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(57)【要約】
【課題】映像信号から発光量を算出して映像信号を柔軟
に制御することによって画面の焼き付き現象を抑えるこ
とが可能な、自発光表示装置を提供する。
【解決手段】電流量に応じて自発光する発光素子を有す
る複数の画素がマトリクス状に配置された画面内の輝度
制御の対象領域における、第１のブロック単位で累積さ
れた発光量に係るデータを算出するデータ算出部と、前
記第１のブロックより大きい第２のブロック単位で、前
記データ算出部が算出した前記対象領域における前記デ
ータをリサンプリングするリサンプリング部と、前記リ
サンプリング部がリサンプリングしたデータを前記第１
のブロック単位にスケーリングして前記対象領域に対す
る輝度制御用のデータを生成するスケーリング部と、を
備える、自発光表示装置が提供される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流量に応じて自発光する発光素子を有する複数の画素がマトリクス状に配置された画
面内の輝度制御の対象領域における、第１のブロック単位で累積された発光量に係るデー
タを、供給される映像信号を用いて算出するデータ算出部と、
　前記第１のブロックより大きい第２のブロック単位で、前記データ算出部が算出した前
記対象領域における前記発光量に係るデータをリサンプリングするリサンプリング部と、
　前記リサンプリング部がリサンプリングしたデータを前記第１のブロック単位にスケー
リングして、前記対象領域に対する輝度制御用のデータを生成するスケーリング部と、
を備える、自発光表示装置。
【請求項２】
　前記リサンプリング部は、前記発光量に係るデータのリサンプリング時に、任意の第２
のブロック及び当該第２ブロックの周囲の第２のブロックにおける最大値を探索する、請
求項１に記載の自発光表示装置。
【請求項３】
　前記スケーリング部が生成した前記輝度制御用のデータを用いて、前記対象領域につい
て、前記映像信号の高輝度側に適用されたゲインをキャンセルするゲインを生成する映像
信号制御部を更に備える、請求項１に記載の自発光表示装置。
【請求項４】
　前記スケーリング部が生成した前記輝度制御用のデータを用いて、前記対象領域につい
て、前記映像信号の高輝度側の輝度を落とすゲインを生成する映像信号制御部を更に備え
る、請求項１に記載の自発光表示装置。
【請求項５】
　前記スケーリング部が生成した前記輝度制御用のデータを用いて、前記対象領域につい
て、赤、緑、青の映像信号から白画素に供給する映像信号を生成する際の変換率を制御す
る映像信号制御部を更に備える、請求項１に記載の自発光表示装置。
【請求項６】
　前記データ算出部が、画面の一部領域に対して算出した前記発光量に係るデータを用い
て、前記映像信号に対して適用するゲインを生成する映像信号制御部を更に備える、請求
項１に記載の自発光表示装置。
【請求項７】
　前記データ算出部が生成した前記発光量に係るデータに対し、画面の周縁の所定領域で
のみ前記発光量に係るデータの最大値を検出する最大値検出部を更に備える、請求項１に
記載の自発光表示装置。
【請求項８】
　前記最大値検出部が画面の周縁の所定領域で検出した最大値の情報を用いて、該所定領
域に対して適用するゲインを制御する映像信号制御部を更に備える、請求項７に記載の自
発光表示装置。
【請求項９】
　前記映像信号が所定の輝度以上である場合に前記データ算出部での前記発光量に係るデ
ータを算出させる輝度判定部を更に備え、
　前記輝度判定部は、赤、緑、青の映像信号から生成した白色の輝度と、各単色の輝度と
の最大値が所定の輝度以上であるかどうか判断する、請求項１の記載の自発光表示装置。
【請求項１０】
　電流量に応じて自発光する発光素子を有する複数の画素がマトリクス状に配置され、赤
、緑、青及び白の画素によって画像が表示される画面内の輝度制御の対象領域における、
第１のブロック単位で累積された発光量に係るデータを算出するデータ算出部と、
　前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータのピークに基づいて、前記画面に
供給される映像信号に対する信号処理を実行する信号処理部と、
を備える、自発光表示装置。
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【請求項１１】
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、前記映像信号の高輝度側に適用されたゲインをキャンセルするゲイ
ンを生成する信号処理を実行する、請求項１０に記載の自発光表示装置。
【請求項１２】
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、前記映像信号の高輝度側の輝度を落とすゲインを生成する信号処理
を実行する、請求項１０に記載の自発光表示装置。
【請求項１３】
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、赤、緑、青の映像信号から前記白の画素に供給する映像信号を生成
する際の変換率を制御する信号処理を実行する、請求項１０に記載の自発光表示装置。
【請求項１４】
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記対象領域における前記発光量に係
るデータから生成された、前記画面の一部分に対する輝度制御用のデータを用いて、映像
信号に対する信号処理を実行する、請求項１０に記載の自発光表示装置。
【請求項１５】
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、画面全体の輝度を一律に制御するゲインを生成する信号処理を実行
する、請求項１０に記載の自発光表示装置。
【請求項１６】
　前記信号処理部は、画面の周縁の所定領域でのみ検出された前記発光量に係るデータの
ピークに基づいて、前記画面に供給される映像信号に対する信号処理を実行する、請求項
１０に記載の自発光表示装置。
【請求項１７】
　前記信号処理部は、前記所定領域に対して適用するゲインを制御する信号処理を実行す
る、請求項１６に記載の自発光表示装置。
【請求項１８】
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、前記映像信号の高輝度側に適用されたゲインをキャンセルするゲイ
ンを生成する信号処理を実行する、請求項１６に記載の自発光表示装置。
【請求項１９】
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、前記映像信号の高輝度側の輝度を落とすゲインを生成する信号処理
を実行する、請求項１６に記載の自発光表示装置。
【請求項２０】
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、該対象領域全体の輝度を一律に制御するゲインを生成する信号処理
を実行する、請求項１６に記載の自発光表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、自発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　平面で薄型の表示装置として、液晶を用いた液晶表示装置、プラズマを用いたプラズマ
表示装置等が実用化されている。
【０００３】
　液晶表示装置は、バックライトを設け、電圧の印加によって液晶分子の配列を変化させ
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ることでバックライトからの光を通過させたり遮断したりすることで画像を表示する表示
装置である。また、プラズマ表示装置は、基板内に封入されたガスに対して電圧を印加す
ることでプラズマ状態となり、プラズマ状態から元の状態に戻る際に生じるエネルギーに
よって発生する紫外線が、蛍光体に照射されることで可視光となり、画像を表示する表示
装置である。
【０００４】
　一方、近年においては、電圧を印加すると素子自体が発光する有機ＥＬ（エレクトロル
ミネッセンス）素子を用いた自発光型の表示装置の開発が進んでいる。有機ＥＬ素子は、
電解によってエネルギーを受けると、基底状態から励起状態へ変化し、励起状態から基底
状態に戻るときに、差分のエネルギーを光として放出する。有機ＥＬ表示装置は、この有
機ＥＬ素子が放出する光を用いて画像を表示する表示装置である。
【０００５】
　自発光型表示装置は、バックライトを必要とする液晶表示装置とは異なり、素子が自ら
発光するためにバックライトを必要としないため、液晶表示装置に比べて薄く構成するこ
とが可能である。また、液晶表示装置と比べて、動画特性、視野角特性、色再現性等が優
れているため、有機ＥＬ表示装置は次世代の平面薄型表示装置として注目されている。
【０００６】
　しかし、有機ＥＬ素子は、電圧を印加し続けると発光特性が劣化し、同じ電流を入力し
ても輝度が低下する。その結果、特定の画素の発光頻度が高い場合には、その特定の画素
は他の画素に比べて発光特性が劣るため、いわゆる「焼き付き」現象が生じるという問題
があった。
【０００７】
　この焼き付き現象は、液晶表示装置やプラズマ表示装置でも起こりうるものであるが、
これらの表示装置は交流電圧の印加によって画像の表示を行っているため、印加する電圧
を調整する手段を必要としていた。これに対し、自発光型表示装置では、電流量を制御す
ることで焼き付きを未然に防ぐ方法が採られている。自発光型表示装置における焼き付き
の未然防止技術を開示した文献として、例えば特許文献１がある。
【０００８】
【特許文献１】国際公開第２００８／１４９８４２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記特許文献１は、有機ＥＬ表示装置のように電流量に応じて発光する発光素子を有す
る表示装置において、映像信号から発光量を算出して映像信号を制御することによって画
面の焼き付き現象を抑える技術を開示している。上記特許文献１で開示された技術は、画
面の焼き付き現象を抑えるために画面全体の輝度を制御するものであったが、焼き付き現
象を抑えるためのより柔軟な輝度制御が求められている。
【００１０】
　そこで本開示は、映像信号から発光量を算出して映像信号を柔軟に制御することによっ
て画面の焼き付き現象を抑えることが可能な、新規かつ改良された自発光表示装置を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本開示によれば、電流量に応じて自発光する発光素子を有する複数の画素がマトリクス
状に配置された画面内の輝度制御の対象領域における、第１のブロック単位で累積された
発光量に係るデータを、供給される映像信号を用いて算出するデータ算出部と、前記第１
のブロックより大きい第２のブロック単位で、前記データ算出部が算出した前記対象領域
における前記発光量に係るデータをリサンプリングするリサンプリング部と、前記リサン
プリング部がリサンプリングしたデータを前記第１のブロック単位にスケーリングして、
前記対象領域に対する輝度制御用のデータを生成するスケーリング部と、を備える、自発
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光表示装置が提供される。
【００１２】
　また本開示によれば、電流量に応じて自発光する発光素子を有する複数の画素がマトリ
クス状に配置され、赤、緑、青及び白の画素によって画像が表示される画面内の輝度制御
の対象領域における、第１のブロック単位で累積された発光量に係るデータを算出するデ
ータ算出部と、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータのピークに基づいて
、前記画面に供給される映像信号に対する信号処理を実行する信号処理部と、を備える、
自発光表示装置が提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように本開示によれば、映像信号から発光量を算出して映像信号を柔軟に
制御することによって画面の焼き付き現象を抑えることが可能な、新規かつ改良された自
発光表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０の構成例について説明する説明図
である。
【図２】表示制御部１００の構成例を示す説明図である。
【図３】自発光表示装置１０に表示される画像の一例を示す説明図である。
【図４】危険度マップの一例を示す説明図である。
【図５】危険度・静止度検出部１１０の構成例を示す説明図である。
【図６】輝度変換部１１１の構成例を示す説明図である。
【図７】有機ＥＬ表示パネル２００における画面の周縁部の例を示す説明図である。
【図８】ブロック分割部１１６による危険度マップの大ブロック分割の一例を示す説明図
