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(57)【要約】
【課題】消費電力を低減することができる画像処理装置
を得る。
【解決手段】３つの基本色光を発する第１の画素、第２
の画素、第３の画素、および非基本色光を発する第４の
画素を有する表示装置の第４の画素における発光輝度の
経時変化特性と、第１の画素、第２の画素、および第３
の画素にそれぞれ対応する第１の輝度情報、第２の輝度
情報、および第３の輝度情報とに基づいて、第４の画素
の輝度の基になる第４の輝度情報を生成する輝度情報生
成部を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３つの基本色光を発する第１の画素、第２の画素、第３の画素、および非基本色光を発
する第４の画素を有する表示装置の前記第４の画素における発光輝度の経時変化特性と、
前記第１の画素、前記第２の画素、および前記第３の画素にそれぞれ対応する第１の輝度
情報、第２の輝度情報、および第３の輝度情報とに基づいて、前記第４の画素の輝度の基
になる第４の輝度情報を生成する輝度情報生成部を備えた
　画像処理装置。
【請求項２】
　前記第４の輝度情報に基づいて前記経時変化特性を求める演算部をさらに備えた
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記演算部は、発光時間にも基づいて前記経時変化特性を求める
　請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記演算部は、前記表示部の温度にも基づいて、前記経時変化特性を求める
　請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記表示部における動作電圧または動作電流に基づいて、前記経時変化特性を求める演
算部をさらに備えた
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記経時変化特性に基づいて、第１のパラメータ、第２のパラメータ、および第３のパ
ラメータを求めるパラメータ算出部をさらに備え、
　前記輝度情報生成部は、
　前記第１のパラメータを用いて前記第１の輝度情報を線形変換することにより第１の値
を求め、
　前記第２のパラメータを用いて前記第２の輝度情報を線形変換することにより第２の値
を求め、
　前記第３のパラメータを用いて前記第３の輝度情報を線形変換することにより第３の値
を求め、
　前記第１の値、前記第２の値、前記第３の値に基づいて前記第４の輝度情報を生成する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記輝度情報生成部は、
　前記経時変化特性に基づいて、前記第１の値、前記第２の値、および前記第３の値を補
正し、
　補正された前記第１の値、補正された前記第２の値、および補正された前記第３の値の
うちの最小値に基づいて前記第４の輝度情報を生成する
　請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記輝度情報生成部は、
　前記第１の輝度情報、前記第４の輝度情報、および前記第１のパラメータに基づいて、
前記第１の画素の輝度の基になる第５の輝度情報を生成し、
　前記第２の輝度情報、前記第４の輝度情報、および前記第２のパラメータに基づいて、
前記第２の画素の輝度の基になる第６の輝度情報を生成し、
　前記第３の輝度情報、前記第４の輝度情報、および前記第３のパラメータに基づいて、
前記第３の画素の輝度の基になる第７の輝度情報を生成する
　請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項９】
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　前記輝度情報生成部は、前記経時変化特性に基づいて、前記第５の輝度情報、前記第６
の輝度情報、前記第７の輝度情報を補正する
　請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記第１の画素、前記第２の画素、および前記第３の画素における発光輝度の経時変化
特性に基づいて、前記第４の輝度情報、前記第５の輝度情報、および前記第６の輝度情報
を補正する補正部をさらに備えた
　請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記パラメータ算出部は、前記表示部の温度にも基づいて、前記第１のパラメータ、前
記第２のパラメータ、および前記第３のパラメータを求める
　請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記非基本色光は白色光である
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記３つの基本色光は、赤色光、緑色光、および青色光である
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　３つの基本色光を発する第１の画素、第２の画素、第３の画素、および非基本色光を発
する第４の画素を有する表示部と、
　画像処理部と
　前記画像処理部に対して動作制御を行う制御部と
　を備え、
　前記画像処理部は、前記表示部の前記第４の画素における発光輝度の経時変化特性と、
前記第１の画素、前記第２の画素、および前記第３の画素にそれぞれ対応する第１の輝度
情報、第２の輝度情報、および第３の輝度情報とに基づいて、前記第４の画素の輝度の基
になる第４の輝度情報を生成する輝度情報生成部を有する
　電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、画像を処理する画像処理装置およびそのような画像処理装置を備えた電子機
器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）表示装置から液晶表示装置や有機ＥＬ（Electro- L
uminescence）表示装置への置き換えが進んでいる。これらの表示装置は、ＣＲＴ表示装
置に比べ、消費電力を低くすることができるとともに、薄型の表示装置を構成できるため
、表示装置の主流になりつつある。
【０００３】
　ところで、表示装置には、各画素を、例えば、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）、
および白色（Ｗ）の４つのサブ画素で構成するものがある。このような表示装置では、信
号レベル（輝度情報）に応じて各サブ画素の輝度を変化させることにより表示が行われる
。その際、例えば、白色のサブ画素から射出される白色光の色度が、信号レベルに応じて
変化してしまう場合がある。例えば、特許文献１には、このような色度の変化を補正する
方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特表２０１０－５２４０４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、電子機器では、一般に消費電力が低いことが望まれ、画像処理装置において
も、さらなる消費電力の低減が期待される。
【０００６】
　本開示はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、消費電力を低減すること
ができる画像処理装置および電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の画像処理装置は、輝度情報生成部を備えている。輝度情報生成部は、３つの基
本色光を発する第１の画素、第２の画素、第３の画素、および非基本色光を発する第４の
画素を有する表示装置の第４の画素における発光輝度の経時変化特性と、第１の画素、第
２の画素、および第３の画素にそれぞれ対応する第１の輝度情報、第２の輝度情報、およ
び第３の輝度情報とに基づいて、第４の画素の輝度の基になる第４の輝度情報を生成する
ものである。
【０００８】
　本開示の電子機器は、上記画像処理装置を備えたものであり、例えば、テレビジョン装
置、電子ブック、スマートフォン、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、
ビデオカメラ、ヘッドマウントディスプレイなどが該当する。
【０００９】
　本開示の画像処理装置および電子機器では、非基本色光を発する第４の画素の輝度の基
になる第４の輝度情報が生成される。この第４の輝度情報は、第４の画素における発光輝
度の経時変化特性と、第１の輝度情報、第２の輝度情報、および第３の輝度情報とに基づ
いて生成される。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示の画像処理装置および電子機器によれば、第４の画素における発光輝度の経時変
化特性と、第１の輝度情報、第２の輝度情報、および第３の輝度情報とに基づいて第４の
輝度情報を生成するようにしたので、消費電力を低減することができる。なお、ここに記
載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれの効果が
あってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の第１の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である。
【図２】図１に示したＥＬ表示部の一構成例を表すブロック図である。
【図３】図２に示した画素の一構成例を表す模式図である。
【図４】図１に示したＲＧＢＷ変換部の一構成例を表すブロック図である。
【図５】図４に示した乗算部および補正部の一特性例を表す説明図である。
【図６】図４に示した乗算部および補正部の一動作例を表す説明図である。
【図７】図４に示した補正部の一動作例を表す説明図である。
【図８】図４に示したＧｗ算出部の一特性例を表す説明図である。
【図９】図４に示した補正部の一構成例を表すブロック図である。
【図１０】図４に示したＲＧＢＷ変換部の一動作例を表す説明図である。
【図１１】図４に示したＲＧＢＷ変換部の一動作例を表す他の説明図である。
【図１２】比較例に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である。
【図１３】図１２に示したＲＧＢＷ変換部の一構成例を表すブロック図である。
【図１４】図１３に示したＲＧＢＷ変換部の一動作例を表す説明図である。
【図１５】図１３に示したＲＧＢＷ変換部の一動作例を表す他の説明図である。
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【図１６】第１の実施の形態の変形例に係る画素アレイ部の一構成例を表す説明図である
。
【図１７】第１の実施の形態の他の変形例に係る表示装置の一構成例を表すブロック図で
ある。
【図１８】図１７に示したＥＬ表示部における画素の一構成例を表す模式図である。
