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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高解像度化に伴う１つの副画素に割り当てられ
る実装面積の減少の度合いをより低減することができる
表示装置を提供する。又は、高解像度化に伴う副画素の
駆動電力の増加の度合いをより低減することができる表
示装置を提供する。
【解決手段】表示装置は、第１原色、第２原色及び第３
原色からなる３つの原色の副画素４９Ｒ，４９Ｇ，４９
Ｂと、原色よりも輝度が高い高輝度色である画素４８を
有し、副画素４９Ｒ，４９Ｇ，４９Ｂの総数は画素４８
の数の２倍未満であり、同一の色の副画素（副画素４９
Ｒ同士、副画素４９Ｇ同士、副画素４９Ｂ同士）は、行
方向に等間隔であって、かつ、列方向に等間隔となるよ
う配置され、並列する副画素行４９Ｌに存する同一の色
の副画素４９Ｒ，４９Ｇ，４９Ｂは、千鳥状に配置され
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１原色、第２原色及び第３原色からなる３つの副画素と、前記原色よりも輝度が高い
高輝度色である画素を有し、
　前記副画素の数は前記画素の数の２倍未満であり、
　同一の色の前記副画素は、行方向に等間隔であって、かつ、列方向に等間隔となるよう
配置され、
　同一の色の前記副画素は、千鳥状に配置される
　表示装置。
【請求項２】
　１つの前記画素に前記第１原色の副画素、前記第２原色の副画素及び前記第３原色の副
画素が隣接する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　第１原色、第２原色及び第３原色からなる３つの副画素と、前記原色よりも輝度が高い
高輝度色の画素を有し、
　前記副画素の数は前記画素の数の２倍未満であり、
　同一の色である前記副画素は、行列方向に沿ったマトリクス状に配置される
　表示装置。
【請求項４】
　前記画素は、行列方向に沿ったマトリクス状に配置される
　請求項１から３のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記画素は、千鳥状に配置される
　請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記画素の行方向の数及び列方向の数は、前記表示装置により表示される画像を構成す
る画素データの行方向の数及び列方向の数と同一である
　請求項１から５のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記表示装置により表示される画像を構成する画素データの階調値を示す入力信号の色
成分から白色として出力可能な成分である白色成分を抽出して前記画素に割り当て、前記
色成分のうち前記白色成分以外の成分を前記副画素に割り当てる信号処理部を備える
　請求項１から６のいずれか一項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　１つの画素を赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、白（Ｗ）の４つの副画素で構成する表示
装置が知られている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１６４４６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されているような表示装置で高解像度化を試みると、１つの画素に当
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該１つの画素より小さい４つの副画素が設けられているため、１つの副画素に割り当てる
ことのできる実装面積が極めて小さくなり、薄膜トランジスタ（Thin　Film　Transistor
：ＴＦＴ）及びカラーフィルタの実装が困難になるという問題がある。このため、高解像
度化に際して副画素に割り当てられる面積の確保をより容易にする方法が求められていた
。
【０００５】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたもので、高解像度化に伴う１つの副画素に割り
当てられる実装面積の減少の度合いをより低減することができる表示装置を提供すること
を目的とする。又は、高解像度化と副画素の面積の確保との両立をより容易にすることが
できる表示装置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】
【０００６】
　本発明の一態様による表示装置は、第１原色、第２原色及び第３原色からなる３つの原
色の副画素と、前記原色よりも輝度が高い高輝度色である画素を有し、前記副画素の数は
前記画素の数の２倍未満であり、同一の色の前記副画素は、行方向に等間隔であって、か
つ、列方向に等間隔となるよう配置され、並列する副画素行に存する同一の色の前記副画
素は、千鳥状に配置される。
【０００７】
　本発明の一態様による表示装置は、第１原色、第２原色及び第３原色からなる３つの原
色の副画素と、前記原色よりも輝度が高い高輝度色の画素を有し、前記副画素の数は前記
画素の数の２倍未満であり、同一の色である前記副画素は、行列方向に沿ったマトリクス
状に配置される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の実施形態１に係る表示装置の構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図２】図２は、実施形態１に係る画像表示パネルの画素及び副画素の配置を示す図であ
る。
【図３】図３は、実施形態１に係る同一の色の副画素の配置を示す図である。
【図４】図４は、実施形態１に係る画像表示パネルの画素及び副画素の点灯駆動回路を示
す図である。
【図５】図５は、実施形態１に係る画像表示パネルの断面構造を示す図である。
【図６】図６は、実施形態１に係る画像表示パネルの断面構造を示す図である。
【図７】図７は、実施形態１に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を示す
図である。
【図８】図８は、単位画素領域と画素の配置との関係を示す図である。
【図９】図９は、実施形態１に係る単位画素領域と第１副画素の配置との関係を示す図で
ある。
【図１０】図１０は、実施形態１に係る単位画素領域と第２副画素の配置との関係を示す
図である。
【図１１】図１１は、実施形態１に係る単位画素領域と第３副画素の配置との関係を示す
図である。
【図１２】図１２は、入力信号を白色成分と白色成分以外の成分とに分けて画素及び副画
素に割り当てる方法の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、単位画素領域内における画素の中心の位置に係る条件の一例を示す
図である。
【図１４】図１４は、表示装置が有する副画素の各々の発光能力により再現可能な色域と
副画素の色の組み合わせで実際に出力される表示装置の色域との関係を示す図である。
【図１５】図１５は、変形例１に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図１６】図１６は、変形例１に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を示
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す図である。
【図１７】図１７は、変形例２に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図１８】図１８は、変形例３に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図１９】図１９は、変形例３に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を示
す図である。
【図２０】図２０は、変形例４に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図２１】図２１は、変形例４に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を示
す図である。
【図２２】図２２は、変形例５に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図２３】図２３は、変形例５に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を示
す図である。
【図２４】図２４は、変形例６に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図２５】図２５は、変形例６に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を示
す図である。
【図２６】図２６は、変形例７に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図２７】図２７は、変形例７に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を示
す図である。
【図２８】図２８は、変形例８に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図２９】図２９は、変形例８に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を示
す図である。
【図３０】図３０は、実施形態２に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図３１】図３１は、実施形態２に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を
示す図である。
【図３２】図３２は、変形例９に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図３３】図３３は、変形例９に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を示
す図である。
【図３４】図３４は、変形例１０に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図３５】図３５は、変形例１０に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を
示す図である。
【図３６】図３６は、変形例１１に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図３７】図３７は、変形例１１に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を
示す図である。
【図３８】図３８は、実施形態３に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図３９】図３９は、実施形態３に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を
示す図である。
【図４０】図４０は、実施形態３に係る同一の色の副画素の配置を示す図である。
【図４１】図４１は、変形例１２に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図４２】図４２は、変形例１２に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を
示す図である。
【図４３】図４３は、変形例１３に係る画素及び副画素の形状と配置を示す図である。
【図４４】図４４は、変形例１３に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を
示す図である。
【図４５】図４５は、実施形態４に係る画素及び副画素の配置及び配色の一例を示す図で
ある。
【図４６】図４６は、実施形態４に係る単位画素領域と画素及び副画素の配置との関係を
示す図である。
【図４７】図４７は、実施形態４に係る信号処理部による処理内容の一例を示す図である
。
【図４８】図４８は、実施形態５に係る信号処理部による処理内容の一例を示す図である
。
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【図４９】図４９は、実施形態６に係る表示装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図５０】図５０は、実施形態６に係る画像表示パネルの構造を模式的に示す断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあ
くまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想
到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説
明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に
表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一
の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【００１０】
（実施形態１）
　図１は、本発明の実施形態１に係る表示装置１０の構成の一例を示すブロック図である
。図１に示すように、実施形態１の表示装置１０は、信号処理部２０と、画像表示パネル