である。
【図９】ＩＩＲフィルタ１１７の構成例を示す説明図である。
【図１０】ＬＰＦ１１８の構成例を示す説明図である。
【図１１】本開示の一実施形態に係る危険度・静止度検出部１１０の構成例を示す説明図
である。
【図１２】危険度・静止度検出部１１０が静止度マップを生成する際に画面をブロックご
とに分割した例を示す説明図である。
【図１３】本開示の一実施形態に係る輝度制御部１０３及び焼き付き事前防止制御部１０
４の構成例を示す説明図である。
【図１４】高輝度抑制ゲイン算出部１７９の処理概要を示す説明図である。
【図１５】高輝度抑制ゲイン算出部１７９の処理概要を示す説明図である。
【図１６】輝度抑制ゲイン制御部１７１で閾値ｔｈを求める際に用いられるグラフを示す
説明図である。
【図１７】画面全体の輝度を制御するためのゲインＧａｌｌによる輝度制御の概要を示す
説明図である
【図１８】輝度抑制ゲイン制御部１７１がゲインＧａｌｌを求める際に用いられるグラフ
を示す説明図である。
【図１９】画面周縁部に対するシェーディング率を制御するためのゲインＫｓｈ＿ｂａｓ
ｅによる輝度制御の概要を示す説明図である。
【図２０】原信号成分シェーディングゲインＬＵＴ１７３に格納されるシェーディング形
状の例を示す説明図である。
【図２１】輝度抑制ゲイン制御部１７１がゲインＫｓｈ＿ｂａｓｅを求める際に用いられ
るグラフを示す説明図である。
【図２２】リニア特性を有する映像信号の高輝度側がより高い輝度に突き上げられている
様子をグラフで示す説明図である。
【図２３】輝度抑制ゲイン制御部１７１がゲインＧｐｏｆｆを求める際に用いられるグラ
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フを示す説明図である。
【図２４】ＩＩＲフィルタ１７６の構成例を示す説明図である。
【図２５】本開示の一実施形態に係るＷＲＧＢ変換部１０５の構成例を示す説明図である
。
【図２６】ゲイン演算部２１４の構成例を示す説明図である。
【図２７】階調依存ゲイン演算部２２１が参照するルックアップテーブルの例を示す説明
図である。
【図２８】危険度連動ゲイン演算部２２３がゲインＧｗ３を求める際に用いられるグラフ
を示す説明図である。
【図２９】階調依存ゲイン演算部２２１が参照するルックアップテーブルの例を示す説明
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１６】
　＜１．本開示の一実施形態＞
　［自発光表示装置の構成例］
　［表示制御部の構成例］
　［危険度・静止度検出部の構成例］
　［輝度制御及び焼き付き事前防止制御の例］
　［部分制御用の危険度マップを用いたＷＲＧＢ変換処理の例］
　＜２．まとめ＞
【００１７】
　＜１．本開示の一実施形態＞
　［自発光表示装置の構成例］
　まず、図面を参照しながら本開示の一実施形態に係る自発光表示装置の構成例について
説明する。図１は、本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０の構成例について説明
する説明図である。以下、図１を用いて本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０の
構成例について説明する。
【００１８】
　図１に示した自発光表示装置１０は、電圧を印加すると素子自体が発光する有機ＥＬ素
子を用いた有機ＥＬ表示パネル２００で映像を表示する装置である。図１に示したように
、本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０は、表示制御部１００と、有機ＥＬ表示
パネル２００と、を含んで構成される。自発光表示装置１０は、映像信号の供給を受ける
と、その映像信号を分析して、分析した内容に従って、有機ＥＬ表示パネル２００の内部
に配置される画素を点灯することで、有機ＥＬ表示パネル２００を通じて映像を表示する
ものである。
【００１９】
　表示制御部１００は、自発光表示装置１０に供給される映像信号に対して信号処理を施
して、有機ＥＬ表示パネル２００で映像を表示するための信号を有機ＥＬ表示パネル２０
０に供給する。表示制御部１００が実行する信号処理には、例えば表示時の輝度を制御す
る処理、有機ＥＬ表示パネル２００に画面が焼き付かないようにするための焼き付き防止
処理等がある。表示制御部１００の詳細な構成については後に詳述する。
【００２０】
　有機ＥＬ表示パネル２００は、上述したように電圧を印加すると素子自体が発光する有
機ＥＬ素子を用いた表示パネルであり、有機ＥＬ素子を有する画素がマトリクス状に配置
された構成を有する。図１には図示しないが、有機ＥＬ表示パネル２００は、所定の走査
周期で画素を選択する走査線と、画素を駆動するための輝度情報を与えるデータ線と、輝
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度情報に基づいて電流量を制御し、電流量に応じて発光素子である有機ＥＬ素子を発光さ
せる画素回路とが、マトリクス状に配置されて構成されており、このように走査線、デー
タ線および画素回路が構成されていることで、自発光表示装置１０は映像信号に従って映
像を表示することができる。
【００２１】
　本開示の一実施形態に係る有機ＥＬ表示パネル２００は、Ｒ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）の
色の三原色で画像を表示する表示パネルであってもよく、色の三原色に加えＷ（白）を入
れた４色で画像を表示する表示パネルであってもよい。以下の説明では、本開示の一実施
形態に係る有機ＥＬ表示パネル２００はＲ、Ｇ、Ｂ、Ｗの４色で画像を表示する表示パネ
ルであるとして説明する。
【００２２】
　以上、図１を用いて本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０の構成例について説
明した。次に、本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０に含まれる表示制御部１０
０の構成例について説明する。
【００２３】
　［表示制御部の構成例］
　図２は、本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０に含まれる表示制御部１００の
構成例を示す説明図である。以下、図２を用いて本開示の一実施形態に係る自発光表示装
置１０に含まれる表示制御部１００の構成例について説明する。
【００２４】
　図２に示した表示制御部１００は、供給されてくるＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の３
色のそれぞれの映像信号に対する信号処理を実行する。図２に示したように、本開示の一
実施形態に係る自発光表示装置１０に含まれる表示制御部１００は、オービット回路１０
１と、リニアガンマ回路１０２と、輝度制御部１０３と、焼き付き事前防止制御部１０４
と、ＷＲＧＢ変換部１０５と、危険度・静止度検出部１１０と、を含んで構成される。
【００２５】
　オービット回路１０１は、供給される映像信号に対して、エッジをぼかすための信号処
理（オービット処理）を行うものである。具体的には、オービット回路１０１は、有機Ｅ
Ｌ表示パネル２００への画像の焼き付き現象を防ぐために、有機ＥＬ表示パネル２００に
表示される画像全体を、視聴者に分からない程度のゆっくりした速度で、上下左右に周期
的に偏位させることで画像の焼き付き現象を抑える処理を実行する。オービット回路１０
１は、オービット処理を実行した映像信号を、リニアガンマ回路１０２及び危険度・静止
度検出部１１０へ供給する。
【００２６】
　リニアガンマ回路１０２は、入力に対する出力がガンマ特性を有する映像信号を、ガン
マ特性からリニア特性を有するように変換する信号処理を行う。リニアガンマ回路１０２
で、入力に対する出力がリニア特性を有するように信号処理を行うことで、有機ＥＬ表示
パネル２００で表示する画像に対する様々な処理が容易になる。リニアガンマ回路１０２
は、変換後の信号を輝度制御部１０３に供給する。
【００２７】
　輝度制御部１０３は、リニアガンマ回路１０２においてリニア特性を有するように変換
された映像信号に対して、有機ＥＬ表示パネル２００で映像を表示する際の輝度を制御す
るためのゲイン処理を実行する。輝度制御部１０３は、例えば輝度が所定のレベル以上に
なるような映像信号に対しては、輝度が所定のレベル以下になるようにゲイン処理を実行
する。輝度制御部１０３は、ゲイン処理を実行した後の映像信号を焼き付き事前防止制御
部１０４に供給する。
【００２８】
　焼き付き事前防止制御部１０４は、輝度制御部１０３でゲイン処理が実行された後の映
像信号に対して、有機ＥＬ表示パネル２００で焼き付きが生じる恐れがある場合に焼き付
きを事前に防ぐための輝度制御を実行する。焼き付き事前防止制御部１０４は、焼き付き
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を事前に防ぐための輝度制御を実行する際には、危険度・静止度検出部１１０において生
成されるデータを用いる。危険度・静止度検出部１１０において生成されるデータについ
ては後に詳述する。焼き付き事前防止制御部１０４は、焼き付きを事前に防ぐための輝度
制御を実行した後の映像信号をＷＲＧＢ変換部１０５に供給する。
【００２９】
　ＷＲＧＢ変換部１０５は、焼き付き事前防止制御部１０４で焼き付きを事前に防ぐため
の輝度制御が行われた映像信号を、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗの４色で映像を有機ＥＬ表示パネル２
００で表示するための映像信号に変換する。ＷＲＧＢ変換部１０５は、映像信号の変換処
理を実行する際には、危険度・静止度検出部１１０において生成されるデータを用いる。
ＷＲＧＢ変換部１０５によって変換された映像信号は、有機ＥＬ表示パネル２００への表
示に際してガンマ特性を有するように再変換された後に、有機ＥＬ表示パネル２００へ供
給される。
【００３０】
　危険度・静止度検出部１１０は、オービット回路１０１から出力される映像信号を用い
て、有機ＥＬ表示パネル２００の焼き付き現象が生じる可能性が高い位置を求め、その位
置情報を焼き付き事前防止制御部１０４及びＷＲＧＢ変換部１０５に出力する。上述した
ように、有機ＥＬ素子は、電圧を印加し続けると発光特性が劣化し、同じ電流を入力して
も輝度が低下する。その結果、特定の画素の発光頻度が高い場合には、その特定の画素は
他の画素に比べて発光特性が劣る。これが「焼き付き」と言われる現象である。
【００３１】
　危険度・静止度検出部１１０は、オービット回路１０１から出力される映像信号を用い
て、発光頻度が高い画素の場所を特定する情報（マップ）を生成する。そして危険度・静
止度検出部１１０は、発光頻度が高い（焼き付く危険性が高い）画素に対する、連続して
発光する時間及び輝度からなる危険度のピーク値を焼き付き事前防止制御部１０４に送る
。焼き付き事前防止制御部１０４は危険度のピーク値を用いて輝度を制御することで、有
機ＥＬ表示パネル２００の焼き付き現象の発生を未然に防止することが出来る。
【００３２】
　例えば、図３に示したように、画面の一部分に現在時刻を表示し続けている映像が自発
光表示装置１０に供給されてきているとする。図３における左上の時刻表示部分は、通常
はある程度高い輝度で表示されるので、時刻を表示している画素は焼き付きの危険度のラ
ンクが高く、時刻を表示し続けている限り、時間の経過に伴って危険度が上昇する。
【００３３】
　そこで危険度・静止度検出部１１０は、図４に示したような危険度マップを生成して、
時刻を表示している画素の危険度が上昇していることを示す。時刻表示部分以外の画素は
表示する画像が変化するので危険度の上昇量は多くないが、時刻表示部分の画素は時刻を
表示し続けている限り、時間の経過に伴って危険度が上昇するので、危険度マップにおい
て時刻表示部分の画素の危険度の値が高くなっている。
【００３４】
　また危険度・静止度検出部１１０は、静止画の検出を行う。同じ静止画が長時間連続し
て表示され続けると、特定の画素が劣化して焼き付き現象が生じるので、危険度・静止度
検出部１１０は、上述の危険度と同様に静止度と称するパラメータを求め、発光頻度が高
い画素の場所を特定する情報（マップ）を生成する。
【００３５】
　そして危険度・静止度検出部１１０は、発光頻度が高い（焼き付く危険性が高い）画素
に対する、連続して発光する時間及び輝度からなる静止度のピーク値を焼き付き事前防止
制御部１０４に送る。焼き付き事前防止制御部１０４は静止度のピーク値を用いて輝度を
制御することで、有機ＥＬ表示パネル２００の焼き付き現象の発生を未然に防止すること
が出来る。
【００３６】
　危険度・静止度検出部１１０における危険度マップおよび静止度マップの生成は１ピク



