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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各画素について赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）それぞれの色で発光する発光素子を含む
画素回路と、
　所定の色配列で繰り返し配置された上記複数の画素回路を色ごとの画素回路ごとに接続
する複数のデータ線と、
　上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光するそれぞれの発光素子の発光を調整するための発
光調整情報を取得する調整情報取得部と、
　サンプルホールド信号を生成するタイミング制御部と、
　上記それぞれの発光素子を発光させるために入力されるカラー画像信号から時系列のＲ
ＧＢ信号を生成し、該時系列のＲＧＢ信号を上記サンプルホールド信号に同期して出力す
る信号処理回路と、
　上記時系列のＲＧＢ信号に対し、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光するそれぞれの発
光素子の輝度に比例する直流電圧のレベルを、上記発光調整情報に基づいて予め調整する
レベル調整信号を生成するレベル調整部と、
　上記レベル調整部において生成されたレベル調整信号に基づいて、上記信号処理回路か
らの時系列のＲＧＢ信号を、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光するそれぞれの発光素子
の輝度に比例するように、上記サンプルホールド信号に同期したタイミングで直流電圧レ
ベルを変化させることによって予め補正する信号送出回路と、
　上記信号送出回路で予め補正された時系列のＲＧＢ信号の画素データを上記Ｒ，Ｇ，Ｂ
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の色ごとに入力して保持する動作と、色ごとに保持した画素データを、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそ
れぞれの色で発光するそれぞれの発光素子を駆動する駆動信号として、対応する上記デー
タ線に並列に出力する動作とを、上記サンプルホールド信号のパルスが印加されるたびに
繰り返すデータ保持回路と、
　を有する画像表示装置。
【請求項２】
　上記信号送出回路は、参照信号を参照して、上記時系列のＲＧＢ信号をデジタル信号か
らアナログ信号に変換するデジタル－アナログ変換回路を有し、
　上記レベル調整部は上記レベル調整信号を上記参照信号として上記デジタル－アナログ
変換回路に印加する、
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　上記レベル調整部に入力され上記発光素子の輝度に比例する直流電圧のレベルを変化さ
せるタイミングを制御する制御信号は、上記サンプルホールド信号と共通する信号である
、
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　上記レベル調整部に入力され上記発光素子の輝度に比例する直流電圧を変化させるタイ
ミングを制御する制御信号は、上記サンプルホールド信号と同期した別の信号である、
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　各画素について赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）それぞれの色で発光する発光素子の色を
調整する画像表示装置の色バランス調整方法であって、
　上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光するそれぞれの発光素子の発光を調整するための発
光調整情報を取得する調整情報取得のステップと、
　サンプルホールド信号を生成するステップと、
　上記それぞれの発光素子を発光させるために入力されるカラー画像信号から時系列のＲ
ＧＢ信号を生成し、該時系列のＲＧＢ信号を上記サンプルホールド信号に同期して出力す
る信号処理のステップと、
　上記時系列のＲＧＢ信号に対し、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光するそれぞれの発
光素子の輝度に比例する直流電圧のレベルを、上記発光調整情報に基づいて予め調整する
レベル調整信号を生成するレベル調整信号生成のステップと、
　上記レベル調整信号の生成のステップにおいて生成されたレベル調整信号に基づいて、
上記信号処理のステップで生成された時系列のＲＧＢ信号を、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの
色で発光するそれぞれの発光素子の輝度に比例するように、上記サンプルホールド信号に
同期したタイミングで直流電圧レベルを変化させることによって予め補正する信号補正の
ステップと、
　上記予め補正された時系列のＲＧＢ信号の画素データを上記Ｒ，Ｇ，Ｂの色ごとに入力
して保持する動作と、色ごとに保持した画素データを、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発
光するそれぞれの発光素子を駆動する駆動信号として、対応する上記データ線に並列に出
力する動作とを、上記サンプルホールド信号のパルスが印加されるたびに繰り返すステッ
プと、
　上記データ線に出力された上記駆動信号を、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光する発
光素子に色ごとに印加して発光させる発光のステップと、
　を含む画像表示装置の色バランス調整方法。
【請求項６】
　上記信号補正のステップは、参照信号を参照して、上記時系列のＲＧＢ信号をデジタル
信号からアナログ信号に変換するデジタル－アナログ変換のステップを含み、
　上記デジタル－アナログの変換ステップは、上記レベル調整信号を上記参照信号として
用いる、
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　請求項５に記載の画像表示装置の色バランス調整方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、入力される画像信号の輝度レベルに応じて発光する発光素子を画素内に有する
画像表示装置、および、その輝度調整方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
固定画素を有する画像表示装置として、現在最も普及している液晶ディスプレイは、バッ
クライトを必要とするため、表示画像で高輝度を得るにはバックライトの発光量を上げる
必要がある。ところが、バックライトの発光量を上げると、表示画像の輝度は高くなるが
、液晶により完全に光を遮断することが不可能になるためコントラストが低下する。つま
り、液晶ディスプレイでは表示画面の輝度とコントラストがトレードオフの関係にあり、
両者を高いレベルでバランスさせることが難しい。
この課題を解消できる画像表示装置として、画素内に発光素子を設け、その発光量により
輝度が決まる自発光型画素を有する画像表示装置が知られている。
【０００３】
自発光型画素を有する画像表示装置として、例えば、有機材料の電界発光（ＥＬ：electr
o luminescence）素子を用いた有機ＥＬディスプレイが知られている。有機ＥＬディスプ
レイは、比較的低電圧で高輝度が得られ、視野角依存性がなく、コントラストが高く、さ
らには応答性がよいため動画の表示性能に優れるなどの特長を有する。
【０００４】
このように優れた特長を有する反面、有機ＥＬディスプレイは経時的に画質が変化すると
いう課題がある。即ち、有機ＥＬ素子に高い輝度を得るため大きな電流を流し続けると、
長期間使用している間に発熱により有機ＥＬ素子を構成する有機材料層と電極との界面、
あるいは有機材料層の品質そのものが低下することが知られている。
有機ＥＬ素子の特性低下を改善するために、有機発光層および電極層等の材料面での改善
が進められている。
【０００５】
その一方、有機ＥＬ素子などを用いた自発光型画素の長寿命化のために、輝度を自動調整
する技術が知られている。
このうち、必要以上に発光素子に電流が流れることを防止して、発光素子の長寿命化を図
る技術として、例えば、発光素子に流れる電流を、複数の発光素子に共通の電圧供給線で
検出し、検出結果に基づいて画像の輝度を最適化するパネルの駆動制御技術が知られてい
る（例えば、特許文献１）。特許文献１には、有機ＥＬ素子の発光輝度の制御方法として
、２つの方法が開示されている。
第１の方法は、水平走査線により駆動されるＴＦＴトランジスタ、および、ＴＦＴトラン
ジスタと直列に接続された有機ＥＬ素子に印加される駆動電圧を可変にして、上記電流の
検出結果に基づいて、この駆動電圧を最適化するというものである。
第２の方法は、上記電流の検出結果に基づいて、発光時間のディーティ比、即ち発光時間
を制御する信号のパルス幅を変化させるというものである。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００２－２１５０９４号公報（第４頁から第６頁の第１および第２の実施の形態、