駆動部３０と、画像表示パネル４０とを有する。信号処理部２０は、制御装置１１の画像
出力部１２からの入力信号が入力され、入力信号に所定のデータ変換処理を加えて生成し
た信号を表示装置１０の各部に送る回路である。
【００１１】
　入力信号は、表示装置１０により表示される画像を構成する画素データの階調値を示す
。表示装置１０により表示される画像は、画像を構成する複数の画素データに対応する入
力信号として入力される。入力信号が示す階調値は、いわゆるＲＧＢデータであり、例え
ば（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（ａ，ｂ，ｃ）の形式で表すことができる。ａ，ｂ，ｃはそれぞれ階
調値を示す数値であり、入力信号のビット数に応じた範囲の値を取る。例えば、赤（Ｒ）
、緑（Ｇ）、青（Ｂ）がそれぞれ８ビットの信号で表される場合、ａ，ｂ，ｃはそれぞれ
０～２５５の範囲のいずれかの値を取る。実施形態１では、入力信号が示す（Ｒ，Ｇ，Ｂ
）＝（ａ，ｂ，ｃ）のＲＧＢデータ１セットが１つの単位画素領域Ｐｉｘ（図７等参照）
を用いて出力される。実施形態１に限らず、本発明では、少なくとも入力信号から抽出さ
れた白色成分が単位画素領域Ｐｉｘに存する画素４８を用いて出力される。
【００１２】
　画像表示パネル駆動部３０は、信号処理部２０からの信号に基づいて画像表示パネル４
０の駆動を制御する回路である。画像表示パネル４０は、画像表示パネル駆動部３０から
の信号に基づいて画素４８及び副画素４９（図２参照）の自発光体を点灯させて画像を表
示する自発光型の画像表示パネルである。
【００１３】
　図２は、実施形態１に係る画像表示パネル４０の画素４８及び副画素４９の配置を示す
図である。画像表示パネル４０は、行方向に並ぶ複数の画素４８によって構成される画素
行４８Ｌと、行方向に並ぶ複数の副画素４９によって構成される副画素行４９Ｌとを有す
る。画像表示パネル４０は、画素行４８Ｌと副画素行４９Ｌとが列方向に沿って交互に配
置されている。ここで、画素行４８Ｌを構成する複数の画素４８についてのみ注目すると
、複数の画素４８は、マトリクス状に配置されている。また、副画素行４９Ｌを構成する
複数の副画素４９についてのみ注目すると、複数の副画素４９は、千鳥状に配置されてい
る。行方向と列方向は、「直交する２方向である第１方向と第２方向」として表すことが
できる。第１方向が行方向である場合、第２方向は列方向である。第１方向が列方向であ
る場合、第２方向は行方向である。
【００１４】
　副画素４９の色は、第１原色、第２原色又は第３原色のいずれかである。具体的には、
例えば図２に示すように、実施形態１に係る副画素４９の色は、第１原色としての赤（Ｒ
）、第２原色としての緑（Ｇ）又は第３原色としての青（Ｂ）のいずれかである。すなわ
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ち、画像表示パネル４０は、第１原色、第２原色及び第３原色からなる３つの原色の副画
素４９を有する。図２では、第１副画素４９Ｒに赤（Ｒ）を示す「Ｒ」の文字を付し、第
２副画素４９Ｇに緑（Ｇ）を示す「Ｇ」の文字を付し、第３副画素４９Ｂに青（Ｂ）を示
す「Ｂ」の文字を付している。
【００１５】
　図３は、実施形態１に係る同一の色の副画素４９の配置を示す図である。実施形態１で
は、同一の色の副画素４９は、行方向に等間隔であって、かつ、列方向に等間隔となるよ
う配置される。同一の色の副画素４９の配置とは、例えば、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ
）のような副画素４９の色のうちいずれか１色に限った複数の副画素４９の位置関係を決
定する配置をさす。具体的には、図３に示すように、同一の色の副画素４９は、千鳥状に
配置される。千鳥状に配置された同一の色の副画素４９は、行方向の距離がＸ１で統一さ
れており、行方向に等間隔となっている。また、千鳥状の配置された同一の色の副画素４
９は、列方向の距離がＹ１で統一されており、列方向に等間隔となっている。
【００１６】
　複数の副画素４９は、複数の画素４８のそれぞれに第１原色の副画素、第２原色の副画
素及び第３原色の副画素が隣接するよう配置されている。具体的には、例えば図２に示す
ように、１つの画素４８に、赤（Ｒ）の副画素である第１副画素４９Ｒ、緑（Ｇ）の副画
素である第２副画素４９Ｇ及び青（Ｂ）の副画素である第３副画素４９Ｂが隣接するよう
複数の副画素４９が配置されている。以下、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第
３副画素４９Ｂの区別が必要ない説明又はこれらの全てを含む説明においては単に副画素
４９と記載することがある。
【００１７】
　より具体的には、第１副画素４９Ｒの数と、第２副画素４９Ｇの数と、第３副画素４９
Ｂの数との比は、１：１：１になっている。また、実施形態１では、１つの画素４８に、
１つの第１副画素４９Ｒ、１つの第２副画素４９Ｇ及び１つの第３副画素４９Ｂが隣接す
るよう複数の副画素４９が配置されている。副画素行４９Ｌには、第１副画素４９Ｒと、
第２副画素４９Ｇと、第３副画素４９Ｂとが行方向に沿って周期的に配置されている。図
２に示す例では、左側から右側に向かって、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ、第３
副画素４９Ｂの順で副画素の色が周期的となるよう副画素４９が配置されているが、副画
素４９の色の並び順は適宜変更可能である。
【００１８】
　画素４８の色は、副画素４９の色よりも輝度が高い高輝度色である。具体的には、例え
ば図２に示すように、実施形態１に係る画素の色は、高輝度色としての白（Ｗ）である。
図２では、画素４８に白（Ｗ）を示す「Ｗ」の文字を付している。
【００１９】
　図４は、実施形態１に係る画像表示パネル４０の画素４８及び副画素４９の点灯駆動回
路を示す図である。図５及び図６は、実施形態１に係る画像表示パネルの断面構造を示す
図である。画素４８及び副画素４９は、点灯駆動回路を有する。具体的には、点灯駆動回
路は、図４に示すように、制御用トランジスタＴｒ１と、駆動用トランジスタＴｒ２と、
電荷保持用コンデンサＣ１とを含む。制御用トランジスタＴｒ１のゲートが走査線ＳＣＬ
に接続され、ソースが信号線ＤＴＬに接続され、ドレインが駆動用トランジスタＴｒ２の
ゲートに接続されている。電荷保持用コンデンサＣ１の一端が駆動用トランジスタＴｒ２
のゲートに接続され、他端が駆動用トランジスタＴｒ２のソースに接続されている。駆動
用トランジスタＴｒ２のソースが、電源線ＰＣＬと接続されており、駆動用トランジスタ
Ｔｒ２のドレインが、自発光体である有機発光ダイオードＥ１のアノードに接続されてい
る。有機発光ダイオードＥ１のカソードは、例えば基準電位（例えば接地電位）に接続さ
れている。なお図４では制御用トランジスタＴｒ１がｎチャネル型トランジスタ、駆動用
トランジスタＴｒ２がｐチャネル型トランジスタの例を示しているが、それぞれのトラン
ジスタの極性はこれに限定されない。必要に応じて、制御用トランジスタＴｒ１及び駆動
用トランジスタＴｒ２それぞれの極性を決めればよい。



(7) JP 2017-40733 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

【００２０】
　画像表示パネル駆動部３０は、画像表示パネル４０の制御装置であって、信号出力回路
３１、走査回路３２及び電源回路３３を備えている。信号出力回路３１は、信号線ＤＴＬ
によって画像表示パネル４０と電気的に接続されている。信号出力回路３１は、入力され
た画像出力信号を保持し、順次、画像表示パネル４０の画素４８及び副画素４９（以下、
画素等）に出力する。走査回路３２は、走査線ＳＣＬによって画像表示パネル４０と電気
的に接続されている。走査回路３２は、画像表示パネルにおける画素等を選択し、画素等
の動作（発光強度）を制御するためのスイッチング素子（例えば、ＴＦＴ）のオン及びオ
フを制御する。電源回路３３は、電源線ＰＣＬによって画素等の有機発光ダイオードＥ１
へ電力を供給する。
【００２１】
　図５及び図６に示すように、画像表示パネル４０は、基板５１と、絶縁層５２、５３と
、反射層５４と、下部電極５５と、自発光層５６と、上部電極５７と、絶縁層５８，５９
と、色変換層としてのカラーフィルタ６１と、遮光層としてのブラックマトリクス６２と
、基板５０とを備えている。基板５１は、シリコンなどの半導体基板、ガラス基板、樹脂
基板などであって、上述した点灯駆動回路などを形成又は保持している。絶縁層５２は、
上述した点灯駆動回路などを保護する保護膜であり、シリコン酸化物、シリコン窒化物な
どを用いることができる。下部電極５５は、画素４８及び副画素４９にそれぞれ設けられ
ており、上述した有機発光ダイオードＥ１のアノード（陽極）となる導電体である。下部
電極５５は、インジウム錫酸化物（Indium　Tin　Oxide：ＩＴＯ）等の透光性導電材料（
透光性導電酸化物）で形成される透光性電極である。絶縁層５３は、バンクと呼ばれ、第
１副画素４９Ｒと、第２副画素４９Ｇと、第３副画素４９Ｂと、画素４８とを区画する絶
縁層である。反射層５４は、自発光層５６からの光を反射する金属光沢のある材料、例え
ば銀、アルミニウム、金などで形成されている。自発光層５６は、有機材料を含み、不図
示のホール注入層、ホール輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層を含む。
【００２２】
　正孔を発生する層としては、例えば、芳香族アミン化合物と、その化合物に対して電子
受容性を示す物質とを含む層を用いることが好ましい。ここで、芳香族アミン化合物とは
、アリールアミン骨格を有する物質である。芳香族アミン化合物の中でも特に、トリフェ
ニルアミンを骨格に含み、４００以上の分子量を有するものが好ましい。また、トリフェ
ニルアミンを骨格に有する芳香族アミン化合物の中でも特にナフチル基のような縮合芳香
環を骨格に含むものが好ましい。トリフェニルアミンと縮合芳香環とを骨格に含む芳香族
アミン化合物を用いることによって、発光素子の耐熱性が良くなる。芳香族アミン化合物
の具体例としては、例えば、４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミ
ノ］ビフェニル（略称：α－ＮＰＤ）、４，４’－ビス［Ｎ－（３－メチルフェニル）－
Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（略称：ＴＰＤ）、４，４’，４’’－トリス（Ｎ，Ｎ
－ジフェニルアミノ）トリフェニルアミン（略称：ＴＤＡＴＡ）、４，４’，４’’－ト
リス［Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］トリフェニルアミン（略称：
ＭＴＤＡＴＡ）、４，４’－ビス［Ｎ－｛４－（Ｎ，Ｎ－ジ－ｍ－トリルアミノ）フェニ
ル｝－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（略称：ＤＮＴＰＤ）、１，３，５－トリス［Ｎ
，Ｎ－ジ（ｍ－トリル）アミノ］ベンゼン（略称：ｍ－ＭＴＤＡＢ）、４，４’，４’’
－トリス（Ｎ－カルバゾリル）トリフェニルアミン（略称：ＴＣＴＡ）、２，３－ビス（
４－ジフェニルアミノフェニル）キノキサリン（略称：ＴＰＡＱｎ）、２，２’，３，３
’－テトラキス（４－ジフェニルアミノフェニル）－６，６’－ビスキノキサリン（略称
：Ｄ－ＴｒｉＰｈＡＱｎ）、２，３－ビス｛４－［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル
アミノ］フェニル｝－ジベンゾ［ｆ，ｈ］キノキサリン（略称：ＮＰＡＤｉＢｚＱｎ）等
が挙げられる。また、芳香族アミン化合物に対して電子受容性を示す物質について特に限
定はなく、例えば、モリブデン酸化物、バナジウム酸化物、７，７，８，８－テトラシア
ノキノジメタン（略称：ＴＣＮＱ）、２，３，５，６－テトラフルオロ－７，７，８，８
－テトラシアノキノジメタン（略称：Ｆ４－ＴＣＮＱ）等を用いることができる。
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【００２３】
　電子輸送性物質について特に限定はなく、例えば、トリス（８－キノリノラト）アルミ
ニウム（略称：Ａｌｑ３）、トリス（４－メチル－８－キノリノラト）アルミニウム（略
称：Ａｌｍｑ３）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］－キノリナト）ベリリウム（略
称：ＢｅＢｑ２）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）－４－フェニルフェノラト－
アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）ベンゾオキサ
ゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＯＸ）２）、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）ベン
ゾチアゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＴＺ）２）等の金属錯体の他、２－（４－ビフェニ
リル）－５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール（略称
：ＰＢＤ）、１，３－ビス［５－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキ
サジアゾール－２－イル］ベンゼン（略称：ＯＸＤ－７）、３－（４－ｔｅｒｔ－ブチル
フェニル）－４－フェニル－５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾール（略