(9) JP 2014-126698 A 2014.7.7

10

20

30

40

50

セル単位の処理ではない。従って、危険度・静止度検出部１１０は、オービット回路１０
１でオービット処理が行われた後の映像信号を検出することで、危険度マップおよび静止
度マップを生成する。
【００３７】
　危険度・静止度検出部１１０は、焼き付き事前防止制御部１０４において、焼き付きを
防ぐために画面全体の輝度を制御する場合のみではなく、焼き付きを防ぐために画面の一
部分について輝度を制御する場合を考慮し、画面の一部分を制御するための、部分制御用
の危険度マップを生成する。危険度・静止度検出部１１０が部分制御用の危険度マップを
生成することで、焼き付き事前防止制御部１０４は、焼き付きを防ぐために、画面の一部
分について、画質に影響を与えずに輝度を制御することができる。
【００３８】
　危険度・静止度検出部１１０は、部分制御用の危険度マップを生成すると、焼き付き事
前防止制御部１０４の他にＷＲＧＢ変換部１０５にもその部分制御用の危険度マップを供
給する。ＷＲＧＢ変換部１０５は、部分制御用の危険度マップを用いて、画面の一部分に
ついて、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗの４色で映像を有機ＥＬ表示パネル２００で表示するための映像
信号に変換する際の輝度制御が可能になる。
【００３９】
　なお図２には図示しないが、リニアガンマ回路１０２においてリニア特性を有するよう
に変換された映像信号に対し、有機ＥＬ表示パネル２００での映像表示のために再度変換
するための回路を、ＷＲＧＢ変換部１０５の後段に設けても良い。
【００４０】
　以上、図２を用いて本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０に含まれる表示制御
部１００の構成例について説明した。次に、本開示の一実施形態に係る危険度・静止度検
出部１１０の構成例について説明する。
【００４１】
　［危険度・静止度検出部の構成例］
　図５は、本開示の一実施形態に係る危険度・静止度検出部１１０の構成例を示す説明図
である。図５に示したのは、危険度マップを生成するための危険度・静止度検出部１１０
の構成例である。以下、図５を用いて本開示の一実施形態に係る危険度・静止度検出部１
１０の構成例について説明する。
【００４２】
　図５に示したように、本開示の一実施形態に係る危険度・静止度検出部１１０は、輝度
変換部１１１と、高輝度判定部１１２と、危険度マップ更新部１１３と、危険度マップ記
憶部１１４と、最大値検出部１１５と、ブロック分割部１１６と、ＩＩＲフィルタ１１７
と、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）１１８と、拡大スケーリング部１１９と、を含んで構成
される。
【００４３】
　輝度変換部１１１は、危険度・静止度検出部１１０に供給される映像信号に対して各色
の輝度を求め、さらに最大の輝度を有する色についての輝度Ｌを高輝度判定部１１２に供
給する。
【００４４】
　図６は、輝度変換部１１１の構成例を示す説明図である。図６に示したように、輝度変
換部１１１は、乗算器１２１ａ、１２１ｂ、１２２ａ、１２２ｂ、１２３ａ、１２３ｂと
、加算器１２４と、最大値選択部１２５と、を含んで構成される。
【００４５】
　乗算器１２１ａは、赤色の映像信号Ｒｉｎに対して所定の係数Ｌｒ１を乗じて、他の色
と共に白色の輝度を求めるための信号に変換するために設けられる。同様に乗算器１２２
ａは、緑色の映像信号Ｇｉｎに対して所定の係数Ｌｇ１を乗じ、乗算器１２３ａは、青色
の映像信号Ｂｉｎに対して所定の係数Ｌｂ１を乗じる。加算器１２４は、乗算器１２１ａ
、１２２ａ、１２３ａからの出力を加算して出力する。
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【００４６】
　乗算器１２１ｂは、赤色の映像信号Ｒｉｎに対して所定の係数Ｌｒ２を乗じて、赤色単
色での輝度を求めるための信号に変換するために設けられる。同様に乗算器１２２ｂは、
緑色の映像信号Ｇｉｎに対して所定の係数Ｌｇ２を乗じ、乗算器１２３ｂは、青色の映像
信号Ｂｉｎに対して所定の係数Ｌｂ２を乗じる。
【００４７】
　乗算器１２１ａ、１２１ｂ、１２２ａ、１２２ｂ、１２３ａ、１２３ｂ及び加算器１２
４での処理を数式で表すと以下の通りである。
【００４８】
【数１】

【００４９】
　最大値選択部１２５は、上記数式で求められるＬＷ、ＬＲ、ＬＧ、ＬＢの中から最大値
のものを選択して、輝度Ｌｏｕｔとして出力する。最大値選択部１２５の処理を数式で表
すと以下の通りである。
【００５０】

【数２】

【００５１】
　高輝度判定部１１２は、輝度変換部１１１から出力される輝度Ｌに対して、所定のブロ
ック単位で輝度の閾値判定を行なって、危険度マップ更新部１１３が生成する危険度マッ
プを更新するか否かのマップ更新判定値を危険度マップ更新部１１３へ出力する。本実施
形態では、高輝度判定部１１２は、１つの画面を８×８画素単位にブロック分割し、その
ブロック単位での輝度の閾値判定を行なう。例えば、閾値を４つ（ｔｈ１、ｔｈ２、ｔｈ
３、ｔｈ４）設けた場合の輝度と判定値との関係例を以下に示す。
【００５２】
【数３】

【００５３】
　上記関係例において、ｐ＿ｒ１～ｐ＿ｒ５はパラメータであり、例えば－２５５～＋２
５５の範囲で設定可能な値であるとする。
【００５４】
　危険度マップ更新部１１３は、高輝度判定部１１２から供給されるマップ更新判定値を
用いて危険度マップを生成及び更新する。本実施形態では、ブロック単位で判定値が加算
されて履歴データが生成される。その履歴データのデータ長は１ブロック辺り８ビットで
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あるとする。そして本実施形態では、その履歴データによって画面全体の危険度マップが
生成される。危険度マップ更新部１１３は、生成及び更新した危険度マップを危険度マッ
プ記憶部１１４に記憶させる。また危険度マップ更新部１１３は、危険度マップを更新す
ると、更新後の危険度マップを最大値検出部１１５へ供給する。
【００５５】
　危険度マップ更新部１１３は、高輝度判定部１１２から供給される判定値をブロックご
とに加算する。つまり、高輝度判定部１１２から供給される判定値が正の値であれば履歴
データは増加し、負の値であれば履歴データは減少する。現時点の履歴データをｒｉｓｋ
ｍａｐ（ｘ，ｙ）、直前の履歴データをｒｉｓｋｍａｐ＿ｏｌｄ（ｘ，ｙ）、現時点の判
定値をＪｖ（ｘ，ｙ）とすると、ｒｉｓｋｍａｐ（ｘ，ｙ）は以下の数式で求められる。
なおｘ，ｙは、それぞれ横と縦のブロック位置を示す。
【００５６】
【数４】

【００５７】
　なお、危険度マップ更新部１１３は、判定値が正の値であれば、設定された更新間隔で
危険度マップを更新する。一方、危険度マップ更新部１１３は、判定値が負の値であれば
、更新間隔の設定パラメータに依存せず、即座に危険度マップを更新し、そのブロックは
危険度を０にリセットする。つまり、危険度がカウントアップされるためには、長時間に
渡って判定値が正の値でなければいけないことになる。更新間隔パラメータは危険度の値
に応じて場合分け可能なよう、複数保持してもよい。以下に更新間隔パラメータの設定例
を示す。
【００５８】
・危険度　０～ｒ１：ｕｐｄａｔｅ１　＜ゲイン処理を掛け始めるまでの時間制御用＞
・危険度ｒ１～ｒ２：ｕｐｄａｔｅ２　＜ゲイン処理を掛けている間の時間制御用＞
・危険度ｒ２～ｒ３：ｕｐｄａｔｅ３　＜２度目のゲイン処理までの時間制御用＞
・危険度ｒ３～ｒ４：ｕｐｄａｔｅ４　＜２度目のゲイン処理の間の時間制御用＞
【００５９】
　危険度マップ更新部１１３は、上記のｕｐｄａｔａ１～ｕｐｄａｔｅ４で設定された間
隔で危険度マップを更新してもよい。なお、分単位での処理も想定されるため、更新間隔
パラメータは２０ｂｉｔで設定可能とする。
【００６０】
　なお危険度マップ更新部１１３は、危険度を０からカウントアップする場合のみ、更新
間隔パラメータによらず、危険度マップを即時反映するようにしてもよい。値が０の場合
は、危険度がリセットされた状態であるためである。
【００６１】
　最大値検出部１１５は、危険度マップ更新部１１３によって更新された危険度マップに
おける最大値を検出して出力する。本実施形態では、最大値検出部１１５は、画面全体に
おける危険度の最大値と、画面の周縁部における危険度の最大値とを出力する。図７は、
有機ＥＬ表示パネル２００における画面の周縁部の例を示す説明図である。最大値検出部
１１５は、画面全体における危険度の最大値と、画面の周縁部Ａ１における危険度の最大
値とを出力する。なお、画面の周縁部Ａ１の範囲はレジスタの設定によって変更可能とし
てもよい。
【００６２】
　このように、画面全体における危険度の最大値だけでなく、画面の周縁部における危険
度の最大値を最大値検出部１１５で出力するのは、特に画面の周縁部において焼き付きが
生じやすくなるからである。画面の周縁部には、図３に示したような現在時刻や、字幕等
の情報が表示されることが多い。従って、画面の周縁部における危険度の最大値を最大値
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検出部１１５で出力することで、焼き付きが生じやすい画面の周縁部に対する輝度制御が
可能になる。
【００６３】
　ブロック分割部１１６は、危険度マップ更新部１１３から供給される危険度マップを、
危険度マップのブロックを複数統合することで大きいサイズのブロック（大ブロック）に
分割する。ブロック分割部１１６は、例えば８画素×８画素の単位で生成された危険度マ
ップを、１６画素×１６画素のサイズの大ブロックに分割する。なお、ブロック分割部１
１６での分割単位は設定によって変更可能としてもよい。
【００６４】
　図８は、ブロック分割部１１６による危険度マップの大ブロック分割の一例を示す説明
図である。図８の左側に示す符号１３０は、例えば８画素×８画素の単位で生成された危
険度マップであり、符号１３１は危険度マップにおける１つのブロックを示している。そ
して図８の右側に示す符号１３２は、符号１３０で示した危険度マップを、１つの大ブロ
ック１３３が１６画素×１６画素のサイズとなるように大ブロックに分割した状態である
。
【００６５】
　そしてブロック分割部１１６は、危険度マップを大ブロックに分割すると、各大ブロッ
ク及び当該大ブロックの周囲８つの大ブロックを対象にして、危険度の最大値を探索し、
出力する。図８の符号１３４で示した９つの大ブロックが、符号１３３で示した大ブロッ
クに対する危険度の最大値の探索範囲となる。
【００６６】
　なおブロック分割部１１６は、探索範囲が画面の外にはみ出した場合は、そのはみ出し
た範囲は探索対象外とする。また、ブロック分割部１１６での分割単位は設定によって変
更可能としてもよいが、変更した結果、ブロック分割部１１６が分割した大ブロックの境
界と危険度マップのブロックの境界とが一致しなくなる場合もある。その場合は、ブロッ
ク分割部１１６が分割した大ブロックの境界上にある危険度マップのブロックは、異なる
大ブロックで重複して探索されるようにしてもよい。
【００６７】
　ＩＩＲフィルタ１１７は、ブロック分割部１１６で探索された各大ブロックの危険度の
最大値に対して適用されるＩＩＲフィルタである。ＩＩＲフィルタ１１７は、以下の数式
で規定されるＩＩＲフィルタを適用する。
【００６８】
【数５】

