
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示すべき画像の輝度を取得する輝度取得部と、
　前記輝度を保持する保持部と、
　前記表示すべき画像の輝度と、前記保持部に既に格納されていた輝度とを比較して、輝
度の変化量を算出する差分算出部と、
　前記輝度の変化量に基づいて前記表示すべき画像の輝度の調整量を決定する判定部と、
を備え、
　前記輝度取得部は、前記輝度を画素ごとに取得し、
　前記保持部は、前記輝度を画素ごとに格納し、
　前記差分算出部は、前記変化量を画素ごとに算出し、
　前記判定部は、所定のサイズの領域ごとに、前記変化量が所定のしきい値よりも大きい
画素の数を計測し、その数に基づいて前記領域の輝度の調整量を決定し、決定された前記
領域の輝度の調整量は、その領域の中央の画素の輝度の調整量であると仮定し、他の画素
については、その画素の周囲にある領域の輝度の調整量を加重加算して補間することによ
り算出することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　表示すべき画像の輝度を取得する輝度取得部と、
　前記輝度を保持する保持部と、
　前記表示すべき画像の輝度と、前記保持部に既に格納されていた輝度とを比較して、輝
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度の変化量を算出する差分算出部と、
　前記輝度の変化量に基づいて前記表示すべき画像の輝度の調整量を決定する判定部と、
を備え、
　前記輝度取得部は、前記輝度を画素ごとに取得し、
　前記保持部は、所定の大きさの領域ごとに前記輝度の平均値を格納し、
　前記差分算出部は、前記輝度の平均値の変化量を領域ごとに算出し、
　前記判定部は、前記輝度の平均値の変化量に基づいて、領域ごとにその領域の輝度の調
整量を決定し、決定された前記領域の輝度の調整量は、その領域の中央の画素の輝度の調
整量であると仮定し、他の画素については、その画素の周囲にある領域の輝度の調整量を
加重加算して補間することにより算出することを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　前記判定部は、前記変化量が所定のしきい値よりも小さいときに、輝度を下げるように
前記調整量を決定することを特徴とする請求項 に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は表示装置および表示方法に関し、特に、アクティブマトリクス表示画面における
個々の光学素子の劣化を平滑化して、輝度のばらつきを低減する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
有機エレクトロルミネッセンス表示装置（以下、「有機ＥＬ表示装置」または「有機ＥＬ
パネル」ともいう）が、新たな平面型表示装置として注目されている。とくに、薄膜トラ
ンジスタ（ Thin Film Transistor：以下、「ＴＦＴ」ともいう）をスイッチング素子とし
て備えるアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置は、現在広く普及している液晶表示装
置にとって代わる次世代表示装置の最有力候補であり、実用化に向けて熾烈な開発競争の
最中にある。
【０００３】
有機ＥＬ素子は液晶表示素子と異なり、素子自身が発光するため、液晶表示装置では必須
の構成であったバックライトが不要となり、装置のさらなる薄型化、軽量化が期待できる
。また、自発光することを利用して、液晶表示装置のバックライトなど、発光装置として
の利用も期待されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
有機ＥＬ素子は、発光に伴って劣化が進み、徐々に発光輝度が低下することが知られてい
るが、同一の領域に同一の画像を長時間表示し続けると、その画像の輝度分布に対応して
、輝度の高い画素の有機ＥＬ素子の劣化が輝度の低い画素の有機ＥＬ素子の劣化よりも速
く進む結果、その画像を表示していないときにも、その画像に対応した輝度のばらつきが
視認される、いわゆる焼き付き現象が起こる。個々の有機ＥＬ素子が十分な寿命を持って
