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(57)【要約】
【課題】　位置合わせ用のパターンの位置を高精度に検
出することができるパターン位置検出方法を提供する。
【解決手段】　本発明に係るパターン位置検出方法では
、液晶パネル２にパターンを表示させてカメラ３により
撮像するとともに、液晶パネル２に黒色画像を表示させ
てパターンの撮像時と同一のシャッタースピード又はＦ
値でカメラ３により撮像し、パターンの撮像画像と黒色
画像の撮像画像との差分に基づいて、カメラ３の撮像面
上におけるパターンの像の位置を検出する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、前記カメラの撮像面上におけ
る前記パターンの像の位置を検出するパターン位置検出方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する赤色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記赤色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第一の黒色画像撮像ステップと
、
　前記表示パネルの所定位置に緑色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する緑色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記緑色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第二の黒色画像撮像ステップと
、
　前記表示パネルの所定位置に青色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する青色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記青色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第三の黒色画像撮像ステップと
、
　前記赤色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第一の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記赤色パターンの像の位置を検出する赤
色パターン位置検出ステップと、
　前記緑色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第二の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記緑色パターンの像の位置を検出する緑
色パターン位置検出ステップと、
　前記青色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第三の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検出する青
色パターン位置検出ステップとを含むことを特徴とするパターン位置検出方法。
【請求項２】
　表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、前記カメラの撮像面上におけ
る前記パターンの像の位置を検出するパターン位置検出方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一原色からなる原色パターン
を表示させ、前記カメラにより撮像する原色パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記原色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、
　前記原色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との
差分に基づいて、前記撮像面上における前記原色パターンの像の位置を検出する原色パタ
ーン位置検出ステップとを含むことを特徴とするパターン位置検出方法。
【請求項３】
　表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、前記カメラの撮像面上におけ
る前記パターンの像の位置を検出するパターン位置検出方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に白色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する白色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記白色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、
　前記白色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との
差分に基づいて、前記撮像面上における前記白色パターンの像の位置を検出する白色パタ
ーン位置検出ステップとを含むことを特徴とするパターン位置検出方法。
【請求項４】
　表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、前記カメラの撮像面上におけ
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る前記パターンの像の位置を検出するパターン位置検出システムであって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色パターン、緑色パターン、青色パターン及び黒色画像
を表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された赤色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記赤色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記撮像面上における前記赤色パターンの像の位置を検出する赤色
パターン位置検出手段と、
　前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された緑色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記緑色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記撮像面上における前記緑色パターンの像の位置を検出する緑色
パターン位置検出手段と、
　前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された青色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記青色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検出する青色
パターン位置検出手段とを有することを特徴とするパターン位置検出システム。
【請求項５】
　表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、前記カメラの撮像面上におけ
る前記パターンの像の位置を検出するパターン位置検出システムであって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一原色からなる原色パターン
及び黒色画像を表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された原色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記原色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記撮像面上における前記原色パターンの像の位置を検出する原色
パターン位置検出手段とを有することを特徴とするパターン位置検出システム。
【請求項６】
　表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、前記カメラの撮像面上におけ
る前記パターンの像の位置を検出するパターン位置検出システムであって、
　前記表示パネルの所定位置に白色パターン及び黒色画像を表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された白色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記白色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記撮像面上における前記白色パターンの像の位置を検出する白色
パターン位置検出手段とを有することを特徴とするパターン位置検出システム。
【請求項７】
　表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむらを低減させる補正データ
を、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正データ生成方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する赤色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記赤色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第一の黒色画像撮像ステップと
、
　前記表示パネルの所定位置に緑色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する緑色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記緑色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第二の黒色画像撮像ステップと
、
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　前記表示パネルの所定位置に青色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する青色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記青色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第三の黒色画像撮像ステップと
、
　前記赤色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第一の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記赤色パターンの像の位置を検
出する赤色パターン位置検出ステップと、
　前記緑色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第二の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記緑色パターンの像の位置を検出する緑
色パターン位置検出ステップと、
　前記青色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第三の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検出する青
色パターン位置検出ステップと、
　前記表示パネルに赤色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する赤色画像撮像ステッ
プと、
　前記表示パネルに緑色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する緑色画像撮像ステッ
プと、
　前記表示パネルに青色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する青色画像撮像ステッ
プと、
　前記赤色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記赤色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの赤色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する赤色補正データ生成ステップと、
　前記緑色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記緑色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの緑色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する緑色補正データ生成ステップと、
　前記青色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記青色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの青色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する青色補正データ生成ステップとを含むことを特徴とする補正データ生成方法。
【請求項８】
　表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむらを低減させる補正データ
を、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正データ生成方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一原色からなる原色パターン
を表示させ、前記カメラにより撮像する原色パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記原色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、
　前記原色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との
差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記原色パターンの像の位置を検出する
原色パターン位置検出ステップと、
　前記表示パネルに前記一原色からなる画像を表示させ、前記カメラにより撮像する第一
の原色画像撮像ステップと、
　前記表示パネルに前記一原色以外の他の二原色の一方の原色からなる画像を表示させ、
前記カメラにより撮像する第二の原色画像撮像ステップと、
　前記表示パネルに前記二原色の他方の原色からなる画像を表示させ、前記カメラにより
撮像する第三の原色画像撮像ステップと、
　前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第一の原色画像撮像ステップの
撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記一原色を表示した時のむらを低減させるため
の補正データを生成する第一の補正データ生成ステップと、
　前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第二の原色画像撮像ステップの
撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記二原色の一方の原色を表示した時のむらを低
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減させるための補正データを生成する第二の補正データ生成ステップと、
　前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第三の原色画像撮像ステップの
撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記二原色の他方の原色を表示した時のむらを低
減させるための補正データを生成する第三の補正データ生成ステップとを含むことを特徴
とする補正データ生成方法。
【請求項９】
　表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむらを低減させる補正データ
を、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正データ生成方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に白色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する白色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記白色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、
　前記白色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との
差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記白色パターンの像の位置を検出する
白色パターン位置検出ステップと、
　前記表示パネルに白色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する白色画像撮像ステッ
プと、
　前記白色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記白色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの白色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する白色補正データ生成ステップとを含むことを特徴とする補正データ生成方法。
