、緑と青から構成される。
【００４５】
　表示ユニット２００は、外部から提供された第１電源２４０（ＥＬＶｄｄ）及び外部か
ら提供された第２電源２５０（ＥＬＶｓｓ）に基づいて、画像を表示することができる。
表示ユニット２００は、走査ドライバー２２０により生成された、走査線Ｓ１ないしＳｎ
と発光制御線ＥＭ１ないしＥＭｎのそれぞれに提供される走査信号と発光制御信号、及び
データドライバー２３０により生成されたデータ線Ｄ１ないしＤｍが提供するデータ信号
に対応する画像を表示できる。
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【００４６】
　走査ドライバー２２０は、走査信号と発光制御信号を生成することができる。走査ドラ
イバー２２０により生成された走査信号は、順に走査線（Ｓ１ないしＳｎ）に提供され、
発光制御信号は、順に各発光制御線（ＥＭ１ないしＥＭｎ）に提供される。走査信号と発
光制御信号は、順序に従わずに走査線Ｓ１ないしＳｎ及び発光制御線ＥＭ１ないしＥＭｎ
に提供されることもできる。他の実施例において、発光制御信号は、発光制御ドライバー
により生成されてもよい。
【００４７】
　データドライバー２３０は、例えばＲＧＢ信号のような入力信号を受信するとともに、
受信した入力信号に対応するデータ信号を生成することができる。データドライバー２３
０により生成されたデータ信号は、走査信号と同期するように、データ線（Ｄ１ないしＤ
ｍ）を介して画素点２１０に提供される。データ信号は、走査信号と同期しないようにデ
ータ線Ｄ１ないしＤｍに提供されていもよい。
【００４８】
　本発明に係る実施例の画素アレイは、実質上、２つのサブ画素が１つの画素点２１０を
表す。画素アレイは、図３（ａ）～図５（ｃ）を参照して、さらに詳細に示される。
【００４９】
　図３（ａ）は、本発明の第１実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。図３（
ａ）に示すように、画素アレイは、行と列方向に沿って複数の基本画素ユニット３０が繰
り返されることにより構成される。各基本画素ユニット３０は、１つの第１サブ画素群３
１、１つの第２サブ画素群３２、及び２つの第３サブ画素群３３を含む。
【００５０】
　第１サブ画素群３１は、２つの第１類サブ画素Ｐ１から構成される。２つの第１類サブ
画素Ｐ１は、第１色を有する。２つの第１類サブ画素Ｐ１が行方向或いは列方向における
距離は、第１所定値より小さい。具体的には、第１サブ画素群３１を構成する２つの隣り
合う第１類サブ画素Ｐ１の外周輪郭線の間の距離が第１所定値より小さい。第１サブ画素
群３１を構成する２つの第１類サブ画素Ｐ１が列方向において揃っていることが好ましい
。
【００５１】
　第２サブ画素群３２は、２つの第２類サブ画素Ｐ２から構成される。２つの第２類サブ
画素Ｐ２は、第２色を有する。２つの第２類サブ画素Ｐ２が行方向或いは列方向における
距離は第１所定値より小さい。具体的には、第２サブ画素群３２を構成する２つの隣り合
う第２類サブ画素Ｐ２の外周輪郭線の間の距離が第１所定値より小さい。第２サブ画素群
３２を構成する２つの第２類サブ画素Ｐ２が列方向において揃っていることが好ましい。
【００５２】
　各第３サブ画素群３３は、２つの第３類サブ画素Ｐ３から構成される。２つの第３類サ
ブ画素Ｐ３は、第３色を有する。２つの第３類サブ画素Ｐ３が行方向或いは列方向におけ
る距離は第１所定値より小さい。具体的には、第３サブ画素群３３を構成する２つの隣り
合う第３類サブ画素Ｐ３の外周輪郭線の間の距離が第１所定値より小さい。第３サブ画素
群３３を構成する２つの第３類サブ画素Ｐ３が列方向において揃っていることが好ましい
。
【００５３】
　なお、本実施例において、第１所定値は、１０μｍであり、現在のプロセス精度であれ
ば、同色の間の距離が５６μｍで、異なる色の間の距離が２６μｍである。第１色、第２
色、第３色は、それぞれ青、赤、緑のいずれか一種である。
【００５４】
　基本画素ユニット３０は、上から、２つの上記第３サブ画素群３３が左から右に構成さ
れる第１行と、１つの第１サブ画素群３１と１つの第２サブ画素群３２が左から右の順に
構成される第２行とを含み、左から１つ目の第３サブ画素群３３が基本画素ユニット３０
