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(57)【要約】
【課題】表示パネルの表示画像の撮影のみによって表示
パネルの各表示画素の輝度ムラや色度ムラを正確に検出
して、表示パネルの輝度ムラや色度ムラの補正を行う。
【解決手段】表示パネル３５と、撮像装置４１とを対向
して配置し、表示領域３０の予め設定した３箇所以上の
表示位置に位置合わせマーク３１～３４を表示し、これ
を撮像装置４１により撮像し、撮像画像における各位置
合わせマーク３１～３４の重心に対応する撮像画素の座
標を算出し、各位置合わせマーク３１～３４の設定され
た表示位置に基づいて、表示領域３０の各画素と撮像画
像４１の各撮像画素との位置関係を対応付けるパラメー
タを算出し、その後、表示領域３０に白色の表示をさせ
、これを撮像装置４１により撮像し、算出したパラメー
タと撮像画像に応じた画像データに基づいて表示パネル
３５の各画素間の表示ムラを補正する補正係数を算出し
て、表示装置１のメモリ２１に記憶させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域に表示素子を有する複数の画素が配列された表示パネルを有する表示装置の製
造装置であって、
　各々が撮像画素をなす複数の撮像素子が配列された受光面を有し、該受光面が前記表示
領域の表示面と対向配置されて、前記表示領域を撮像する撮像領域を有する撮像装置と、
　前記表示装置及び前記撮像装置を制御する制御装置と、
を備え、
　前記制御装置は、
　前記表示領域の予め設定した異なる３箇所以上の表示位置に位置合わせマークを表示さ
せ、前記撮像装置による前記表示領域の前記各位置合わせマークを含む領域の撮像画像よ
り算出した、前記各位置合わせマークに対応する前記撮像画素の座標と、前記表示領域に
おける前記各位置合わせマークの設定された前記表示位置と、に基づいて、前記各画素と
前記各撮像画素との位置関係を対応付けるパラメータを算出するパラメータ算出部と、
　前記表示領域に前記各画素の前記表示素子を一定の駆動条件で駆動した画像を表示させ
、前記撮像装置による前記表示領域の撮像画像に基づく画像データを取得し、前記パラメ
ータと取得した前記画像データに基づいて前記表示パネルの前記各画素間の表示ムラを補
正する補正係数を算出して、前記表示装置に記憶させる補正係数算出部と、
を有することを特徴とする表示装置の製造装置。
【請求項２】
　前記撮像画像における１つ以上の前記撮像画素は前記表示パネルの１つの前記画素に対
応することを特徴とする請求項１に記載の表示装置の製造装置。
【請求項３】
　前記パラメータ算出部は、前記各位置合わせマークの重心位置に対応する前記撮像画素
の座標を算出し、前記重心位置に対応する前記撮像画素の座標と、前記表示領域における
前記各位置合わせマークの設定された前記表示位置と、に基づいて、前記パラメータを算
出することを特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置の製造装置。
【請求項４】
　前記表示パネルは、前記複数の画素が赤色、緑色、青色、の何れかの表示色を有してカ
ラー表示を行うものであり、赤色と緑色と青色の一組の前記画素が一つの表示画素をなし
、
　前記補正係数算出部は、前記補正係数を前記各表示画素に対応する値として算出するこ
とを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の表示装置の製造装置。
【請求項５】
　前記補正係数算出部は、前記パラメータに基づいて前記表示パネルの前記各表示画素の
三刺激値を取得し、取得した前記各表示画素の三刺激値の値と、前記各表示画素を白色表
示とする場合の理想的な三刺激値の値と、に基づいて前記補正係数を算出することを特徴
とする請求項４に記載の表示装置の製造装置。
【請求項６】
　前記表示パネルは、前記複数の画素が同じ表示色を有して単色表示を行うものであり、
　前記補正係数算出部は、前記補正係数を前記各画素に対応する値として算出することを
特徴とする請求項１～３の何れかに記載の表示装置の製造装置。
【請求項７】
　前記補正係数算出部は、前記パラメータに基づいて前記表示パネルの前記各画素の輝度
値を取得し、取得した前記各画素の輝度値と、前記各画素の理想的な輝度値と、に基づい
て前記補正係数を算出することを特徴とする請求項６に記載の表示装置の製造装置。
【請求項８】
　前記表示パネルが載置される載置台を有し、
　前記制御装置は、前記表示領域を前記撮像領域に対応した大きさを有する複数の区分表
示領域に分割し、前記載置台又は前記撮像装置の何れかを移動させて、前記各区分表示領
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域と前記撮像領域とを対向配置させる位置調整部を有し、
　前記パラメータ算出部は、前記各位置合わせマークを表示させる前記表示位置を、前記
表示領域における前記撮像領域に対応する領域内に設定し、前記位置調整部により一つの
前記区分表示領域と前記撮像領域とを対向配置させる毎に、前記各位置合わせマークを含
む領域の撮像画像に基づく画像データを取得して、当該区分表示領域内の前記各画素と前
記各撮像画素との位置関係を対応付ける前記パラメータを算出する動作を、全ての前記区
分表示領域に対して実行し、
　前記補正係数算出部は、前記位置調整部により一つの前記区分表示領域と前記撮像領域
とを対向配置させる毎に、当該区分表示領域の撮像画像に基づく画像データを取得する動
作を、全ての前記区分表示領域に対して実行し、前記パラメータと取得した前記画像デー
タに基づいて前記補正係数を算出することを特徴とする請求項１～７の何れかに記載の表
示装置の製造装置。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記表示領域の設定した一つの前記表示位置に、前記位置合わせマー
クとして、重心位置が同じで形状が異なる複数の欠陥検査用位置合わせマークを表示させ
、
　前記各欠陥検査用位置合わせマークの重心に対応する前記撮像画素の座標を算出し、前
記各欠陥検査用位置合わせマークに対応する前記撮像画素の座標間の差分に基づいて、前
記表示領域の撮像領域に対応する領域内の画素に欠陥が存在するか否かを判別する欠陥判
別部を有することを特徴とする請求項１～８の何れかに記載の表示装置の製造装置。
【請求項１０】
　表示領域に表示素子を有する複数の画素が配列された表示パネルを有する表示装置の製
造方法であって、
　前記表示領域の表示面と、各々が撮像画素をなす複数の撮像素子が配列された撮像装置
の受光面とを対向配置し、
　前記表示領域の予め設定した異なる３箇所以上の表示位置に位置合わせマークを表示さ
せるステップと、
　撮像装置により前記表示領域の前記各位置合わせマークを含む領域を撮像して、撮像画
像に基づく画像データを取得するステップと、
　前記各位置合わせマークに対応する前記撮像画素の座標と、前記表示領域における前記
各位置合わせマークの設定された前記表示位置と、に基づいて、前記各画素と前記各撮像
画素との位置関係を対応付けるパラメータを算出するステップと、
　前記表示領域に前記各画素の前記表示素子を一定の駆動条件で駆動した画像を表示させ
、前記撮像装置により前記表示領域を撮像して、撮像画像に基づく画像データを取得する
ステップと、
　前記パラメータと取得した前記画像データに基づいて前記表示パネルの前記各画素間の
表示ムラを補正する補正係数を算出するステップと、
　算出した補正係数を前記表示装置に記憶させるステップと、を含むことを特徴とする表
示装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記パラメータを算出するステップは、