称：ＴＡＺ）、３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－（４－エチルフェニル）－
５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾール（略称：ｐ－ＥｔＴＡＺ）、バソ
フェナントロリン（略称：ＢＰｈｅｎ）、バソキュプロイン（略称：ＢＣＰ）等を用いる
ことができる。また、電子輸送性物質に対して電子供与性を示す物質について特に限定は
なく、例えば、リチウム、セシウム等のアルカリ金属、マグネシウム、カルシウム等のア
ルカリ土類金属、エルビウム、イッテルビウム等の希土類金属等を用いることができる。
また、リチウム酸化物（Ｌｉ２Ｏ）、カルシウム酸化物（ＣａＯ）、ナトリウム酸化物（
Ｎａ２Ｏ）、カリウム酸化物（Ｋ２Ｏ）、マグネシウム酸化物（ＭｇＯ）等、アルカリ金
属酸化物およびアルカリ土類金属酸化物の中から選ばれた物質を、電子輸送性物質に対し
て電子供与性を示す物質として用いても構わない。
【００２４】
　例えば、赤色系の発光を得たいときには、４－ジシアノメチレン－２－イソプロピル－
６－［２－（１，１，７，７－テトラメチルジュロリジン－９－イル）エテニル］－４Ｈ
－ピラン（略称：ＤＣＪＴＩ）、４－ジシアノメチレン－２－メチル－６－［２－（１，
１，７，７－テトラメチルジュロリジン－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：
ＤＣＪＴ）、４－ジシアノメチレン－２－ｔｅｒｔ－ブチル－６－［２－（１，１，７，
７－テトラメチルジュロリジン－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴ
Ｂ）やペリフランテン、２，５－ジシアノ－１，４－ビス［２－（１０－メトキシ－１，
１，７，７－テトラメチルジュロリジン－９－イル）エテニル］ベンゼン等、６００ｎｍ
から６８０ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができ
る。また緑色系の発光を得たいときは、Ｎ，Ｎ’－ジメチルキナクリドン（略称：ＤＭＱ
ｄ）、クマリン６やクマリン５４５Ｔ、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム（略称
：Ａｌｑ３）等、５００ｎｍから５５０ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光を呈
する物質を用いることができる。また、青色系の発光を得たいときは、９，１０－ビス（
２－ナフチル）－ｔｅｒｔ－ブチルアントラセン（略称：ｔ－ＢｕＤＮＡ）、９，９’－
ビアントリル、９，１０－ジフェニルアントラセン（略称：ＤＰＡ）、９，１０－ビス（
２－ナフチル）アントラセン（略称：ＤＮＡ）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）
－４－フェニルフェノラト－ガリウム（略称：ＢＧａｑ）、ビス（２－メチル－８－キノ
リノラト）－４－フェニルフェノラト－アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）等、４２０ｎｍ
から５００ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができ
る。以上のように、蛍光を発光する物質の他、ビス［２－（３，５－ビス（トリフルオロ
メチル）フェニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’］イリジウム（ＩＩＩ）ピコリナート（略称
：Ｉｒ（ＣＦ３ｐｐｙ）２（ｐｉｃ））、ビス［２－（４，６－ジフルオロフェニル）ピ
リジナト－Ｎ，Ｃ２’］イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトナート（略称：ＦＩｒ（ａ
ｃａｃ））、ビス［２－（４，６－ジフルオロフェニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’］イリ
ジウム（ＩＩＩ）ピコリナート（略称：ＦＩｒ（ｐｉｃ））、トリス（２－フェニルピリ
ジナト－Ｎ，Ｃ２’）イリジウム（略称：Ｉｒ（ｐｐｙ）３）等の燐光を発光する物質も
発光物質として用いることができる。
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【００２５】
　上部電極５７は、インジウム錫酸化物（Indium　Tin　Oxide：ＩＴＯ）等の透光性導電
材料（透光性導電酸化物）で形成される透光性電極である。なお実施形態１では、透光性
導電材料の例としてＩＴＯを挙げたが、これに限定されない。透光性導電材料として、イ
ンジウム亜鉛酸化物（Indium　Zinc　Oxide：ＩＺＯ）等の別の組成を有する導電材料を
用いてもよい。上部電極５７は、有機発光ダイオードＥ１のカソード（陰極）になる。絶
縁層５８は、上述した上部電極を封止する封止層であり、シリコン酸化物、シリコン窒化
物などを用いることができる。絶縁層５９は、バンクにより生じる段差を抑制する平坦化
層であり、シリコン酸化物、シリコン窒化物などを用いることができる。基板５０は、画
像表示パネル４０全体を保護する透光性の基板であり、例えば、ガラス基板を用いること
ができる。なお、図５及び図６においては、下部電極５５がアノード（陽極）、上部電極
５７がカソード（陰極）の例を示しているが、これに限定されない。下部電極５５がカソ
ード及び上部電極５７がアノードであってもよく、その場合は、下部電極５５に電気的に
接続されている駆動用トランジスタＴｒ２の極性を適宜変えることも可能であり、また、
キャリア注入層（ホール注入層及び電子注入層）、キャリア輸送層（ホール輸送層及び電
子輸送層）、発光槽の積層順を適宜変えることも可能である。
【００２６】
　画像表示パネル４０は、カラー表示パネルであり、自発光層５６の発光成分のうち、副
画素４９と画像観察者との間に、副画素４９の色に応じた色の光を通過させるカラーフィ
ルタ６１が配置されている。画像表示パネル４０は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）及び
白（Ｗ）に対応する色の光を発光することができる。なお、白（Ｗ）に対応する画素４８
と画像観察者との間にカラーフィルタ６１が配置されていないようにしてもよい。また、
画像表示パネル４０は、自発光層５６の発光成分がカラーフィルタ６１などの色変換層を
介さず、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ、第３副画素４９Ｂ、画素４８の各々の色
を発光することもできる。例えば画像表示パネル４０は、画素４８には、色調整用のカラ
ーフィルタ６１の代わりに透明な樹脂層が備えられていてもよい。このように画像表示パ
ネル４０は、透明な樹脂層を設けることで、画素４８に大きな段差が生じることを抑制す
ることができる。
【００２７】
　なお、本実施の形態では副画素４９の色に応じた色の光を通過させるカラーフィルタ６
１を配置して例を示したが、これに限定されない。赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、及び
、必要であればその他の色に対応する色の光を発光する自発光層５６を用い、カラーフィ
ルタを設けない構成にしてもよい。
【００２８】
　次に、画素４８及び副画素４９と入力信号との関係について説明する。図７は、実施形
態１に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係を示す図である
。図８は、単位画素領域Ｐｉｘと画素４８の配置との関係を示す図である。実施形態１で
は、行方向の数及び列方向の画素４８の数は、表示装置１０により表示される画像を構成
する行方向の数及び列方向の画素（画素データ）の数と同一である。例えば、表示装置１
０により表示される画像を構成する画素データの行列方向の配置を座標（ｘ，ｙ）で表し
、画像表示パネル４０が有する画素４８の行列方向の配置を座標（Ｘ，Ｙ）で表した場合
、画素データの座標（ｘ，ｙ）と画像表示パネル４０の画素４８の座標（Ｘ，Ｙ）とは１
対１で対応する。よって、実施形態１では、図７及び図８に示すように、１つの画素デー
タに対応する表示出力を行う単位画素領域Ｐｉｘ内に１つの画素４８が存する。
【００２９】
　このように、実施形態１に係る画像表示パネル４０は、高輝度色（例えば、白（Ｗ））
について、表示出力される画像の解像度に応じた複数の画素４８を有する。すなわち、当
該高輝度色について、実施形態１に係る画像表示パネル４０は、リアル解像度で画像を表
示出力することができる。なお、実施形態１では、複数の単位画素領域Ｐｉｘは、画像を
構成する複数の画素データの配置と同様、行列方向に沿ったマトリクス状に配置されてい
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る。
【００３０】
　また、実施形態１では、１つの画素４８に第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第
３原色の副画素が隣接する。具体的には、１つの画素４８は、列方向についていずれか一
方で赤（Ｒ）、緑（Ｇ）又は青（Ｂ）のいずれか１色の副画素４９と隣接し、他方で他の
色の副画素４９と隣接する。より具体的には、例えば１つの画素４８の上方に赤（Ｒ）、
緑（Ｇ）又は青（Ｂ）のいずれか１色の副画素４９のみが存する場合、当該１つの画素４
８の下方には当該１色の画素４９に対して千鳥状の位置関係にある他の２色の副画素４９
が存する。また、１つの画素４８の下方に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）又は青（Ｂ）のいずれか１
色の副画素４９のみが存する場合、当該１つの画素４８の上方には当該１色の画素４９に
対して千鳥状の位置関係にある他の２色の副画素４９が存する。
【００３１】
　図９は、実施形態１に係る単位画素領域Ｐｉｘと第１副画素４９Ｒの配置との関係を示
す図である。図１０は、実施形態１に係る単位画素領域Ｐｉｘと第２副画素４９Ｇの配置
との関係を示す図である。図１１は、実施形態１に係る単位画素領域Ｐｉｘと第３副画素
４９Ｂの配置との関係を示す図である。実施形態１では、１つの単位画素領域Ｐｉｘに副
画素４９の全ての色が含まれる。具体的には、例えば図７及び図９に示すように、単位画
素領域Ｐｉｘ毎に第１副画素４９Ｒの一部分が必ず含まれている。具体的には、図７及び
図９に示すように、４つの単位画素領域Ｐｉｘが１つの第１副画素４９Ｒのそれぞれ異な
る一部分を含む。すなわち、４つの単位画素領域Ｐｉｘの境界線が交差する場所にある第
１副画素４９Ｒは、１つの第１副画素４９Ｒである。同様に、図７及び図１０に示すよう
に、単位画素領域Ｐｉｘ毎に第２副画素４９Ｇの一部分が必ず含まれている。また、図７
及び図１１に示すように、単位画素領域Ｐｉｘ毎に第３副画素４９Ｂの一部分が必ず含ま
れている。なお、図７等では、単位画素領域Ｐｉｘ毎の境界線が副画素４９を分割するも
のでないことを示すことを目的として、第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ及び第３副
画素４９Ｂにそれぞれ異なるマスキングを施して、１つの副画素４９が存する領域を示し
ている。
【００３２】
　信号処理部２０は、入力信号が示す色成分から白色として出力可能な成分である白色成
分の一部又は全部を抽出して画素４８に割り当て、入力信号が示す色成分のうち白色成分
以外の成分を副画素４９に割り当てる。
【００３３】
　図１２は、入力信号を白色成分と白色成分以外の成分とに分けて画素４８及び副画素４
９に割り当てる方法の一例を示す図である。例えば、図１２で示す（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（２
５５，２５５，１２７）の入力信号は、（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（１２７，１２７，１２７）の
白色成分と、白色成分以外の成分である（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（１２８，１２８，０）の成分
とに分けることができる。信号処理部２０は、入力信号が示す色成分から白色成分を抽出
して画素４８に割り当てる。また、信号処理部２０は、白色成分以外の成分である（Ｒ，
Ｇ，Ｂ）＝（１２８，１２８，０）のうち、（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（１２８，０，０）の成分
を第１副画素４９Ｒに割り当てる。また、信号処理部２０は、白色成分以外の成分である
（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（１２８，１２８，０）のうち、（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，１２８，０）
の成分を第２副画素４９Ｇに割り当てる。１つの画素４８に隣接する第２副画素４９Ｇは
２つあるため、信号処理部２０は、２つの第２副画素４９Ｇに（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，１
２８，０）の成分を分散させるように割り当てる。実施形態１の信号処理部２０は、緑色
成分を等分して２つの第２副画素４９Ｇに割り当てているが、これは成分の分散方法の具
体例であってこれに限られるものでなく、２つの第２副画素４９Ｇのそれぞれに対する緑
色成分の分散の割合については適宜変更可能である。
【００３４】
