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(57)【要約】
【課題】映像信号を制御することによって画面の焼き付
き現象を抑えるとともに、コントラストの低下を抑える
こと。
【解決手段】映像信号に応じて自発光する複数の画素が
配置されたパネル１５８と、パネル１５８に供給される
映像信号に基づいて、パネル１５８の複数の位置に対応
する発光量を取得する発光量算出部１６４と、複数のフ
レームの映像信号に基づいて累積された前記発光量に係
るデータを蓄積する記憶部１５０と、記憶部１５０に蓄
積された発光量に係るデータに基づいて、パネル１５８
に供給される映像信号の高輝度側の輝度を低下させる高
輝度ガンマ調整ブロック１７２ｂと、高輝度側の輝度の
低下と連動して、映像信号の低輝度側の輝度を低下させ
る低階調ガンマ調整ブロック１７２ｃと、を備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号に応じて自発光する複数の画素が配置された表示部と、
　前記表示部に供給される映像信号に基づいて、前記表示部の複数の位置に対応する発光
量を取得する発光量取得部と、
　複数のフレームの映像信号に基づいて累積された前記発光量に係るデータを蓄積するデ
ータ蓄積部と、
　前記データ蓄積部に蓄積された前記発光量に係るデータに基づいて、前記表示部に供給
される映像信号の高輝度側の輝度を低下させる高輝度調整部と、
　前記高輝度側の輝度の低下と連動して、前記映像信号の低輝度側の輝度を低下させる低
輝度調整部と、
　を備える、表示装置。
【請求項２】
　前記高輝度調整部は、前記発光量に係るデータに基づいて、累積された前記発光量が大
きい場合ほど高輝度側の輝度をより低下させる、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記高輝度側及び低輝度側の輝度の低下と連動して、前記映像信号の全ての輝度を一括
して低下させる全輝度調整部を更に備える、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　自発光する複数の画素が配置された表示部に供給される映像信号に基づいて、前記表示
部の複数の位置に対応する発光量を取得するステップと、
　複数のフレームの映像信号に基づいて累積された前記発光量に係るデータを蓄積するス
テップと、
　蓄積した前記発光量に係るデータに基づいて、前記表示部に供給される映像信号の高輝
度側の輝度を低下させるとともに、前記高輝度側の輝度の低下と連動して、前記映像信号
の低輝度側の輝度を低下させるステップと、
　を備える、表示装置の駆動方法。
【請求項５】
　前記輝度を低下させるステップにおいて、前記発光量に係るデータに基づいて、累積さ
れた前記発光量が大きい場合ほど高輝度側の輝度をより低下させる、請求項４に記載の表
示装置の駆動方法。
【請求項６】
　前記輝度を低下させるステップにおいて、前記高輝度側及び低輝度側の輝度の低下と連
動して、前記映像信号の全ての輝度を一括して低下させる、請求項４に記載の表示装置の
駆動方法。
【請求項７】
　自発光する複数の画素が配置された表示部に供給される映像信号に基づいて、前記表示
部の複数の位置に対応する発光量を取得するステップと、
　複数のフレームの映像信号に基づいて累積された前記発光量に係るデータを蓄積するス
テップと、
　蓄積した前記発光量に係るデータに基づいて、前記表示部に供給される映像信号の高輝
度側の輝度を低下させるとともに、前記高輝度側の輝度の低下と連動して、前記映像信号
の低輝度側の輝度を低下させるステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、表示装置の駆動方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から、平面で薄型の表示装置として、液晶を用いた液晶表示装置、プラズマを用い
たプラズマ表示装置等が実用化されている。
【０００３】
　液晶表示装置は、バックライトを設け、電圧の印加によって液晶分子の配列を変化させ
ることでバックライトからの光を通過させたり遮断したりすることで画像を表示する表示
装置である。また、プラズマ表示装置は、基板内に封入されたガスに対して電圧を印加す
ることでプラズマ状態となり、プラズマ状態から元の状態に戻る際に生じるエネルギーに
よって発生する紫外線が、蛍光体に照射されることで可視光となり、画像を表示する表示
装置である。
【０００４】
　一方、近年においては、電圧を印加すると素子自体が発光する有機ＥＬ（エレクトロル
ミネッセンス）素子を用いた自発光型の表示装置の開発が進んでいる。有機ＥＬ素子は、
電解によってエネルギーを受けると、基底状態から励起状態へ変化し、励起状態から基底
状態に戻るときに、差分のエネルギーを光として放出する。有機ＥＬ表示装置は、この有
機ＥＬ素子が放出する光を用いて画像を表示する表示装置である。
【０００５】
　自発光型表示装置は、バックライトを必要とする液晶表示装置とは異なり、素子が自ら
発光するためにバックライトを必要としないため、液晶表示装置に比べて薄く構成するこ
とが可能である。また、液晶表示装置と比べて、動画特性、視野角特性、色再現性等が優
れているため、有機ＥＬ表示装置は次世代の平面薄型表示装置として注目されている。
【０００６】
　しかし、有機ＥＬ素子は、電圧を印加し続けると発光特性が劣化し、同じ電流を入力し
ても輝度が低下する。その結果、特定の画素の発光頻度が高い場合には、その特定の画素
は他の画素に比べて発光特性が劣るため、いわゆる「焼き付き」現象が生じるという問題
があった。
【０００７】
　この焼き付き現象は、液晶表示装置やプラズマ表示装置でも起こりうるものであり、こ
れらの表示装置では交流電圧の印加によって画像の表示を行っているため、印加する電圧
を調整する手段を必要としていた。これに対し、自発光型表示装置では、電流量を制御す
ることで焼き付きを補正する方法が採られている。自発光型表示装置における焼き付き補
正技術を開示した文献として、例えば特許文献１がある。