【００６９】
　図９は、上記数式を実現するためのＩＩＲフィルタ１１７の構成例を示す説明図である
。図９に示したように、ＩＩＲフィルタ１１７は、セレクタ１４１と、加算器１４２、１
４４と、乗算器１４３と、遅延器１４５と、を含んで構成される。
【００７０】
　セレクタ１４１は、加算器１４２においてブロックごとのフレーム間差分の正負に応じ
て２つの値（ｉｉｒ＿ｒａｔｅ＿ｐ、ｉｉｒ＿ｒａｔｅ＿ｍ）から１つを選択し、帰還率
Ｋとして出力する。加算器１４２は前フレームの出力値Ｙｎ－１から現フレームの入力値
Ｘｎを減算して出力する。乗算器１４３は、加算器１４２の出力（Ｙｎ－１－Ｘｎ）に、
セレクタ１４１から出力される帰還率Ｋを乗じて出力する。加算器１４４は、現フレーム
の入力値Ｘｎに、乗算器１４３の出力を乗じて出力する。遅延器１４５は、加算器１４４
の出力を１フレーム分遅延させて加算器１４２へ出力する。
【００７１】
　ＬＰＦ１１８は、ＩＩＲフィルタ１１７の出力に対し、水平方向及び垂直方向のそれぞ
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れに対するＬＰＦを適用して、拡大スケーリング部１１９に出力する。図１０は、ＬＰＦ
１１８の構成例を示す説明図である。図１０に示したように、ＬＰＦ１１８は、水平方向
に対するＬＰＦを適用する水平ＬＰＦ１５１と、垂直方向に対するＬＰＦを適用する垂直
ＬＰＦ１５２と、を含んで構成される。
【００７２】
　なお図１０に示した水平ＬＰＦ１５１、垂直ＬＰＦ１５２ともに、タップ数を３タップ
または５タップで選択可能にしてもよい。
【００７３】
　拡大スケーリング部１１９は、ＬＰＦ１１８の出力に対し、大ブロック単位で保持して
いた危険度の値を画素単位に拡張する処理を実行する。拡大スケーリング部１１９は、危
険度の値を画素単位に拡張する際に、大ブロック間で線形補間する。また拡大スケーリン
グ部１１９は、画面端部における処理について、外挿するか、または大ブロックの値を保
持するかが選択可能に構成されていても良い。
【００７４】
　なお、ブロック分割部１１６での大ブロックへの分割単位は設定によって変更可能とし
てもよいので、拡大スケーリング部１１９は、割り算に相当するパラメータを用いて乗算
することで危険度の値を線形補間する。
【００７５】
　このように、危険度マップを大ブロック単位に分割した後に、ＩＩＲフィルタ１１７、
及びＬＰＦ１１８に通し、拡大スケーリング部１１９で線形補間することで、危険度・静
止度検出部１１０は部分制御用の危険度マップを生成する。危険度・静止度検出部１１０
は、このように部分制御用の危険度マップを生成することで、他の部分との輝度の違いを
際立たせないように、画面のある部分に対して焼き付きを事前に防止するための輝度制御
を実行することが出来る。
【００７６】
　図５に示した、ブロック分割部１１６、ＩＩＲフィルタ１１７、及びＬＰＦ１１８は、
本開示のリサンプリング部の一例として機能する。すなわち、ブロック分割部１１６は、
危険度マップ更新部１１３での演算対象のブロックより大きいブロック単位で危険度マッ
プを分割し、ＩＩＲフィルタ１１７、及びＬＰＦ１１８は、ブロック分割部１１６が分割
した危険度マップのリサンプリングを行なっている。
【００７７】
　ここまでは危険度マップを生成するための危険度・静止度検出部１１０の構成例につい
て説明した。続いて静止度マップを生成するための危険度・静止度検出部１１０の構成例
について説明する。
【００７８】
　図１１は、本開示の一実施形態に係る危険度・静止度検出部１１０の構成例を示す説明
図である。図１１に示したのは、静止度マップを生成するための危険度・静止度検出部１
１０の構成例である。以下、図１１を用いて本開示の一実施形態に係る危険度・静止度検
出部１１０の構成例について説明する。
【００７９】
　図１１に示したように、本開示の一実施形態に係る危険度・静止度検出部１１０は、輝
度変換部１１１と、静止度判定部１６１と、輝度データ記憶部１６２と、静止度マップ更
新部１６３と、静止度マップ記憶部１６４と、最大値検出部１６５と、を含んで構成され
る。
【００８０】
　輝度変換部１１１は、危険度・静止度検出部１１０に供給される映像信号に対して各色
の輝度を求め、さらに最大の輝度を有する色についての輝度Ｌを静止度判定部１６１に供
給する。輝度変換部１１１の構成例は例えば図６に示したようなものである。
【００８１】
　静止度判定部１６１は、画面全体の、及び画面を所定のサイズにブロック分割した際の
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度・静止度検出部１１０が静止度マップを生成する際に画面をブロックごとに分割した例
を示す説明図である。危険度・静止度検出部１１０は静止度マップを生成する際に、例え
ば図１２に示したように、垂直方向に１５個、水平方向に３０個に分割することでブロッ
クを作り、このブロック毎に映像の静止状態を判定する。
【００８２】
　静止度判定部１６１は、画面全体の平均輝度及びブロックごとの平均輝度を求めると、
その平均輝度の情報を輝度データ記憶部１６２に保存する。なお静止度判定部１６１は、
平均輝度を求める際には厳密に画素数で割る必要はなく、ビットシフトで正規化すること
で平均輝度を求めても良い。
【００８３】
　そして静止度判定部１６１は、ブロックごとに１フレーム前との平均輝度の差分を求め
、平均輝度の差分値の閾値判定及び画面全体の平均輝度と各ブロックの平均輝度との比較
によって、映像の静止状態を判定し、判定値を静止度マップ更新部１６３に送る。画面全
体の平均輝度が低く、かつ画面全体の平均輝度と各ブロックの平均輝度とが同程度であれ
ば、静止度判定部１６１は、映像は静止状態であるとは判定しない。
【００８４】
　静止度判定部１６１による静止状態の判定処理について、より具体的に説明する。静止
度判定部１６１による静止状態の判定処理は、以下の様な条件判定処理によって実行され
る。
【００８５】
　＜条件１＞
　静止度判定部１６１は、各ブロックの平均輝度のフレーム間差分が閾値ｔｈ＿ｓｔｉｌ
ｌ以下かどうかを判断する。各ブロックの平均輝度のフレーム間差分が閾値ｔｈ＿ｓｔｉ
ｌｌ以下であれば、静止度判定部１６１は次の条件に進む。
【００８６】
　＜条件１－１＞
　静止度判定部１６１は、画面全体の平均輝度が閾値ｔｈ＿ｌｅｖｅｌ以下であり、かつ
、画面全体の平均輝度と各ブロックの平均輝度との差分が閾値ｔｈ＿ｉｎｏｕｔであるか
どうかを判断する。この条件を満たせば、静止度判定部１６１は、判定値Ｊｖをｐ＿ｓ１
（＋１）とする。
【００８７】
　＜条件１－２＞
　条件１－１を満たさない場合は、静止度判定部１６１は、判定値Ｊｖをｐ＿ｓ２（＋１
、または－２５５）とする。
【００８８】
　＜条件２＞
　条件１を満たさない場合は、静止度判定部１６１は、判定値Ｊｖをｐ＿ｓ３（－２５５
）とする。
【００８９】
　この静止度判定部１６１による静止状態の判定処理を示すと以下の通りである。
【００９０】
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【数６】

【００９１】
　静止度マップ更新部１６３は、静止度判定部１６１が決定した判定値を用いてブロック
ごとに静止度を更新することで、静止度マップを生成する。静止度マップ更新部１６３は
、ブロック毎に保持し、静止度マップ記憶部１６４に記憶させている静止度の履歴データ
に、静止度判定部１６１が決定した判定値を加算する。静止度判定部１６１が決定した判
定値が正の値なら履歴データは増加し、負の値なら履歴データは減少する。
【００９２】
　静止度マップ更新部１６３による履歴データの演算を数式で示すと以下の通りである。
下記数式で、ｓｔｉｌｌｍａｐ（ａｒｅａ）は、ａｒｅａ番目のブロックにおける履歴デ
ータであり、ｓｔｉｌｌｍａｐ＿ｏｌｄ（ａｒｅａ）は、更新前のａｒｅａ番目のブロッ
クにおける履歴データであり、Ｊｖ（ａｒｅａ）ａｒｅａ番目のブロックにおける判定値
である。
【００９３】