第１図および第３図参照）。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
有機ＥＬパネルの画面表示領域内の各画素に使用される赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の
発光材料は色ごとに異なり、発光に伴う経時的な劣化特性も色ごと異なることが分かって
いる。このような場合、画像表示の初期の段階と、ある程度の時間が経過した段階とでは
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色バランスが異なってくるため、高品位な画質を長期間（例えば、１０年以上）維持する
には何らかの画質（色バランス）調整機構が必要となる。また、パネルの製造ばらつきに
より、製造品の色バランスが設計値と異なることもがあり、この点でも色バランス調整機
構が必要となる。
【０００８】
ところが、上記の特許文献１に記載された第１の方法および第２の方法を、この色バラン
スの調整に適用しようとした場合、特許文献１の第１図に記載された駆動電圧コントロー
ラ、あるいは第２図に記載されたデューティ比コントローラが、色ごとに必要である。こ
のため色バランスの調整回路が大規模となり、チップコストを上昇させるという第１の課
題がある。上記特許文献１には、色ごとの調整の具体的な方法が開示されていない。
【０００９】
また、特に第２の方法、即ち発光時間を制御する信号のディーティ比を変化させる方法で
は、有機ＥＬ素子の駆動電圧レベルは一定とするため、第１の方法に比べ発光素子特性の
劣化を加速させにくく消費電力が抑制されるという利点があるが、ディスプレイパネルの
駆動周波数によっては表示画像の品位に影響を与える。つまり、画素数が多い大画面で垂
直および水平の駆動周波数が高い場合、発光時間を短くするとフリッカと呼ばれる画面の
ちらつき感が増大することがある。また、特に動画の場合に発光時間を長くすると、フィ
ールド間あるいはフレーム間で画面が切り替わる瞬間で画像がぼけたように見えることが
ある。つまり、有機ＥＬパネルは発光時間が長いと、１水平期間にわたって光を出してい
るＬＣＤディスプレイなどのホールド型のディスプレイに近い画面表示となり、動画特性
が低下する。したがって、有機ＥＬディスプレイにおいては、画素の発光時間は動作周波
数に対し最適な範囲があるため、発光時間を制御する第２の方法のみでは、その制御に限
界があるという第２の課題がある。
【００１０】
　以上から、小規模の回路で簡単に色バランスの調整ができる画像表示装置、および、そ
の色バランスの調整方法を提供することが望まれている。
　また、出来るだけ小規模の回路で発光素子特性の低下および消費電力を極力抑制しなが
ら画像の動きに応じてそれぞれ適した色バランスの調整ができる画像表示装置、および、
その色バランスの調整方法を提供することが望まれている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば、各画素について赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）それぞれの色で発光す
る発光素子を含む画素回路と、所定の色配列で繰り返し配置された上記複数の画素回路を
色ごとの画素回路ごとに接続する複数のデータ線と、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光
するそれぞれの発光素子の発光を調整するための発光調整情報を取得する調整情報取得部
と、サンプルホールド信号を生成するタイミング制御部と、上記それぞれの発光素子を発
光させるために入力されるカラー画像信号から時系列のＲＧＢ信号を生成し、該時系列の
ＲＧＢ信号を上記サンプルホールド信号とともに出力する信号処理回路と、上記時系列の
ＲＧＢ信号に対し、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光するそれぞれの発光素子の輝度に
比例する直流電圧のレベルを、上記発光調整情報に基づいて予め調整するレベル調整信号
を生成するレベル調整部と、上記レベル調整部において生成されたレベル調整信号に基づ
いて、上記信号処理回路からの時系列のＲＧＢ信号を、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発
光するそれぞれの発光素子の輝度に比例するように、上記サンプルホールド信号に同期し
たタイミングで直流電圧レベルを変化させることによって予め補正する信号送出回路と、
上記信号送出回路で予め補正された時系列のＲＧＢ信号の画素データを上記Ｒ，Ｇ，Ｂの
色ごとに入力して保持する動作と、色ごとに保持した画素データを、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれ
ぞれの色で発光するそれぞれの発光素子を駆動する駆動信号として、対応する上記データ
線に並列に出力する動作とを、上記サンプルホールド信号のパルスが印加されるたびに繰
り返すデータ保持回路と、を有する画像表示装置が提供される。
【００１２】
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　また本発明によれば、各画素について赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）それぞれの色で発
光する発光素子の色を調整する画像表示装置の色バランス調整方法であって、上記Ｒ，Ｇ
，Ｂそれぞれの色で発光するそれぞれの発光素子の発光を調整するための発光調整情報を
取得する調整情報取得のステップと、サンプルホールド信号を生成するステップと、上記
それぞれの発光素子を発光させるために入力されるカラー画像信号から時系列のＲＧＢ信
号を生成し、該時系列のＲＧＢ信号を上記サンプルホールド信号とともに出力する信号処
理のステップと、上記時系列のＲＧＢ信号に対し、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光す
るそれぞれの発光素子の輝度に比例する直流電圧のレベルを、上記発光調整情報に基づい
て予め調整するレベル調整信号を生成するレベル調整信号生成のステップと、上記レベル
調整信号の生成のステップにおいて生成されたレベル調整信号に基づいて、上記信号処理
のステップで生成された時系列のＲＧＢ信号を、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光する
それぞれの発光素子の輝度に比例するように、上記サンプルホールド信号に同期したタイ
ミングで直流電圧レベルを変化させることによって予め補正する信号補正のステップと、
上記予め補正された時系列のＲＧＢ信号の画素データを上記Ｒ，Ｇ，Ｂの色ごとに入力し
て保持する動作と、色ごとに保持した画素データを、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光
するそれぞれの発光素子を駆動する駆動信号として、対応する上記データ線に並列に出力
する動作とを、上記サンプルホールド信号のパルスが印加されるたびに繰り返すステップ
と、上記データ線に出力された上記駆動信号を、上記Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの色で発光する
発光素子に色ごとに印加して発光させる発光のステップと、を含む画像表示装置の色バラ
ンス調整方法が提供される。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。本発明が適用できる画像表示装
置（ディスプレイ）は、各画素に発光素子を有する。発光素子は、有機ＥＬ素子に限らな
いが、以下の説明では、有機ＥＬ素子を例として説明する。
【００１８】
有機ＥＬディスプレイの画素構成および駆動方式としては、単純（パッシブ）マトリクス
方式とアクティブマトリクス方式がある。ディスプレイの大型化、高精細化を実現するに
は、単純マトリクス方式の場合は、各画素の発光期間が走査線（即ち、垂直方向の画素数
）の増加によって減少するため、瞬間的に各画素の有機ＥＬ素子が高輝度で発光すること
が要求される。一方、アクティブマトリクス方式の場合は、各画素が１フレームの期間に
わたって発光を持続するため、ディスプレイの大型化、高精細化が容易である。本発明は
単純マトリクス方式、アクティブマトリクス方式の双方に適用できる。
また、駆動方式も、一定電流で駆動する方法、一定電圧で駆動する方法があり、本発明は
、いずれの方法にも適用できる。
以下、アクティブマトリクス方式の有機ＬＥディスプレイ装置を、一定電流で駆動する場
合を例を中心に、実施の形態を説明する。
【００１９】
［第１の実施の形態］
図１は、本実施の形態の有機ＥＬディスプレイ装置の構成を示すブロック図である。図２
は、本実施の形態の画素の構成を示す回路図である。
図１に図解したディスプレイ装置は、行方向の複数の走査線と列方向の複数のデータ線の
各交点に有機ＥＬ素子を有する画素が所定の色配列で行列状に多数配置されたセルアレイ
１と、入力されるアドレス信号に応じてデータ線に接続され、入力された画像信号に必要
な信号処理を施してセルアレイ１のデータ線に供給する信号処理・データ線駆動部２を有
する。
また、ディスプレイ装置は、走査線に接続され、所定の周期で走査線に走査信号ＳＶを印
加する走査線駆動（Ｖスキャン）回路３を有する。
【００２０】
　図２に示すセルアレイ１において、Ｖスキャン回路３に接続された走査線Ｘ（ｉ），Ｘ