いたとしても、パネルに焼き付きが生じると使用に支障をきたす場合があるため、表示品
質が高く、寿命の長い有機ＥＬパネルを提供するためには、劣化しにくい有機発光材料の
開発が重要であるのはもちろんだが、輝度のばらつきや焼き付き現象の発生を抑える技術
の開発が非常に重要であるといえる。
【０００５】
本発明は、そうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、表示装置における輝
度のばらつきや焼き付き現象の発生を軽減する技術の提供にある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明のある態様は表示装置に関する。この表示装置は、表示すべき画像の輝度を取得す
る輝度取得部と、輝度を保持する保持部と、表示すべき画像の輝度と、保持部に既に格納
されていた輝度とを比較して、輝度の変化量を算出する差分算出部と、輝度の変化量に基
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づいて表示すべき画像の輝度の調整量を決定する判定部と、を備える。
【０００７】
動きのある画像を表示しているときは、長期的にみると表示輝度の積算値がほぼ平均化さ
れるので、輝度のばらつきが生じにくいが、静止画像を固定的に長時間表示すると、その
画像の輝度分布に応じた表示素子の劣化速度のばらつきが生じる恐れがある。そのため、
輝度の変化量により、動きのある表示か、固定的な表示かを判定し、その判定結果により
輝度を調整する。これにより、輝度のばらつきや画像の焼き付きを軽減することができる
。
【０００８】
輝度取得部は、輝度を画素ごとに取得し、保持部は、輝度を画素ごとに格納し、差分算出
部は、変化量を画素ごとに算出し、判定部は、画素ごとに調整量を決定してもよい。画素
ごとに輝度を調整することにより、精度の高い輝度調整を実現することができる。
【０００９】
輝度取得部は、輝度を画素ごとに取得し、保持部は、輝度を画素ごとに格納し、差分算出
部は、変化量を画素ごとに算出し、判定部は、所定のサイズの領域ごとに、変化量が所定
のしきい値よりも大きい画素の数を計測し、その数に基づいて領域の輝度の調整量を決定
してもよい。輝度取得部は、輝度を画素ごとに取得し、保持部は、所定の大きさの領域ご
とに輝度の平均値を格納し、差分算出部は、輝度の平均値の変化量を領域ごとに算出し、
判定部は、輝度の平均値の変化量に基づいて、領域ごとにその領域の輝度の調整量を決定
してもよい。領域ごとに輝度調整処理を行うことにより、必要なメモリ量の削減や、処理
時間の短縮などの効果が期待できる。
【００１０】
変化量を複数のレベルに分類し、レベルに応じて調整量を決定してもよい。判定部は、変
化量が所定のしきい値よりも小さいときに、輝度を下げるように調整量を決定してもよい
。変化量が小さい場合は、画像が固定的に表示されている可能性が高いので、輝度を下げ
ることにより焼き付きを軽減してもよい。判定部は、輝度が所定のしきい値よりも低いと
きに、その輝度を調整しなくてもよい。輝度がもともと低ければ、表示素子の劣化に対す
る寄与が小さいので、輝度を調整せずに、視認性を考慮してそのままの輝度で表示させて
もよい。判定部は、輝度を段階的に変化させるように調整量を決定してもよい。輝度の調
整量を段階的にすることで、輝度の急激な変化を抑え、不自然さを軽減することができる
。
【００１１】
本発明の別の態様は、表示方法に関する。この表示方法は、表示すべき画像の輝度を画素
ごとに取得する工程と、表示すべき画像の輝度と、前回表示した画像の輝度とを比較して
、輝度の変化量を画素ごとに算出する工程と、輝度の変化量に基づいて表示すべき画像の
輝度を調整する工程と、を含む
【００１２】
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、などの間
で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【００１３】
【発明の実施の形態】
（第１の実施の形態）
本実施の形態では、表示装置に画像を表示する際に、静止画が固定的に表示される部分は