の第１列に位置し、左から２つ目の第３サブ画素群３３が基本画素ユニット３０の第３列
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に位置し、第１サブ画素群３１が基本画素ユニット３０の第２列に位置し、第２サブ画素
群３２が基本画素ユニット３０の第４列に位置する。なお、列方向において、第１行と第
２行とがずれて、図示において、ずれた距離が１つのサブ画素の行方向における幅より大
きいが、実際に、ずれた距離が１つのサブ画素の行方向における幅より小さい。第１列は
、行方向において第３列と揃っている。第２列は、行方向において第４列と揃っている。
第２列と第４列は、行方向において第１列と第３列とずれて、ずれた距離が２つのサブ画
素の列における高さより大きい。具体的には、上記行及び列は、サブ画素群を単位とする
。
【００５５】
　行方向において隣り合う２つの第３サブ画素群３３の間、及び行方向において隣り合う
１つの第１サブ画素群３１と１つの第２サブ画素群３２との間の距離は、１つのサブ画素
の幅以下であることが好ましい。
【００５６】
　基本画素ユニット３０が行方向と列方向に沿って揃えるように配列されることで、画素
アレイを構成することが好ましい。画素アレイの行方向において隣り合う２つの基本画素
ユニット３０は、それぞれの対応位置にある２つのサブ画素群の間の行間隔が３つのサブ
画素の幅以下であることが好ましい。画素アレイの列方向において隣り合う２つの基本画
素ユニット３０は、それぞれの対応位置にある２つのサブ画素群の間の列間隔が２つのサ
ブ画素の高さ以上である。
【００５７】
　より具体的には、第１行の左から２つ目の第３サブ画素群３３における第２行に近い第
３類サブ画素Ｐ３と、第２行の左から１つ目の第１サブ画素群３１における第１行に近い
第１類サブ画素Ｐ１とが第１画素点３４を構成する。第１行の左から３つ目の第３サブ画
素群３３における第２行に近い第３類サブ画素Ｐ３と、第２行の左から１つ目の第２サブ
画素群３２における第１行に近い第２類サブ画素Ｐ２とが第２画素点３５を構成し、これ
によって類推する。また、第１行の左から１つ目の第３サブ画素群３３における第２行に
近い第３類サブ画素Ｐ３と、第２行の左から１つ目の第１サブ画素群３１における第１行
に近い第１類サブ画素Ｐ１とが第１画素点を構成してもよい。第１行の左から２つ目の第
３サブ画素群３３における第２行に近い第３類サブ画素Ｐ３と、第２行の左から１つ目の
第２サブ画素群３２における第１行に近い第２類サブ画素Ｐ２が第２画素点を構成しても
よく、これによって類推する。上記画素点は、図２に示した画素点２１０に相当する。三
原色により全ての色を構成できることに対して、二色では全ての色を構成できないため、
実際に画像を表示する際に、１つの画素点は、隣の画素ユニットから他の色を「借用」し
て三原色を構成する。行に沿って走査し、かつ上から走査する場合、第１画素点３４は、
第２類サブ画素が足りないため、行方向上の隣の第２画素点３５における第２類サブ画素
Ｐ２を借用することができる。よって、各画素点は、行方向において隣り合う画素点と自
分の有しない色のサブ画素を共有し、ともに白を表示する効果を奏する。
【００５８】
　図３（ｂ）は、本発明の第２実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。図３（
ｂ）に示すように、画素アレイは、行と列方向に沿って複数の基本画素ユニット３０’が
繰り返されることにより構成される。各基本画素ユニット３０’は、１つの第１サブ画素
群３１’、１つの第２サブ画素群３２’、及び２つの第３サブ画素群３３’を含む。
【００５９】
　第１サブ画素群３１’は、２つの青サブ画素Ｂから構成され、２つの青サブ画素Ｂが行
方向或いは列方向における距離は第１所定値より小さい。具体的には、第１サブ画素群３
１’を構成する２つの隣り合う青サブ画素Ｂ２１ｉとＢ２１ｊの外周輪郭線の間の距離が
第１所定値より小さい。第１サブ画素群３１’を構成する２つの青サブ画素Ｂが列方向に
おいて揃っていることが好ましい。
【００６０】
　第２サブ画素群３２’は、２つの赤サブ画素Ｒから構成され、２つの赤サブ画素Ｒが行