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－２７５１８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１に記載の方法では、ピクセル毎またはサブピクセル毎に累積発光量
を揃えるような制御を行っており、発光体の劣化が少ない部位に対して本来の入力データ
より大きい値を与えている。このため、発光量のバランスを取ることは出来るが、発光体
の劣化が進んでしまい、発光体の寿命が短くなる問題があった。
【００１０】
　ここで、映像信号を制御することによって、特に高輝度側のピーク輝度を抑制すること
によって、焼き付きに対する抑制効果を得ることが考えられる。しかしながら、高輝度側
のピーク輝度を抑制すると、映像全体のコントラストが低下してしまい、映像から立体感
が失われるとともに、映像中の物体、人肌から艶が失われてしまい、画質が低下すること
が懸念される。
【００１１】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、映像信号を制御することによって画面の焼き付き現象を抑えるとともに、コントラス
トの低下を抑えることで良好な映像を得ることが可能な、新規かつ改良された表示装置、
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表示装置の駆動方法およびプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、映像信号に応じて自発光す
る複数の画素が配置された表示部と、前記表示部に供給される映像信号に基づいて、前記
表示部の複数の位置に対応する発光量を取得する発光量取得部と、複数のフレームの映像
信号に基づいて累積された前記発光量に係るデータを蓄積するデータ蓄積部と、前記デー
タ蓄積部に蓄積された前記発光量に係るデータに基づいて、前記表示部に供給される映像
信号の高輝度側の輝度を低下させる高輝度調整部と、前記高輝度側の輝度の低下と連動し
て、前記映像信号の低輝度側の輝度を低下させる低輝度調整部と、を備える、表示装置が
提供される。
【００１３】
　上記構成によれば、表示部には映像信号に応じて自発光する複数の画素が配置され、表
示部に供給される映像信号に基づいて、表示部の複数の位置に対応する発光量が取得され
る。複数のフレームの映像信号に基づいて累積された発光量に係るデータが蓄積され、蓄
積された発光量に係るデータに基づいて、表示部に供給される映像信号の高輝度側の輝度
が低下される。そして、高輝度側の輝度の低下と連動して、映像信号の低輝度側の輝度が
低下される。従って、焼き付き防止のために高輝度側の輝度を低下させた場合に、コント
ラストが低下してしまうことを確実に抑えることが可能となる。
【００１４】
　また、前記高輝度調整部は、前記発光量に係るデータに基づいて、累積された前記発光
量が大きい場合ほど高輝度側の輝度をより低下させるものであってもよい。
【００１５】
　また、前記高輝度側及び低輝度側の輝度の低下と連動して、前記映像信号の全ての輝度
を一括して低下させる全輝度調整部を更に備えるものであってもよい。
【００１６】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、自発光する複数の画素
が配置された表示部に供給される映像信号に基づいて、前記表示部の複数の位置に対応す
る発光量を取得するステップと、複数のフレームの映像信号に基づいて累積された前記発
光量に係るデータを蓄積するステップと、蓄積した前記発光量に係るデータに基づいて、
前記表示部に供給される映像信号の高輝度側の輝度を低下させるとともに、前記高輝度側
の輝度の低下と連動して、前記映像信号の低輝度側の輝度を低下させるステップと、を備
える、表示装置の駆動方法が提供される。
【００１７】
　また、前記輝度を低下させるステップにおいて、前記発光量に係るデータに基づいて、
累積された前記発光量が大きい場合ほど高輝度側の輝度をより低下させるものであっても
よい。
【００１８】
　また、前記輝度を低下させるステップにおいて、前記高輝度側及び低輝度側の輝度の低
下と連動して、前記映像信号の全ての輝度を一括して低下させるものであってもよい。
【００１９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、自発光する複数の画素
が配置された表示部に供給される映像信号に基づいて、前記表示部の複数の位置に対応す
る発光量を取得するステップと、複数のフレームの映像信号に基づいて累積された前記発
光量に係るデータを蓄積するステップと、蓄積した前記発光量に係るデータに基づいて、
前記表示部に供給される映像信号の高輝度側の輝度を低下させるとともに、前記高輝度側
の輝度の低下と連動して、前記映像信号の低輝度側の輝度を低下させるステップと、
　をコンピュータに実行させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００２０】
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　本発明によれば、映像信号を制御することによって画面の焼き付き現象を抑えるととも
に、コントラストの低下を抑えることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。なお、説明は以下の順序で行う。
１．本発明の一実施形態にかかる表示装置の構成
２．表示装置に流れる信号の特性について
３．信号レベル補正部の構成
４．危険度の算出方法について
５．ゲイン算出部におけるゲインの算出の一例
６．表示装置の駆動方法について
【００２２】
［１．本発明の一実施形態にかかる表示装置の構成］
　図１は、本発明の一実施形態にかかる表示装置１００の構成について説明する説明図で
ある。以下、図１を用いて本発明の一実施形態にかかる表示装置１００の構成について説
明する。
【００２３】
　図１に示したように、本発明の一実施形態にかかる表示装置１００は、制御部１０４と
、記録部１０６と、信号処理集積回路１１０と、記憶部１５０と、データドライバ１５２
と、ガンマ回路１５４と、過電流検出部１５６と、パネル１５８と、を含んで構成される
。
【００２４】
　そして信号処理集積回路１１０は、エッジぼかし部１１２と、Ｉ／Ｆ部１１４と、リニ