　図１２に示す例では、白色成分以外の成分（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（１２８，１２８，０）に
青色成分が含まれていないため、第３副画素４９Ｂは点灯しない。なお、白色成分は必ず
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しも最大限抽出される必要はない。例えば、（２５５，２５５，１２７）の入力信号から
抽出する白色成分を（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（１００，１００，１００）とした場合、白色成分
以外の成分である（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（１５５，１５５，２７）に含まれる青色成分（２７
）に応じて第３副画素４９Ｂを点灯させることができる。入力信号のうち、白色光とする
ことが可能な成分のうちどの程度を白色成分として抽出するかは任意である。具体的には
、例えば、（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（ａ，ｂ，ｃ）の形式で表した赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ
）の階調値ａ，ｂ，ｃのうち最小の値と同一の値をｄとすると、図１２で示す（Ｒ，Ｇ，
Ｂ）＝（２５５，２５５，１２７）の入力信号の場合、ａ＝２５５，ｂ＝２５５，ｃ＝１
２７、ｄ＝ｃ＝１２７となる。また、当該入力信号から抽出することができる白色成分は
、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の階調値ａ，ｂ，ｃが当該最小の値（ｄ）と同値である
白色成分として表すことができる。係る（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（ｄ，ｄ，ｄ）の階調値で表さ
れるＲＧＢデータを「（ＲＧＢ）ｍｉｎ」とすると、入力信号が示す色成分から白色成分
（Ｗ）として抽出する成分の割合は、当該割合を示す係数Ｋを用いて以下の式（１）のよ
うに示すことができる。なお、０＜Ｋ≦１である。
　Ｗ＝（Ｒ，Ｇ，Ｂ）ｍｉｎ×Ｋ…（１）
【００３５】
　また、白色成分以外の成分は、上記のａ，ｂ，ｃ，ｄ及びＫを用いて、以下の式（２）
～（４）のように示すことができる。
　Ｒ＝ａ－（ｄ×Ｋ）…（２）
　Ｇ＝ｂ－（ｄ×Ｋ）…（３）
　Ｂ＝ｃ－（ｄ×Ｋ）…（４）
【００３６】
　なお、図７及び図９に示すように、１つの第１副画素４９Ｒには、１つ乃至４つの画素
４８が隣接している。実施形態１に係る信号処理部２０は、１つの第１副画素４９Ｒに対
して最大で４つの単位画素領域Ｐｉｘから赤色成分を集約するように赤色成分を割り当て
る。図７、図１０、図１１に示すように、第２副画素４９Ｇと緑色成分及び第３副画素４
９Ｂと青色成分についても同様に、信号処理部２０は、１つの第２副画素４９Ｇ、第３副
画素４９Ｂに対して最大で４つの単位画素領域Ｐｉｘから緑色成分、青色成分を集約する
ように緑色成分、青色成分を割り当てる。図７、図９、図１０及び図１１では、入力信号
が示す色成分のうち白色成分以外の成分が割り当てられる第１副画素４９Ｒ、第２副画素
４９Ｇ、第３副画素４９Ｂにそれぞれ「Ｒ」、「Ｇ」、「Ｂ」を付している。すなわち、
実施形態１に係る信号処理部２０は、図７、図９、図１０及び図１１に示す単位画素領域
Ｐｉｘ内に存する「Ｒ」、「Ｇ」、「Ｂ」の位置に対応する第１副画素４９Ｒ、第２副画
素４９Ｇ、第３副画素４９Ｂに当該単位画素領域Ｐｉｘからの白色成分以外の成分を割り
当てる。
【００３７】
　実施形態１では、入力信号が示す色成分のうち白色成分以外の成分を、当該入力信号の
座標に対応する単位画素領域Ｐｉｘに存する画素４８に隣接する副画素４９に割り当てて
いるが、いずれの副画素４９にどの座標の入力信号の成分を割り当てるかは任意であり、
信号処理部２０による信号処理のアルゴリズムによって決定することができる。
【００３８】
　実施形態１に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８の位置との関係について言及すると、
画素４８の中心は、単位画素領域Ｐｉｘの中心から１／２画素以内の範囲に存する。具体
的には、実施形態１に係る画素４８の中心は、単位画素領域Ｐｉｘの中心と同一の位置に
存する。なお、画素４８及び単位画素領域Ｐｉｘの中心とは、それぞれを構成する形状の
各頂点からの距離が等距離な点をいう。
【００３９】
　実施形態１では、実施形態１に係る画素４８の中心は、単位画素領域Ｐｉｘの中心と同
一の位置に存するが、画素４８の中心と単位画素領域Ｐｉｘの中心とは必ずしも一致しな
くてもよい。図１３は、単位画素領域Ｐｉｘ内における画素４８の中心の位置に係る条件
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の一例を示す図である。画素４８の中心は、例えば図１３に示す単位画素領域Ｐｉｘ内に
おける１／２画素領域Ｃｅｎに存していてもよい。単位画素領域Ｐｉｘ及び１／２画素領
域Ｃｅｎは、共に矩形状の領域である。単位画素領域Ｐｉｘの中心と、１／２画素領域Ｃ
ｅｎの中心とは同一の位置に存する。単位画素領域Ｐｉｘの行方向の幅ＸＡは、１／２画
素領域Ｃｅｎの行方向の幅ＸＢの２倍である。単位画素領域Ｐｉｘの列方向の幅ＹＡは、
１／２画素領域Ｃｅｎの列方向の幅ＹＢの２倍である。
【００４０】
　実施形態１に係る画素４８の中心は、単位画素領域Ｐｉｘの中心と同一の位置に存する
ことから、１／２画素領域Ｃｅｎの中心と同一の位置に存するともいえる。よって、実施
形態１に係る画素４８の中心は、１／２画素領域Ｃｅｎに存しているともいえる。
【００４１】
　実施形態１では、表示装置１０が有する副画素４９の各々の発光能力を、副画素４９の
色の組み合わせで再現される表示装置１０の色域に必要な発光能力よりも高くしてもよい
。この場合、表示装置１０が出力することができる色の範囲を示す色域であって、副画素
４９の色を頂点とする色域は、当該表示装置１０による表示出力結果として視認される画
像の色域よりも広く、かつ、当該画像の色域を内包することになる。係る色域について、
図１４を参照して説明する。
【００４２】
　図１４は、表示装置１０が有する副画素４９の各々の発光能力により再現可能な色域と
副画素４９の色の組み合わせで実際に出力される表示装置１０の色域との関係を示す図で
ある。仮に、表示装置１０が有する副画素４９の各々の発光能力により再現可能な色域と
副画素４９の色の組み合わせで実際に出力される表示装置１０の色域とが同一の色域Ｌ１
である、すなわち、表示装置１０の副画素４９が有する発光能力のポテンシャルによる最
大の色域と表示装置１０の表示出力において視認されうる実効色域とが同一であるとする
と、表示装置１０は、最大階調値の原色１色の出力に際して当該原色の副画素４９を最大
発光能力で点灯させる。言い換えれば、この仮定の条件下にある表示装置１０は、最大階
調値の原色１色の出力に際して他の色の副画素４９を点灯させることができない。なぜな
ら、他の色の副画素４９を点灯させると、表示装置１０の再現色が点灯した色の方向に引
っ張られてしまって原色としての出力にならなくなるからである。例えば、赤（Ｒ）を最
大階調値で出力しようとした場合に他の色の副画素４９が点灯していると、再現色が赤（
Ｒ）以外のいずれかの色側に近づいてしまって赤（Ｒ）の原色に対応しない色になってし
まう。他の原色についても同様である。最大階調値の原色１色の出力に際して他の色の副
画素４９を点灯させることができない場合、当該原色１色の副画素４９のみが点灯する表
示出力内容となることで、画素４８及び副画素４９の精細度によっては表示に係る粒状感
として視認されることがある。
【００４３】
　係る粒状感を低減する方法として、例えば、図１４に示すように、表示装置１０が有す
る副画素４９の各々の発光能力により再現可能な色域（符号Ｌ２）が、副画素４９の色の
組み合わせで実際に出力される表示装置１０の色域（符号Ｌ１）よりも大きくすることで
、最大階調値の原色１色の出力に際して当該原色以外の色の副画素４９を点灯させること
ができる。例えば、赤（Ｒ）を「実際に出力される表示装置１０の色域」の最大階調値で
出力しようとした場合、目標となる色は図１４の色域に係る符号Ｐ１に対応する。ここで
、表示装置１０が有する第１副画素４９Ｒを最大発光能力で点灯させたとき、仮に他の副
画素４９が点灯していないとすると、出力される色は図１４の色域に係る符号Ｐ１よりも
外側に位置する符号Ｐ２に対応する。このままでは「実際に出力される表示装置１０の色
域」から外れた色になってしまうが、他の色の副画素４９を点灯させることで、出力され
る光の色成分を「実際に出力される表示装置１０の色域」側に寄せることができる。例え
ば、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）を共に点灯させることで、矢印Ｖで示すように符号Ｐ２から符
号Ｐ１側に色を引っ張ることができる。また、画素４８を点灯させて白（Ｗ）成分を出力
することによっても、符号Ｐ２から符号Ｐ１側に色を引っ張ることができる。このように



(13) JP 2017-40733 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

例示した「Ｐ２から符号Ｐ１側に色を引っ張ることができる」点灯パターンは２つ以上組
み合わせることができる。以上、赤（Ｒ）の色再現時を例として説明したが、他の原色や
他の補色の出力時においても同様に、「再現することが意図されている色」以外の副画素
４９を点灯させることができるようになる。すなわち、副画素４９の各々の発光能力が副
画素４９の色の組み合わせで再現される表示装置１０の色域に必要な発光能力よりも高い
ことで、出力する色に関わらずより多くの副画素４９を点灯させることができるようにな
る。このため、表示出力内容に関わらず粒状感をより低減することができ、リアル解像度
に応じた解像感を発揮しやすくなる。
【００４４】
　なお、本実施の形態では、図２に示すように、画素４８の形状と副画素４９の形状とは
同一であり、１つの画素４８の大きさと１つの副画素４９の大きさも同一であるが、これ
は一例であってこれに限られるものでない。例えば、列方向について画素４８と副画素４
９とで幅を異ならせるようにしてもよい。
【００４５】
　以上説明したように、実施形態１によれば、単位画素領域Ｐｉｘの各々に画素４８が個
別に存することで、画素４８の階調値に応じた明暗によって表示画像の解像感を得ること
ができる。すなわち、表示装置が有する副画素４９の数に依存せず、画素４８によってリ
アル解像度を確保することができる。よって、解像感と副画素４９の数との相関を低くす
ることができる。このため、高解像度化に伴い画素４８の数を増加させるとしても、副画
素４９については数の増加の度合いをより低減することができる。従って、解像感を確保
しつつ副画素４９の数を画素の数の２倍未満とすることを容易に実現することができる。
このことは、１つの副画素４９に割り当てられる面積を確保しやすくなることを意味する
。なぜなら、同じ面積内に割り当てられる副画素４９の数が少ない程、１つの副画素４９
あたりに割り当てられる面積が増加することになるからである。以上のことから、本実施
形態によれば、高解像度化に伴い１つの副画素４９に割り当てられる実装面積が減少する
場合における減少の度合いをより低減することができる。
【００４６】
　また、副画素４９の数を画素４８の数の２倍未満とすることで、高解像度化に伴い副画
素４９の数が増加する度合いを低減することができる。これは、高解像度化された表示装
置において、駆動されることで電力を消費する副画素４９の数を低減することができるこ
とを示している。よって、高解像度化に伴う副画素４９の駆動電力の増加の度合いをより
低減することができる。
【００４７】
　また、１つの単位画素領域Ｐｉｘに第１原色、第２原色及び第３原色が含まれる。よっ
て、第１原色の副画素（第１副画素４９Ｒ）、第２原色の副画素（第２副画素４９Ｇ）及
び第３原色の副画素（第３副画素４９Ｂ）を用いた色再現と画素４８による解像感とを両
立することができる。
【００４８】
　また、同一の色の副画素４９が千鳥配列となるよう配置されている。このため、有効表
示領域における色の均等な分散配置をより容易にすることができる。
【００４９】
　また、１つの画素４８に第１原色の副画素（第１副画素４９Ｒ）、第２原色の副画素（
第２副画素４９Ｇ）及び第３原色の副画素（第３副画素４９Ｇ）が隣接することで、画素
４８の位置で表示出力されることが想定される第１原色、第２原色及び第３原色の成分を
当該画素４８に隣接した副画素４９で出力することができるようになり、入力信号が示す
階調値に対応する色を当該画素４８の位置により近い範囲内で再現することができる。
【００５０】
　また、画素４８の行方向の数及び列方向の数が、表示装置１０により表示される画像を
構成する画素（画素データ）の行方向の数及び列方向の数と同一であることで、画像のリ
サンプリングを行うことなくリアル解像度で画像を表示出力することができる。
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【００５１】
　また、入力信号が示す色成分から白色として出力可能な成分である白色成分を抽出して
画素４８に割り当て、入力信号が示す色成分のうち白色成分以外の成分を副画素４９に割
り当てることで、副画素４９の原色を用いた色再現と画素４８の白色による明暗の再現に
よる解像感とを両立することができる。
【００５２】
　また、表示装置１０が出力することができる色の範囲を示す色域であって、副画素４９
の色を頂点とする色域は、当該表示装置１０による表示出力結果として視認される画像の