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方向或いは列方向における距離は第１所定値より小さい。具体的には、第２サブ画素群３
２’を構成する２つの隣り合う赤サブ画素Ｒ２２ｉとＲ２２ｊの外周輪郭線の間の距離が
第１所定値より小さい。第２サブ画素群３２’を構成する２つの赤サブ画素Ｒが列方向に
おいて揃っていることが好ましい。
【００６１】
　各第３サブ画素群３３’は、２つの緑サブ画素Ｇから構成され、２つの緑サブ画素Ｇが
行方向或いは列方向における距離は第１所定値より小さい。具体的には、第３サブ画素群
３３’を構成する２つの隣り合う緑サブ画素Ｇ１１ｉとＧ１１ｊの外周輪郭線の間の距離
が第１所定値より小さい。第３サブ画素群３３’を構成する２つの緑サブ画素Ｇが列方向
において揃っていることが好ましい。
【００６２】
　なお、本実施例において、第１所定値は、１０μｍであり、現在のプロセス精度であれ
ば、同色の間の距離が５６μｍで、異なる色の間の距離が２６μｍである。
【００６３】
　なお、青サブ画素Ｂは、第１色を有する第１類サブ画素として第１サブ画素群３１’を
構成し、赤サブ画素Ｒは、第２色を有する第２類サブ画素として第２サブ画素群３２’を
構成し、緑サブ画素Ｇは、第３色を有する第３類サブ画素として第３サブ画素群３３’を
構成する。図３（ｂ）に示した画素アレイと図３（ａ）に示した画素アレイは、配列方式
が同様で、ここでは詳細に説明しない。
【００６４】
　より具体的には、第１行の左から２つ目の第３サブ画素群３３’における第２行に近い
緑サブ画素Ｇ１２ｊと、第２行の左から１つ目の第１サブ画素群３１’における第１行に
近い青サブ画素Ｂ２１ｉとが第１画素点３４’を構成する。第１行の左から３つ目の第３
サブ画素群３３’における第２行に近い緑サブ画素Ｇ１３ｊと、第２行の左から１つ目の
第２サブ画素群３２’における第１行に近い赤サブ画素Ｒ２２ｉとが第２画素点３５’を
構成する。また、青サブ画素Ｂ２１ｊ及び赤サブ画素Ｒ２２ｊは、それぞれその下の行の
右に隣り合う緑サブ画素Ｇと画素点を構成し、これによって類推する。上記画素点は、図
２に示した画素点２１０に相当する。三原色により全ての色を構成できることに対して、
二色では全ての色を構成できないため、実際に画像を表示する際に、１つの画素点は、隣
の画素ユニットから他の色を「借用」して三原色を構成する。列に沿って走査し、かつ左
から走査する場合、第１画素点３４’は、赤サブ画素が足りないため、行方向上の隣の第
２画素点３５’における赤サブ画素Ｒ２２ｉを借用することができる。よって、各画素点
は、行方向において隣り合う画素点と自分の有しない色のサブ画素を共有し、ともに白を
表示する効果を奏する。
【００６５】
　図３（ｂ）において、各画素点における２つのサブ画素が形成する直線と行方向となす
角度は、例えば４５度である。行方向において隣り合う２つの画素点におけるサブ画素が
構成する直線は、互いに平行である。列方向において隣り合う２つの画素点におけるサブ
画素が構成する直線は、互いに列である。この場合、各サブ画素群は、列方向において、
その上の一行のサブ画素群と下の一行のサブ画素群との中点に位置する。ここで、上記行
は、サブ画素群を単位とする。
【００６６】
　図３（ｂ）に示す実施例において、各サブ画素の形状は何れも長方形であり、且つ各サ
ブ画素の大きさも同じである。しかし、本発明において、各サブ画素の形状及び大きさは
、これに限定されない。例えば、各上記サブ画素の形状は、円形、長方形、菱形の他に、
正六角形等の形状であってもよい。緑サブ画素Ｇの面積は、青サブ画素Ｂの面積の７５％
～８５％であることが好ましい。これは、緑サブ画素は、特性上、他のサブ画素と同じ大
きさを有しなくても、同じ作用を発揮できるからである。
【００６７】
　図３（ｃ）は、本発明の第３実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。図３（
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ｃ）に示した実施例と図３（ｂ）に示した実施例の区別は、青サブ画素、赤サブ画素、及
び緑サブ画素の形状が菱形であることにある。
【００６８】