　前記各位置合わせマークの重心位置に対応する前記撮像画素の座標を算出するステップ
と、
　算出された前記各位置合わせマークの重心に対応する前記撮像画素の座標と、前記表示
領域における前記各位置合わせマークの設定された前記表示位置と、に基づいて、前記パ
ラメータを算出するステップと、
を含むことを特徴とする請求項１０に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記表示パネルは、前記複数の画素が赤色、緑色、青色、の何れかの表示色を有してカ
ラー表示を行うものであり、赤色と緑色と青色の一組の前記画素が一つの表示画素をなし
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、
　前記補正係数を算出するステップにおいて、前記補正係数を前記各表示画素に対応する
値として算出することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記補正係数を算出するステップは、
　算出された前記パラメータに基づいて前記表示パネルの前記各表示画素の三刺激値を取
得するステップと、
　取得した前記各表示画素の三刺激値の値と、前記各表示画素を白色表示とする場合の理
想的な三刺激値の値と、に基づいて前記補正係数を算出するステップと、
を含むことを特徴とする請求項１２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記表示パネルは、前記複数の画素が同じ表示色を有して単色表示を行うものであり、
　前記補正係数を算出するステップにおいて、前記補正係数を前記各画素に対応する値と
して算出することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記補正係数を算出するステップは、
　算出された前記パラメータに基づいて前記表示パネルの前記各画素の輝度値を取得する
ステップと、
　取得した前記各画素の輝度値と、前記各画素の理想的な輝度値と、に基づいて前記補正
係数を算出するステップと、
を含むことを特徴とする請求項１４に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記表示領域を前記撮像領域に対応した大きさの複数の区分表示領域に分割し、前記複
数の区分表示領域の各々と前記撮像領域とを対向配置させるステップを含み、
　前記パラメータを算出するステップは、前記各位置合わせマークを表示させる前記表示
位置を、前記表示領域における前記撮像領域に対応する領域内に設定するステップと、一
つの前記区分表示領域と前記撮像領域とを対向配置させる毎に、前記各位置合わせマーク
を含む領域の撮像画像に基づく画像データを取得するステップと、を全ての前記区分表示
領域に対して実行するステップを含み、
　前記パラメータを算出するステップは、前記各区分表示領域内の前記各画素と前記各撮
像画素との位置関係を対応付ける前記パラメータを算出するステップを全ての前記区分表
示領域に対して実行するステップを含み、
　前記補正係数を算出するステップは、前記位置調整部により一つの前記区分表示領域と
前記撮像領域とを対向配置させる毎に、当該区分表示領域の撮像画像に基づく画像データ
を取得するステップを全ての前記区分表示領域に対して実行するステップを含み、算出し
た前記パラメータと取得した前記データに基づいて前記補正係数を算出することを特徴と
する請求項１０～１５の何れかに記載の表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記位置合わせマークを表示させるステップは、前記表示領域の設定した一つの前記表
示位置に、前記位置合わせマークとして、重心位置が同じで形状が異なる複数の欠陥検査
用位置合わせマークを表示させるステップを含み、
　前記各位置合わせマークの重心に対応する前記撮像画素の座標を算出するステップは、
前記各欠陥検査用位置合わせマークの重心に対応する前記撮像画素の座標を算出するステ
ップと、前記各欠陥検査用位置合わせマークに対応する前記撮像画素の座標間の差分に基
づいて、前記表示領域の撮像領域に対応する領域内の画素に欠陥が存在するか否かを判別
するステップと、を含むことを特徴とする請求項１０～１６の何れかに記載の表示装置の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、表示領域の表示ムラを補正した表示装置を製造する製造装置、及び表示装置
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示領域に表示素子を有する複数の表示画素が配列されて、画像データに応じた画像表
示を行う表示パネルとしては、表示素子として液晶素子を各画素に備える液晶表示パネル
や、表示素子として有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、ＥＬ素子と記す）等の発
光素子を各表示画素に備える自発光型の表示パネルがある。液晶表示パネルにおいては、
液晶素子への電界印加により液晶分子の配向方法が変わることで光透過率が変化し、これ
によって表示を行う。自発光型の表示パネルにおいては、発光素子への電圧または電流の
印加により発光素子が発光することによって表示を行う。
　自発光型の表示パネルにおける発光素子をなすＥＬ素子は、アノードとカソードとの間
に電子注入層、有機化合物層、正孔注入層が介在した積層構造を為し、アノードとカソー
ドの間に順バイアス電圧が印加されると、電子注入層から有機化合物層に電子が注入され
、正孔注入層から有機化合物層に正孔が注入され、有機化合物層内で電子と正孔が再結合
を引き起こして有機化合物層が発光する。
【０００３】
　自発光型の表示パネルとして、基板上にマトリクス状に配列された、それぞれ赤、緑、
青の何れかに発光するＥＬ素子からなる発光素子を有する複数のサブピクセルを有して、
画像表示を行うエレクトロルミネッセンスディスプレイパネル（以下、ＥＬディスプレイ
パネル）が実現化されている。この場合、赤、緑、青のサブピクセルに異なる有機化合物
層の原料を含む溶液を塗布し、溶媒を除去することで、赤、緑、青のサブピクセル毎に異
なる有機化合物層を形成することができるが、塗布により有機化合物層を形成する場合、
有機化合物層の厚さを均一にする制御が難しい。また、ＥＬ素子からなる発光素子を構成
する他の構成部材にも膜厚や特性等のバラツキが生じることがある。このような表示パネ
ルにおいては、各表示画素に一定の駆動信号を供給しても、表示画素毎の発光素子の特性
差による発光輝度のバラツキに起因した輝度ムラや色度ムラが生じやすい。
【０００４】
　このような表示パネルにおいて均一な表示を得るために、表示パネルの撮像と電気的特
性の測定を組み合わせにより、表示パネルに対応した補正用データを抽出するようにした
ものがある（例えば、特許文献１参照）。ここでは、撮像装置による表示パネルの表示画
像の撮像画像から表示パネルの表示画素毎の輝度ムラを正確に検出するためには撮像装置
と表示パネルの位置関係を極めて厳密に合わせることが必要であり、撮像画像のみから表
示パネルの表示画素毎の輝度ムラを正確に検出することが困難であることから、撮像装置
による表示パネルの撮像と撮像によって検出された輝度ムラのあるエリアの各表示画素の
電気的特性の測定とを組み合わせることにより、補正用データを抽出するように構成され
ていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１８８７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載の測定方法では補正用データの抽出に多大の時間を要すると