【請求項１０】
　表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむらを低減させる補正データ
を、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正データ生成システムであって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色パターン、緑色パターン、青色パターン、黒色画像、
赤色画像、緑色画像及び青色画像を表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された赤色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記赤色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記赤色パターンの像の位置を検出
する赤色パターン位置検出手段と、
　前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された緑色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記緑色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記撮像面上における前記緑色パターンの像の位置を検出する緑色
パターン位置検出手段と、
　前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された青色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記青色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検出する青色
パターン位置検出手段と、
　前記赤色パターン位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネル
に表示された赤色画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、前記表示パネルの
赤色表示時のむらを低減させるための補正データを生成する赤色補正データ生成手段と、
　前記緑色パターン位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネル
に表示された緑色画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、前記表示パネルの
緑色表示時のむらを低減させるための補正データを生成する緑色補正データ生成手段と、
　前記青色パターン位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネル
に表示された青色画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、前記表示パネルの
青色表示時のむらを低減させるための補正データを生成する青色補正データ生成手段とを
有することを特徴とする補正データ生成システム。
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【請求項１１】
　表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむらを低減させる補正データ
を、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正データ生成システムであって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一原色からなる原色パターン
、黒色画像、前記一原色からなる画像、前記一原色以外の他の二原色の一方の原色からな
る画像及び前記二原色の他方の原色からなる画像を表示させる表示制御手段と、
　前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された原色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記原色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記原色パターンの像の位置を検出
する原色パターン位置検出手段と、
　前記原色パターン位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネル
に表示された前記一原色からなる画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、前
記表示パネルの前記一原色を表示した時のむらを低減させるための補正データを生成する
第一の補正データ生成手段と、
　前記原色パターン位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネル
に表示された前記二原色の一方の原色からなる画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに
基づいて、前記表示パネルの前記一方の原色からなる画像を表示した時のむらを低減させ
るための補正データを生成する第二の補正データ生成手段と、
　前記原色パターン位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネル
に表示された前記二原色の他方の原色からなる画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに
基づいて、前記表示パネルの前記他方の原色からなる画像を表示した時のむらを低減させ
るための補正データを生成する第三の補正データ生成手段とを有することを特徴とする補
正データ生成システム。
【請求項１２】
　表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむらを低減させる補正データ
を、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正データ生成システムであって、
　前記表示パネルの所定位置に白色パターン、黒色画像及び白色画像を表示させる表示制
御手段と、
　前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された白色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記白色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記白色パターンの像の位置を検出
する白色パターン位置検出手段と、
　前記白色パターン位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネル
に表示された白色画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、前記表示パネルの
白色表示時のむらを低減させるための補正データを生成する白色補正データ生成手段とを
有することを特徴とする補正データ生成システム。
【請求項１３】
　表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむらを低減させる補正データ
により、前記表示パネルの画質を調整する画質調整方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する赤色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記赤色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第一の黒色画像撮像ステップと
、
　前記表示パネルの所定位置に緑色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する緑色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記緑色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第二の黒色画像撮像ステップと
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、
　前記表示パネルの所定位置に青色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する青色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記青色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第三の黒色画像撮像ステップと
、
　前記赤色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第一の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記赤色パターンの像の位置を検
出する赤色パターン位置検出ステップと、
　前記緑色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第二の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記緑色パターンの像の位置を検出する緑
色パターン位置検出ステップと、
　前記青色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第三の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検出する青
色パターン位置検出ステップと、
　前記表示パネルに赤色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する赤色画像撮像ステッ
プと、
　前記表示パネルに緑色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する緑色画像撮像ステッ
プと、
　前記表示パネルに青色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する青色画像撮像ステッ
プと、
　前記赤色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記赤色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの赤色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する赤色補正データ生成ステップと、
　前記緑色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記緑色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの緑色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する緑色補正データ生成ステップと、
　前記青色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記青色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの青色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する青色補正データ生成ステップと、
　前記赤色補正データ生成ステップ、前記緑色補正データ生成ステップ及び前記青色補正
データ生成ステップの各補正データに基づいて、前記表示パネルの入力信号を補正する入
力信号補正ステップとを含むことを特徴とする画質調整方法。
【請求項１４】
　表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむらを低減させる補正データ
により、前記表示パネルの画質を調整する画質調整方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一原色からなる原色パターン
を表示させ、前記カメラにより撮像する原色パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記原色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、
　前記原色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との
差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記原色パターンの像の位置を検出する
原色パターン位置検出ステップと、
　前記表示パネルに前記一原色からなる画像を表示させ、前記カメラにより撮像する第一
の原色画像撮像ステップと、
　前記表示パネルに前記一原色以外の他の二原色の一方の原色からなる画像を表示させ、
前記カメラにより撮像する第二の原色画像撮像ステップと、
　前記表示パネルに前記二原色の他方の原色からなる画像を表示させ、前記カメラにより
撮像する第三の原色画像撮像ステップと、
　前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第一の原色画像撮像ステップの
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撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記一原色を表示した時のむらを低減させるため
の補正データを生成する第一の補正データ生成ステップと、
　前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第二の原色画像撮像ステップの
撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記二原色の一方の原色を表示した時のむらを低
減させるための補正データを生成する第二の補正データ生成ステップと、
　前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第三の原色画像撮像ステップの
撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記二原色の他方の原色を表示した時のむらを低
減させるための補正データを生成する第三の補正データ生成ステップと、
　前記第一の補正データ生成ステップ、前記第二の補正データ生成ステップ及び前記第三
の補正データ生成ステップの各補正データに基づいて、前記表示パネルの入力信号を補正
する入力信号補正ステップとを含むことを特徴とする画質調整方法。
【請求項１５】
　表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむらを低減させる補正データ
により、前記表示パネルの画質を調整する画質調整方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に白色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する白色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記白色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、
　前記白色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との
差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記白色パターンの像の位置を検出する
白色パターン位置検出ステップと、
　前記表示パネルに白色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する白色画像撮像ステッ
プと、
　前記白色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記白色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの白色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する白色補正データ生成ステップと、
　前記白色補正データ生成ステップの補正データに基づいて、前記表示パネルの入力信号
を補正する入力信号補正ステップとを含むことを特徴とする画質調整方法。
【請求項１６】
　表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示むらを低減
させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段とを有する画質調整型表示パ
ネルの製造方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色パターンを表示させ、カメラにより撮像する赤色パタ
ーン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記赤色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第一の黒色画像撮像ステップと
、
　前記表示パネルの所定位置に緑色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する緑色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記緑色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第二の黒色画像撮像ステップと