【数７】

【００９４】
　なお、静止度マップ更新部１６３は、判定値が正の値であれば、設定された更新間隔で
静止度マップ記憶部１６４に記憶させている静止度マップを更新する。一方、静止度マッ
プ更新部１６３は、判定値が負の値であれば、更新間隔の設定パラメータに依存せず、即
座に静止度マップを更新し、そのブロックは静止度を０にリセットする。つまり、静止度
がカウントアップされるためには、長時間に渡って判定値が正の値でなければいけないこ
とになる。更新間隔パラメータは静止度の値に応じて場合分け可能なよう、複数保持して
もよい。以下に更新間隔パラメータの設定例を示す。
【００９５】
・静止度　０～ｓ１：ｕｐｄａｔｅ１　＜ゲイン処理を掛け始めるまでの時間制御用＞
・静止度ｓ１～ｓ２：ｕｐｄａｔｅ２　＜ゲイン処理を掛けている間の時間制御用＞
・静止度ｓ２～ｓ３：ｕｐｄａｔｅ３　＜２度目のゲイン処理までの時間制御用＞
・静止度ｓ３～ｓ４：ｕｐｄａｔｅ４　＜２度目のゲイン処理の間の時間制御用＞
【００９６】
　静止度マップ更新部１６３は、上記のｕｐｄａｔａ１～ｕｐｄａｔｅ４で設定された間
隔で静止度マップを更新してもよい。なお、分単位での処理も想定されるため、更新間隔
パラメータは２０ｂｉｔで設定可能とする。
【００９７】
　なお静止度マップ更新部１６３は、静止度を０からカウントアップする場合のみ、更新
間隔パラメータによらずに静止度マップを即時反映するようにしてもよい。値が０の場合
は、静止度がリセットされた状態であるためである。
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【００９８】
　最大値検出部１６５は、静止度マップ更新部１６３によって更新された静止度マップに
おける静止度の最大値を検出して出力する。本実施形態では、最大値検出部１６５は、ブ
ロック単位での輝度制御のために、ブロック単位での静止度の最大値を出力する。
【００９９】
　以上、本開示の一実施形態に係る危険度・静止度検出部１１０の構成例について説明し
た。次に、危険度・静止度検出部１１０が生成した危険度マップ及び静止度マップを用い
た輝度制御及び焼き付き事前防止制御について説明する。
【０１００】
　［輝度制御及び焼き付き事前防止制御の例］
　図１３は、本開示の一実施形態に係る輝度制御部１０３及び焼き付き事前防止制御部１
０４の構成例を示す説明図である。以下、図１３を用いて、本開示の一実施形態に係る輝
度制御部１０３及び焼き付き事前防止制御部１０４の構成例について説明する。
【０１０１】
　図１３に示した「ｕｘ＿ｙ＿ｚ」は、符号無しのｙビットデータであり、精度がｚビッ
トであり、ゲインの適用により入力に対してｘビット倍までの値を取りうることを示した
ものである。つまり、「ｕ２＿１０＿６」は、符号無しの１０ビットデータであり、精度
が６ビットであり、入力に対して４倍までの値を取りうることを示す。
【０１０２】
　まず焼き付き事前防止制御部１０４の構成例について説明する。図１３に示したように
、本開示の一実施形態に係る焼き付き事前防止制御部１０４は、輝度抑制ゲイン制御部１
７１と、突き上げ成分シェーディングゲインＬＵＴ（Ｌｏｏｋ　Ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）１７
２と、原信号成分シェーディングゲインＬＵＴ１７３と、シェーディング強度制御部１７
４、１７５と、ＩＩＲフィルタ１７６と、乗算器１７７、１７８、１８０、１８１ａ、１
８１ｂ、１８１ｃと、高輝度抑制ゲイン算出部１７９と、を含んで構成される。
【０１０３】
　輝度抑制ゲイン制御部１７１は、危険度・静止度検出部１１０が出力する、画面全体、
または画面の一部分における静止度及び危険度のピーク値や、部分制御用の危険度マップ
を用いて、焼き付き事前防止制御部１０４で実行する輝度制御に用いる値やゲインを出力
する、
【０１０４】
　本実施形態では、輝度抑制ゲイン制御部１７１は画面全体、または画面の一部分におけ
る静止度及び危険度のピーク値や、部分制御用の危険度マップを用いて、高輝度抑制のゲ
インの算出に必要な閾値（ｔｈ）、画面全体の輝度を制御するためのゲイン（Ｇａｌｌ）
、画面周縁部の輝度を落とす度合い（シェーディング率）を制御するためのゲイン（Ｋｓ
ｈ＿ｂａｓｅ）を算出する。また輝度抑制ゲイン制御部１７１は、輝度制御部１０３によ
る、輝度の入力値が所定値以上の信号について輝度をより高める処理（突き上げ処理）の
際のゲインを弱めるためのゲイン（Ｇｐｏｆｆ）を求める。また輝度抑制ゲイン制御部１
７１は、ゲインＧｐｏｆｆに反映させるための、画面周縁部のシェーディング率を制御す
るためのゲイン（Ｋｓｈ＿ｐｅａｋ）も算出する。
【０１０５】
　輝度抑制ゲイン制御部１７１が算出する値やゲインについて、順を追って詳細に説明す
る。まず輝度抑制ゲイン制御部１７１による、高輝度抑制のゲインの算出に必要な閾値ｔ
ｈの算出について説明する。
【０１０６】
　閾値ｔｈは、高輝度抑制ゲイン算出部１７９における、高輝度側の輝度を抑制するため
のゲインカーブの算出に用いられる。図１４は、高輝度抑制ゲイン算出部１７９の処理概
要を示す説明図である。図１４に示したように、リニア特性を有する映像信号に対し、危
険度や静止度が高くなると、高輝度側の輝度を弱めるためのゲインを算出するのが、高輝
度抑制ゲイン算出部１７９での処理である。
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【０１０７】
　図１５は、高輝度抑制ゲイン算出部１７９の処理概要を示す説明図である。図１５に示
したように、リニア特性を有する映像信号に対し、入力信号の輝度が０から所定の閾値ｔ
ｈまでは１．０倍のゲインであるが、閾値ｔｈを超えると傾き－ａで低下するようなゲイ
ンを掛けると、高輝度側の輝度が２次元カーブで抑制出来る。入力をｘ、出力をｙとする
と、高輝度抑制ゲイン算出部１７９での処理は以下の数式で表される。
【０１０８】
【数８】

【０１０９】
　高輝度抑制ゲイン算出部１７９は、上記数式を満たすようなゲインＧａｉｎを乗算器１
８０に出力する。乗算器１８０は、後述のシェーディング処理のためのゲインであり、乗
算器１７８から出力されるゲインと、高輝度抑制ゲイン算出部１７９が出力するゲインＧ
ａｉｎとを乗じて、乗算器１８１ａ、１８１ｂ、１８１ｃに出力する。乗算器１８１ａ、
１８１ｂ、１８１ｃは、Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれの映像信号について乗算器１８０の出力を乗
じて出力することで、高輝度側の輝度を抑制する。
【０１１０】
　この閾値ｔｈを求めるのが輝度抑制ゲイン制御部１７１である。図１６は、輝度抑制ゲ
イン制御部１７１で閾値ｔｈを求める際に用いられるグラフを示す説明図である。図１６
に示したグラフは、横軸が危険度・静止度検出部１１０が生成した危険度マップにおける
画面全体の最大値であり、縦軸が閾値ｔｈである。
【０１１１】
　図１６に示したグラフのように、危険度マップにおける画面全体の最大値が所定値ｒｉ
ｓｋｓｔｔ２以下の場合は、輝度抑制ゲイン制御部１７１は、閾値ｔｈは所定の値ｔｈ＿
ｉｎｉを出力する。そして危険度マップにおける画面全体の最大値が所定値ｒｉｓｋｓｔ
ｔ２を超えると、輝度抑制ゲイン制御部１７１は、閾値ｔｈをｔｈ＿ｉｎｉから下げて出
力する。輝度抑制ゲイン制御部１７１は、傾きが－ｂになるよう閾値ｔｈをｔｈ＿ｉｎｉ
から下げていく。
【０１１２】
　そして危険度マップにおける画面全体の最大値が所定値ｒｉｓｋｅｎｄ２になると、輝
度抑制ゲイン制御部１７１は閾値ｔｈの低下を止め、以降は危険度マップにおける画面全
体の最大値がｒｉｓｋｅｎｄ２を超えても同じ値を出力する。輝度抑制ゲイン制御部１７
１での閾値ｔｈを算出する処理は以下の数式で表される。
【０１１３】

【数９】

【０１１４】
　なお、上述の説明では危険度マップを用いた場合について触れたが、輝度抑制ゲイン制
御部１７１は、静止度マップを用いて同様に閾値を算出する。そして輝度抑制ゲイン制御
部１７１は、危険度マップを用いて求めた閾値ｔｈと静止度マップを用いて求めた閾値ｔ
ｈとを比較し、低い方を高輝度抑制ゲイン算出部１７９へ出力する。
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【０１１５】
　以上、輝度抑制ゲイン制御部１７１による、高輝度抑制のゲインの算出に必要な閾値ｔ
ｈの算出について説明した。次に、輝度抑制ゲイン制御部１７１による、画面全体の輝度
を制御するためのゲインＧａｌｌの算出について説明する。
【０１１６】
　図１７は、輝度抑制ゲイン制御部１７１が算出する、画面全体の輝度を制御するための
ゲインＧａｌｌによる輝度制御の概要を示す説明図である。図１７に示したように、リニ
ア特性を有する映像信号に対し、危険度や静止度が高くなると、入力レベルに関係なく、
輝度を一律に弱めるためのゲインＧａｌｌを輝度抑制ゲイン制御部１７１が算出する。
【０１１７】
　図１８は、輝度抑制ゲイン制御部１７１がゲインＧａｌｌを求める際に用いられるグラ
フを示す説明図である。図１８に示したグラフは、横軸が危険度・静止度検出部１１０が
生成した危険度マップにおける画面全体の最大値であり、縦軸がゲインＧａｌｌである。
【０１１８】
　図１８に示したグラフのように、危険度マップにおける画面全体の最大値が所定値ｒｉ
ｓｋｓｔｔ３以下の場合は、輝度抑制ゲイン制御部１７１は、ゲインＧａｌｌは所定の値
ｇａｌｌ＿ｉｎｉを出力する。そして危険度マップにおける画面全体の最大値が所定値ｒ
ｉｓｋｓｔｔ３を超えると、輝度抑制ゲイン制御部１７１は、ゲインＧａｌｌをｇａｌｌ
＿ｉｎｉから下げて出力する。輝度抑制ゲイン制御部１７１は、傾きが－ｃになるようゲ
インＧａｌｌをｇａｌｌ＿ｉｎｉから下げていく。
【０１１９】
　そして危険度マップにおける画面全体の最大値が所定値ｒｉｓｋｅｎｄ３になると、輝
度抑制ゲイン制御部１７１はゲインＧａｌｌの低下を止め、以降は危険度マップにおける
画面全体の最大値がｒｉｓｋｅｎｄ３を超えても同じ値を出力する。輝度抑制ゲイン制御
部１７１でのゲインＧａｌｌを算出する処理は以下の数式で表される。
【０１２０】
【数１０】

【０１２１】
　なお、上述の説明では危険度マップを用いた場合について触れたが、輝度抑制ゲイン制
御部１７１は、静止度マップを用いて同様にゲインを算出する。そして輝度抑制ゲイン制
御部１７１は、危険度マップを用いて求めたゲインＧａｌｌと静止度マップを用いて求め
たゲインＧａｌｌとを比較し、低い方を乗算器１７８へ出力する。
【０１２２】
　以上、輝度抑制ゲイン制御部１７１による、画面全体の輝度を制御するためのゲインＧ
ａｌｌの算出について説明した。次に、輝度抑制ゲイン制御部１７１による、画面周縁部
に対するシェーディング率を制御するためのゲインＫｓｈ＿ｂａｓｅの算出について説明
する。
【０１２３】
　図１９は、輝度抑制ゲイン制御部１７１が算出する、画面周縁部に対するシェーディン
グ率を制御するためのゲインＫｓｈ＿ｂａｓｅによる輝度制御の概要を示す説明図である
。図１９に示したグラフは、横軸は有機ＥＬ表示パネル２００が表示する画面の座標を示
し、縦軸はゲインを示す。図１９に示したように、画面周縁部に対するシェーディング率
の制御は、画面中央部分よりも画面周縁部の方でゲインを小さくするような制御である。
そして危険度や静止度が高くなると、ゲインＫｓｈ＿ｂａｓｅの適用により、画面周縁部