　図４（ａ）は、本発明の第４実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。図４（
ａ）に示すように、画素アレイは、行と列方向に沿って複数の基本画素ユニット４０が繰
り返されることにより構成される。各基本画素ユニット４０は、１つの第１サブ画素群４
１、１つの第２サブ画素群４２、及び２つの第３サブ画素群４３を含む。図３（ａ）に示
した実施例と同じように、２つの隣り合う、列方向における距離が第１所定値より小さく
、かつ第１色を有する第１類サブ画素Ｐ１が第１サブ画素群４１を構成し、２つの隣り合
う、列方向における距離が第１所定値より小さく、かつ第２色を有する第２類サブ画素Ｐ
２が第２サブ画素群４２を構成し、２つの隣り合う、列方向における距離が第１所定値よ
り小さく、かつ第３色を有する第３類サブ画素Ｐ３が第３サブ画素群４３を構成する。な
お、第１所定値は、本実施例において、１０μｍであり、現在のプロセス精度であれば、
同色の間の距離が５６μｍで、異なる色の間の距離が２６μｍである。
【００６９】
　図３（ａ）に示した実施例の相違点として、基本画素ユニット４０は、１つの第１サブ
画素群４１、１つの第３サブ画素群４３、１つの第２サブ画素群４２、及び１つの第３サ
ブ画素群４３を左から右の順に配置するように構成された１行を含む。なお、行方向にお
いて、各画素群の間の行間隔は、０以上である。具体的には、上記行は、サブ画素群を単
位とする。
【００７０】
　具体的には、基本画素ユニット４０は、行方向において揃って配列される。基本画素ユ
ニット４０は、列方向にずれて配列され、ずれた距離は基本画素ユニット４０の幅である
。なお、１つの基本画素ユニット４０の第１サブ画素群４１と列方向において隣り合う基
本画素ユニットの第２サブ画素群４２とが列方向において揃っている。
【００７１】
　画素アレイの行方向において隣り合う２つの基本画素ユニット４０は、それぞれの対応
位置にある２つのサブ画素群の間の行間隔が３つのサブ画素の幅以上であることが好まし
い。画素アレイの列方向において揃う２つのサブ画素群の間の列間隔が０以上である。
【００７２】
　より具体的には、第１行の左から１つ目の第１サブ画素群４１における上の方の第１類
サブ画素Ｐ１と、第１行の左から１つ目の第３サブ画素群４３における上の方の第３類サ
ブ画素Ｐ３とが１つの第１画素点４４を構成する。第１行の左から１つ目の第２サブ画素
群４２における上の方の第２類サブ画素Ｐ２と、第１行の左から２つ目の第３サブ画素群
４３における上の方の第３類サブ画素Ｐ３とが１つの第２画素点４５を構成する。また、
第１行の左から１つ目の第１サブ画素群４１における下の方の第１類サブ画素Ｐ１と、第
１行の左から１つ目の第２サブ画素群４２における下の方の第２類サブ画素Ｐ２とがそれ
ぞれ両者の右に隣り合う第３サブ画素群４３における下の方の第３類サブ画素Ｐ３とが画
素点を構成し、これによって類推する。上記画素点は、図２に示した画素点２１０に相当
する。三原色により全ての色を構成できることに対して、二色では全ての色を構成できな
いため、実際に画像を表示する際に、１つの画素点は、隣の画素ユニットから他の色を「
借用」して三原色を構成する。列に沿って走査し、かつ左から右に走査する場合、第１画
素点４４は、第２類サブ画素が足りないため、行方向上の隣の第２画素点４５における第
２類サブ画素Ｐ２を借用することができる。よって、各画素点は、行方向において隣り合
う画素点と自分の有しない色のサブ画素を共有し、ともに白を表示する効果を奏する。
【００７３】
　図４（ｂ）は、本発明の第５実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。図４（
ｂ）に示すように、画素アレイは、行と列方向に沿って複数の基本画素ユニット４０が繰
り返されることにより構成される。各基本画素ユニット４０’は、１つの第１サブ画素群
４１’、１つの第２サブ画素群４２’、及び２つの第３サブ画素群４３’を含む。図３（
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ｂ）に示した実施例と同じように、２つの隣り合い、かつ列方向における距離が第１所定
値より小さい青サブ画素Ｂが第１サブ画素群４１’を構成し、２つの隣り合い、且つ列方