、
　前記表示パネルの所定位置に青色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する青色
パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記青色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第三の黒色画像撮像ステップと
、
　前記赤色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第一の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記赤色パターンの像の位置を検
出する赤色パターン位置検出ステップと、
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　前記緑色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第二の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記緑色パターンの像の位置を検出する緑
色パターン位置検出ステップと、
　前記青色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第三の黒色画像撮像ステップの撮像画
像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検出する青
色パターン位置検出ステップと、
　前記表示パネルに赤色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する赤色画像撮像ステッ
プと、
　前記表示パネルに緑色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する緑色画像撮像ステッ
プと、
　前記表示パネルに青色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する青色画像撮像ステッ
プと、
　前記赤色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記赤色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの赤色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する赤色補正データ生成ステップと、
　前記緑色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記緑色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの緑色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する緑色補正データ生成ステップと、
　前記青色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記青色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの青色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する青色補正データ生成ステップと、
　前記赤色補正データ生成ステップ、前記緑色補正データ生成ステップ及び前記青色補正
データ生成ステップの各補正データを前記記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと
、
　前記画質調整手段が前記各補正データに基づいて前記表示パネルの入力信号を補正する
ように、前記画質調整手段を前記表示パネルに実装する実装ステップとを含むことを特徴
とする画質調整型表示パネルの製造方法。
【請求項１７】
　表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示むらを低減
させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段とを有する画質調整型表示パ
ネルの製造方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一原色からなる原色パターン
を表示させ、カメラにより撮像する原色パターン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記原色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、
　前記原色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との
差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記原色パターンの像の位置を検出する
原色パターン位置検出ステップと、
　前記表示パネルに前記一原色からなる画像を表示させ、前記カメラにより撮像する第一
の原色画像撮像ステップと、
　前記表示パネルに前記一原色以外の他の二原色の一方の原色からなる画像を表示させ、
前記カメラにより撮像する第二の原色画像撮像ステップと、
　前記表示パネルに前記二原色の他方の原色からなる画像を表示させ、前記カメラにより
撮像する第三の原色画像撮像ステップと、
　前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第一の原色画像撮像ステップの
撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記一原色を表示した時のむらを低減させるため
の補正データを生成する第一の補正データ生成ステップと、
　前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第二の原色画像撮像ステップの
撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記二原色の一方の原色を表示した時のむらを低
減させるための補正データを生成する第二の補正データ生成ステップと、
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　前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第三の原色画像撮像ステップの
撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記二原色の他方の原色を表示した時のむらを低
減させるための補正データを生成する第三の補正データ生成ステップと、
　前記第一の補正データ生成ステップ、前記第二の補正データ生成ステップ及び前記第三
の補正データ生成ステップの各補正データを前記記憶部に記憶させる補正データ記憶ステ
ップと、
　前記画質調整手段が前記各補正データに基づいて前記表示パネルの入力信号を補正する
ように、前記画質調整手段を前記表示パネルに実装する実装ステップとを含むことを特徴
とする画質調整型表示パネルの製造方法。
【請求項１８】
　表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示むらを低減
させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段とを有する画質調整型表示パ
ネルの製造方法であって、
　前記表示パネルの所定位置に白色パターンを表示させ、カメラにより撮像する白色パタ
ーン撮像ステップと、
　前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記白色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、
　前記白色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との
差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記白色パターンの像の位置を検出する
白色パターン位置検出ステップと、
　前記表示パネルに白色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する白色画像撮像ステッ
プと、
　前記白色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記白色画像撮像ステップの撮像画
像に基づいて、前記表示パネルの白色表示時のむらを低減させるための補正データを生成
する白色補正データ生成ステップと、
　前記白色補正データ生成ステップの補正データを前記記憶部に記憶させる補正データ記
憶ステップと、
　前記画質調整手段が前記補正データに基づいて前記表示パネルの入力信号を補正するよ
うに、前記画質調整手段を前記表示パネルに実装する実装ステップとを含むことを特徴と
する画質調整型表示パネルの製造方法。
【請求項１９】
　表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示むらを低減
させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段とを有する画質調整型表示パ
ネルであって、
　前記記憶部には、
　前記表示パネルの所定位置に赤色パターンを表示させてカメラにより撮像するとともに
、前記表示パネルに黒色画像を表示させて前記カメラにより前記赤色パターンと同一のシ
ャッタースピード及び／又はＦ値で撮像し、その赤色パターンの撮像画像と黒色画像の撮
像画像との差分に基づいて前記カメラの撮像面上における前記赤色パターンの像の位置を
検出した上で、前記表示パネルに赤色画像を表示させて前記カメラにより撮像し、前記赤
色パターンの像の位置の検出結果及び前記赤色画像の撮像画像に基づいて生成した前記表
示パネルの赤色表示時のむらを低減させるための補正データと、
　前記表示パネルの所定位置に緑色パターンを表示させて前記カメラにより撮像するとと
もに、前記表示パネルに黒色画像を表示させて前記カメラにより前記緑色パターンと同一
のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像し、その緑色パターンの撮像画像と黒色画像
の撮像画像との差分に基づいて前記撮像面上における前記緑色パターンの像の位置を検出
した上で、前記表示パネルに緑色画像を表示させて前記カメラにより撮像し、前記緑色パ
ターンの像の位置の検出結果及び前記緑色画像の撮像画像に基づいて生成した前記表示パ
ネルの緑色表示時のむらを低減させるための補正データと、
　前記表示パネルの所定位置に青色パターンを表示させて前記カメラにより撮像するとと
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もに、前記表示パネルに黒色画像を表示させて前記カメラにより前記青色パターンと同一
のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像し、その青色パターンの撮像画像と黒色画像
の撮像画像との差分に基づいて前記撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検出
した上で、前記表示パネルに青色画像を表示させて前記カメラにより撮像し、前記青色パ
ターンの像の位置の検出結果及び前記青色画像の撮像画像に基づいて生成した前記表示パ
ネルの青色表示時のむらを低減させるための補正データとが記憶されていることを特徴と
する画質調整型表示パネル。
【請求項２０】
　表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示むらを低減
させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段とを有する画質調整型表示パ
ネルであって、
　前記記憶部には、
　前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一原色からなる原色パターン
を表示させてカメラにより撮像するとともに、前記表示パネルに黒色画像を表示させて前
記カメラにより前記原色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像し、
その原色パターンの撮像画像と黒色画像の撮像画像との差分に基づいて前記カメラの撮像
面上における前記原色パターンの像の位置を検出した上で、前記表示パネルに前記一原色
からなる画像を表示させて前記カメラにより撮像し、前記原色パターンの像の位置の検出
結果及び前記一原色からなる画像の撮像画像に基づいて生成した前記表示パネルの前記一
原色を表示した時のむらを低減させるための補正データと、
　前記表示パネルに前記一原色以外の他の二原色の一方の原色からなる画像を表示させて
前記カメラにより撮像し、前記原色パターンの像の位置の検出結果及び前記二原色の一方
の原色からなる画像の撮像画像に基づいて生成した前記表示パネルの前記二原色の一方の
原色を表示した時のむらを低減させるための補正データと、
　前記表示パネルに前記二原色の他方の原色からなる画像を表示させて前記カメラにより
撮像し、前記原色パターンの像の位置の検出結果及び前記二原色の他方の原色からなる画
像の撮像画像に基づいて生成した前記表示パネルの前記二原色の他方の原色を表示した時
のむらを低減させるための補正データとが記憶されていることを特徴とする画質調整型表
示パネル。
【請求項２１】
　表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示むらを低減
させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段とを有する画質調整型表示パ
ネルであって、
　前記記憶部には、前記表示パネルの所定位置に白色パターンを表示させてカメラにより
撮像するとともに、前記表示パネルに黒色画像を表示させて前記カメラにより前記白色パ
ターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像し、その白色パターンの撮像画
像と黒色画像の撮像画像との差分に基づいて前記カメラの撮像面上における前記白色パタ
ーンの像の位置を検出した上で、前記表示パネルに白色画像を表示させて前記カメラによ
り撮像し、前記白色パターンの像の位置の検出結果及び前記白色画像の撮像画像に基づい
て生成した前記表示パネルの白色表示時のむらを低減させるための補正データが記憶され
ていることを特徴とする画質調整型表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、カメラの撮像面上
におけるパターンの像の位置を検出するパターン位置検出方法及びパターン位置検出シス
テムと、これらを用いた画質調整技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶パネル、有機ＥＬ等の表示パネルでは、セルギャップのむらやバックライトの明る
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さむら等の製造上のばらつきに起因して、輝度むらや色むらといった表示むらが生じるこ
とが知られている。表示パネルの各ピクセルがＲＧＢの表示素子を有する場合、個々のピ
クセルにおけるＲＧＢの相対的な明るさの関係は異ならないものの隣接するピクセル間で
絶対的な明るさに差があるときには、輝度むらとなり、個々のピクセルにおけるＲＧＢの
相対的な明るさの関係が隣接するピクセル間で異なるときには、色むらとなる。
【０００３】
　このような表示むらを低減させて表示パネルの画質を改善する技術として、例えば特許
文献１に記載の画像補正データ生成システムがある。同システムは、表示パネルの全面に
グレー画像を表示させ、このグレー画像をカメラにより撮像してその輝度分布を求め、こ
の輝度分布に基づいて補正データを生成するもので、生成された補正データは、表示パネ
ルに搭載される補正回路に記憶され、表示パネルに画像信号が入力されると、補正回路が
補正データに基づいて入力信号を補正することにより、表示むらを低減させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－５７１４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のように表示パネルを撮像して補正データを生成するには、その前提として、撮像
した表示パネルがカメラの撮像面上のどこに位置するのかを正確に検出しなければならな
い。すなわち、例えば固体撮像素子カメラを使用して表示パネルを撮像した場合、補正デ
ータは撮像面上の各撮像素子の受光量に基づいて生成されるから、表示パネルの各部の明
るさをどの撮像素子が受光しているのかにつき正確に検出しないと、誤った補正データが
生成されてしまう。
【０００６】
　そこで、表示パネルの全面にグレー画像等を表示させる前に、まず表示パネル上で既知
の位置にある特定のピクセルを発光させて位置合わせ用のパターン（アライメントパター
ン）を表示させ（図４参照）、これをカメラにより撮像し、パターンの像がカメラの撮像
面上のどこに位置するのかを確認することが考えられる。
【０００７】
　しかしながら、表示パネルにパターンを表示させて実際に撮像してみると、表示パネル
のフレームの孔からのバックライト漏れや表示パネル上にある輝点、あるいは、外光の映
り込み等のノイズがパターンを構成するものとして誤認識されることがあり、パターンを
うまく検出することが難しいことが判明した。
【０００８】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、位置合わせ用のパターンの位置を高精