輝度を徐々に下げ、動きのある画像が表示される部分は輝度を徐々に元に戻すよう調整す
ることで、各画素を構成する表示素子の劣化速度を画面全体で平滑化し、表示輝度のばら
つきを低減する。
【００１４】
図１は、実施の形態に係る表示装置の内部構成を示す。表示装置１０は、主に、表示制御
ユニット２０および表示ユニットの一例として有機ＥＬパネル１００を備える。本実施の
形態では、表示ユニットとして有機ＥＬパネル１００を使用するが、表示ユニットは、そ
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の他、無機ＥＬパネル、液晶パネル、陰極線管（ＣＲＴ）、プラズマディスプレイパネル
（ＰＤＰ）、フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）などであってもよい。
【００１５】
表示制御ユニット２０は、入力された画像信号の輝度を調整する輝度制御部３０、輝度制
御部３０の演算の間、画像信号を遅延させる遅延回路２２、輝度制御部３０から出力され
たゲインを画像信号に乗算する乗算器２４、ディジタル画像信号をアナログ画像信号に変
換するＤＡコンバータ２６を備える。
【００１６】
輝度制御部３０は、輝度取得部３２、フレームメモリ３４、差分算出部３６、第１の２次
元ローパスフィルタ３８、判定部４０、ゲイン算出部４２、ゲイン保持部４４、および第
２の２次元ローパスフィルタ４６を有する。この構成は、ハードウエア的には、任意のコ
ンピュータのＣＰＵ、メモリ、その他のＬＳＩで実現でき、ソフトウエア的にはメモリに
ロードされた輝度制御機能のあるプログラムなどによって実現されるが、ここではそれら
の連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロッ
クがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形
で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【００１７】
輝度取得部３２は、入力された画像信号をもとに輝度信号を取得する。図１の例では、画
像信号として、Ｒ、Ｇ、Ｂの各信号が入力されるので、Ｙ＝０．２９９×Ｒ＋０．５８７
×Ｇ＋０．１４４×Ｂなどの計算式により輝度信号Ｙを算出する。画像信号として、輝度
信号Ｙ、色差信号Ｃｒ、Ｃｂが入力される場合は、その輝度信号Ｙをそのまま利用しても
よい。
【００１８】
各画素について算出された輝度信号Ｙは、差分算出部３６に供給されるとともに、フレー
ムメモリ３４に格納される。フレームメモリ３４は、ＦＩＦＯ（ First In First Out）メ
モリであってもよく、輝度信号Ｙを１フレーム分遅延させるために設けられている。差分
算出部３６は、各画素について、輝度取得部３２から供給される現フレームの輝度信号と
、フレームメモリ３４に格納された１フレーム前の輝度信号との差分、すなわち時間変化
量を算出する。第１の２次元ローパスフィルタ３８は、差分算出部３６で得られた１フレ
ーム分の差分値に対して、たとえば、水平方向にタップ係数（１，２，１）、垂直方向に
タップ係数（１，２，１）のローパスフィルタ処理を行い、高周波成分を除去する。これ
により、画像信号のエラー、輝度取得部３２や差分算出部３６の誤作動などに起因した特
異な差分値が取り除かれ、差分値が２次元的にスムージングされる。
【００１９】
判定部４０は、各画素の輝度信号の差分に基づいて、画素ごとに動き判定を行う。本実施
の形態では、輝度信号の時間変化量が所定のしきい値よりも大きかった場合に、その画素
を「動いている」画素と判定し、輝度信号の時間変化量が所定のしきい値よりも小さかっ
た場合に、その画素を「静止している」画素と判定する。実際には、輝度信号の変動の大
小を問題にしているが、説明の便宜上、輝度信号の変動の大きい画素を「動いている」画
素と表現し、輝度信号の変動の小さい画素を「静止している」画素と表現する。輝度信号
の変動が大きい画素が多い領域は、実際の画像も動画像である可能性が高く、輝度信号の
変動が小さい画素が多い領域は、静止画像である可能性が高いので、ここでいう画素の「
動」「静」は、現実の意味での画像の動静に一致することが多いが、たとえば、動画像で
