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(57)【要約】
【課題】可撓性を有する表示装置が湾曲した場合に表示
状態を補償する。
【解決手段】可撓性を有する基板１０２，１０３と、基
板に配列された複数の発光素子を有し、映像信号に応じ
た画像を表示する表示部１１０と、基板１０２，１０３
の表面又は裏面に設けられ、基板１０２，１０３の湾曲
状態を検知する変位センサ１０６と、基板１０２，１０
３の表示部１１０が設けられた面に設けられ、光量を検
出する受光部１１２，１１４と、変位センサ１０６によ
り基板１０２，１０３の湾曲が検知された場合に、光量
に基づいて画像を表示するための映像信号を制御する出
力制御部１３０と、を備える。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
可撓性を有する基板と、
前記基板に配列された複数の発光素子を有し、映像信号に応じた画像を表示する表示部
と、
前記基板の表面又は裏面に設けられ、前記基板の湾曲状態を検知する変位センサと、
前記基板の前記表示部が設けられた面に設けられ、光量を検出する受光部と、
前記変位センサにより前記基板の湾曲が検知された場合に、前記光量に基づいて前記画
像を表示するための映像信号を制御する信号制御部と、
を備える、表示装置。
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【請求項２】
前記信号制御部は、前記画像のコントラスト又はホワイトバランスを制御する、請求項
１に記載の表示装置。
【請求項３】
前記信号制御部は、前記変位センサにより前記基板の湾曲が検知された場合に、前記基
板が湾曲していない場合に比べて画像のコントラストを低下させる、請求項２に記載の表
示装置。
【請求項４】
前記信号制御部は、前記変位センサにより前記基板の湾曲が検知された場合に、前記基
板が湾曲していない場合に対して画像のホワイトバランスを一定に保つ制御を行う、請求
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項２に記載の表示装置。
【請求項５】
前記信号制御部は、前記変位センサにより前記基板の湾曲が検知された場合に、前記映
像信号の出力を低下させることにより、前記表示部表面における乱反射を抑制する、請求
項１に記載の表示装置。
【請求項６】
前記信号制御部は、湾曲している前記基板が平面の状態に復帰したことが検知された場
合は、映像信号の出力を前記基板が湾曲していない元の状態に戻す、請求項１に記載の表
示装置。
【請求項７】
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前記信号制御部は、前記光量と映像信号の出力との関係を規定したルックアップテーブ
ルに基づいて映像信号の制御を行う、請求項１に記載の表示装置。
【請求項８】
前記受光部は前記表示部の周辺に設けられた、請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
前記発光素子は有機ＥＬ発光素子からなり、前記受光部は、前記有機ＥＬ発光素子に光
が照射された場合に生じる逆電流から前記光量を検出する、請求項１に記載の表示装置。
【請求項１０】
前記変位センサは、ＩＴＯ又はＩＺＯからなる一対の透明電極を有し、前記一対の透明
電極間の抵抗値の変化に基づいて、前記基板の湾曲状態を検知する、請求項１に記載の表
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示装置。
【請求項１１】
映像信号に応じた画像を表示する表示部が設けられた、可撓性を有する基板の湾曲状態
を検知するステップと、
前記表示部が設けられた面における光量を検出するステップと、
前記基板の湾曲が検知された場合に、前記光量に基づいて前記画像を表示するための映
像信号を制御するステップと、
を備える、表示装置の制御方法。
【請求項１２】
前記映像信号を制御するステップにおいて、前記画像のコントラスト又はホワイトバラ
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ンスを制御する、請求項１１に記載の表示装置の制御方法。
【請求項１３】
前記基板の湾曲が検知された場合に、前記基板が湾曲していない場合に比べて画像のコ
ントラストを低下させる、請求項１２に記載の表示装置の制御方法。
【請求項１４】
前記基板の湾曲が検知された場合に、前記基板が湾曲していない場合に対して画像のホ
ワイトバランスを一定に保つ制御を行う、請求項１２に記載の表示装置の制御方法。
【請求項１５】
前記基板の湾曲が検知された場合に、前記映像信号の出力を低下させることにより、前
記表示部表面における乱反射を抑制する、請求項１１に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、表示装置及び表示装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近時においては、表示装置における表示素子の信頼性を確保することは非常に重要な課
題となっている。特に、構造的なメカニカルな信頼性や表示性能に関する信頼性の確保は
、従来と変わらず必要不可欠な項目である。
【０００３】
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例えば下記の特許文献１には、電流量の温度上昇による素子の寿命劣化を抑制するため
に、映像データなどのデバイスの表示状態を判断できるデータから画像の状況を判断し、
過電流を抑制するように点灯する水平走査線を制御する手法が提案されている。
【０００４】
また、下記の特許文献２には、表示装置に対する微小な応力による変形を、入射する光
の偏光状態の変化として、偏光検出手段の光検出器によって、定量的に変化量を検出する
ことで、屈折率などの光学特性制御を行うものが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００５−１７３１９３号公報
【特許文献２】特開２００７−２４０６１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、特許文献１に記載された手法は、ゲート信号とソース信号の両方を組み
合わせた複雑な制御であり、かつ、点灯期間を制御するなど、多様なフィードバック制御
を必要とし、多くのアルゴリズムを必要とするため、信頼性確保のために製造コストが増
大するという問題がある。また、複雑なアルゴリズム制御は、ドライバーＩＣの消費電力
増大にもつながり、電力性能の低下も発生する。
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【０００７】
また、特許文献２に記載された手法では、他の光源、たとえば太陽光や、室内の蛍光灯
など、比較的強い外光に対する光散乱や外光反射によるノイズなどをすると、変形による
微小な屈折率の検出は困難である。
【０００８】
特に、可撓性を有する表示装置では、薄いフレキシブルな基板上に表示素子が配置され
るが、表示装置が湾曲すると、外光の入射状態が変化して表示画面上で乱反射が生じる。
このような表示装置では、湾曲により表示素子の発光光が表示画面上に入射することによ
っても乱反射が発生する。このため、表示装置が湾曲していない状態と、湾曲している状
態とで、画像の表示状態が変化してしまう問題がある。
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【０００９】
そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、可撓性を有する表示装置が湾曲した場合に表示状態を補償することが可能な、新規か
つ改良された表示装置及び表示装置の制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、可撓性を有する基板と、前記
基板に配列された複数の発光素子を有し、映像信号に応じた画像を表示する表示部と、前
記基板の表面又は裏面に設けられ、前記基板の湾曲状態を検知する変位センサと、前記基
板の前記表示部が設けられた面に設けられ、光量を検出する受光部と、前記変位センサに
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より前記基板の湾曲が検知された場合に、前記光量に基づいて前記画像を表示するための
映像信号を制御する信号制御部と、を備える、表示装置が提供される。
【００１１】
また、前記信号制御部は、前記画像のコントラスト又はホワイトバランスを制御するも
のであってもよい。
【００１２】
また、前記信号制御部は、前記変位センサにより前記基板の湾曲が検知された場合に、
前記基板が湾曲していない場合に比べて画像のコントラストを低下させるものであっても
よい。
【００１３】
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また、前記信号制御部は、前記変位センサにより前記基板の湾曲が検知された場合に、
前記基板が湾曲していない場合に対して画像のホワイトバランスを一定に保つ制御を行う
ものであってもよい。
【００１４】
また、前記信号制御部は、前記変位センサにより前記基板の湾曲が検知された場合に、
前記映像信号の出力を低下させることにより、前記表示部表面における乱反射を抑制する
ものであってもよい。
【００１５】
また、前記信号制御部は、湾曲している前記基板が平面の状態に復帰したことが検知さ
れた場合は、映像信号の出力を前記基板が湾曲していない元の状態に戻すものであっても