色域よりも広く、かつ、当該画像の色域を内包することで、表示に係る粒状感を低減する
ことができる。
【００５３】
　また、高輝度色が白（Ｗ）であるので、画素４８を用いて白色光の強弱による明暗の出
力をより高い効率で行うことができる。ここでいう効率とは、消費電力に対する輝度、明
度をさす。
【００５４】
　また、例えば図２に示すように画素４８を一方向（例えば、行方向）に連続させること
で、当該一方向について解像感の確保がより容易になる。具体例を挙げると、当該一方向
に沿った白色等の高輝度色の線分を含む画像の表示出力に際して他方向への線分のうねり
の出現を生じさせることなく表示出力を行うことができる。
【００５５】
（実施形態１の変形例）
　次に、実施形態１に係る変形例である変形例１～８について説明する。変形例１～８の
説明に係り、実施形態１と同様の構成については同じ符号を付して説明を省略することが
ある。実施形態１の変形例は、同一の色の副画素４９が、行方向に等間隔であって、かつ
、列方向に等間隔となるよう配置されるという点で実施形態１と同様である。また、実施
形態１の変形例は、同一の色の副画素４９が千鳥状に配置されるという点で実施形態１と
同様である。また、実施形態１の変形例は、１つの画素４８に第１原色の副画素、第２原
色の副画素及び第３原色の副画素が隣接するという点で実施形態１と同様である。また、
実施形態１の変形例は、単位画素領域Ｐｉｘの配置が行列方向に沿ったマトリクス状であ
るという点で実施形態１と同様である。
【００５６】
（変形例１）
　図１５は、変形例１に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図１
６は、変形例１に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係を示
す図である。図１５に示すように、画像表示パネル４０は、台形状の画素４８と、当該台
形状の画素４８に隣接するように設けられた長方形状の副画素４９とを有していてもよい
。変形例１に係る画素４８は、所定方向に沿い、副画素４９と隣接する平行な２辺（図１
５において行方向に沿う上下の辺）の長さの比が１：２である。変形例１に係る副画素４
９は、所定方向（例えば、行方向）に沿う２辺の長さが画素４８の平行な２辺のうち短い
方の辺の長さと同一である。
【００５７】
　画素４８は、上下の辺のうち長い方の辺側で赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のうち２色
の副画素４９と隣接し、短い方の辺側で他の１色の副画素４９と隣接する。このように、
変形例１でも、実施形態１と同様、１つの画素４８に第１原色の副画素、第２原色の副画
素及び第３原色の副画素が隣接する。また、図１６に示すように、変形例１でも、実施形
態１と同様、１つの単位画素領域Ｐｉｘに副画素４９の全ての色が含まれる。よって、変
形例１に係る信号処理部２０は、実施形態１と同様、画素データの座標に対応する位置に
存する単位画素領域Ｐｉｘ内に含まれる第１副画素４９Ｒ、第２副画素４９Ｇ、第３副画
素４９Ｂに当該単位画素領域Ｐｉｘからの白色成分以外の成分を割り当てることができる
。
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【００５８】
　変形例１では、画素４８の数に対する副画素４９の数の比率を実施形態１よりも高める
ことができる。具体的には、図２を参照して説明した実施形態１では、１つの画素行４８
Ｌと１つの副画素行４９Ｌとに着目すると、行方向について１つの画素４８が存する範囲
内に１つの副画素４９が存する。よって、画素４８の数と副画素４９の数の比率が実質的
に１：１になる。また、１つの副画素４９の面積と、１つの単位画素領域Ｐｉｘに含まれ
る副画素４９の面積との比率をｎとすると、実施形態１に係る単位画素領域Ｐｉｘの場合
、図７等で示すように、ｎ＝１である。すなわち、実施形態１に係る単位画素領域Ｐｉｘ
には、１つ分の副画素４９の領域が存する。ここで、画素４８を副画素４９の１つ（第４
副画素）とみなすと、実施形態１に係る単位画素領域Ｐｉｘには、ｎ＋１、すなわち、２
つ分の副画素４９の領域が存することになる。このようにして表される単位画素領域Ｐｉ
ｘにおける副画素４９の数（ｎ＋１）を所定の単位（例えば、「（ｎ＋１）［ＳＢ］」）
で表した場合、実施形態１に係る単位画素領域Ｐｉｘは、２［ＳＢ］である。これに対し
、変形例１では、１つの画素行４８Ｌと１つの副画素行４９Ｌとに着目すると、図１５に
示すように、行方向について２つの画素４８が存する範囲内に３つの副画素４９が存する
。よって、画素４８の数と副画素４９の数の比率が実質的に１：１．５になる。また、変
形例１に係る単位画素領域Ｐｉｘは、２．５［ＳＢ］である。
【００５９】
　画素４８の数と副画素４９の数の比率の説明に係り「実質的に」と記載したのは、厳密
には副画素４９の数を示す比率が上記の数値を上回るからである。例えば、図２に示す例
の場合、上から２番目の副画素行４９Ｌには、他の副画素４９の半分の面積を有する第２
副画素４９Ｇが図示されている。また、図示しないが、画像表示パネル４０の上下端には
副画素行４９Ｌが配置されることから、画素行４８Ｌの数よりも副画素行４９Ｌの数が１
多くなる。このように、実施形態１では、厳密には画素４８の数と副画素４９の数の比率
が１：１＋αになるが、係るαはこれらの例外的配置によるわずかな増加分であり、実質
的に１：１であるとみなすことができる。変形例１においても、副画素４９の千鳥状の配
置及び画素行４８Ｌの数と副画素行４９Ｌの数との関係からわずかに比率がずれるものの
、画素４８の数と副画素４９の数の比率は実質的に１：１．５であるとみなすことができ
、実施形態１及び変形例のいずれにおいても、副画素４９の数は、画素４８の数の２倍未
満である。なお、副画素４９の数が画素４８の数の２倍未満であることによって、（ｎ＋
１）［ＳＢ］は、３未満の値を取る。以下、画素４８の数と副画素４９の数の比率を述べ
る場合、係る実質的な比率について言及する。
【００６０】
　変形例１は、上記で特筆した特徴を除いて実施形態１と同様である。例えば、変形例１
に係る画素４８は、実施形態１と同様、画素４８の中心が単位画素領域Ｐｉｘ内における
１／２画素領域Ｃｅｎに存する。また、変形例１でも、実施形態１と同様、画素４８の中
心を単位画素領域Ｐｉｘの中心と同一の位置にすることができる。
【００６１】
（変形例２）
　図１７は、変形例２に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。変形
例１では台形状の画素４８を有する画像表示パネル４０について例示したが、変形例２の
ように、画素４８の数と副画素４９の数の比率及び単位画素領域Ｐｉｘの（ｎ＋１）［Ｓ
Ｂ］を変ずることなく画素４８の形状を別の形状にしてもよい。具体的には、図１７に示
すように、画素４８の形状を、所定方向（例えば、行方向）に沿う２辺（上下の辺）の長
さの比が１：１であって当該２辺の長さが副画素４９の所定方向に沿う辺の長さの１．５
倍である長方形状としてもよい。すなわち、変形例２に係る画素４８及び副画素４９の配
置では、画素４８の所定方向の幅が副画素４９の所定方向の幅の１．５倍であればよい。
変形例２に係る画像表示パネル４０は、画素４８の形状を除いて変形例１に係る画像表示
パネル４０と同様である。
【００６２】
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（変形例３）
　図１８は、変形例３に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図１
９は、変形例３に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係を示
す図である。図１８に示すように、副画素４９の所定方向（例えば、行方向）の幅を画素
４８の所定方向の幅の１．５倍としてもよい。変形例３のように副画素４９の行方向の幅
が画素４８の行方向の幅以上であって、かつ、２倍未満である場合、１つの画素行４８Ｌ
を挟んで対向する２つの副画素行４９Ｌのうち一方の行に存する赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青
（Ｂ）のうち２色に対応する２つの副画素４９の中間線を列方向に沿って延長した線上に
、他方の行に存する他の１色に対応する１つの副画素４９の行方向の中間位置が存するよ
うに副画素４９を配置することで、図１９に示すように、１つの画素４８に第１原色の副
画素、第２原色の副画素及び第３原色の副画素を隣接させて、１つの単位画素領域Ｐｉｘ
に副画素４９の全ての色が含まれるようにすることができる。
【００６３】
　変形例３に係る単位画素領域Ｐｉｘは、１．６７［ＳＢ］である。変形例３によれば、
実施形態１に比して副画素４９の数をより低減することができる。変形例３は、上記で特
筆した特徴を除いて実施形態１と同様である。
【００６４】
（変形例４）
　図２０は、変形例４に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図２
１は、変形例４に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係を示
す図である。図２０に示すように、副画素４９の行方向の幅を画素４８の行方向の幅の２
倍としてもよい。変形例４の場合、１つの画素行４８Ｌを挟んで対向する２つの副画素行
４９Ｌのうち一方の行に存する赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のうち２色に対応する２つ
の副画素４９の中間線を列方向に沿って延長した線上に、他方の行に存する他の１色に対
応する１つの副画素４９の行方向の中間位置が存するように副画素４９を配置し、かつ、
当該線上に画素行４８Ｌに存する２つの画素４８の境界線が位置しないように画素４８を
配置することで、図２１に示すように、１つの画素４８に第１原色の副画素、第２原色の
副画素及び第３原色の副画素を隣接させて、１つの単位画素領域Ｐｉｘに副画素４９の全
ての色が含まれるようにすることができる。
【００６５】
　変形例４に係る単位画素領域Ｐｉｘは、１．５［ＳＢ］である。変形例４によれば、変
形例３に比して副画素４９の数をより低減することができる。変形例４は、上記で特筆し
た特徴を除いて実施形態１と同様である。
【００６６】
（変形例５）
　図２２は、変形例５に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図２
３は、変形例５に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係を示
す図である。図２２に示すように、画素４８及び副画素４９が行列方向について交互に配
置されていてもよい。この場合、画素４８は千鳥状に配置される。また、副画素４９は千
鳥状に配置される。なお、変形例５に係る同一の色の副画素４９は、実施形態１と同様、
行方向に等間隔であって、かつ、列方向に等間隔となるよう配置される。また、変形例５
に係る並列する副画素行４９Ｌに存する同一の色の副画素４９は、千鳥状に配置される。
ただし、図２３に示すように、変形例５に係る単位画素領域Ｐｉｘは、行列方向に沿った
マトリクス状に配置される。画素４８の千鳥状の配置は、係る単位画素領域Ｐｉｘの配置
に基づいて、１つの単位画素領域Ｐｉｘに１つの画素４８が収まるようになっている。
【００６７】
　なお、変形例５は、実施形態１の変形例の中で例外的に、１つの単位画素領域Ｐｉｘに
副画素４９の全ての色が含まれる配置でない。
【００６８】
　図２３に示すように、変形例５に係る単位画素領域Ｐｉｘは、例えば、１つの画素４８
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と当該画素４８に隣接する１つの副画素４９とからなる。各々の単位画素領域Ｐｉｘに存
する画素４８及び副画素４９は、それぞれ異なる。係る変形例５の場合、１つの単位画素
領域Ｐｉｘに副画素４９の全ての色が含まれないものの、図２２に示すように、１つの画
素４８に第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第３原色の副画素が隣接している。よ
って、例えば、単位画素領域Ｐｉｘに対応する入力信号が示す白色成分以外の成分のうち
、当該単位画素領域Ｐｉｘに含まれない色の成分を当該単位画素領域Ｐｉｘに存する画素
４８に隣接する副画素４９に割り当てることで、簡便に色の割り当てを行うことができる
。変形例５は、上記で特筆した特徴を除いて実施形態１と同様である。
【００６９】
（変形例６）
　図２４は、変形例６に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図２
５は、変形例６に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係を示
す図である。図２４に示すように、画素４８及び副画素４９は矩形以外の形状、例えば六
角形状であってもよい。係る六角形状の画素４８及び副画素４９であっても、図２５に示
すように、マトリクス状に配置された矩形状の単位画素領域Ｐｉｘに対応する出力を行う
ことができる。すなわち、変形例６に係る表示装置でも、マトリクス状に配置された画素
データにより構成される画像に対応する出力を行うことができる。変形例６に係る単位画
素領域Ｐｉｘは、１．５［ＳＢ］である。変形例６によれば、変形例３に比して副画素４
９の数をより低減することができる。
【００７０】
　図２４に示す例では、列方向に２つの画素４８が隣接する領域を１つの単位領域として
、１つの単位領域と１つの副画素４９とが列方向に沿って周期的に配置される。また、単
位領域は千鳥状に配置される。また、副画素４９は千鳥状に配置される。また、画素４８