ア変換部１１６と、パターン生成部１１８と、色温度調整部１２０と、静止画検波部１２
２と、長期色温度補正部１２４と、発光時間制御部１２６と、を含んで構成される。また
、信号処理集積回路１１０は、信号レベル補正部１２８と、ムラ補正部１３０と、ガンマ
変換部１３２と、ディザ処理部１３４と、信号出力部１３６と、長期色温度補正検波部１
３８と、ゲートパルス出力部１４０と、ガンマ回路制御部１４２と、を含む。
【００２５】
　表示装置１００は、映像信号の供給を受けると、その映像信号を分析して、分析した内
容に従って、後述するパネル１５８の内部に配置される画素を点灯することで、パネル１
５８を通じて映像を表示するものである。
【００２６】
　制御部１０４は、信号処理集積回路１１０の制御を行うものであり、Ｉ／Ｆ部１１４と
の間で信号の授受を行う。また、制御部１０４はＩ／Ｆ部１１４から受け取った信号に対
して各種信号処理を行う。制御部１０４で行う信号処理には、例えばパネル１５８に表示
する画像の輝度の調整に用いるゲインの算出がある。
【００２７】
　記録部１０６は、制御部１０４において信号処理集積回路１１０を制御するための情報
を格納するためのものである。記録部１０６として、表示装置１００の電源が切れている
状態でも情報が消えずに格納することができるメモリを用いることが好ましい。記録部１
０６として採用するメモリとして、例えば電気的に内容を書き換えることができるＥＥＰ
ＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍ
ａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）を用いることができる。ＥＥＰＲＯＭは
基板に実装したままでデータの書き込みや消去を行うことができる不揮発性のメモリであ
り、刻一刻と変化する表示装置１００の情報を格納するために好適なメモリである。
【００２８】
　信号処理集積回路１１０は、映像信号を入力し、入力された映像信号に対して信号処理
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を施すものである。本実施形態では、信号処理集積回路１１０に入力される映像信号はデ
ジタル信号であり、信号幅は１０ビットである。入力した映像信号に対する信号処理は、
信号処理集積回路１１０の内部の各ブロックで行う。
【００２９】
　エッジぼかし部１１２は、入力された映像信号に対してエッジをぼかすための信号処理
を行うものである。具体的には、エッジぼかし部１１２は、パネル１５８への画像の焼き
付き現象を防ぐために、画像を意図的にずらすことでエッジをぼかして、画像の焼き付き
現象を抑えるものである。
【００３０】
　リニア変換部１１６は、入力に対する出力がガンマ特性を有する映像信号を、ガンマ特
性からリニア特性を有するように変換する信号処理を行うものである。リニア変換部１１
６で入力に対する出力がリニア特性を有するように信号処理を行うことで、パネル１５８
で表示する画像に対する様々な処理が容易になる。リニア変換部１１６での信号処理によ
って、映像信号の信号幅が１０ビットから１４ビットに拡がる。リニア変換部１１６でリ
ニア特性を有するように映像信号を変換すると、後述するガンマ変換部１３２においてガ
ンマ特性を有するように変換する。
【００３１】
　パターン生成部１１８は、表示装置１００の内部の画像処理で使用するテストパターン
を生成するものである。表示装置１００の内部の画像処理で使用するテストパターンとし
ては、例えばパネル１５８の表示検査に用いるテストパターンがある。
【００３２】
　色温度調整部１２０は、画像の色温度の調整を行うものであり、表示装置１００のパネ
ル１５８で表示する色の調整を行うものである。図１には図示していないが、表示装置１
００には色温度を調整するための色温度調整手段を備えており、利用者が色温度調整手段
を操作することで、画面に表示される画像の色温度を手動で調整することができる。
【００３３】
　長期色温度補正部１２４は、有機ＥＬ素子のＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）各色の輝度
・時間特性（ＬＴ特性）が異なることによる経年変化を補正するものである。有機ＥＬ素
子には、Ｒ、Ｇ、Ｂ各色のＬＴ特性が異なるため、発光時間の経過に伴って色のバランス
が崩れてくる。その色のバランスを補正するものである。
【００３４】
　発光時間制御部１２６は、映像をパネル１５８に表示する際のパルスのデューティ比を
算出して、有機ＥＬ素子の発光時間を制御するものである。表示装置１００は、パルスが
ＨＩ状態の間にパネル１５８内部の有機ＥＬ素子に対して電流を流すことで、有機ＥＬ素
子を発光させて画像の表示を行う。
【００３５】
　信号レベル補正部１２８は、画像の焼き付き現象を防ぐために、映像信号の信号レベル
を補正することでパネル１５８に表示する映像の輝度を調整するものである。画像の焼き
付き現象は、特定の画素の発光頻度が他の画素に比べて高い場合に生じる発光特性の劣化
現象のことであり、劣化してしまった画素は他の劣化していない画素に比べて輝度の低下
を招いて、周辺の劣化していない部分との輝度差が大きくなる。この輝度の差によって、
画面に文字が焼き付いてしまったように見える。
【００３６】
　信号レベル補正部１２８は、映像信号と発光時間制御部１２６で算出されたパルスのデ
ューティ比とから各画素または画素群の発光量を算出し、算出した発光量に基づいて、必
要に応じて輝度を落とすためのゲインを算出し、算出したゲインを映像信号に乗じるもの
である。信号レベル補正部１２８の構成については後に詳述する。
【００３７】
　長期色温度補正検波部１３８は、長期色温度補正部１２４で補正するための情報を検知
するものである。長期色温度補正検波部１３８で検知した情報は、Ｉ／Ｆ部１１４を通じ
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て制御部１０４に送られ、制御部１０４を経由して記録部１０６に記録される。
【００３８】
　ムラ補正部１３０は、パネル１５８に表示される画像や映像のムラを補正するものであ
る。ムラ補正部１３０において、パネル１５８の横筋、縦筋および画面全体の斑を、入力