30

よい。
【００１６】
また、前記信号制御部は、前記光量と映像信号の出力との関係を規定したルックアップ
テーブルに基づいて映像信号の制御を行うものであってもよい。
【００１７】
また、前記受光部は前記表示部の周辺に設けられたものであってもよい。
【００１８】
また、前記発光素子は有機ＥＬ発光素子からなり、前記受光部は、前記有機ＥＬ発光素
子に光が照射された場合に生じる逆電流から前記光量を検出するものであってもよい。
【００１９】
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また、前記変位センサは、ＩＴＯ又はＩＺＯからなる一対の透明電極を有し、前記一対
の透明電極間の抵抗値の変化に基づいて、前記基板の湾曲状態を検知するものであっても
よい。
【００２０】
また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、映像信号に応じた画像
を表示する表示部が設けられた、可撓性を有する基板の湾曲状態を検知するステップと、
前記表示部が設けられた面における光量を検出するステップと、前記基板の湾曲が検知さ
れた場合に、前記光量に基づいて前記画像を表示するための映像信号を制御するステップ
と、を備える、表示装置の制御方法が提供される。
【００２１】
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また、前記映像信号を制御するステップにおいて、前記画像のコントラスト又はホワイ
トバランスを制御するものであってもよい。
【００２２】
また、前記基板の湾曲が検知された場合に、前記基板が湾曲していない場合に比べて画
像のコントラストを低下させるものであってもよい。
【００２３】
また、前記基板の湾曲が検知された場合に、前記基板が湾曲していない場合に対して画
像のホワイトバランスを一定に保つ制御を行うものであってもよい。
【００２４】
また、前記基板の湾曲が検知された場合に、前記映像信号の出力を低下させることによ
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り、前記表示部表面における乱反射を抑制するものであってもよい。
【発明の効果】
【００２５】
本発明によれば、可撓性を有する表示装置が湾曲した場合に表示状態を補償することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置の表側の面を示す平面図である。
【図２】表示装置の断面を示す模式図である。
【図３】受光部を拡大して示す模式図である。
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【図４】受光部の構成例を詳細に示す模式図である。
【図５】逆バイアス電圧をかけた状態で有機ＥＬ素子に光電流が生じる様子を示す特性図
である。
【図６】受光部のスキャン方向を示す模式図である。
【図７】変位センサを表示部の裏面側に設けた例を示す模式図である。
【図８】変位センサを表示部の裏面側に設けた例を示す模式図である。
【図９】表示装置が湾曲した状態を示す図であって、表示部が設けられた表側の面が凹面
となるように湾曲した状態を示す模式図である。
【図１０】表示部が設けられた面が凸面となるように湾曲した状態を示す模式図である。
【図１１】本実施形態に係る表示装置の機能構成を示すブロック図である。
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【図１２】出力制御値を決定するためのルックアップテーブルを示す模式図である。
【図１３】抵抗変化値と乱反射受光値との関係を規定したルックアップテーブルを示す模
式図である。
【図１４】本実施形態に係る表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図１５】図１４の構成による処理を示すフローチャートである。
【図１６】乱反射による出力制御を行うためのルックアップテーブル（ＬＵＴ）の一例を
示す模式図である。
【図１７】表示装置の断面を示す図であって、変位センサを表示装置の表裏面に設けた構
成例を示す模式図である。
【図１８】図１７に示す表示装置が湾曲した状態を示す模式図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２７】
以下に添付図面を参照しながら、本発明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。
【００２８】
なお、説明は以下の順序で行うものとする。
１．表示装置の構成例
２．表示装置の機能ブロック構成
３．コントラスト調整について
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４．ホワイトバランス調整について
５．乱反射調整について
６．変位センサを表裏面に設けた構成例
【００２９】
［１．表示装置の構成例］
まず、図１及び図２を参照して、本発明の一実施形態に係る表示装置１００の概略構成
について説明する。図１は、表示装置１００の表側の面を示す平面図である。表示装置１
００は、後述する半導体層によって構成された、複数の画素がマトリクス状に配列されて
なる表示部１１０を備える。表示部１１０は、映像信号に応じて各画素を発光させること
により、静止画や動画などの画像を表示する。
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【００３０】
図２は、表示装置１００の断面を示す模式図である。図２に示すように、本実施形態に
おいては、第１基板１０２、第２基板１０４、及び変位センサ１０６が積層されて、数十
μｍ程度の厚さの極めて薄い表示装置１００が構成される。第１基板１０２は、フレキシ
ブルな基板、たとえば樹脂製のプラスチック基板上に、各画素を構成する表示素子（発光
素子）が形成されて構成されたものであり、表示素子は低温プロセスで形成可能な有機半
導体あるいは無機半導体の素子を用いることができる。本実施形態では、第１基板１０２
には、表示素子として有機ＥＬ（Organic

