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(57)【要約】
【課題】透光性を有する表示パネルでは表示できない色
を表現可能な表示装置を提供する。
【解決手段】透光性を有する有機ＥＬパネル５と、透光
性を有し、有機ＥＬパネル５に重ねて配置され、光透過
量を制御可能な液晶シャッター６と、有機ＥＬパネル５
における非発光位置に対応する位置で、液晶シャッター
６の光透過量を制御する制御部３０と、を備えるように
した。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有する自発光型の表示パネルと、
　透光性を有し、前記表示パネルに重ねて配置され、光透過量を制御可能な液晶シャッタ
ーと、
　前記表示パネルにおける非発光位置に対応する位置で、前記液晶シャッターの光透過量
を制御する表示制御部と、を備えたこと、を特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記表示パネルは、異なる色の光を発光する複数の画素から発光される光を加法混色し
て色を表示すること、を特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記表示パネルの背面側に前記液晶シャッターを配置したこと、を特徴とする請求項１
又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記表示パネル、及び、前記液晶シャッターの画面サイズを略同一に形成するとともに
、前記表示パネルの各画素と、前記液晶シャッターの各画素とが重なって配置されるよう
に、前記表示パネルの各画素、及び、前記液晶シャッターの各画素を形成したこと、を特
徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の表示装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記表示パネルの非発光位置に対応する位置で、前記液晶シャッタ
ー上に所定の画像が表現される態様で前記液晶シャッターの光透過量を制御すること、を
特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の表示装置。
【請求項６】
　透光性を有する自発光型の表示パネルと、
　透光性を有し、前記表示パネルに重ねて配置され、光透過量を制御可能な液晶シャッタ
ーと、を備える表示装置を制御して、
　前記表示パネルの所定の位置を非発光状態にし、
　前記所定の位置に対応する位置で、前記液晶シャッターの光透過量を制御すること、を
特徴とする表示装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示画面に画像を表示する表示装置、及び、この表示装置の制御方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、透光性を有する有機ＥＬパネルなど、透光性を有する自発光型の表示パネルを用
いて、透光性を有する表示画面に画像を表示する表示装置が知られている（例えば、特許
文献１参照）。
【特許文献１】特開２００８－２１０５７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述した表示装置のように透光性を有する表示画面に画像を表示する表
示装置では、透光性を有する表示画面に画像を表示するという制約から、表示画面に表示
できない色がある、という問題がある。
　例えば、透光性を有する自発光型の表示パネルであって、赤色、緑色、及び、青色の光
を発光する３つの画素が発光する光を加法混色して、様々な色を表示する表示パネルでは
、上記３つの画素の全てが発光状態の場合、白色が表示される一方、全ての画素が非発光
状態の場合「透明」となる。このため、上述した表示パネルでは、黒色を表示できない。
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　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、透光性を有する表示パネルでは
表示できない色を表現可能な表示装置、及び、表示装置の制御方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するために、本発明は、表示装置において、透光性を有する自発光型の
表示パネルと、透光性を有し、前記表示パネルに重ねて配置され、光透過量を制御可能な
液晶シャッターと、前記表示パネルにおける非発光位置に対応する位置で、前記液晶シャ
ッターの光透過量を制御する表示制御部と、を備えたこと、を特徴とする。
　この構成によれば、自発光型の表示パネルの非発光位置における光透過量を液晶シャッ
ターによって制御することが可能となる。このため、液晶シャッターによって上記非発光
位置における光透過量を制御することにより、上記非発光位置に表示パネルが表示できな
い色を、表現することができる。
【０００５】
　ここで、上記発明の表示装置において、前記表示パネルは、異なる色の光を発光する複
数の画素から発光される光を加法混色して色を表示するようにしてもよい。
　異なる色の光を発光する複数の画素から発光される光を加法混色して色を表示する表示
パネルは、黒色、及び、黒色を基準とする無彩色を表示できない。ここで、黒色を基準と
する無彩色とは、灰色などの色味を持たない色であって、白色を除く色のことをいう。
　そして、上記構成によれば、透光性を有する自発光型の表示パネルの非発光位置におい
て、液晶シャッターの光透過量を制御することにより、上記非発光位置に、黒色や、黒色
を基準とする無彩色に準ずる色を表現することができる。
【０００６】
　また、上記発明の表示装置において、前記表示パネルの背面側に前記液晶シャッターを
配置するようにしてもよい。
　この構成によれば、光の透過量を制御する液晶シャッターが、画像を表示する表示パネ
ルの背面側に配置される。このため、表示パネルが表示する画像を、液晶シャッターを介
することなく直接視ることができることとなり、画像の視やすさが向上する。
【０００７】
　また、上記発明の表示装置において、前記表示パネル、及び、前記液晶シャッターの画