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（ｉ＋１），…と、サンプルホールド回路２Ａに接続されたデータ線Ｙ（ｉ），Ｙ（ｉ＋
１），…とが互いに交差して配線されている。各走査線Ｘ（ｉ），Ｘ（ｉ＋１），…とデ
ータ線Ｙ（ｉ），Ｙ（ｉ＋１），…とが交わる部分で、双方の配線に各画素回路Ｚ（ｉ，
ｉ），Ｚ（ｉ＋１，ｉ），…が接続されている。各画素回路Ｚは、有機ＥＬ素子ＥＬ、デ
ータ保持用のキャパシタＣ、データ入力制御用の薄膜トランジスタＴＲａ、バイアス電圧
制御用の薄膜トランジスタＴＲｂから構成されている。
　データ線ＹとグランドラインＧＤＬとの間に、トランジスタＴＲａとキャパシタＣが直
列に接続され、トランジスタＴＲａのゲートが走査線Ｘに接続されている。また、各画素
回路に共通の電源ラインＶＤＬとグランドラインＧＤＬとの間に、有機ＥＬ素子ＥＬとト
ランジスタＴＲｂとが直列に接続されている。トランジスタＴＲｂのゲートは、キャパシ
タＣとトランジスタＴＲａとの接続中点に接続されている。
　以下、図２に例示される画素を構成する回路、すなわち画素回路Ｚを画素Ｚと略称する
。
【００２１】
特に図示しないが、各有機ＥＬ素子ＥＬは、例えば、透明ガラス等からなる基板の上に、
透明導電層などからなる第１電極（アノード電極）、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、
電子注入層を順次堆積させて有機膜を構成する積層体を形成し、この積層体の上に第２電
極（カソード電極）を形成した構造を有する。アノード電極が電源ラインＶＤＬに電気的
に接続され、カソード電極がグランドラインＧＤＬに電気的に接続される。これらの電極
間に所定のバイアス電圧を印加すると、注入された電子と正孔が発光層において再結合す
る際に発光する。有機ＥＬ素子は、有機膜を構成する有機材料を適宜選択することでＲＧ
Ｂの各色での発光が可能であることから、この有機材料を、例えば各行の画素にＲＧＢの
発光が可能に配列することで、カラー表示が可能となる。
【００２２】
このように構成されたセルアレイ１において、例えば画素Ｚ（ｉ，ｉ）に赤色の画素デー
タを表示させる場合、走査線Ｘ（ｉ）を選択して走査信号ＳＶを印加する。また、データ
線Ｙ（ｉ）に画素データに応じた電流（電圧でも可）の駆動信号ＳＨＲを印加する。これ
により、画素Ｚ（ｉ，ｉ）におけるデータ入力制御用のトランジスタＴＲａがオン状態に
なり、データ線Ｙ（ｉ）の駆動信号ＳＨＲから電荷がトランジスタＴＲａを介してトラン
ジスタＴＲｂのゲートに入力される。このため、トランジスタＴＲｂのゲート電位が上昇
し、これに応じた電流がトランジスタＴＲｂのソース・ドレイン間に流れ、さらに、当該
電流がトランジスタＴＲｂに接続された発光素子ＥＬに流れる。これにより画素Ｚ（ｉ，
ｉ）の発光素子ＥＬが駆動信号ＳＨＲの赤色画素データに対応する輝度で発光する。
このセルにおいては、主に、キャパシタＣの容量とトランジスタＴＲｂのゲート容量等で
決まる合成容量と、駆動信号による電荷供給能力とに応じて蓄積電荷量が決まる。蓄積電
荷量が大きいと発光時間が長く持続する。蓄積電荷量は、通常、動画の画像ぼけやフリッ
カが生じない最適な範囲に設定されている。
【００２３】
本実施の形態における信号処理・データ線駆動部２は、データ線駆動信号ＳＨＲ，ＳＨＧ
，ＳＨＢを生成する際に、アナログの画像信号を色ごとに一時保持するサンプルホールド
回路２Ａと、サンプルホールドする前の時系列の信号（以下、ＲＧＢ信号）のレベルを調
整するレベル調整手段２Ｂを有する。
また、ディスプレイ装置は、発光調整のための情報を取得し、この情報を上記レベル調整
手段２Ｂに提供する調整情報取得手段４を有する。調整情報取得手段４は、製造時にずれ
た色バランスを調整ためには、例えば外部からの操作によって与えられた情報を入力する
入力手段であってもよい。あるいは、レベル調整が発光素子の特性低下防止のためである
場合に、発光素子の特性低下量を直接測定する手段、測定対象となるリファレンス画素、
測定結果をレベル調整に反映させるための制御手段、さらには、レベル調整値と特性低下
量との関係を記憶した記憶手段などが、この調整情報取得手段４の実施形態に該当する。
調整情報取得手段４は、上記目的に応じて信号処理・データ線駆動部２内、セルアレイ１
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内、あるいは、それらの外部に設けられる。調整情報取得手段４の構成例は、後述する他
の実施の形態で述べる。
調整情報取得手段４からの色バランス調整に関する情報Ｓ４は、レベル調整手段２Ｂに入
力され、この情報Ｓ４に基づいてレベル調整手段２Ｂが、ＲＧＢ信号のレベルを調整する
。
【００２４】
［第２の実施の形態］
第２の実施の形態では、より詳細なディスプレイ装置の構成と、製造時にずれた色バラン
スの調整方法について説明する。
図３は、図１の構成の詳細な一構成例を示すディスプレイ装置のブロック図である。
図３に示すディスプレイ装置は、データ線駆動信号を生成するサンプルホールド回路２Ａ
とＶスキャン回路３が、セルアレイ１とともにディスプレイパネル１０内部に設けられて
いる。ディスプレイパネル１０の外の回路基板に、信号処理ＩＣ２２とドライバＩＣが設
けられている。
信号処理ＩＣは、例えば、解像度変換、ＩＰ（Interlace-Progressive）変換、ノイズ除
去等の必要なデジタル信号処理を入力画像信号ＳＩＮに施す。
ドライバＩＣは、信号処理後の画像信号（デジタル信号）をアナログ信号に変換し、かつ
パラレル－シリアル変換する。この変換後のシリアル・アナログＲＧＢ信号は、サンプル
ホールド回路２Ａに入力される。サンプルホールド回路２Ａは、シリアル・アナログＲＧ
Ｂ信号を色ごとの信号に分けてデータ線の駆動信号ＳＨＲ，ＳＨＧ，ＳＨＢを生成する。
ドライバＩＣは、信号送出部２１とレベル調整部２Ｂとを有し、更に、信号送出部２１内
に、デジタルのＲＧＢ信号をアナログのＲＧＢ信号に変換するデジタル－アナログ変換器
（ＤＡＣ：Ｄ／Ａコンバータ）２３を有する。
【００２５】
第２の実施の形態において、レベル調整部２Ｂの出力が、Ｄ／Ａコンバータ２３の基準電
圧ＶＲＥＦの入力に接続されている。レベル調整部２Ｂは、この基準電圧ＶＲＥＦの電位
を、例えばＶ０～Ｖ５の６レベルに切り替える。Ｄ／Ａコンバータは、一般に、供給され
る基準電圧値が多いほど高い変換能力を発揮する。
Ｄ／Ａコンバータ２３の構成は任意であるが、基準電圧ＶＲＥＦによって出力レベルがほ
ぼ線形に変化することが望ましい。線形性が比較的よくＩＣ化が可能なものとしては、例
えば電流加算式あるいは電圧加算式のＤ／Ａコンバータがある。これらのＤ／Ａコンバー
タでは、単位抵抗Ｒおよび２倍の抵抗値を有する２Ｒを組み合わせた抵抗回路、抵抗回路
の各ノードに接続されたスイッチ回路およびバッファアンプを有し、入力デジタル信号に
より制御されるスイッチ回路の接続態様に応じて変化した合成抵抗値と基準電圧ＶＲＥＦ
とに比例した電圧がバッファアンプの出力から得られる。このため、入力したデジタル信
号に応じてほぼ線形に変化するアナログ信号がオペアンプから出力される。
【００２６】
図４から図６に、レベル調整部２Ｂの構成例を示す。
図４に示す第１の構成例において、一定電圧ＶＲＥＦ０と接地電位との間に、レジスタス
トリングが並列に接続されている。レジスタストリングは、等価的に、７個の抵抗体Ｒ０
～Ｒ６を直列接続させた構成を有している。レジスタストリングの抵抗体間の接続中点に
それぞれスイッチＳＷ１が接続されている。基本的には、このスイッチＳＷ１の何れか１
つがオンすることによって、基準電圧ＶＲＥＦの電位Ｖ１～Ｖ５の１つを出力する。ただ
し、複数のスイッチＳＷ１をオンする制御もでき、その場合、更に多くの電位を生成でき
る。
この６個のスイッチＳＷ１はスイッチ回路２Ｃを構成する。スイッチ回路２Ｃは、色バラ
ンス調整に関する情報Ｓ４に基づいて制御される。ただし、実際には、図３に示すように
、信号処理ＩＣ２２内の制御手段、例えばＣＰＵ２２ａによって情報Ｓ４を元に、数ビッ
トの制御信号Ｓ４Ｂが生成され、この制御信号ＳＢ４がスイッチ回路２Ｃの各スイッチＳ
Ｗ１を制御する。この数ビットの制御信号Ｓ４Ｂに応じて、色ごとにオンするスイッチが
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切り替えられる。
【００２７】
パネルの製造ばらつき調整のための色バランス調整においては、高い輝度の色の発光輝度
を下げるように調整することができる。この場合、初期設定時の基準電圧ＶＲＥＦの電位
をＶ０とし、発光輝度を下げる程度に応じて、Ｖ１～Ｖ５の電位が選択される。あるいは
、初期設定時の基準電圧ＶＲＥＦの電位を中間の、例えばＶ２に設定し、特定の色につい
ては発光輝度を上げるようにすることもできる。
パネルの製造ばらつき調整においては、発光輝度のＲＧＢ間の変動幅は、例えば±数％程
度である。今、緑（Ｇ）の輝度が設計値どおりで、このときの基準電圧ＶＲＥＦの電位Ｖ
２が６Ｖであったとする。また、赤（Ｒ）の発光輝度が設計値より５％低く、青（Ｂ）の
発光輝度が設計値より５％高く、基準電圧ＶＲＥＦの変化ステップが０．１５Ｖであると
する。この場合、Ｒ発光輝度を調整するために基準電圧の電位を初期値６Ｖ（Ｖ２）から
５％高い６．３Ｖ（Ｖ０）にする。また、Ｂ発光輝度を調整するために基準電圧の電位を