ともに、コストの増加を招いていた。加えて、各表示画素の電気的特性の測定では、測定
結果に各表示画素の発光素子の例えば発光効率等の特性のバラツキは正確には反映されな
い。このため、このような測定方法を用いても、各表示画素の輝度ムラを正確に検出する
ことはでず、正確な補正ができなかった。
【０００７】
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　本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたものであり、表示パネルの表示画
像の撮影のみによって表示パネルの各表示画素の輝度ムラや色度ムラを正確に検出して、
表示パネルの輝度ムラや色度ムラの補正を行うことができるようにすることを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を解決するため、本発明の一の態様によれば、表示領域に表示素子を有する
複数の画素が配列された表示パネルを有する表示装置の製造装置であって、各々が撮像画
素をなす複数の撮像素子が配列された受光面を有し、該受光面が前記表示領域の表示面と
対向配置されて、前記表示領域を撮像する撮像領域を有する撮像装置と、前記表示装置及
び前記撮像装置を制御する制御装置と、を備え、前記制御装置は、前記表示領域の予め設
定した異なる３箇所以上の表示位置に位置合わせマークを表示させ、前記撮像装置による
前記表示領域の前記各位置合わせマークを含む領域の撮像画像より算出した、前記各位置
合わせマークに対応する前記撮像画素の座標と、前記表示領域における前記各位置合わせ
マークの設定された前記表示位置と、に基づいて、前記各画素と前記各撮像画素との位置
関係を対応付けるパラメータを算出するパラメータ算出部と、前記表示領域に前記各画素
の前記表示素子を一定の駆動条件で駆動した画像を表示させ、前記撮像装置による前記表
示領域の撮像画像に基づく画像データを取得し、前記パラメータと取得した前記画像デー
タに基づいて前記表示パネルの前記各画素間の表示ムラを補正する補正係数を算出して、
前記表示装置に記憶させる補正係数算出部と、を有することを特徴とする表示装置の製造
装置が提供される。
【０００９】
　好ましくは、前記撮像画像における１つ以上の前記撮像画素は前記表示パネルの１つの
前記画素に対応する。
　好ましくは、前記パラメータ算出部は、前記各位置合わせマークの重心位置に対応する
前記撮像画素の座標を算出し、前記重心位置に対応する前記撮像画素の座標と、前記表示
領域における前記各位置合わせマークの設定された前記表示位置と、に基づいて、前記パ
ラメータを算出する。
　好ましくは、前記表示パネルは、前記複数の画素が赤色、緑色、青色、の何れかの表示
色を有してカラー表示を行うものであり、赤色と緑色と青色の一組の前記画素が一つの表
示画素をなし、前記補正係数算出部は、前記補正係数を前記各表示画素に対応する値とし
て算出する。
　好ましくは、前記補正係数算出部は、前記パラメータに基づいて前記表示パネルの前記
各表示画素の三刺激値を取得し、取得した前記各表示画素の三刺激値の値と、前記各表示
画素を白色表示とする場合の理想的な三刺激値の値と、に基づいて前記補正係数を算出す
る。
　好ましくは、前記表示パネルは、前記複数の画素が同じ表示色を有して単色表示を行う
ものであり、前記補正係数算出部は、前記補正係数を前記各画素に対応する値として算出
する。
　好ましくは、前記補正係数算出部は、前記パラメータに基づいて前記表示パネルの前記
各画素の輝度値を取得し、取得した前記各画素の輝度値と、前記各画素の理想的な輝度値
と、に基づいて前記補正係数を算出する。
　好ましくは、前記表示パネルが載置される載置台を有し、前記制御装置は、前記表示領
域を前記撮像領域に対応した大きさを有する複数の区分表示領域に分割し、前記載置台又
は前記撮像装置の何れかを移動させて、前記各区分表示領域と前記撮像領域とを対向配置
させる位置調整部を有し、前記パラメータ算出部は、前記各位置合わせマークを表示させ
る前記表示位置を、前記表示領域における前記撮像領域に対応する領域内に設定し、前記
位置調整部により一つの前記区分表示領域と前記撮像領域とを対向配置させる毎に、前記
各位置合わせマークを含む領域の撮像画像に基づく画像データを取得して、当該区分表示
領域内の前記各画素と前記各撮像画素との位置関係を対応付ける前記パラメータを算出す
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る動作を、全ての前記区分表示領域に対して実行し、前記補正係数算出部は、前記位置調
整部により一つの前記区分表示領域と前記撮像領域とを対向配置させる毎に、当該区分表
示領域の撮像画像に基づく画像データを取得する動作を、全ての前記区分表示領域に対し
て実行し、前記パラメータと取得した前記画像データに基づいて前記補正係数を算出する
。
　好ましくは、前記制御装置は、前記表示領域の設定した一つの前記表示位置に、前記位
置合わせマークとして、重心位置が同じで形状が異なる複数の欠陥検査用位置合わせマー
クを表示させ、前記各欠陥検査用位置合わせマークの重心に対応する前記撮像画素の座標
を算出し、前記各欠陥検査用位置合わせマークに対応する前記撮像画素の座標間の差分に
基づいて、前記表示領域の撮像領域に対応する領域内の画素に欠陥が存在するか否かを判
別する欠陥判別部を有する。
【００１０】
　本発明の他の態様によれば、表示領域に表示素子を有する複数の画素が配列された表示
パネルを有する表示装置の製造方法であって、前記表示領域の表示面と、各々が撮像画素
をなす複数の撮像素子が配列された撮像装置の受光面とを対向配置し、前記表示領域の予
め設定した異なる３箇所以上の表示位置に位置合わせマークを表示させるステップと、撮
像装置により前記表示領域の前記各位置合わせマークを含む領域を撮像して、撮像画像に
基づく画像データを取得するステップと、前記各位置合わせマークに対応する前記撮像画
素の座標と、前記表示領域における前記各位置合わせマークの設定された前記表示位置と
、に基づいて、前記各画素と前記各撮像画素との位置関係を対応付けるパラメータを算出
するステップと、前記表示領域に前記各画素の前記表示素子を一定の駆動条件で駆動した
画像を表示させ、前記撮像装置により前記表示領域を撮像して、撮像画像に基づく画像デ
ータを取得するステップと、前記パラメータと取得した前記画像データに基づいて前記表
示パネルの前記各画素間の表示ムラを補正する補正係数を算出するステップと、算出した
補正係数を前記表示装置に記憶させるステップと、を含むことを特徴とする表示装置の製
造方法が提供される。
【００１１】
　好ましくは、前記パラメータを算出するステップは、前記各位置合わせマークの重心位
置に対応する前記撮像画素の座標を算出するステップと、算出された前記各位置合わせマ
ークの重心に対応する前記撮像画素の座標と、前記表示領域における前記各位置合わせマ
ークの設定された前記表示位置と、に基づいて、前記パラメータを算出するステップと、
を含む。
　好ましくは、前記表示パネルは、前記複数の画素が赤色、緑色、青色、の何れかの表示
色を有してカラー表示を行うものであり、赤色と緑色と青色の一組の前記画素が一つの表
示画素をなし、前記補正係数を算出するステップにおいて、前記補正係数を前記各表示画
素に対応する値として算出する。
　好ましくは、前記補正係数を算出するステップは、算出された前記パラメータに基づい
て前記表示パネルの前記各表示画素の三刺激値を取得するステップと、取得した前記各表
示画素の三刺激値の値と、前記各表示画素を白色表示とする場合の理想的な三刺激値の値