あっても、背景として同じ画像が表示され続ける領域がある場合、本実施の形態の方法で
は、その領域の画素を「静」と判定するので、画像全体が動画像か静止画像かを判定して
制御する方法に比べて、より高い精度で輝度の制御を行うことができる。本実施の形態で
は、説明の簡便のために、画素を「動」か「静」のいずれかに分類するが、もちろん、し
きい値を複数設けておき、動きの程度により複数のレベルに分類してもよい。
【００２０】
ゲイン算出部４２は、輝度を調整するためのゲインを画素ごとに算出し、ゲイン保持部４
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４に格納するとともに、第２の２次元ローパスフィルタ４６に出力する。ゲインは、入力
された画像信号の輝度を調整するために、画像信号に乗算する値であり、所定の正の下限
値以上、１以下の値をとる。ゲインが１の場合は、入力された画像信号がそのまま表示ユ
ニット１００に出力され、ゲインが小さいほど、入力された画像信号よりも輝度の低い画
像信号が表示ユニット１００に出力される。ゲイン算出部４２は、ゲイン保持部４４に格
納されている１フレーム前のゲインを読み出し、判定部４０により「静」と判定された画
素については、ゲインから所定の値を減算してその画素の輝度を下げ、「動」と判定され
た画素については、ゲインに所定の値を加算して暗くなっていた輝度を元に戻す。動きの
ある画像が表示されている領域は、長期的には、それぞれの画素の平均表示輝度がほぼ等
しくなり、焼き付きを生じにくいが、同じ画像が静的に表示されている領域は、その画像
のパターンで劣化が進むため、焼き付きを生じやすい。そのため、「静」と判定された画
素の輝度を徐々に下げることにより、焼き付きを軽減する。「動」と判定され続けても、
ゲインが１である場合はそれ以上所定の値を加算せず、「静」と判定され続けても、ゲイ
ンが所定の下限値に達している場合は、それ以上所定の値を減算しない。
【００２１】
ゲインの下限値は、ある値に固定されていてもよいし、画像の輝度分布などに応じて変更
されてもよい。たとえば、画像の平均輝度が高い場合には、下限値を低く設定して輝度の
下げ幅を大きくし、画像の平均輝度が低い場合には、下限値を高く設定してあまり画像が
暗くならないようにしてもよい。また、ゲインに加減する値も、固定的に設けられてもよ
いし、画像の輝度分布などに応じて変更されてもよい。
【００２２】
第２の２次元ローパスフィルタ４６は、ゲイン算出部４２で得られた１フレーム分のゲイ
ンから、水平方向および垂直方向の高周波成分を除去する。これにより、近接する画素の
ゲインが大きく異なって、画像の視認性が低下することを防ぐ。第２の２次元ローパスフ
ィルタ４６による演算結果は、乗算器２４に出力され、遅延回路２２により遅延されてい
た現フレームの画像信号のそれぞれに乗算される。乗算結果は、ＤＡコンバータ２６によ
りアナログ信号に変換され、表示ユニット１００へ出力される。
【００２３】
図２は、ゲイン算出部４２により算出されたある画素のゲインの時間的推移の例を示す。
時刻ｔ０に１であったゲインは、時刻ｔ１に画素が「動」から「静」に変化すると、所定
の値ずつ徐々に減少していき、所定の下限値に達すると、以降はその下限値に保たれる。
時刻ｔ２において「静」から「動」に変化すると、所定の値ずつ徐々に増加していくが、
時刻ｔ３に再び「動」から「静」に変化して、所定の値ずつ減少していく。時刻ｔ４に「
静」から「動」に変化すると、また所定の値ずつ増加していき、ゲインが１に達すると、
以降は１に保たれる。このように、「動」から「静」、「静」から「動」に移り変わった
ときに、ゲインを即座に１から下限値、下限値から１へと変更するのではなく、所定の値
ずつ徐々に変化させることで、輝度の変化をあまり目立たないようにし、不自然さを軽減
することができる。
【００２４】
入力された画像信号の輝度が、判定部４０による判定のしきい値付近で推移している場合
は、しきい値をまたぐたびに判定結果が「動」から「静」へ、「静」から「動」へ切り替
わり、本来の輝度はほぼ一定であるのに、輝度制御の結果、明るくなったり暗くなったり
を繰り返し、不自然な印象を与える恐れがある。このような現象の発生を防ぐために、判