初期値６Ｖ（Ｖ２）から５％低い５．７Ｖ（Ｖ４）にする。
このように色ごとにスイッチ回路を制御することにより色バランスの調整が可能である。
【００２８】
ただし、色によってはばらつき傾向が異なる場合がある。この場合、各色に共通の１つの
レジスタストリングを用いたのでは、精密な調整ができないことがある。そのような場合
、レベル調整部の構成を、例えば図５のようにすることが望ましい。
図５に示す第２の構成例においては、一定電圧ＶＲＥＦ０と接地電位との間に、各色に対
応した３本のレジスタストリングが並列に接続されている。各レジスタストリングは、７
個の抵抗体Ｒ０～Ｒ６から構成されていることは、前記の第１の構成例と同じである。た
だし、本例では、抵抗体Ｒ０～Ｒ６の抵抗値が色ごとの製造ばらつきの傾向に合わせて所
定の組み合わせで変えてある。３つのレジスタストリングから引き出された３つの接続中
点がスイッチＳＷ１により切り替えられ、電位Ｖ０の値が決まる。この構成は他の電位Ｖ
１～Ｖ５についても同じである。
以上より、第２の構成例では、色ごとに適した値の基準電圧ＶＲＥＦの電位Ｖ０～Ｖ５が
得られるという利点がある。
【００２９】
色ごとのばらつき中心が予め分かっている場合は、例えば図６に示す構成が採用できる。
図６に示す第３の構成例では、色ごとのオフセット抵抗体Ｒ６Ｒ，Ｒ６Ｇ，Ｒ６Ｂが互い
に並列に、スイッチＳＷ２と接地電位との間に接続されている。一定電位ＶＲＥＦ０とス
イッチＳＷ２との間に、抵抗体Ｒ１～Ｒ５が直列接続されている。また、一定電位ＶＲＥ
Ｆ０と接地電位とに間に、抵抗体Ｒ０１とＲ０２が直列接続されている。
第３の構成例では、色バランス調整時に相対的に高い輝度の色の発光輝度を下げるように
構成されていることから、初期設定の出力電位Ｖ０は、抵抗体Ｒ０１とＲ０２との分圧に
より固定となっている。なお、この構成は任意であり、図４と同様に抵抗体Ｒ１と一定電
圧ＶＲＥＦ０との間に抵抗体Ｒ０を接続させ、両抵抗体Ｒ０とＲ１の接続中点から電位Ｖ
０を出力させるようにしてもよい。
隣接する抵抗体の接続中点および抵抗体Ｒ５とスイッチＳＷ２との接続中点にスイッチＳ
Ｗ１が接続され、このスイッチＳＷ１の何れかがオンすることにより、基準電圧ＶＲＥＦ
の電位Ｖ１～Ｖ５が選択され出力される。一方、スイッチＳＷ２は画素の色に応じて切り
替えられ、赤のときはオフセット抵抗体Ｒ６Ｒが選択され、緑のときはオフセット抵抗体
Ｒ６Ｇが選択され、青のときはオフセット抵抗体Ｒ６Ｂが選択され、これに応じて電位Ｖ
１～Ｖ５の変化中心が変更される。
第３の構成例は、色ごとの変動を考慮して高い精度の色バランス調整ができるうえ、構成
が図５の場合より簡素にできる利点がある。
【００３０】
基準電圧ＶＲＥＦの値によって画素の輝度を線形に変化させるには、図７に示すように、
Ｄ／Ａコンバータを含めたドライバＩＣの入出力特性が線形に変化することが望ましい。
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ただし、線形性が低い場合でも、そのことを見込んで基準電圧ＶＲＥＦを変化させること
により、目的の値に画素の輝度を制御できる。
【００３１】
図８に、有機ＥＬパネルの入力電圧と輝度との関係を示す。
現在主流のＬＣＤ装置に用いられる液晶層の印加電圧と輝度（透過光出力）との関係は、
図示しないが、全体的に非線形に変化し、特に高い電圧領域では液晶の分子配向が垂直に
ほぼ揃うため、パネルの出力カーブが飽和してしまう。
これに対し、有機ＥＬ素子の入出力特性は、図８に示すように実用領域でほぼ直線的に変
化する。このため電流駆動が可能であり、また、有機ＥＬパネルでは入出力特性補正のた
めのガンマ補正が基本的に不要であるという利点がある。
本実施の形態では、このような有機ＥＬ素子の入出力特性の線形性の高さを巧みに利用す
ることにより、抵抗ラダーを用いた簡単な構成のレベル調整回路２ＢでＲＧＢの色バラン
ス調整を実現している。
【００３２】
つぎに、信号送出部からセルアレイまでの画素データ配列変化と、色バランス調整のタイ
ミング制御について説明する。
図９（Ａ）～図９（Ｃ）は、この信号処理における画像信号の変化の一例を示す説明図で
ある。
図３に示す信号処理ＩＣ２２に入力される画像信号ＳＩＮは、コンポジットビデオ信号、
Ｙ／Ｃ信号、ＲＧＢ信号（時系列のＲ信号、Ｇ信号、Ｂ信号）の何れの映像信号であって
もよい。それぞれに対応した信号処理によって、最終的に、信号処理ＩＣ２２からは時系
列のＲＧＢ信号（デジタル信号）Ｓ２２が出力される。このデジタルのＲＧＢ信号Ｓ２２
において、図９（Ａ）に示すように、１ライン分のデジタルデータ内で８ビットの画素デ
ータが色ごとに時系列にならんでいる。図９（Ａ）において、Ｒ１，Ｒ２，…、Ｇ１，Ｇ
２，…、Ｂ１，Ｂ２，…のそれぞれが８ビットの画素データを示している。ドライバＩＣ
内で必要な処理がされた後、その信号送出部２１内でＤ／Ａコンバータ２３に入力され、
アナログのＲＧＢ信号Ｓ２３に変換される。
【００３３】
本例では、Ｄ／Ａコンバータ２３内で時分割のパラレル－シリアル変換がなされる。３系
統のチャネルから入力されたＲ信号、Ｇ信号、Ｂ信号がそれぞれＤ／Ａコンバータ２３内
で、アナログのシリアルデータ（信号Ｓ２３）に変換される。
ドライバＩＣの出力数を、例えば２４０とする。画素配列時に隣り合うＲ，Ｇ，Ｂの画素
データからなるシリアルデータ（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１）、（Ｒ２，Ｇ２，Ｂ３）、…、（Ｒ
２４０，Ｇ２４０，Ｂ２４０）がドライバＩＣから一斉にパネルインターフェイスに出力
され、サンプルホールド回路２Ａに入力される。
【００３４】
入力されるサンプルホールド信号ＳＳ／Ｈの最初のパルスが印加されると、サンプルホー
ルド回路２Ａは２４０個のシリアルデータ（Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１）、（Ｒ２，Ｇ２，Ｂ３）
、…、（Ｒ２４０，Ｇ２４０，Ｂ２４０）から、最初にＲ画素データを一斉に入力して、
次のパルス入力がある３分の１Ｈ期間（１Ｈ：水平同期期間）中、保持する。次のパルス
入力により、この保持データをセルアレイのＲ画素が接続されたデータ線に排出するとと
もに、次のＧ画素データを入力する。このように、サンプルホールド回路２Ａは、画素デ
ータの入力と排出を信号ＳＳ／Ｈのパルス印加の度に繰り返すことにより、ＲＧＢの順で
データ線を駆動する。サンプルホールド回路２Ａから出力される色ごとのデータ信号がパ
ネルの駆動信号ＳＨＲ，ＳＨＧ，ＳＨＢとなる。
【００３５】
本例では、信号処理ＩＣ内のＣＰＵ２２ａによって、パネルの駆動が制御される。
図３において、サンプルホールド信号ＳＳ／Ｈ、Ｖスキャン回路３の制御信号Ｓ３および
ドライバＩＣの制御信号Ｓ２１，Ｓ４Ｂが、画像信号に同期して信号処理ＩＣから出力さ
れる。このうちレベル調整部２Ｂの制御信号Ｓ４Ｂは、調整情報取得手段４からの情報Ｓ
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４に基づいて信号処理ＩＣ内で生成され、サンプルホールド信号ＳＳ／Ｈに同期した信号
としてレベル調整部２Ｂに出力される。レベル調整部２Ｂ内において、ある３分の１Ｈ期
間Ｔｒ（必ずしも、Ｒデータのサンプルホールド期間とは限らない）でＲ信号用の基準電
圧ＶＲ０～ＶＲ５の何れかが選択され、次の３分の１Ｈ期間ＴｇでＧ信号用の基準電圧Ｖ
Ｇ０～ＶＧ５の何れかが選択され、更に、次の３分の１Ｈ期間ＴｂでＢ信号用の基準電圧
ＶＢ０～ＶＢ５の何れかが選択される。
以上より、レベル調整部２Ｂ内での制御信号の生成およびタイミング制御のための回路が
不要であり、レベル調整部２Ｂが小規模に実現できる。
【００３６】
特に、このように信号処理ＩＣにより各種制御信号が生成される構成では、レベル調整部
２Ｂを信号処理ＩＣ２２内部に内蔵させることも可能である。また、色バランスのレベル
調整では、例えば製造ばらつきが最も小さいと予想される１色を基準に、他の２色を合わ
せこむことが可能である。その場合、基準となる１色用の基準電圧ＶＲＥＦは固定とする
か、内部に信号送出部２１内に保持させるようにしてもよい。さらに輝度が変化しやすい
１色を調整するようにして、他の２色を固定にしてもよい。
【００３７】
レベル調整のタイミング制御信号Ｓ４Ｂの生成は上記の例に限定されない。例えば、信号
処理ＩＣ内のＣＰＵ２２ａが、入力画像信号ＳＩＮに重畳された水平同期信号を検出して
、動作クロック信号をカウントし、３分の１Ｈ期間が経過したと判断したらレベル調整を
切り替えるパルスを生成する方法で、上記の制御信号Ｓ４Ｂを生成してもよい。このよう
な方法でも、生成された制御信号Ｓ４Ｂは、結果としてサンプルホールド信号Ｓ４に同期
した信号となる。
なお、制御信号Ｓ４Ｂの生成は信号処理ＩＣで行う必要は必ずしもなく、レベル調整部２
Ｂ内あるいは調整情報取得手段４内で生成する構成でもよい。
【００３８】
以下の実施の形態では、ＥＬ素子の劣化による輝度補正、コントラストと消費電力とのバ
ランス調整、あるいは、周囲の明るさに応じた輝度補正といった種々の目的に適合した、
調整情報取得手段４およびレベル調整手段２Ｂの具体的構成、並びに、それらの制御方法
を述べる。ただし、この補正をＲＧＢごとの駆動信号に分ける前のＲＧＢ信号に対して行
う点で、前記の第１および第２の実施の形態と共通する。したがって、以下の実施の形態