Electro‑Luminescence）素子が形成されるも

のとする。
【００３１】
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第２基板１０４は、やはり樹脂性のプラスチック基板からなり、有機半導体あるいは無
機半導体からなる表示素子を備える第１基板１０２に対して対向して配置され、表示素子
を封止する封止基板としての機能を有する。このように、本実施形態では、第１基板１０
２及び第２基板１０４の２種の基板によって半導体層が挟持されることで表示装置１００
が構成される。画像が表示される表示部１１０は、第２基板１０４側の面となる。そして
、このような構成により、表示装置１００は、数十μｍ程度の厚さで構成され、可撓性を
有し、画像を表示した状態で自由に湾曲することができる。
【００３２】
図１及び図２に示すように、第２基板１０４の表面には、透明な電極体、たとえば、Ｉ
ＴＯ膜、ＩＺＯ膜などからなる変位センサ１０６が配列されている。変位センサ１０６は
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、例えば表示部１１０と同じ領域に形成されている。変位センサ１０６は透明な電極体か
らなり、第１基板１０２の表示素子に各々対向して配列されている。
【００３３】
変位センサ１０６は、例えば既存のタッチパネルの電極と同様に構成され、ＩＴＯ、Ｉ
ＺＯ等の透明電極からなる２枚の金属薄膜（抵抗膜）が対向して配置され、この１対の金
属薄膜が平面領域において例えばマトリクス状に複数配置されている。変位センサ１０６
の対向する透明電極は抵抗を有し、一方の電極には所定の電圧が印加され、電極間の抵抗
値がモニタされている。このような構成において、表示装置１００が湾曲すると、湾曲し
た位置で２枚の金属薄膜間の抵抗値が変化し、他方の電極には湾曲に応じた電圧が発生す
るため、抵抗値の変化を検出することができる。従って、マトリクス状に配置された複数
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の１対の金属薄膜のうち、抵抗値が変化した金属薄膜を検知することで、変位センサ１０
６のどの位置が変位したかを検知することができ、表示部１１０がどの位置で折り曲げら
れたかを検知できる。また、抵抗値の変化は、表示装置１００の曲がり量が大きくなるほ
ど増大する。このようにして、表示装置１００は、変位センサ１０６にて検出された抵抗
変化量を検出し、表示装置１００の曲がり位置、および曲がり量を検出することができる
。
【００３４】
また、本実施形態に係る表示装置１００は、外光や、表面の乱反射等に起因する光量を
検出する受光部１１２を備えている。図１に示すように、受光部１１２は、表示部１１０
の外周を囲む領域に設けられている。
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【００３５】
また、表示部１１２の各表示素子にも受光部１１４が設けられている。図３は、受光部
１１４を拡大して示す模式図である。このように、受光部１１４は、表示部１１２にマト
リクス状に配置された表示素子の各発光部と隣接して配置される。
【００３６】
図４は、受光部１１４の構成例を詳細に示す模式図である。図４（Ａ）に示すように、
表示部１１２の各画素は、有機ＥＬ素子１１６から構成されている。図４（Ｂ）は、有機
ＥＬ素子１１６を含む等価回路を示している。図４（Ｂ）に示すように、各画素の有機Ｅ
Ｌ素子１１６には直列にスイッチ（ＳＷ）１１８が接続されている。各画素の受光部１１
４は、スイッチ１１８をオンにした状態で、有機ＥＬ素子１１６に逆バイアス電圧を印加
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し、有機ＥＬ素子１１６が光を受光した際の光電流を検出することによって、表示部１１
０に照射される光量を検出する。
【００３７】
図５は、逆バイアス電圧をかけた状態で有機ＥＬ素子１１６に光電流が生じる様子を示
す特性図である。図４に示すように、有機ＥＬ素子１１６が光を検出すると、逆バイアス
電圧に応じて光電流が発生する。各画素に設けられた受光部１１４では、光電流の値と１
フレーム前の映像信号とを比較し、外光または乱反射による光量を検出する。
【００３８】
このように、本実施形態に係る表示装置１００は、表示部１１０の外側の領域に設けら
れた受光部１１２と、表示部１１０の各画素に設けられた受光部１１４の２種類の受光部
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を備えている。
【００３９】
また、図６は、受光部１１４のスキャン方向を示す模式図である。受光部１１４は、表
示素子と隣接してマトリクス状に配置される。図６に示すように、受光部１１４による光
量の検出は、画面の一端から他端に向けて線順次に行われる。この際、線順次にスイッチ
（ＳＷ）１１８をオンにすることで、各有機ＥＬ素子１１６により光量を検出することが
できる。
【００４０】
図７及び図８は、変位センサ１０６を表示部１１０の裏面側に設けた例を示す模式図で