度に検出することができるパターン位置検出方法及びパターン位置検出システムと、これ
らを用いた画質調整技術を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、表示パネルに表示されたパター
ンをカメラにより撮像し、前記カメラの撮像面上における前記パターンの像の位置を検出
するパターン位置検出方法であって、前記表示パネルの所定位置に赤色パターンを表示さ
せ、前記カメラにより撮像する赤色パターン撮像ステップと、前記表示パネルに黒色画像
を表示させ、前記カメラにより前記赤色パターン撮像ステップと同一のシャッタースピー
ド及び／又はＦ値で撮像する第一の黒色画像撮像ステップと、前記表示パネルの所定位置
に緑色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する緑色パターン撮像ステップと、前
記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記緑色パターン撮像ステップと
同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第二の黒色画像撮像ステップと、前
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記表示パネルの所定位置に青色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する青色パタ
ーン撮像ステップと、前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記青色
パターン撮像ステップと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第三の黒色
画像撮像ステップと、前記赤色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第一の黒色画像撮
像ステップの撮像画像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記赤色パターンの像
の位置を検出する赤色パターン位置検出ステップと、前記緑色パターン撮像ステップの撮
像画像と前記第二の黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分に基づいて、前記撮像面上
における前記緑色パターンの像の位置を検出する緑色パターン位置検出ステップと、前記
青色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第三の黒色画像撮像ステップの撮像画像との
差分に基づいて、前記撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検出する青色パタ
ーン位置検出ステップとを含むことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、前
記カメラの撮像面上における前記パターンの像の位置を検出するパターン位置検出方法で
あって、前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一原色からなる原色パ
ターンを表示させ、前記カメラにより撮像する原色パターン撮像ステップと、前記表示パ
ネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記原色パターン撮像ステップと同一のシ
ャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、前記原色パターン
撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分に基づいて、前
記撮像面上における前記原色パターンの像の位置を検出する原色パターン位置検出ステッ
プとを含むことを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、前
記カメラの撮像面上における前記パターンの像の位置を検出するパターン位置検出方法で
あって、前記表示パネルの所定位置に白色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像す
る白色パターン撮像ステップと、前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラによ
り前記白色パターン撮像ステップと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する
黒色画像撮像ステップと、前記白色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像
ステップの撮像画像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記白色パターンの像の
位置を検出する白色パターン位置検出ステップとを含むことを特徴とする。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、前
記カメラの撮像面上における前記パターンの像の位置を検出するパターン位置検出システ
ムであって、前記表示パネルの所定位置に赤色パターン、緑色パターン、青色パターン及
び黒色画像を表示させる表示制御手段と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示
された赤色パターンを前記カメラが撮像した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表
示パネルに表示された黒色画像を前記カメラが前記赤色パターンと同一のシャッタースピ
ード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記
赤色パターンの像の位置を検出する赤色パターン位置検出手段と、前記表示制御手段によ
り前記表示パネルに表示された緑色パターンを前記カメラが撮像した撮像画像と、前記表
示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カメラが前記緑色パターン
と同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像との差分に基づいて、前
記撮像面上における前記緑色パターンの像の位置を検出する緑色パターン位置検出手段と
、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された青色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記青色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検出する青色
パターン位置検出手段とを有することを特徴とする。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、前
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記カメラの撮像面上における前記パターンの像の位置を検出するパターン位置検出システ
ムであって、前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一原色からなる原
色パターン及び黒色画像を表示させる表示制御手段と、前記表示制御手段により前記表示
パネルに表示された原色パターンを前記カメラが撮像した撮像画像と、前記表示制御手段
により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カメラが前記原色パターンと同一のシ
ャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像との差分に基づいて、前記撮像面上
における前記原色パターンの像の位置を検出する原色パターン位置検出手段とを有するこ
とを特徴とする。
【００１４】
　請求項６に記載の発明は、表示パネルに表示されたパターンをカメラにより撮像し、前
記カメラの撮像面上における前記パターンの像の位置を検出するパターン位置検出システ
ムであって、前記表示パネルの所定位置に白色パターン及び黒色画像を表示させる表示制
御手段と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された白色パターンを前記カメ
ラが撮像した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像
を前記カメラが前記白色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した
撮像画像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記白色パターンの像の位置を検出
する白色パターン位置検出手段とを有することを特徴とする。
【００１５】
　請求項７に記載の発明は、表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむ
らを低減させる補正データを、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正デー
タ生成方法であって、前記表示パネルの所定位置に赤色パターンを表示させ、前記カメラ
により撮像する赤色パターン撮像ステップと、前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前
記カメラにより前記赤色パターン撮像ステップと同一のシャッタースピード及び／又はＦ
値で撮像する第一の黒色画像撮像ステップと、前記表示パネルの所定位置に緑色パターン
を表示させ、前記カメラにより撮像する緑色パターン撮像ステップと、前記表示パネルに
黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記緑色パターン撮像ステップと同一のシャッタ
ースピード及び／又はＦ値で撮像する第二の黒色画像撮像ステップと、前記表示パネルの
所定位置に青色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する青色パターン撮像ステッ
プと、前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記青色パターン撮像ス
テップと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第三の黒色画像撮像ステッ
プと、前記赤色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第一の黒色画像撮像ステップの撮
像画像との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記赤色パターンの像の位置
を検出する赤色パターン位置検出ステップと、前記緑色パターン撮像ステップの撮像画像
と前記第二の黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分に基づいて、前記撮像面上におけ
る前記緑色パターンの像の位置を検出する緑色パターン位置検出ステップと、前記青色パ
ターン撮像ステップの撮像画像と前記第三の黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分に
基づいて、前記撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検出する青色パターン位
置検出ステップと、前記表示パネルに赤色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する赤
色画像撮像ステップと、前記表示パネルに緑色画像を表示させ、前記カメラにより撮像す
る緑色画像撮像ステップと、前記表示パネルに青色画像を表示させ、前記カメラにより撮
像する青色画像撮像ステップと、前記赤色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記
赤色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記表示パネルの赤色表示時のむらを低減
させるための補正データを生成する赤色補正データ生成ステップと、前記緑色パターン位
置検出ステップの検出結果及び前記緑色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記表
示パネルの緑色表示時のむらを低減させるための補正データを生成する緑色補正データ生
成ステップと、前記青色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記青色画像撮像ステ
ップの撮像画像に基づいて、前記表示パネルの青色表示時のむらを低減させるための補正
データを生成する青色補正データ生成ステップとを含むことを特徴とする。
【００１６】
　請求項８に記載の発明は、表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむ
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らを低減させる補正データを、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正デー
タ生成方法であって、前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一原色か
らなる原色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する原色パターン撮像ステップと
、前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記原色パターン撮像ステッ
プと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、前記
原色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分に
基づいて、前記カメラの撮像面上における前記原色パターンの像の位置を検出する原色パ
ターン位置検出ステップと、前記表示パネルに前記一原色からなる画像を表示させ、前記
カメラにより撮像する第一の原色画像撮像ステップと、前記表示パネルに前記一原色以外
の他の二原色の一方の原色からなる画像を表示させ、前記カメラにより撮像する第二の原
色画像撮像ステップと、前記表示パネルに前記二原色の他方の原色からなる画像を表示さ
せ、前記カメラにより撮像する第三の原色画像撮像ステップと、前記原色パターン位置検
出ステップの検出結果及び前記第一の原色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記
表示パネルの前記一原色を表示した時のむらを低減させるための補正データを生成する第
一の補正データ生成ステップと、前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記
第二の原色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記二原色の一方
の原色を表示した時のむらを低減させるための補正データを生成する第二の補正データ生
成ステップと、前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第三の原色画像撮
像ステップの撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記二原色の他方の原色を表示した
時のむらを低減させるための補正データを生成する第三の補正データ生成ステップとを含
むことを特徴とする。
【００１７】
　請求項９に記載の発明は、表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示のむ
らを低減させる補正データを、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正デー
タ生成方法であって、前記表示パネルの所定位置に白色パターンを表示させ、前記カメラ
により撮像する白色パターン撮像ステップと、前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前
記カメラにより前記白色パターン撮像ステップと同一のシャッタースピード及び／又はＦ
値で撮像する黒色画像撮像ステップと、前記白色パターン撮像ステップの撮像画像と前記
黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前
記白色パターンの像の位置を検出する白色パターン位置検出ステップと、前記表示パネル
に白色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する白色画像撮像ステップと、前記白色パ
ターン位置検出ステップの検出結果及び前記白色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて
、前記表示パネルの白色表示時のむらを低減させるための補正データを生成する白色補正
データ生成ステップとを含むことを特徴とする。
【００１８】
　請求項１０に記載の発明は、表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示の
むらを低減させる補正データを、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正デ
ータ生成システムであって、前記表示パネルの所定位置に赤色パターン、緑色パターン、
青色パターン、黒色画像、赤色画像、緑色画像及び青色画像を表示させる表示制御手段と
、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された赤色パターンを前記カメラが撮像