定部４０が用いるしきい値として、「動」から「静」へ変化するときの第１のしきい値と
、「静」から「動」へ変化するときの第２のしきい値の２種類のしきい値を用意し、第２
のしきい値よりも第１のしきい値を小さくしてヒステリシスを持たせてもよい。これによ
り、より自然な形で輝度を制御することができる。
【００２５】
図３は、表示ユニット１００の１画素分の回路構成を示す。この回路は、有機発光素子Ｏ
ＬＥＤと、有機発光素子ＯＬＥＤを制御するための２つのトランジスタＴｒ１およびＴｒ
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２と、保持容量Ｃと、走査信号を送る走査線ＳＬと、輝度データを送るデータ線ＤＬと、
有機発光素子ＯＬＥＤに電流を供給する電源供給線Ｖｄｄとを備える。
【００２６】
電源供給線Ｖｄｄは、有機発光素子ＯＬＥＤを発光させるための電流を供給する。データ
線ＤＬは、表示制御ユニット２０から出力された、有機発光素子ＯＬＥＤのそれぞれの輝
度を制御するための輝度データの信号を流す。走査線ＳＬは、有機発光素子ＯＬＥＤのそ
れぞれの発光タイミングを制御するための走査信号を流す。
【００２７】
第１のトランジスタ（以下、「スイッチングトランジスタ」ともいう）Ｔｒ１は、ゲート
電極が走査線ＳＬに接続され、ドレイン電極（またはソース電極）がデータ線ＤＬに接続
され、ソース電極（またはドレイン電極）が第２のトランジスタ（以下、「駆動用トラン
ジスタ」ともいう）Ｔｒ２のゲート電極に接続される。本実施の形態では、スイッチング
トランジスタは、２つのゲート電極を有するダブルゲート構造をとっているが、別の形態
では、シングルゲート構造または３以上のゲート電極を有するマルチゲート構造であって
もよい。また、スイッチングトランジスタＴｒ１は、ｎチャネルトランジスタであっても
ｐチャネルトランジスタであってもよい。
【００２８】
駆動用トランジスタＴｒ２は、ソース電極（またはドレイン電極）が有機発光素子ＯＬＥ
Ｄの陽極に接続され、ドレイン電極（またはソース電極）が電源供給線Ｖｄｄに接続され
る。駆動用トランジスタＴｒ２も、スイッチングトランジスタＴｒ１と同様に、シングル
ゲート構造であってもマルチゲート構造であってもよく、ｎチャネルトランジスタであっ
てもｐチャネルトランジスタであってもよい。
【００２９】
有機発光素子ＯＬＥＤは、陽極が駆動用トランジスタＴｒ２のソース電極（またはドレイ
ン電極）に接続され、陰極は接地される。保持容量Ｃの一端は、スイッチングトランジス
タＴｒ１のドレイン電極（またはソース電極）と駆動用トランジスタＴｒ２のゲート電極
に接続され、他端は、図示しない配線に接続され接地される。保持容量Ｃの他端は、電源
供給線Ｖｄｄに接続されてもよい。
【００３０】
以上の構成によってなされる動作を説明する。有機発光素子ＯＬＥＤの輝度データの書込
のために走査線ＳＬの走査信号がハイになると、スイッチングトランジスタＴｒ１がオン
となり、データ線ＤＬに入力された輝度データが駆動用トランジスタＴｒ２および保持容
量Ｃに設定される。すると、その輝度データに応じた電流が駆動用トランジスタＴｒ２の
ソース－ドレイン間に流れ、この電流が有機発光素子ＯＬＥＤに流れることにより有機発
光素子ＯＬＥＤが発光する。走査線ＳＬの走査信号がローになると、スイッチングトラン
ジスタＴｒ１がオフとなるが、駆動用トランジスタＴｒ２のゲート電圧は保持されるので
、有機発光素子ＯＬＥＤは引き続き設定された輝度データに応じて発光する。
【００３１】
次の走査タイミングになると、再び走査線ＳＬの走査信号がハイになり、スイッチングト
ランジスタＴｒ１がオンとなって、データ線ＤＬに入力された新たな輝度データが駆動用
トランジスタＴｒ２および保持容量Ｃに設定される。これにより、有機発光素子ＯＬＥＤ
は、新たな輝度データに応じて発光する。
【００３２】
（第２の実施の形態）
本実施の形態では、第１の実施の形態で説明した表示装置において、入力された画像信号
の輝度が低い画素については輝度調整を行わず、輝度が高い画素にのみ輝度調整を実施す
る。焼き付き現象への影響が特に大きい、高輝度データにのみ輝度調整を実施することで
、より自然に、かつより効果的に輝度調整を行い、輝度のばらつきや焼き付き現象の発生