の形状と副画素４９の形状とは同一であり、行方向に隣接する画素４８同士又は画素４８
と副画素４９とは六角形状の辺を描くブラックマトリクスの一辺を共有する位置関係とな
るように配置されている。言い換えれば、変形例６において隣接する画素４８、副画素４
９を区切るブラックマトリクスは所謂ハニカム構造に相当する形状を描く。ただし、当該
ハニカム構造に相当する形状を描く六角形は正六角形に限られない。なお、変形例６に係
る同一の色の副画素４９は、実施形態１と同様、行方向に等間隔であって、かつ、列方向
に等間隔となるよう配置される。また、変形例６に係る並列する副画素行４９Ｌに存する
同一の色の副画素４９は、千鳥状に配置される。変形例６でも、１つの画素４８に第１原
色の副画素、第２原色の副画素及び第３原色の副画素を隣接させているので、図２５に示
すように、１つの単位画素領域Ｐｉｘに副画素４９の全ての色が含まれるようにすること
ができる。また、変形例６において１つの単位画素領域Ｐｉｘに副画素４９の全ての色が
含まれない単位画素領域Ｐｉｘがあったとしても、変形例５と同様、単位画素領域Ｐｉｘ
に対応する入力信号が示す白色成分以外の成分のうち、当該単位画素領域Ｐｉｘに含まれ
ない色の成分を当該単位画素領域Ｐｉｘに存する画素４８に隣接する副画素４９に割り当
てることで、簡便に色の割り当てを行うことができる。
【００７１】
　なお、例えば変形例６のように、行方向及び列方向の両方に画素４８が隣接し、かつ、
各画素４８に第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第３原色の副画素が隣接するよう
にすることで、有効表示領域における色の均等な分散配置をより容易にすることができる
。このため、変形例６によれば、色むらの発生をより厳密に抑制することができる。
【００７２】
　変形例６に係る単位画素領域Ｐｉｘは、行列方向に沿ったマトリクス状に配置される。
変形例６における六角形の画素４８の配置は、係る単位画素領域Ｐｉｘの配置に基づいて
、１つの単位画素領域Ｐｉｘに１つの画素４８が収まるようになっている。また、変形例
６では、画素４８及び副画素４９の形状が六角形状であり、単位画素領域Ｐｉｘが矩形状
である。また、変形例６は、実施形態１の変形例であり、１つの画素４８に第１原色の副
画素、第２原色の副画素及び第３原色の副画素が隣接する。このため、図２５に示すよう



(18) JP 2017-40733 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

に、１つの単位画素領域Ｐｉｘには、１つの単位画素領域Ｐｉｘに副画素４９の全ての色
が含まれる。具体的には、副画素４９の色である第１の色、第２の色又は第３の色のいず
れか一色のみについて他の色よりも単位画素領域Ｐｉｘに含まれる面積が相対的に大きく
なる。
【００７３】
（変形例７）
　図２６は、変形例７に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図２
７は、変形例７に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係を示
す図である。図２６に示すように、画素行４８Ｌと副画素行４９Ｌとの境界となるブラッ
クマトリクスは直線状でなくてもよい。具体的には、画像表示パネル４０は、列方向につ
いて一方が鋭角であり、他方が鈍角である六角形状の画素４８と、当該六角形状の画素４
８と噛合する形状（例えば、五角形状又は六角形状）の副画素４９とを有していてもよい
。変形例７は、画素行４８Ｌと副画素行４９Ｌとの境界となるブラックマトリクスの形状
を除いて、変形例４と同様である。変形例７に係る単位画素領域Ｐｉｘは、１．５［ＳＢ
］である。
【００７４】
　図２６に示すように、画素行４８Ｌを構成する画素４８の鋭角と鈍角との上下関係が行
方向に沿って交互に入れ替わるように配置され、かつ、並列する画素行４８Ｌ同士が隣接
しない場合、並列する画素行４８Ｌの間に存する副画素行４９Ｌを構成する副画素４９の
形状は六角形状になり、上下端の副画素４９の形状は五角形状になる。
【００７５】
　変形例７は、画素４８と副画素４９との位置関係並びに単位画素領域Ｐｉｘと画素４８
及び副画素４９の配置との関係が変形例４と同様である。変形例７では、行方向について
単位画素領域Ｐｉｘ毎に１つの画素４８が存し、かつ、並列する画素行４８Ｌの間に存す
る副画素行４９Ｌに存する副画素４９を列方向に２分するように単位画素領域Ｐｉｘの境
界線の位置を設定することで、図２７に示すように、変形例４と同様、１つの画素４８に
第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第３原色の副画素を隣接させて、１つの単位画
素領域Ｐｉｘに副画素４９の全ての色が含まれるようにすることができる。
【００７６】
（変形例８）
　図２８は、変形例８に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図２
９は、変形例８に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係を示
す図である。図２８に示すように、副画素４９は菱形状等の矩形又は三角形状であっても
よい。変形例８は、副画素４８の形状を除いて、変形例７と同様である。変形例６に係る
単位画素領域Ｐｉｘは、１．５［ＳＢ］である。具体的には、図２８に示すように、画素
行４８Ｌを構成する画素４８の鋭角と鈍角との上下関係が行方向に沿って交互に入れ替わ
るように配置され、かつ、並列する画素行４８Ｌに存する画素４８の鋭角同士が隣接する
場合、並列する画素行４８Ｌの間に存する副画素行４９Ｌを構成する副画素４９の形状は
菱形状等の矩形になり、上下端の副画素４９の形状は三角形状になる。
【００７７】
　変形例８では、変形例７と同様、行方向について単位画素領域Ｐｉｘ毎に１つの画素４
８が存し、かつ、並列する画素行４８Ｌの間に存する副画素行４９Ｌに存する副画素４９
を列方向に２分するように単位画素領域Ｐｉｘの境界線の位置を設定することで、図２９
に示すように、変形例４と同様、１つの画素４８に第１原色の副画素、第２原色の副画素
及び第３原色の副画素を隣接させて、１つの単位画素領域Ｐｉｘに副画素４９の全ての色
が含まれるようにすることができる。
【００７８】
（実施形態２）
　次に、本発明の実施形態２に係る表示装置について説明する。実施形態２の説明に係り
、実施形態１と同様の構成については同じ符号を付して説明を省略することがある。
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【００７９】
　図３０は、実施形態２に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図
３１は、実施形態２に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係
を示す図である。実施形態１では、単位画素領域Ｐｉｘの配置が行列方向に沿ったマトリ
クス状であったが、実施形態２では、単位画素領域Ｐｉｘの配置が千鳥状である。具体的
には、図３０に示すように、画素行４８Ｌを構成する複数の画素４８は、並列する画素行
４８Ｌ単位で千鳥状の配置となるように配置がずらされている。このため、実施形態２で
は、１つの副画素４９に、１～３の画素４８が隣接することになる。
【００８０】
　また、実施形態２に係る信号処理部２０は、１つの副画素４９に対して最大で３つの単
位画素領域Ｐｉｘから白色成分以外の成分を集約するように、副画素４９の色の成分を割
り当てる。図３０及び図３１に係る単位画素領域Ｐｉｘは、２［ＳＢ］である。実施形態
２は、上記で特筆した特徴を除いて実施形態１と同様である。実施形態１と実施形態２と
は、単位画素領域Ｐｉｘの配置が行列方向に沿ったマトリクス状であるか千鳥状であるか
という点が異なる。実施形態１と実施形態２では、係る単位画素領域Ｐｉｘの差異に応じ
て画素４８の配置が異なる。また、実施形態２は、１つの画素４８に第１原色の副画素、
第２原色の副画素及び第３原色の副画素が隣接するという点で実施形態１と同様である。
【００８１】
（実施形態２の変形例）
　次に、実施形態２に係る変形例である変形例９～１１について説明する。変形例９～１
１の説明に係り、実施形態２と同様の構成については同じ符号を付して説明を省略するこ
とがある。実施形態２の変形例は、同一の色の副画素４９は、行方向に等間隔であって、
かつ、列方向に等間隔となるよう配置されるという点で実施形態２と同様である。また、
実施形態２の変形例は、同一の色の副画素４９が千鳥状に配置されるという点で実施形態
２と同様である。また、実施形態２の変形例は、単位画素領域Ｐｉｘの配置が千鳥状であ
るという点で実施形態２と同様である。
【００８２】
（変形例９）
　図３２は、変形例９に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図３
３は、変形例９に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係を示
す図である。図３２に示すように、画素４８及び副画素４９は、三角形状であってもよい
。係る三角形状の画素４８及び副画素４９であっても、図３３に示すように、千鳥状に配
置された矩形状の単位画素領域Ｐｉｘに対応する出力を行うことができる。変形例９は、
１つの画素４８に第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第３原色の副画素が隣接する
。
【００８３】
　具体的には、変形例９では、図３２に示すように、行方向に沿って画素４８と副画素４
９とが交互に配置され、列方向を含む画素４８の配置が千鳥状であり、かつ、列方向を含
む副画素４９の配置が千鳥状である。図３２では、画素４８が底辺を下側とする三角形状
であり、副画素４９が底辺を上側とする逆三角形状である配置となっているが、係る画素
４８と副画素４９の配置は入れ替わってもよい。
【００８４】
　なお、変形例９に係る同一の色の副画素４９は、実施形態２と同様、行方向に等間隔で
あって、かつ、列方向に等間隔となるよう配置される。また、変形例９に係る並列する副
画素行４９Ｌに存する同一の色の副画素４９は、千鳥状に配置される。変形例９でも、１
つの画素４８に第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第３原色の副画素を隣接させて
いるので、図３３に示すように、１つの単位画素領域Ｐｉｘに副画素４９の全ての色が含
まれるようにすることができる。変形例９は、上記で特筆した特徴を除いて実施形態２と
同様である。図３２及び図３３に係る単位画素領域Ｐｉｘは、２［ＳＢ］である。
【００８５】
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（変形例１０）
　図３４は、変形例１０に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図
３５は、変形例１０に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係
を示す図である。図３４に示すように、画素４８は、六角形のように５以上の頂点を有す
る多角形状であってもよい。また、副画素４９は、係る多角形状の画素４８同士の間を埋
める形状（例えば、Ｙ字状）であってもよい。変形例１０は、画素４８及び副画素４９の
具体的形状を除いて変形例９と同様であり、例えば、図３５に示すように、単位画素領域
Ｐｉｘの各々の中心と複数の画素４８の中心とが重なるように単位画素領域Ｐｉｘを設定
することで、変形例９と同様、千鳥状に配置された矩形状の単位画素領域Ｐｉｘに対応す
る出力を行うことができる。図３４及び図３５に係る単位画素領域Ｐｉｘは、２［ＳＢ］
である。変形例１０は、１つの画素４８に第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第３
原色の副画素が隣接する。
【００８６】
（変形例１１）
　図３６は、変形例１１に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図
３７は、変形例１１に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係
を示す図である。図３６に示すように、副画素４９の行方向の幅を画素４８の行方向の幅
の２倍を超える幅（例えば、２．５倍）としてもよい。変形例１１では、全ての画素４８
に第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第３原色の副画素を隣接させることはできず
、一部の画素に限られる。ただし、第１原色、第２原色及び第３原色のうち２色までは全
ての画素４８に隣接させることができる。よって、図３７に示すように、変形例１１では
、１つの単位画素領域Ｐｉｘに副画素４９の２つ以上の色が含まれるようにすることがで
きる。言い換えれば、変形例１１は、１つの画素４８に第１原色の副画素、第２原色の副
画素及び第３原色の副画素の全てが必ずしも隣接するわけではない。
【００８７】
　変形例１１に係る信号処理部２０は、単位画素領域Ｐｉｘに対応する入力信号が示す白
色成分以外の成分のうち、当該単位画素領域Ｐｉｘに含まれない色の成分を当該単位画素
領域Ｐｉｘ外に存する副画素４９に割り当てる。具体的には、変形例１１に係る信号処理
部２０は、例えば、単位画素領域Ｐｉｘに含まれない色の成分を、当該色の副画素４８で
あって当該単位画素領域Ｐｉｘに最寄りの副画素４９に割り当てる。
【００８８】
　変形例１１に係る単位画素領域Ｐｉｘは、１．４［ＳＢ］である。変形例１１によれば