面サイズを略同一に形成するとともに、前記表示パネルの各画素と、前記液晶シャッター
の各画素とが重なって配置されるように、前記表示パネルの各画素、及び、前記液晶シャ
ッターの各画素を形成してもよい。
　この構成によれば、表示パネルの任意の画素に対応して、液晶シャッターの画素の光透
過量を制御することができる。
【０００８】
　また、上記発明の表示装置において、前記表示制御部は、前記表示パネルの非発光位置
に対応する位置で、前記液晶シャッター上に所定の画像が表現される態様で前記液晶シャ
ッターの光透過量を制御するようにしてもよい。
　この構成によれば、表示パネルの非発光位置に対応する位置で、液晶シャッター上に所
定の画像が表現される態様で液晶シャッターの光透過量を制御することにより、表示パネ
ルの非発光位置に所定の画像を表現することができる。
【０００９】
　また、上記目的を達成するために、本発明は、透光性を有する自発光型の表示パネルと
、透光性を有し、前記表示パネルに重ねて配置され、光透過量を制御可能な液晶シャッタ
ーと、を備える表示装置を制御して、前記表示パネルの所定の位置を非発光状態にし、前
記所定の位置に対応する位置で、前記液晶シャッターの光透過量を制御すること、を特徴
とする。
　この制御方法によれば、自発光型の表示パネルの非発光位置における光透過量を液晶シ
ャッターによって制御することが可能となる。このため、液晶シャッターによって上記非
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発光位置における光透過量を制御することにより、上記非発光位置に、表示パネルが表示
できない色を、表現することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、透光性を有する自発光型の表示パネルの非発光位置において、液晶シ
ャッターの光透過量を制御するため、透光性を有する自発光型の表示パネルが表示できな
い色であって、液晶シャッターの光透過量に応じて液晶シャッター上に表示可能な色を、
非発光位置で表現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　図１は、本実施形態に係る表示装置１の実施態様の一例を示す図である。
　表示装置１は、透光性を有する表示画面３を備えており、この表示画面３に、動画に係
る画像や、静止画に係る画像などの各種画像を表示する。このため、画像の表示中に正面
から表示画面３を視た場合、表示画面３を通して、表示装置１の後方に存在する物や人物
などが透けて視える。例えば、図１では、表示画面３を通して、表示装置１の後方に存在
する人物Ｊが透けて視えている。
　表示装置１は、例えば、ある店舗内で店員と顧客との間に介在するテーブルに設置され
る。この場合、テーブルを介して店員と対面した顧客は、表示画面３に表示された画像を
参照しつつ、表示画面３越しに店員の表情を確認するができる。
【００１２】
　図２は、表示装置１の構成を示す図である。なお、以下の説明では、表示装置１におい
て、ユーザーが画像を視認する側の面を前面といい、その裏側の面を背面という。
　図２に示すように、表示装置１は、有機ＥＬパネル５（表示パネル）と、この有機ＥＬ
パネル５の背面側に重ねて配置された液晶シャッター６とを備えている。表示装置１は、
有機ＥＬパネル５に各種画像を表示することにより、表示装置１の表示画面３に画像を表
示する。
【００１３】
　図３（Ａ）は、表示装置１の構成を示す図であり、特に、有機ＥＬパネル５における表
示領域であるＥＬ側表示画面８、及び、液晶シャッター６における表示領域である液晶側
表示画面９の構成を模式的に示す図である。なお、後述するように、本実施形態に係る液
晶シャッター６は、自身を透過する光の光透過量を制御する機能を主な機能としているが
、便宜的に、液晶シャッター６において光透過量を制御可能な領域を、液晶側表示画面９
という。
　また、図３（Ｂ）は、ＥＬ側表示画面８に形成されたＥＬ側画素１０、及び、液晶側表
示画面９に形成された液晶側画素１１の関係を説明するため、これらＥＬ側画素１０、及
び、液晶側画素１１を模式的に示す図である。なお、ＥＬ側画素１０とは、発光の状態を
制御可能な最小単位の表示領域のことであり、液晶側画素１１とは、光透過量を制御可能
な最小単位の表示領域のことである。
【００１４】
　本実施形態では、図３（Ａ）に示すように、ＥＬ側表示画面８の大きさ（画面サイズ）
、及び、液晶側表示画面９（画面サイズ）が略同一の大きさに形成されている。
　このように、ＥＬ側表示画面８の大きさと、液晶側表示画面９の大きさとが略同一に形
成されているため、ＥＬ側表示画面８全体と、液晶側表示画面９全体とがほぼ完全に重な
った状態で、有機ＥＬパネル５と、液晶シャッター６とを重ねて配置することができる。
なお、表示装置１の表示画面３は、これらＥＬ側表示画面８と、液晶側表示画面９とが重
なった状態において表示装置１に形成される表示画面３を意味している。
　図３（Ａ）、及び、図３（Ｂ）に示すように、有機ＥＬパネル５に液晶シャッター６を
重ねて配置した際に、ＥＬ側画素１０のそれぞれと、液晶側画素１１のそれぞれとが対向
し重なって配置されるように、ＥＬ側表示画面８にＥＬ側画素１０がマトリックス状に形
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成されるとともに、液晶側表示画面９に液晶側画素１１がマトリックス状に形成されてい
る。すなわち、ＥＬ側表示画面８におけるＥＬ側画素１０の行、列方向における画素数、
及び、画素が形成されるピッチと、液晶側表示画面９における液晶側画素１１の行、列方
向における画素数、及び、画素が形成されるピッチとが一致している。
　このように、ＥＬ側表示画面８の大きさ（画面サイズ）、及び、液晶側表示画面９（画
面サイズ）が略同一の大きさに形成されるとともに、ＥＬ側画素１０のそれぞれと、液晶
側画素１１のそれぞれとが重なって配置されるようにこれら画素が形成されているため、
後述するように、有機ＥＬパネル５の任意のＥＬ側画素１０に対応して、液晶シャッター
６の画素の光透過量を制御することができる。
【００１５】
　図４は、表示装置１の概略構成を示す要部断面図である。
　有機ＥＬパネル５は、図４に示すように、ガラス基板１３を備えるとともに、このガラ