(19) JP 2014-126698 A 2014.7.7

10

20

30

40

50

に対するゲインをより小さくする。これが、輝度抑制ゲイン制御部１７１が算出するゲイ
ンＫｓｈ＿ｂａｓｅによる、画面周縁部に対するシェーディング率の制御である。
【０１２４】
　なお、図１９に示した画面周縁部に対する輝度制御は、縦軸方向、横軸方向の少なくと
もいずれについても行われる。また画面周縁部に対するシェーディング率は、縦軸方向、
横軸方向でそれぞれ独立して設定されても良い。
【０１２５】
　図２０は、原信号成分シェーディングゲインＬＵＴ１７３に格納されるシェーディング
形状の例を示す説明図である。焼き付き事前防止制御部１０４は、図２０に示したような
形状を有するゲインを原信号成分シェーディングゲインＬＵＴ１７３に保持しておき、そ
のゲインを１から減算することで画面周縁部に対する輝度制御を行う。画面周縁部に対す
る輝度制御は以下の数式で表される。下記数式で、ＧＳＨは画面周縁部に対する輝度制御
のためのゲインであり、ＬＵＴは原信号成分シェーディングゲインＬＵＴ１７３に格納さ
れるゲインであり、ｒｉｓｋｐｅａｋ＿ｆｒｍは危険度・静止度検出部１１０が生成した
危険度マップにおける画面周縁部の危険度の最大値である。
【０１２６】
【数１１】

【０１２７】
　なお、ゲインＫｓｈ＿ｂａｓｅが１以上の値をとり得るので、上記数式でＧＳＨが負の
値となり得る場合もある。輝度抑制ゲイン制御部１７１は、ＧＳＨが負の値となる場合に
ＧＳＨは０でクリップ処理する。
【０１２８】
　図２１は、輝度抑制ゲイン制御部１７１がゲインＫｓｈ＿ｂａｓｅを求める際に用いら
れるグラフを示す説明図である。図２１に示したグラフは、横軸が危険度・静止度検出部
１１０が生成した危険度マップにおける画面周縁部の危険度の最大値であり、縦軸がゲイ
ンＫｓｈ＿ｂａｓｅである。
【０１２９】
　図２１に示したグラフのように、危険度マップにおける画面周縁部の最大値が所定値Ｋ
ｓｈ＿ＳＴＴ以下の場合は、輝度抑制ゲイン制御部１７１は、ゲインＫｓｈ＿ｂａｓｅは
所定の値Ｋｓｈ１を出力する。そして危険度マップにおける画面周縁部の最大値が所定値
Ｋｓｈ＿ＳＴＴを超えると、輝度抑制ゲイン制御部１７１は、ゲインＫｓｈ＿ｂａｓｅを
Ｋｓｈ１から上げて出力する。輝度抑制ゲイン制御部１７１は、傾きが＋ｍになるようゲ
インＫｓｈ＿ｂａｓｅをＫｓｈ１から上げていく。
【０１３０】
　そして危険度マップにおける画面周縁部の最大値が所定値Ｋｓｈ＿ＥＮＤになると、輝
度抑制ゲイン制御部１７１はゲインＫｓｈ＿ｂａｓｅの上昇を止め、以降は危険度マップ
における画面周縁部の最大値がＫｓｈ＿ＥＮＤを超えても同じ値を出力する。
【０１３１】
　以上、輝度抑制ゲイン制御部１７１による、画面周縁部に対するシェーディング率を制
御するためのゲインＫｓｈ＿ｂａｓｅの算出について説明した。次に、輝度抑制ゲイン制
御部１７１による、輝度制御部１０３での突き上げ処理の際のゲインを弱めるためのゲイ
ンＧｐｏｆｆの算出について説明する。
【０１３２】
　本開示の一実施形態に係る有機ＥＬ表示パネル２００はＲ、Ｇ、Ｂ、Ｗの４色で画像を
表示する表示パネルである。映像が高輝度のものである場合は、高輝度側をより高い輝度
に突き上げることで鮮明な画像を有機ＥＬ表示パネル２００に表示させることができる。
図２２は、リニア特性を有する映像信号の高輝度側がより高い輝度に突き上げられている
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様子をグラフで示す説明図である。
【０１３３】
　ここで輝度制御部１０３での突き上げ処理について説明する。輝度制御部１０３に含ま
れるＨＳＶ／ＨＳＬ変換部１８２は、輝度制御部１０３に供給される映像信号を色相Ｈ、
彩度Ｓ、及び明度Ｖまたは輝度Ｌに変換する。突き上げゲインＬＵＴ１８３は、ＨＳＶ／
ＨＳＬ変換部１８２が出力する彩度Ｓ及び明度Ｖまたは輝度Ｌを参照し、彩度成分及び明
度または輝度成分に対するゲインＧｖ／Ｇｓを出力する。大面積検出部１８４は、ＨＳＶ
／ＨＳＬ変換部１８２が出力する明度Ｖまたは輝度Ｌに対し、所定のサイズを有するブロ
ック単位で画面内の白画像の面積を検出し、面積に応じたゲインＧａｒｅａを出力する。
乗算器１８５はゲインＧｖ／ＧｓとゲインＧａｒｅａとを乗じて出力し、加算器１８６は
、乗算器１８５の出力に１．１０を加算して出力する。
【０１３４】
　また、輝度制御部１０３に含まれる輝度ゲイン算出部１８７は、輝度制御部１０３に供
給される映像信号の平均輝度値から、ルックアップテーブルを参照してゲインＧｂａｓｅ
を出力する。ゲインＧｂａｓｅは、ＩＩＲフィルタ１８８に通された後に乗算器１８９で
加算器１８６の出力に乗算されることでゲインＧｕｐとなる。輝度制御部１０３に供給さ
れる映像信号は、乗算器１９０ａ、１９０ｂ、１９０ｃでゲインＧｕｐが乗算されること
で、高輝度側がより高い輝度に突き上げられる。
【０１３５】
　しかし、危険度や静止度が高い位置で、高輝度側をより高い輝度に突き上げると、その
位置の画素で焼き付き現象が生じやすくなる。従って、図２２に示すように、危険度や静
止度が高い位置では突き上げの量を落としたり、また突き上げそのものを行わないように
したりすることが望ましい。この突き上げに対する制御に用いられるのが、輝度抑制ゲイ
ン制御部１７１によって算出されるゲインＧｐｏｆｆである。
【０１３６】
　図２３は、輝度抑制ゲイン制御部１７１がゲインＧｐｏｆｆを求める際に用いられるグ
ラフを示す説明図である。図２３に示したグラフは、横軸が危険度・静止度検出部１１０
が生成した危険度マップにおける画面全体の危険度の最大値であり、縦軸がゲインＧｐｏ
ｆｆである。
【０１３７】
　図２３に示したグラフのように、危険度マップにおける画面全体の危険度の最大値が所
定値ｒｉｓｋｓｔｔ１以下の場合は、輝度抑制ゲイン制御部１７１は、ゲインＧｐｏｆｆ
は所定の値ｇｐｏｆｆ＿ｉｎｉを出力する。そして危険度マップにおける画面全体の危険
度の最大値が所定値ｒｉｓｋｓｔｔ１を超えると、輝度抑制ゲイン制御部１７１は、ゲイ
ンＧｐｏｆｆをｇｐｏｆｆ＿ｉｎｉから下げて出力する。輝度抑制ゲイン制御部１７１は
、傾きが－ａになるようゲインＧｐｏｆｆをｇｐｏｆｆ＿ｉｎｉから下げていく。
【０１３８】
　そして危険度マップにおける画面全体の危険度の最大値が所定値ｒｉｓｋｅｎｄ１にな
ると、輝度抑制ゲイン制御部１７１はゲインＧｐｏｆｆの低下を止め、以降は危険度マッ
プにおける画面全体の危険度の最大値がｒｉｓｋｅｎｄ１を超えても同じ値を出力する。
輝度抑制ゲイン制御部１７１でのゲインＧｐｏｆｆを算出する処理は以下の数式で表され
る。
【０１３９】
【数１２】
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【０１４０】
　なお、上述の説明では危険度マップを用いた場合について触れたが、輝度抑制ゲイン制
御部１７１は、静止度マップや、部分制御用の危険度マップを用いて同様にゲインを算出
する。そして輝度抑制ゲイン制御部１７１は、危険度マップを用いて求めたゲインＧｐｏ
ｆｆ、静止度マップを用いて求めたゲインＧｐｏｆｆ、及び部分制御用の危険度マップを
用いて求めたゲインＧｐｏｆｆを画素単位で比較し、最も低いものを乗算器１７７へ出力
する。
【０１４１】
　輝度抑制ゲイン制御部１７１は、ゲインＧｐｏｆｆの範囲が０倍から１倍の間で変更さ
れるように演算してもよく、－１倍から１倍の間で変更されるように演算してもよい。ゲ
インＧｐｏｆｆの範囲が０倍から１倍の間で変更される場合は、入力映像信号の高輝度側
における突き上げがキャンセルされる。一方、ゲインＧｐｏｆｆの範囲が－１倍から１倍
の間で変更される場合は、入力映像信号の高輝度側における突き上げがキャンセルされる
だけでなく、入力映像信号の高輝度側の輝度が抑制される。
【０１４２】
　ゲインＧｐｏｆｆに反映させるための、画面周縁部のシェーディング率を制御するため
のゲインがゲインＫｓｈ＿ｐｅａｋである。ゲインＫｓｈ＿ｐｅａｋがゲインＧｐｏｆｆ
に掛け合わされることで、輝度制御部１０３は、画面周縁部については画面中央部よりも
突き上げを大きくキャンセルさせることができる。輝度抑制ゲイン制御部１７１は、ゲイ
ンＫｓｈ＿ｐｅａｋの算出を、上述のゲインＫｓｈ＿ｂａｓｅの算出と同様に実行する。
【０１４３】
　以上、輝度抑制ゲイン制御部１７１による、輝度制御部１０３での突き上げ処理の際の
ゲインを弱めるためのゲインＧｐｏｆｆの算出について説明した。次に、焼き付き事前防
止制御部１０４に含まれるＩＩＲフィルタ１７６の処理について説明する。
【０１４４】
　輝度抑制ゲイン制御部１７１が生成した閾値ｔｈ、ゲインＧａｌｌ、Ｇｐｏｆｆ、Ｋｓ
ｈ＿ｂａｓｅ及びＫｓｈ＿ｐｅａｋは、ＩＩＲフィルタ１７６に送られる。ＩＩＲフィル
タ１７６は、閾値ｔｈ、ゲインＧａｌｌ、Ｇｐｏｆｆ、Ｋｓｈ＿ｂａｓｅ及びＫｓｈ＿ｐ
ｅａｋの急激な変動を抑えるためのものである。危険度および静止度は、危険度・静止度
検出部１１０において緩やかにカウントアップされ、一度でも違う画像が入力されてくる
と、危険度・静止度検出部１１０において急峻にキャンセルされる。
【０１４５】
　しかし、閾値やゲイン制御を解除する際に急峻にキャンセルしてしまうと、有機ＥＬ表
示パネル２００で画像が表示される際に輝度の急激な変動が生じてしまう。従って、閾値
やゲインを緩やかに変動させるのがＩＩＲフィルタ１７６である。ＩＩＲフィルタ１７６
の処理は以下の数式で表される。以下の数式において、Ｘｎは現時刻の入力、Ｙｎは現時
刻の出力、Ｙｎ－１は１時刻前の出力、Ｋは帰還率を表す。
【０１４６】
【数１３】