、実施形態２に比して副画素４９の数をより低減することができる。変形例１１は、上記
で特筆した特徴を除いて実施形態２と同様である。
【００８９】
（実施形態３）
　次に、本発明の実施形態３に係る表示装置について説明する。実施形態３の説明に係り
、実施形態１と同様の構成については同じ符号を付して説明を省略することがある。
【００９０】
　図３８は、実施形態３に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図
３９は、実施形態３に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係
を示す図である。実施形態３では、副画素４９は、マトリクス状に配置される。具体的に
は、図３８に示すように、画素行４８Ｌを挟んで並列する副画素行４９Ｌを構成する副画
素４９は、列方向について最寄りの副画素４９同士が列方向に沿って並んでいる。
【００９１】
　図３９に示すように、実施形態３に係る単位画素領域Ｐｉｘは、例えば、１つの画素４
８と当該画素４８に隣接する１つの副画素４９とからなる。各々の単位画素領域Ｐｉｘに
存する画素４８及び副画素４９は、それぞれ異なる。係る実施形態３の場合、１つの単位
画素領域Ｐｉｘに副画素４９の全ての色が含まれない。そこで、実施形態３に係る信号処
理部２０は、例えば、単位画素領域Ｐｉｘに対応する入力信号が示す白色成分以外の成分
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のうち、当該単位画素領域Ｐｉｘに含まれない色の成分を当該単位画素領域Ｐｉｘに含ま
れない色の成分を当該単位画素領域Ｐｉｘ外に存する副画素４９に割り当てる。具体的に
は、実施形態３に係る信号処理部２０は、例えば、単位画素領域Ｐｉｘに含まれない色の
成分を、当該色の副画素４８であって当該単位画素領域Ｐｉｘに最寄りの副画素４９に割
り当てる。図３８に係る単位画素領域Ｐｉｘは、２［ＳＢ］である。
【００９２】
　図４０は、実施形態３に係る同一の色の副画素４９の配置を示す図である。実施形態３
では、同一の色である副画素４９は、行列方向に沿ったマトリクス状に配置される。具体
的には、図４０に示すように、並列する副画素行４９Ｌに存する同一の色の副画素４９は
、列方向に沿って配置される。同一の色の副画素４９は、行方向の距離がＸ２で統一され
ており、行方向に等間隔となっている。また、同一の色の副画素４９は、列方向の距離が
Ｙ２で統一されており、列方向に等間隔となっている。
【００９３】
　実施形態３は、上記で特筆した特徴を除いて実施形態１と同様である。実施形態１と実
施形態３とは、同一の色の副画素４９が千鳥状に配置されるか行列方向に沿ったマトリク
ス状に配置されるかが異なる。実施形態３は、同一の色の副画素４９がマトリクス状に配
置されることに伴い、１つの画素４８に第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第３原
色の副画素の全てが隣接するパターンは存在しなくなっている。実施形態３において１つ
の画素４８に隣接可能な副画素４９は、第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第３原
色の副画素のうち２色分の副画素である。
【００９４】
（実施形態３の変形例）
　次に、実施形態３に係る変形例である変形例１２，１３について説明する。変形例１２
，１３の説明に係り、実施形態３と同様の構成については同じ符号を付して説明を省略す
ることがある。実施形態３の変形例は、同一の色の副画素４９が、行方向に等間隔であっ
て、かつ、列方向に等間隔となるよう配置されるという点で実施形態３と同様である。ま
た、実施形態３の変形例は、同一の色の副画素４９がマトリクス状に配置されるという点
で実施形態３と同様である。また、実施形態３の変形例は、単位画素領域Ｐｉｘの配置が
行列方向に沿ったマトリクス状であるという点で実施形態３と同様である。
【００９５】
（変形例１２）
　図４１は、変形例１２に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図
４２は、変形例１２に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係
を示す図である。画素４８と副画素４９とを区切るブラックマトリクスは、行列方向に交
差する方向に沿っていてもよい。具体的には、画素４８同士が画素４８の形状（多角形）
の頂点同士で隣接し、副画素４９同士が副画素４９の形状（多角形）の頂点同士で隣接し
てもよい。より具体的には、例えば、画素４８及び副画素４９の形状は、画素４８及び副
画素４９の対角線が行列方向に沿う方向となる形状であってもよい。この場合、画素４８
及び副画素４９の形状は、図４１に示すように正方形でありうるし、菱形でもありうる。
画素４８及び副画素４９は、係る形状であっても、図４１に示すように、行列方向に沿う
マトリクス状に配置される。図４１に係る単位画素領域Ｐｉｘは、２［ＳＢ］である。
【００９６】
　変形例１２では、第１原色、第２原色及び第３原色のうち２色までは全ての画素４８に
隣接させることができる。よって、図４２に示すように、変形例１２では、１つの単位画
素領域Ｐｉｘに副画素４９の２つ以上の色が含まれるようにすることができる。変形例１
２は、上記で特筆した特徴を除いて実施形態３と同様である。
【００９７】
（変形例１３）
　図４３は、変形例１３に係る画素４８及び副画素４９の形状と配置を示す図である。図
４４は、変形例１３に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置との関係
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を示す図である。図４３に示すように、副画素４９の行方向の幅を画素４８の行方向の幅
と異なる幅（例えば、１．５倍の幅）としてもよい。副画素４９の行方向の幅が画素４８
の行方向の幅の１．５倍である場合、単位画素領域Ｐｉｘは、１．６７［ＳＢ］である。
【００９８】
（実施形態４）
　次に、本発明の実施形態４について説明する。実施形態４の説明に係り、実施形態１と
同様の構成については同じ符号を付して説明を省略することがある。
【００９９】
　図４５は、実施形態４に係る画素４８及び副画素４９の配置及び配色の一例を示す図で
ある。図４６は、実施形態４に係る単位画素領域Ｐｉｘと画素４８及び副画素４９の配置
との関係を示す図である。図４７は、実施形態４に係る信号処理部２０による処理内容の
一例を示す図である。実施形態４では、図４５に示すように、画素４８の色として、白（
Ｗ）及び黄（イエロー（Ｙ））が採用されている。このように、高輝度色は、白（Ｗ）以
外の色であってもよい。画素４８の色を区別することを目的として、画素４８Ｗを白（Ｗ
）の画素とし、画素４８Ｙを黄（イエロー（Ｙ））の画素とする。
【０１００】
　実施形態４に係る信号処理部２０は、入力信号が示す色成分から白色として出力可能な
成分である白色成分を抽出し、白の画素が存する座標の入力信号から抽出された白色成分
を白（Ｗ）の画素である画素４８Ｗに割り当て、黄（イエロー（Ｙ））の画素が存する座
標の入力信号から抽出された白色成分を黄の画素４８Ｙ及び第３原色の副画素に割り当て
、入力信号が示す色成分のうち白色成分以外の成分を副画素４９に割り当てる。具体的に
は、実施形態４に係る信号処理部２０は、白（Ｗ）の画素である画素４８Ｗによる出力に
係る処理について、実施形態１に係る画素４８による出力に係る処理と同様の処理を行う
。一方、イエロー（Ｙ）の画素である画素４８Ｙについて、信号処理部２０は、白色成分
を青色成分と黄色成分とに再分解し、青色成分を第３副画素４９Ｂに割り当て、黄色成分
を画素４８Ｙに割り当てる。
【０１０１】
　イエロー（Ｙ）の画素である画素４８Ｙは、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の副画素４
９の色よりも高輝度である。このため、白色成分の再現のために第３副画素４９Ｂ及び画
素４８Ｙの両方が発光した場合の輝度重心は、画素４８Ｙ側に存することになる。このよ
うな第３副画素４９Ｂ及び画素４８Ｙを含む表示領域を視認したユーザは、画素４８Ｙの
位置で白色光の光源が点灯しているかのように感じる。この仕組みにより、実施形態４に
係る表示装置は、リアル解像度を得ている。
【０１０２】
　また、画素４８Ｙが設けられていることによって、黄色成分を出力する際に赤（Ｒ）と
緑（Ｇ）を点灯させて黄色成分を出力する場合に比してイエロー（Ｙ）を点灯させること
でより高い効率で黄色成分を出力することができる。特に、図３に示すようなＯＬＥＤ（
Organic　Light　Emitting　Diode）方式の表示装置に係るイエロー（Ｙ）は発光効率が
白（Ｗ）と同等に高く、黄色成分を含む表示出力の際により高効率、低消費電力で表示出
力を行うことができる。
【０１０３】
　実施形態４は、実施形態１～３及びこれらの実施形態の変形例のいずれかと組み合わせ
ることができる。実施形態４は、上記で特筆した特徴を除いて実施形態１と同様である。
【０１０４】
　図４５及び図４６に示すように、隣り合う単位画素領域Ｐｉｘは一方が画素４８Ｗを含
み、他方が画素４８Ｙを含んでいる。実施形態５では、図４７で示すように、信号処理部
２０は、一方の単位画素領域Ｐｉｘでは入力信号が示す色成分から白色成分を抽出し、当
該白色成分を画素４８Ｗに割り当てる。また、信号処理部２０は、他方の単位画素領域Ｐ
ｉｘでは白色成分を青色成分と黄色成分とに再分解し、黄色成分を画素４８Ｙ、及び、青
色成分を第３副画素４９Ｂに割り当てる。
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【０１０５】
　なお、図４５及び図４６では、図２及び図９において全てが白（Ｗ）であった画素４８
の一部を黄（イエロー（Ｙ））に置換した構成を例として示しているが、実施形態４に係
る具体的な画素４８及び副画素４９の形状及び配置はこれに限られるものでなく、実施形
態２、３及び実施形態１乃至３の変形例に適用することができる。
【０１０６】
　以上、実施形態４によれば、高輝度色が白（Ｗ）及び黄（イエロー（Ｙ））であるので
、明暗の再現による解像感と、黄（イエロー（Ｙ））が存することよる高効率、低消費電
力での表示出力とを両立することができる。
【０１０７】
（実施形態５）
　次に、本発明の実施形態５について説明する。実施形態５の説明に係り、実施形態１と
同様の構成については同じ符号を付して説明を省略することがある。
【０１０８】
　図４８は、実施形態５に係る信号処理部２０による処理内容の一例を示す図である。実
施形態４では、画素４８の色として、白（Ｗ）、黄（イエロー（Ｙ））及び緑（Ｇ）が採
用されている。実施形態５に係る信号処理部２０は、入力信号が示す色成分から白色とし
て出力可能な成分である白色成分を抽出し、抽出された白色成分を白（Ｗ）の画素である
画素４８Ｗ、又は、イエロー（Ｙ）の画素である画素４８Ｙ若しくは緑（Ｇ）の画素であ
る画素４８Ｇ及びこのいずれかの画素の色との組み合わせで白色光の強弱を再現すること
ができる色の副画素４９に割り当て、入力信号が示す色成分のうち白色成分以外の成分で
あって副画素４９の色で再現可能な成分を副画素４９に割り当てる。具体的には、実施形
態５に係る信号処理部２０は、画素４８Ｗによる出力に係る処理について、実施形態１に
係る画素４８による出力に係る処理と同様の処理を行う。また、実施形態５に係る信号処
理部２０は、イエロー（Ｙ）の画素である画素４８Ｙによる出力に係る処理について、実
施形態４に係る画素４８Ｙによる出力に係る処理と同様の処理を行う。また、緑（Ｇ）の
画素である画素４８Ｇについて、信号処理部２０は、白色成分を赤色成分、緑色成分及び
青色成分に再分解し、黄色成分を第１副画素４９Ｒに割り当て、緑色成分を画素４８Ｇに
割り当て、青色成分を第３副画素４９Ｂに割り当てる。
【０１０９】
　緑（Ｇ）の画素である画素４８Ｇは、赤（Ｒ）の副画素である第１副画素４９Ｒ及び青
（Ｂ）の副画素である第３副画素４９Ｂよりも高輝度である。このため、白色成分の再現
のために画素４８Ｇ、第１副画素４９Ｒ及び第３副画素４９Ｂが発光した場合の輝度重心
は、画素４８Ｇ側に存することになる。このような画素４８Ｇ、第１副画素４９Ｒ及び第
３副画素４９Ｂを含む表示領域を視認したユーザは、画素４８Ｇの位置で白色光の光源が
点灯しているかのように感じる。この仕組みにより、実施形態５に係る表示装置は、リア
ル解像度を得ている。
【０１１０】
　実施形態５は、実施形態１～３及びこれらの実施形態の変形例のいずれかと組み合わせ
ることができる。実施形態５は、上記で特筆した特徴を除いて実施形態１と同様である。
【０１１１】
　以上、実施形態５によれば、画素４８に緑（Ｇ）を割り当てられることから、他の実施
形態よりも赤（Ｒ）及び青（Ｂ）の副画素の数を増やしやすくなるので、入力信号が示す
色成分のうち赤色成分及び青色成分の出力をより多い数の副画素４９を用いて行うことが
でき、これらの色成分に係る出力における解像感を高めることがより容易になる。
【０１１２】
（実施形態６）
　次に、本発明の実施形態６について説明する。実施形態６に係る表示装置１０ｃは、画
像表示パネルが反射型の液晶表示パネルである点で、実施形態１～３に係る表示装置１０
とは異なる。実施形態６に係る表示装置１０ｃは、その他の点で実施形態１～３と構成が
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共通するため、共通する箇所の説明を省略する。
【０１１３】
　図４９は、実施形態６に係る表示装置１０ｃの構成の一例を示すブロック図である。図
４９に示すように、実施形態６の表示装置１０ｃは、信号処理部２０ｃと、画像表示パネ
ル４０ｃと、光源部７２とを有する。表示装置１０ｃは、外光を画像表示パネル４０ｃで