ある。ここで、図７は表示装置１００の裏面の平面図を示しており、図８は表示装置１０
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０の断面図を示している。図７及び図８に示す構成において、第１基板１０２と第２基板
１０４の構成は、図１及び図２の表示装置１００と同様である。この構成例では、図８に
示すように、変位センサ１０６は、第１基板１０２の裏面に設けられている。変位センサ
１０６を表示部１１０の裏面に設けた場合も、表示部１１０の表面に設けた場合と同様に
、抵抗値の変化に応じて表示装置１００の湾曲量、湾曲位置を検出することができる。な
お、受光部１１２，１１４については、図１及び図２に示す表示装置１００と同様に表面
側に設けられるものとする。
【００４１】
図９は、表示装置１００が湾曲した状態を示す模式図であって、表示部１１０が設けら
れた表側の面が凹面となるように湾曲した状態を示している。また、図１０は、表示部１
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１０が設けられた面が凸面となるように湾曲した状態を示している。
【００４２】
図９及び図１０に示すように、表示装置１００が湾曲した状態では、湾曲によって表示
部１１０への外光の入射状態が変化し、表面での反射により画像の表示状態が変化する。
また、湾曲部位では、外光による乱反射、または近接する表示素子の発光光による乱反射
が生じ、表示部１１０における表示の状態が変化する。更には、湾曲によって表示部１１
０の表面の反射率が変化するため、これに起因して表示部１１０における表示の状態が変
化する。
【００４３】
このような現象に鑑みて、本実施形態では、変位センサ１０６で検出された抵抗値の抵
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抗変化量の検出値に応じて、第１基板１０２にて構成される有機半導体あるいは無機半導
体からなる表示素子への出力制御を呼応させて、抵抗変化量から求まる表示部１１０の湾
曲時の変位量（曲がり量）に基づいて、表示部１１０に表示される画像のコントラスト、
ホワイトバランス、乱反射などの表示状態を制御する。これにより、本実施形態では、表
示部１１０の湾曲による表示状態の変化を補償することができる。
【００４４】
［２．表示装置の機能ブロック構成］
以下に具体的な制御手法について説明する。図１１は、本実施形態に係る表示装置１０
０の機能構成を示すブロック図である。図１１に示す機能ブロックは、センサ、回路など
のハードウェア、または中央演算処理装置（ＣＰＵ）とこれを機能させるためのソフトウ
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ェア（プログラム）によって構成されることができる。図１１に示すように、表示装置１
００は、抵抗検出部１２０、抵抗比較部１２２、乱反射受光部１２４、受光比較部１２６
、比較演算部１２８、出力制御部１３０を備える。抵抗検出部１２０は、上述した変位セ
ンサ１０６に対応するものであり、抵抗検出部１０６は、湾曲量に対応するアナログ値と
して抵抗値を検出する。抵抗検出部１２０にて検出された抵抗値は、抵抗比較部１２２に
て変化量が検出される。ここで、抵抗比較部１２２は、表示装置１００が湾曲していない
平面の状態での基準抵抗値と、抵抗検出部１２０にて検出された抵抗値を比較することに
より変化量を検出する。
【００４５】
また、乱反射受光部１２４は、上述した受光部１１２，１１４に対応するものであり、
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表示装置１００の表面の光量を検出する。乱反射受光部１２４にて検出された受光量は、
受光比較部１２６にて変化量が検出される。ここで、受光比較部１２６は、表示装置１０
０が湾曲していない平面の状態での基準受光量と、湾曲時に乱反射検出部１２４にて検出
された受光量を比較することにより変化量を検出する。
【００４６】
抵抗比較部１２２は、抵抗変化量が検出された場合は、その変化量を比較演算部１２８
へ出力する。また、抵抗比較部１２２は、抵抗変化量が検出された場合は、その変位セン
サ１０６の位置情報を比較演算部１２８へ入力する。抵抗変化量が検出されなかった場合
、すなわち、抵抗検出部１２０にて検出された抵抗値と基準抵抗値との間に差がない場合
は、表示装置１００が湾曲していないため、抵抗変化量は比較演算部１２８には出力され
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ない。
【００４７】
また、受光比較部１２６は、受光量の変化量が検出された場合は、その変化量を比較演
算部１２８へ出力する。受光量の変化量が検出されなかった場合、すなわち、乱反射受光
部１２４にて検出された受光量と基準受光量との間に差がない場合は、変化量は比較演算
部１２８には出力されない。
【００４８】
比較演算部１２８では、入力された変化量に応じて、表示部１２０の出力制御値を決定
する。出力制御値は、比較演算部１２８から出力制御部１３０へ入力される。出力制御部