ス基板１３の背面側において、陽極１４と、陰極１５と、これら陽極１４、及び、陰極１
５に正孔輸送層１６、及び、電子輸送層１７を介して挟まれた発光層１８と、を備えてい
る。
　陽極１４は、正孔輸送層１６を介して発光層１８に正孔を供給する電極であり、スパッ
ター蒸着による方法や、印刷技術を利用する方法などの各種方法によって、ガラス基板１
３の表面に形成されている。陽極１４は、発光層１８が発光した光を透過できるよう、Ｉ
ＴＯ（Indium Tin Oxide）などの透明な電極の材料を用いて構成されている。なお、正孔
輸送層１６は、陽極１４から発光層１８へ円滑に正孔を供給できるようにすること、及び
、陰極１５から発光層１８へ供給された電子が移動してくることを防止すること、を目的
として形成された層である。陽極１４には、画素ごとに発光画素と、この発光画素を駆動
するＴＦＴ（Thin Film Transistor：薄膜トランジスター）が形成されており、ＴＦＴが
後述するＥＬ側駆動回路３９に制御されて、発光層１８の発光が制御される。
　陰極１５は、電子輸送層１７を介して発光層１８に電子を供給する電極であり、ＩＴＯ
などの透明な電極の材料を用いて構成されている。なお、電子輸送層１７は、陰極１５か
ら発光層１８へ円滑に電子を供給できるようにすること、及び、陽極１４から発光層１８
へ供給された正孔が移動してくることを防止すること、を目的として形成された層である
。
　発光層１８は、陽極１４に形成されたＴＦＴの制御に応じて発光する層であり、π共役
ポリマーや、低分子色素含有ポリマーなどの高分子系有機ＥＬ材料や、アルミニウム錯体
などの低分子系有機ＥＬ材料などを用いて構成される。
　このように、本実施形態では、陽極１４、及び、陰極１５の両方が、透明な電極の材料
を用いて構成されているため、有機ＥＬパネル５は、全体として透光性を有している。
【００１６】
　本実施形態に係る有機ＥＬパネル５は、３色発光方式によってカラー化を実現している
。すなわち、図４を参照して、発光層１８において、赤色の光を発光可能な発光層１８Ｒ
、緑色の光を発光可能な発光層１８Ｇ、及び、青色の光を発光可能な発光層１８Ｂが、発
光層１８Ｒ、発光層１８Ｇ、発光層１８Ｂの順番に並んで配置されており、所定の色を表
示する場合、この所定の色に応じて、陽極１４のＴＦＴが制御されて、発光層１８Ｒ、１
８Ｇ、１８Ｂのそれぞれの発光が制御され、発光層１８Ｒ、１８Ｇ、１８Ｂのそれぞれか
ら発光される赤色、緑色、青色の光が加法混色されて、所定の色が表示される。なお、図
４に示すように、本実施形態では、発光層１８Ｒ、１８Ｇ、１８Ｂのそれぞれに対応する
表示領域が、１つのＥＬ側画素１０を構成しており、以下の説明では、赤色の発光層１８
Ｒに対応する画素を赤色画素１０Ｒ、緑色の発光層１８Ｇに対応する画素を緑色画素１０
Ｇ、そして、青色の発光層１８Ｂに対応する画素を青色画素１０Ｂというものとする。ま
た、以下の説明では、加法混色によってある１つの色を表示する、赤色画素１０Ｒ、緑色
画素１０Ｇ、及び、青色画素１０Ｂの３つＥＬ側画素１０の組み合わせを、ＥＬ側画素１
０と区別して表現するため、画素ユニット１０Ｕという。
【００１７】
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　ここで、背面に光を遮断する部材が設けられた透光性を有しない一般的な有機ＥＬパネ
ルであって、３色発光方式によってカラー化を実現する有機ＥＬパネルは、赤色画素１０
Ｒ、緑色画素１０Ｇ、及び、青色画素１０Ｂを発光させないことにより、黒色を表示する
ことができる。しかしながら、本実施形態のように、透光性を有する有機ＥＬパネル５で
あって、３色発光方式によってカラー化を実現する有機ＥＬパネル５では、赤色画素１０
Ｒ、緑色画素１０Ｇ、及び、青色画素１０Ｂを発光させない場合、これら赤色画素１０Ｒ
、緑色画素１０Ｇ、及び、青色画素１０Ｂに対応する画素ユニット１０Ｕが非発光状態と
なるため、ＥＬ側表示画面８に黒色、及び、黒色を基準とする無彩色を表示することがで
きない。なお、非発光状態とは、発光層１８の発光に基づく色が表示されていない状態い
い、実際には、透明となる。また、黒色を基準とする無彩色とは、灰色などの色味を持た
ない色であって、白色を除く色のことをいう。
【００１８】
　液晶シャッター６は、図４に示すように、特定の振動方向の光のみを透過する偏光板２
０、２１と、偏光板２０の背面側に配置されたガラス基板２２、及び、偏光板２１の前面
側に配置されたガラス基板２３と、ガラス基板２２に形成された対向電極２４、及び、ガ
ラス基板２３に形成された画素電極２５と、対向電極２４上に形成された配向膜２６、及
び、画素電極２５上に形成された配向膜２７と、ガラス基板２２、２３の間隙に充填され
た液晶２８と、を備えている。液晶シャッター６は、液晶側画素１１ごとに、画素電極２
５と、この画素電極２５を駆動するためのＴＦＴを備えており、このＴＦＴが後述する液
晶側駆動回路４０によって制御されて、液晶側画素１１ごとに液晶シャッター６を透過す
る光の光透過量が制御される。
【００１９】
　図２に示すように、表示装置１は、有機ＥＬパネル５、及び、液晶シャッター６のほか
、制御部３０（表示制御部）と、入力部３１と、ディスク再生部３２と、音声出力部３３
と、記憶部３４と、描画制御部３５と、を備えている。
　制御部３０は、表示装置１の各部を中枢的に制御するものであり、演算実行部としての
ＣＰＵや、このＣＰＵに実行される基本制御プログラムや、この基本制御プログラムに係
るデータ等を不揮発的に記憶するＲＯＭ、ＣＰＵに実行されるプログラムやこのプログラ
ムに係るデータ等を一時的に記憶するＲＡＭ、その他の周辺回路等を備えている。
　入力部３１は、電源をオン／オフするスイッチなどの入力デバイスに接続され、ユーザ
ーによるこれら入力デバイスの操作を検出して、この操作に対応する操作信号を制御部３
０に出力する。
　ディスク再生部３２は、ＤＶＤや、ＣＤ、ＭＤなどのディスク型記録媒体に記録された
データを読み取り、読み取ったデータに係る映像信号や、音声信号などを制御部３０に出
力する。ディスク再生部３２から制御部３０に出力される映像信号には、有機ＥＬパネル
５の画素ユニット１０Ｕに表示させるべき色を指示する信号が含まれている。
　制御部３０は、ディスク再生部３２から入力された映像信号を分析し、当該映像信号に