と、に基づいて前記補正係数を算出するステップと、を含む。
　好ましくは、前記表示パネルは、前記複数の画素が同じ表示色を有して単色表示を行う
ものであり、前記補正係数を算出するステップにおいて、前記補正係数を前記各画素に対
応する値として算出する。
　好ましくは、前記補正係数を算出するステップは、算出された前記パラメータに基づい
て前記表示パネルの前記各画素の輝度値を取得するステップと、取得した前記各画素の輝
度値と、前記各画素の理想的な輝度値と、に基づいて前記補正係数を算出するステップと
、を含む。
　好ましくは、前記表示領域を前記撮像領域に対応した大きさの複数の区分表示領域に分
割し、前記複数の区分表示領域の各々と前記撮像領域とを対向配置させるステップを含み
、前記パラメータを算出するステップは、前記各位置合わせマークを表示させる前記表示
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位置を、前記表示領域における前記撮像領域に対応する領域内に設定するステップと、一
つの前記区分表示領域と前記撮像領域とを対向配置させる毎に、前記各位置合わせマーク
を含む領域の撮像画像に基づく画像データを取得するステップと、を全ての前記区分表示
領域に対して実行するステップを含み、前記パラメータを算出するステップは、前記各区
分表示領域内の前記各画素と前記各撮像画素との位置関係を対応付ける前記パラメータを
算出するステップを全ての前記区分表示領域に対して実行するステップを含み、前記補正
係数を算出するステップは、前記位置調整部により一つの前記区分表示領域と前記撮像領
域とを対向配置させる毎に、当該区分表示領域の撮像画像に基づく画像データを取得する
ステップを全ての前記区分表示領域に対して実行するステップを含み、算出した前記パラ
メータと取得した前記データに基づいて前記補正係数を算出する。
　好ましくは、前記位置合わせマークを表示させるステップは、前記表示領域の設定した
一つの前記表示位置に、前記位置合わせマークとして、重心位置が同じで形状が異なる複
数の欠陥検査用位置合わせマークを表示させるステップを含み、前記各位置合わせマーク
の重心に対応する前記撮像画素の座標を算出するステップは、前記各欠陥検査用位置合わ
せマークの重心に対応する前記撮像画素の座標を算出するステップと、前記各欠陥検査用
位置合わせマークに対応する前記撮像画素の座標間の差分に基づいて、前記表示領域の撮
像領域に対応する領域内の画素に欠陥が存在するか否かを判別するステップと、を含む。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、表示パネルの表示画像の撮影のみによって表示パネルの各表示画素の
輝度ムラや色度ムラを正確に検出して、表示パネルの輝度ムラや色度ムラの補正を行うこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る表示装置の概略図である。
【図２】本発明に係わる表示装置の表示領域における１つのサブピクセルの駆動回路の一
例を示す回路図である。
【図３】第１の実施形態における表示装置の補正係数を取得して記録するプロセスを示す
フロー図である。
【図４】第１の実施形態における表示領域の輝度ムラ、色度ムラの測定に用いる測定装置
の概略図である。
【図５】第１の実施形態における表示領域に４つの位置合わせマークを表示した状態を示
す模式図である。
【図６】第１の実施形態における撮像装置の撮像領域と表示領域の関係を示す模式図であ
る。
【図７】（ａ）～（ｄ）は第２の実施形態における撮像装置の撮像領域と表示領域の関係
を示す模式図である。
【図８】（ａ）～（ｄ）は第２の実施形態における撮像装置の撮像領域と表示領域の関係
の他の例を示す模式図である。
【図９】表示領域に表示する位置合わせマークの形態例である。
【図１０】表示領域３０の位置合わせマークを表示する一つの第１の表示位置に対する処
理動作を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。但し、以
下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付され
ているが、発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。また、以下
の説明においては、表示パネルが表示素子としてＥＬ素子からなる発光素子を有するＥＬ
スディスプレイパネルである場合について説明するが、本発明はこれに限らず、任意の発
光素子を用いた発光パネルに適用可能である。また、本発明は表示パネルが発光パネルの
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他の、例えば液晶表示パネル等である場合でも同様に適用可能である。なお、以下の説明
において、エレクトロルミネッセンス（Electro Luminescence）という用語をＥＬと略称
する。
【００１５】
　図１は、本発明に係る表示装置１の概略図であり、図２は本発明に係わる表示装置１の
、表示パネル３５の表示領域３０における１つのサブピクセル（表示画素）の駆動回路１
２の一例を示す回路図である。なお、実際には、より多くの行数及び列数分のサブピクセ
ル（画素）が配列されている。この表示パネル３５は、アクティブマトリクス駆動方式で
動作するカラーディスプレイである。
【００１６】
　図１に示すように、表示装置１は、表示素子としてＥＬ素子からなる発光素子を有する
複数のサブピクセルが２次元配列されたＥＬディスプレイパネルからなる表示パネル３５
と、表示パネル３５外に設けられた制御部２０と、表示パネル３５の表示領域３０外に設
けられた走査ドライバ２２と、データドライバ２３と、電源ドライバ２４と、を備える。
制御部２０はメモリ２１を備え、メモリ２１には、後述する補正係数や種々のパラメータ
が保存されている。そして、制御部２０は、外部から入力される表示信号に補正係数に応
じた補正処理を施した後、走査ドライバ２２、データドライバ２３及び電源ドライバ２４
に信号を出力する。
【００１７】
　また、表示パネル３５の表示領域３０には、走査ドライバ２２に接続される複数の走査
線２、データドライバ２３に接続される複数の信号線３、電源ドライバ２４に接続される
複数の電源線４が配設されている。
【００１８】
　走査線２は互いに平行となるよう配列され、信号線３は走査線２と直交するよう配列さ
れ、電源線４は隣り合う走査線２の間において走査線２と平行になるように設けられてい
る。
　走査線２と信号線３によって囲まれた一つの矩形領域がサブピクセルとなり、複数のサ
ブピクセルがマトリクス状に配列されている。「赤、緑、青」の３色のサブピクセルが一
つの表示画素となる。
【００１９】
　図２に示すように、各サブピクセルにおける駆動回路１２は、例えば、薄膜トランジス
タ５，６，７及びキャパシタ８を有し、有機ＥＬ素子（表示素子）１０に接続されている
。以下、薄膜トランジスタ５をスイッチトランジスタ５と称し、薄膜トランジスタ６を保
持トランジスタ６と称し、薄膜トランジスタ７を駆動トランジスタ７と称する。
【００２０】
　それぞれのサブピクセルでは、スイッチトランジスタ５のゲートが走査線２に接続され
、スイッチトランジスタ５のドレインとソースのうちの一方が信号線３に接続され、スイ
ッチトランジスタ５のドレインとソースのうちの他方が有機ＥＬ素子１０のアノード、キ
ャパシタ８の一方の電極８２及び駆動トランジスタ７のソースとドレインのうちの一方に
接続されている。駆動トランジスタ７のソースとドレインのうちの他方が電源線４に接続
され、駆動トランジスタ７のゲートがキャパシタ８の他方の電極８１及び保持トランジス