した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カ
メラが前記赤色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像
との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記赤色パターンの像の位置を検出
する赤色パターン位置検出手段と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された
緑色パターンを前記カメラが撮像した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネ
ルに表示された黒色画像を前記カメラが前記緑色パターンと同一のシャッタースピード及
び／又はＦ値で撮像した撮像画像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記緑色パ
ターンの像の位置を検出する緑色パターン位置検出手段と、前記表示制御手段により前記
表示パネルに表示された青色パターンを前記カメラが撮像した撮像画像と、前記表示制御
手段により前記表示パネルに表示された黒色画像を前記カメラが前記青色パターンと同一
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のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像した撮像画像との差分に基づいて、前記撮像
面上における前記青色パターンの像の位置を検出する青色パターン位置検出手段と、前記
赤色パターン位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示
された赤色画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、前記表示パネルの赤色表
示時のむらを低減させるための補正データを生成する赤色補正データ生成手段と、前記緑
色パターン位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示さ
れた緑色画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、前記表示パネルの緑色表示
時のむらを低減させるための補正データを生成する緑色補正データ生成手段と、前記青色
パターン位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示され
た青色画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、前記表示パネルの青色表示時
のむらを低減させるための補正データを生成する青色補正データ生成手段とを有すること
を特徴とする。
【００１９】
　請求項１１に記載の発明は、表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示の
むらを低減させる補正データを、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正デ
ータ生成システムであって、前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一
原色からなる原色パターン、黒色画像、前記一原色からなる画像、前記一原色以外の他の
二原色の一方の原色からなる画像及び前記二原色の他方の原色からなる画像を表示させる
表示制御手段と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された原色パターンを前
記カメラが撮像した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された黒
色画像を前記カメラが前記原色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮
像した撮像画像との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記原色パターンの
像の位置を検出する原色パターン位置検出手段と、前記原色パターン位置検出手段の検出
結果と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された前記一原色からなる画像を
前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、前記表示パネルの前記一原色を表示した時
のむらを低減させるための補正データを生成する第一の補正データ生成手段と、前記原色
パターン位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示され
た前記二原色の一方の原色からなる画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、
前記表示パネルの前記一方の原色からなる画像を表示した時のむらを低減させるための補
正データを生成する第二の補正データ生成手段と、前記原色パターン位置検出手段の検出
結果と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された前記二原色の他方の原色か
らなる画像を前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、前記表示パネルの前記他方の
原色からなる画像を表示した時のむらを低減させるための補正データを生成する第三の補
正データ生成手段とを有することを特徴とする。
【００２０】
　請求項１２に記載の発明は、表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示の
むらを低減させる補正データを、前記表示パネルをカメラにより撮像して生成する補正デ
ータ生成システムであって、前記表示パネルの所定位置に白色パターン、黒色画像及び白
色画像を表示させる表示制御手段と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示され
た白色パターンを前記カメラが撮像した撮像画像と、前記表示制御手段により前記表示パ
ネルに表示された黒色画像を前記カメラが前記白色パターンと同一のシャッタースピード
及び／又はＦ値で撮像した撮像画像との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における
前記白色パターンの像の位置を検出する白色パターン位置検出手段と、前記白色パターン
位置検出手段の検出結果と、前記表示制御手段により前記表示パネルに表示された白色画
像を前記カメラが撮像した撮像画像とに基づいて、前記表示パネルの白色表示時のむらを
低減させるための補正データを生成する白色補正データ生成手段とを有することを特徴と
する。
【００２１】
　請求項１３に記載の発明は、表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示の
むらを低減させる補正データにより、前記表示パネルの画質を調整する画質調整方法であ
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って、前記表示パネルの所定位置に赤色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する
赤色パターン撮像ステップと、前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより
前記赤色パターン撮像ステップと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第
一の黒色画像撮像ステップと、前記表示パネルの所定位置に緑色パターンを表示させ、前
記カメラにより撮像する緑色パターン撮像ステップと、前記表示パネルに黒色画像を表示
させ、前記カメラにより前記緑色パターン撮像ステップと同一のシャッタースピード及び
／又はＦ値で撮像する第二の黒色画像撮像ステップと、前記表示パネルの所定位置に青色
パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する青色パターン撮像ステップと、前記表示
パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記青色パターン撮像ステップと同一の
シャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第三の黒色画像撮像ステップと、前記赤色
パターン撮像ステップの撮像画像と前記第一の黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分
に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記赤色パターンの像の位置を検出する赤色
パターン位置検出ステップと、前記緑色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第二の黒
色画像撮像ステップの撮像画像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記緑色パタ
ーンの像の位置を検出する緑色パターン位置検出ステップと、前記青色パターン撮像ステ
ップの撮像画像と前記第三の黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分に基づいて、前記
撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検出する青色パターン位置検出ステップ
と、前記表示パネルに赤色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する赤色画像撮像ステ
ップと、前記表示パネルに緑色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する緑色画像撮像
ステップと、前記表示パネルに青色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する青色画像
撮像ステップと、前記赤色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記赤色画像撮像ス
テップの撮像画像に基づいて、前記表示パネルの赤色表示時のむらを低減させるための補
正データを生成する赤色補正データ生成ステップと、前記緑色パターン位置検出ステップ
の検出結果及び前記緑色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記表示パネルの緑色
表示時のむらを低減させるための補正データを生成する緑色補正データ生成ステップと、
前記青色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記青色画像撮像ステップの撮像画像
に基づいて、前記表示パネルの青色表示時のむらを低減させるための補正データを生成す
る青色補正データ生成ステップと、前記赤色補正データ生成ステップ、前記緑色補正デー
タ生成ステップ及び前記青色補正データ生成ステップの各補正データに基づいて、前記表
示パネルの入力信号を補正する入力信号補正ステップとを含むことを特徴とする。
【００２２】
　請求項１４に記載の発明は、表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示の
むらを低減させる補正データにより、前記表示パネルの画質を調整する画質調整方法であ
って、前記表示パネルの所定位置に赤色、緑色、青色のいずれか一原色からなる原色パタ
ーンを表示させ、前記カメラにより撮像する原色パターン撮像ステップと、前記表示パネ
ルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記原色パターン撮像ステップと同一のシャ
ッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、前記原色パターン撮
像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分に基づいて、前記
カメラの撮像面上における前記原色パターンの像の位置を検出する原色パターン位置検出
ステップと、前記表示パネルに前記一原色からなる画像を表示させ、前記カメラにより撮
像する第一の原色画像撮像ステップと、前記表示パネルに前記一原色以外の他の二原色の
一方の原色からなる画像を表示させ、前記カメラにより撮像する第二の原色画像撮像ステ
ップと、前記表示パネルに前記二原色の他方の原色からなる画像を表示させ、前記カメラ
により撮像する第三の原色画像撮像ステップと、前記原色パターン位置検出ステップの検
出結果及び前記第一の原色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前
記一原色を表示した時のむらを低減させるための補正データを生成する第一の補正データ
生成ステップと、前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第二の原色画像
撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記二原色の一方の原色を表示し
た時のむらを低減させるための補正データを生成する第二の補正データ生成ステップと、
前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第三の原色画像撮像ステップの撮
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像画像に基づいて、前記表示パネルの前記二原色の他方の原色を表示した時のむらを低減
させるための補正データを生成する第三の補正データ生成ステップと、前記第一の補正デ
ータ生成ステップ、前記第二の補正データ生成ステップ及び前記第三の補正データ生成ス
テップの各補正データに基づいて、前記表示パネルの入力信号を補正する入力信号補正ス
テップとを含むことを特徴とする。
【００２３】
　請求項１５に記載の発明は、表示パネルの入力信号を補正して前記表示パネルの表示の
むらを低減させる補正データにより、前記表示パネルの画質を調整する画質調整方法であ
って、前記表示パネルの所定位置に白色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する
白色パターン撮像ステップと、前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより
前記白色パターン撮像ステップと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒
色画像撮像ステップと、前記白色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ス
テップの撮像画像との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記白色パターン
の像の位置を検出する白色パターン位置検出ステップと、前記表示パネルに白色画像を表
示させ、前記カメラにより撮像する白色画像撮像ステップと、前記白色パターン位置検出
ステップの検出結果及び前記白色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記表示パネ
ルの白色表示時のむらを低減させるための補正データを生成する白色補正データ生成ステ
ップと、前記白色補正データ生成ステップの補正データに基づいて、前記表示パネルの入
力信号を補正する入力信号補正ステップとを含むことを特徴とする。
【００２４】
　請求項１６に記載の発明は、表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記
表示パネルの表示むらを低減させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段
とを有する画質調整型表示パネルの製造方法であって、前記表示パネルの所定位置に赤色
パターンを表示させ、カメラにより撮像する赤色パターン撮像ステップと、前記表示パネ
ルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記赤色パターン撮像ステップと同一のシャ
ッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第一の黒色画像撮像ステップと、前記表示パネ
ルの所定位置に緑色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像する緑色パターン撮像ス
テップと、前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記緑色パターン撮
像ステップと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する第二の黒色画像撮像ス
テップと、前記表示パネルの所定位置に青色パターンを表示させ、前記カメラにより撮像
する青色パターン撮像ステップと、前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラに
より前記青色パターン撮像ステップと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像す
る第三の黒色画像撮像ステップと、前記赤色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第一
の黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における
前記赤色パターンの像の位置を検出する赤色パターン位置検出ステップと、前記緑色パタ
ーン撮像ステップの撮像画像と前記第二の黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分に基