対応して有機ＥＬパネル５における表示を制御するためのＥＬ用描画コマンド、及び、当
該映像信号に対応して液晶シャッター６の光の透過量を制御するための液晶用制御コマン
ド、を生成し、生成したＥＬ用描画コマンド、及び、液晶用制御コマンドを描画制御部３
５に出力する。ＥＬ用描画コマンド、及び、液晶用制御コマンドを生成する際の制御部３
０の動作については、後述する。
　音声出力部３３は、スピーカーに接続されており、デジタル音声信号をアナログ音声信
号に変換するＤ／Ａコンバーターや、制御部３０の制御の下、音量レベルを変更するヴォ
リューム、アナログ音声信号を増幅するアンプ等を内蔵し、制御部３０から入力される音
声信号に係る音声を、制御部３０により指定された音量によってスピーカーから出力する
。
　記憶部３４は、磁気的、光学的記録媒体または半導体記憶素子を用いた記憶装置を備え
、各種のプログラムやデータ等を不揮発的に記憶する。図２に示すように、記憶部３４に
は、黒判別テーブル３６が記憶されているが、これについては後述する。
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【００２０】
　描画制御部３５は、制御部３０から入力されたＥＬ用描画コマンドに基づいて、ビット
マップ画像データなどのＥＬ用描画データを生成し、ＥＬ用ＶＲＡＭ３７に記憶するとと
もに、液晶用描画コマンドに基づいて、液晶用描画データを生成し、液晶用ＶＲＡＭ３８
に記憶する。そして、描画制御部３５は、有機ＥＬパネル５における描画タイミングに合
わせて、ＥＬ用ＶＲＡＭ３７からＥＬ用描画データを読み出し、ＥＬ側駆動回路３９に順
次出力するとともに、液晶シャッター６における制御タイミングに合わせて、液晶用ＶＲ
ＡＭ３８から液晶用描画データを読み出し、液晶側駆動回路４０に順次出力する。
【００２１】
　ＥＬ側駆動回路３９は、ＥＬ側走査線駆動回路４２と、ＥＬ側データ線駆動回路４３と
、を備えており、ＥＬ側走査線駆動回路４２には、Ｘ方向に伸びる複数本の走査線４４が
接続され、ＥＬ側データ線駆動回路４３には、Ｙ方向に伸びる複数本のデータ線４５が接
続されている。なお、図２では、電流供給線は省略してある。走査線４４と、データ線４
５とが交差する部分に対応して１つのＥＬ側画素１０が形成されており、各ＥＬ側画素１
０には、ＴＦＴを含んで構成される画素回路４６が設けられている。ＥＬ側走査線駆動回
路４２、及び、ＥＬ側データ線駆動回路４３は、描画制御部３５から入力されるＥＬ用描
画データに基づいて、例えば、アクティブマトリックス方式に準じた駆動方式によって、
各画素に設けられた画素回路４６を協働して制御し、各画素における発光層１８の発光を
制御する。
　同様に、液晶側駆動回路４０は、液晶側走査線駆動回路４８と、液晶側データ線駆動回
路４９と、を備え、液晶側走査線駆動回路４８には、Ｘ方向に伸びる複数本の走査線５０
が接続され、液晶側データ線駆動回路４９には、Ｙ方向に伸びる複数本のデータ線５１が
接続され、走査線５０と、データ線５１とが交差する部分に対応して１つの液晶側画素１
１が形成され、各液晶側画素１１には、ＴＦＴを含んで構成される画素回路５２が設けら
れている。
【００２２】
　ところで、上述したように、透光性を有する有機ＥＬパネル５であって、３色発光方式
によってカラー化を実現する有機ＥＬパネル５は、ＥＬ側表示画面８に黒色、及び、黒色
を基準とする無彩色を表示することができない。そこで、本実施形態では、上述した構成
を有する表示装置１を以下に説明する黒判別テーブル３６の内容に基づいて、以下のよう
に制御することにより、表示装置１の表示画面３の透光性を維持した状態で、表示画面３
に黒色、及び、黒色を基準とする無彩色を表現している。
【００２３】
　図５は、黒判別テーブル３６の構成を模式的に示す図である。
　この黒判別テーブル３６は、制御部３０が、ＥＬ用描画コマンド、及び、液晶用描画コ
マンドを生成する際に、参照されるテーブルである。制御部３０は、ディスク再生部３２
から映像信号が入力されると、入力された映像信号を分析するとともに、この黒判別テー
ブル３６を参照して、ＥＬ用描画コマンド、及び、液晶用描画コマンドを生成する。
　図５に示すように、黒判別テーブル３６の１件のレコードは、識別番号フィールド６０
と、映像信号フィールド６１と、黒フィールド６２と、無彩色フィールド６３と、ＥＬ側
画素フィールド６４と、液晶側画素フィールド６５と、を含んでいる。
【００２４】
　識別番号フィールド６０には、レコード毎に位置に付与される識別番号を示す識別番号
データが記憶される。
　映像信号フィールド６１は、ある１つの画素ユニット１０Ｕについて、映像信号によっ
て当該画素ユニット１０Ｕに表示させる色として指示されている色を示すデータが記憶さ
れるフィールドであり、赤フィールド６１Ｒ、緑フィールド６１Ｇ、及び、青フィールド
６１Ｂを備えている。赤フィールド６１Ｒ、緑フィールド６１Ｇ、及び、青フィールド６
１Ｂには、それぞれ、映像信号によって当該画素ユニット１０Ｕが備える赤色画素１０Ｒ
、緑色画素１０Ｇ、及び、青色画素１０Ｂに表示させる色として指示されている色を示す
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データが記憶される。なお、本実施形態では、画素ユニット１０Ｕが備える赤色画素１０
Ｒ、緑色画素１０Ｇ、及び、青色画素１０Ｂの色を、それぞれ、４ビットのカラー深度で
表現するものとする。また、以下の説明では、映像信号フィールド６１に記憶されたデー
タが示す値を、（赤、緑、青）＝（０１００、１１０１、０００１）などと表現する。
【００２５】
　黒フィールド６２には、映像信号フィールド６１に記憶されたデータが示す色が、黒色
か否かを示すフラグを記憶する。図５の例では、黒色の場合は、フラグが「１」になって
おり、そうでない場合フラグが「０」となっている。
　無彩色フィールド６３には、映像信号フィールド６１に記憶されたデータが示す色が黒
色を基準とする無彩色か否かを示すフラグを記憶する。図５の例では、黒色を基準とする
無彩色の場合は、フラグが「１」になっており、そうでない場合フラグが「０」となって
いる。
　ＥＬ側画素フィールド６４は、映像信号に基づいて、実際に、有機ＥＬパネル５の画素