【０１４７】
　図２４は、ＩＩＲフィルタ１７６の構成例を示す説明図である。図２４に示したように
、ＩＩＲフィルタ１７６は、遅延部２０１と、加算器２０２、２０４と、乗算器２０３と
を含んで構成される。
【０１４８】
　遅延部２０１は、加算器２０４の出力を１フレーム分遅延させて加算器２０２に出力す
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０３に出力する。乗算器２０３は、加算器２０２の出力に所定の帰還率Ｋを乗じて出力す
る。加算器２０４は、現時刻の入力Ｘｎに乗算器２０３の出力を加算し、現時刻の出力Ｙ

ｎとして出力する。
【０１４９】
　以上、焼き付き事前防止制御部１０４に含まれるＩＩＲフィルタ１７６の処理について
説明した。ここまでで、輝度制御及び焼き付き事前防止制御の例について説明してきた。
続いて、次に、危険度・静止度検出部１１０が生成する部分制御用の危険度マップを用い
た、ＷＲＧＢ変換部１０５でのＷＲＧＢ変換処理について説明する。
【０１５０】
　［部分制御用の危険度マップを用いたＷＲＧＢ変換処理の例］
　上述したように、本開示の一実施形態に係る有機ＥＬ表示パネル２００はＲ、Ｇ、Ｂ、
Ｗの４色で画像を表示する表示パネルである。映像信号はＲ、Ｇ、Ｂの３色についてのみ
供給されるので、この映像信号から、Ｗの画素に供給するための信号を生成する必要があ
る。Ｒ、Ｇ、Ｂの３色の映像信号からＷの画素に供給するための信号を生成するＷＲＧＢ
変換処理を実行するのがＷＲＧＢ変換部１０５である。
【０１５１】
　例えば、入力される映像信号が白の画像を表示する映像信号である場合、Ｗの画素だけ
を発光させるように映像信号を変換すると、他の色の画素は発光しないので消費電力を抑
えることができる。しかしＷの画素だけを発光させるようにしてしまうと、Ｗの画素の劣
化が他の色の画素に比べて激しくなる。従って、入力される映像信号が白の画像を表示す
る映像信号である場合にも、ＷＲＧＢ変換部１０５は、他の色の画素も使用するように、
映像信号に対してＷＲＧＢ変換処理を実行することで、Ｗの画素の劣化を抑えることがで
きる。ＷＲＧＢ変換部１０５での変換処理は以下の数式で規定される。
【０１５２】
【数１４】

【０１５３】
　Ｒｉｎ、Ｇｉｎ、Ｂｉｎは、ＷＲＧＢ変換部１０５に入力されるＲ、Ｇ、Ｂ各色の信号
レベルを示し、Ｒｏｕｔ、Ｇｏｕｔ、Ｂｏｕｔ、ＷｏｕｔはＷＲＧＢ変換部１０５から出
力されるＲ、Ｇ、Ｂ、Ｗ各色の信号レベルを示す。またＫｒ、Ｋｇ、ＫｂはＲ、Ｇ、Ｂ各
色が白色の信号に寄与している係数であり、Ｇｗは白色の信号に与えるゲイン（Ｗ変換係
数）である。Ｋｒ、Ｋｇ、Ｋｂは以下の行列式によって求めることができる。Ｘ、Ｙ、Ｚ
は三刺激値である。なお、下記数式の右辺の逆行列は、予め算出しておいてＫｒ、Ｋｇ、
Ｋｂの演算に用いることが望ましい。
【０１５４】
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【数１５】