１３０は、出力制御値に基づいて表示部１１０への出力を制御する。
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【００４９】
図１２は、出力制御値を決定するためのルックアップテーブルを示す模式図である。ま
た、図１３は、抵抗変化値と乱反射受光値との関係を規定したルックアップテーブルを示
す模式図である。図１２に示すように、変位センサ１０６の抵抗変化に応じて出力制御値
が制御される。これにより、表示部１１０の湾曲に応じて映像表示を制御することができ
る。また、湾曲が元に戻った場合は、映像が元の状態に戻される。比較演算部１２８では
、これらのルックアップテーブルを使用して、湾曲及び受光量に応じて、画像のコントラ
スト、ホワイトバランス、および乱反射を調整するための出力制御値を演算する。
【００５０】
［３．コントラスト調整について］
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先ず、コントラストの調整について説明する。コントラストの調整においては、受光部
１１２，１１４の受光量を常にモニタリングし、受光部１１２，１１４から出力される電
圧値とそれぞれの輝度の値との対応表をあらかじめ各々３箇所の演算回路に組み込んでお
く。また同時に、映像出力信号も電圧入力とも対応できるように演算回路にあらかじめ組
み込んでおく。
【００５１】
また、コントラストを定義する相関式（低輝度画素に対する高輝度画素の比）は、予め
初期数値設定を任意に行うことができる。
【００５２】
ここでは、変位センサ１０６での検出電圧変動が所定のしきい値（ここでは０．２Ｖと
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する）以上の場合に、表示装置１００が湾曲していない場合と湾曲している場合の受光量
の両検出値を比較演算し、出力制御部１３０にて表示部１１０の出力を制御する。変位セ
ンサ１０６での検出電圧変動が０．２Ｖ以上となると、乱反射が表示に与える影響が大き
くなるためである。これにより、乱反射の影響によりコントラストが崩れて表示性能が劣
化することを抑止できる。ここで、比較演算部１２８での変動数値および出力制御は、ユ
ーザ側にて任意に変更できるものとする。
【００５３】
図１２に示すように、変位センサ１０６の抵抗変化値が大きくなる程、出力制御値は小
さい値に設定される。これにより、表示部１１０の湾曲が大きいほどコントラストが小さ
くなるように表示部１１０における表示状態が制御される。従って、湾曲による外光の増
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加、乱反射の増加に応じてコントラストを低下させることで、乱反射による画面のコント
ラスト増を抑えることができ、適正な表示状態を維持することができる。
【００５４】
また、図１３に示すように、変位センサ１０６の抵抗変化値が大きくなるほど乱反射の
受光値は大きくなり、この特性は予め表示装置１００側で取得されている。従って、表示
装置１００では、抵抗変化値があるしきい値を超えた場合に乱反射が生じているものとし
て、コントラストの調整を行う。この場合に、上述したように、一例として抵抗変化値が
０．２Ｖ以上となった場合にコントラスト調整を行う。
【００５５】
以下、コントラストの調整について詳細に説明する。図１４は、本実施形態に係る表示
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装置１００の構成例を示すブロック図である。図１４に示すように、表示装置１００は、
メモリ部１５０、パネルモジュール１５２、Ａ／Ｄ変換部１５４，１５６、メモリ部１５
８，１６０、乗算処理部１６２、乱反射受光変化検知部１６４、データ規格化処理部１６
８、抵抗検出部１７０、抵抗比較演算部１７２、電圧除算演算回路１７４、電圧除算結果
比率比較演算部１７６、電圧除算比率制御部１７８、演算選択制御回路１８０を備える。
【００５６】
図１４に示す構成において、メモリ部１５０は、パネルモジュール１５２へ入力される
信号を一時的に記憶するメモリである。また、パネルモジュール１５２は、表示装置１０
０の表示部１１０を構成するパネルモジュールであり、有機ＥＬ発光素子によって構成さ
れるものとする。メモリ部１５８は、受光部１１２，１１４により検出された光の光量を
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記憶するメモリである。また、メモリ部１６０は、変位センサ１０６によって検出された
変位量を記憶するメモリである。
【００５７】
乗算処理部１６２は、メモリ部１５０に記憶された映像信号に対してその２０％を乗算
して加算する処理を行う。受光変化検知部１６４は、乗算処理部１６２の出力とメモリ部
１５８に記憶された輝度情報を比較し、変化が生じているか否かを検知する。データ規格
化処理部１６８は、受光変化検知部１６４が検知した受光量の変化量を規格化する処理を
行う。
【００５８】
また、電圧除算演算回路１７４は、データ規格化処理部１６８から出力された検出電圧