では、基本的なシステムの構成の例を、図３（場合によっては図１）を引用しながら説明
する。他の共通する構成は説明を省略する。
【００３９】
［第３の実施の形態］
第３の実施形態では、有機ＥＬ素子のアノードまたはカソードの電位（以下、ＥＬ電圧と
いう）を検出して、その結果によりＲＧＢそれぞれの信号について適切な駆動電圧を出力
する。ＥＬ電圧の検出結果は、第１の実施形態における“発光調整に関する情報”に該当
し、この情報は常時監視できることから、特に、有機ＥＬ素子の特性の経時変化に応じて
ＲＧＢそれぞれの色の輝度を自動補正することが可能となる。
以下、有機ＥＬ素子のアノード電圧を検出して、その結果を基に経時変化を自動補正する
場合を例に、第３の実施の形態を説明する。
【００４０】
有機ＥＬ素子は、自発光素子であるため、高輝度で長時間発光させると、その有機積層体
の熱疲労により輝度が低下する。
図１０は、経時変化により特性が低下する前後で有機ＥＬ素子の電流（Ｉ）－電圧（Ｖ）
特性を示すグラフである。また、図１１は、ある色の有機ＥＬ素子の輝度の経時変化を示
すグラフである。
図１０に示すように、高輝度で長時間発光させた有機ＥＬ素子は、同じバイアス電圧を印
加しても初期の有機ＥＬ素子に比べデバイスを流れる電流が小さくなっている。これは、
有機積層体の熱疲労により内部抵抗が大きくなって電荷の注入効率、再結合効率が低下し
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てしまうために起こる。
このため、図１１に示すように、時間とともに素子の発光輝度が低下する。輝度の低下は
使用するデバイス構造によって異なり、Ｒ、Ｇ、Ｂの有機ＥＬ素子は発光有機材料が異な
るため、それぞれの色によって輝度の経時変化の仕方が違う。その結果、経年変化によっ
てＥＬパネルの色バランスが崩れてしまうと言うことになる。
【００４１】
第３の実施形態では、上記の内部抵抗の増大によるＥＬ素子の両端にかかる電圧の増大を
検出し、これにより色バランスを補正する。
図１２は、この電圧検出のための回路を示す回路図である。
図１２に示す調整情報取得手段４は、ＲＧＢの３種類のモニタセルから構成されている。
このモニタセルは、図１に示すセルアレイ１内で、画像表示には使用されない、有効画面
表示領域１ａの周囲に設けられている。
各モニタセルは、ＲＧＢそれぞれの光を発光するＥＬ素子ＥＬＲ，ＥＬＧ，ＥＬＢと、Ｅ
Ｌ素子の両側の電圧を検出するためにＥＬ素子に直列に接続された負荷抵抗をＲＲ，ＲＧ
，ＲＢとする。本例の場合の各負荷抵抗は、ゲートに一定電圧が印加された薄膜トランジ
スタ（ＴＦＴ）からなる。各ＥＬ素子のカソードと、負荷抵抗となるＴＦＴのソースとの
間に、ＥＬ素子にかかる電圧より十分高い一定の電圧ＶＢが印加されている。
【００４２】
図１２に示すレベル調整回路２Ｂは、色に対応した数だけレベルシフト回路を有する。各
レベルシフト回路は、上記モニタセルのＥＬ素子と負荷抵抗との接続中点に接続された抵
抗ＲＡ、当該抵抗を通った検出電圧を非反転（＋）入力に印加し、反転（－）入力が抵抗
ＲＢを介して接地された差動増幅器ＡＭＰと、差動増幅器ＡＭＰの非反転入力と出力との
間に接続された抵抗ＲＣとを有する。このレベルシフト回路は、検出電圧ＶＤＡ，ＶＤＧ
，またはＶＤＢを所定の倍率で増幅し、出力する。
３つのレベルシフト回路の出力と、Ｄ／Ａコンバータ２３の基準電圧ＶＲＥＦの入力端子
との間に、レベルシフト回路を選択するスイッチＳＷ３が接続されている。スイッチＳＷ
３は、図３の場合と同様に、サンプルホールド信号ＳＳ／Ｈ、または、情報Ｓ４を元に生
成されサンプルホールド信号に同期した信号Ｓ４Ｂにより制御される。
【００４３】
レベルシフト回路の増幅率は、例えば、ＥＬ素子に劣化がない場合に基準電圧ＶＲＥＦの
初期設定値と同じ電圧がレベルシフト回路から出力される値に設定される。ただし、画素
表示を実際に行う有機ＥＬ素子と同様に特性が劣化することが前提となる。モニタセルが
画像表示セルと同じように劣化しないが、ある一定の相関がある場合、その相関係数に応
じてレベルシフト回路の抵抗ＲＣを可変として、その増幅率を変化させる必要がある。あ
るいは、スイッチＳＷ３の部分を、図４～図６に示した抵抗ラダー回路に置き換え、レベ
ルシフト回路の出力が必要な基準電圧値となるように、さらにレベルシフトする必要があ
る。
【００４４】
この抵抗Ｒを可変とする制御、あるいは、付加した抵抗ラダー回路を制御するためには、
有機ＥＬ素子のＥＬ電圧ＶＤＡ，ＶＤＧ，ＶＤＢをモニタする必要がある。有機ＥＬ素子
は、無バイアス状態がある程度長く続くと特性が自己回復する現象が確認されており、実
使用デバイス（画像表示セル）と、そうでない常に一定電圧が印加されたデバイス（モニ
タセル）とでは劣化特性に違いが生じるからである。このために、図１２においては、Ｅ
Ｌ電圧をモニタする電圧計ＤＥＴが接続されている。なお、モニタセルと画像表示セルと
が同じように特性変化することが保証されている場合、この電圧計ＤＥＴは不要である。
【００４５】
モニタセルの特性変化を画像表示セルの特性変化とできるだけ同じくするには、モニタセ
ルを、例えば図２に示すような画像表示セルと同じセル構造とすることができる。この場
合、有効画面表示領域１ａの周囲に、余分に画像表示セルを作っておき、有効画面表示領
域１ａ内の所定の画像表示セルと同じバイアス電圧およびデータが、この余分な画像表示
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セル（モニタセル）にダイナミックに印加されるように配線構造を工夫する。
例えば信号処理ＩＣ内のＣＰＵ２ａ、その他の制御手段が、このモニタセルのＥＬ電圧の
検出値を平均化し、別に設けたルックアップテーブル等（負図示）を参照しながら、検出
値を基に抵抗ＲＣあるいは抵抗ラダー回路のスイッチ回路を制御するための制御信号を生
成する。
【００４６】
以上の何れの方法によっても、ＥＬ素子の特性低下に適合した基準電圧ＶＲＥＦの生成が
可能である。
例えば、初期状態においてＶＤＲが５Ｖで発光輝度が１００ｃｄ／ｍ２であった素子が、
１０年後にＶＤＲが６Ｖで発光輝度が９０ｃｄ／ｍ２と想定される場合において、発光輝
度とＥＬ電圧が１：１の関係にあるとの仮定の下で、差動増幅器ＡＭＰの増幅率を１．１
とする。これにより基準電圧ＶＲＥＦが６．６Ｖとなり、これがＤ／Ａコンバータ２３に
供給される。この基準電圧の調整を色ごとに行う。
色ごとに生成した基準電圧ＶＲＥＦの値に応じて、Ｄ／Ａコンバータ２３から出力される
アナログＲＧＢ信号Ｓ２３、更には、サンプルホールド回路２Ａから出力される色ごとの
駆動信号ＳＨＲ，ＳＨＧ，ＳＨＢのレベルが適正に変化する。その結果、画素が初期設定
時と同じ輝度で発光する。
【００４７】
図１２に示すモニタ専用のセルを用いた場合、発光輝度とＥＬ電圧が１：１の関係にある
との仮定の下での調整となる。つまり、この方法では、線形の特性を仮定した調整しか実
現することができない。ＥＬ素子は主な実使用領域ではほぼ線形な特性を有するため、こ
のような方法でも十分に効果を発揮する。
ただし、実際の画面には低輝度領域での発光もあり、この低輝度の発光が素子特性の低下
に無関係とは必ずしもいえない。
【００４８】
図１３は、より精度が高い補正を行うことができるレベル調整部２Ｂの構成を示すブロッ
ク図である。
図示したレベル調整部２Ｂは、アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ：Ａ／Ｄコンバータ）
３０、ＲＯＭ３１、およびＤ／Ａコンバータ３２を有する。ＲＯＭ３１内には非線形特性
カーブを参照して作成されたルックアップテーブルが予め記憶されている。ルックアップ
テーブルの参照対象となるデータは、モニタセルと同じ常時バイアスされたデバイスでの
条件である。
また、Ｄ／Ａコンバータ３０と各モニタセルとの間に、サンプルホールド信号ＳＳ／Ｈ、
または、情報Ｓ４を元に生成されサンプルホールド信号に同期した信号Ｓ４Ｂにより制御
されるスイッチＳＷ４が接続されている。なお、ＲＯＭは、特に図示しないがレベル調整
部２Ｂ内に設けられた制御手段により、あるいは、他の制御手段により制御される。
【００４９】
検出ＥＬ電圧ＶＤＲ，ＶＤＧ，ＶＤＢは、スイッチＳＷにより切り換えられ、Ａ／Ｄ変換
後、その何れかがＲＯＭ３１を参照して補正され、さらにＤ／Ａ変換されて、基準電圧Ｖ
ＲＥＦとしてＤ／Ａコンバータ２３に入力される。
これにより、非線形特性に適合した精密な色バランス補正が可能となる。
【００５０】
なお、前記と同様にモニタセルを実使用デバイスと同じ構成および動作条件とすることも
できるが、他の方法として、ＲＯＭ３１内に、ルックアップテーブルを複数用意し、ディ
スプレイの使用条件や環境に応じてデータを選択することもできる。これにより、実使用
状況に適した色バランス調整を実現することができる。
【００５１】
［第４の実施の形態］
第４の実施形態は、第３の実施形態と同様、素子特性の経年変化に基づく色バランスの補
正に関する。本実施の形態では、動作積算時間に基づいて色バランス調整を行う。
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【００５２】
図１４および図１５は、第４の実施の形態のレベル調整に関する回路を示す回路図である
。
図１４において、本発明の“調整情報取得手段”の一実施形態として、計時手段４が設け
られている。計時手段４は、例えば、マイクロコンピュータあるいはＣＰＵなどの、動作