【図１９】図１７に示したＲＧＢＷ変換部の一構成例を表すブロック図である。
【図２０】第１の実施の形態の他の変形例に係る画素の一構成例を表す模式図である。
【図２１】第２の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である。
【図２２】図２１に示した補正部の一構成例を表すブロック図である。
【図２３】第３の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である。
【図２４】第３の実施の形態の変形例に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である
。
【図２５】第３の実施の形態の変形例に係る表示装置の一構成例を表すブロック図である
。
【図２６】実施の形態に係る表示装置の適用例１の外観構成を表す斜視図である。
【図２７】実施の形態に係る表示装置の適用例２の外観構成を表す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。
１．第１の実施の形態
２．第２の実施の形態
３．第３の実施の形態
４．適用例
【００１３】
＜１．第１の実施の形態＞
［構成例］
（全体構成例）
　図１は、第１の実施の形態に係る表示装置の一構成例を表すものである。この表示装置
１は、表示素子として有機ＥＬ表示素子を用いた、ＥＬ表示装置である。なお、本開示の
実施の形態に係る画像処理装置および電子機器は、本実施の形態により具現化されるので
、併せて説明する。
【００１４】
　表示装置１は、画像信号Ｓｐ０に基づいて画像を表示するものである。この画像信号Ｓ
ｐ０は、この例では、赤色（Ｒ）の輝度情報ＩＲ、緑色（Ｇ）の輝度情報ＩＧ、および青
色（Ｂ）の輝度情報ＩＢを含む、いわゆるＲＧＢ信号である。
【００１５】
　表示装置１は、画像処理装置１０と、表示制御部２１と、ＥＬ表示部２２と、温度セン
サ２３とを備えている。画像処理装置１０は、画像信号Ｓｐ０および温度信号Ｓtempに基
づいて、画像信号Ｓｐ１を生成するものである。表示制御部２１は、画像信号Ｓｐ１に基
づいて、ＥＬ表示部２２における表示動作のタイミング制御を行うものである。ＥＬ表示
部２２は、表示素子として有機ＥＬ表示素子を用いた表示部であり、表示制御部２１によ
る制御に基づいて表示動作を行うものである。温度センサ２３は、ＥＬ表示部２２におけ
る温度（パネル温度）を検出し、その検出結果を温度信号Ｓtempとして出力するものであ
る。
【００１６】
　図２は、ＥＬ表示部２２の一構成例を表すものである。ＥＬ表示部２２は、画素アレイ
部９３と、垂直駆動部９１と、水平駆動部９２とを有している。
【００１７】
　画素アレイ部９３は、画素Ｐixがマトリックス状に配置されたものである。この例では
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、各画素Ｐixは、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）、および白色（Ｗ）の４つのサブ
画素２４（２４Ｒ，２４Ｇ，２４Ｂ，２４Ｗ）により構成されている。この例では、画素
Ｐixにおいて、これらの４つのサブ画素２４を２行２列で配置している。具体的には、画
素Ｐixにおいて、左上に赤色（Ｒ）のサブ画素２４Ｒを配置し、左下に緑色（Ｇ）のサブ
画素２４Ｇを配置し、右上に白色（Ｗ）のサブ画素２４Ｗを配置し、右下に青色（Ｂ）の
サブ画素２４Ｂを配置している。なお、これらの４つのサブ画素２４の配置はこれに限定
されるものではなく、どの順に配置してもよい。
【００１８】
　図３は、画素Ｐixの構成を模式的に表すものである。画素アレイ部９３は、白色発光層
ＬＷとカラーフィルタＣＦとを有している。白色発光層ＬＷは、黄色（Ｙ）の光を射出す
る有機ＥＬ層（黄色発光層ＬＹ）と、青色（Ｂ）の光を射出する有機ＥＬ層（青色発光層
ＬＢ）とを積層することにより構成されている。そして、黄色発光層ＬＹから射出した黄
色光と、青色発光層ＬＢから射出した青色光が混ざり合い、白色光として白色発光層ＬＷ
から射出される。赤色のサブ画素２４Ｒでは、赤色のカラーフィルタＣＦにより、白色光
から赤色成分が分離され射出される。同様に、緑色のサブ画素２４Ｇでは、緑色のカラー
フィルタＣＦにより、白色光から緑色成分が分離され射出され、青色のサブ画素２４Ｂで
は、青色のカラーフィルタＣＦにより、白色光から青色成分が分離され射出される。白色
のサブ画素２４Ｗでは、白色のカラーフィルタＣＦにより白色光の色域が調整される。な
お、画質（色域）に対する要求がさほど高くないアプリケーションなどにおいては、白色
（Ｗ）のカラーフィルタＣＦを設けなくてもよい。
【００１９】
　有機ＥＬ層は、一般に、経時変化により発光輝度が変化する。具体的には、この例では
、黄色発光層ＬＹから射出される黄色光の輝度が時間の経過に応じて低下し、青色発光層
ＬＢから射出される青色光の輝度が時間の経過に応じて低下する。よって、各サブ画素２
４では、輝度が経時変化により低下する。また、特に、白色のサブ画素２４Ｗでは、黄色
発光層ＬＹにおける輝度の経時変化の割合と、青色発光層ＬＢにおける輝度の経時変化の
割合が異なる場合には、時間の経過に応じて色度もまた変化してしまう。このような輝度
や色度の経時変化は、電流密度が高いほど、発光時間が長いほど、そして温度が高いほど
顕著になる。画像処理部１０では、後述するように、ＥＬ表示部２２におけるこのような
発光特性の経時変化を考慮して、あらかじめ画像処理を行うようになっている。
【００２０】
　垂直駆動部９１は、表示制御部２１によるタイミング制御に基づいて走査信号を生成し
、ゲート線ＧＣＬを介して画素アレイ部９３に供給することにより、画素アレイ部９３内
のサブ画素２４を順次選択して、線順次走査するものである。
【００２１】
　水平駆動部９２は、表示制御部１２によるタイミング制御に基づいて画素信号を生成し
、データ線ＳＧＬを介して画素アレイ部９３に供給することにより、画素アレイ部９３の
各サブ画素２４へ画素信号を供給するものである。
【００２２】
　表示装置１は、このように４つのサブ画素２４により画像を表示ことにより、消費電力
を低減することができる。すなわち、例えば、赤色、緑色、および青色の３つのサブ画素
を有する表示装置では、白色を表示する場合にはこれらの３つのサブ画素を発光させるが
、表示装置１では、これに代えて、白色のサブ画素２４Ｗを主に発光させることにより、
消費電力を低減することができるようになっている。
【００２３】
（画像処理部１０）
　画像処理部１０は、リニアガンマ変換部１１と、信号処理部１２と、パラメータ算出部
１６と、ＲＧＢＷ変換部３０と、補正部４０と、輝度変化度算出部１５と、パネルガンマ
変換部１７とを有している。
【００２４】
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　リニアガンマ変換部１１は、入力された画像信号Ｓｐ０を、線形なガンマ特性を有する
画像信号Ｓｐ１１に変換（リニアガンマ変換）するものである。すなわち、外部から供給
される画像信号Ｓｐ０は、一般的な表示装置の特性を考慮した非線形なガンマ特性を有し
ている。よって、このリニアガンマ変換部１１は、信号処理部１２やＲＧＢＷ変換部３０
などにおける処理を容易にするため、このような非線形なガンマ特性を線形なガンマ特性
に変換する。リニアガンマ変換部１１は、例えばルックアップテーブルを有しており、こ
のルックアップテーブルを用いてこのようなガンマ変換を行うようになっている。
【００２５】
　信号処理部１２は、画像信号Ｓｐ１１に対して所定の信号処理を行い、その結果を画像
信号Ｓｐ１２として出力するものである。所定の信号処理としては、例えば、画像信号Ｓ
ｐ１１により表現される色域および色温度を、ＥＬ表示部２２の色域および色温度に変換
する、いわゆる色域変換などが挙げられる。
【００２６】
　パラメータ算出部１６は、輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて、パラメータＫｒ，Ｋｇ，
Ｋｂを求めるものである。輝度変化度Ｎwyは、白色（Ｗ）のサブ画素２４Ｗから射出され
る白色光のうちの黄色成分の輝度の経時変化を示すものである。すなわち、この輝度変化
度Ｎwyは、主に、サブ画素２４Ｗにおける黄色発光層ＬＹの発光特性の経時変化に対応す
るものである。同様に、輝度変化度Ｎwbは、白色（Ｗ）のサブ画素２４Ｗから射出される
白色光のうちの青色成分の輝度の経時変化を示すものである。すなわち、この輝度変化度
Ｎwbは、主に、サブ画素２４Ｗにおける青色発光層ＬＢの発光特性の経時変化に対応する
ものである。輝度変化度Ｎwy，Ｎwbは、例えば、初期値は“１”であり、時間の経過に応
じてその初期値から低下していくものである。
【００２７】
　ＲＧＢＷ変換部３０は、ＲＧＢ信号である画像信号Ｓｐ１２、パラメータＫｒ，Ｋｇ，
Ｋｂ、および輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて、ＲＧＢＷ信号を生成し、画像信号Ｓｐ１
３として出力するものである。具体的には、ＲＧＢＷ変換部３０は、赤色（Ｒ）、緑色（
Ｇ）、青色（Ｂ）の３色の輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢを含むＲＧＢ信号を、赤色（Ｒ）、
緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）、白色（Ｗ）の４色の輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２
を含むＲＧＢＷ信号に変換（ＲＧＢＷ変換）するようになっている。
【００２８】
　図４は、ＲＧＢＷ変換部３０の一構成例を表すものである。ＲＧＢＷ変換部３０は、逆
数算出部３１と、乗算部３２と、補正部３３と、最小値選択部３４と、Ｇｗ算出部３５と
、乗算部３６，３７と、減算部３８と、補正部３９を有している。
【００２９】
　逆数算出部３１は、パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂに基づいて、これらのパラメータの逆
数“１／Ｋｒ”，“１／Ｋｇ”，“１／Ｋｂ”をそれぞれ求めるものである。
【００３０】
　乗算部３２および補正部３３は、画像信号Ｓｐ１２に含まれる輝度情報ＩＲ，ＩＧ，Ｉ
Ｂを、輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢに変換するものである。ここで、輝度情報ＪＲは、赤色
のサブ画素２４Ｒを輝度情報ＩＲで発光させたときの赤色光の輝度を、白色のサブ画素２
４Ｗを発光させることにより実現するための輝度情報である。言い換えれば、白色のサブ
画素２４Ｗをこの輝度情報ＪＲに基づいて発光させたときの白色光のうちの赤色成分の輝
度は、赤色のサブ画素２４Ｒを輝度情報ＩＲで発光させたときの赤色光の輝度と等しくな
る。同様に、輝度情報ＪＧは、緑色のサブ画素２４Ｇを輝度情報ＩＧで発光させたときの
緑色光の輝度を、白色のサブ画素２４Ｗを発光させることにより実現するための輝度情報