を軽減することができる。
【００３３】
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図４は、第２の実施の形態に係る表示装置の内部構成を示す。本実施の形態の表示装置１
０は、図１に示した第１の実施の形態の表示装置１０の構成に加えて、補正値算出部４８
およびゲイン補正部５０を備える。図１に示した構成と同様の構成に対しては、同一の符
号を付している。以下、第１の実施の形態と異なる部分を中心に説明する。
【００３４】
補正値算出部４８は、輝度の高低に応じて適切にゲインを補正するための補正値を算出す
る。図５は、補正値算出部４８により算出される補正値の例を示す。本実施の形態では、
輝度が低い画素の補正値は１となり、輝度が高くなるにつれて補正値は０に近づき、輝度
が高い画素の補正値は０となる。
【００３５】
ゲイン補正部５０は、ゲイン算出部４２により算出されたゲイン（以下、「算出ゲイン」
ともいう）に対して、補正値算出部４８により算出された補正値を用いて補正を行う。本
実施の形態では、以下の算式により補正を行う。
（ゲイン補正値）＝１．０×（補正値）＋（算出ゲイン）×（１－（補正値））
上記の算式によれば、輝度が非常に低い場合、すなわち、図５において補正値が１となる
場合は、（ゲイン補正値）＝１となり、輝度が非常に高い場合、すなわち、図５において
補正値が０となる場合は、（ゲイン補正値）＝（算出ゲイン）となる。補正値が０から１
の間の値をとる場合は、ゲイン補正値は算出ゲインと１の間の値をとる。
【００３６】
このように、画素の輝度が高いときには、算出されたゲインをそのまま用い、画素の輝度
が低いときには、算出されたゲインを上方修正して輝度の調整量を減じ、画素の輝度が非
常に低いときには、算出されたゲインの値に関わらず輝度の調整を行わない。これにより
、輝度のばらつきに対する寄与の大きい高輝度データに対しては、効果的に輝度調整を行
い、輝度のばらつきに対する寄与の小さい低輝度データに対しては、輝度調整量を低く抑
え、視認性を重視し、より自然な形で画像を表示することができる。
【００３７】
（第３の実施の形態）
本実施の形態では、複数の画素により構成される領域ごとに、ゲインを算出する。所定の
サイズの領域ごとに輝度制御を行うことで、必要なメモリ量を削減し、処理時間の短縮を
図る。
【００３８】
図６は、第３の実施の形態に係る表示装置１０の内部構成を示す。本実施の形態の表示装
置１０は、図１に示した第１の実施の形態の表示装置１０の構成のうち、判定部４０に代
えて判定部６０を、ゲイン算出部４２に代えてゲイン算出部７０を有し、第２の２次元ロ
ーパスフィルタ４６を設けない。その他、同様の構成には同一の符号を付してある。以下
、第１の実施の形態と異なる部分を中心に説明する。
【００３９】
判定部６０は、画素判定部６２、画素計測部６４、および領域判定部６６を含む。画素判
定部６２は、第１の実施の形態の判定部４０と同様に、各画素の輝度信号の差分に基づい
て、画素ごとに動き判定を行う。本実施の形態でも、輝度信号の時間変化量が所定のしき
い値よりも小さければ「静」、大きければ「動」と判定する。画素計測部６４は、所定の
大きさの領域内で、「静」の画素と「動」の画素の数を計測する。領域判定部６６は、画
素計測部６４により計測された「静」の画素の数が所定のしきい値よりも多ければ、その
領域を「静」と判定し、しきい値よりも少なければ、その領域を「動」と判定する。
【００４０】
ゲイン算出部７０は、領域ゲイン算出部７２および画素ゲイン算出部７４を含む。領域ゲ
イン算出部７２は、第１の実施の形態のゲイン算出部４２における画素のゲイン算出と同
様の処理を、領域ごとに行う。領域ゲイン算出部７２は、ゲイン保持部４４に保持されて
いる１フレーム前のゲインを読み出し、領域判定部６６により「静」と判定された領域に
ついては、ゲインから所定の値を減算してその領域の輝度を下げ、「動」と判定された領
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域については、ゲインに所定の値を加算して暗くなっていた輝度を元に戻す。算出された
ゲインは、ゲイン保持部４４に格納される。この方法によれば、ゲイン保持部４４には、