信号のレベルや座標位置を基準に補正を行う。
【００３９】
　ガンマ変換部１３２は、リニア変換部１１６でリニア特性を有するように変換した映像
信号に対してガンマ特性を有するように変換する信号処理を施すものである。ガンマ変換
部１３２で行う信号処理は、パネル１５８が有するガンマ特性をキャンセルし、信号の電
流に応じてパネル１５８の内部の有機ＥＬ素子が発光するようにリニア特性を有するよう
な信号に変換する信号処理である。ガンマ変換部１３２で信号処理を行うことで、信号幅
が１４ビットから１２ビットに変化する。
【００４０】
　ディザ処理部１３４は、ガンマ変換部１３２で変換された信号に対してディザリングを
施すものである。ディザリングは、使用可能な色数が少ない環境で中間色を表現するため
に、表示可能な色を組み合わせて表示することである。ディザ処理部１３４でディザリン
グを行うことで、本来パネル上では表示できない色を、見かけ上作り出して表現すること
ができる。ディザ処理部１３４でのディザリングによって、信号幅が１２ビットから１０
ビットに変化する。
【００４１】
　信号出力部１３６は、ディザ処理部１３４でディザリングが施された後の信号をデータ
ドライバ１５２に対して出力するものである。信号出力部１３６からデータドライバ１５
２に渡される信号はＲ、Ｇ、Ｂ各色の発光量に関する情報が乗った信号であり、発光時間
の情報が乗った信号はゲートパルス出力部１４０からパルスの形式で出力される。
【００４２】
　ゲートパルス出力部１４０は、パネル１５８の発光時間を制御するパルスを出力するも
のである。ゲートパルス出力部１４０から出力されるパルスは、発光時間制御部１２６で
算出したデューティ比によるパルスである。ゲートパルス出力部１４０からのパルスによ
って、パネル１５８での各画素の発光時間が決定される。
【００４３】
　ガンマ回路制御部１４２は、ガンマ回路１５４に設定値を与えるものである。ガンマ回
路制御部１４２が与える設定値は、データドライバ１５２の内部に含まれるＤ／Ａ変換器
のラダー抵抗に与えるための基準電圧である。
【００４４】
　記憶部１５０は、信号レベル補正部１２８で輝度を補正する際に必要となる、所定の輝
度を上回って発光している画素または画素群の情報と、当該上回っている量の情報とを対
応付けて格納しているものである。記憶部１５０としては、記録部１０６とは異なり、電
源が切れると内容が消去されるようなメモリを用いてもよく、そのようなメモリとして、
例えばＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）を用いることができる。
【００４５】
　過電流検出部１５６は、基板のショート等で過電流が生じた場合にその過電流を検出し
、ゲートパルス出力部１４０に通知するものである。過電流検出部１５６からの過電流発
生通知により、過電流が生じた場合にその過電流がパネル１５８に印加されるのを防ぐこ
とができる。
【００４６】
　データドライバ１５２は、信号出力部１３６から受け取った信号に対して信号処理を行
い、パネル１５８に対して、パネル１５８で映像を表示するための信号を出力するもので
ある。データドライバ１５２には、図示しないが、Ｄ／Ａ変換器が含まれており、Ｄ／Ａ
変換器はデジタル信号をアナログ信号に変換して出力する。
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【００４７】
　ガンマ回路１５４は、データドライバ１５２の内部に含まれるＤ／Ａ変換器のラダー抵
抗に基準電圧を与えるものである。ラダー抵抗に与えるための基準電圧は、上述のように
ガンマ回路制御部１４２で生成される。
【００４８】
　パネル１５８は、データドライバ１５２からの出力信号およびゲートパルス出力部１４
０からの出力パルスを入力し、入力した信号およびパルスに応じて、自発光素子の一例で
ある有機ＥＬ素子を発光させて動画像や静止画像を表示するものである。パネル１５８は
、画像を表示する面の形状が平面である。有機ＥＬ素子は電圧を印加すると発光する自発
光型の素子であり、その発光量は電圧に比例する。従って、有機ＥＬ素子のＩＬ特性（電
流－発光量特性）も比例関係を有することとなる。
【００４９】
　パネル１５８には、図示しないが、所定の走査周期で画素を選択する走査線と、画素を
駆動するための輝度情報を与えるデータ線と、輝度情報に基づいて電流量を制御し、電流
量に応じて発光素子である有機ＥＬ素子を発光させる画素回路とが、マトリクス状に配置
されて構成されている。このように走査線、データ線および画素回路が構成されているこ
とで、表示装置１００は映像信号に従って映像を表示することができる。
【００５０】
　以上、図１を用いて本発明の一実施形態にかかる表示装置１００の構成について説明し
た。なお、図１に示した表示装置１００は、リニア変換部１１６でリニア特性を有するよ
うに映像信号を変換した後、変換後の映像信号をパターン生成部１１８に入力したが、パ
ターン生成部１１８とリニア変換部１１６とを入れ替えてもよい。
【００５１】
［２．表示装置に流れる信号の特性について］
　次に、図２を用いて本発明の一実施形態にかかる表示装置１００を流れる信号の信号特
性の移り変わりについて説明する。図２の各グラフは、横軸を入力、縦軸を出力として示
している。
【００５２】
　図２の（ａ）は、被写体の映像信号を信号処理集積回路１１０へ入力した際に、被写体
の光量に対する出力Ａがガンマ特性を有する映像信号に対して、リニア変換部１１６で逆
のガンマ曲線（リニアガンマ）を掛け合わせた状態を示している。これにより、被写体の
光量に対する出力がリニア特性を有するように、映像信号が変換される。
【００５３】
　図２の（ｂ）は、被写体の光量の入力に対する出力Ｂの特性がリニア特性を有するよう
にリニア変換部１１６で変換した映像信号に対して、ガンマ変換部１３２でガンマ曲線を
掛け合わせた状態を示している。これにより、被写体の光量の入力に対する出力がガンマ
特性を有するように映像信号が変換される。
【００５４】
　図２の（ｃ）は、被写体の光量の入力に対する出力Ｃの特性がガンマ特性を有するよう
に変換した映像信号に対して、データドライバ１５２におけるＤ／Ａ変換が行われたこと
を示している。Ｄ／Ａ変換は、入力と出力との関係がリニア特性を有している。従って、