向における距離が第１所定値より小さい赤サブ画素Ｒが第２サブ画素群４２’を構成し、
２つの隣り合い、且つ列方向における距離が第１所定値より小さい緑サブ画素Ｇが第３サ
ブ画素群４３’を構成する。なお、第１所定値は、本実施例において、１０μｍであり、
現在のプロセス精度であれば、同色の間の距離が５６μｍで、異なる色の間の距離が２６
μｍである。
【００７４】
　図３（ｂ）に示した実施例との相違点は、画素アレイの配列方式である。なお、青サブ
画素は、第１色を有する第１類サブ画素として第１サブ画素群４１’を構成し、赤サブ画
素は、第２色を有する第２類サブ画素として第２サブ画素群４２’を構成し、緑サブ画素
は、第３色を有する第３類サブ画素として第３サブ画素群４３’を構成する。図４（ｂ）
に示した画素アレイと図４（ａ）に示した画素アレイは、配列方式が同様であり、ここで
、詳細に説明しない。
【００７５】
　より具体的には、第１行の左から１つ目の第１サブ画素群４１’における上の方の青サ
ブ画素Ｂ１１ｉと、第１行の左から１つ目の第３サブ画素群４３’における上の方の緑サ
ブ画素Ｇ１２ｉとが１つの第１画素点４４’を構成する。第１行の左から１つ目の第２サ
ブ画素群４２’における上の方の赤サブ画素Ｒ１３ｉと、第１行の左から２つ目の第３サ
ブ画素群４３’における上の方の緑サブ画素Ｇ１４ｉとが１つの第２画素点４５’を構成
する。また、第１行の左から１つ目の第１サブ画素群４１’における下の方の青サブ画素
Ｂ１１ｊと、第１行の左から１つ目の第２サブ画素群４２’における下の方の赤サブ画素
Ｒ１３ｊがそれぞれ両者の右に隣り合う第３サブ画素群４３’における下の方の緑サブ画
素Ｇ１２ｊ、Ｇ１４ｊと画素点を構成し、これによって類推する。上記画素点は、図２に
示した画素点２１０に相当する。三原色により全ての色を構成できることに対して、二色
では全ての色を構成できないため、実際に画像を表示する際に、１つの画素点は、隣の画
素ユニットから他の色を「借用」して三原色を構成する。列に沿って走査し、かつ左から
右に走査する場合、第１画素点４４’は、赤サブ画素が足りないため、行方向上の隣の第
２画素点４５’における赤サブ画素Ｒ１３ｉを借用することができる。よって、各画素点
は、行方向において隣り合う画素点と自分の有しない色のサブ画素を共有し、ともに白を
表示する効果を奏する。
【００７６】
　図４（ｂ）において、各画素点における２つのサブ画素が形成する直線と行方向となす
角度は例えば０度である。行方向において隣り合う２つの画素点におけるサブ画素が同一
の直線に位置する。列方向において隣り合う２つの画素点におけるサブ画素が構成する直
線は平行である。
【００７７】
　図４（ｂ）に示した実施例において、各サブ画素の形状は何れも長方形である。なお、
青サブ画素Ｂと赤サブ画素Ｒの大きさは同じであり、緑サブ画素Ｇの高さは、青サブ画素
Ｂ及び赤サブ画素Ｒの高さより大きく、緑サブ画素Ｇの幅は、青サブ画素Ｂ及び赤サブ画
素Ｒの幅より小さい。具体的には、緑サブ画素Ｇの面積は、青サブ画素Ｂの面積の７５％
～８５％である。しかし、本発明において、各サブ画素の形状と大きさはこれに限定され
ない。例えば、各上記サブ画素の形状は、円形、長方形、菱形の他に、正六角形等の形状
であってもよい。
【００７８】
　図４（ｃ）は、本発明の第６実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。図４（
ｂ）に示した実施例との区別は、青サブ画素と赤サブ画素の形状が菱形であり、緑サブ画
素の形状が長方形である。
【００７９】
　図５（ａ）は、本発明の第７実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。図５（
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ａ）に示すように、画素アレイは、行と列方向に沿って複数の基本画素ユニット５０が繰
り返されることにより構成される。各基本画素ユニット５０は、１つの第１サブ画素群５
１、１つの第２サブ画素群５２、及び２つの第３サブ画素群５３を含む。図３（ａ）に示
した実施例と同じように、２つの隣り合う、列方向における距離が第１所定値より小さく
、かつ第１色を有する第１類サブ画素Ｐ１が第１サブ画素群５１を構成し、２つの隣り合