タ６のドレインとソースのうちの一方に接続されている。保持トランジスタ６のドレイン
とソースのうちの他方が電源線４に接続され、保持トランジスタ６のゲートが走査線２に
接続されている。
【００２１】
　全てのサブピクセルの有機ＥＬ素子１０はカソードを共通電極とし、カソードは例えば
接地されることにより一定電圧Ｖcomに保たれている。有機ＥＬ素子１０の発光色につい
ては、同一の行の有機ＥＬ素子１０は赤、緑、青の順に配列され、同一の列の有機ＥＬ素
子１０は同じ色となっている。
【００２２】



(10) JP 2010-266502 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

　表示領域３０の周囲において走査線２が走査ドライバ２２に接続され、電源線４が電源
ドライバ２４に接続され、信号線３がデータドライバ２３に接続され、これらドライバに
よって表示領域３０の各サブピクセルがアクティブマトリクス駆動方式で駆動される。な
お、図２においては、各サブピクセルの駆動回路１２が３個の薄膜トランジスタを有して
構成されるものとしたが、本発明における駆動回路１２はこれに限定されるものではなく
、例えば２個の薄膜トランジスタを有して構成されるものであってもよく、４個以上の薄
膜トランジスタを有して構成されるものであってもよい。
【００２３】
＜第１の実施形態＞
　次に、本発明に係わる第１の実施形態について説明する。
　本実施形態は、概略、まず、表示領域３０に表示された位置合わせマークとその近傍の
表示画像を撮像装置４１により撮像し、その撮像画像に基づいて、撮像画像における各撮
像画素と表示領域３０の各サブピクセルとの対応付けを行う。これによって撮像画像に基
づいてＥＬディスプレイパネル１のサブピクセル毎の輝度値や色度の値を正確に求めるこ
とができるようになる。次いで、表示ムラ測定用の表示画像を撮像し、この撮像画像から
輝度ムラや色度ムラを補正するための補正係数を取得し、これを表示装置１のメモリ２１
に記憶させる。これにより、表示装置１の実使用時において、この記憶された補正係数に
基づく補正を行って、表示パネル３５の輝度ムラや色度ムラを抑制することができる。
【００２４】
　本実施形態における、表示装置１の補正係数を取得して記録するプロセスの概要につい
て図３、図４を用いて説明する。まず、通常のプロセスにより、表示パネル３５を製造す
る（ステップＳ１）。次に、既存の電気的特性の測定等の手法により、表示領域３０の各
サブピクセルの駆動回路１２の薄膜トランジスタ５，６，７やキャパシタ８の特性に基づ
くバラツキを補正する（ステップＳ２）。次に、表示領域３０の設定した位置に所定の位
置合わせマークを表示させる。そして、これを撮像装置４１により撮像する（ステップＳ
３）。次に、撮像装置４１の撮像によって取得した撮像画像における位置合わせマークの
重心座標に対応した撮像画素の位置と、表示領域３０における位置合わせマークの表示位
置のサブピクセルの座標との関係に基づいて、表示領域３０の各サブピクセルと撮像装置
４１の撮像画素との対応関係を求める（ステップＳ４）。次に、表示領域３０の全表示画
素を白表示状態とする駆動条件で駆動して、表示領域３０に輝度ムラ、色度ムラを測定す
るための表示をさせる。そして、この表示画像を撮像装置４１により撮像する（ステップ
Ｓ５）。そして、撮像によって取得した撮像画像より表示領域３０の輝度ムラ、色度ムラ
を測定し、その結果に基づいて補正係数を算出して取得する（ステップＳ６）。そして、
この補正係数をメモリ２１に記録する（ステップＳ７）。
【００２５】
　次いで、更に具体的に説明する。
　図４は、本実施形態における表示領域３０の輝度ムラ、色度ムラの測定に用いる測定装
置の概略図である。測定装置は、図４に示すように、例えばＸＹステージからなる載置台
１００と、コンピュータ（制御装置）４０と、撮像装置４１と、を有し、載置台１００上
に表示パネル３５と制御部２０を有する表示装置１が搭載される。
【００２６】
　ここで、本実施形態における表示パネル３５の表示領域３０の大きさは、撮像装置４１
の撮像領域５０の大きさと同じかそれより小さい値を有する。撮像装置４１は、限定する
ものではないが例えばＣＣＤカメラからなり、撮像画像の各撮像画素をなす複数の撮像素
子が配列された受光面を有し、表示装置１の表示領域３０と撮像装置４１の受光面が対向
配置されている。そして、載置台１００又は撮像装置４１の少なくとも何れか一方の位置
を調整して、撮像装置４１の撮像領域５０が表示領域３０を含むように設定されて、撮像
装置４１は、表示領域３０に表示された画像全体を一度に撮影することができるように構
成されている。また、撮像装置４１の撮像画像における撮像画素の配列密度からなる解像
度は、表示領域３０のサブピクセルの配列密度より充分に高い値に設定されて、１つ以上
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の撮像画素が１つのサブピクセルに対応するように構成されている。コンピュータ４０は
表示装置１の制御部２０及び撮像装置４１に接続されている。
【００２７】
　撮像装置４１は、例えば、撮像によって取得した撮像画像に基づく光学的三刺激値（Ｘ
，Ｙ，Ｚ）信号やＲＧＢ信号をコンピュータ４０に出力する。コンピュータ４０は、図示
しないが、撮像装置４１から出力された光学的三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）信号やＲＧＢ信号
等を記録するメモリを備える。なお、撮像装置４１から撮像画像をコンピュータ４０に出
力し、コンピュータ４０において光学的三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）信号やＲＧＢ信号を抽出
するように構成されるものであってもよい。
【００２８】
　本発明においては、撮像装置４１による撮像画像に基づいて、表示装置１の表示領域３
０の輝度ムラ、色度ムラを検出する。なお、薄膜トランジスタ５，６，７やキャパシタ８
の特性によるばらつきは、既存の方法によりあらかじめ補償されているものとする（ステ
ップＳ２）。
【００２９】
　表示装置１の表示領域３０のサブピクセルと、撮像装置４１の撮像領域の撮像画素との
対応関係は、以下の方法により求める。
　図５は本実施形態における表示装置１の表示領域３０に４つの位置合わせマーク３１～
３４を表示した状態を示す模式図である。コンピュータ４０は、まず、図５に示すように
、表示装置１の表示領域３０の予め設定された位置に、十字形の位置合わせマークを複数
表示させる（ステップＳ３）。ここでは４つの位置合わせマーク３１～３４を表示させる
場合について説明するが、本実施形態においては、後述するように、この位置合わせマー
クは少なくとも３つあればよい。なお、このとき表示領域３０には位置合わせマークのみ
を表示するようにし、位置合わせマーク以外の領域は例えば黒表示に設定する。
　このとき、位置合わせマークを表示するために点灯させる表示領域３０におけるサブピ
クセルの座標（ｉ，ｊ）は予め設定された値を有する。ここで、各位置合わせマーク３１
～３４の予め設定された各重心（図心）座標を（i_o_1，j_o_1）、（i_o_2，j_o_2）、（
i_o_3，j_o_3）、（i_o_4，j_o_4）とする。
【００３０】
　なお、サブピクセルは赤、緑、青の３色のいずれかを有するが、位置合わせマークを表
示するために点灯させるサブピクセルは、赤、緑、青のいずれかの１つの色のサブピクセ
ルのみでよい。赤色のサブピクセルのみを点灯させるように設定した場合には、三刺激値
のうちＸのみを撮像装置４１で検出すればよい。同様に、緑色のサブピクセルのみを点灯