クロック周波数をカウントできる構成で実現できる。
図１４に示すレベル調整回路は、シリアルデータＳ４ＣをＤ／Ａ変換するＤ／Ａコンバー
タ４０を有する。Ｄ／Ａコンバータ４０の出力に、差動増幅器ＡＭＰと３つの抵抗ＲＡ～
ＲＣからなる第３の実施の形態と同様な構成のレベルシフト回路が接続され、レベルシフ
ト回路とＲＧＢ信号変換用のＤ／Ａコンバータ２３との間に、図４～図６の何れかの構成
を有する抵抗ラダー回路が接続されている。抵抗ラダー回路は、図３の場合と同様、サン
プルホールド信号ＳＳ／Ｈ、または、情報Ｓ４を元に生成されサンプルホールド信号に同
期した信号Ｓ４Ｂにより制御される。
【００５３】
計時手段４としては、マイクロコンピュータを用いることが望ましい。これは、実際の製
品においてマイクロコンピュータが使用されている場合が殆どだからである。計時手段４
は、パネル駆動時間をカウントし、積算時間に関するシリアルデータＳ４Ｃを出力する。
シリアルデータＳ４Ｃは、Ｄ／Ａコンバータ４０に送られる。ここで、シリアルデータＳ
４Ｃの受け渡しは、一般的に用いられるＩＩＣバスを使用し、Ｄ／Ａコンバータ４０とし
て、汎用のＩＩＣバス対応８ビットＤＡコンバータを用いることとする。
【００５４】
Ｄ／Ａコンバータ４０により変換された電圧は、ＲＧＢ信号変換用のＤ／Ａコンバータ２
３の参照電圧ＶＲＥＦに適応できるように、レベルシフト回路により、そのレベルをシフ
トする。レベルシフト後の電圧は、抵抗ラダー回路により、第２の実施形態と同様な方法
で、ＲＧＢそれぞれのサンプルホールド信号と同期したタイミングで切り替えられる。
色ごとに生成した基準電圧ＶＲＥＦの値に応じて、Ｄ／Ａコンバータ２３から出力される
アナログＲＧＢ信号Ｓ２３、更には、サンプルホールド回路２Ａから出力される色ごとの
駆動信号ＳＨＲ，ＳＨＧ，ＳＨＢのレベルが適正に変化する。その結果、画素が初期設定
時と同じ輝度で発光し、経時変化による色バランスのずれが補正される。
【００５５】
上記の制御において、例えば、初期状態から１０年後までをマイクロコンピュータにより
カウントできるとしたとき、マイクロコンピュータはＲＧＢそれぞれについて１０年の時
間を８ビットデータに変換する。さらに、ＲＧＢそれぞれについて劣化係数をかけて、そ
の結果をシリアルデータＳ４Ｃとして出力する。
ここで劣化係数を掛けるのは、通常の構成のＤＡコンバータ４０は、８ビットデータを例
えば０～５Ｖに変換することから、初期状態（積算時間ゼロ）におけるＤＡコンバータ４
０の出力はＲＧＢすべて０Ｖとなるからである。０Ｖの電圧をいくら増幅しても所望の電
圧は得られない。そこで、上記例では、例えば１０年後に最も劣化する色の素子が５Ｖに
なるように、マイクロコンピュータ（計時手段４）内部で劣化係数を掛けることにした。
【００５６】
図１５に示す構成では、この劣化係数が掛けられるように、ＲＯＭ４１内のルックアップ
テーブルに予め作成している。また、ＲＯＭ４１を有するため、ＲＯＭ３１内に、ルック
アップテーブルを複数用意し、ディスプレイの使用条件や環境に応じてデータを選択する
こともできる。これにより、実使用状況に適した色バランス調整を実現することができる
。
【００５７】
［第５の実施の形態］
第５の実施の形態は、画面の明るさに応じて、高いコントラストを維持しながら電力消費
の抑制が可能な画像表示装置に関する。
一般に、ディスプレイ装置では、画面全体に明るい画像を表示している場合と、全体に暗
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い画像を表示している場合とでは、コントラスト感が違って見える。
前者の場合においてはコントラスト感が高く、即ち信号のダイナミックレンジが実際より
も広く感じられ、後者の場合においては、逆にコントラスト感が低く、即ち信号のダイナ
ミックレンジが狭く感じられる。
よって全体に明るい画面ではコントラスト感を低くするように、全体に暗い画面ではコン
トラスト感を高めるようにすることにより、高画質を維持することができる。言い換えれ
ば、全体的な画面の明るさと、求められるコントラストの高さ、すなわち信号のダイナミ
ックレンジの広さとの間に反比例の関係がある。
【００５８】
有機ＥＬディスプレイのように自発光型セルでは、ＬＣＤのように光を透過させるもので
ないため黒表示の画素に周囲の明るい画素からの光の干渉が少なく、コントラストが高い
画像が得られる。また、有機ＥＬセルは黒表示時に非発光であるため、黒表示時にもバッ
クライトが点灯しているＬＣＤディスプレイに比べ消費電力の面では有利である。
ただし、この低消費電力性を生かして小型の携帯端末での需要が見込まれており、更なる
低消費電力化の要望が強い。
【００５９】
有機ＥＬディスプレイを構成する画素においては輝度と発光するための消費電流が、比例
または比例に近い関係にあることが分かっている。本実施の形態では、この関係に着目し
て、予め画面全体（表示一画面分）の積算輝度に一定の閾値を設定し、その閾値を超える
ような画像信号が入力されると、閾値以下に表示輝度を下げる制御技術に関する。
【００６０】
図１６に、第５の実施の形態のレベル調整に関する回路の構成を示す。
図１６において、本発明の“調整情報取得手段”の一実施形態として、１フィールド分の
デジタルＲＧＢ信号を基に、ＲＧＢのデータを演算する回路（図中、１Ｆ・ＤＡＴＡと表
示）４を有している。この演算回路４から演算結果を示す信号Ｓ４Ｄが出力される。なお
、演算回路４は、図中の位置に設ける必要は必ずしもなく、例えば信号処理ＩＣ２２内で
ＲＧＢ輝度信号のみに対して演算する回路でもよい。
演算手法は任意であるが、たとえばＲ信号、Ｇ信号、Ｂ信号を加算することにより、１フ
ィールドの明るさに比例した信号Ｓ４Ｄを生成する。
【００６１】
図１６に示すレベル調整回路は、ＲＯＭ５０、Ｄ／Ａコンバータ５１およびレベルシフト
回路を有する。
ＲＯＭ５０内に、信号Ｓ４Ｄが示す演算結果が示す画面の明るさを示すデータと、コント
ラストを余り低下させない範囲で出来るだけ輝度を下げるために適した電圧との対応関係
が記述されたルックアップテーブルが予め記憶されている。なお、ルックアップテーブル
の画面の明るさを示すデータとして、１Ｈ内のブランキング期間の存在による画面の明る
さの低下が補正されたデータが記憶されている。
図示を省略した制御手段が、信号Ｓ４Ｄのデータと、このルックアップテーブルとを参照
して、８ビットのデータＳ５０を生成する。この８ビットのデータはＤ／Ａコンバータ５
１によりアナログの電圧データＳ５０に変換された後、レベルシフト回路にて、更に、ド
ライバＩＣ内のＤ／Ａコンバータ２３の基準電圧ＶＲＥＦに適合したレベルに変換される
。
レベルシフト回路は、差動増幅器ＡＭＰと３つの抵抗ＲＡ～ＲＣからなる第３の実施の形
態と同様な構成を有し、基準電圧ＶＲＥＦを生成する。
【００６２】
基準電圧ＶＲＥＦの値に応じて、Ｄ／Ａコンバータ２３から出力されるアナログＲＧＢ信
号Ｓ２３、更には、サンプルホールド回路２Ａから出力される色ごとの駆動信号ＳＨＲ，
ＳＨＧ，ＳＨＢのレベルが一様に、あるいは同じ割合で変化する。その結果、画面の明る
さがコントラストを低下させない程度で抑制され、その結果、余分な消費電力が低減され
る。
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【００６３】
これと同じ効果を得ることを目的として、第２の実施形態で示す図４～図６のいずれかに
示す抵抗ラダー回路を用いることも可能である。この場合、レベル調整回路内のＤ／Ａコ
ンバータ５１と、レベルシフト回路とは省略可能である。また、ＲＯＭ５０は、図３に示
す信号処理回路２２内のＲＯＭと共用されるとする。
この構成では、演算回路４からの８ビットのデータＳ４Ｄは、図３に示す信号処理回路２
２内のＣＰＵ２２ａに戻される。ＣＰＵ２２ａは、ＲＯＭ内を参照して、抵抗ラダー回路
を制御する信号Ｓ４Ｂを生成する。このとき、ＲＯＭ内には、信号Ｓ４Ｄが示す演算結果
と、当該演算結果が示す画面の明るさに応じてコントラストを余り低下させない範囲で出
来るだけ輝度を下げるために適した電圧との対応関係が記述されたルックアップテーブル
のほかに、電圧レベルを基準電圧ＶＲＥＦに適合させるための電圧レベル変換用のルック
アップテーブルが保持されている。ＣＰＵ２２ａは、この２つのルックアップテーブルを
参照して制御信号Ｓ４Ｂを生成する。制御信号Ｓ４Ｂにより制御された抵抗ラダー回路に
よって、その出力の基準電圧ＶＲＥＦがＲＧＢ間で一様に、あるいは同じ割合で変化する
こととなる。
この場合も、その結果、画面の明るさがコントラストを低下させない程度で抑制され、余
分な消費電力が低減される。
【００６４】
［第６の実施の形態］
第６の実施の形態は、周囲の明るさに応じて、必要以上に画面を明るくさせないことによ
り電力消費の抑制が可能な画像表示装置に関する。
一般に、ディスプレイ装置では、周囲が明るいと画面も明るくする必要があり、周囲が暗
いと画面を暗くしても見やすい画像が得られる。本実施の形態は、周囲の明るさを検出し
て必要十分な輝度で発光素子を発光させる低消費電力技術に関する。
【００６５】
図１７に、第６の実施の形態のレベル調整に関する回路の構成を示す。
図１７において、本発明の“調整情報取得手段”の一実施形態として、受光画素回路４が
、例えば図１の有効画面表示領域１ａの外側のパネル縁部で、かつ、周囲の光量を検出で
きる位置に設けられている。受光画素回路４は、有機ＥＬ素子ＥＬ１、検出抵抗ＲＤおよ