である。また、輝度情報ＪＢは、青色のサブ画素２４Ｂを輝度情報ＩＢで発光させたとき
の青色光の輝度を、白色のサブ画素２４Ｗを発光させることにより実現するための輝度情
報である。
【００３１】
　図５は、乗算部３２および補正部３３における、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢから輝度情
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報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢへの変換特性の一例を表すものである。図５に示したように、変換特
性は、線形性を有する場合や非線形性を有する場合がある。よって、乗算部３２および補
正部３３は、このように、線形な変換特性だけでなく、非線形な変換特性をも実現できる
ように構成されている。また、乗算部３２および補正部３３は、白色のサブ画素２４Ｗの
発光特性の経時変化に応じて、変換特性を変化させることができるようになっている。
【００３２】
　図６は、乗算部３２および補正部３３における、輝度情報ＩＲから輝度情報ＪＲへの変
換動作を表すものである。乗算部３２および補正部３３では、２段階で、輝度情報ＩＲを
輝度情報ＪＲに変換する。具体的には、まず、乗算部３２が、線形変換により、輝度情報
ＩＲを輝度情報ＪＲ１に変換する。すなわち、輝度情報ＩＲから輝度情報ＪＲ１への変換
特性は線形である。そして、補正部３３が、輝度情報ＪＲ１に補正量ΔＪＲを加算するこ
とにより輝度情報ＪＲを生成する。輝度情報ＪＲ１から輝度情報ＪＲへの変換特性は、こ
の例では非線形である。なお、この例では、輝度情報ＩＲから輝度情報ＪＲへの変換動作
について説明したが、輝度情報ＩＧから輝度情報ＪＧへの変換動作、および輝度情報ＩＢ
から輝度情報ＪＢへの変換動作についても同様である。このように、ＲＧＢＷ変換部３０
では、乗算部３２および補正部３３を組み合わせることにより、非線形な変換特性を実現
できるようになっている。
【００３３】
　乗算部３２は、画像信号Ｓｐ１２に含まれる各画素の輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢに対し
て、パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂの逆数“１／Ｋｒ”，“１／Ｋｇ”，“１／Ｋｂ”をそ
れぞれ乗算するものである。具体的には、乗算部３２は、輝度情報ＩＲに対して“１／Ｋ
ｒ”を乗算して輝度情報ＪＲ１を生成し、輝度情報ＩＧに対して“１／Ｋｇ”を乗算して
輝度情報ＪＧ１を生成し、輝度情報ＩＢに対して“１／Ｋｂ”を乗算して輝度情報ＪＢ１
を生成する。このように、乗算部３２は、線形変換により、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢを
輝度情報ＪＲ１，ＪＧ１，ＪＢ１に変換するようになっている。
【００３４】
　補正部３３は、輝度情報ＪＲ１，ＪＧ１，ＪＢ１に対して補正を行い、輝度情報ＪＲ，
ＪＧ，ＪＢを生成するものである。補正部３３は、補正部３３Ｒ，３３Ｇ，３３Ｂを有し
ている。
【００３５】
　補正部３３Ｒは、輝度情報ＩＲおよび輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて補正量ΔＪＲを
求め、輝度情報ＪＲ１にこの補正量ΔＪＲを加算して、輝度情報ＪＲを生成するものであ
る。補正部３３Ｒは、輝度変化度Ｎwy，Ｎwbと対応づけられた複数のルックアップテーブ
ルを有している。各ルックアップテーブルは、輝度情報ＩＲと補正量ΔＪＲとの関係を示
すものである。この構成により、補正部３３Ｒは、まず、輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づい
て、複数のルックアップテーブルのうちの１つを選択する。次に、補正部３３Ｒは、その
選択されたルックアップテーブルを用いて、輝度情報ＩＲに基づいて、線形補間により補
正量ΔＪＲを求める。そして、補正部３３Ｒは、輝度情報ＪＲ１にこの補正量ΔＪＲを加
算することにより、輝度情報ＪＲを生成するようになっている。
【００３６】
　図７は、補正部３３Ｒの一動作例を表すものである。なお、この図７は、説明の便宜上
、誇張して描いている。このように、補正部３３Ｒは、輝度情報ＪＲ１に、線形補間によ
り得られた補正量ΔＪＲを加算して、輝度情報ＪＲを生成する。その際、補正部３３Ｒは
、ルックアップテーブルを用いて補正を行うため、このようにして求めた輝度情報ＪＲと
、理想的な変換特性により求めた輝度情報ＪＲ０との間には差が生じることとなる。その
際、補正部３３Ｒは、輝度情報ＪＲがこの輝度情報ＪＲ０よりも小さくなるように、補正
量ΔＪＲを設定する。これにより、後述するように、画質が低下するおそれを低減するこ
とができるようになっている。
【００３７】
　また、乗算部３２および補正部３３Ｒでは、まず、乗算部３２が、輝度情報ＩＲを線形
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変換により輝度情報ＪＲ１に変換し、補正部３３Ｒが、輝度情報ＪＲ１を補正して輝度情
報ＪＲを生成する。これにより、回路規模を小さくすることができる。すなわち、例えば
、輝度情報ＩＲおよび輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて、輝度情報ＩＲを輝度情報ＪＲに
直接変換するように構成した場合には、各ルックアップテーブルは、全範囲の輝度情報Ｉ
Ｒと全範囲の輝度情報ＪＲとの対応関係を記憶する必要があるため、各ルックアップテー
ブルの規模が増大してしまうおそれがある。一方、補正部３３Ｒでは、各ルックアップテ
ーブルは、全範囲の輝度情報ＩＲと、輝度情報ＪＲ１と輝度情報ＪＲとの差分（補正量Δ
ＪＲ）との対応関係を記憶するだけでよいので、各ルックアップテーブルの規模を小さく
することができるようになっている。
【００３８】
　同様に、補正部３３Ｇは、輝度情報ＩＧおよび輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて補正量
ΔＪＧを求め、輝度情報ＪＧ１にこの補正量ΔＪＧを加算して、輝度情報ＪＧを生成する
ものである。その際、補正部３３Ｇは、輝度情報ＪＧが理想的な変換特性により求めた輝
度情報ＪＧ０よりも小さくなるように、補正量ΔＪＧを設定するようになっている。同様
に、補正部３３Ｂは、輝度情報ＩＢおよび輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて補正量ΔＪＢ
を求め、輝度情報ＪＢ１にこの補正量ΔＪＢを加算して、輝度情報ＪＢを生成するもので
ある。その際、補正部３３Ｂは、輝度情報ＪＢが理想的な変換特性により求めた輝度情報
ＪＢ０よりも小さくなるように、補正量ΔＪＢを設定するようになっている。
【００３９】
　最小値選択部３４は、補正部３３から供給された３つの輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢのう
ちの最小のものを選択し、パラメータＷmaxとして出力するものである。パラメータＷmax
は、後述するように、輝度情報ＩＷ２のとりうる値のうちの最大値を意味するものである
。
【００４０】
　このようにして、逆数算出部３１、乗算部３２、補正部３３、および最小値選択部３４
は、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢ、パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂ、および輝度変化度Ｎwy，
Ｎwbに基づいて、パラメータＷmaxを画素ごとに求める。このパラメータＷmaxは、次式の
ように表すことができる。
Ｗmax＝Min（ＩＲ／Ｋｒ＋ΔＪＲ，ＩＧ／Ｋｇ＋ΔＪＧ，ＩＢ／Ｋｂ＋ΔＪＢ）…（１）
ここで、Minは、３つの引数のうちの最小のものを選ぶ関数である。また、補正量ΔＪＲ
は、輝度情報ＩＲおよび輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて定まるものであり、補正量ΔＪ
Ｇは、輝度情報ＩＧおよび輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて定まるものであり、補正量Δ
ＪＢは、輝度情報ＩＢおよび輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて定まるものである。
【００４１】
　Ｇｗ算出部３５は、パラメータＷmaxに基づいて、Ｗ変換率Ｇｗを画素Ｐixごとに算出
するものである。Ｗ変換率Ｇｗは、白色のサブ画素２４Ｗを発光させる割合を示すもので
あり、この例では０以上１以下の値を有するものである。Ｇｗ算出部３５は、この例では
ルックアップテーブルを有しており、このルックアップテーブルを用いて画素Ｐixごとに
Ｗ変換率Ｇｗを算出するようになっている。
【００４２】
　図８は、Ｇｗ算出部３５におけるルックアップテーブルの特性を表すものである。この
例では、パラメータＷmaxは規格化されている。すなわち、パラメータＷmaxの最小値を“
０”とし、パラメータＷmaxの最大値を“１”としている。このように、Ｇｗ算出部３５
のルックアップテーブルは、パラメータＷmaxが低い場合にはＷ変換率Ｇｗが低くなり、
パラメータＷmaxが高い場合にはＷ変換率Ｇｗが高くなるものである。
【００４３】
　乗算部３６は、パラメータＷmaxとＷ変換率Ｇｗとを乗算することにより、輝度情報Ｉ
Ｗ２を生成するものである。上述したように、Ｗ変換率Ｇｗは、０以上１以下の値を有す
るものであるため、輝度情報ＩＷ２の値はパラメータＷmaxの値以下になる。すなわち、
パラメータＷmaxは、輝度情報ＩＷ２のとりうる値のうちの最大値を意味するものである
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。輝度情報ＩＷ２は、次式のように表すことができるものである。
ＩＷ２＝Ｗmax×Ｇｗ　…（２）
ここで、Ｗ変換率Ｇｗは、パラメータＷmaxに基づいて定まるものである。
【００４４】
　なお、この例では、Ｇｗ算出部３５および乗算部３６を設けたが、これに限定されるも
のではなく、これらを省いてもよい。この場合には、最小値選択部３４は、３つの輝度情
報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢのうちの最小のものを、輝度情報ＩＷ２として出力する。
【００４５】
　乗算部３７、減算部３８、および補正部３９は、画像信号Ｓｐ１２に含まれる輝度情報
ＩＲ，ＩＧ，ＩＢを、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２に変換するものである。その際、
後述するように、乗算部３７は、輝度情報ＩＷ２にパラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂを乗算し