ユニット１０Ｕが備える赤色画素１０Ｒ、緑色画素１０Ｇ、及び、青色画素１０Ｂに表示
させる色を示すデータが記憶されるフィールドであり、Ｒフィールド６４Ｒ、Ｇフィール
ド６４Ｇ、及び、Ｂフィールド６４Ｂを備えている。制御部３０は、ＥＬ用描画コマンド
を生成する際、このＥＬ側画素フィールド６４を参照し、ＥＬ側画素フィールド６４に記
憶されているデータに基づいて、ＥＬ用描画コマンドを生成する。ここで、Ｒフィールド
６４Ｒに記憶されているデータが示す値が、（００００）の場合、Ｒフィールド６４Ｒに
対応する赤色画素１０Ｒは、非発光状態となるよう制御され、（１１１１）の場合、赤色
画素１０Ｒは、最も高い輝度で発光するよう制御される。なお、以下の説明では、ＥＬ側
画素フィールド６４に記憶されたデータが示す値を、（Ｒ、Ｇ、Ｂ）＝（０１００、１１
０１、０００１）などと表現する。
【００２６】
　液晶側画素フィールド６５は、映像信号に基づいて、実際に、液晶側画素１１を制御す
るためのデータが記憶されるフィールドであり、ｒフィールド６５Ｒ、ｇフィールド６５
Ｇ、及び、ｂフィールド６５Ｂを備えている。ｒフィールド６５Ｒには、Ｒフィールド６
４Ｒに係る赤色画素１０Ｒと対応する位置に配置された液晶シャッター６の液晶側画素１
１を制御するためのデータが、ｇフィールド６５Ｇには、Ｇフィールド６４Ｇに係る緑色
画素１０Ｇと対応する位置に配置された液晶シャッター６の液晶側画素１１を制御するた
めのデータが、ｂフィールド６５Ｂには、Ｂフィールド６４Ｂに係る青色画素１０Ｂと対
応する位置に配置された液晶シャッター６の液晶側画素１１を制御するためのデータが、
それぞれ記憶される。制御部３０は、液晶用描画コマンドを生成する際、この液晶側画素
フィールド６５に記憶されているデータに基づいて、液晶用描画コマンドを生成する。こ
こで、ｒフィールド６５Ｒに記憶されているデータが示す値が、（００００）の場合、ｒ
フィールド６５Ｒに対応する液晶側画素１１は、光の透過量が最も大きくなるよう制御さ
れ、（１１１１）の場合、液晶側画素１１は、光の透過が遮断されるよう制御される。な
お、以下の説明では、液晶側画素フィールド６５に記憶されたデータが示す値を、（ｒ、
ｇ、ｂ）＝（０１００、１１０１、０００１）などと表現する。
【００２７】
　次いで、黒判別テーブル３６に基づいてＥＬ用描画コマンド、及び、液晶用描画コマン
ドを生成する際に、制御部３０によって行われる動作について、図５を用いて具体的に説
明する。
　なお、映像信号には、当該映像信号に係る画像をＥＬ側表示画面８に表示するために色
を表示する必要がある画素ユニット１０Ｕの全てについて、これら画素ユニット１０Ｕが
表示すべき色を指示する信号が含まれているが、以下の説明では、説明の便宜のため、映
像信号には、ある１つの画素ユニット１０Ｕのみが表示すべき色を指示する信号が含まれ
ているものとする。
【００２８】
　まず、ディスク再生部３２から入力された映像信号によって、ある画素ユニット１０Ｕ



(9) JP 2010-160309 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

に表示すべき色として、黒色が指示されている場合について、図５の識別番号がＳ１のレ
コード（以下、「レコードＳ１」という。他のレコードについても同様に表現する。）を
用いて説明する。
　ディスク再生部３２から映像信号が入力された場合、制御部３０は、映像信号を分析し
、画素ユニット１０Ｕが表示すべき色として指示されている色の値を検出する。ここで、
検出した色の値が（赤、緑、青）＝（００００、００００、００００）であるものとし、
本実施形態では、上記値が示す色は、黒色であるものとする。
　画素ユニット１０Ｕが表示すべき色として指示されている色の値を検出した制御部３０
は、黒判別テーブル３６の映像信号フィールド６１を参照し、検出した色の値と同じ値を
示すデータが映像信号フィールド６１に記憶されているレコードを特定する。上述したよ
うに、検出した色の値は、（赤、緑、青）＝（００００、００００、００００）であるた
め、制御部３０は、レコードＳ１を特定する。ここで特定されたレコードＳ１の黒フィー
ルド６２には、フラグ「１」が記憶されている。
【００２９】
　次いで制御部３０は、特定したレコードＳ１のＥＬ側画素フィールド６４の内容に基づ
いて、ＥＬ用描画コマンドを生成する。具体的には、レコードＳ１のＥＬ側画素フィール
ド６４に記憶されたデータが示す値（Ｒ、Ｇ、Ｂ）＝（００００、００００、００００）
に基づいて、この値が示す色を画素ユニット１０Ｕに表示させることを指示するコマンド
を含んだＥＬ用描画コマンドを生成する。ここで、（Ｒ、Ｇ、Ｂ）＝（００００、０００
０、００００）は、画素ユニット１０Ｕが備える赤色画素１０Ｒ、緑色画素１０Ｇ、及び
、青色画素１０Ｂのそれぞれが発光しない状態、すなわち、上述した非発光状態を意味し
ている。本実施形態では、黒フィールド６２にフラグ「１」が記憶されているレコードの
ＥＬ側画素フィールド６４には、必ず、（Ｒ、Ｇ、Ｂ）＝（００００、００００、０００
０）が記憶されている。
　さらに、制御部３０は、特定したレコードＳ１の液晶側画素フィールド６５の内容に基
づいて、描画制御部３５に出力するための液晶用描画コマンドを生成する。具体的には、
レコードＳ１の液晶側画素フィールド６５に記憶されたデータが示す値（ｒ、ｇ、ｂ）＝
（１１１１、１１１１、１１１１）に基づいて、この値が示す制御を液晶側画素１１に対
して行わせることを指示するコマンドを含んだ液晶用描画コマンドを生成する。ここで、
（ｒ、ｇ、ｂ）＝（１１１１、１１１１、１１１１）の場合、全ての液晶側画素１１にお
ける光の透過が遮断される。このため、当該液晶側画素１１に該当する位置を正面から見
た場合、当該位置に黒色、もしくは、黒色に準じた色が表示されているように見える。本
実施形態では、黒フィールド６２にフラグ「１」が記憶されているレコードの映像信号フ
ィールド６１には、必ず、（ｒ、ｇ、ｂ）＝（１１１１、１１１１、１１１１）が記憶さ
れている。
　上述したＥＬ用描画コマンド、及び、液晶用描画コマンドが制御部３０から入力された
描画制御部３５は、これらコマンドに基づいてＥＬ側駆動回路３９、及び、液晶側駆動回
路４０を制御して、ＥＬ側表示画面８の画素ユニット１０Ｕを非発光状態とするとともに