びＲＧ、電流検出アンプ６０を有する。有機ＥＬ素子ＥＬ１は接地電位ＧＮＤと正電圧、
例えば＋５Ｖの供給線との間に検出抵抗ＲＤと直列に接続されて受光素子として機能する
。有機ＥＬ素子ＥＬ１と検出抵抗ＲＤに、有機ＥＬ素子ＥＬ１が周囲の光を受光すること
で、その光量に応じた検出電流Ｉｄが流れる。
【００６６】
電流検出アンプ６０は、検出抵抗ＲＤの両端に一端がそれぞれ接続された抵抗ＲＥ，ＲＦ
と、これら抵抗ＲＥ，ＲＦの他端に非反転（＋）入力および反転（－）入力が接続された
オペアンプＯＰと、オペアンプＯＰの出力にベースが、非反転入力にコレクタが接続され
たバイポーラトランジスタＱとを有する。検出抵抗ＲＧは、トランジスタＱのエミッタと
接地電位ＧＮＤとの間に接続されている。
【００６７】
周囲の明るさを有効に検出するには、素子や配置位置のばらつきを緩和するために、比較
的たくさんの他の有機ＥＬ素子を、図示した有機ＥＬ素子ＥＬ１と並列に配置させること
が望ましい。この場合、より大きな検出電流Ｉｄが得られ、上記のばらつきを緩和し、検
出信号のＳ／Ｎ比を高めることが出来る。
【００６８】
図１７に示すレベル調整回路２Ｂは、差動増幅器ＡＭＰと３つの抵抗ＲＡ～ＲＣからなる
第３の実施の形態と同様な構成を有し、基準電圧ＶＲＥＦを生成する、１つのレベル変換
回路を有する。
【００６９】
受光画素回路４の検出電流Ｉｄは電流検出アンプ６０により増幅されて、これに応じた電
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流が検出抵抗ＲＧを流れ、検出抵抗ＲＧにより変換され、検出電圧Ｓ４Ｅとして、受光画
素回路４から出力される。検出電圧Ｓ４Ｅは、レベルシフト回路にて、ドライバＩＣ内の
Ｄ／Ａコンバータ２３の基準電圧ＶＲＥＦに適合したレベルに変換される。
【００７０】
基準電圧ＶＲＥＦの値に応じて、Ｄ／Ａコンバータ２３から出力されるアナログＲＧＢ信
号Ｓ２３、更には、サンプルホールド回路２Ａから出力される色ごとの駆動信号ＳＨＲ，
ＳＨＧ，ＳＨＢのレベルが一様に、あるいは同じ割合で変化する。その結果、画面の明る
さが周囲の明るさに適合し、コントラストを低下させない程度で最小限に抑制され、その
結果、余分な消費電力が低減される。
【００７１】
［第７の実施形態］
第７の実施の形態は、動き検出によって表示する画像が動画か静止画かを判断し、その結
果に応じた発光制御を行う技術に関する。
一般に、ＬＣＤ表示装置は応答速度が遅いために動画表示において画像ぼけが発生すると
いうデメリットがある反面、静止画においてブラウン管のようなちらつき（フリッカ）が
発生することがないというメリットをもつ。ブラウン管は、逆に、画像はぼけないが、フ
リッカが生じやすい。
第７の実施の形態では、既存回路を極力利用することによって液晶とブラウン管のメリッ
トの両立を、自発光素子を有する画像表示装置において実現することを目的とする。
【００７２】
図１８に、第７の実施の形態の画像表示装置の大まかな構成を示す。
本例の信号処理回路２２に、動き検出回路（Ｍ．ＤＥＴ）２２Ｂが設けられている。信号
処理回路２２は、テレビ信号受信回路に用いられる３次元ＹＣ分離ＩＣの機能を有する。
いわゆる動き適応型と称される３次元ＹＣ分離では、動きが遅い静止画などの場合は、精
度を高めるためフレーム間で輝度信号と色信号との分離を行い、動きが速い映像の場合は
部分的にフィールド間の加減算処理（２次元ＹＣ分離）を行う。これらの分離処理では、
フィールド間やフレーム間で同じラインの色信号の位相差が１８０度反転していることを
利用して、加算で輝度信号が抽出され、減算で色信号が抽出される。
このように、動き適応型３次元ＹＣ分離では画像の動きを検出する機能を有する。本実施
の形態では、この動き検出の機能を利用する。ただし、動き検出の手法はいかなる方法を
用いても構わない。
【００７３】
図１８に示すレベル調整回路２Ｂは、図４～図６の何れかに示す抵抗ラダー回路のほかに
、基準電圧ＶＲＥＦの調整範囲中心を、例えばＶＲＥＦ（大）とＶＲＥＦ（小）とで切り
替えるスイッチＳＷ５を有する。なお、このスイッチＳＷ５は、例えば図６のスイッチＳ
Ｗ２のようにオフセット抵抗値を切り替えるスイッチとして抵抗ラダー回路内に設けても
よい。この場合、このスイッチと一定電圧（図６では接地電位）との間に大、小２つのオ
フセット抵抗が設けられることとなる。
【００７４】
第７の実施形態では、ＥＬディスプレイパネル１０に接続された発光時間比（以下、デュ
ーティ比（Ｄ．ＲＡＴＩＯ）という）を、例えば１００％の「Ｄ．ＲＡＴＩＯ（大）」と
、例えば５０％の「Ｄ．ＲＡＴＩＯ（小）」とに切り替えるスイッチＳＷ６を有する。な
お、これらのデューティ比は図示を省略したＲＯＭ等に予め記憶されている。
【００７５】
スイッチＳＷ６と、上記のスイッチＳＷ６（あるいはスイッチＳＷ２）は、動き検出回路
２２Ｂから出力された動き検出信号Ｓ２２Ｂによって差動的に制御される。動き検出信号
Ｓ２２Ｂがハイ（Ｈ）レベルのときは動画が検出されたとして、スイッチＳＷ５によりＶ
ＲＥＦ（大）が選択され、スイッチＳＷ６によりＤ．ＲＡＴＩＯ（小）が選択される。逆
に、動き検出信号Ｓ２２Ｂがロー（Ｈ）レベルのときは静止画が検出されたとして、スイ
ッチＳＷ５によりＶＲＥＦ（小）が選択され、スイッチＳＷ６によりＤ．ＲＡＴＩＯ（大
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）が選択される。
なお、ここでは動画か静止画かの検出のみを行うが、その中間レベルが検出可能できるよ
うにしてもよい。この場合、スイッチＳＷ５とＳＷ６は３個以上の切り換えタップを有し
、動き検出信号Ｓ２２Ｂによって差動的に制御される。中間レベルが多ければ、その分、
制御の分解能を高めることができる。なお、スイッチの制御が単純に差動的に出来ない場
合は、その制御の仕方を上記のＲＯＭに予め記憶させておくことも出来る。
【００７６】
スイッチＳＷ５から画像の動きに適した値の基準電圧ＶＲＥＦがＲＢＧ信号変換用のＤ／
Ａコンバータ２３に出力される。基準電圧ＶＲＥＦの値に応じて、Ｄ／Ａコンバータ２３
から出力されるアナログＲＧＢ信号Ｓ２３、更には、サンプルホールド回路２Ａから出力
される色ごとの駆動信号ＳＨＲ，ＳＨＧ，ＳＨＢのレベルが一様に、あるいは同じ割合で
変化する。
一方、スイッチＳＷ６からは、画像の動きに適したデューティ比の発光時間制御信号Ｓ７
０が出力される。ＥＬパネル１０のセルアレイ内で、走査線と平行に配線された制御線が
走査線と同期して選択され、発光時間制御信号Ｓ７０が走査信号と同期して制御線に印加
される。
【００７７】
図１９は、発光時間制御が可能な画素の構成例を示す回路図である。
図１９に示す画素において、発光時間の制御線ＬＹ（ｉ）に制御される薄膜トランジスタ
ＴＲｃと、薄膜トランジスタＴＲｄとが、図２に示す画素に更に付加されている。トラン
ジスタＴＲｃは、データの蓄積ノードＮＤ、即ちトランジスタＴＲｂのゲートとトランジ
スタＴＲａとの間に接続されている。このトランジスタＴＲｃとトランジスタＴＲａとの
接続中点と、バイアス電圧の供給線ＶＤＬとの間に、トランジスタＴＲｄが接続されてい
る。トランジスタＴＲｄのゲートは蓄積ノードＮＤに接続されている。
図１９と図１２に共通な素子の接続関係、働き（データの供給）は同じである。但し、有
機ＥＬ素子ＥＬとトランジスタＴＲｂに対する、バイアス電圧の与え方が図２と図１９で
逆であるが、図１９のバイアス電圧は負電圧であることから、両者は等価である。
【００７８】
今、走査線Ｘ（ｉ）、データ線Ｙ（ｉ）および制御線ＬＹ（ｉ）がともにＨレベルで駆動
されてトランジスタＴＲａおよびＴＲｃがオンし、蓄積ノードに電荷が流入してトランジ
スタＴＲｂがオンすると、有機ＥＬ素子ＥＬが発光する。
この発光状態において、蓄積ノードＮＤに所定量の電荷が溜まるとトランジスタＴＲｄが
オンして、蓄積ノードＮＤに保持されていた電荷がトランジスタＴＲｃ、ＴＲｄを通して
放電される。保持電荷がある程度放電され、トランジスタＴＲｂのゲートとソース間の電
位が閾値電圧を下回ると、トランジスタＴＲｂがオフ状態となって有機ＥＬ素子ＥＬの発
光が停止する。
【００７９】
ここで、制御線ＬＹ（ｉ）に印加される発光時間制御信号Ｓ７０のパルス長が長い場合は
、この保持電荷が放電されるが、時間制御信号Ｓ７０のパルスがＨレベルで継続している
以上、供給電荷も多く、保持電荷の放電は進まないため、発光状態が持続する。ところが
、時間制御信号Ｓ７０のパルス長が短い場合は、すぐにトランジスタＴＲｃがオフするた
め、トランジスタＴＲｄによる放電がしばらく続いて、発光停止状態に移行する。
このように、図１９に示す画素では、時間制御信号Ｓ７０のパルス持続時間比（デューテ
ィ比）に応じた発光時間制御が可能となる。
【００８０】
有機ＥＬ素子の単位時間あたりの発光量は、デューティ比Ｄ．ＲＡＴＩＯと、データ駆動
信号のレベルに線形に変化する発光輝度Ｌとに対し、ともに比例関係にある。第２の実施
の形態で述べたように、ドライバＩＣの出力が基準電圧ＶＲＥＦに比例する場合、この発
光量は、デューティ比Ｄ．ＲＥＴＩＯと基準電圧ＶＲＥＦの双方に対し比例関係を持つ。
本実施の形態では、この両者を画像の種類に応じて最適化する。
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【００８１】
画像が動画の場合、デューティ比５０％で発光時間が短い方に設定されるが、同時に、基