、減算部３９が、乗算部３７の乗算結果および輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢに基づいて、輝
度情報ＩＲ１，ＩＧ１，ＩＢ１を生成する。そして、補正部３９は、輝度情報ＩＲ１，Ｉ
Ｇ１，ＩＢ１をそれぞれ補正する。この一連の演算は、乗算部３２および補正部３３によ
る変換（図５）の逆変換に対応するものである。すなわち、乗算部３７は乗算部３２に対
応し、補正部３９は補正部３３に対応している。このように、乗算部３７、減算部３８、
および補正部３９は、乗算部３２および補正部３３と同様に、２段階で、輝度情報ＩＷ２
に基づいて輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２を生成するようになっている。
【００４６】
　乗算部３７は、輝度情報ＩＷ２に、パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂをそれぞれ乗算するも
のである。具体的には、乗算部３７は、輝度情報ＩＷ２にパラメータＫｒを乗算し（ＩＷ
２×Ｋｒ）、輝度情報ＩＷ２にパラメータＫｇを乗算し（ＩＷ２×Ｋｇ）、輝度情報ＩＷ
２にパラメータＫｂを乗算するようになっている（ＩＷ２×Ｋｂ）。
【００４７】
　減算部３８は、輝度情報ＩＲから乗算部３７による乗算結果の１つ（ＩＷ２×Ｋｒ）を
減算して輝度情報ＩＲ１を生成し、輝度情報ＩＧから乗算部３７による乗算結果の１つ（
ＩＷ２×Ｋｇ）を減算して輝度情報ＩＧ１を生成し、輝度情報ＩＢから乗算部３７による
乗算結果の１つ（ＩＷ２×Ｋｂ）を減算して輝度情報ＩＢ１を生成するものである。
【００４８】
　補正部３９は、輝度情報ＩＲ１，ＩＧ１，ＩＢ１に対して補正を行い、輝度情報ＩＲ２
，ＩＧ２，ＩＢ２を生成するものである。補正部３３は、補正部３９Ｒ，３９Ｇ，３９Ｂ
を有している。
【００４９】
　補正部３９Ｒは、輝度情報ＩＷ２および輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて補正量ΔＩＲ
を求め、輝度情報ＩＲ１にこの補正量ΔＩＲを加算して、輝度情報ＩＲ２を生成するもの
である。補正部３９Ｒは、補正部３３Ｒと同様に、輝度変化度Ｎwy，Ｎwbと対応づけられ
た複数のルックアップテーブルを有している。各ルックアップテーブルは、輝度情報ＩＷ
２と補正量ΔＩＲとの関係を示すものである。この構成により、補正部３９Ｒは、まず、
輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて、複数のルックアップテーブルのうちの１つを選択する
。次に、補正部３９Ｒは、その選択されたルックアップテーブルを用いて、輝度情報ＩＷ
２に基づいて、線形補間により補正量ΔＩＲを求める。そして、補正部３９Ｒは、輝度情
報ＩＲ１にこの補正量ΔＩＲを加算することにより、輝度情報ＩＲ２を生成するようにな
っている。
【００５０】
　これにより、補正部３９Ｒは、補正した輝度情報ＩＲ２が、理想的な変換特性により逆
変換された輝度情報ＩＲ０になるべく近くなるように、補正量ΔＩＲを設定する。すなわ
ち、上述した補正部３３Ｒでは、図７に示したように、輝度情報ＪＲが輝度情報ＪＲ０よ
りも小さくなるように補正量ΔＪＲを設定したが、この補正部３９Ｒでは、輝度情報ＩＲ
２を輝度情報ＩＲ０よりも小さくする必要はなく、輝度情報ＩＲ０に近いことが望ましい
。
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【００５１】
　同様に、補正部３９Ｇは、輝度情報ＩＷ２および輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて補正
量ΔＩＧを求め、輝度情報ＩＧ１にこの補正量ΔＩＧを加算して、輝度情報ＩＧ２を生成
するものである。また、補正部３９Ｂは、輝度情報ＩＷ２および輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに
基づいて補正量ΔＩＢを求め、輝度情報ＩＢ１にこの補正量ΔＩＢを加算して、輝度情報
ＩＢ２を生成するものである。
【００５２】
　このようにして、乗算部３７、減算部３８、および補正部３９は、輝度情報ＩＲ，ＩＧ
，ＩＢ，ＩＷ２、パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂ、および輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて
、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２を求める。輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２は、次式
のように表すことができる。
ＩＲ２＝ＩＲ－Ｋｒ×ＩＷ２＋ΔＩＲ　…（３）
ＩＧ２＝ＩＧ－Ｋｇ×ＩＷ２＋ΔＩＧ　…（４）
ＩＢ２＝ＩＢ－Ｋｂ×ＩＷ２＋ΔＩＢ　…（５）
ここで、補正量ΔＩＲは、輝度情報ＩＷ２および輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて定まる
ものであり、補正量ΔＩＧは、輝度情報ＩＷ２および輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて定
まるものであり、補正量ΔＩＢは、輝度情報ＩＷ２および輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基づい
て定まるものである。
【００５３】
　このようにして、ＲＧＢＷ変換部３０は、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢを輝度情報ＩＲ２
，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２に変換する。これにより、表示装置１では、例えば、白色を表
示する場合において、白色のサブ画素２４Ｗを主に発光させることができるため、消費電
力を低減することができる。特に、ＲＧＢＷ変換部３０では、輝度変化度Ｎwy，Ｎwbに基
づいてＲＧＢＷ変換を行うようにしたので、後述するように、サブ画素２４の発光特性が
経時変化した場合でも、適切にＲＧＢＷ変換を行うことができ、効果的に消費電力を低減
することができるようになっている。
【００５４】
　補正部４０は、輝度変化度Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂに基づいて、画像信号Ｓｐ１３を補正して
画像信号Ｓｐ１４を生成するものである。ここで、輝度変化度Ｎｒは、赤色（Ｒ）のサブ
画素２４Ｒから射出される赤色光の輝度の経時変化を示している。すなわち、この輝度変
化度Ｎｒは、主に、サブ画素２４Ｒにおける黄色発光層ＬＹの発光特性の経時変化に対応
するものである。同様に、輝度変化度Ｎｇは、緑色（Ｇ）のサブ画素２４Ｇから射出され
る緑色光の輝度の経時変化を示している。すなわち、この輝度変化度Ｎｇは、主に、サブ
画素２４Ｇにおける黄色発光層ＬＹの発光特性の経時変化に対応するものである。また、
輝度変化度Ｎｂは、青色（Ｂ）のサブ画素２４Ｂから射出される緑色光の輝度の経時変化
を示している。すなわち、この輝度変化度Ｎｂは、主に、サブ画素２４Ｂにおける青色発
光層ＬＢの発光特性の経時変化に対応するものである。輝度変化度Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂは、
輝度変化度Ｎwy，Ｎwbと同様に、例えば、初期値は“１”であり、時間の経過に応じてそ
の初期値から低下していくものである。
【００５５】
　図９は、補正部４０の一構成例を表すものである。補正部４０は、逆数算出部４１と、
乗算部４２とを有している。逆数算出部４１は、輝度変化度Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂに基づいて
、これらの逆数“１／Ｎｒ”，“１／Ｎｇ”，“１／Ｎｂ”をそれぞれ求めるものである
。乗算部４２は、画像信号Ｓｐ１３に含まれる各画素の輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２
に対して、輝度変化度Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂの逆数“１／Ｎｒ”，“１／Ｎｇ”，“１／Ｎｂ
”をそれぞれ乗算するものである。具体的には、乗算部４２は、輝度情報ＩＲ２に対して
“１／Ｎｒ”を乗算して輝度情報ＩＲ３を生成し、輝度情報ＩＧ２に対して“１／Ｎｇ”
を乗算して輝度情報ＩＧ３を生成し、輝度情報ＩＢ２に対して“１／Ｎｂ”を乗算して輝
度情報ＩＢ３を生成する。そして、補正部４０は、輝度情報ＩＲ３，ＩＧ３，ＩＢ３を、
輝度情報ＩＷ２とともに、画像信号Ｓｐ１４として出力するようになっている。
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【００５６】
　このように、補正部４０は、赤色のサブ画素２４Ｒにおける発光特性の経時変化（輝度
変化度Ｎｒ）に応じて、輝度情報ＩＲ２に対して“１／Ｎｒ”を乗算し、緑色のサブ画素
２４Ｇにおける発光特性の経時変化（輝度変化度Ｎｇ）に応じて、輝度情報ＩＧ２に対し
て“１／Ｎｒ”を乗算し、青色のサブ画素２４Ｂにおける発光特性の経時変化（輝度変化
度Ｎｂ）に応じて、輝度情報ＩＢ２に対して“１／Ｎｂ”を乗算する。これにより、補正
部４０は、経時変化によるサブ画素２４Ｒ，２４Ｇ，２４Ｂの輝度の低下分をそれぞれ補
償し、その結果、画質を高めることができるようになっている。
【００５７】
　輝度変化度算出部１５は、画素信号Ｓｐ１４および温度信号Ｓtempに基づいて、輝度変
化度Ｎwy，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂを生成するものである。輝度変化度算出部１５は、メ
モリ１９を有している。このメモリ１９は、例えば、ＥＬ表示部２２の各画素Ｐixにおけ
る輝度変化度Ｎwy，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂを記憶するものである。
【００５８】
　また、輝度変化度算出部１５は、例えば、黄色発光層ＬＹおよび青色発光層ＬＢにおけ
る輝度の経時変化についての情報を示すルックアップテーブルを有している。このルック
アップテーブルは、輝度情報、パネル温度、および発光時間に基づいて、黄色発光層ＬＹ
および青色発光層ＬＢにおける輝度の変化率を求めることができるように構成されている
。
【００５９】
　この構成により、輝度変化度算出部１５は、所定の時間間隔で、輝度情報ＩＲ３，ＩＧ
３，ＩＢ３，ＩＷ２と、温度信号Ｓtempが示すパネル温度と、発光時間とに基づいて、各
サブ画素２４における黄色発光層ＬＹおよび青色発光層ＬＢでの輝度の変化率を求める。