領域ごとのゲインを保持すればよいので、必要なメモリの量を削減することができる。
【００４１】
画素ゲイン算出部７４は、領域ゲイン算出部７２により算出されたゲインに基づいて、各
画素のゲインを算出する。領域内の各画素のゲイン値として、その領域のゲイン値を採用
してもよいが、ブロックノイズが出る恐れがあるため、以下のような算出方法が望ましい
。図７は、領域のゲイン値を加重加算して各画素のゲイン値を算出する例を示す。領域の
ゲイン値は、その領域の中央の画素のゲイン値であると仮定し、他の画素については、そ
の画素の周囲にある領域のゲイン値を用いて補間する。たとえば、画素Ｅのゲイン値を次
式により算出する。
　
　
　
　
　
　
画面周囲の４辺付近の画素については、左右または上下の領域のゲイン値を用いて加重加
算を行い、画面の４隅付近の画素については、その画素が含まれる領域のゲイン値を採用
する。これにより、各画素のゲイン値を適切に設定することができる。
【００４２】
画素ゲイン算出部７４の出力は、そのまま乗算器２４に供給される。本実施の形態では、
各画素のゲイン値を領域のゲイン値を用いた補間により算出しているので、画素のゲイン
値は、もともと滑らかな分布になっており、２次元ローパスフィルタを用いて高周波成分
を除去する必要がない。
【００４３】
以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、それらの各
構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形が可能なこと、またそうした変形例
も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００４４】
実施の形態では、フレーム単位で輝度制御を行ったが、たとえば、動き判定は数フレーム
に１回のみ行い、算出されたゲインを次の動き判定まで継続的に用いるようにしてもよい
。
【００４５】
第１の実施の形態では、画素ごとに輝度制御を行ったが、同様の処理を、所定のサイズの
領域ごとに行ってもよい。すなわち、輝度取得部３２により領域ごとに平均輝度を取得し
、それをフレームメモリ３４に保持し、差分算出部３６により領域ごとに平均輝度の変化
量を算出する。そして、判定部４０により領域ごとに動き判定を行い、ゲイン算出部４２
により領域ごとのゲインを得る。このとき、さらに、第３の実施の形態の画素ゲイン算出
部７４により、画素ごとのゲインを算出してから輝度制御を行ってもよい。この方法によ
れば、フレームメモリ３４のメモリ量を削減することができる。
【００４６】
【発明の効果】
本発明によれば、表示装置の輝度のばらつきを抑え、表示品位を向上させることができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１の実施の形態に係る表示装置の内部構成を示す図である。
【図２】　ゲイン算出部により算出されたある画素のゲインの時間的推移の例を示す図で
ある。
【図３】　表示ユニットの１画素分の回路構成を示す図である。
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【図４】　第２の実施の形態に係る表示装置の内部構成を示す図である。
【図５】　補正値算出部により算出される補正値の例を示す図である。
【図６】　第３の実施の形態に係る表示装置の内部構成を示す図である。
【図７】　画素ゲイン算出部により画素ごとのゲイン値が算出される様子を示す図である
。
【符号の説明】
１０　表示装置、　２０　表示制御ユニット、　３０　輝度制御部、　３２　輝度取得部
、　３４　フレームメモリ、　３６　差分算出部、　４０　判定部、４２　ゲイン算出部
、　４４　ゲイン保持部、　４８　補正値算出部、　５０ゲイン補正部、　６２　画素判
定部、　６４　画素計測部、　６６　領域判定部、　７２　領域ゲイン算出部、　７４　
画素ゲイン算出部、　１００　有機ＥＬパネル。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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