させるように設定した場合には、三刺激値のうちＹのみを、青色のサブピクセルのみを点
灯させるように設定した場合には、三刺激値のうちＺのみを、撮像装置４１で検出すれば
よい。以下においては、緑色のサブピクセルのみを点灯させるように設定して、三刺激値
のうちＹのみを撮像装置４１で検出する場合について説明する。
【００３１】
　図６は、本実施形態における撮像装置４１の撮像領域５０と表示領域３０の関係を示す
模式図である。表示装置１の表示領域３０における位置合わせマーク３１～３４の座標が
既知であるので、撮像装置４１の撮像領域５０において位置合わせマーク３１～３４に対
応するおおよその領域も既知である。
【００３２】
　撮像装置４１の撮像領域５０において、位置合わせマーク３１に対応する領域５１の各
座標（撮像画素）のＹ刺激値を検出する。ここで、領域５１を、撮像装置４１の撮像領域
５０において［I_1，J_1］×［I_2，J_2］の範囲であるとする。
【００３３】
　ここで、コンピュータ４０の処理について説明する。
　まず、コンピュータ４０は、この領域５１において、撮像装置４１でＹ刺激値を検出す
る。次に、コンピュータ４０は、各座標におけるＹ刺激値が、あらかじめ設けた閾値より
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標に対応するデータ値とし、これをメモリセルに記録する。これにより、２値化されたデ
ータ行列Ｄ（Ｉ，Ｊ）がメモリセルに記録される。
【００３４】
　次に、コンピュータ４０は、Ｄ（Ｉ，Ｊ）より、位置合わせマーク３１の重心（図心）
座標（i_o_1，j_o_1）に対応する撮像領域５０上の座標（I_o_1，J_o_1）を算出する。具
体的には、数式（１）、（２）により算出する。
【数１】

【数２】

【００３５】
　同様にして、位置合わせマーク３２～３４に対応する領域５２～５４の各座標のＹ刺激
値を検出し、（i_o_2，j_o_2）、（i_o_3，j_o_3）、（i_o_4，j_o_4）に対応する撮像領
域５０上の座標（I_o_2，J_o_2）、（I_o_3，J_o_3）、（I_o_4，J_o_4）を算出する。
【００３６】
　なお、ＥＬディスプレイ１の表示領域３０において、４つの位置合わせマーク３１～３
４を１つずつ順次表示させ、撮像領域５０の全域でＹ刺激値を検出することで、（i_o_1
，j_o_1）、（i_o_2，j_o_2）、（i_o_3，j_o_3）、（i_o_4，j_o_4）に対応する撮像領
域５０上の座標（I_o_1，J_o_1）、（I_o_2，J_o_2）、（I_o_3，J_o_3）、（I_o_4，J_o
_4）を算出してもよい。
【００３７】
　次に、コンピュータ４０は、表示装置１の表示領域３０の座標（ｉ，ｊ）と、撮像装置
４１の撮像領域５０の座標（Ｉ，Ｊ）との対応関係を求める（ステップＳ４）。
　具体的には、座標（Ｉ，Ｊ）と座標（ｉ，ｊ）との関係を示す数式（３）のａ１１，ａ

１２，ａ２１，ａ２２，ｂ１，ｂ２の６つのパラメータを最小二乗法により求める。
【数３】

【００３８】
　コンピュータ４０は、以下の数式（４）により、ａ１１，ａ１２，ａ２１，ａ２２，ｂ

１，ｂ２の解を求める。
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【数４】

【００３９】
　なお、本実施形態においては、ｎ＝４であるが、ｎは３以上であればよく、位置合わせ
マークの数を更に増やしてもよい。最小二乗法を用いているので、データ点数が多いほど
確実性が向上する。なお、位置合わせマークの重心座標が一直線上に並ぶような場合には
、数式（４）において逆行列が求められないため、好ましくない。
【００４０】
　パラメータａ１１，ａ１２，ａ２１，ａ２２，ｂ１，ｂ２の個数（６）は、表示領域３
０の撮像装置４１との相対的な配置関係の自由度の個数と対応している。すなわち、パラ
メータａ１１，ａ１２，ａ２１，ａ２２は、平面上の回転ズレ（１パラメータ）、表示面
の撮像面に対する傾きズレ（２パラメータ）、ＥＬディスプレイ１の撮像装置４１との距
離ズレ（１パラメータ）に対応し、パラメータｂ１，ｂ２は表示領域３０と撮像領域５０
とを平面視したときの上下・左右方向のズレ（２パラメータ）に対応する。ここで、表示
領域３０と撮像装置４１との配置関係は不動であることが好ましいが、通常、載置台１０
０への表示装置１の交換等が必要であるため、交換に伴う機械的なある程度のズレは避け
られない。しかしながら、本発明の方法によれば、そのような機械的なズレがあっても、
ａ１１，ａ１２，ａ２１，ａ２２，ｂ１，ｂ２のパラメータを算出し、ＥＬディスプレイ
１の表示領域３０の座標（ｉ，ｊ）と、撮像装置４１の撮像領域５０の座標（Ｉ，Ｊ）と
の対応関係を求めるので、表示領域３０の座標（ｉ，ｊ）に対応する撮像領域５０の座標
（Ｉ，Ｊ）を常に正確に認識することができる。以上の方法により、表示装置１の表示領
域３０の各サブピクセルの座標（ｉ，ｊ）と撮像装置４１の撮像領域の各撮像画素の座標
（Ｉ，Ｊ）との対応関係を求めることができる。
【００４１】
　次に、コンピュータ４０は、表示領域３０の全サブピクセルを、各サブピクセルの有機
ＥＬ素子１０に一定の電流を供給する駆動条件で駆動して、全ての表示画素を白表示状態
とする。そして、表示領域３０を撮像装置４１により撮像して、撮像領域５０の各撮像画
素の座標（Ｉ，Ｊ）の三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を取得する（ステップＳ５）。そして、コ
ンピュータ４０は、上記数式（３）を用いて表示領域３０の各サブピクセルの座標（ｉ，
ｊ）に対応する撮像領域５０の各撮像画素の座標（Ｉ，Ｊ）を算出し、座標（Ｉ，Ｊ）の
三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を、対応する座標（ｉ，ｊ）の各サブピクセルから出力された光
の三刺激値としてメモリセルに記憶する。なお、数式（３）のＩ、Ｊが整数とならない場
合には、四捨五入をする。なお、撮像装置４１の解像度がＥＬディスプレイパネル１の解
像度と比較して充分に高いので、隣接する２またはそれ以上の座標における三刺激値の平
均をとり、対応するメモリセルに記憶する構成としてもよい。
【００４２】
　ここで、三刺激値を用いる場合の色度ムラの補正方法について説明する。色度ムラの補
正前に、「赤、緑、青」の３色のサブピクセルからなる任意の表示画素で補正前の白色を
表示させた場合における、赤色のサブピクセルの三刺激値を（X_r，Y_r，Z_r）、緑色の
サブピクセルの三刺激値を（X_g，Y_g，Z_g）、青色のサブピクセルの三刺激値を（X_b，
Y_b，Z_b）とする。このとき、この表示画素における三刺激値は、各色の三刺激値を加算
することによって求めることができて、（X_r+X_g+X_b，Y_r+Y_g+Y_b，Z_r+Z_g+Z_b）と
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なる。白色表示における理想的な三刺激値を（X_w，Y_w，Z_w）とすると、数式（５）が
成立することが好ましい。しかし、有機化合物層の厚さの違い等に起因して輝度ムラや色
度ムラが生じるため、通常は数式（５）が成立しない。
【数５】

【００４３】
　このため、本発明では、各表示画素毎に補正係数（R,G,B）を算出する。そして、この
補正係数（R,G,B）をメモリ２１に保存する（ステップＳ７）。この補正係数（R,G,B）は
、白色表示させる場合に、制御部２０が赤色のサブピクセルに対する出力値をR倍、緑色
のサブピクセルに対する出力値をG倍、青色のサブピクセルに対する出力値をB倍すること