データドライバ１５２によってＤ／Ａ変換が施されることによって、被写体の光量を入力
すると、出力電圧はガンマ特性を有する。
【００５５】
　図２の（ｄ）は、Ｄ／Ａ変換が施された後の映像信号が、パネル１５８に含まれるトラ
ンジスタに入力されることによって、両者のガンマ特性が打ち消されることを示している
。トランジスタのＶＩ特性は、被写体の光量の入力に対する出力電圧のガンマ特性と逆の
カーブを有するガンマ特性である。従って、被写体の光量を入力すると出力電流がリニア
特性を有するように再び変換することができる。
【００５６】
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　図２の（ｅ）は、被写体の光量を入力すると出力電流がリニア特性を有する信号がパネ
ル１５８に入力されることで、当該リニア特性を有する信号と、上述したようにリニア特
性を有する有機ＥＬ素子のＩＬ特性とが掛け合わされることを示している。
【００５７】
　その結果、図２の（ｆ）に示したように、被写体の光量を入力すると、パネル（ＯＬＥ
Ｄ；Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）の発光量がリニア特
性を有している。このため、リニア変換部１１６で逆のガンマ曲線を掛け合わせてリニア
特性を有するように映像信号を変換することで、図１に示した信号処理集積回路１１０に
おけるリニア変換部１１６からガンマ変換部１３２の間をリニア領域として信号処理する
ことが可能となる。
【００５８】
　以上、本発明の一実施形態にかかる表示装置１００を流れる信号の信号特性の移り変わ
りについて説明した。
【００５９】
［３．信号レベル補正部の構成］
　次に、本発明の一実施形態にかかる信号レベル補正部１２８の構成について説明する。
図３は、信号レベル補正部１２８の構成について説明するための模式図である。以下、図
３を用いて本発明の一実施形態にかかる信号レベル補正部１２８の構成について説明する
。
【００６０】
　図３に示したように、信号レベル補正部１２８は、輝度算出部１６２と、発光量算出部
１６４と、危険度算出部１６６と、危険度更新部１６８と、ピーク検出部１７０と、ゲイ
ン算出部１７２と、乗算器１７４と、を含んで構成される。
【００６１】
　輝度算出部１６２は、リニア変換部１１６で変換されたリニア特性を有する映像信号を
入力し、入力した映像信号から輝度を算出するものである。
【００６２】
　発光量算出部１６４は、輝度算出部１６２で算出した輝度と、発光時間制御部１２６で
算出したパルスのデューティ比を入力し、輝度にデューティ比を乗じて得られる（輝度×
デューティ比で得られる）各画素の１フレームあたりの発光量を算出するものである。Ｏ
ＬＥＤパネルにおける有機ＥＬ素子は、電流と発光量との間にリニアな（線形な）関係を
有している。従って、映像信号から輝度を算出し、算出した輝度とパルスのデューティ比
とを発光量算出部１６４に入力することで、発光量算出部１６４では、入力された１フレ
ームの映像信号に基づいて発光する、１フレームあたりのパネル１５８の各画素の発光量
を算出することができる。
【００６３】
　危険度算出部１６６は、発光量算出部１６４で算出した発光量に基づいて、発光量に対
応する発光量パラメータを算出するものである。発光量パラメータは、画素または画素群
の焼き付きの危険性の度合いを示すものである。以下、危険度算出部１６６で算出する発
光量パラメータを「危険度」とも称する。危険度算出部１６６で算出した危険度は危険度
更新部１６８に送られる。
【００６４】
　危険度更新部１６８は、危険度算出部１６６で算出された危険度を画素または複数の画
素をまとめた画素群ごとに、記憶部１５０に蓄積するものである。危険度算出部１６６で
算出された危険度を画素または画素群ごとに蓄積することで、画面上の各画素または画素
群と危険度との関係が分かる。本明細書では、画素または画素群ごとに蓄積された危険度
の情報のことを危険度マップとも称する。
【００６５】
　画素群を設定する際の画素のまとめ方は、設計に応じて自由に指定することが可能であ
り、特定のまとめ方に限定されない。縦横のピクセル数を同じにして画素群を設定しても
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よく、縦横のピクセル数を異なる数にして画素群を設定してもよい。
【００６６】
　記憶部１５０は、危険度算出部１６６で算出した危険度を蓄積して、危険度マップとし
て記憶しておくものである。危険度は、表示装置１００が稼動している間に順次蓄積し、
表示装置１００の電源を切断すると、蓄積した危険度はリセットする。そのため、上述し
たように、記憶部１５０としては、電源が切れると内容が消去されるようなメモリ、例え
ばＳＤＲＡＭを用いることが望ましい。
【００６７】
［４．危険度の算出方法について］
　ここで、本発明の一実施形態にかかる、危険度算出部１６６における危険度の算出方法
について説明する。
【００６８】
　図４は、ある時間において、本発明の一実施形態にかかる表示装置１００に表示される
画像の一例を示す説明図である。図５は、危険度算出部１６６における危険度の算出の一
例について説明する説明図である。図５（ａ）は、パネル１５８中のある画素に着目し、
発光量算出部１６４で算出した発光量を検出することによって危険度の算出を行うことを
説明している。また、図５（ｂ）は、危険度マップについて説明するための模式図である
。
【００６９】
　図５（ａ）に示すように、例えば、ある時間において、映像信号の入力に応じて発光す
る画素または画素群の発光量が５００～６００の間であった場合には、焼き付きの危険度
ランクはＡランクであると判断し、当該画素または画素群の危険度の履歴に２を加算する
。また、ある時間において、映像信号の入力に応じて発光する画素または画素群の発光量
が３００～５００の間であった場合には、焼き付きの危険度ランクはＢランクであると判
断し、当該画素または画素群の危険度の履歴に１を加算する。
【００７０】
　一方、ある時間において、映像信号の入力に応じて発光する画素または画素群の発光量
が１００～３００の間であった場合には、焼き付きの危険度ランクはＣランクであると判
断し、当該画素または画素群の履歴から１を減算する。また、ある時間において、映像信