う、列方向における距離が第１所定値より小さく、かつ第２色を有する第２類サブ画素Ｐ
２が第２サブ画素群５２を構成し、２つの隣り合う、列方向における距離が第１所定値よ
り小さく、かつ第３色を有する第３類サブ画素Ｐ３が第３サブ画素群５３を構成する。な
お、第１所定値は、本実施例において、１０μｍであり、現在のプロセス精度であれば、
同色の間の距離が５６μｍで、異なる色の間の距離が２６μｍである。
【００８０】
　図３（ａ）に示した実施例との相違点として、基本画素ユニット５０は、上から下まで
、１つの第１サブ画素群５１及び１つの第３サブ画素群５３を左から右へ配列することに
より構成された第１行と、１つの第３サブ画素群５３及び１つの第２サブ画素群５２を順
に配列することにより構成された第２行とを含み、ここで、第１サブ画素群５１が基本画
素ユニット５０の第１列に位置し、第３サブ画素群５３が基本画素ユニット５０の第２列
に位置し、第３サブ画素群５３が基本画素ユニット５０の第１列に位置し、第２サブ画素
群５２が基本画素ユニット５０の第２列に位置する。なお、第１行は列方向において第２
行と揃って、第１列は行方向において第２列と揃っている。具体的には、上記行と列はサ
ブ画素群を単位とする。
【００８１】
　なお、行方向と列方向において、隣り合う２つのサブ画素群の間の間隔は、０以上であ
る。
【００８２】
　行方向及び列方向に沿って隣り合う基本画素ユニット５０が揃っていることが好ましい
。画素アレイの行方向において隣り合う２つの基本画素ユニット５０は、それぞれの対応
位置にある２つサブ画素群の間の行間隔が１つのサブ画素の幅以上である。画素アレイの
列方向において隣り合う２つの基本画素ユニット５０は、それぞれの対応位置にある２つ
サブ画素群の間の列間隔が１つのサブ画素の高さ以上である。
【００８３】
　より具体的には、第１行の左から１つ目の第１サブ画素群５１における下の方の第１類
サブ画素Ｐ１と、第２行の左から１つ目の第３サブ画素群５３における上の方の第３類サ
ブ画素Ｐ３とが１つの第１画素点５４を構成する。第１行の左から１つ目の第３サブ画素
群５３における下の方の第３類サブ画素Ｐ３と、第２行の左から１つ目の第２サブ画素群
５２における上の方の第２類サブ画素Ｐ２とが１つの第２画素点５５を構成する。上記画
素点は、図２に示した画素点２１０に相当する。三原色により全ての色を構成できること
に対して、二色では全ての色を構成できないため、実際に画像を表示する際に、１つの画
素点は、隣の画素ユニットから他の色を「借用」して三原色を構成する。列に沿って走査
し、左から右に走査する場合、第１画素点５４は第２類サブ画素が足りないため、行方向
上の隣の第２画素点５５における第２類サブ画素Ｐ２を借用することができる。よって、
各画素点は、行方向において隣り合う画素点と自分の有しない色のサブ画素を共有し、と
もに白を表示する効果を奏する。
【００８４】
　図５（ｂ）は、本発明の第８実施例に係る画素アレイを模式的に示す図である。図５（
ｂ）に示すように、画素アレイは、行と列方向に沿って複数の基本画素ユニット５０が繰
り返されることにより構成される。各基本画素ユニット５０’は、１つの第１サブ画素群
５１’、１つの第２サブ画素群５２’、及び２つの第３サブ画素群５３’を含む。図３（
ｂ）に示す実施例と同じように、２つの隣り合い、かつ列方向における距離が第１所定値
より小さい青サブ画素Ｂが第１サブ画素群５１’を構成し、２つの隣り合い、且つ列方向
における距離が第１所定値より小さい赤サブ画素Ｒが第２サブ画素群５２’を構成し、２
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つの隣り合い、且つ列方向における距離が第１所定値より小さい緑サブ画素Ｇが第３サブ
画素群５３’を構成する。なお、第１所定値は、本実施例において、１０μｍであり、現
在のプロセス精度であれば、同色の間の距離が５６μｍで、異なる色の間の距離が２６μ
ｍである。
【００８５】
　図３（ｂ）に示す実施例との相違点は、画素アレイの配列方式である。なお、青サブ画
素は、第１色を有する第１類サブ画素として第１サブ画素群５１’を構成し、赤サブ画素
は、第２色を有する第２類サブ画素として第２サブ画素群５２’を構成し、緑サブ画素は