で、表示画素における三刺激値が理想的な白色の三刺激値（X_w，Y_w，Z_w）となるよう
な値である。すなわち、数式（６）が成り立つ。
【数６】

【００４４】
　コンピュータ４０は、このような補正係数（R,G,B）を表示画素毎に求める。具体的に
は、コンピュータ４０は、以下の数式（７）により補正係数（R,G,B）を算出する。

【数７】

　なお、各色のサブピクセル毎に補正係数を求めてもよい。
【００４５】
　コンピュータ４０は、求めた補正係数（R,G,B）を、ＥＬディスプレイパネル１のメモ
リ２１に表示画素毎に対応付けてメモリ２１に保存する。以上により、ＥＬディスプレイ
パネル１が完成する。
【００４６】
　このように製造されたＥＬディスプレイパネル１では、制御部２０が外部から入力され
る表示信号に対し、メモリ２１に記録された補正係数を乗算した補正値をもとに表示を行
う。すなわち、制御部２０は、表示信号の赤色成分をＲ倍し、緑色成分をＧ倍し、青色成
分をＢ倍する補正処理を行う。なお、表示データと輝度の関係が線形でない（いわゆるγ
を持つ）場合には、輝度の値は表示データのγ乗の値に対応するため、補正係数の１／γ
乗の値を乗算する。
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【００４７】
　このように、本発明によれば、位置合わせマークの表示を用いて正確にＥＬディスプレ
イ１の表示領域３０の各サブピクセルの座標（ｉ，ｊ）と撮像装置４１の撮像領域５０の
各撮像画素の座標（Ｉ，Ｊ）との対応関係を求めるので、有機化合物層の厚さのバラツキ
等に起因した輝度ムラや色度ムラと、トランジスタの特性に起因するムラとが混在する場
合にも、両者のそれぞれを抽出して補正することができる。したがって、ＥＬディスプレ
イパネルの表示の均一性を著しく向上させることができる。
【００４８】
〔モノクロパネルの場合〕
　次に、ＥＬディスプレイ１がモノクロパネルである場合について説明する。この場合に
は、上記の「赤、緑、青」の３色のサブピクセルが一表示画素となる構成に対して、全て
のサブピクセルが同じ色であり、一つのサブピクセルが一表示画素に相当することになる
。また、ＥＬディスプレイ１がモノクロパネルである場合には、撮像装置４１もモノクロ
でよい。モノクロＣＣＤは通常は三刺激値のうちのＹのみを出力するものであるが、原理
的には三刺激値のうちのXだけ出力するモノクロＣＣＤや三刺激値のうちのＺだけ出力す
るモノクロＣＣＤも考えられる。通常であればＹのみを出力するものを使えば良いが、評
価するモノクロ表示装置が、赤っぽい単色の場合はＸ出力のもの、青っぽい単色であれば
Ｚ出力のものを使うとＣＣＤの光感度が増大し測定精度もよくなることが期待できる。
【００４９】
　この場合には、ステップ５において、ＥＬディスプレイ１の全サブピクセルを点灯させ
、撮像装置４１により撮像して、撮像領域５０の各撮像画素の座標（Ｉ，Ｊ）のＹ値を取
得する（ステップＳ５）。そして、コンピュータ４０は、上記数式（３）を用いて表示領
域３０の各サブピクセルの座標（ｉ，ｊ）に対応する撮像領域５０の各撮像画素の座標（
Ｉ，Ｊ）を算出し、座標（Ｉ，Ｊ）の輝度を、対応する座標（ｉ，ｊ）のサブピクセルか
ら出力された光の輝度としてメモリセルに記憶する。
　その後、各サブピクセルに対応して補正係数を算出してメモリ２１に保存する。補正係
数は、上記色（７）と同様に、サブピクセルの理想的な輝度を測定された各サブピクセル
の輝度で除することで算出すればよい。
【００５０】
＜第２の実施形態＞
　次いで、本発明に係わる第２の実施形態について説明する。
　本実施形態においては、表示パネル３５の表示領域３０の大きさが、撮像装置４１の撮
像領域５０の大きさより大きい値を有する。本実施形態においては、撮像装置４１による
１回の撮像では表示領域３０の全体を撮像できないため、表示領域３０を複数に分割して
、複数回の撮像を行うことにより表示領域３０全体を撮像するように構成される。
【００５１】
　図７は、本実施形態における撮像装置４１の撮像領域５０と表示領域３０の関係を示す
模式図である。
　本実施形態においては、表示領域３０を撮像装置４１の撮像領域５０に収まる複数の区
分表示領域に分ける。例えば図７（ａ）に示す例においては、表示領域３０を４つの区分
表示領域３０Ａ～３０Ｄに分ける。そして、撮像装置４１の撮像領域５０の外周部の少な
くとも一部が隣接する区分表示領域３０Ａ～３０Ｄの何れかと重なるようにして撮像する
。このとき、区分表示領域３０Ａを撮像する場合には、図７（ａ）に示すように、位置合
わせマーク３２、３３、３４を、例えば隣接する区分表示領域３０Ｂ、３０Ｃ、３０Ｄに
表示させる。同様に、区分表示領域３０Ｂを撮像する場合には、図７（ｂ）に示すように
、位置合わせマーク３１、３３、３４を例えば隣接する区分表示領域３０Ａ、３０Ｃ、３
０Ｄに表示させる。区分表示領域３０Ｃを撮像する場合には、図７（ｃ）に示すように、
位置合わせマーク３１、３２、３４を例えば隣接する区分表示領域３０Ａ、３０Ｂ、３０
Ｄに表示させる。区分表示領域３０Ｄを撮像する場合には、図７（ｄ）に示すように、位
置合わせマーク３１、３２、３３を例えば隣接する区分表示領域３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ
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に表示させる。
【００５２】
　本実施形態においても上記図４に示したものと同等の測定装置を用いる。そして、撮像
装置４１又は載置台１００の何れか一方を移動させて、各区分表示領域と撮像装置４１の
受光面とを対向配置させて、上記第１の実施形態と同様の手順により、位置合わせマーク
の撮像に基づいて各撮像画素と区分表示領域の各サブピクセルとの対応付けを行った後、
輝度ムラ、色度ムラ評価用の表示を撮像した画像から輝度ムラや色度ムラを補正するため
の補正係数を取得する。
【００５３】
　すなわち、既存の電気的特性の測定等の手法により、区分表示領域３０Ａ又は表示領域
３０の各サブピクセルの駆動回路１２の薄膜トランジスタ５，６，７やキャパシタ８の特
性に基づくバラツキを補正する（ステップＳ２）。次に、像装置４１又は載置台１００の
何れか一方を移動させて区分表示領域３０Ａと撮像装置４１の受光面とを対向配置させ、
図７（ａ）に示すように撮像装置４１の撮像領域５０が区分表示領域３０Ａを含むように
配置する。そして、区分表示領域３０Ｂ、３０Ｃ、３０Ｄの設定した表示位置に位置合わ
せマーク３２～３４を表示させて、撮像装置４１により撮像する（ステップＳ３）。次に
、撮像装置４１の撮像によって取得した撮像画像における位置合わせマークの重心座標に
対応した撮像画素の位置と、区分表示領域３０Ｂ、３０Ｃ、３０Ｄにおける位置合わせマ
ークの表示位置のサブピクセルの座標との関係に基づいて、区分表示領域３０Ａの各サブ
ピクセルと撮像装置４１の撮像画素との対応関係を求める（ステップＳ４）。次に、区分
表示領域３０Ａ又は表示領域３０の全表示画素を白表示状態とする駆動条件で駆動して、
区分表示領域３０Ａの全面に輝度ムラ、色度ムラを測定するための表示をさせ、これを撮
像装置４１により撮像する（ステップＳ５）。そして、撮像によって取得した撮像画像よ
り区分表示領域３０Ａの輝度ムラ、色度ムラを測定し、その結果に基づいて補正係数を算
出して取得する（ステップＳ６）。以上の動作を、像装置４１又は載置台１００の何れか
一方を移動させて、図７（ａ）に示すように各区分表示領域３０Ｂ～３０Ｄと撮像装置４
１の受光面とを対向配置させ、撮像装置４１の撮像領域５０が各区分表示領域３０Ｂ～３
０Ｄを含むように配置して、区分表示領域３０Ｂ、３０Ｃ、３０Ｄについても同様に行い