、液晶側表示画面９において、画素ユニット１０Ｕに対応する位置に配置された液晶側画
素１１を透過する光を遮断する。
【００３０】
　このように、本実施形態では、ディスク再生部３２から入力された映像信号に、有機Ｅ
Ｌパネル５の画素ユニット１０Ｕに黒色を表示させる旨の信号が含まれている場合、当該
画素ユニット１０Ｕが非発光状態となるとともに、当該画素ユニット１０Ｕに対応する３
つの液晶側画素１１の全てにおける光の透過が遮断され、液晶シャッター６上に黒色が表
示される。これにより、ＥＬ側表示画面８と液晶側表示画面９とを重ねて配置した状態に
おいて、当該画素ユニット１０Ｕに対応する位置を正面から見た場合、非発光状態のＥＬ
側表示画面８を介して、液晶側画素１１による光の透過の遮断に基づく黒色が見え、全体
として、当該位置に黒色が表示されているように見える。このため、透光性を有する有機
ＥＬパネル５単体では表示不可能であった黒色が、表示装置１の表示画面３において表現
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される。
【００３１】
　次いで、ディスク再生部３２から入力された映像信号によって、ある画素ユニット１０
Ｕに表示すべき色として、黒色を基準とする無彩色が指示されている場合について、図５
のレコードＳ２を用いて説明する。
　映像信号によって、画素ユニット１０Ｕに（赤、緑、青）＝（１０００、１０００、１
０００）が示す色を表示すべきことが指示されている場合、制御部３０は、黒判別テーブ
ル３６のレコードの中から、この値が示すデータと同じデータが映像信号フィールド６１
に記憶されているレコードであるレコードＳ２を特定する。本実施形態では、（赤、緑、
青）＝（１０００、１０００、１０００）が示す色は、黒色を基準とする無彩色であるも
のとする。ここで、特定されたレコードＳ２の無彩色フィールド６３には、フラグ「１」
が記憶されている。
　次いで、制御部３０は、レコードＳ２のＥＬ側画素フィールド６４の内容に基づいて、
（Ｒ、Ｇ、Ｂ）＝（００００、００００、００００）が示す色を画素ユニット１０Ｕに表
示させることを指示するコマンドを含んだＥＬ用描画コマンドを生成する。上述したよう
に、（Ｒ、Ｇ、Ｂ）＝（００００、００００、００００）は、画素ユニット１０Ｕを非発
光状態とすることを意味している。本実施形態では、無彩色フィールド６３にフラグ「１
」が記憶されているレコードのＥＬ側画素フィールド６４には、必ず、（Ｒ、Ｇ、Ｂ）＝
（００００、００００、００００）が記憶される。
【００３２】
　さらに、制御部３０は、レコードＳ２の液晶側画素フィールド６５の内容に基づいて、
（ｒ、ｇ、ｂ）＝（１０００、１０００、１０００）が示す制御を液晶側画素１１に対し
て行わせることを指示するコマンドを含んだ液晶用描画コマンドを生成する。
　本実施形態では、無彩色フィールド６３にフラグ「１」が記憶されているレコードの液
晶側画素フィールド６５に記憶されるデータの値は、以下のように定められている。すな
わち、この値は、当該値に基づいて、各液晶側画素１１における光の透過量を制御した場
合、当該液晶側画素１１における光の透過量に起因して、当該液晶側画素１１に対応する
位置に、画素ユニット１０Ｕが表示すべき色として映像信号によって指示されていた黒色
を基準とする無彩色に近い色が表現されるような値に定められている。
　上述したような、ＥＬ用描画コマンド、及び、液晶用描画コマンドが入力された描画制
御部３５は、これらコマンドに基づいてＥＬ側駆動回路３９、及び、液晶側駆動回路４０
を制御して、ＥＬ側表示画面８の画素ユニット１０Ｕを非発光状態とするとともに、液晶
側表示画面９において、画素ユニット１０Ｕに対応する位置に配置された液晶側画素１１
を透過する光を制御する。
【００３３】
　このように、本実施形態では、ディスク再生部３２から入力された映像信号によって、
有機ＥＬパネル５の画素ユニット１０Ｕに黒色を基準とする無彩色を表示させることが指
示されている場合、当該画素ユニット１０Ｕが非発光状態になるとともに、当該画素ユニ
ット１０Ｕに対応する３つの液晶側画素１１の光の透過量が制御され、液晶シャッター６
上に有機ＥＬパネル５に表示させるべき黒色を基準とする無彩色に近い色が表示される。
これにより、ＥＬ側表示画面８と液晶側表示画面９とを重ねて配置した状態において、当
該画素ユニット１０Ｕに対応する位置を正面から見た場合、非発光状態のＥＬ側表示画面
８を介して液晶側画素１１の光の透過量の制御による黒色を基準とした無彩色が見える。
このため、透光性を有する有機ＥＬパネル５単体では表示不可能であった黒色を基準とす
る無彩色が、表示装置１の表示画面３において表現される。
【００３４】
　次いで、ディスク再生部３２から入力された映像信号に、黒色でも黒色を基準とする無
彩色でもない色を表示させるべき旨を示す信号が含まれている場合について、図５の黒判
別テーブル３６のレコードＳ３を用いて説明する。
　映像信号によって、画素ユニット１０Ｕに（赤、緑、青）＝（１１１１、００００、０



(11) JP 2010-160309 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

０００）が示す色を表示すべきことが指示されている場合、制御部３０は、黒判別テーブ
ル３６のレコードの中から、この値が示すデータと同じデータが映像信号フィールド６１
に記憶されているレコードであるレコードＳ３を特定する。本実施形態では、（赤、緑、
青）＝（１１１１、００００、００００）が示す色は、赤色であり、黒色でも黒色を基準
とする無彩色でもないものとする。ここで特定されたレコードＳ３の黒フィールド６２、
及び、無彩色フィールド６３のいずれにもフラグ「０」が記憶されている。
　さらに、制御部３０は、レコードＳ３のＥＬ側画素フィールド６４の内容に基づいて、
（Ｒ、Ｇ、Ｂ）＝（１１１１、００００、００００）が示す色を画素ユニット１０Ｕに表
示させることを指示するコマンドを含んだＥＬ用描画コマンドを生成する。本実施形態で
は、黒フィールド６２、及び、無彩色フィールド６３のいずれにもフラグ「０」が記憶さ
れているレコードのＥＬ側画素フィールド６４は、必ず、当該レコードの映像信号フィー
ルド６１に記憶されているデータと同一のレコードが記憶される。