そして、その輝度の変化率と、メモリ１９に記憶された輝度変化度Ｎwy，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎ
ｇ，Ｎｂに基づいて、メモリ１９に記憶された輝度変化度Ｎwy，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂ
を更新する。すなわち、輝度変化度算出部１５は、輝度の変化率を時間軸上で累積するこ
とにより、各画素Ｐixにおける輝度変化度Ｎwy，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂを求めるように
なっている。
【００６０】
　なお、この例では、輝度変化度算出部１５は、１つの画素Ｐixに対して１組の輝度変化
度Ｎwy，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂを求めたが、これに限定されるものではない。例えば、
所定数の画素Ｐixに対して１組の輝度変化度Ｎwy，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂを求めてもよ
いし、ＥＬ表示部２２の全画素Ｐixに対して１組の輝度変化度Ｎwy，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎｇ，
Ｎｂを求めてもよい。
【００６１】
　パネルガンマ変換部１７は、線形なガンマ特性を有する画像信号Ｓｐ１４を、ＥＬ表示
部２２の特性に対応した非線形なガンマ特性を有する画像信号Ｓｐ１に変換（パネルガン
マ変換）するものである。このパネルガンマ変換部１７は、リニアガンマ変換部１１と同
様に、例えばルックアップテーブルを有しており、このルックアップテーブルを用いてこ
のようなガンマ変換を行うようになっている。
【００６２】
　ここで、ＲＧＢＷ変換部３０は、本開示における「輝度情報生成部」の一具体例に対応
する。ＥＬ表示部２２は、本開示における「表示部」の一具体例に対応する。サブ画素２
４Ｒ，２４Ｇ，２４Ｂは、本開示における「第１の画素」、「第２の画素」、「第３の画
素」の一具体例にそれぞれ対応し、サブ画素２４Ｗは、本開示における「第４の画素」の
一具体例に対応する。輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢは、本開示における「第１の輝度情報」
、「第２の輝度情報」、「第３の輝度情報」の一具体例にそれぞれ対応し、輝度情報ＩＷ
２は、本開示における「第４の輝度情報」の一具体例に対応する。輝度変化度Ｎwy，Ｎwb
は、本開示における「経時変化特性」の一具体例に対応する。輝度変化度算出部１５は、
本開示における「演算部」の一具体例に対応する。パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂは、本開
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示における「第１のパラメータ」、「第２のパラメータ」、「第３のパラメータ」の一具
体例にそれぞれ対応する。補正部４０は、本開示における「補正部」の一具体例に対応す
る。
【００６３】
［動作および作用］
　続いて、本実施の形態の表示装置１の動作および作用について説明する。
【００６４】
（全体動作概要）
　まず、図１を参照して、表示装置１の全体動作概要を説明する。リニアガンマ変換部１
１は、入力された画像信号Ｓｐ０を、線形なガンマ特性を有する画像信号Ｓｐ１１に変換
（リニアガンマ変換）する。信号処理部１２は、画像信号Ｓｐ１１に対して所定の信号処
理を行い、その結果を画像信号Ｓｐ１２として出力する。パラメータ算出部１６は、輝度
変化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて、パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂを求める。ＲＧＢＷ変換部３
０は、ＲＧＢ信号である画像信号Ｓｐ１２、パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂ、および輝度変
化度Ｎwy，Ｎwbに基づいて、ＲＧＢＷ信号を生成し、画像信号Ｓｐ１３として出力する。
補正部４０は、輝度変化度Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂに基づいて、画像信号Ｓｐ１３を補正して画
像信号Ｓｐ１４を生成する。輝度変化度算出部１５は、画素信号Ｓｐ１４および温度信号
Ｓtempに基づいて、輝度変化度Ｎwy，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂを生成する。パネルガンマ
変換部１７は、線形なガンマ特性を有する画像信号Ｓｐ１４を、ＥＬ表示部２２の特性に
対応した非線形なガンマ特性を有する画像信号Ｓｐ１に変換（パネルガンマ変換）する。
表示制御部２１は、画像信号Ｓｐ１に基づいて、ＥＬ表示部２２における表示動作のタイ
ミング制御を行う。ＥＬ表示部２２は、表示制御部２１による制御に基づいて表示動作を
行う。温度センサ２３は、ＥＬ表示部２２における温度（パネル温度）を検出し、その検
出結果を温度信号Ｓtempとして出力する。
【００６５】
（ＲＧＢＷ変換部３０の詳細動作）
　ＲＧＢＷ変換部３０では、まず、乗算部３２が、輝度情報ＩＲに対して、パラメータＫ
ｒの逆数“１／Ｋｒ”を乗算して輝度情報ＪＲ１を生成し、輝度情報ＩＧに対して、パラ
メータＫｇの逆数“１／Ｋｇ”を乗算して輝度情報ＪＧ１を生成し、輝度情報ＩＢに対し
て、パラメータＫｂの逆数“１／Ｋｂ”を乗算して輝度情報ＪＢ１を生成する。そして、
補正部３３は、輝度情報ＪＲ１，ＪＧ１，ＪＢ１に対して補正を行い、輝度情報ＪＲ，Ｊ
Ｇ，ＪＢを生成する。最小値選択部３４は、３つの輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢのうちの最
小のものを選択し、パラメータＷmaxとして出力する。Ｇｗ算出部３５は、パラメータＷm
axに基づいてＷ変換率Ｇｗを算出し、乗算部３６は、パラメータＷmaxとＷ変換率Ｇｗと
を乗算することにより、輝度情報ＩＷ２を生成する。乗算部３７は、輝度情報ＩＷ２に、
パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂをそれぞれ乗算する。減算部３８は、輝度情報ＩＲから（Ｉ
Ｗ２×Ｋｒ）を減算して輝度情報ＩＲ１を生成し、輝度情報ＩＧから（ＩＷ２×Ｋｇ）を
減算して輝度情報ＩＧ１を生成し、輝度情報ＩＢから（ＩＷ２×Ｋｂ）を減算して輝度情
報ＩＢ１を生成する。そして、補正部３９は、輝度情報ＩＲ１，ＩＧ１，ＩＢ１に対して
補正を行い、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２を生成する。
【００６６】
　図１０は、乗算部３２および補正部３３における変換動作を表すものである。この例で
は、入力される輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢの値は、それぞれ、ＡＲ，ＡＧ，ＡＢである。
乗算部３２および補正部３３は、図１０に示したように、値ＡＲ（輝度情報ＩＲ）を値Ｂ
Ｒ（輝度情報ＪＲ）に変換し、値ＡＧ（輝度情報ＩＧ）を値ＢＧ（輝度情報ＪＧ）に変換
し、値ＡＢ（輝度情報ＩＢ）を値ＢＢ（輝度情報ＪＢ）に変換する。
【００６７】
　最小値選択部３４は、この輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢの値ＢＲ，ＢＧ，ＢＢのうちの最
小のもの（この例では値ＢＲ）をパラメータＷmaxとして選択する。そして、Ｇｗ算出部
３５は、このパラメータＷmax（値ＢＲ）に基づいてＷ変換率Ｇｗを求め、乗算部３６は
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、パラメータＷmax（値ＢＲ）とＷ変換率Ｇｗとを乗算して輝度情報ＩＷ２を生成する。
そして、乗算部３７、減算部３８、補正部３９は、この輝度情報ＩＷ２と、輝度情報ＩＲ
，ＩＧ，ＩＢに基づいて、輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２を求める。
【００６８】
　図１１は、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢが値ＡＲ，ＡＧ，ＡＢであるときの、輝度情報Ｉ
Ｒ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２を表すものである。図１０に示したように、この例では、
輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢの値ＢＲ，ＢＧ，ＢＢがいずれも比較的大きい値であるため、
それらの最小値であるパラメータＷmaxの値（値ＢＲ）もまた大きい値となる。よって、
図１１に示したように、白色のサブ画素２４Ｗに係る輝度情報ＩＷ２は大きくなる。すな
わち、この場合には、白色のサブ画素２４Ｗを主に発光させることができるため、消費電
力を低減することができる。
【００６９】
　このように、表示装置１では、サブ画素２４Ｗの発光特性の経時変化に応じて、輝度情
報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢから輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢへの変換特性が変化するようにした。
これにより、表示装置１では、サブ画素２４Ｗの発光特性の経時変化に応じて適切にＲＧ
ＢＷ変換を行うことができ、後述する比較例に係る表示装置１Ｒのように変換特性が変化
しない場合に比べて、消費電力を低減することができる。
【００７０】
　また、補正部３３では、図７に示したように、輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢが、理想的な
変換特性により変換された輝度情報ＪＲ０，ＪＧ０，ＪＢ０よりも小さくなるように、補
正量ΔＪＲ，ΔＪＧ，ΔＪＢを設定する。これにより、画質が低下するおそれを低減する
ことができる。すなわち、図１０の例において、仮に、輝度情報ＪＲの値ＢＲが輝度情報
ＪＲ０よりも大きい場合には、輝度情報ＩＷ２もまたその分大きくなってしまう。その場
合、例えば、乗算部３７の乗算結果（ＩＷ２×Ｋｒ）が輝度情報ＩＲの値よりも大きくな
り、減算部３８が正確に減算を行えなくなり、画質が低下するおそれがある。一方、表示
装置１では、輝度情報ＪＲが、理想的な変換特性により変換された輝度情報ＪＲ０よりも
小さくなるように、補正量ΔＪＲを設定するようにした。その結果、減算部３８が正確に
減算を行えなくなるおそれを低減することができ、画質が低下するおそれを低減すること
ができる。
【００７１】
（比較例）
　次に、比較例に係る表示装置１Ｒについて説明する。表示装置１Ｒは、ＲＧＢＷ変換を
行う際に、サブ画素２４Ｗにおける発光特性の経時変化を考慮しないものである。