づいて、前記撮像面上における前記緑色パターンの像の位置を検出する緑色パターン位置
検出ステップと、前記青色パターン撮像ステップの撮像画像と前記第三の黒色画像撮像ス
テップの撮像画像との差分に基づいて、前記撮像面上における前記青色パターンの像の位
置を検出する青色パターン位置検出ステップと、前記表示パネルに赤色画像を表示させ、
前記カメラにより撮像する赤色画像撮像ステップと、前記表示パネルに緑色画像を表示さ
せ、前記カメラにより撮像する緑色画像撮像ステップと、前記表示パネルに青色画像を表
示させ、前記カメラにより撮像する青色画像撮像ステップと、前記赤色パターン位置検出
ステップの検出結果及び前記赤色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記表示パネ
ルの赤色表示時のむらを低減させるための補正データを生成する赤色補正データ生成ステ
ップと、前記緑色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記緑色画像撮像ステップの
撮像画像に基づいて、前記表示パネルの緑色表示時のむらを低減させるための補正データ
を生成する緑色補正データ生成ステップと、前記青色パターン位置検出ステップの検出結
果及び前記青色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記表示パネルの青色表示時の
むらを低減させるための補正データを生成する青色補正データ生成ステップと、前記赤色
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補正データ生成ステップ、前記緑色補正データ生成ステップ及び前記青色補正データ生成
ステップの各補正データを前記記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、前記画質
調整手段が前記各補正データに基づいて前記表示パネルの入力信号を補正するように、前
記画質調整手段を前記表示パネルに実装する実装ステップとを含むことを特徴とする。
【００２５】
　請求項１７に記載の発明は、表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記
表示パネルの表示むらを低減させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段
とを有する画質調整型表示パネルの製造方法であって、前記表示パネルの所定位置に赤色
、緑色、青色のいずれか一原色からなる原色パターンを表示させ、カメラにより撮像する
原色パターン撮像ステップと、前記表示パネルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより
前記原色パターン撮像ステップと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒
色画像撮像ステップと、前記原色パターン撮像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ス
テップの撮像画像との差分に基づいて、前記カメラの撮像面上における前記原色パターン
の像の位置を検出する原色パターン位置検出ステップと、前記表示パネルに前記一原色か
らなる画像を表示させ、前記カメラにより撮像する第一の原色画像撮像ステップと、前記
表示パネルに前記一原色以外の他の二原色の一方の原色からなる画像を表示させ、前記カ
メラにより撮像する第二の原色画像撮像ステップと、前記表示パネルに前記二原色の他方
の原色からなる画像を表示させ、前記カメラにより撮像する第三の原色画像撮像ステップ
と、前記原色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記第一の原色画像撮像ステップ
の撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記一原色を表示した時のむらを低減させるた
めの補正データを生成する第一の補正データ生成ステップと、前記原色パターン位置検出
ステップの検出結果及び前記第二の原色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記表
示パネルの前記二原色の一方の原色を表示した時のむらを低減させるための補正データを
生成する第二の補正データ生成ステップと、前記原色パターン位置検出ステップの検出結
果及び前記第三の原色画像撮像ステップの撮像画像に基づいて、前記表示パネルの前記二
原色の他方の原色を表示した時のむらを低減させるための補正データを生成する第三の補
正データ生成ステップと、前記第一の補正データ生成ステップ、前記第二の補正データ生
成ステップ及び前記第三の補正データ生成ステップの各補正データを前記記憶部に記憶さ
せる補正データ記憶ステップと、前記画質調整手段が前記各補正データに基づいて前記表
示パネルの入力信号を補正するように、前記画質調整手段を前記表示パネルに実装する実
装ステップとを含むことを特徴とする。
【００２６】
　請求項１８に記載の発明は、表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記
表示パネルの表示むらを低減させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段
とを有する画質調整型表示パネルの製造方法であって、前記表示パネルの所定位置に白色
パターンを表示させ、カメラにより撮像する白色パターン撮像ステップと、前記表示パネ
ルに黒色画像を表示させ、前記カメラにより前記白色パターン撮像ステップと同一のシャ
ッタースピード及び／又はＦ値で撮像する黒色画像撮像ステップと、前記白色パターン撮
像ステップの撮像画像と前記黒色画像撮像ステップの撮像画像との差分に基づいて、前記
カメラの撮像面上における前記白色パターンの像の位置を検出する白色パターン位置検出
ステップと、前記表示パネルに白色画像を表示させ、前記カメラにより撮像する白色画像
撮像ステップと、前記白色パターン位置検出ステップの検出結果及び前記白色画像撮像ス
テップの撮像画像に基づいて、前記表示パネルの白色表示時のむらを低減させるための補
正データを生成する白色補正データ生成ステップと、前記白色補正データ生成ステップの
補正データを前記記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、前記画質調整手段が前
記補正データに基づいて前記表示パネルの入力信号を補正するように、前記画質調整手段
を前記表示パネルに実装する実装ステップとを含むことを特徴とする。
【００２７】
　請求項１９に記載の発明は、表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記
表示パネルの表示むらを低減させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段
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とを有する画質調整型表示パネルであって、前記記憶部には、前記表示パネルの所定位置
に赤色パターンを表示させてカメラにより撮像するとともに、前記表示パネルに黒色画像
を表示させて前記カメラにより前記赤色パターンと同一のシャッタースピード及び／又は
Ｆ値で撮像し、その赤色パターンの撮像画像と黒色画像の撮像画像との差分に基づいて前
記カメラの撮像面上における前記赤色パターンの像の位置を検出した上で、前記表示パネ
ルに赤色画像を表示させて前記カメラにより撮像し、前記赤色パターンの像の位置の検出
結果及び前記赤色画像の撮像画像に基づいて生成した前記表示パネルの赤色表示時のむら
を低減させるための補正データと、前記表示パネルの所定位置に緑色パターンを表示させ
て前記カメラにより撮像するとともに、前記表示パネルに黒色画像を表示させて前記カメ
ラにより前記緑色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像し、その緑
色パターンの撮像画像と黒色画像の撮像画像との差分に基づいて前記撮像面上における前
記緑色パターンの像の位置を検出した上で、前記表示パネルに緑色画像を表示させて前記
カメラにより撮像し、前記緑色パターンの像の位置の検出結果及び前記緑色画像の撮像画
像に基づいて生成した前記表示パネルの緑色表示時のむらを低減させるための補正データ
と、前記表示パネルの所定位置に青色パターンを表示させて前記カメラにより撮像すると
ともに、前記表示パネルに黒色画像を表示させて前記カメラにより前記青色パターンと同
一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像し、その青色パターンの撮像画像と黒色画
像の撮像画像との差分に基づいて前記撮像面上における前記青色パターンの像の位置を検
出した上で、前記表示パネルに青色画像を表示させて前記カメラにより撮像し、前記青色
パターンの像の位置の検出結果及び前記青色画像の撮像画像に基づいて生成した前記表示
パネルの青色表示時のむらを低減させるための補正データとが記憶されていることを特徴
とする。
【００２８】
　請求項２０に記載の発明は、表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記
表示パネルの表示むらを低減させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段
とを有する画質調整型表示パネルであって、前記記憶部には、前記表示パネルの所定位置
に赤色、緑色、青色のいずれか一原色からなる原色パターンを表示させてカメラにより撮
像するとともに、前記表示パネルに黒色画像を表示させて前記カメラにより前記原色パタ
ーンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値で撮像し、その原色パターンの撮像画像
と黒色画像の撮像画像との差分に基づいて前記カメラの撮像面上における前記原色パター
ンの像の位置を検出した上で、前記表示パネルに前記一原色からなる画像を表示させて前
記カメラにより撮像し、前記原色パターンの像の位置の検出結果及び前記一原色からなる
画像の撮像画像に基づいて生成した前記表示パネルの前記一原色を表示した時のむらを低
減させるための補正データと、前記表示パネルに前記一原色以外の他の二原色の一方の原
色からなる画像を表示させて前記カメラにより撮像し、前記原色パターンの像の位置の検
出結果及び前記二原色の一方の原色からなる画像の撮像画像に基づいて生成した前記表示
パネルの前記二原色の一方の原色を表示した時のむらを低減させるための補正データと、
前記表示パネルに前記二原色の他方の原色からなる画像を表示させて前記カメラにより撮
像し、前記原色パターンの像の位置の検出結果及び前記二原色の他方の原色からなる画像
の撮像画像に基づいて生成した前記表示パネルの前記二原色の他方の原色を表示した時の
むらを低減させるための補正データとが記憶されていることを特徴とする。
【００２９】
　請求項２１に記載の発明は、表示パネルと、前記表示パネルの入力信号を補正して前記
表示パネルの表示むらを低減させる補正データが記憶された記憶部を備える画質調整手段
とを有する画質調整型表示パネルであって、前記記憶部には、前記表示パネルの所定位置
に白色パターンを表示させてカメラにより撮像するとともに、前記表示パネルに黒色画像
を表示させて前記カメラにより前記白色パターンと同一のシャッタースピード及び／又は
Ｆ値で撮像し、その白色パターンの撮像画像と黒色画像の撮像画像との差分に基づいて前
記カメラの撮像面上における前記白色パターンの像の位置を検出した上で、前記表示パネ
ルに白色画像を表示させて前記カメラにより撮像し、前記白色パターンの像の位置の検出
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結果及び前記白色画像の撮像画像に基づいて生成した前記表示パネルの白色表示時のむら
を低減させるための補正データが記憶されていることを特徴とする。
【００３０】
　請求項１又は４に記載の発明によれば、表示パネルに表示された赤色パターンがカメラ
により撮像されるとともに、表示パネルに表示された黒色画像が赤色パターンと同一のシ
ャッタースピード及び／又はＦ値でカメラにより撮像され、赤色パターンの撮像画像とそ
の黒色画像の撮像画像との差分に基づいてカメラの撮像面上における赤色パターンの像の
位置が検出される。
【００３１】
　すなわち、赤色パターンの撮像画像に、たとえ表示パネルのフレームの孔からのバック
ライト漏れや表示パネル上にある輝点、あるいは、外光の映り込み等のノイズが含まれて
いたとしても、このようなノイズは黒色画像の撮像画像にも同様に含まれているから、赤
色パターンの撮像画像から黒色画像の撮像画像を差し引くことによって除去される。
【００３２】
　したがって、カメラの撮像面上における赤色パターンの像の位置が、ノイズが除去され
た差分の画像（赤色パターンの撮像画像から黒色画像の撮像画像を差し引いた画像）から
高精度に検出される。
【００３３】
　また、表示パネルに表示された緑色パターンがカメラにより撮像されるとともに、表示
パネルに表示された黒色画像が緑色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ値
でカメラにより撮像され、緑色パターンの撮像画像とその黒色画像の撮像画像との差分に
基づいてカメラの撮像面上における緑色パターンの像の位置が検出されるから、カメラの
撮像面上における緑色パターンの像の位置が、ノイズが除去された差分の画像（緑色パタ
ーンの撮像画像から黒色画像の撮像画像を差し引いた画像）から高精度に検出される。
【００３４】
　さらに、表示パネルに表示された青色パターンがカメラにより撮像されるとともに、表
示パネルに表示された黒色画像が青色パターンと同一のシャッタースピード及び／又はＦ
値でカメラにより撮像され、青色パターンの撮像画像とその黒色画像の撮像画像との差分
に基づいてカメラの撮像面上における青色パターンの像の位置が検出されるから、カメラ
の撮像面上における青色パターンの像の位置が、ノイズが除去された差分の画像（青色パ
ターンの撮像画像から黒色画像の撮像画像を差し引いた画像）から高精度に検出される。
【００３５】
　請求項２又は５に記載の発明によれば、表示パネルに表示された原色パターンがカメラ
により撮像されるとともに、表示パネルに表示された黒色画像が原色パターンと同一のシ
ャッタースピード及び／又はＦ値でカメラにより撮像され、原色パターンの撮像画像とそ
の黒色画像の撮像画像との差分に基づいてカメラの撮像面上における原色パターンの像の
位置が検出される（なお、本明細書において「原色」とは赤色、緑色、青色のことであり
、各色のピーク波長はそれぞれ概ね６２５～７４０ｎｍ、５００～５６０ｎｍ、４４５～
４８５ｎｍの範囲にあればよい。）。
【００３６】
　すなわち、原色パターンの撮像画像に、たとえ表示パネルのフレームの孔からのバック
ライト漏れや表示パネル上にある輝点、あるいは、外光の映り込み等のノイズが含まれて
いたとしても、このようなノイズは黒色画像の撮像画像にも同様に含まれているから、原
色パターンの撮像画像から黒色画像の撮像画像を差し引くことによって除去される。
【００３７】
　したがって、カメラの撮像面上における原色パターンの像の位置が、ノイズが除去され
た差分の画像（原色パターンの撮像画像から黒色画像の撮像画像を差し引いた画像）から
高精度に検出される。
【００３８】
　請求項３又は６に記載の発明によれば、表示パネルに表示された白色パターンがカメラ
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により撮像されるとともに、表示パネルに表示された黒色画像が白色パターンと同一のシ
ャッタースピード及び／又はＦ値でカメラにより撮像され、白色パターンの撮像画像とそ
の黒色画像の撮像画像との差分に基づいてカメラの撮像面上における白色パターンの像の
位置が検出される。
【００３９】
　すなわち、白色パターンの撮像画像に、たとえ表示パネルのフレームの孔からのバック
ライト漏れや表示パネル上にある輝点、あるいは、外光の映り込み等のノイズが含まれて
いたとしても、このようなノイズは黒色画像の撮像画像にも同様に含まれているから、白
色パターンの撮像画像から黒色画像の撮像画像を差し引くことによって除去される。
【００４０】
　したがって、カメラの撮像面上における白色パターンの像の位置が、ノイズが除去され
た差分の画像（白色パターンの撮像画像から黒色画像の撮像画像を差し引いた画像）から
高精度に検出される。
【００４１】
　請求項７又は１０に記載の発明によれば、請求項１又は４に記載の発明と同様に、カメ
ラの撮像面上における赤色パターンの像の位置、緑色パターンの像の位置及び青色パター
ンの像の位置が、それぞれノイズが除去された差分の画像から高精度に検出される。
【００４２】
　そして、赤色パターンの像の位置の検出結果及び赤色画像の撮像画像に基づいて、表示
パネルの赤色表示時のむらを低減させるための補正データが生成され、緑色パターンの像
の位置の検出結果及び緑色画像の撮像画像に基づいて、表示パネルの緑色表示時のむらを
低減させるための補正データが生成され、青色パターンの像の位置の検出結果及び青色画
像の撮像画像に基づいて、表示パネルの青色表示時のむらを低減させるための補正データ
が生成されるが、上記のように、赤色パターンの像の位置、緑色パターンの像の位置及び
青色パターンの像の位置が高精度に検出されるので、表示パネルの赤色表示時、緑色表示
時及び青色表示時の各補正データも高精度に求めることができる。
【００４３】
　請求項８又は１１に記載の発明によれば、請求項２又は５に記載の発明と同様に、カメ
ラの撮像面上における原色パターンの像の位置が、ノイズが除去された差分の画像から高
精度に検出される。
【００４４】
　そして、原色パターンの像の位置の検出結果及び一原色からなる画像の撮像画像に基づ