　さらに、制御部３０は、液晶側画素フィールド６５の内容に基づいて、（ｒ、ｇ、ｂ）
＝（００００、００００、００００）が示す制御を液晶側画素１１に対して行わせること
を指示するコマンドを含んだ液晶用描画コマンドを生成する。（ｒ、ｇ、ｂ）＝（０００
０、００００、００００）の場合、全ての液晶側画素１１における光の透過量が最大とな
り、当該液晶側画素１１に対応する位置は、透明となる。本実施形態では、黒フィールド
６２、及び、無彩色フィールド６３のいずれにもフラグ「０」が記憶されているレコード
の液晶側画素フィールド６５には、必ず、（ｒ、ｇ、ｂ）＝（００００、００００、００
００）が記憶される。
　上述したような、ＥＬ用描画コマンド、及び、液晶用描画コマンドが入力された描画制
御部３５は、これらコマンドに基づいてＥＬ側駆動回路３９、及び、液晶側駆動回路４０
を制御して、ＥＬ側表示画面８の画素ユニット１０Ｕを発光させるとともに、液晶側表示
画面９において、画素ユニット１０Ｕに対応する位置に配置された液晶側画素１１を透過
する光の透過量を最大にする。
【００３５】
　このように、本実施形態では、ディスク再生部３２から入力された映像信号に、有機Ｅ
Ｌパネル５の画素ユニット１０Ｕに黒色でも黒色を基準とする無彩色でもない色を表示さ
せる旨の信号が含まれている場合、当該画素ユニット１０Ｕに上記信号が示す色が表示さ
れるとともに、当該画素ユニット１０Ｕに対応する３つの液晶側画素１１の光の透過量が
最大化され、液晶シャッター６における当該液晶側画素１１に対応する位置が透明となる
。これにより、ＥＬ側表示画面８と液晶側表示画面９とを重ねて配置した状態において、
当該画素ユニット１０Ｕに対応する位置を正面から視た場合、ＥＬ側表示画面８に表示さ
れた色がそのまま視える。
【００３６】
　図６（Ａ）は、黒色を段階的に薄くしながら表示した状態の表示画面３を示している。
図６（Ｂ）は、図６（Ａ）の状態における、ＥＬ側表示画面８、及び、液晶側表示画面９
の状態を示している。
　上述のように、黒判別テーブル３６の内容に基づいて、表示装置１が備える有機ＥＬパ
ネル５、及び、液晶シャッター６が制御されることにより、図６（Ａ）に示すように、表
示装置１の表示画面３上に、黒色を段階的に薄くしながら表示することが可能となる。
　具体的には、図６（Ｂ）に示すように、ＥＬ側表示画面８において、対応する位置を非
発光状態にする。これと同時に、液晶側表示画面９のエリアＡ１の各液晶側画素１１にお
ける光の透過を遮断するとともに、エリアＡ２、エリアＡ３、エリアＡ４と、段階的に光
の透過量を増大していく。この状態で、有機ＥＬパネル５と、液晶シャッター６とを重ね
合わせると、図６（Ａ）に示すように、表示装置１の表示画面３に黒色を段階的に薄くし
た色を表示することができる。
【００３７】
　また、本実施形態に係る表示装置１では、表示画面３に以下のような表示を行うことが
できる。
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　なお、以下の説明では、液晶シャッター６は、コレステリック液晶を用いて構成されて
いるものとする。ここで、コレステリック液晶を用いて構成された液晶シャッター６は、
電力の供給を受けない状態で、液晶側画素１１ごとに、光を透過するか反射するかの２つ
の状態を維持することができる。このため、液晶側表示画面９における所定の液晶側画素
１１の光の透過状態を制御し、光を透過する液晶側画素１１と光を透過しない液晶側画素
１１とのコントラストによって液晶側表示画面９上に所定の画像を表現した場合、液晶シ
ャッター６の電源をオフしても、液晶側表示画面９上に表現された画像を継続して表現す
ることができる。
　まず、ユーザーによって入力部３１が操作されて、有機ＥＬパネル５、及び、液晶シャ
ッター６の電源をオフする旨が指示される。これに応じて、制御部３０は、有機ＥＬパネ
ル５の電源をオフする。有機ＥＬパネル５の電源がオフされると、有機ＥＬパネル５のＥ
Ｌ側表示画面８の全域が、非発光状態となる。
　同時に、制御部３０は、所定の画像が表現されるように各液晶側画素１１の光の透過状
態を制御するコマンドを含んだ液晶用描画コマンドを生成し描画制御部３５に出力する。
制御部３０から液晶用描画コマンドが入力された描画制御部３５は、この液晶用描画コマ
ンドに基づいて液晶側駆動回路４０を制御して、所定の液晶側画素１１の光の透過状態を
制御することによって、液晶側表示画面９上に所定の画像を表現する。その後、制御部３
０は、液晶シャッター６の電源をオフする。上述したように、電源がオフされた状態であ
っても、液晶側表示画面９上には継続して所定の画像が表現される。
【００３８】
　そして、電源オフ後、画面全域が非発光状態となったＥＬ側表示画面８と、所定の画像
が表現された液晶側表示画面９とを重ねて配置した表示装置１の表示画面３を正面から視
た場合、非発光状態のＥＬ側表示画面８を介して、液晶側表示画面９に表現された画像が
視える状態となるとともに、電源をオフしている間この状態が維持される。
　このように、本実施形態に係る表示装置１は、電源オフ後、表示画面３に所定の画像を
表現するとともに、電源をオフしている間、この画像を維持することができる。これによ
り、以下の効果を奏する。
　すなわち、ある店舗において、店舗の外に存在する通行人などの人間からガラス越しに
視認可能な場所に表示装置１が配置されているとする。この場合において、表示装置１の
電源がオフされたときに、当該店舗の店名や、ロゴマーク、案内、店舗にて販売している
商品の宣伝などの顧客に有益な情報や、顧客に対する宣伝になる情報などに係る画像を表
示画面３に表現するように表示装置１を構成する。これにより、当該店舗の閉店に伴い、
表示装置１の電源がオフされた場合、上述の顧客に有益な情報や、顧客に対する宣伝にな
る情報に係る画像が、表示装置１の表示画面３に表現される。これにより、閉店後であっ
ても当該情報を通行人などに伝達することができ、表示装置１を利用した効果的な情報伝
達が可能となる。特に、電源がオフされた状態で表示画面３に当該情報に係る画像が表現
されるため、有機ＥＬパネル５に当該情報に係る画像を表示する場合と比較して、電力消
費に伴うコストを削減することができる。
　なお、上述した例では、コレステリック液晶を用いて構成された液晶シャッター６を用