号の入力に応じて発光する画素または画素群の発光量が０～１００の間であった場合には
、焼き付きの危険度ランクはＤランクであると判断し、当該画素または画素群の履歴から
２を減算する。
【００７１】
　このように、画素または画素群単位で所定の間隔で発光量を検出し、検出した発光量に
基づいて当該画素または画素群の危険度の履歴の加算および減算を繰り返すことで、表示
装置１００の電源が投入されている時間、画面全体に対して危険度を算出し続ける。発光
量の検出は毎フレーム行ってもよく、所定数のフレーム間隔を空けて行ってもよい。
【００７２】
　画面全体に対して危険度を算出することで、全ての画素または画素群に対して危険度を
算出することができる。そして、画面上の画素または画素群の位置と危険度とを対応させ
ることで危険度マップを作成することができる。
【００７３】
　図４に示した画像を例に挙げて説明すると、図４の画像は、左上の時刻表示部分は画面
上に常に表示されているものである。そして、時刻表示部分は通常はある程度高い輝度で
表示されるので、時刻を表示している画素は焼き付きの危険度のランクが高く、時刻を表
示し続けている限り、時間の経過に伴って危険度が上昇する。
【００７４】
　図５（ｂ）は、危険度マップにおいて、時刻を表示している画素の危険度が上昇してい
ることを示しているものである。時刻表示部分以外の画素は表示する画像が変化するので
危険度の上昇量は多くないが、時刻表示部分の画素は時刻を表示し続けている限り、時間
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の経過に伴って危険度が上昇するので、危険度マップにおいて時刻表示部分の画素の危険
度の値が高くなっている。
【００７５】
　なお、画素または画素群の位置と危険度との関係は、分かりやすくするために危険度マ
ップという形で説明したが、記憶部１５０には、画素または画素群の位置情報と危険度の
情報とが紐付けられた形で格納されることになる。
【００７６】
　なお、発光量と危険度との関係および危険度と履歴との関係は、上述したものに限られ
ないことは言うまでも無い。どの発光量の範囲でどの危険度を設定し、履歴に対してどの
ように加減算するかは、設計に応じて自由に設定することが可能である。
【００７７】
　以上、本発明の一実施形態にかかる、危険度算出部１６６における危険度の算出方法に
ついて説明した。なお、画素群単位で危険度を算出する場合には、発光量算出部１６４は
当該画素群単位で発光量を算出してもよい。
【００７８】
　ピーク検出部１７０は、記憶部１５０から危険度が蓄積されることで得られる危険度マ
ップを入力し、入力した危険度マップから危険度のピークを有している画素または画素群
の位置と、危険度の値とを検出して出力するものである。ピーク検出部１７０で検出した
画素または画素群の位置と危険度の値とは、ゲイン算出部１７２に対して出力される。
【００７９】
　ゲイン算出部１７２は、輝度算出部１６２で算出した輝度と、ピーク検出部１７０で検
出したピーク値と、記憶部１５０に記憶された危険度とを入力し、入力した情報から、乗
算器１７４において映像信号に乗算するためのゲインを算出するものである。ゲイン算出
部１７２で算出されたゲインは乗算器１７４に入力されて、乗算器１７４に入力された映
像信号に対する補正が行われる。ゲイン算出部１７２におけるゲインの算出方法について
は後に詳述する。
【００８０】
　乗算器１７４は、映像信号とゲイン算出部１７２が算出したゲインとを入力し、映像信
号にゲインを乗算して出力するものである。
【００８１】
［５．ゲイン算出部１７２におけるゲインの算出の一例］
　以下、ゲイン算出部１７２におけるゲインの算出の一例について、より詳細に説明する
。図６は、ゲイン算出部１７２とその周辺の構成を示す模式図である。図６において、リ
スク検出ブロック１８０は、図３の危険度算出部１６６に対応する。また、リスク時間積
算ブロック１８２は危険度更新部１６８に対応し、映像信号調整ブロック１８４は乗算器
１７４に対応する。
【００８２】
　また、図７は、信号レベル補正部１２８に入力された映像信号の輝度（入力輝度）と、
信号レベル補正部１２８から出力される映像信号の輝度（出力輝度）との関係の一例を示
す特性図である。図７（ａ）に示す破線ａは、危険度に応じてゲインを調整する前の特性
を示している。また、図７（ａ）に示す破線ｂは、破線ａの特性に対して画面全体の輝度
を下げるゲイン（以下「第１の係数」と称する）を乗じた特性を示している。
【００８３】
　図６に示すように、ゲイン算出部１７２は、画像全体ゲイン算出部ブロック１７２ａ、
高輝度ガンマ調整ブロック１７２ｂ、低階調ガンマ調整ブロック１７２ｃを備えている。
画像全体ゲイン算出部ブロック１７２ａは、上述した画面全体の輝度を下げるゲイン（第
１の係数）を算出するブロックである。
【００８４】
　高輝度ガンマ調整ブロック１７２ｂは、高輝度側のゲインを調整するブロックである。
高輝度ガンマ調整ブロック１７２ｂは、図７（ａ）の破線ａ、破線ｂで示される特性にお
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いて、高輝度側で上述した第２の係数を用いてゲインを低下させる。図７（ｂ）に示すよ
うに、破線ａで示される特性は、高輝度側において、高輝度ガンマ調整ブロック１７２ｂ
によってゲインが低下され、破線ａ１の特性とされる。同様に、破線ｂの特性は、高輝度
側において、高輝度ガンマ調整ブロック１７２ｂによってゲインが低下され、破線ｂ１の
特性とされる。
【００８５】
　低階調ガンマ調整ブロック１７２ｃは、低輝度側のゲインを調整するブロックである。
低階調ガンマ調整ブロック１７２ｃは、図７（ｂ）の破線ａ、破線ｂで示される特性にお
いて、低輝度側で第３の係数を用いてゲインを低下させる。図７（ｂ）に示すように、破
線ａで示される特性は、低輝度側において、低輝度ガンマ調整ブロック１７２ｃによって
ゲインが低下され、破線ａ２の特性とされる。同様に、破線ｂの特性は、低輝度側におい
て、低輝度ガンマ調整ブロック１７２ｃによってゲインが低下され、破線ｂ２の特性とさ
れる。
【００８６】
　このように、本実施形態では、画像全体ゲイン算出部ブロック１７２ａ、高輝度ガンマ