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を除算計算する。また、電圧除算結果比率比較演算部１７６は、各々の画素の電圧除算結
果が大きいのか否かを比較演算するため、電圧除算結果をコントラスト調整相関比率式と
比較する処理演算を行う。電圧除算比率演算部１７８は、電圧除算結果比率比較演算部１
７６による比較結果より、制御する画素を統制する数値を算出する。
【００５９】
演算選択制御回路１８０は、電圧除算比率演算部１７８の演算結果により表示画素Ｌ１
、表示画素Ｌ２の映像信号入力を選択的に制御し、その出力により、湾曲による乱反射の
影響を考慮した表示画素Ｌ１，Ｌ２の輝度補正を行う。
【００６０】
図１５は、図１４の構成による処理を示すフローチャートである。先ず、パネルモジュ
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ール１５２への初期信号入力をメモリ部１５０に記憶し、その信号がメモリ部１５０から
メモリデータとして読み出しされる（ステップＳ１０）。メモリデータの読出しは高輝度
画素Ｌ１の画像入力信号と低輝度画素Ｌ２の画像入力信号の双方について行われる。また
、パネルモジュール１５２の入力表示画素からの乱反射量を受光部１１２，１１４にてモ
ニタリングし、その出力信号がメモリ部１５８からメモリデータとして読み出しされる。
乗算処理部１６２では、メモリ部１５０における初期入力信号のメモリデータを２０％乗
算処理し、乗算処理されたデータは、メモリ部１５８から読み出されたデータとともに受
光変化検知部１６４に入力され、受光輝度の変化が検出される（ステップＳ１２）。
【００６１】
一方、変位センサ１０６にて検出された抵抗値は、Ａ／Ｄ変換部１５６でＡ／Ｄ変換さ
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れた後にメモリ部１６０に記憶され、抵抗検出部１７０にて検出される。抵抗検出部１７
０にて検出された抵抗値は、抵抗比較演算部１７２にて表示装置１００が湾曲していない
通常の値と比較される。比較の結果、通常の値に対して所定のしきい値を超えた差分が生
じている場合は、表示部１１０の湾曲の変化の現象が起こっていることがデータメモリさ
れ、その差分はデータ規格化処理部１６８へ出力される。
【００６２】
ステップＳ１２の後、データ規格化処理部１６８によって、乗法処理された初期信号と
乱反射のモニタリング光量とのメモリデータ差分から規格化演算が行われ（ステップＳ１
４）、高輝度画素、低輝度画素の表示入力のそれぞれにおいて、表示画素の発光輝度変化
量として処理される。その変化量として処理演算された数値は電圧値として処理される。
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ここで、初期における高輝度表示画素の輝度値をＬ１、低輝度表示画素の輝度値をＬ２と
する。
【００６３】
抵抗比較演算部１７２の出力が所定のしきい値以下（ここでは０．２Ｖとする）の場合
は、表示装置１００が殆ど湾曲していないと考えられるため、データ規格化処理部１６８
は処理結果を電圧除算演算回路１７４に出力しない。一方、抵抗比較演算部１７２の出力
が所定のしきい値を超えた場合、コントラスト調整のため、データ規格化処理部１６８は
処理結果を電圧除算演算回路１７４に出力する。このため、表示装置１００が湾曲してい
ない初期状態では、データ規格化処理部１６８よりも後段の処理は行われない。
【００６４】
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例えば、表示装置１００の湾曲により、初期状態から所期期間後に表示後の高輝度表示
画素でＬ１の値が初期値の１１０％となり、低輝度表示画素でＬ２の値が初期値の１０５
％であった場合の補正方法を例に挙げて説明する。
【００６５】
この場合、表示装置１００が湾曲している状態で変位センサ１０６から検出された抵抗
値がメモリされ、表示装置１００が湾曲していない場合の抵抗値に対する差分がデータ規
格化処理部１６８へ出力される。その後、発光輝度変化検出部１６４によって、乗法処理
された初期信号と乱反射量のモニタリング光量とのメモリデータ差分が求められ、データ
規格化処理部１６８にてメモリデータ規格化検算が行われ、高輝度表示画素、低輝度表示
画素のそれぞれにおいて、表示画素の発光輝度変化量ｄＬ１，ｄＬ２として処理される。
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【００６６】
その後、電圧除算演算回路１７４にて電圧除算演算を行い、検出電圧を除算計算する（
ステップＳ１６）。ここでは、低輝度画素Ｌ２に対する高輝度画素Ｌ１の比率を求める除
算を行う。次に、電圧除算結果比率比較演算部１７６にて電圧除算結果の比較演算を行い
、コントラスト調整相関比率式との比較演算処理を行う（ステップＳ１８）。
【００６７】
コントラスト調整相関比率式は、例えば以下により表すことができる。ここで、Ｒの値
の初期値設定は任意に行うことができる。
高輝度表示輝度Ｌ１／低輝度表示輝度Ｌ２＝Ｒ
【００６８】