、第３色を有する第３類サブ画素として第３サブ画素群５３’を構成する。図５（ｂ）に
示した画素アレイと図５（ａ）に示した画素アレイは配列方式が同様であり、ここで、詳
細に説明しない。
【００８６】
　より具体的には、第１行の左から１つ目の第１サブ画素群５１’における下の方の青サ
ブ画素Ｂ１１ｊと、第２行の左から１つ目の第３類サブ画素群５３’における上の方の緑
サブ画素Ｇ２１ｉとが１つの第１画素点５４’を構成する。第１行の左から１つ目の第３
サブ画素群５３’における下の方の緑サブ画素Ｇ２１ｊと、第２行の左から１つ目の第２
サブ画素群５２’における上の方の赤サブ画素Ｒ２２ｉとが１つの第２画素点５５’を構
成し、これによって類推する。上記画素点は、図２に示した画素点２１０に相当する。三
原色により全ての色を構成できることに対して、二色では全ての色を構成できないため、
実際に画像を表示する際に、１つの画素点は、隣の画素ユニットから他の色を「借用」し
て三原色を構成する。列に沿って走査し、かつ左から右に走査する場合、第１画素点５４
’は、第２類サブ画素が足りないため、行方向上の隣の第２画素点５５’における赤サブ
画素Ｒ２２ｉを借用することができる。よって、各画素点は、行方向において隣り合う画
素点と自分の有しない色のサブ画素を共有し、ともに白を表示する効果を奏する。
【００８７】
　図５（ｂ）において、各画素点における２つのサブ画素が形成する直線と行方向となす
角度は例えば９０度である。行方向において隣り合う２つの画素点におけるサブ画素が構
成する直線は、平行である。列方向において隣り合う２つの画素点におけるサブ画素が同
一の直線に位置する。
【００８８】
　図５（ｂ）に示した実施例において、各サブ画素の形状は、何れも長方形である。なお
、青サブ画素Ｂ、赤サブ画素Ｒ、緑サブ画素Ｇの大きさは同じである。しかし、本発明に
おいて、各サブ画素の形状と大きさは、これに限定されない。例えば、各上記サブ画素の
形状は、円形、長方形、菱形の他に、正六角形等の形状であってもよい。具体的には、緑
サブ画素Ｇの面積は、青サブ画素Ｂの面積の７５％～８５％であることが好ましい。これ
は、緑サブ画素は、特性上、他のサブ画素と同じ大きさでなくても、同じ作用を発揮でき
るからである。
【００８９】
　図５（ｃ）は、本発明の実施例に係る第９実施例の画素アレイを模式的に示す図である
。図５（ｂ）に示した実施例との区別は、青サブ画素、赤サブ画素、緑サブ画素の形状が
菱形である。
【００９０】
　本発明に係る実施例の表示装置は、基板、有機発光ダイオード、ドライバーを含む。な
お、基板は、画素領域と非画素領域を備え、有機発光ダイオードは、画素領域に位置し、
第１電極、有機薄層、及び第２電極を含み、ドライバーは、有機発光ダイオードを駆動す
る。本発明に係る実施例の表示装置の画素領域の画素アレイは、図３（ａ）～図５（ｃ）
に示した本発明の各実施例の画素アレイである。
【００９１】
　図６は、本発明に係るカラー画像を表示装置に表示するドライバー６００を示す。ドラ
イバー６００は、入力ユニット６０２、輝度マッピングユニット６０４、パターン推定ユ
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ニット６０６、サブ画素ペインティングユニット（Ｐａｉｎｔｉｎｇ Ｕｎｉｔ）６０８
、輝度バッファー６１０、及び出力ユニット６１２を含む。入力ユニット６０２は、表示
装置に表示するカラー画像を示す画像信号を入力する。輝度マッピングユニット６０４は
、このカラー画像について輝度分布図を生成する。輝度分布図は、各赤、緑、及び青の輝
度値を含む。パターン推定ユニット６０６は、輝度分布図を分析して、当該カラー画像の
少なくとも１つのパターンを推定する。このカラー画像の少なくとも１つのパターンは、
ドットパターン、列線、行線、対角線の少なくとも１種類を含む。パターン推定ユニット
６０６は、各パターンについて少なくとも１つの色サンプルを生成する。画素ペインティ
ングユニット６０８は、少なくとも１つの色サンプルに基づいて、強度分布図を生成する
とともに、この強度分布図を輝度バッファー６１０に出力する。強度分布図は、表示装置
の各第１類サブ画素、第２類サブ画素、及び第３類サブ画素の強度値を含む。出力ユニッ