調整ブロック１７２ｂ、及び低階調ガンマ調整ブロック１７２ｃで得られた３つの情報に
よってガンマ曲線が設定される。そして、高輝度側でゲインが低下されるとともに（特性
ａ１、特性ｂ１）、低輝度側においてもゲインが低下される（特性ａ２、特性ｂ２）。従
って、第１の係数によって画面全体の輝度を落とすとともに、第２の係数によって輝度の
ピークを低下させることができ、更に、第３の係数によって黒に近い配色の輝度を低下さ
せることができる。
【００８７】
　ここで、第１及び第２の係数を用いて、入力が大きい高輝度側の領域のみでゲインを低
下させた場合、焼き付きの危険度の高い画素または画素群に対する焼き付き防止効果は得
られるが、高輝度側の輝度を低減させたことによってコントラストが低下してしまう。こ
のため、映像から立体感が失われるとともに、映像中の物体、人肌から艶が失われてしま
い、画質が低下することが懸念される。
【００８８】
　本実施形態では、高輝度側でゲインを低下させるとともに、低輝度側においてもゲイン
を低下させているため、低輝度側では、暗い配色（灰色など）で表示される画素は黒色と
して表示される。従って、暗い配色の画素を黒画素にすることで、高輝度側でゲインを低
下させた画素に対する、低輝度側の画素のコントラストを強くすることができる。従って
、高輝度側で輝度を低下させたことによるコントラストの低下を、低輝度側の輝度を低下
させたことによって補うことが可能となり、コントラストが強調された、立体感、艶感の
ある良好な画像を表示することが可能となる。
【００８９】
　ここで、入力が小さい領域でゲインを低下させる際には、輝度の分布において存在確率
の高い領域（図７（ｂ）中に示す範囲ｄ）内でゲインを低下させることが望ましい。これ
により、配色が黒に近く、映像中での存在確率の高い輝度の画素が黒画素として表示され
、コントラストが強調された鮮明な画像を表示することが可能となる。
【００９０】
　画像全体ゲイン算出部ブロック１７２ａ、高輝度ガンマ調整ブロック１７２ｂ、及び低
階調ガンマ調整ブロック１７２ｃによるゲインの調整は、連動して行われる。例えば、図
７（ｂ）に示すａ１－ａ－ａ２の特性では、第１の係数の値は１であるが、この場合にお
いて、高輝度側と低輝度側のそれぞれでゲインを低下させる量（第２の係数および第３の
係数の値）は、第１の係数の値と対応付けて予め定められている。同様に、ｂ１－ｂ－ｂ
２の特性においても、第１の係数、第２の係数、及び第３の係数の値は予め定められてい
る。なお、図７（ｂ）に示すように、第２の係数は輝度に応じて複数の値を有することが
できる。第１及び第３の係数においても、輝度に応じて値を変化させることが可能である
。
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【００９１】
　そして、第１の係数、第２の係数、第３の係数の値は、危険度に応じて調整される。焼
き付きが発生する蓋然性が高い場合は、図７（ｂ）中のｂ１－ｂ－ｂ２の特性に示すよう
に、第１の係数がより小さい値に設定され、第２の及び第３の係数も第１の係数と連動し
て変化させることにより、高輝度側での輝度を十分に低下させて、焼き付きを防ぐことが
可能である。この場合、高輝度側での輝度の低下量に応じて、低輝度側でも輝度を十分に
低下させることで、コントラストを強調することが可能である。
【００９２】
　一方、焼き付きが発生する蓋然性が低い場合は、図７（ｂ）中のａ１－ａ－ａ２の特性
に示すように、第１の係数が比較的大きい値に設定され、高輝度側でのゲインの低下量も
比較的小さい値に設定される。この場合、低輝度側については、ゲインの低下量をそれほ
ど大きくしなくても画像のコントラストを保つことが可能である。
【００９３】
　従って、焼き付きが発生する蓋然性が高い場合において、高輝度側でゲインを低下させ
ることで、焼き付きの発生を確実に抑止することが可能となる。また、高輝度側でのゲイ
ンの低下に連動させて低輝度側でもゲインを低下させることで、画像のコントラストが失
われることを抑えることができ、コントラストが強調された立体感のある画像を提供する
ことが可能となる。
【００９４】
［６．表示装置の駆動方法について］
　次に、本発明の一実施形態にかかる表示装置１００の駆動方法について説明する。図８
は、本発明の一実施形態にかかる表示装置１００の駆動方法について説明する流れ図であ
る。以下、図８を用いて表示装置１００の駆動方法について詳細に説明する。
【００９５】
　まず、ガンマ特性を有する映像信号に対して、リニア変換部１１６でリニア特性を有す
るように変換処理を行う（ステップＳ１０２）。本実施形態においては、リニア変換部１
１６での変換処理によって、１０ビットの映像信号が１４ビットに拡がる。
【００９６】
　リニア特性を有するように変換した映像信号は、発光量算出部１６４に入力される。発
光量算出部１６４は、入力された映像信号から発光量を算出する（ステップＳ１０４）。
発光量算出部１６４に入力される映像信号はリニア特性を有しているので、信号の大きさ
からパネル１５８における発光量を得ることができる。
【００９７】
　発光量は、画素単位または画素を所定数まとめた画素群単位で取得する。取得した発光
量は、画素または画素群と対応付けられて危険度算出部１６６に送られる。危険度算出部
１６６では、画素または画素群単位で、発光量が所定の値を超えているかどうか検出し、
発光量が所定の値を超えていれば、その超えている値を危険度として算出する（ステップ
Ｓ１０６）。
【００９８】
　危険度算出部１６６で危険度を算出すると、算出した危険度を危険度更新部１６８に送
る。危険度更新部１６８では、画素または画素群ごとの危険度を、上述したように危険度
マップとして記憶部１５０に蓄積する（ステップＳ１０８）。記憶部１５０では、画素ま
たは画素群ごとの危険度を、表示装置１００の電源がオンになっている間、順次蓄積する
。蓄積された危険度は危険度更新部１６８に送られ、パネル１５８に表示する画像の輝度
の調節に用いられる。
【００９９】
　記憶部１５０に危険度が蓄積されていくと、危険度の蓄積によって作成される危険度マ
ップの情報を基に、パネル１５８に表示する画像の輝度の調節を行う。作成された危険度
マップは危険度更新部１６８からピーク検出部１７０に送られ、ピーク検出部１７０にお