反射させることにより、画像を表示する。さらに、表示装置１０ｃは、外光が十分でない
屋外での夜間使用や暗所での使用の場合等には、光源部７２から発光される光を画像表示
パネル４０ｃで反射させることによっても、画像を表示することができる。
【０１１４】
　図５０は、実施形態６に係る画像表示パネルの構造を模式的に示す断面図である。図５
０に示すように、画像表示パネル４０ｃは、互いに対向するアレイ基板４１と対向基板４
２とを有し、アレイ基板４１と対向基板４２との間に液晶素子が封入された液晶層４３が
設けられている。
【０１１５】
　アレイ基板４１は、液晶層４３側の面に、複数の画素電極４４を有する。画素電極４４
は、スイッチング素子を介して信号線ＤＴＬに接続されており、映像信号としての画像出
力信号が印加される。画素電極４４は、例えばアルミニウム又は銀製の反射性を有する部
材であり、外光又は光源部７２からの光を反射する。すなわち、実施形態６においては、
画素電極４４が反射部を構成し、反射部は、画像表示パネル４０ｃの前面（画像を表示す
る側の面）から入射された光を反射して、画像を表示させる。
【０１１６】
　対向基板４２は、例えばガラス等の透明性を有する基板である。対向基板４２は、液晶
層４３側の面に、対向電極４５及びカラーフィルタ４６を有する。より詳しくは、対向電
極４５は、カラーフィルタ４６の液晶層４３側の面に設けられている。
【０１１７】
　対向電極４５は、例えばＩＴＯ（Indium　Tin　Oxide）、又はＩＺＯ（Indium　Zinc　
Oxide）等の透明性を有する導電性材料である。対向電極４５は、画素電極４４が接続さ
れているスイッチング素子と接続されている。画素電極４４と対向電極４５とは対向して
設けられているため、画素電極４４と対向電極４５との間に画像出力信号による電圧が印
加されると、画素電極４４と対向電極４５とは、液晶層４３内に電界を生じさせる。液晶
層４３内に生じた電界により液晶素子がツイストして複屈折率が変化し、表示装置１０ｃ
は、画像表示パネル４０ｃから反射される光量を調整する。画像表示パネル４０ｃは、い
わゆる縦電界方式であるが、画像表示パネル４０ｃの表示面に平行な方向に電界を発生さ
せる横電界方式であってもよい。
【０１１８】
　カラーフィルタ４６は、画素電極４４に対応して複数設けられる。画素電極４４と、対
向電極４５と、カラーフィルタ４６とは、それぞれ実施形態６における画素４８ｂ及び副
画素４９ｂを構成する。対向基板４２の液晶層４３と反対側の面には、導光板４７が設け
られている。導光板４７は、例えば、アクリル樹脂、ポリカーボネート（ＰＣ）樹脂、メ
タクリル酸メチル－スチレン共重合体（ＭＳ樹脂）等の透明性を有する板状部材である。
導光板４７は、対向基板４２と反対側の面である上面４７Ａに、プリズム加工がなされて
いる。
【０１１９】
　光源部７２は、実施形態６においては、ＬＥＤである。光源部７２は、図５０に示すよ
うに、導光板４７の側面４７Ｂに沿って設けられている。光源部７２は、導光板４７を介
して、画像表示パネル４０ｃの前面から、画像表示パネル４０ｃに光を照射する。光源部
７２は、画像観察者の操作、又は表示装置１０ｃに取付けられて外光を計測する外光セン
サ等によって、ＯＮとＯＦＦとが切り替えられる。光源部７２は、ＯＮの場合に光を照射
し、ＯＦＦの場合に光を照射しない。例えば、画像観察者が、画像が暗いと感じた場合は
、画像観察者は、光源部７２をＯＮにして、光源部７２から画像表示パネル４０ｃに光を
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照射させ、画像を明るくする。また、外光センサが、外光強度が所定の値より小さいと判
断した場合には、例えば信号処理部２０ｃは、光源部７２をＯＮにして、光源部７２から
画像表示パネル４０ｃに光を照射させ、画像を明るくする。
【０１２０】
　次に、画像表示パネル４０ｃによる光の反射について説明する。図５０に示すように、
画像表示パネル４０ｃには、外光ＬＯ１が入射される。外光ＬＯ１は、導光板４７及び画
像表示パネル４０ｃ内を通って画素電極４４に入射される。画素電極４４に入射された外
光ＬＯ１は、画素電極４４に反射され、光ＬＯ２として、画像表示パネル４０ｃ内及び導
光板４７内を通って、外部に出射される。また、光源部７２をＯＮにした場合、光源部７
２からの光ＬＩ１は、導光板４７の側面４７Ｂから導光板４７内に入射する。導光板４７
内に入射された光ＬＩ１は、導光板４７の上面４７Ａで散乱して反射され、一部が光ＬＩ
２として、画像表示パネル４０ｃの対向基板４２側から画像表示パネル４０ｃ内に入射し
、画素電極４４に照射される。画素電極４４に照射された光ＬＩ２は、画素電極４４によ
り反射され、光ＬＩ３として画像表示パネル４０ｃ及び導光板４７を通って外部に出射す
る。また、導光板４７の上面４７Ａで散乱した光の他の一部は、光ＬＩ４として反射され
、対向基板４２との境界面４０Ａによってさらに反射されて導光板４７内で反射を繰り返
す。
【０１２１】
　すなわち、画素電極４４は、画像表示パネル４０ｃの外部側（対向基板４２側）の面で
ある前面から画像表示パネル４０ｃに入射される外光ＬＯ１又は光ＬＩ２を外部に反射す
る。外部に反射された光ＬＯ２及びＬＩ３は、液晶層４３及びカラーフィルタ４６を通る
。そのため、表示装置１０ｃは、外部に反射される光ＬＯ２，ＬＩ３により、画像を表示
することができる。このように、実施形態６に係る表示装置１０ｃは、フロントライト型
で、かつ、エッジライト型の光源部７２を有する反射型の表示装置である。なお、実施形
態６においては、表示装置１０ｃは、光源部７２及び導光板４７を有するが、光源部７２
及び導光板４７を有さなくてもよい。この場合、表示装置１０ｃは、外光ＬＯ１を反射し
た光ＬＯ２によって、画像を表示することができる。
【０１２２】
　なお、画素４８ｂは、反射型の液晶表示パネルの画素であることを除いて、割り当てら
れる色（高輝度色である白、黄又は緑）等の他の特徴については実施形態１の画素４８と
同様である。また、副画素４９ｂは、反射型の液晶表示パネルの画素であることを除いて
、割り当てられる色（高輝度色である白、黄又は緑）等の他の特徴については実施形態１
の副画素４９と同様である。
【０１２３】
　以上、実施形態６によれば、実施形態１～５及びこれらの実施形態の変形例（実施形態
等）のいずれかの画素４８及び副画素４９の配置ならびに信号処理部２０による信号処理
を採用することで、実施形態等と同様の効果を奏することができる。
【０１２４】
　なお、上記の実施形態等における画素４８及び副画素４９の色及び配置はあくまで一例
であってこれに限られるものでなく、特許請求の範囲に記載された発明特定事項により特
定される範囲内において適宜変更可能である。例えば、実施形態４，５において、画素４
８の色の比率は任意である。また、実施形態４，５における画素４８Ｗを他の画素４８の
色に置き換えてもよい。また、画素４８Ｗ，４８Ｙ，４８Ｇの一部又は全部を副画素４９
の色より高輝度の色（例えばシアン（Ｃ）等）に置き換えてもよい。また、実施形態等に
おいて、行方向と列方向とは入れ替わってもよい。
【０１２５】
　また、実施形態において述べた態様によりもたらされる他の作用効果について本明細書
記載から明らかなもの、又は当業者において適宜想到し得るものについては、当然に本発
明によりもたらされるものと解される。
【０１２６】
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　また、本発明は、以下のように記載することができる。
（１）
　第１原色、第２原色及び第３原色からなる３つの副画素と、前記原色よりも輝度が高い
高輝度色である画素を有し、
　前記副画素の数は前記画素の数の２倍未満であり、
　同一の色の前記副画素は、行方向に等間隔であって、かつ、列方向に等間隔となるよう
配置され、
　同一の色の前記副画素は、千鳥状に配置される
　表示装置。
（２）
　１つの前記画素に前記第１原色の副画素、前記第２原色の副画素及び前記第３原色の副
画素が隣接する
　（１）に記載の表示装置。
（３）
　第１原色、第２原色及び第３原色からなる３つの副画素と、前記原色よりも輝度が高い
高輝度色の画素を有し、
　前記副画素の数は前記画素の数の２倍未満であり、
　同一の色である前記副画素は、行列方向に沿ったマトリクス状に配置される
　表示装置。
（４）
　前記画素は、行列方向に沿ったマトリクス状に配置される
　（１）から（３）のいずれか一つに記載の表示装置。
（５）
　前記画素は、千鳥状に配置される
　（１）又は（２）に記載の表示装置。
（６）
　前記画素の行方向の数及び列方向の数は、前記表示装置により表示される画像を構成す
る画素データの行方向の数及び列方向の数と同一である
　（１）から（５）のいずれか一つに記載の表示装置。
（７）
　前記表示装置により表示される画像を構成する画素データの階調値を示す入力信号の色
成分から白色として出力可能な成分である白色成分を抽出して前記画素に割り当て、前記
色成分のうち前記白色成分以外の成分を前記副画素に割り当てる信号処理部を備える
　（１）から（６）のいずれか一つに記載の表示装置。
【０１２７】
　また、本発明は、以下のように記載することができる。
（Ａ）
　第１原色、第２原色及び第３原色からなる３つの副画素と、前記原色よりも輝度が高い
高輝度色である画素を有し、
　同一の色の前記副画素は、行方向に等間隔であって、かつ、列方向に等間隔となるよう
配置され、
　同一の色の前記副画素は、千鳥状に配置され、
　前記画素は、行列方向に沿ったマトリクス状に配置される、
　表示装置。
（Ｂ）
　１つの前記画素に第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第３原色の副画素が隣接す
る
　（Ａ）に記載の表示装置。
（Ｃ）
　前記画素は、台形状であり、所定方向に沿う平行な２辺の長さの比が１：２であり、
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　前記副画素は、前記所定方向に沿う２辺の長さが前記画素の平行な２辺のうち短い方の
辺の長さと同一である
　（Ｂ）に記載の表示装置。
（Ｄ）
　前記画素及び前記副画素は長方形状であり、
　前記画素は、所定方向に沿い、前記副画素と隣接する平行な辺の長さが前記副画素の前
記所定方向に沿う辺の長さの１．５倍である
　（Ｂ）に記載の表示装置。
（Ｅ）
　前記画素と前記副画素は第１方向に沿ってそれぞれ異なる行に並び、かつ、画素行と副
画素行とが前記所定方向に直交する第２方向に沿って交互に配置され、
　１つの前記画素行を挟んで対向する２つの前記副画素行のうち一方の行に存する２色の
副画素の中間線を前記第２方向に沿って延長した線上に、他方の行に存する他の１色の副
画素の前記第１方向の中間位置が存する
　（Ｂ）に記載の表示装置。
（Ｆ）
　前記副画素の前記第１方向の幅が前記画素の前記第１方向の幅以上であって、かつ、２
倍未満である
　（Ｅ）に記載の表示装置。
（Ｇ）
　前記副画素の前記第１方向の幅が前記画素の前記第１方向の幅の２倍であって、
　前記一方の行に存する２色の副画素の中間線を前記第２方向に沿って延長した線上に画
素行に存する２つの画素の境界線が位置しない
　（Ｅ）に記載の表示装置。
（Ｈ）
　前記画素は、一方が鋭角であり、他方が鈍角である六角形状であり、
　前記副画素は、前記六角形状の画素と噛合する形状である
　（Ｇ）に記載の表示装置。
（Ｉ）
　前記副画素は五角形状又は六角形状である
　（Ｈ）に記載の表示装置。
（Ｊ）
　前記副画素は菱形状又は三角形状である
　（Ｈ）に記載の表示装置。
（Ｋ）
　前記画素及び前記副画素が直交する２方向について交互に配置される
　（Ｂ）に記載の表示装置。
（Ｌ）
　前記画素及び前記副画素は六角形状である
　（Ｂ）に記載の表示装置。
（Ｍ）
　第１原色、第２原色及び第３原色からなる３つの副画素と、前記原色よりも輝度が高い
高輝度色である画素を有し、
　同一の色の前記副画素は、行方向に等間隔であって、かつ、列方向に等間隔となるよう
配置され、
　同一の色の前記副画素及び前記画素は、千鳥状に配置される、
　表示装置。
（Ｎ）
　１つの前記画素に第１原色の副画素、第２原色の副画素及び第３原色の副画素が隣接す
る
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　（Ｍ）に記載の表示装置。
（Ｏ）
　前記画素及び前記副画素は三角形状である
　（Ｍ）に記載の表示装置。
（Ｐ）
　前記画素は六角形状であり、
　前記副画素は、前記画素同士の間を埋めるＹ字状である
　（Ｍ）に記載の表示装置。
（Ｑ）
　前記画素及び前記副画素は長方形状であり、
　前記副画素の前記第１方向の幅が前記画素の前記第１方向の幅の２倍を超える、
　（Ｍ）に記載の表示装置。
（Ｒ）
　第１原色、第２原色及び第３原色からなる３つの副画素と、前記原色よりも輝度が高い
高輝度色である画素を有し、
　同一の色の前記副画素は、行方向に等間隔であって、かつ、列方向に等間隔となるよう
配置され、
　同一の色である前記副画素及び前記画素は、行列方向に沿ったマトリクス状に配置され
る
　表示装置。
（Ｓ）
　前記画素及び前記副画素の形状は、対角線が直交する２方向に沿う方向となる形状であ
る
　（Ｒ）に記載の表示装置。
（Ｔ）
　前記副画素の所定方向の幅が画素の前記所定方向の幅の１．５倍である
　（Ｒ）に記載の表示装置。
【符号の説明】
【０１２８】
１０，１０ｃ　　　表示装置
１１　　　制御装置
１２　　　画像出力部
２０　　　信号処理部
３０　　　画像表示パネル駆動部
４０　　　画像表示パネル
４８，４８Ｗ，４８Ｙ，４８Ｇ　　　画素
４９Ｒ　　第１副画素
４９Ｇ　　第２副画素
４９Ｂ　　第３副画素
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