準電圧ＶＲＥＦ（大）が選択されて輝度が上げられ、画面の明るさの必要量が確保される
。しかも、発光時間が短いので画面の切り替え時に画像が流れてぼける現象が抑制され、
動画特性が向上する。この動画特性は、デューティ比１００％のホールド型であるＬＣＤ
表示装置を凌ぐものである。また、デューティ比５０％での発光は、ＣＲＴ表示装置のよ
うな瞬時の高輝度発光でないため、フリッカ耐性も高い。
【００８２】
一方、画像が静止画の場合は、デューティ比１００％で発光時間が長い方に設定されるが
、同時に、基準電圧ＶＲＥＦ（小）が選択されて輝度が下げられ、画面の明るさが必要量
以上にならないように抑制される。また、輝度が下げられるため有機ＥＬ素子の素子劣化
が加速されず、不要な消費電力が削減される。
【００８３】
なお、上記の２つの制御の切り替え、およびデータ線や制御線の駆動を、全て水平または
垂直の同期信号に同期させて行うことで、制御の切り替えがスムーズに行える。また、発
光時間制御は１フィールド単位で発光、非発光を制御するという最も長い時間を要するこ
とから、その制御タイミングにあわせてドライバＩＣのゲイン調整を行うことが望ましい
。
【００８４】
従来の発光時間による制御のみでは、画像の種類によっては、静止画が必要以上に明るく
なりすぎる、動画がぼける、あるいは、フリッカ現象が発生することを同時に防止するこ
とは難しかった。
本実施の形態では、発光時間による制御に輝度制御をうまく組み合わせることで、特にコ
ンピュータなどで動画と静止画が切り替わるような機器において、ちらつき感のない見や
すい静止画像を表示することができる。また、テレビ放送やビデオ映像などの動画におい
ては、有機ＥＬパネルの応答速度の速さを生かしたクリアな画像を表示し、静止画と動画
にそれぞれ適した表示特性を自動的に切り替えることが可能となった。有機ＥＬの応答速
度は非常に速いために、制御に要する時間を考慮する必要はない事から、このような切り
替えのための制御も容易である。
以上の結果、画面の見かけ上の明るさやコントラストなどを変えず、また画質を損なうこ
となく人の目に見やすい表示を行うことが容易にできる。
【００８５】
本発明の実施の形態によれば、以下の効果を奏する。
第１に、コストに関する以下の利点が得られる。
パネルの製造ばらつきや発光素子の特性劣化による色バランス調整（第１～第４の実施形
態）、画面の明るさに応じた余分な消費電力や素子劣化の抑制（第５の実施の形態）、周
囲の明るさに応じた画面の明るさの制御（第６の実施の形態）、あるいは、動画と静止画
に適合した表示特性制御（第７の実施の形態）いった種々の調整および制御等が、画像信
号が色ごとのデータ線の駆動信号ＳＨＲ，ＳＨＧ，ＳＨＢに分けられるまえのデジタルＲ
ＧＢ信号Ｓ２２でレベル調整される。このため、レベル調整回路がＲＧＢ共通となり、そ
の分、チップコストが抑制できる。
更に、デジタル信号処理によるレベル調整ではＤＳＰなどの専用回路が必要となるが、こ
のような専用ＩＣも不要である。既存のＩＣに簡単な機能を付加するだけで実現できる。
第７の実施の形態では、既存のＩＣの動き検出機能の利用が可能であり、その分、コスト
削減ができる。
【００８６】
第２に、調整対象が直流電圧であることによる以下の利点がある。
レベル調整が直流電圧に対してなされるため、抵抗ラダー回路あるいはレベルシフト回路
からなる簡単な回路でレベル調整が行える。また、レベル調整結果が色ごとの駆動信号の
レベルに比例できる回路ブロック、例えばＤ／Ａコンバータ２３にされるため、制御と結



(19) JP 4423848 B2 2010.3.3

10

20

30

40

50

果の線形関係が維持され、余分な非線形性の補正回路（例えばガンマ補正）が基本的に不
要である。また、発光素子として有機ＥＬ素子を用いているので、この線形性の確保が容
易である。
【００８７】
第３に、同期および制御性に関する以下の利点がある。
色バランス補正のためのレベル調整が、サンプルホールド回路２Ａに供給するサンプルホ
ールド信号と同期しているため、レベル調整のＲＧＢの切り替えタイミングの制御が楽で
ある。特に、水平同期信号を基準とした同期制御を行うことで、他の信号との同期も取れ
る。また、レベル調整回路２ＢがＲＧＢ共通であるため制御もしやすい。
第７の実施の形態において、動画と静止画に適した表示特性の切り替え制御では、他の信
号と同期しているために、切り替えがスムーズである。
【００８８】
第４に、高解像度・狭画素ピッチのディスプレイの実現に向けての以下の利点がある。
基準電圧の制御による色バランス調整、基準電圧制御と発光時間とを組み合わせた画質調
整は、発光時間のみの色バランス調整に比べ、高解像度・狭画素ピッチのディスプレイで
の調整が可能となる。また、発光時間調整を不要とした基準電圧のみによる色バランス調
整を行うとした場合、セルごとに２つのトランジスタと制御線の配線が不要となる。これ
は、高解像度・狭画素ピッチのディスプレイを実現する上で大きな利点となる。
【００８９】
第５に、画質に関与する以下の利点がある。
従来の発光時間制御と比較して、表示品位を損なわずに低消費電力化が実現できる（第５
の実施の形態）。
従来の発光時間制御と比較して、表示品位を損なわずに周囲の明るさに応じて最適な画像
表示を行なうことが出来る（第６の実施の形態）。
従来の発光時間制御で生じていた、動作周波数依存性による表示品位への影響（ちらつき
や画像ぼけ）を回避することが出来る（第７の実施の形態）。
【００９０】
【発明の効果】
本発明に係る他の画像表示装置、および、その色バランス調整方法では、ＲＧＢの各色に
共通したＲＧＢ信号に対しレベル調整されるため、レベル調整手段が１つでよい。このた
め、色バランスを調整するための回路が小型で簡素な構成にできる。また、色ごとに同期
をとって調整する必要がなくタイミング制御も楽である。
【００９１】
本発明に係る他の画像表示装置、および、その色バランス調整方法では、動画などの動き
が速い画像表示のときは上記と同様、ＲＧＢ信号のレベル調整により色バランスを調整で
きる。このため、この色バランス調整のための回路が、個々の色ごとにバランス調整する
場合に比べ小型で簡素に構成できる。動画の場合、発光時間のデューティ比を中間の適正
範囲に制御すると、画像のぼけやフリッカが生じない。
一方、静止画表示のときは、発光時間のデューティ比を変えて色バランスを調整する。静
止画の場合、デューティ比がかなり大きくなっても動画のように画像がぼけない。逆に、
デューティ比がかなり小さくなっても動画のように画像にフリッカが生じない。発光時間
のデューティ比を大きく変えると、その分、発光素子に印加される駆動電圧または駆動電
流（駆動信号）のレベル変化を抑制でき、あるいは一定とすることができる。その結果、
駆動信号レベルを大きく変化させることによる発光素子の特性低下および無駄な消費電力
の増加が抑制できる。
このように、動画と静止画にそれぞれ適した色バランス調整が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態の有機ＥＬディスプレイ装置の構成を示すブロック図である。
【図２】第２の実施の形態の画素の構成を示す回路図である。
【図３】第２の実施の形態に係り、図１の構成の詳細な一構成例を示すディスプレイ装置
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【図４】レベル調整部の第１の構成例を示す回路図である。
【図５】レベル調整部の第２の構成例を示す回路図である。
【図６】レベル調整部の第３の構成例を示す回路図である。
【図７】ドライバＩＣの入出力特性を示すグラフである。
【図８】有機ＥＬパネルの入力電圧と輝度との関係を示すグラフである。
【図９】信号処理における画像信号のデータ配列変化の例を示す説明図である。
【図１０】経時変化を説明する有機ＥＬ素子のＩ－Ｖ特性を示すグラフである。
【図１１】ある色の有機ＥＬ素子の輝度の経時変化を示すグラフである。
【図１２】第３の実施の形態における電圧検出のための回路を示す回路図である。
【図１３】より精度が高い補正を行うことができるレベル調整部の構成を示すブロック図
である。
【図１４】第４の実施の形態のレベル調整に関する回路の第１の構成例を示す回路図であ
る。
【図１５】第４の実施の形態のレベル調整に関する回路の第２の構成例を示す回路図であ
る。
【図１６】第５の実施の形態のレベル調整に関する回路の構成を示す回路図である。
【図１７】第６の実施の形態のレベル調整に関する回路の構成を示す回路図である。
【図１８】第７の実施の形態の有機ＥＬディスプレイ装置の構成を示すブロック図である
。
【図１９】発光時間制御が可能な画素の構成例を示す回路図である。
【符号の説明】
１…セルアレイ、１ａ…有効画面表示領域、２…画像信号から駆動信号を生成する回路、
２Ａ…サンプルホールド回路、２Ｂ…レベル調整回路、３…Ｖスキャン回路、４…調整情
報取得手段、１０…有機ＥＬパネル、２１…信号送出部、２２…信号処理ＩＣ、２２ａ…
ＣＰＵ、２２Ｂ…動き検出回路、２３，４０，５１…Ｄ／Ａコンバータ、４１，５０…Ｒ
ＯＭ、６０…画素電流検出回路、７０…デューティ比調整手段
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【図１５】 【図１６】
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