【０１５５】
　本実施形態では、ＷＲＧＢ変換部１０５は、危険度・静止度検出部１１０が生成する部
分制御用の危険度マップを用いて、ゲインＧｗの値を制御する。部分制御用の危険度マッ
プを用いることで、ＷＲＧＢ変換部１０５は、危険度が高い場所についてはゲインＧｗの
値を低くすることができる。
【０１５６】
　図２５は、本開示の一実施形態に係るＷＲＧＢ変換部１０５の構成例を示す説明図であ
る。図２５に示したように、本開示の一実施形態に係るＷＲＧＢ変換部１０５は、逆数演
算部２１１と、乗算器２１２、２１５、２１６と、最小値選択部２１３と、ゲイン演算部
２１４と、減算器２１７と、を含んで構成される。
【０１５７】
　逆数演算部２１１は、係数Ｋｒ、Ｋｇ、Ｋｂの逆数を演算して乗算器２１２に出力する
。乗算器２１２は、係数Ｋｒ、Ｋｇ、Ｋｂの逆数に、それぞれＲ、Ｇ、Ｂ各色の入力レベ
ルを乗じて最小値選択部２１３に出力する。最小値選択部２１３は、乗算器２１２からの
出力値の中から最小値Ｗｏｒｇを選択してゲイン演算部２１４及び乗算器２１５に出力す
る。
【０１５８】
　ゲイン演算部２１４は、最小値選択部２１３の出力Ｗｏｒｇを用いてゲインＧｗの演算
を行い、演算したゲインＧｗを乗算器２１５に出力する。またゲイン演算部２１４は、危
険度・静止度検出部１１０が生成する部分制御用の危険度マップを用いて、出力するゲイ
ンＧｗの値を制御する。乗算器２１５は、最小値選択部２１３の出力に、ゲイン演算部２
１４が演算したゲインＧｗを乗じた結果をＷの出力とするとともに、乗算器２１６に出力
する。
【０１５９】
　乗算器２１６は、係数Ｋｒ、Ｋｇ、Ｋｂのそれぞれに乗算器２１５の出力を乗じて出力
する。減算器２１７は、Ｒ、Ｇ、Ｂ各色の入力レベルから、乗算器２１６の出力をそれぞ
れ減算して出力する。本開示の一実施形態に係るＷＲＧＢ変換部１０５は、図２５に示し
たような構成を有することで、入力されるＲＧＢの映像信号を、ＲＧＢＷの映像信号に変
換して出力することが出来る。
【０１６０】
　続いて、本開示の一実施形態に係るＷＲＧＢ変換部１０５に含まれるゲイン演算部２１
４の構成例について説明する。図２６は、ゲイン演算部２１４の構成例を示す説明図であ
る。以下、図２６を用いてゲイン演算部２１４の構成例について説明する。
【０１６１】
　図２６に示したように、本開示の一実施形態に係るＷＲＧＢ変換部１０５に含まれるゲ
イン演算部２１４は、階調依存ゲイン演算部２２１と、危険度連動ゲイン演算部２２３と
、最小値選択部２２４と、を含んで構成される。
【０１６２】
　階調依存ゲイン演算部２２１は、最小値選択部２１３の出力Ｗｏｒｇを用いて、階調依
存ゲイン演算部２２１の内部または外部に保持されているルックアップテーブルを参照し
てゲインＧｗ１を出力する。図２７は、階調依存ゲイン演算部２２１が参照するルックア
ップテーブルの例を示す説明図である。図２７は、階調依存ゲイン演算部２２１が参照す
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るルックアップテーブルをグラフで示している。図２７に示したグラフは、横軸が最小値
選択部２１３の出力Ｗｏｒｇ、縦軸が出力するゲインＧｗ１であり、０倍から１．０倍ま
での値をとり得る。
【０１６３】
　危険度連動ゲイン演算部２２３は、危険度・静止度検出部１１０が生成する部分制御用
の危険度マップを用いてゲインＧｗ３を演算して出力する。図２８は、危険度連動ゲイン
演算部２２３がゲインＧｗ３を求める際に用いられるグラフを示す説明図である。図２８
に示したグラフは、横軸が危険度・静止度検出部１１０が生成した部分制御用の危険度マ
ップにおける危険度の最大値であり、縦軸がゲインＧｗ３である。
【０１６４】
　図２８に示したグラフのように、部分制御用の危険度マップにおける危険度の最大値が
所定値ｒｉｓｋｓｔｔ４以下の場合は、危険度連動ゲイン演算部２２３は、ゲインＧｗ３
は所定の値Ｇｗ＿ｍａｘを出力する。そして部分制御用の危険度マップにおける危険度の
最大値が所定値ｒｉｓｋｓｔｔ４を超えると、危険度連動ゲイン演算部２２３は、ゲイン
Ｇｗ３をＧｗ＿ｍａｘから下げて出力する。危険度連動ゲイン演算部２２３は、傾きが－
ｎになるようゲインＧｗ３をＧｗ＿ｍａｘからから下げていく。
【０１６５】
　そして部分制御用の危険度マップにおける危険度の最大値が所定値ｒｉｓｋｅｎｄ４に
なると、危険度連動ゲイン演算部２２３はゲインＧｗ３の低下を止め、以降は部分制御用
の危険度マップにおける危険度の最大値がｒｉｓｋｅｎｄ４を超えても同じ値を出力する
。
【０１６６】
　最小値選択部２２４は、階調依存ゲイン演算部２２１が出力するゲインＧｗ１及び危険
度連動ゲイン演算部２２３が出力するゲインＧｗ３の中から最小のものを選択してゲイン
Ｇｗとして出力する。
【０１６７】
　本開示の一実施形態に係るＷＲＧＢ変換部１０５に含まれるゲイン演算部２１４は、図
２６に示したような構成を有することで、部分制御用の危険度マップを用いたゲインＧｗ
の演算処理が可能になる。部分制御用の危険度マップを用いてゲインＧｗを演算すること
で、ゲイン演算部２１４は、危険度が高い領域についてはゲインＧｗを低下させることが
できる。
【０１６８】
　なお、階調依存ゲイン演算部２２１は、図２７に示したルックアップテーブルを参照し
てゲインＧｗ１を出力すると説明したが、図２７に示したルックアップテーブルに加え、
別のルックアップテーブルを参照してゲインＧｗ１を出力するようにしてもよい。
【０１６９】
　Ｗの画素の、低階調側での色度の経時変動や温度変動が支配的である場合に、ＷＲＧＢ
変換部１０５は、低階調側での変換係数を下げて、低階調の場合はＲＧＢの３色の画素で
白を表現することで、色度の変動を抑えた状態での表示が可能になる。ここでの低階調と
は例えば１０ｎｉｔ相当の階調である。
【０１７０】
　Ｗの画素の色度変動は電流密度に依存する。各画素での電流劣化を無視すると、Ｗの画
素の色度変動は、リニア空間の階調に依存する。そこでＷＲＧＢ変換部１０５は、変換係
数を低階調側で制限することで、色度の変動を抑えた状態での表示が可能になる。
【０１７１】
　図２９は、階調依存ゲイン演算部２２１が参照するルックアップテーブルの例を示す説
明図である。図２９には、図２７に示したグラフで示されるルックアップテーブルに加え
、変換係数を低階調側で制限するようなルックアップテーブルがグラフで示されている。
符号２３１が上述の図２７に示したグラフで示されるルックアップテーブルであり、符号
２３２が低輝度側での色度変動を抑えるためのルックアップテーブルである。階調依存ゲ
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イン演算部２２１は、入力Ｗｏｒｇを用いて２つのルックアップテーブルを参照し、図２
９において破線で示されている値が小さい方を選択して、ゲインＧｗ１として出力する。
【０１７２】
　以上、部分制御用の危険度マップを用いたゲインＧｗの演算処理について説明した。本
開示の一実施形態に係るＷＲＧＢ変換部１０５は、このようにゲインＧｗを演算すること
で、危険度が高い場所についてはゲインＧｗの値を低くすることができる。
【０１７３】
　＜２．まとめ＞
　以上説明した様に本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０は、有機ＥＬ表示パネ
ル２００に映像を表示させる際に、有機ＥＬ表示パネル２００の同じ画素が連続して高輝
度で発光するような映像信号が供給されてくると、その映像信号に対して、有機ＥＬ表示
パネル２００での発光時に輝度を落とし、焼き付き現象の発生を事前に防止するための情
報である危険度マップ及び静止度マップを生成する。
【０１７４】
　本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０は、焼き付き現象の発生を事前に防止す
るために生成した危険度マップ及び静止度マップを用いて、画面の全体、または画面の一
部分に対して、輝度を低下させるためのゲインを算出し、映像信号にそのゲインを適用す
る。
【０１７５】
　本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０は、上述したように危険度マップや静止
度マップを算出し、その危険度マップや静止度マップを用いたゲインの算出を行うことで
、焼き付き現象が生じる懸念のある映像信号が供給された場合に適切な輝度制御を実行し
、焼き付き現象の発生を未然に防ぐことができる。
【０１７６】
　また本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０は、上述したように、画面の一部分
について輝度制御を実行するための、部分制御用の危険度マップを生成することができる
。本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０は部分制御用の危険度マップを生成する
ことで、焼き付き現象が生じる恐れのある領域については輝度を落としつつ、画面全体と
して違和感の無い映像を有機ＥＬ表示パネル２００に表示させることができる。
【０１７７】
　なお、本開示の一実施形態に係る自発光表示装置１０が、ＲＧＢの３色の画素のみで映
像を表示する場合は、表示制御部１００にＷＲＧＢ変換部１０５が含まれていなくても良
い。
【０１７８】
　各装置に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどのハードウェアを、上述した各装
置の構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。ま
た、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供されることが可能である。ま
た、機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックをハードウェアで構成することで、
一連の処理をハードウェアで実現することもできる。
【０１７９】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示はかかる例に限定されない。本開示の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１８０】
　例えば、輝度制御部１０３や焼き付き事前防止制御部１０４は、有機ＥＬ表示パネル２
００に表示する情報の種類に応じて、映像信号に対する制御を自動的に切り替えるように
してもよい。例えば、有機ＥＬ表示パネル２００の一部に文字や画像等からなるデータ放
送を表示するような場合に、焼き付き事前防止制御部１０４は、映像が表示されている部
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分と、データ放送が表示されている部分とで適用するゲインを変更させるような制御を実
行しても良い。
【０１８１】
　また例えば、輝度制御部１０３や焼き付き事前防止制御部１０４は、上記の説明で、画
面全体における危険度のピークを用いて輝度制御を行なっているものについて、画面の一
部分における危険度のピークを用いて同様に輝度制御を行うようにしても良い。例えば輝
度制御部１０３における、高輝度側を突き上げるゲインをキャンセルさせる処理は、画面
全体における危険度のピークだけでなく、画面の一部分における危険度のピークが用いら
れるようにしてもよい。
【０１８２】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　電流量に応じて自発光する発光素子を有する複数の画素がマトリクス状に配置された画
面内の輝度制御の対象領域における、第１のブロック単位で累積された発光量に係るデー
タを、供給される映像信号を用いて算出するデータ算出部と、
　前記第１のブロックより大きい第２のブロック単位で、前記データ算出部が算出した前
記対象領域における前記発光量に係るデータをリサンプリングするリサンプリング部と、
　前記リサンプリング部がリサンプリングしたデータを前記第１のブロック単位にスケー
リングして、前記対象領域に対する輝度制御用のデータを生成するスケーリング部と、
を備える、自発光表示装置。
（２）
　前記リサンプリング部は、前記発光量に係るデータのリサンプリング時に、任意の第２
のブロック及び当該第２ブロックの周囲の第２のブロックにおける最大値を探索する、前
記（１）に記載の自発光表示装置。
（３）
　前記スケーリング部が生成した前記輝度制御用のデータを用いて、前記対象領域につい
て、前記映像信号の高輝度側に適用されたゲインをキャンセルするゲインを生成する映像
信号制御部を更に備える、前記（１）または（２）に記載の自発光表示装置。
（４）
　前記スケーリング部が生成した前記輝度制御用のデータを用いて、前記対象領域につい
て、前記映像信号の高輝度側の輝度を落とすゲインを生成する映像信号制御部を更に備え
る、前記（１）～（３）のいずれかに記載の自発光表示装置。
（５）
　前記スケーリング部が生成した前記輝度制御用のデータを用いて、前記対象領域につい
て、赤、緑、青の映像信号から白画素に供給する映像信号を生成する際の変換率を制御す
る映像信号制御部を更に備える、前記（１）～（４）のいずれかに記載の自発光表示装置
。
（６）
　前記データ算出部が、画面の一部領域に対して算出した前記発光量に係るデータを用い
て、前記映像信号に対して適用するゲインを生成する映像信号制御部を更に備える、前記
（１）～（５）のいずれかに記載の自発光表示装置。
（７）
　前記データ算出部が生成した前記発光量に係るデータに対し、画面の周縁の所定領域で
のみ前記発光量に係るデータの最大値を検出する最大値検出部を更に備える、前記（１）
～（６）のいずれかに記載の自発光表示装置。
（８）
　前記最大値検出部が画面の周縁の所定領域で検出した最大値の情報を用いて、該所定領
域に対して適用するゲインを制御する映像信号制御部を更に備える、前記（７）に記載の
自発光表示装置。
（９）
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　前記映像信号が所定の輝度以上である場合に前記データ算出部での前記発光量に係るデ
ータを算出させる輝度判定部を更に備え、
　前記輝度判定部は、赤、緑、青の映像信号から生成した白色の輝度と、各単色の輝度と
の最大値が所定の輝度以上であるかどうか判断する、前記（１）～（８）のいずれかの記
載の自発光表示装置。
（１０）
　電流量に応じて自発光する発光素子を有する複数の画素がマトリクス状に配置され、赤
、緑、青及び白の画素によって画像が表示される画面内の輝度制御の対象領域における、
第１のブロック単位で累積された発光量に係るデータを算出するデータ算出部と、
　前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータのピークに基づいて、前記画面に
供給される映像信号に対する信号処理を実行する信号処理部と、
を備える、自発光表示装置。
（１１）
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、前記映像信号の高輝度側に適用されたゲインをキャンセルするゲイ
ンを生成する信号処理を実行する、前記（１０）に記載の自発光表示装置。
（１２）
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、前記映像信号の高輝度側の輝度を落とすゲインを生成する信号処理
を実行する、前記（１０）または（１１）に記載の自発光表示装置。
（１３）
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、赤、緑、青の映像信号から前記白の画素に供給する映像信号を生成
する際の変換率を制御する信号処理を実行する、前記（１０）～（１２）のいずれかに記
載の自発光表示装置。
（１４）
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記対象領域における前記発光量に係
るデータから生成された、前記画面の一部分に対する輝度制御用のデータを用いて、映像
信号に対する信号処理を実行する、前記（１０）～（１３）のいずれかに記載の自発光表
示装置。
（１５）
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、画面全体の輝度を一律に制御するゲインを生成する信号処理を実行
する、前記（１０）～（１４）のいずれかに記載の自発光表示装置。
（１６）
　前記信号処理部は、画面の周縁の所定領域でのみ検出された前記発光量に係るデータの
ピークに基づいて、前記画面に供給される映像信号に対する信号処理を実行する、前記（
１０）に記載の自発光表示装置。
（１７）
　前記信号処理部は、前記所定領域に対して適用するゲインを制御する信号処理を実行す
る、前記（１６）に記載の自発光表示装置。
（１８）
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、前記映像信号の高輝度側に適用されたゲインをキャンセルするゲイ
ンを生成する信号処理を実行する、前記（１６）または（１７）に記載の自発光表示装置
。
（１９）
　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、前記映像信号の高輝度側の輝度を落とすゲインを生成する信号処理
を実行する、前記（１６）～（１８）のいずれかに記載の自発光表示装置。
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　前記信号処理部は、前記データ算出部が算出した前記発光量に係るデータを用いて、前
記対象領域について、該対象領域全体の輝度を一律に制御するゲインを生成する信号処理
を実行する、前記（１６）～（１９）のいずれかに記載の自発光表示装置。
（２１）
　電流量に応じて自発光する発光素子を有する複数の画素がマトリクス状に配置された画
面内の輝度制御の対象領域における、第１のブロック単位で累積された発光量に係るデー
タを、供給される映像信号を用いて算出するデータ算出ステップと、
　前記第１のブロックより大きい第２のブロック単位で、前記データ算出ステップで算出
された前記対象領域における前記発光量に係るデータをリサンプリングするリサンプリン
グステップと、
　前記リサンプリングステップでリサンプリングされたデータを前記第１のブロック単位
にスケーリングして、前記対象領域に対する輝度制御用のデータを生成するスケーリング
ステップと、
を備える、自発光表示装置の制御方法。
（２２）
　電流量に応じて自発光する発光素子を有する複数の画素がマトリクス状に配置され、赤
、緑、青及び白の画素によって画像が表示される画面内の輝度制御の対象領域における、
第１のブロック単位で累積された発光量に係るデータを算出するデータ算出ステップと、
　前記データ算出ステップで算出された前記発光量に係るデータのピークに基づいて、前
記画面に供給される映像信号に対する信号処理を実行する信号処理ステップと、
を備える、自発光表示装置の制御方法。
【符号の説明】
【０１８３】
　１０　　自発光表示装置
　１００　　表示制御部
　１０１　　オービット回路
　１０２　　リニアガンマ回路
　１０３　　輝度制御部
　１０４　　焼き付き事前防止制御部
　１０５　　ＷＲＧＢ変換部
　１１０　　危険度・静止度検出部
　２００　　有機ＥＬ表示パネル
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