【００７２】
　図１２は、表示装置１Ｒの一構成例を表すものである。表示装置１Ｒは、画像処理部１
０Ｒを備えている。画像処理部１０Ｒは、リニアガンマ変換部１１と、信号処理部１２と
、パラメータ設定部１６Ｒと、ＲＧＢＷ変換部３０Ｒと、パネルガンマ変換部１７とを有
している。パラメータ設定部１６Ｒは、パラメータＫｒ，Ｋｇ，ＫｂをＲＧＢＷ変換部３
０Ｒに供給するものである。この比較例では、パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂは定数であり
、経時変化する前のサブ画素２４Ｗの発光特性から求めたものである。ＲＧＢＷ変換部３
０Ｒは、ＲＧＢ信号である画像信号Ｓｐ１２、およびパラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂに基づ
いて、ＲＧＢＷ信号を生成し、画像信号Ｓｐ１３として出力するものである。そして、Ｒ
ＧＢＷ変換部３０Ｒは、この画像信号Ｓｐ１３をパネルガンマ変換部１７に供給するよう
になっている。すなわち、表示装置１Ｒは、本実施の形態に係る表示装置１（図１）から
、補正部４０、輝度変化度算出部１５、および温度センサ２３を省くとともに、パラメー
タ算出部１６をパラメータ設定部１６Ｒに置き換え、ＲＧＢＷ変換部３０をＲＧＢＷ変換
部３０Ｒに置き換えたものである。
【００７３】
　図１３は、ＲＧＢＷ変換部３０Ｒの一構成例を表すものである。ＲＧＢＷ変換部３０Ｒ
は、逆数算出部３１と、乗算部３２と、最小値選択部３４と、Ｇｗ算出部３５と、乗算部
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３６，３７と、減算部３８を有している。乗算部３２は、輝度情報ＩＲに対して“１／Ｋ
ｒ”を乗算して輝度情報ＪＲを生成し、輝度情報ＩＧに対して“１／Ｋｇ”を乗算して輝
度情報ＪＧを生成し、輝度情報ＩＢに対して定数“１／Ｋｂ”を乗算して輝度情報ＪＢを
生成し、これらの輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢを最小値選択部３４に供給するものである。
減算部３８は、輝度情報ＩＲから乗算部３７による乗算結果の１つ（ＩＷ２×Ｋｒ）を減
算して輝度情報ＩＲ２を生成し、輝度情報ＩＧから乗算部３７による乗算結果の１つ（Ｉ
Ｗ２×Ｋｇ）を減算して輝度情報ＩＧ２を生成し、輝度情報ＩＢから乗算部３７による乗
算結果の１つ（ＩＷ２×Ｋｂ）を減算して輝度情報ＩＢ２を生成し、これらの輝度情報Ｉ
Ｒ２，ＩＧ２，ＩＢ２をパネルガンマ変換部１７に供給するものである。すなわち、ＲＧ
ＢＷ変換部３０Ｒは、本実施の形態に係るＲＧＢＷ変換部３０（図４）から、補正部３３
，３９を省いたものである。
【００７４】
　ＲＧＢＷ変換部３０Ｒでは、乗算部３２が、経時変化する前のサブ画素２４Ｗの発光特
性から求めた定数のパラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂを用いて、線形変換により輝度情報ＩＲ
，ＩＧ，ＩＢを輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢに変換する。すなわち、本実施の形態に係るＲ
ＧＢＷ変換部３０では、サブ画素２４Ｗの発光特性の経時変化に応じて、変換特性を変化
させたが、本比較例に係るＲＧＢＷ変換部３０Ｒでは、サブ画素２４Ｗの発光特性が経時
変化しても、変換特性を維持するようになっている。
【００７５】
　図１４は、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢから輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢへの変換特性Ｗ１
を表すものである。この図１４には、図１０に示した変換特性（変換特性Ｗ２）を併せて
示している。ここでは、変換特性Ｗ２は、サブ画素２４Ｗの発光特性が経時変化した場合
における特性とする。乗算部３２および補正部３３は、値ＡＲ（輝度情報ＩＲ）を値ＣＲ
（輝度情報ＪＲ）に変換し、値ＡＧ（輝度情報ＩＧ）を値ＣＧ（輝度情報ＪＧ）に変換し
、値ＡＢ（輝度情報ＩＢ）を値ＣＢ（輝度情報ＪＢ）に変換する。この例では、この輝度
情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢの値ＣＲ，ＣＧ，ＣＢは、変換特性Ｗ２により変換した値ＢＲ，Ｂ
Ｇ，ＢＢよりも、それぞれ低い値になっている。
【００７６】
　図１５は、輝度情報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢが値ＡＲ，ＡＧ，ＡＢであるときの、輝度情報Ｉ
Ｒ２，ＩＧ２，ＩＢ２，ＩＷ２を表すものである。図１４に示したように、この例では、
輝度情報ＪＢの値ＣＢがやや小さいため、パラメータＷmaxの値（値ＣＢ）もまた小さく
なり、よって、白色のサブ画素２４Ｗに係る輝度情報ＩＷ２は小さくなる。すなわち、こ
の場合には、画素Ｐixにおける白色のサブ画素２４Ｗの寄与が小さいため、消費電力が大
きくなってしまうおそれがある。
【００７７】
　このように、比較例に係るＲＧＢＷ変換部３０Ｒでは、サブ画素２４Ｗの発光特性が経
時変化しても、変換特性を維持するため、図１４，１５に示したように、輝度情報ＪＲ，
ＪＧ，ＪＢの値ＣＲ，ＣＧ，ＣＢは、発光特性の経時変化を反映しない。よって、ＲＧＢ
Ｗ変換部３０Ｒでは、サブ画素２４Ｗの発光特性が経時変化した場合において、ＲＧＢＷ
変換が適切になされず、消費電力が大きくなってしまうおそれがある。
【００７８】
　一方、本実施の形態に係るＲＧＢＷ変換部３０では、サブ画素２４Ｗの発光特性の経時
変化に応じて、変換特性を変化させるようにしたので、図１０，１１に示したように、輝
度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢの値ＢＲ，ＢＧ，ＢＢは、発光特性の経時変化を反映したものと
なる。これにより、ＲＧＢＷ変換部３０では、サブ画素２４Ｗの発光特性が経時変化した
場合でも、適切なＲＧＢＷ変換を行うことができ、効果的に消費電力を低減することがで
きる。
【００７９】
［効果］
　以上のように本実施の形態では、サブ画素の発光特性の経時変化に応じて、ＲＧＢＷ変
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換を行うようにしたので、効果的に消費電力を低減することができる。
【００８０】
　本実施の形態では、乗算部３２および補正部３３において、２段階で輝度情報ＩＲ，Ｉ
Ｇ，ＩＢを輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢに変換し、乗算部３７、減算部３８、および補正部
３９において、２段階で輝度情報ＩＷ２に基づいて輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２を生
成したので、回路規模を小さくすることができる。
【００８１】
　本実施の形態では、補正部３３において、輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢが、理想的な変換
特性により変換された輝度情報ＪＲ０，ＪＧ０，ＪＢ０よりも小さくなるように、補正量
ΔＪＲ，ΔＪＧ，ΔＪＢを設定したので、画質が低下するおそれを低減することができる
。
【００８２】
　本実施の形態では、補正部４０において、輝度変化度Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂに基づいて輝度
情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ２を補正するようにしたので、画質を高めることができる。
【００８３】
［変形例１－１］
　上記実施の形態では、画素Ｐix内において４つのサブ画素２４を２行２列で配置したが
、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、図１６に示す画素アレイ部９
３Ａのように、垂直方向（縦方向）に延伸する４つのサブ画素２５を水平方向（横方向）
に並設してもよい。この画素アレイ部９３Ａでは、画素Ｐixにおいて、左から、赤色（Ｒ
）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）、白色（Ｗ）のサブ画素２５を順に配置している。
【００８４】
［変形例１－２］
　上記実施の形態では、青色発光層ＬＢと黄色発光層ＬＹとを積層して白色発光層ＬＷを
構成したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、赤色発光層ＬＲと
緑色発光層ＬＧと青色発光層ＬＢとを積層して白色発光層ＬＷを構成してもよい。以下に
、本変形例に係る表示装置１Ｂについて詳細に説明する。
【００８５】
　図１７は、表示装置１Ｂの一構成例を表すものである。表示装置１Ｂは、ＥＬ表示部２
２Ｂと、画像処理部１０Ｂとを備えている。
【００８６】
　図１８は、ＥＬ表示部２２Ｂに係る画素Ｐixの一構成例を模式的に表すものである。Ｅ
Ｌ表示部２２Ｂに係る画素アレイ部９３Ｂの白色発光層ＬＷは、赤色（Ｒ）の光を射出す
る有機ＥＬ層（赤色発光層ＬＲ）と、緑色（Ｇ）の光を射出する有機ＥＬ層（緑色発光層
ＬＧ）と、青色（Ｂ）の光を射出する有機ＥＬ層（青色発光層ＬＢ）とを積層することに
より構成されている。そして、赤色発光層ＬＲから射出した赤色光と、緑色発光層ＬＧか
ら射出した緑色光と、青色発光層ＬＢから射出した青色光は混ざり合い、白色光として白
色発光層ＬＷから射出されるようになっている。
【００８７】
　画像処理部１０Ｂは、輝度変化度算出部１５Ｂと、パラメータ算出部１６Ｂと、ＲＧＢ
Ｗ変換部３０Ｂとを有している。
【００８８】
　輝度変化度算出部１５Ｂは、画素信号Ｓｐ１４および温度信号Ｓtempに基づいて、輝度
変化度Ｎwr，Ｎwg，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂを生成するものである。輝度変化度算出部１
５Ｂは、メモリ１９Ｂを有している。このメモリ１９Ｂは、例えば、ＥＬ表示部２２Ｂの
各画素Ｐixにおける輝度変化度Ｎwr，Ｎwg，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂを記憶するものであ
る。輝度変化度Ｎwrは、サブ画素２４Ｗから射出される白色光のうちの赤色成分の輝度の
経時変化を示すものであり、輝度変化度Ｎwgは、サブ画素２４Ｗから射出される白色光の
うちの緑色成分の輝度の経時変化を示すものであり、輝度変化度Ｎwbは、サブ画素２４Ｗ
から射出される白色光のうちの青色成分の輝度の経時変化を示すものである。すなわち、
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輝度変化度Ｎwrは、主に、サブ画素２４Ｗにおける赤色発光層ＬＲの発光特性の経時変化
に対応し、輝度変化度Ｎwgは、主に、サブ画素２４Ｗにおける赤色発光層ＬＧの発光特性