いて、表示パネルの一原色を表示した時のむらを低減させるための補正データが生成され
るが、上記のように、原色パターンの像の位置が高精度に検出されるので、表示パネルの
一原色を表示した時の補正データも高精度に求めることができる。
【００４５】
　また、原色パターンの像の位置の検出結果及び上記一原色以外の他の二原色の一方の原
色からなる画像の撮像画像に基づいて、表示パネルの上記二原色の一方の原色を表示した
時のむらを低減させるための補正データが生成され、原色パターンの像の位置の検出結果
及び上記二原色の他方の原色からなる画像の撮像画像に基づいて、表示パネルの上記二原
色の他方の原色を表示した時のむらを低減させるための補正データが生成されるが、上記
のように、原色パターンの像の位置が高精度に検出されるので、表示パネルの二原色を表
示した時の各補正データも高精度に求めることができる。
【００４６】
　請求項９又は１２に記載の発明によれば、請求項３又は６に記載の発明と同様に、カメ
ラの撮像面上における白色パターンの像の位置が、ノイズが除去された差分の画像から高
精度に検出される。
【００４７】
　そして、白色パターンの像の位置の検出結果及び白色画像の撮像画像に基づいて、表示
パネルの白色表示時のむらを低減させるための補正データが生成されるが、上記のように
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、白色パターンの像の位置が高精度に検出されるので、表示パネルの白色表示時の補正デ
ータも高精度に求めることができる。
【００４８】
　請求項１３、１６又は１９に記載の発明によれば、請求項７又は１０に記載の発明と同
様に、カメラの撮像面上における赤色パターンの像の位置、緑色パターンの像の位置及び
青色パターンの像の位置が、それぞれノイズが除去された差分の画像から高精度に検出さ
れ、表示パネルの赤色表示時、緑色表示時及び青色表示時の各補正データを高精度に求め
ることができる。
【００４９】
　また、これらの補正データに基づいて、表示パネルの入力信号が補正されるから、表示
パネルの表示むらを効果的に低減させ、その画質を高精度に調整することができる。特に
、表示パネルにおけるＲＧＢの各表示素子の位置のずれやカメラのレンズの倍率色収差に
起因して、表示パネルの同一ピクセルの像の位置が表示色によってカメラの撮像面上で大
きくずれるような場合にも、表示パネルの入力信号は赤色表示時、緑色表示時及び青色表
示時の各補正データにより表示色に合わせて細やかに補正することができるので、高画質
が得られる。
【００５０】
　請求項１４、１７又は２０に記載の発明によれば、請求項８又は１１に記載の発明と同
様に、カメラの撮像面上における原色パターンの像の位置が、ノイズが除去された差分の
画像から高精度に検出され、表示パネルの三原色を表示した時（赤色表示時、緑色表示時
及び青色表示時）の各補正データを高精度に求めることができる。
【００５１】
　また、これらの補正データに基づいて、表示パネルの入力信号が補正されるから、表示
パネルの表示むらを効果的に低減させ、その画質を高精度に調整することができる。特に
、表示パネルにおけるＲＧＢの各表示素子の位置のずれやカメラのレンズの倍率色収差に
起因して、表示パネルの同一ピクセルの像の位置が表示色によってカメラの撮像面上で大
きくずれるような場合にも、表示パネルの入力信号は赤色表示時、緑色表示時及び青色表
示時の各補正データにより表示色に合わせて細やかに補正することができるので、高画質
が得られる。
【００５２】
　さらに、請求項１３、１６又は１９に記載の発明に比べて撮像数が少なくてすむから、
補正データの生成に要するタクトタイムを減少させることができる。
【００５３】
　請求項１５、１８又は２１に記載の発明によれば、請求項９又は１２に記載の発明と同
様に、カメラの撮像面上における白色パターンの像の位置が、ノイズが除去された差分の
画像から高精度に検出され、表示パネルの白色表示時の補正データを高精度に求めること
ができる。
【００５４】
　また、これらの補正データに基づいて、表示パネルの入力信号が補正されるから、表示
パネルの表示むらを効果的に低減させ、その画質を高精度に調整することができる。特に
、表示パネルに色むらや高周波成分を有するむら（急峻な変化を有するむら）が目立たな
い場合には十分な効果が得られ、請求項１４、１７又は２０に記載の発明に比べて補正デ
ータの生成に要するタクトタイムをさらに減少させることができる。
【発明の効果】
【００５５】
　本発明によれば、パターンの位置を高精度に検出することができ、ひいては表示パネル
の表示むらを低減させるための高精度な補正データを生成することが可能で、表示パネル
の画質を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
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【図１】発明を実施するための形態に係る補正データ生成システムを示す説明図である。
【図２】実施形態１のパターン位置検出方法、補正データ生成方法、画質調整型表示パネ
ルの製造方法及び画質調整方法の処理の前半を示す流れ図である。
【図３】実施形態１のパターン位置検出方法、補正データ生成方法、画質調整型表示パネ
ルの製造方法及び画質調整方法の処理の後半を示す流れ図である。
【図４】（ａ）は実施形態１の赤色アライメントパターンを示す説明図、（ｂ）は実施形
態１及び２の緑色アライメントパターンを示す説明図、（ｃ）は実施形態１の青色アライ
メントパターンを示す説明図、（ｄ）は実施形態３の白色アライメントパターンを示す説
明図である。
【図５】（ａ）は赤色アライメントパターンの撮像画像を示す説明図、（ｂ）は（ａ）の
赤色アライメントパターンと同一条件で撮像した黒色画像の撮像画像を示す説明図、（ｃ
）は（ａ）の撮像画像と（ｂ）の撮像画像との差分画像を示す説明図である。
【図６】実施形態２のパターン位置検出方法、補正データ生成方法、画質調整型表示パネ
ルの製造方法及び画質調整方法を示す流れ図である。
【図７】実施形態３のパターン位置検出方法、補正データ生成方法、画質調整型表示パネ
ルの製造方法及び画質調整方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　本発明を実施するための形態について、図面を用いて説明する。
【００５８】
　〔実施形態１〕
　図１は、本形態に係る補正データ生成システムを示す。この補正データ生成システム１
は、液晶パネル２に各種パターンを表示させて白黒の固定撮像素子カメラ３で撮像し、液
晶パネル２の表示むらを低減させる補正データを生成する。生成された補正データは、画
質調整回路４のＲＯＭ（不揮発性メモリ）５に記憶され、この画質調整回路４が液晶パネ
ル２に取り付けられることによって、画質調整型液晶パネル６が製造される。画質調整型
液晶パネル６においては、画質調整回路４がＲＯＭ５に記憶された補正データを参照しな
がら液晶パネル２に入力された画像信号（入力信号）を補正することにより、液晶パネル
２の表示むらの低減が図られて画質が調整される。
【００５９】
　補正データ生成システム１は、カメラ３が接続される画質調整装置７と、液晶パネル２
及び画質調整装置７に接続されるテストパターン発生装置８と、画質調整装置７に接続さ
れるＲＯＭライタ９とを有する。画質調整装置７は、制御部１０と、撮像条件記憶部１１
と、撮像画像記憶部１２と、補正データ記憶部１３とを有する。
【００６０】
　図２及び図３に示すように、補正データ生成システム１が補正データを生成する際には
、まず、画質調整装置７の制御部１０がテストパターン発生装置８に指示して液晶パネル
２に対してアライメントパターン表示信号（Ｒ信号）を送出させ、図４（ａ）に示す赤色
のアライメントパターン１４ｒを液晶パネル２に表示させる（ステップ１（図中「Ｓ．１
」と記載。以下同様。））。アライメントパターン１４ｒは、液晶パネル２上で既知の位
置にある特定のピクセルが赤色を呈することにより、赤色四角形状のドット１５ｒが縦横
に並んだものである。
【００６１】
　次に、制御部１０は、赤色アライメントパターン１４ｒが表示された液晶パネル２を、
カメラ３により適切なフォーカス、シャッタースピード及びＦ値（絞り値）で撮像し（ス
テップ２）、このフォーカス、シャッタースピード及びＦ値を撮像条件記憶部１１に記憶
させるとともに（ステップ３）、赤色アライメントパターン１４ｒの撮像画像（図５（ａ
））を撮像画像記憶部１２に記憶させる（ステップ４）。
【００６２】
　続いて、制御部１０は、テストパターン発生装置８に指示して液晶パネル２の全面に黒
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色画像を表示させ（ステップ５）、これを撮像条件記憶部１１に記憶されたフォーカス、
シャッタースピード及びＦ値と同一のフォーカス、シャッタースピード及びＦ値（ステッ
プ２と同一のフォーカス、シャッタースピード及びＦ値）でカメラ３により撮像し（ステ
ップ６）、黒色画像の撮像画像（図５（ｂ））を撮像画像記憶部１２に記憶させる（ステ
ップ７）。
【００６３】
　ステップ１乃至７と同様に、制御部１０は、テストパターン発生装置８に指示して液晶
パネル２に対してアライメントパターン表示信号（Ｇ信号）を送出させ、図４（ｂ）に示
す緑色のアライメントパターン１４ｇを液晶パネル２に表示させる（ステップ８）。アラ
イメントパターン１４ｇは、上記特定のピクセルが緑色を呈することにより、緑色四角形
状のドット１５ｇが縦横に並んだものである。制御部１０は、緑色アライメントパターン
１４ｇが表示された液晶パネル２をカメラ３により適切なフォーカス、シャッタースピー
ド及びＦ値で撮像し（ステップ９）、このフォーカス、シャッタースピード及びＦ値を撮
像条件記憶部１１に記憶させるとともに（ステップ１０）、緑色アライメントパターン１
４ｇの撮像画像を撮像画像記憶部１２に記憶させる（ステップ１１）。さらに、制御部１
０は、テストパターン発生装置８に指示して液晶パネル２の全面に黒色画像を表示させ（
ステップ１２）、これを撮像条件記憶部１１に記憶されたフォーカス、シャッタースピー
ド及びＦ値と同一のフォーカス、シャッタースピード及びＦ値（ステップ９と同一のフォ
ーカス、シャッタースピード及びＦ値）でカメラ３により撮像し（ステップ１３）、黒色
画像の撮像画像を撮像画像記憶部１２に記憶させる（ステップ１４）。
【００６４】
　また、制御部１０は、テストパターン発生装置８に指示して液晶パネル２に対してアラ
イメントパターン表示信号（Ｂ信号）を送出させ、図４（ｃ）に示す青色のアライメント
パターン１４ｂを液晶パネル２に表示させる（ステップ１５）。アライメントパターン１
４ｂは、上記特定のピクセルが青色を呈することにより、青色四角形状のドット１５ｂが
縦横に並んだものである。制御部１０は、青色アライメントパターン１４ｂが表示された
液晶パネル２をカメラ３により適切なフォーカス、シャッタースピード及びＦ値で撮像し
（ステップ１６）、このフォーカス、シャッタースピード及びＦ値を撮像条件記憶部１１
に記憶させるとともに（ステップ１７）、青色アライメントパターン１４ｂの撮像画像を
撮像画像記憶部１２に記憶させる（ステップ１８）。さらに、制御部１０は、テストパタ
ーン発生装置８に指示して液晶パネル２の全面に黒色画像を表示させ（ステップ１９）、
これを撮像条件記憶部１１に記憶されたフォーカス、シャッタースピード及びＦ値と同一
のフォーカス、シャッタースピード及びＦ値（ステップ１６と同一のフォーカス、シャッ
タースピード及びＦ値）でカメラ３により撮像し（ステップ２０）、黒色画像の撮像画像
を撮像画像記憶部１２に記憶させる（ステップ２１）。
【００６５】
　これら一連の撮像を終えると、制御部１０は、撮像画像記憶部１２に記憶された赤色ア
ライメントパターン１４ｒの撮像画像と、赤色アライメントパターン１４ｒと同一の条件
（フォーカス、シャッタースピード及びＦ値）で撮像した黒色画像の撮像画像との差分に
基づいて、カメラ３の撮像面上における赤色アライメントパターン１４ｒの像の位置を検
出する（ステップ２２）。すなわち、制御部１０は、赤色アライメントパターン１４ｒの
撮像画像から同一条件で撮像した黒色画像の撮像画像を差し引いて、赤色アライメントパ
ターン１４ｒについての差分画像（図５（ｃ））を求め、この差分画像上のドットが上記
特定のピクセルの赤色表示に対応するとして、赤色表示時に上記特定のピクセルの像がカ
メラ３の撮像面上のどの撮像素子に対応するのかを検出する。
【００６６】
　ステップ２２と同様に、制御部１０は、撮像画像記憶部１２に記憶された緑色アライメ
ントパターン１４ｇの撮像画像と、緑色アライメントパターン１４ｇと同一の条件で撮像
した黒色画像の撮像画像との差分に基づいて、カメラ３の撮像面上における緑色アライメ
ントパターン１４ｇの像の位置を検出し（ステップ２３）、撮像画像記憶部１２に記憶さ
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れた青色アライメントパターン１４ｂの撮像画像と、青色アライメントパターン１４ｂと
同一の条件で撮像した黒色画像の撮像画像との差分に基づいて、カメラ３の撮像面上にお
ける青色アライメントパターン１４ｂの像の位置を検出する（ステップ２４）。
【００６７】
　カメラ３の撮像面上におけるアライメントパターン１４ｒ，１４ｇ，１４ｂの像の位置
を検出した制御部１０は、テストパターン発生装置８に指示して液晶パネル２に対してテ
ストパターン表示信号（Ｒ信号）を送出させ、赤色のテストパターンを液晶パネル２に表
示させる（ステップ２５）。赤色テストパターンは、液晶パネル２の全ピクセルが所定の
階調で赤色を呈するもので、液晶パネル２の全面に表示される赤色画像である。制御部１
０は、赤色テストパターンが表示された液晶パネル２をカメラ３により適切なフォーカス
、シャッタースピード及びＦ値で撮像し（ステップ２６）、赤色テストパターンの撮像画
像を撮像画像記憶部１２に記憶させる（ステップ２７）。
【００６８】
　ステップ２５乃至２７と同様に、制御部１０は、テストパターン発生装置８に指示して
液晶パネル２に対してテストパターン表示信号（Ｇ信号）を送出させ、緑色のテストパタ
ーンを液晶パネル２に表示させる（ステップ２８）。緑色テストパターンは、液晶パネル
２の全ピクセルが所定の階調で緑色を呈するもので、液晶パネル２の全面に表示される緑
色画像である。制御部１０は、緑色テストパターンが表示された液晶パネル２をカメラ３
により適切なフォーカス、シャッタースピード及びＦ値で撮像し（ステップ２９）、緑色
テストパターンの撮像画像を撮像画像記憶部１２に記憶させる（ステップ３０）。
【００６９】
　また、制御部１０は、テストパターン発生装置８に指示して液晶パネル２に対してテス
トパターン表示信号（Ｂ信号）を送出させ、青色のテストパターンを液晶パネル２に表示
させる（ステップ３１）。青色テストパターンは、液晶パネル２の全ピクセルが所定の階
調で青色を呈するもので、液晶パネル２の全面に表示される青色画像である。制御部１０
は、青色テストパターンが表示された液晶パネル２をカメラ３により適切なフォーカス、
シャッタースピード及びＦ値で撮像し（ステップ３２）、青色テストパターンの撮像画像
を撮像画像記憶部１２に記憶させる（ステップ３３）。
【００７０】
　各テストパターンを撮像した制御部１０は、ステップ２２における赤色アライメントパ
ターン１４ｒの像の位置の検出結果と、赤色テストパターンの撮像画像に基づいて、液晶
パネルの赤色表示時の輝度むらを低減させるための補正データを生成し（ステップ３４）
、これを補正データ記憶部１３に記憶させる（ステップ３５）。
【００７１】
　詳しくは、制御部１０は、赤色アライメントパターン１４ｒの像の位置の検出結果によ
り、液晶パネル２の上記特定のピクセルがカメラ３のどの撮像素子に対応するかを把握し
ているから、上記特定のピクセルに対応しない撮像素子についても、補間等の演算により
、液晶パネル２のどのピクセル又は領域に対応するかを求めることができる。つまり、赤
色テストパターンの撮像画像（赤色テストパターン撮像時のカメラ３の各撮像素子の受光
量）に基づいて、液晶パネル２の各ピクセル又は各領域の輝度が求められ、液晶パネル２
の赤色表示時の二次元輝度分布データを得ることができるから、制御部１０は、その二次
元輝度分布データを反転させて補正データ（画像補正テーブル）を生成する。
【００７２】
　ステップ３４及び３５と同様に、制御部１０は、ステップ２３における緑色アライメン
トパターン１４ｇの像の位置の検出結果と、緑色画像の撮像画像に基づいて、液晶パネル
２の緑色表示時の輝度むらを低減させるための補正データを生成し（ステップ３６）、こ
れを補正データ記憶部１３に記憶させ（ステップ３７）、ステップ２４における青色アラ
イメントパターン１４ｂの像の位置の検出結果と、青色テストパターンの撮像画像に基づ
いて、液晶パネル２の青色表示時の輝度むらを低減させるための補正データを生成し（ス
テップ３８）、これを補正データ記憶部１３に記憶させる（ステップ３９）。
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【００７３】
　制御部１０は、補正データ記憶部１３に記憶された赤色表示時、緑色表示時、青色表示
時の各補正データをＲＯＭライタ９によりＲＯＭ５に書き込み（ステップ４０）、このＲ
ＯＭ５を備える画質調整回路４が液晶パネル２に実装されることによって、画質調整型液
晶パネル６が完成する（ステップ４１）。この画質調整型液晶パネル６では、画像信号が
入力されると（ステップ４２）、画質調整回路４がＲＯＭ５に書き込まれた補正データを
参照して入力信号に補正値を加算し、液晶パネル２の輝度むらが抑制される（ステップ４
３）。
【００７４】
　本形態では、液晶パネル２に表示された赤色アライメントパターン１４ｒがカメラ３に
より撮像されるとともに、液晶パネル２に表示された黒色画像が赤色アライメントパター
ン１４ｒと同一のフォーカス、シャッタースピード及びＦ値でカメラ３により撮像され、