、取得した各区分表示領域３０Ａ～３０Ｄに対する補正係数をメモリ２１に記録する（ス
テップＳ７）。
【００５４】
　なお、上記図７（ａ）～（ｄ）に示した構成においては、各区分表示領域を撮像する場
合に、位置合わせマークを隣接する他の区分表示領域に表示させて、互いに異なる位置に
位置合わせマークを表示させることとしたが、図８（ａ）～（ｄ）に示すように、位置合
わせマークを例えば各区分表示領域の境界線上に表示させて、各区分表示領域の撮像にお
いて、同じ位置合わせマークを共用する構成としてもよい。この場合、少なくとも２つの
区分表示領域の撮像において、同じ表示位置の位置合わせマークを用いることになり、求
められる各区分表示領域の各サブピクセルと撮像装置４１の撮像画素との対応関係の精度
を高めることができるとともに、位置合わせマークの表示に係わる制御を簡素化すること
ができる。
【００５５】
　位置合わせマークを用いない従来法においては、表示領域を分割して撮像を行うと、機
械的な制御誤差に基づくずれが生じやすかった。これに対し、本実施形態によれば、区分
表示領域毎に位置合わせマークに基づいて撮像画像の撮像画素と区分表示領域の各サブピ
クセルとの関係を撮像毎に求めるので、制御誤差の影響を排除することができる。
【００５６】
　次に、上記各実施形態における変形例について説明する。
＜変形例１＞
　上記の実施例においては、十字形の位置合わせマークを用いた。この十字形の位置合わ
せマークを図９の（ａ）に示す。しかしながら、位置合わせマークはこの形状に限るもの
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ではない。位置合わせマークとして、図９（ｂ）～（ｎ）の形態例に示すような種々の形
状のものを用いてもよい。すなわち、図９（ｂ）に示すように、図９の（ａ）の十字形を
反転した形の位置合わせマークとしてもよいし、図９（ｃ）に示すように、正方形の位置
合わせマークとしてもよいし、図９（ｄ）に示すようにより大きな十字形としてもよい。
あるいは、図９（ｅ）に示すように、正方形を４５°回転させた形状としてもよい。ある
いは、図９（ｆ）に示すように×字状としてもよい。あるいは図９（ｇ）に示すように図
９（ｃ）の正方形より大きな正方形としてもよいし、図９（ｈ）に示すように図９（ｃ）
の正方形より小さな正方形としてもよい。また、図９（ｉ）、図９（ｊ）に示すように長
方形としてもよい。さらに、図９（ｋ）に示すように、図９（ｇ）と図９（ｈ）の図形を
合わせた図形としてもよいし、図９（ｌ）に示すように図９（ｆ）と図９（ｈ）の図形を
合わせた図形としてもよい。さらに、図９（ｍ）に示すように図９（ｈ）の図形を複数組
み合わせた図形としてもよいし、図９（ｎ）に示すように図９（ａ）の図形を複数組み合
わせた図形としてもよい。
【００５７】
＜変形例２＞
　上記各実施形態における表示パネル１に補正係数を記録するプロセスのステップＳ３に
おいて、位置合わせマークを表示するために点灯させるサブピクセル又は位置合わせマー
クの近傍の、例えば図６に示す領域５１～５４内のサブピクセルに常時点灯又は常時非点
灯の点欠陥が存在する場合がある。この場合、撮像装置４１で位置合わせマークと一緒に
点欠陥も画像として取得したり、位置合わせマークの画像として、本来の位置合わせマー
クの形状が一部欠けた画像を取得したり、することになる。何れの場合においても、取得
した画像から上記数式（１）、（２）によって位置合わせマークの重心座標を求めると、
算出された重心座標は正しい位置からずれた値となってしまう。その結果、ステップＳ４
において、上記よって算出された正しい位置からずれた重心座標の値を用いると、表示パ
ネル１の各サブピクセルと撮像画像における各撮像画素との対応関係が正しい関係からず
れたものとなってしまう。
【００５８】
　そこで、本変形例は、上記ステップＳ３～Ｓ４において、位置合わせマークの検出時に
点欠陥の有無を判定することが出来るようにするとともに、位置合わせマークやその近傍
に点欠陥が存在しても、位置合わせマークの正しい重心座標を取得することができるよう
にするものである。
【００５９】
　本変形例における動作を図１０により説明する。図１０は表示領域３０の位置合わせマ
ークを表示する一つの第１の表示位置に対する処理動作を示すフロー図である。すなわち
、まず、表示領域３０における位置合わせマークの第１の表示位置を設定する（ステップ
Ｓ１０）。そして、この表示位置に、例えば図９（ａ）～（ｎ）に示したような、その重
心座標が同じで形状が異なる、すなわち点灯するサブピクセルが異なる、複数の位置合わ
せマークを順次表示させ、表示された各位置合わせマークを撮像装置４１により撮像する
（ステップＳ１１～Ｓ１４）。ここでは例えば図９（ａ）～（ｎ）に示す各位置合わせマ
ークに１から１３の番号を付し、変数ｎを１から順次インクリメントして、ｎ＝１のとき
図９（ａ）に示す位置合わせマークを表示させ、ｎ＝２のとき図９（ｂ）に示す位置合わ
せマークを表示させ、以下、順次表示し、ｎ＝１４のときに図９（ｎ）に示す位置合わせ
マークを表示させる。ここでｎmax＝１４とする。次いで、撮像画像における全ての位置
合わせマークの重心座標に対応した撮像画素の位置を算出する（ステップＳ１５）。そし
て、各位置合わせマークの重心座標の差分の最大値を算出し（ステップＳ１６）、この差
分が予め設定された閾値を越えているか否かを判定する（ステップＳ１７）。このとき、
各位置合わせマークやその近傍に点欠陥がなければ、各位置合わせマークの重心座標はほ
ぼ一致する。ここで、各サブピクセルの発光部の大きさや形状に多少のバラツキがあり、
位置合わせマークの形状によって点灯するサブピクセルが異なるために、点欠陥が無い場
合でも、各位置合わせマークの重心座標は完全には一致しないことがあるが、各位置合わ
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欠陥が存在する場合には、各位置合わせマークの重心座標の差分が比較的大きな値となる
。
【００６０】
　そこで、各位置合わせマークの重心座標の差分に対して所定の閾値を設定して、この差
分の最大値が閾値以内であった場合、この表示位置に点欠陥は無いと判断し、各位置合わ
せマークに対する重心座標の平均をその表示位置での正しい重心座標として取得する（ス
テップＳ１８）。そして、他の表示位置についても同様の動作を実行して、点欠陥が無く
、位置合わせマークに対する正しい重心座標を３箇所以上取得するまで繰り返す。
【００６１】
　一方、この差分の最大値が閾値を越えている場合には、当該位置合わせマークを構成す
るサブピクセルのいずれか又はその近傍に点欠陥があると判断して、以下の異常時処理を
実行する（ステップＳ１９）。この異常時処理において、表示領域３０に多少の点欠陥の
存在を許容する場合には、この表示位置での処理を中断し、この第１の表示位置と異なる
第２の表示位置を設定して、同様の処理動作を行う。こうして、点欠陥が無く、位置合わ
せマークに対する正しい重心座標を３箇所以上取得するまで繰り返す。また、表示領域３
０における点欠陥の存在を許容しない場合には、この異常時処理において、当該表示位置
の位置合わせマークを構成するサブピクセルのいずれか又はその近傍に点欠陥があること
になるため、その表示パネル３５は不良品であると判定し、以後の処理を打ち切るように
する。
【符号の説明】
【００６２】
１　ＥＬディスプレイパネル
１０　有機ＥＬ素子
１２　駆動回路
２０　制御部
２１　メモリ
３０　表示領域
３１～３４　位置合わせマーク
４１　撮像装置
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