の経時変化に対応し、輝度変化度Ｎwbは、主に、サブ画素２４Ｗにおける赤色発光層ＬＢ
の発光特性の経時変化に対応するものである。輝度変化度算出部１５Ｂは、例えば、赤色
発光層ＬＲ、緑色発光層ＬＧ、および青色発光層ＬＢにおける輝度の経時変化についての
情報を示すルックアップテーブルを有している。このルックアップテーブルは、輝度情報
、パネル温度、および発光時間に基づいて、赤色発光層ＬＲ、緑色発光層ＬＧ、および青
色発光層ＬＢにおける輝度の変化率を求めることができるように構成されたものである。
この構成により、輝度変化度算出部１５Ｂは、上記第１の実施の形態にかかる輝度変化度
算出部１５と同様に、輝度の変化率を時間軸上で累積することにより、各画素Ｐixにおけ
る輝度変化度Ｎwr，Ｎwg，Ｎwb，Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂを求めるようになっている。
【００８９】
　パラメータ算出部１６Ｂは、上記第１の実施の形態に係るパラメータ算出部１６と同様
に、輝度変化度Ｎwr，Ｎwg，Ｎwbに基づいて、パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂを求めるもの
である。
【００９０】
　ＲＧＢＷ変換部３０Ｂは、ＲＧＢ信号である画像信号Ｓｐ１２、パラメータＫｒ，Ｋｇ
，Ｋｂ、および輝度変化度Ｎwr，Ｎwg，Ｎwbに基づいて、ＲＧＢＷ信号を生成し、画像信
号Ｓｐ１３として出力するものである。
【００９１】
　図１９は、ＲＧＢＷ変換部３０Ｂの一構成例を表すものである。ＲＧＢ変換部３０Ｂは
、補正部４３，４９を有している。補正部４３は、補正部４３Ｒ，４３Ｇ，４３Ｂを有し
ている。補正部４３Ｒは、上記第１の実施の形態に係る補正部３３Ｒと同様に、輝度情報
ＩＲおよび輝度変化度Ｎwr，Ｎwg，Ｎwbに基づいて補正量ΔＪＲを求め、輝度情報ＪＲ１
にこの補正量ΔＪＲを加算して、輝度情報ＪＲを生成するものである。補正部４３Ｇは、
上記第１の実施の形態に係る補正部３３Ｇと同様に、輝度情報ＩＧおよび輝度変化度Ｎwr
，Ｎwg，Ｎwbに基づいて補正量ΔＪＧを求め、輝度情報ＪＧ１にこの補正量ΔＪＧを加算
して、輝度情報ＪＧを生成するものである。補正部４３Ｂは、上記第１の実施の形態に係
る補正部３３Ｂと同様に、輝度情報ＩＢおよび輝度変化度Ｎwr，Ｎwg，Ｎwbに基づいて補
正量ΔＪＢを求め、輝度情報ＪＢ１にこの補正量ΔＪＢを加算して、輝度情報ＪＢを生成
するものである。補正部４９は、補正部４９Ｒ，４９Ｇ，４９Ｂを有している。補正部４
９Ｒは、上記第１の実施の形態に係る補正部３９Ｒと同様に、輝度情報ＩＷ２および輝度
変化度Ｎwr，Ｎwg，Ｎwbに基づいて補正量ΔＩＲを求め、輝度情報ＩＲ１にこの補正量Δ
ＩＲを加算して、輝度情報ＩＲ２を生成するものである。補正部４９Ｇは、上記第１の実
施の形態に係る補正部３９Ｇと同様に、輝度情報ＩＷ２および輝度変化度Ｎwr，Ｎwg，Ｎ
wbに基づいて補正量ΔＩＧを求め、輝度情報ＩＧ１にこの補正量ΔＩＧを加算して、輝度
情報ＩＧ２を生成するものである。補正部４９Ｂは、上記第１の実施の形態に係る補正部
３９Ｂと同様に、輝度情報ＩＷ２および輝度変化度Ｎwr，Ｎwg，Ｎwbに基づいて補正量Δ
ＩＢを求め、輝度情報ＩＢ１にこの補正量ΔＩＢを加算して、輝度情報ＩＢ２を生成する
ものである。
【００９２】
　このように構成しても、上記第１の実施の形態に係る表示装置１と同様の効果を得るこ
とができる。
【００９３】
［変形例１－３］
　上記実施の形態では、白色（Ｗ）のサブ画素２４Ｗを用いて画素Ｐixを構成したが、こ
れに限定されるものではなく、白色と同様に視感度が高い他の色のサブ画素を用いても画
素Ｐixを構成してもよい。より具体的には、赤色、緑色、青色のうち一番視感度が高い緑
色と同等またはそれ以上に視感度が高い色のサブ画素を用いることが望ましい。サブ画素
２４Ｗの代わりに黄色（Ｙ）のサブ画素２４Ｙを用いた場合の例を図２０に示す。黄色の



(18) JP 2015-184582 A 2015.10.22

10

20

30

40

50

サブ画素２４Ｙでは、黄色のカラーフィルタＣＦにより、白色光から黄色成分が分離され
射出される。
【００９４】
［その他の変形例］
　また、これらの変形例のうちの２以上を組み合わせてもよい。
【００９５】
＜２．第２の実施の形態＞
　次に、第２の実施の形態に係る表示装置２について説明する。表示装置２は、有機ＥＬ
層の発光特性の経時変化に加え、発光特性の温度依存性を考慮して画像処理を行うように
構成されたものである。なお、上記第１の実施の形態に係る表示装置１と実質的に同一の
構成部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００９６】
　図２１は、本実施の形態に係る表示装置２の一構成例を表すものである。表示装置２は
、画像処理部５０を備えている。画像処理部５０は、パラメータ算出部５６と、補正部６
０とを有している。
【００９７】
　パラメータ算出部５６は、輝度変化度Ｎwy，Ｎwb、および温度信号Ｓtempに基づいて、
パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂを求めるものである。これにより、ＲＧＢＷ変換部３０の乗
算部３２および補正部３３は、輝度変化度Ｎwy，Ｎwbおよびパネル温度に応じて、輝度情
報ＩＲ，ＩＧ，ＩＢから輝度情報ＪＲ，ＪＧ，ＪＢへの変換特性を変化させることができ
るようになっている。
【００９８】
　すなわち、有機ＥＬ層は、一般に、温度により発光輝度が変化するため、各サブ画素２
４では、温度に応じて輝度が変化する。また、特に、白色のサブ画素２４Ｗでは、黄色発
光層ＬＹにおける輝度の温度依存性と、青色発光層ＬＢにおける輝度の温度依存性が異な
る場合には、温度に応じて色度もまた変化してしまう。画像処理部５０では、輝度変化度
Ｎwy，Ｎwbに加え、パネル温度にも基づいて、パラメータＫｒ，Ｋｇ，Ｋｂを求めるよう
にしたので、パネル温度が変化しても適切にＲＧＢＷ変換を行うことができ、効果的に消
費電力を低減することができる。
【００９９】
　補正部６０は、輝度変化度Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂおよび温度信号Ｓtempに基づいて、画像信
号Ｓｐ１３を補正して画像信号Ｓｐ１４を生成するものである。
【０１００】
　図２２は、補正部６０の一構成例を表すものである。補正部６０は、温度特性調整部６
１を有している。温度特性調整部６１は、温度信号Ｓtempに基づいて、温度変化分を補償
するためのパラメータＤｒ，Ｄｇ，Ｄｂを生成し、輝度変化度Ｎｒの逆数“１／Ｎｒ”に
このパラメータＤｒを乗算し（Ｄｒ／Ｎｒ）、輝度変化度Ｎｇの逆数“１／Ｎｇ”にこの
パラメータＤｇを乗算し（Ｄｇ／Ｎｇ）、輝度変化度Ｎｂの逆数“１／Ｎｂ”にこのパラ
メータＤｂを乗算し（Ｄｂ／Ｎｂ）、これらの乗算結果を乗算部４２に供給するようにな
っている。これにより、補正部６０は、経時変化によるサブ画素２４Ｒ，２４Ｇ，２４Ｂ
の輝度の低下分を補償するとともに、パネル温度に応じた輝度の変化分を補償することが
できる。
【０１０１】
　以上のように本実施の形態では、パネル温度に応じてＲＧＢＷ変換を行うようにしたの
で、効果的に消費電力を低減することができる。
【０１０２】
　本実施の形態では、パネル温度に応じた輝度の変化分を補正するようにしたので、画質
を高めることができる。
【０１０３】
　その他の効果は、上記第１の実施の形態の場合と同様である。
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【０１０４】
［変形例２－１］
　上記実施の形態に係る表示装置２に、上記第１の実施の形態の各変形例を適用してもよ
い。
【０１０５】
＜３．第３の実施の形態＞
　次に、第３の実施の形態に係る表示装置３について説明する。表示装置３は、ＥＬ表示
部におけるサブ画素２４における駆動電流に基づいて輝度変化度を求めるように構成され
たものである。なお、上記第１の実施の形態に係る表示装置１などと実質的に同一の構成
部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【０１０６】
　図２３は、本実施の形態に係る表示装置３の一構成例を表すものである。表示装置３は
、ＥＬ表示部７２と、画像処理部７０とを備えている。
【０１０７】
　ＥＬ表示部７２は、表示素子として有機ＥＬ表示素子を用いた表示部であり、表示制御
部２１による制御に基づいて表示動作を行うものである。ＥＬ表示部７２は、輝度変化度
算出部７３を有している。輝度変化度算出部７３は、白色のサブ画素２４Ｗにおける駆動
電流に基づいて輝度変化度Ｎwy，Ｎwbを算出するものである。その際、輝度変化度算出部
７３は、例えば、表示に使用するサブ画素２４Ｗの駆動電流を検出してもよいし、ダミー
のサブ画素２４Ｗを設け、そのサブ画素２４Ｗの駆動電流を検出してもよい。このように
して求めた輝度変化度Ｎwy，Ｎwbは、サブ画素２４Ｗにおける発光特性の経時変化と、パ
ネル温度に応じた発光特性の変化の両方が反映されたものとなる。
【０１０８】
　画像処理部７０は、リニアガンマ変換部１１と、信号処理部１２と、パラメータ算出部
１６と、ＲＧＢＷ変換部３０と、パネルガンマ変換部１７とを有している。すなわち、画
像処理部７０は、上記第１の実施の形態に係る画像処理部１０から、輝度変化度算出部１
５および補正部４０を省いたものである。
【０１０９】
　このように、表示装置３では、サブ画素２４Ｗの駆動電流に基づいて輝度変化度Ｎwy，
Ｎwbを算出するようにしたので、輝度変化度算出部７３の構成をシンプルにすることがで
きる。すなわち、上記第１の実施の形態に係る輝度変化度算出部１５では、メモリ１９を
設け、輝度の変化率を時間軸上で累積することにより、輝度変化度Ｎwy，Ｎwbを算出した
。一方、本実施の形態に係る輝度変化度算出部７３では、サブ画素２４Ｗの駆動電流自体
が、サブ画素２４Ｗの発光特性の経時変化に応じて変化するため、駆動電流に基づいて輝
度変化度Ｎwy，Ｎwbを算出することができる。すなわち、輝度変化度算出部７３では、累
積演算をする必要がないため、回路構成をシンプルにすることができる。
【０１１０】
　以上のように本実施の形態では、サブ画素２４Ｗの駆動電流に基づいて、輝度変化度Ｎ
wy，Ｎwbを算出するようにしたので、回路構成をシンプルにすることができる。その他の
効果は、上記第１の実施の形態等の場合と同様である。
【０１１１】
［変形例３－１］
　上記実施の形態では、輝度変化度算出部７３をＥＬ表示部７２に設けたが、これに限定
されるものではなく、これに代えて、例えば、図２４に示す表示装置３Ａのように、画像
処理部に設けてもよい。表示装置３Ａは、ＥＬ表示部７２Ａと、画像処理部７０Ａと備え
ている。ＥＬ表示部７２Ａは、上記第３の実施の形態に係るＥＬ表示部７２から輝度変化
度算出部７３を省いたものであり、白色のサブ画素２４Ｗにおける駆動電流についての情