ト６１２は、強度分布図に基づいて生成した複数の電圧信号を表示装置に出力する。
【００９２】
　ドライバー６００は、輝度マッピングユニット６０４とパターン推定ユニット６０６を
使用せずに、直接に入力画像信号から強度分布図を生成するように配置されてもよい。
【００９３】
　本発明に係る各実施例の画素アレイは、各種色サンプルを生成でき、色サンプルがドッ
トパターンの色によって決定され、画像における各種のパターンを表示する。各第１輝度
値、第２輝度値、及び第３輝度値は、各色の階調値（輝度）それぞれが最大階調値に対す
る比であり、０％～１００％のパーセンテージで示される。例えば、ある色のｎビットで
表す階調値の場合、この階調の数値は、この色がないことを表す０からフルカラーを表す
２ｎ－１までである。０は、０％の輝度値を有し、２ｎ－１は、１００％のこの色の輝度
値を有する。輝度値は、８ビットの階調値であってもよく、その場合、階調値の数値が０
、１、２、…、２５４、２５５の数値となる。理解すべきことは、その他のビットの階調
値を使用して本発明を実施することもできる。なお、階調値は、１つの画像の複数の階調
、或いは肉眼がこの画像から受け取れる光量を示す。カラー画像の輝度がｎビットの階調
式で示されると、ｎが０より大きい整数であり、階調値が黒色を代表する「０」から白色
を代表する「２ｎ－１」までの数値であり、その間の数値が増える階調を表す。
【００９４】
　色サンプルは、白色のドットパターンを表示するために、例えば、約１００％の緑輝度
値、範囲が約５０％ないし約１００％の青輝度値、及び範囲が約５０％ないし約１００％
の赤輝度値を含む。色サンプルは、赤色のドットパターンを表示するために、範囲が約１
％ないし約２０％の緑輝度値、範囲が約０％ないし約５０％の青輝度値、及び範囲が約５
０％ないし約１００％の赤輝度値を含む。色サンプルは、緑色のドットパターンを表示す
るために、約１００％の緑輝度値、範囲が約０％ないし約５０％の青輝度値、及び範囲が
約１％ないし約３０％の赤輝度値を含む。色サンプルは、青色のドットパターンを表示す
るために、範囲が約１％ないし約２０％の緑輝度値、範囲が約５０％ないし約１００％の
青輝度値、及び範囲が約０％ないし約３０％の赤輝度値を含む。
【００９５】
　図７は、本発明に係る画像を表示装置に表示するための方法７００を示す。方法７００
は、以下のステップを含む。
【００９６】
　ステップ７０２において、画像信号を入力する。画像信号は、例えば、あるカラー画像
を示す画像信号であってもよい。
【００９７】
　ステップ７０４において、入力された画像信号に基づいて、輝度分布図を生成する。輝
度分布図は、各赤、緑、青サブ画素の輝度値を含む。
【００９８】
　ステップ７０６において、輝度分布図を分析してカラー画像の少なくとも１つのパター
ンを推定するとともに、各パターンに基づいて、少なくとも１つの色サンプルを生成する



(19) JP 5941520 B2 2016.6.29

10

。上記色サンプルは、複数のサブ画素を備え、上記少なくとも１つの色サンプルは、それ
ぞれ上記カラー画像の上記少なくとも１つのパターンに対応する。
【００９９】
　ステップ７０８において、少なくとも１つの色サンプルに基づいて、強度分布図を生成
する。強度分布図は、表示装置の各第１類サブ画素、第２類サブ画素、及び第３類サブ画
素の強度値を含む。
【０１００】
　ステップ７１０において、強度分布図を輝度バッファーに出力する。
　ステップ７１２において、強度分布図に基づいて生成された複数の電気信号を表示装置
に出力する。
【０１０１】
　方法７００は、ステップ７０４とステップ７０６を設定せず、入力画像信号から直接に
少なくとも１つの色サンプルを生成するように配置されてもよい。当業者は、本発明の請
求の範囲に記載された本発明の範囲及び主旨を逸脱しない場合に行った修正及び追加は、
本発明の請求の範囲に属することを理解すべきである。

【図１（ａ）】

【図１（ｂ）】

【図１（ｃ）】

【図１（ｄ）】
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【図１（ｅ）】
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