10

次に、コントラスト調整相関比率式との比較の結果に基づいて、電圧除算比率制御部１
７８により、制御する画素の出力を統制するための数値を算出する（ステップＳ２０）。
そして、演算選択制御回路１８０により映像信号を制御し、高輝度表示画素、低輝度表示
画素の輝度を補正して、表示装置１００が湾曲している状態でのＲの値が初期状態でのＲ
から変化するように調整が行われる（ステップＳ２２）。具体的には、湾曲している状態
でのＲの値は、初期状態でのＲよりも小さくなるように調整を行う。この結果、高輝度の
表示画素、低輝度の表示画素に対して、映像出力信号に反映させることで、湾曲時のコン
トラストを抑えることができ、湾曲による乱反射の影響を抑えたコントラスト調整をする
ことができる。
【００６９】

20

［４．ホワイトバランス調整について］
次に、ホワイトバランス（ＷＢ）の調整について説明する。ホワイトバランスの調整の
際の機能ブロックは、図１１に示したものと同様である。ホワイトバランスの調整におい
ては、ＲＧＢ毎に受光部１１２，１１４を設け、受光部１１２，１１４の受光量を常にモ
ニタリングし、受光部１１２，１１４から出力される電圧値とそれぞれの輝度の値との対
応表を予め各々３箇所の演算回路に組み込んでおく。また同時に、映像出力信号も電圧入
力とも対応できるように演算回路に予め組み込んでおく。
【００７０】
ホワイトバランスを定義する相関式は以下の式を用いるものとし、予めＸ，Ｙ，Ｚの初
期数値設定を任意に行うことができる。なお、ＶＬＲ，ＶＬＧ，ＶＬＢは、それぞれＲＧ
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Ｂの輝度に対応した出力電圧値である。
ＶＬＲ／（ＶＬＲ＋ＶＬＧ＋ＶＬＢ）＝Ｘ
ＶＬＧ／（ＶＬＲ＋ＶＬＧ＋ＶＬＢ）＝Ｙ
ＶＬＢ／（ＶＬＲ＋ＶＬＧ＋ＶＬＢ）＝Ｚ
【００７１】
ここでは、変位センサ１０６での検出電圧変動が０．２Ｖ以上の場合に、表示装置１０
０が湾曲していない場合と湾曲している場合の受光量の両検出値を比較演算し、出力制御
部１３０にて表示部１１０の出力を制御する。これにより、乱反射の影響により、ホワイ
トバランスが崩れて表示性能が劣化することを抑止できる。ここで、比較演算部１２８で
の変動数値および出力制御は、ユーザ側にて任意に変更できるものとする。
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【００７２】
ホワイトバランスの調整についても、図１４と同様の構成を用いて、図１５のフローチ
ャートの処理で行うことができる。コントラストの調整の場合と同様に、表示入力のそれ
ぞれにおいて、表示画素の発光輝度変化量に基づいて処理が行われる。具体的な処理とし
ては、コントラストの場合と同様に、輝度の変動に応じて上式のＸ，Ｙ，Ｚの値を算出し
、初期値と比較してホワイトバランスの調整を行う。ＶＬＲ，ＶＬＧ，ＶＬＢのいずれか
の値が変動した場合、他の値を変化させることで、ホワイトバランスが一定となるように
制御を行う。
【００７３】
例えば表示画素Ｌ１の輝度ＬＲが初期値に対して１１０％になった場合、４．４Ｖの電
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圧値として検出され、また表示画素２においては、輝度ＬＧが１０５％の発光輝度変化量
を１０．５Ｖとして検出されたものとする。この場合、それぞれの相関式の値が電圧除算
演算回路１７４から出力される。ここでは、ＬＢの値は初期値から変化せず、２．０Ｖの
電圧値として出力されるものとする。
【００７４】
電圧除算結果比率比較演算部１７６では、初期のＸ，Ｙ，Ｚの数値と相対比較を行い、
表示画素Ｌ１ではＸの値において初期設定値（＝１／４）と比較し、電圧除算比率制御部
１７８にて、表示画素Ｌ１の輝度ＬＲに対して０．４Ｖの出力低下制限を反映させる。
【００７５】
また、表示画素２においては、輝度ＬＧが変化しているため、輝度ＬＧに対してＹの値
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において初期設定値（＝５／８）と比較し、電圧除算比率制御部１７８にて、輝度ＬＧに
対して０．５Ｖの出力制限を反映させる。そして、演算選択制御回路１８０による選択制
御により表示画素Ｌ１，Ｌ２の選択制御を行う。この結果、表示画素Ｌ１，Ｌ２のそれぞ
れに対して、映像出力信号に反映させることで、湾曲による乱反射の影響に起因するホワ