報を、信号Ｓｉを介して画像処理部７０Ａに供給するものである。画像処理部７０Ａは、
輝度変化度算出部７３Ａを有している。輝度変化度算出部７３Ａは、上記第３の実施の形
態に係る輝度変化度算出部７３と同様のものであり、信号Ｓｉに基づいて、輝度変化度Ｎ
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wy，Ｎwbを算出するものである。このように構成しても、上記第３の実施の形態に係る表
示装置３と同様の効果を得ることができる。
【０１１２】
［変形例３－２］
　上記実施の形態では、輝度変化度算出部７３は、輝度変化度Ｎwy，Ｎwbを算出したが、
これに限定されるものではなく、例えば、図２５に示す表示装置３Ｂのように、さらに、
輝度変化度Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂをも算出してもよい。表示装置３Ｂは、ＥＬ表示部７２Ｂと
、画像処理部７０Ｂとを備えている。ＥＬ表示部７２Ｂは、輝度変化度算出部７３Ｂを有
している。輝度変化度算出部７３Ｂは、白色のサブ画素２４Ｗにおける駆動電流に基づい
て輝度変化度Ｎwy，Ｎwbを算出するとともに、赤色のサブ画素２４Ｒにおける駆動電流に
基づいて輝度変化度Ｎｒを算出し、緑色のサブ画素２４Ｇにおける駆動電流に基づいて輝
度変化度Ｎｇを算出し、青色のサブ画素２４Ｂにおける駆動電流に基づいて輝度変化度Ｎ
ｂを算出するものである。画像処理部７０Ｂは、補正部４０を有している。すなわち、画
像処理部７０Ｂは、上記第３の実施の形態に係る画像処理部７０に、上記第１の実施の形
態に係る補正部４０を追加したものである。このように構成することにより、輝度変化度
Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂに基づいて画像信号Ｓｐ１３に含まれる輝度情報ＩＲ２，ＩＧ２，ＩＢ
２を補正することができ、画質を高めることができる。
【０１１３】
［変形例３－３］
　上記実施の形態では、輝度変化度Ｎwy，Ｎwbを算出する際にサブ画素２４Ｗの駆動電流
を用いたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、サブ画素２４Ｗにおける様
々な動作電圧や動作電流を用いることができる。
【０１１４】
［その他の変形例］
　上記実施の形態に係る表示装置３に、上記第１の実施の形態の各変形例を適用してもよ
い。
【０１１５】
＜４．適用例＞
　次に、上述した実施の形態で説明した表示装置の適用例について説明する。上記実施の
形態の表示装置は、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュー
タ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力された画像信号
あるいは内部で生成した画像信号を、画像として表示するあらゆる分野の電子機器の表示
装置に適用することが可能である。
【０１１６】
（適用例１）
   図２６は、テレビジョン装置の外観を表すものである。このテレビジョン装置は、本
体部１１０および表示部１２０を有しており、表示部１２０が、上記の表示装置により構
成されている。
【０１１７】
（適用例２）
   図２７は、スマートフォンの外観を表すものである。このスマートフォンは、例えば
、本体部３１０および表示部３２０を有しており、表示部３２０が上記の表示装置により
構成されている。
【０１１８】
　このように、上述した実施の形態で説明した表示装置は、様々な電子機器に適用するこ
とができる。本技術により、長期間の継続使用により発光特性が経時変化した場合でも、
効果的に消費電力を低減することができる
【０１１９】
　以上、いくつかの実施の形態および変形例、ならびに電子機器への適用例を挙げて本技
術を説明したが、本技術はこれらの実施の形態等には限定されず、種々の変形が可能であ
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る。
【０１２０】
　例えば、上記実施の形態等では、有機ＥＬ表示素子を用いて表示装置を構成したが、こ
れに限定されるものではなく、これに代えて、例えば無機ＥＬ表示素子など、様々な表示
素子を用いることができる。
【０１２１】
　例えば、上記実施の形態等では、補正部３３，３９，４０等は、ルックアップテーブル
を用いるようにしたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、関数を
用いて演算するようにしてもよい。
【０１２２】
　なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、ま
た他の効果があってもよい。
【０１２３】
　なお、本技術は以下のような構成とすることができる。
【０１２４】
（１）３つの基本色光を発する第１の画素、第２の画素、第３の画素、および非基本色光
を発する第４の画素を有する表示装置の前記第４の画素における発光輝度の経時変化特性
と、前記第１の画素、前記第２の画素、および前記第３の画素にそれぞれ対応する第１の
輝度情報、第２の輝度情報、および第３の輝度情報とに基づいて、前記第４の画素の輝度
の基になる第４の輝度情報を生成する輝度情報生成部を備えた
　画像処理装置。
【０１２５】
（２）前記第４の輝度情報に基づいて前記経時変化特性を求める演算部をさらに備えた
　前記（１）に記載の画像処理装置。
【０１２６】
（３）前記演算部は、発光時間にも基づいて前記経時変化特性を求める
　前記（２）に記載の画像処理装置。
【０１２７】
（４）前記演算部は、前記表示部の温度にも基づいて、前記経時変化特性を求める
　前記（２）または（３）に記載の画像処理装置。
【０１２８】
（５）前記表示部における動作電圧または動作電流に基づいて、前記経時変化特性を求め
る演算部をさらに備えた
　前記（１）に記載の画像処理装置。
【０１２９】
（６）前記経時変化特性に基づいて、第１のパラメータ、第２のパラメータ、および第３
のパラメータを求めるパラメータ算出部をさらに備え、
　前記輝度情報生成部は、
　前記第１のパラメータを用いて前記第１の輝度情報を線形変換することにより第１の値
を求め、
　前記第２のパラメータを用いて前記第２の輝度情報を線形変換することにより第２の値
を求め、
　前記第３のパラメータを用いて前記第３の輝度情報を線形変換することにより第３の値
を求め、
　前記第１の値、前記第２の値、前記第３の値に基づいて前記第４の輝度情報を生成する
　前記（１）から（５）のいずれかに記載の画像処理装置。
【０１３０】
（７）前記輝度情報生成部は、
　前記経時変化特性に基づいて、前記第１の値、前記第２の値、および前記第３の値を補
正し、
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　補正された前記第１の値、補正された前記第２の値、および補正された前記第３の値の
うちの最小値に基づいて前記第４の輝度情報を生成する
　前記（６）に記載の画像処理装置。
【０１３１】
（８）前記輝度情報生成部は、
　前記第１の輝度情報、前記第４の輝度情報、および前記第１のパラメータに基づいて、
前記第１の画素の輝度の基になる第５の輝度情報を生成し、
　前記第２の輝度情報、前記第４の輝度情報、および前記第２のパラメータに基づいて、
前記第２の画素の輝度の基になる第６の輝度情報を生成し、
　前記第３の輝度情報、前記第４の輝度情報、および前記第３のパラメータに基づいて、
前記第３の画素の輝度の基になる第７の輝度情報を生成する
　前記（６）または（７）に記載の画像処理装置。
【０１３２】
（９）前記輝度情報生成部は、前記経時変化特性に基づいて、前記第５の輝度情報、前記
第６の輝度情報、前記第７の輝度情報を補正する
　前記（８）に記載の画像処理装置。
【０１３３】
（１０）前記第１の画素、前記第２の画素、および前記第３の画素における発光輝度の経
時変化特性に基づいて、前記第４の輝度情報、前記第５の輝度情報、および前記第６の輝
度情報を補正する補正部をさらに備えた
　前記（８）または（９）に記載の画像処理装置。
【０１３４】
（１１）前記パラメータ算出部は、前記表示部の温度にも基づいて、前記第１のパラメー
タ、前記第２のパラメータ、および前記第３のパラメータを求める
　前記（６）から（１０）に記載の画像処理装置。
【０１３５】
（１２）前記非基本色光は白色光である
　前記（１）から（１１）のいずれかに記載の画像処理装置。
【０１３６】
（１３）前記３つの基本色光は、赤色光、緑色光、および青色光である
　前記（１）から（１２）のいずれかに記載の画像処理装置。
【０１３７】
（１４）３つの基本色光を発する第１の画素、第２の画素、第３の画素、および非基本色
光を発する第４の画素を有する表示部と、
　画像処理部と
　前記画像処理部に対して動作制御を行う制御部と
　を備え、
　前記画像処理部は、前記表示部の前記第４の画素における発光輝度の経時変化特性と、
前記第１の画素、前記第２の画素、および前記第３の画素にそれぞれ対応する第１の輝度
情報、第２の輝度情報、および第３の輝度情報とに基づいて、前記第４の画素の輝度の基
になる第４の輝度情報を生成する輝度情報生成部を有する
　電子機器。
【符号の説明】
【０１３８】
　１～３，３Ａ，３Ｂ…表示装置、１０，１０Ｂ，５０，７０，７０Ａ，７０Ｂ…画像処
理部、１１…リニアガンマ変換部、１２…信号処理部、１５，１５Ｂ，７３，７３Ａ，７
３Ｂ…輝度変化度算出部、１６，１６Ｂ，５６…パラメータ算出部、１７…パネルガンマ
変換部、１９，１９Ｂ…メモリ、２１…表示制御部、２２，２２Ｂ，７２，７２Ａ，７２
Ｂ…ＥＬ表示部、２３…温度センサ、２４，２４Ｒ，２４Ｇ，２４Ｂ，２４Ｗ，２４Ｙ，
２５…サブ画素、３０，３０Ｂ…ＲＧＢＷ変換部、３１…逆数算出部、３２…乗算部、３
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３，３３Ｒ，３３Ｇ，３３Ｂ，４３，４３Ｒ，４３Ｇ，４３Ｂ…補正部、３４…最小値選
択部、３５…Ｇｗ算出部、３６…乗算部、３７…乗算部、３８…減算部、３９，３９Ｒ，
３９Ｇ，３９Ｂ，４９，４９Ｒ，４９Ｇ，４９Ｂ…補正部、４０，６０…補正部、６１…
温度特性調整部、９１…垂直駆動部、９２…水平駆動部、９３，９３Ａ…画素アレイ部、
ＣＦ…カラーフィルタ、ＧＣＬ…ゲート線、Ｇｗ…Ｗ変換率、ＩＲ，ＩＲ１～ＩＲ３，Ｉ
Ｇ，ＩＧ１～ＩＧ３，ＩＢ，ＩＢ１～ＩＢ３，ＪＲ，ＪＲ１，ＪＧ，ＪＧ１，ＪＢ，ＪＢ
１…輝度情報、ΔＩＲ，ΔＩＧ，ΔＩＢ，ΔＪＲ，ΔＪＧ，ΔＪＢ…補正量、Ｋｒ，Ｋｇ
，Ｋｂ…パラメータ、ＬＢ…青色発光層、ＬＧ…緑色発光層、ＬＲ…赤色発光層、ＬＷ…
白色発光層、ＬＹ…黄色発光層、Ｎwy，Ｎwb，Ｎwr，Ｎwg，Ｎｒ，Ｎｇ，Ｎｂ…輝度変化
度、Ｐix…画素、ＳＧＬ…データ線、Ｓｐ０，Ｓｐ１，Ｓｐ１１～Ｓｐ１４…画像信号、
Ｓtemp…温度信号、Ｓｉ…信号、Ｗmax…パラメータ。
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