いていたが、液晶の種類はこれに限らないことは、言うまでもない。
【００３９】
　図７は、表示装置１の動作を示すフローチャートである。
　なお、説明の便宜のため、映像信号には、１つの画素ユニット１０Ｕが表示すべき色を
指示する信号が含まれているものとする。
　ステップＳＡ１において、制御部３０にディスク再生部３２から映像信号が入力される
。制御部３０は、入力された映像信号を分析する（ステップＳＡ２）。この分析において
、制御部３０は、画素ユニット１０Ｕが表示すべき色の値を検出する。
　次いで、制御部３０は、黒判別テーブル３６の映像信号フィールド６１を参照し（ステ
ップＳＡ３）、黒判別テーブル３６のレコードの中から、ステップＳＡ２で検出した色の
値と同じ値を示すデータが映像信号フィールド６１に記憶されているレコードを特定する
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（ステップＳＡ４）。
　次いで、制御部３０は、特定したレコードのＥＬ側画素フィールド６４を参照して、Ｅ
Ｌ用描画コマンドを生成するとともに、液晶側画素フィールド６５を参照して、液晶用描
画コマンドを生成する（ステップＳＡ５）。次いで、制御部３０は、ステップＳＡ５にお
いて生成したＥＬ用描画コマンド、及び、液晶用描画コマンドを描画制御部３５に出力す
る（ステップＳＡ６）。
　描画制御部３５は、ＥＬ用描画コマンドに基づいて生成したＥＬ用描画データをＥＬ用
ＶＲＡＭ３７に記憶するとともに、液晶用描画コマンドに基づいて生成した液晶用描画デ
ータを液晶用ＶＲＡＭ３８に記憶し、これらデータに基づいて、ＥＬ側駆動回路３９、及
び、液晶側駆動回路４０を制御して、画素ユニット１０Ｕに色を表示するとともに、液晶
側画素１１の光の透過量を制御する。
【００４０】
　以上説明したように、本実施形態に係る表示装置１は、透光性を有する自発光型の有機
ＥＬパネル５と、透光性を有し、有機ＥＬパネル５に重ねて配置され、光透過量を制御可
能な液晶シャッター６と、有機ＥＬパネル５における非発光位置に対応する位置で、液晶
シャッター６の光透過量を制御する制御部３０と、を備えたこと、を特徴とする。
　このため、自発光型の有機ＥＬパネル５の非発光状態の位置における光透過量を液晶シ
ャッター６によって制御することが可能となる。このため、液晶シャッター６によって上
記非発光位置における光透過量を制御することにより、上記非発光位置に有機ＥＬパネル
５が表示できない色を、表現することができる。
【００４１】
　また、本実施形態では、有機ＥＬパネル５は、異なる色の光を発光する複数のＥＬ側画
素１０から発光される光を加法混色して色を表示する。
　ここで、異なる色の光を発光する複数の画素から発光される光を加法混色して色を表示
する有機ＥＬパネル５は、黒色、及び、黒色を基準とする無彩色を表示できない。また、
液晶シャッター６は、自身を透過する光透過量を制御することによって黒色や、黒色を基
準とする無彩色に準ずる色を表示することができる。
　そして、上記構成によれば、透光性を有する有機ＥＬパネル５の非発光状態の位置、す
なわち、非発光位置において、液晶シャッター６の光透過量を制御することにより、上記
非発光位置に、黒色や、黒色を基準とする無彩色に準ずる色を表現することができる。
【００４２】
　また、本実施形態では、有機ＥＬパネル５の背面側に液晶シャッター６を配置する。
　このため、有機ＥＬパネル５が表示する画像を、液晶シャッター６を介することなく直
接視ることができることとなり、画像の視やすさが向上する。
【００４３】
　また、本実施形態では、有機ＥＬパネル５のＥＬ側表示画面８、及び、液晶シャッター
６の液晶側表示画面９の画面サイズが略同一に形成されるとともに、有機ＥＬパネル５の
各ＥＬ側画素１０と、液晶シャッター６の各液晶側画素１１とが重なって配置されるよう
に、有機ＥＬパネル５の各ＥＬ側画素１０、及び、液晶シャッター６の各液晶側画素１１
が形成されている。
　この構成によれば、有機ＥＬパネル５の任意のＥＬ側画素１０に対応して、液晶シャッ
ター６の画素の光透過量を制御することができる。
【００４４】
　また、本実施形態では、有機ＥＬパネル５の非発光位置に対応する位置で、液晶シャッ
ター６上に所定の画像が表現される態様で液晶シャッター６の光透過量を制御することが
できる。
　このため、有機ＥＬパネル５の非発光位置に対応する位置で、液晶シャッター６上に所
定の画像が表現される態様で液晶シャッター６の光透過量を制御することにより、非発光
位置に所定の画像を表現することができる。
【００４５】
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　なお、上述した実施の形態は、あくまでも本発明の一態様を示すものであり、本発明の
範囲内で任意に変形および応用が可能である。
　上述した実施形態では、黒判別テーブル３６の内容に基づいて、制御部３０がＥＬ用描
画コマンド、及び、液晶用描画コマンドの両方を生成していたが、生成手段はこれに限ら
ず、例えば、ＲＯＭに記憶された専用のプログラムによって、ＥＬ用描画コマンド、及び
、液晶用描画コマンドを生成するようにしてもよい。
　また、上述した実施形態では、有機ＥＬパネル５が３色発光方式によってカラー化を実
現していたが、カラーフィルター方式や、色変換方式など他の方式であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本実施形態に係る表示装置の実施態様の一例を示す図である。
【図２】表示装置の構成を示す図である。
【図３】表示装置の構成を示す図である。
【図４】表示装置の要部断面図である。
【図５】黒判別テーブルの構成を模式的に示す図である。
【図６】表示装置の表示画面の表示態様の一例を示す図である。
【図７】表示装置の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４７】
　１…表示装置、５…有機ＥＬパネル（表示パネル）、６…液晶シャッター、１０…ＥＬ
側画素、１１…液晶側画素、３０…制御部（表示制御部）。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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