イトバランス調整をすることができる。
【００７６】
［５．乱反射調整について］
次に、乱反射の調整について説明する。乱反射調整の際の機能ブロックは、図１１に示
したものと同様である。ここでも、例えば変位センサ１０６の抵抗値に所定のしきい値（
＝０．２Ｖ）以上の変動があった場合に、表示部１１０に乱反射の影響が及ぶと設定する
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ものとする。この場合、抵抗値は変位センサ１０６にてモニタリングされ、比較検出部１
２８では抵抗変動値と初期値とを比較演算する。比較演算部１２８にて、例えば受光部１
１２，１１４での検出値の変動が２０％以上であり、かつ、変位センサ１０６での検出電
圧変動が０．２Ｖ以上であることが湾曲していない場合と湾曲している場合の両検出値に
おいて比較演算された場合に、出力制御部１３０にて、乱反射を考慮して出力を制御する
。ここでは、例えば表示出力を１５％低下させて、表示部１１０への乱反射を抑制し、表
示性能を維持する。ここで、比較演算部１２８での変動数値および出力制御は、ユーザ側
にて任意に変更できるものとする。
【００７７】
図１６は、乱反射による出力制御を行うためのルックアップテーブル（ＬＵＴ）の一例
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を示す模式図である。図１６に示すように、変位センサ１０６の抵抗変化値と受光センサ
１１２，１１４の検出変動値については、予め対応する値が取得されている。図１６に示
すように、変位センサ１０６の抵抗値の変動が０．２Ｖ以上となり、受光センサ１１２，
１１４の検出値が２０％以上変動した場合に、表示部１１０への出力を８５％に低下させ
る。これにより、表示装置１００が湾曲した場合に、表示部１１０の乱反射に起因して表
示の視認性が低下することを確実に抑止できる。
【００７８】
［６．変位センサを表裏面に設けた構成例］
図１７は、表示装置１００の断面を示す模式図であって、変位センサを表示装置１００
の表裏面に設けた構成例を示している。また、図１８は、図１７に示す表示装置１００が
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湾曲した状態を示す模式図である。図１８の場合、湾曲部において、表示部１１０が設け
られていない裏面側の変位センサ１０６の曲率半径は、表示部１１０が設けられている表
面側の変位センサ１０６の曲率半径よりも大きくなる。より詳細には、裏面側の変位セン
サ１０６の曲率半径は、第１基板１０２及び第２基板１０４の厚さ分だけ大きくなる。こ
のため、表面側の変位センサ１０６の湾曲量は裏面側の変位センサ１０６の湾曲量に比べ
て大きくなり、より湾曲量の大きい表面側の変位センサ１０６の抵抗変化量は、裏面側の
変位センサ１０６の抵抗変化量よりも大きくなる。
【００７９】
従って、図１７に示す構成によれば、表裏面の変位センサ１０６により抵抗変化量を検
出した場合に、表裏面の抵抗変化量を比較することで、表裏面の何れか一方が凹面で、他
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方が凸面であることを検出することができる。従って、出力制御部１３０は、表示部１１
０が凹面か凸面かに応じて、制御を切り換えることができる。例えば、表示部１１０の表
面が凹面となる場合は、表示素子の発光による乱反射がより多くなるため、表示部１１０
が凸面の場合に比べて信号の出力値をより低下させる制御などが可能となる。
【００８０】
以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明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、当然に本発明の技術的
10

範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００８１】
１００

表示装置

１０２，１０３

基板

１０６

変位センサ

１１０

表示部

１１２，１１４
１３０

【図１】

【図２】

受光部

出力制御部

【図３】
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【図５】

【図６】

【図８】

【図９】
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