赤色アライメントパターン１４ｒの撮像画像とその黒色画像の撮像画像との差分に基づい
てカメラ３の撮像面上における赤色アライメントパターン１４ｒの像の位置が検出される
から、その位置が、ノイズ（図５において、符号１６がノイズを表す。）が除去された差
分の画像（赤色アライメントパターン１４ｒの撮像画像から黒色画像の撮像画像を差し引
いた画像）から高精度に検出される。
【００７５】
　同様に、液晶パネル２に表示された緑色アライメントパターン１４ｇがカメラ３により
撮像されるとともに、液晶パネル２に表示された黒色画像が緑色アライメントパターン１
４ｇと同一のフォーカス、シャッタースピード及びＦ値でカメラ３により撮像され、緑色
アライメントパターン１４ｇの撮像画像とその黒色画像の撮像画像との差分に基づいてカ
メラ３の撮像面上における緑色アライメントパターン１４ｇの像の位置が検出されるから
、その位置が、ノイズが除去された差分の画像（緑色アライメントパターン１４ｇの撮像
画像から黒色画像の撮像画像を差し引いた画像）から高精度に検出され、液晶パネル２に
表示された青色アライメントパターン１４ｂがカメラ３により撮像されるとともに、液晶
パネル２に表示された黒色画像が青色アライメントパターン１４ｂと同一のフォーカス、
シャッタースピード及びＦ値でカメラ３により撮像され、青色アライメントパターン１４
ｂの撮像画像とその黒色画像の撮像画像との差分に基づいてカメラ３の撮像面上における
青色アライメントパターン１４ｂの像の位置が検出されるから、その位置が、ノイズが除
去された差分の画像（青色アライメントパターン１４ｂの撮像画像から黒色画像の撮像画
像を差し引いた画像）から高精度に検出される。
【００７６】
　そして、赤色アライメントパターン１４ｒの像の位置の検出結果及び赤色テストパター
ンの撮像画像に基づいて、液晶パネル２の赤色表示時のむらを低減させるための補正デー
タが生成され、緑色アライメントパターン１４ｇの像の位置の検出結果及び緑色テストパ
ターンの撮像画像に基づいて、液晶パネル２の緑色表示時のむらを低減させるための補正
データが生成され、青色アライメントパターン１４ｂの像の位置の検出結果及び青色画像
の撮像画像に基づいて、液晶パネル２の青色表示時のむらを低減させるための補正データ
が生成されるが、上記のように、赤色アライメントパターン１４ｒの像の位置、緑色アラ
イメントパターン１４ｇの像の位置及び青色アライメントパターン１４ｂの像の位置が高
精度に検出されるので、液晶パネル２の赤色表示時、緑色表示時及び青色表示時の各補正
データも高精度に求めることができる。
【００７７】
　また、これらの補正データに基づいて、液晶パネル２の入力信号が補正されるから、液
晶パネル２の表示むらを効果的に低減させ、その画質を高精度に調整して向上させること
ができる。特に、液晶パネル２におけるＲＧＢの各表示素子の位置のずれやカメラのレン
ズの倍率色収差に起因して、液晶パネル２の同一ピクセルの像の位置が表示色によってカ
メラ３の撮像面上で大きくずれるような場合にも、液晶パネル２の入力信号は赤色表示時
、緑色表示時及び青色表示時の各補正データにより表示色に合わせて細やかに補正するこ
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とができるので、高画質が得られる。
【００７８】
　〔実施形態２〕
　本形態は、補正データ生成システム１による補正データの他の生成方法を示す。
【００７９】
　図６に示すように、制御部１０は、まず、テストパターン発生装置８に指示して液晶パ
ネル２に対してアライメントパターン表示信号（Ｇ信号）を送出させ、図４（ｂ）に示す
緑色のアライメントパターン１４ｇを液晶パネル２に表示させる（ステップ４４）。制御
部１０は、緑色アライメントパターン１４ｇが表示された液晶パネル２をカメラ３により
適切なフォーカス、シャッタースピード及びＦ値で撮像し（ステップ４５）、このフォー
カス、シャッタースピード及びＦ値を撮像条件記憶部１１に記憶させるとともに（ステッ
プ４６）、緑色アライメントパターン１４ｇの撮像画像を撮像画像記憶部１２に記憶させ
る（ステップ４７）。さらに、制御部１０は、テストパターン発生装置８に指示して液晶
パネル２の全面に黒色画像を表示させ（ステップ４８）、これを撮像条件記憶部１１に記
憶されたフォーカス、シャッタースピード及びＦ値と同一のフォーカス、シャッタースピ
ード及びＦ値（ステップ４５と同一のフォーカス、シャッタースピード及びＦ値）でカメ
ラ３により撮像し（ステップ４９）、黒色画像の撮像画像を撮像画像記憶部１２に記憶さ
せる（ステップ５０）。
【００８０】
　次に、制御部１０は、撮像画像記憶部１２に記憶された緑色アライメントパターン１４
ｇの撮像画像と、緑色アライメントパターン１４ｇと同一の条件で撮像した黒色画像の撮
像画像との差分に基づいて、カメラ３の撮像面上における緑色アライメントパターン１４
ｇの像の位置を検出する（ステップ５１）。
【００８１】
　続いて、制御部１０は、テストパターン発生装置８に指示して液晶パネル２に対してテ
ストパターン表示信号（Ｒ信号）を送出させ、赤色のテストパターンを液晶パネル２に表
示させる（ステップ５２）。制御部１０は、赤色テストパターンが表示された液晶パネル
２をカメラ３により撮像し（ステップ５３）、赤色テストパターンの撮像画像を撮像画像
記憶部１２に記憶させる（ステップ５４）。
【００８２】
　ステップ５２乃至５４と同様に、制御部１０は、テストパターン発生装置８に指示して
液晶パネル２に対してテストパターン表示信号（Ｇ信号）を送出させ、緑色のテストパタ
ーンを液晶パネル２に表示させる（ステップ５５）。制御部１０は、緑色テストパターン
が表示された液晶パネル２をカメラ３により撮像し（ステップ５６）、緑色テストパター
ンの撮像画像を撮像画像記憶部１２に記憶させる（ステップ５７）。
【００８３】
　また、制御部１０は、テストパターン発生装置８に指示して液晶パネル２に対してテス
トパターン表示信号（Ｂ信号）を送出させ、青色のテストパターンを液晶パネル２に表示
させる（ステップ５８）。制御部１０は、青色テストパターンが表示された液晶パネル２
をカメラ３により撮像し（ステップ５９）、青色テストパターンの撮像画像を撮像画像記
憶部１２に記憶させる（ステップ６０）。
【００８４】
　各テストパターンを撮像した制御部１０は、緑色アライメントパターン１４ｇの像の位
置の検出結果と、緑色画像の撮像画像に基づいて、液晶パネル２の緑色表示時の輝度むら
を低減させるための補正データを生成し（ステップ６１）、これを補正データ記憶部１３
に記憶させる（ステップ６２）。
【００８５】
　さらに、制御部１０は、緑色アライメントパターン１４ｇの像の位置の検出結果と、赤
色テストパターンの撮像画像に基づいて、液晶パネルの赤色表示時の輝度むらを低減させ
るための補正データを生成し（ステップ６３）、これを補正データ記憶部１３に記憶させ
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る（ステップ６４）。
【００８６】
　詳しくは、制御部１０は、緑色アライメントパターン１４ｇの像の位置の検出結果から
、液晶パネル２の上記特定のピクセルが赤色表示時にカメラ３のどの撮像素子に対応する
かを推定して算出することができるから（レンズの倍率色収差は光の波長に依存するため
、カメラ３の撮像面上における緑色の像の位置がわかれば、他色の像の位置を推定するこ
とができる。）、上記特定のピクセルに対応しない撮像素子についても、補間等の演算に
より、液晶パネル２のどのピクセル又は領域に対応するかを求めることができる。つまり
、赤色テストパターンの撮像画像に基づいて、液晶パネル２の各ピクセル又は各領域の輝
度が求められ、液晶パネル２の赤色表示時の二次元輝度分布データを得ることができるか
ら、制御部１０は、その二次元輝度分布データを反転させて補正データを生成する。
【００８７】
　同様に、制御部１０は、緑色アライメントパターン１４ｇの像の位置の検出結果と、青
色テストパターンの撮像画像に基づいて、液晶パネル２の青色表示時の輝度むらを低減さ
せるための補正データを生成し（ステップ６５）、これを補正データ記憶部１３に記憶さ
せる（ステップ６６）。
【００８８】
　制御部１０は、補正データ記憶部１３に記憶された赤色表示時、緑色表示時、青色表示
時の各補正データをＲＯＭライタ９によりＲＯＭ５に書き込み（ステップ６７）、このＲ
ＯＭ５を備える画質調整回路４が液晶パネル２に実装されることによって、画質調整型液
晶パネル６が完成する（ステップ６８）。この画質調整型液晶パネル６では、画像信号が
入力されると（ステップ６９）、画質調整回路４がＲＯＭ５に書き込まれた補正データを
参照して入力信号に補正値を加算し、液晶パネル２の輝度むらが抑制される（ステップ７
０）。
【００８９】
　本形態では、液晶パネル２に表示された緑色アライメントパターン１４ｇがカメラ３に
より撮像されるとともに、液晶パネル２に表示された黒色画像が緑色アライメントパター
ン１４ｇと同一のフォーカス、シャッタースピード及びＦ値でカメラ３により撮像され、
緑色アライメントパターン１４ｇの撮像画像とその黒色画像の撮像画像との差分に基づい
てカメラ３の撮像面上における緑色アライメントパターン１４ｇの像の位置が検出される
から、その位置が、ノイズが除去された差分の画像（緑色アライメントパターン１４ｇの
撮像画像から黒色画像の撮像画像を差し引いた画像）から高精度に検出される。
【００９０】
　そして、緑色アライメントパターン１４ｇの像の位置の検出結果及び緑色テストパター
ンの撮像画像に基づいて、液晶パネル２の緑色表示時のむらを低減させるための補正デー
タが生成されるが、上記のように、緑色アライメントパターン１４ｇの像の位置が高精度
に検出されるので、液晶パネル２の緑色表示時の補正データも高精度に求めることができ
る。
【００９１】
　また、緑色アライメントパターン１４ｇの像の位置の検出結果並びに赤色テストパター
ンの撮像画像及び青色テストパターンの撮像画像に基づいて、液晶パネル２の赤色表示時
及び青色表示時のむらを低減させるための各補正データが生成されるが、上記のように、
緑色アライメントパターン１４ｇの像の位置が高精度に検出されるので、液晶パネル２の
赤色表示時及び青色表示時の各補正データも高精度に求めることができる。
【００９２】
　さらに、これらの補正データに基づいて、液晶パネル２の入力信号が補正されるから、
液晶パネル２の表示むらを効果的に低減させ、その画質を高精度に調整することができる
。特に、液晶パネル２におけるＲＧＢの各表示素子の位置のずれやカメラのレンズの倍率
色収差に起因して、液晶パネル２の同一ピクセルの像の位置が表示色によってカメラ３の
撮像面上で大きくずれるような場合にも、液晶パネル２の入力信号は赤色表示時、緑色表
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示時及び青色表示時の各補正データにより表示色に合わせて細やかに補正することができ
るので、高画質が得られる。
【００９３】
　加えて、実施形態１に比べてアライメントパターンの撮像数が少なくてすむから、補正
データの生成に要するタクトタイムを減少させることができる。
【００９４】
　〔実施形態３〕
　本形態は、補正データ生成システム１による補正データの他の生成方法を示す。
【００９５】
　図７に示すように、制御部１０は、まず、テストパターン発生装置８に指示して液晶パ
ネル２に対してアライメントパターン表示信号（ＲＧＢ信号）を送出させ、図４（ｄ）に
示す白色（グレー）のアライメントパターン１４ｗを液晶パネル２に表示させる（ステッ
プ７１）。制御部１０は、白色アライメントパターン１４ｗが表示された液晶パネル２を
カメラ３により適切なフォーカス、シャッタースピード及びＦ値で撮像し（ステップ７２
）、このフォーカス、シャッタースピード及びＦ値を撮像条件記憶部１１に記憶させると
ともに（ステップ７３）、白色アライメントパターン１４ｗの撮像画像を撮像画像記憶部
１２に記憶させる（ステップ７４）。さらに、制御部１０は、テストパターン発生装置８
に指示して液晶パネル２の全面に黒色画像を表示させ（ステップ７５）、これを撮像条件
記憶部１１に記憶されたフォーカス、シャッタースピード及びＦ値と同一のフォーカス、
シャッタースピード及びＦ値（ステップ７２と同一のフォーカス、シャッタースピード及
びＦ値）でカメラ３により撮像し（ステップ７６）、黒色画像の撮像画像を撮像画像記憶
部１２に記憶させる（ステップ７７）。
【００９６】
　次に、制御部１０は、撮像画像記憶部１２に記憶された白色アライメントパターン１４
ｗの撮像画像と、白色アライメントパターン１４ｗと同一の条件で撮像した黒色画像の撮
像画像との差分に基づいて、カメラ３の撮像面上における白色アライメントパターン１４
ｗの像の位置を検出する（ステップ７８）。
【００９７】
　続いて、制御部１０は、テストパターン発生装置８に指示して液晶パネル２に対してテ
ストパターン表示信号（ＲＧＢ信号）を送出させ、白色のテストパターンを液晶パネル２
に表示させる（ステップ７９）。制御部１０は、白色テストパターンが表示された液晶パ
ネル２をカメラ３により撮像し（ステップ８０）、白色テストパターンの撮像画像を撮像
画像記憶部１２に記憶させる（ステップ８１）。
【００９８】
　白色テストパターンを撮像した制御部１０は、白色アライメントパターン１４ｗの像の
位置の検出結果と、白色テストパターンの撮像画像に基づいて、液晶パネル２の白色表示
時の輝度むらを低減させるための補正データを生成し（ステップ８２）、これを補正デー
タ記憶部１３に記憶させる（ステップ８３）。
【００９９】
　制御部１０は、補正データ記憶部１３に記憶された白色表示時の補正データをＲＯＭラ
イタ９によりＲＯＭ５に書き込み（ステップ８４）、このＲＯＭ５を備える画質調整回路
４が液晶パネル２に実装されることによって、画質調整型液晶パネル６が完成する（ステ
ップ８５）。この画質調整型液晶パネル６では、画像信号が入力されると（ステップ８６
）、画質調整回路４がＲＯＭ５に書き込まれた補正データを参照して入力信号に補正値を
加算し、液晶パネル２の輝度むらが抑制される（ステップ８７）。
【０１００】
　本形態では、液晶パネル２に表示された白色アライメントパターン１４ｗがカメラ３に
より撮像されるとともに、液晶パネル２に表示された黒色画像が白色アライメントパター
ン１４ｗと同一のフォーカス、シャッタースピード及びＦ値でカメラ３により撮像され、
白色アライメントパターン１４ｗの撮像画像とその黒色画像の撮像画像との差分に基づい
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てカメラ３の撮像面上における白色アライメントパターン１４ｗの像の位置が検出される
から、その位置が、ノイズが除去された差分の画像（白色アライメントパターン１４ｗの
撮像画像から黒色画像の撮像画像を差し引いた画像）から高精度に検出される。
【０１０１】
　そして、白色アライメントパターン１４ｗの像の位置の検出結果及び白色テストパター
ンの撮像画像に基づいて、液晶パネル２の白色表示時のむらを低減させるための補正デー
タが生成されるが、上記のように、白色アライメントパターン１４ｗの像の位置が高精度
に検出されるので、液晶パネル２の白色表示時の補正データも高精度に求めることができ
る。
【０１０２】
　また、この補正データに基づいて、液晶パネル２の入力信号が補正されるから、液晶パ
ネル２の表示むらを効果的に低減させ、その画質を高精度に調整することができる。特に
、液晶パネル２に色むらや高周波成分を有するむら（急峻な変化を有するむら）が目立た
ない場合には十分な効果が得られ、実施形態２に比べて補正データの生成に要するタクト
タイムをさらに減少させることができる。
【０１０３】
　以上、本発明を実施するための形態について例示したが、本発明の実施形態は上述した
ものに限られず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更等してもよい。
【０１０４】
　例えば画質調整に供する表示パネルは液晶パネルに限られず、有機ＥＬパネルやプラズ
マディスプレイ（ＰＤＰ）、あるいは、投影型のプロジェクタ等であってもよい。
【０１０５】
　また、カメラは白黒カメラに限られずカラーカメラであってもよく、補正データは、一
つの階調のテストパターンの撮像画像に基づくのではなく、複数階調のテストパターンの
撮像画像に基づいて階調ごとに生成してもよく、テストパターンは、表示パネルの少なく
とも一部の表示むらを示すものであれば、必ずしも表示パネルの全面に表示されるもので
なくてもよい。
【０１０６】
　さらに、実施形態２においてはアライメントパターンとして緑色アライメントパターン
のみを撮像したが、緑色の代わりに赤色や青色のアライメントパターンを撮像してもかま
わない（ただし、波長が赤色と青色の間にあり、明るくて視感度も高い緑色を撮像するこ
とが望ましい。）。
【符号の説明】
【０１０７】
１　　　　　　　　　　　　　　　補正データ生成システム
２　　　　　　　　　　　　　　　液晶パネル（表示パネル）
３　　　　　　　　　　　　　　　カメラ
４　　　　　　　　　　　　　　　画質調整回路
５　　　　　　　　　　　　　　　ＲＯＭ（記憶部）
６　　　　　　　　　　　　　　　画質調整型液晶パネル（画質調整型表示パネル）
７　　　　　　　　　　　　　　　画質調整装置
８　　　　　　　　　　　　　　　テストパターン発生装置
９　　　　　　　　　　　　　　　ＲＯＭライタ
１０　　　　　　　　　　　　　　制御部
１１　　　　　　　　　　　　　　撮像条件記憶部
１２　　　　　　　　　　　　　　撮像画像記憶部
１３　　　　　　　　　　　　　　補正データ記憶部
１４ｒ，１４ｇ，１４ｂ，１４ｗ　アライメントパターン（パターン）
１５ｒ，１５ｇ，１５ｂ，１５ｗ　ドット
１６　　　　　　　　　　　　　　ノイズ
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【国際調査報告】
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