いて、危険度マップの中から危険度のピークの画素または画素群を検出する（ステップＳ
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１１０）。
【０１００】
　ピーク検出部１７０で、危険度マップの中から危険度のピークの画素または画素群を検
出すると、ゲイン算出部１７２に映像信号、危険度および危険度のピークの画素または画
素群を入力し、これらの入力した情報を用いてゲインを算出する（ステップＳ１１２）。
ここでは、危険度のピークにある画素または画素群に対して、焼き付き現象を生じない程
度に輝度を下げるためのゲイン（第１の係数）と、画面全体の輝度を下げるゲイン（第１
の係数）、及びコントラスト強調のため、低輝度側の輝度を下げるためのゲイン（第３の
係数）が算出される。
【０１０１】
　ゲイン算出部１７２でゲインを算出すると、算出したゲインを乗算器１７４に入力し、
映像信号に対してゲインを乗算する（ステップＳ１１４）。ここでは、危険度のピークに
ある画素または画素群に対するゲイン、画面全体の輝度を下げるゲイン、及び低輝度側の
輝度を下げるためのゲインが映像信号に対して乗算される。
【０１０２】
　このように、危険度マップの中から危険度のピークにある画素または画素群を検出し、
当該画素または画素群に対して輝度を落とすようなゲインを算出することによって、明る
く発光し続けている画素に対する焼き付き現象を抑えることができる。また、画面全体の
輝度を下げるゲインも併せて算出し、危険度のピークにある画素または画素群だけでなく
、画面全体の輝度を落とすことで、危険度のピークにある画素または画素群のみの輝度を
抑えた場合と比較すると、より自然な映像を得ることができる。
【０１０３】
　なお、図８では表示装置１００の駆動方法の一連の流れを説明したが、上述したように
、本発明の一実施形態にかかる表示装置１００の駆動方法では、表示装置１００の電源が
投入されている間、所定の間隔で危険度の算出及び蓄積を繰り返す。
【０１０４】
　以上、本発明の一実施形態にかかる表示装置１００の駆動方法について詳細に説明した
。なお、上述した表示装置１００の駆動方法は、表示装置１００の内部の記録媒体（例え
ば記録部１０６）に予め表示装置１００の駆動方法を実行するように作成されたコンピュ
ータプログラムを記録しておき、当該プログラムを演算装置（例えば制御部１０４）が順
次読み出して実行することによって行ってもよい。
【０１０５】
　以上説明したように、映像信号とパルスとから各画素の発光量を算出し、所定の発光量
を超えて発光する画素または画素群に対して、その発光量を抑えるようなゲインを算出し
、映像信号に対して算出したゲインを乗算することで、画面の焼き付き現象を抑止できる
。また、発光素子の劣化を遅らせることができる。
【０１０６】
　そして、焼き付きが発生し易い状況において、高輝度側でゲインを低下させるとともに
、低輝度側でもゲインを低下させるようにしたため、焼き付きを防止するとともに、画像
のコントラストを高く維持することが可能となる。従って、焼き付き防止の対策に起因し
てコントラストが低下してしまうことを確実に抑止することが可能となる。更に、危険値
の蓄積に伴って徐々にゲイン算出部１７２でゲインを下げていくことで、表示装置１００
で映像を見ている利用者に対して、画面に表示される映像の輝度の変化を感じさせないこ
とができる。
【０１０７】
　そして、有機ＥＬ素子のような自発光型の発光素子は、電流と発光量がリニア特性を有
しているため、電流量を取得することで発光素子の発光量を得ることができる。従って、
発光量を検出することで焼き付きを抑える従前の表示装置とは異なり、フィードバックを
行うことなく、予め発光量を取得することによって焼き付きを抑えることができる。
【０１０８】
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　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１０９】
　例えば、上記実施形態では全ての画素に対して危険度を算出して危険度マップを作成し
、危険度のピーク値を有する画素または画素群に対して輝度を落とすためのゲインを算出
していたが、本発明は係る例に限定されない。例えば、画面上の所定範囲のみに対して危
険度を算出して危険度マップを作成してもよく、画面上の複数の領域に対して独立に危険
度マップを作成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の一実施形態にかかる表示装置の構成について説明する説明図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる表示装置を流れる信号の特性の移り変わりをグラフ
で説明する説明図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる信号レベル補正部の構成について説明する説明図で
ある。
【図４】本発明の一実施形態にかかる、表示装置に表示される画像の一例を示す説明図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態にかかる、危険度算出部における危険度の算出の一例につい
て説明する説明図である。
【図６】ゲイン算出部とその周辺の構成を示す模式図である。
【図７】信号レベル補正部に入力された映像信号の輝度（入力輝度）と、信号レベル補正
部から出力される映像信号の輝度（出力輝度）との関係の一例を示す特性図である。
【図８】本発明の一実施形態にかかる表示装置の駆動方法について説明する流れ図である
。
【符号の説明】
【０１１１】
　１００　　表示装置
　１０４　　制御部
　１５０　　記憶部
　１５８　　パネル
　１６４　　発光量算出部
　１６８　　危険度更新部
　１７２　　ゲイン算出部
　１７２ａ　　画面全体ゲイン計算ブロック
　１７２ｂ　　高輝度ガンマ調整ブロック
　１７２ｃ　　低階調ガンマ調整ブロック
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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