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(57)【要約】
【課題】焼きつき現象の抑制精度又は改善精度が保証さ
れない。
【解決手段】一組のダミー画素に対して１つの検出セン
サーを有効表示領域の外側に配置し、基準画素に対応す
る入力表示データの階調値でダミー画素を継続的に発光
制御する。このダミー画素の発光特性を周期的に測定し
て、測定区間内に新たに発生した累積劣化量情報を得る
。この実測値により、各測定区間について算出された累
積劣化情報の見積もり値を修正する。結果的に、焼き付
き現象の補正値は、実測値に追従した状態で決定される
ことになり信頼性が向上する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
有効表示領域の外側にダミー画素を配置する表示パネルと、
輝度劣化の実測タイミングに、前記ダミー画素の発光輝度を検出する輝度検出センサー
と、
輝度劣化の測定区間には基準画素と同じ階調値を前記ダミー画素に与える一方で、輝度
劣化の測定タイミングには測定用の階調値を前記ダミー画素に与えるダミー画素データ決
定部と、
各測定区間に対応する区間劣化量の見積もり値を、前記ダミー画素に与えられる階調値
に基づいて算出する区間劣化量算出部と、
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各測定区間に対応する区間劣化量の実測値を、前記輝度検出センサーの検出輝度に基づ
いて測定する区間劣化量実測部と、
前記実測値に対する見積もり値の修正係数を決定すると共に、有効表示領域内の各画素
について算出された区間劣化量情報を前記修正係数に基づいて修正する見積もり精度修正
部と、
修正済みの区間劣化量情報に基づいて、各画素に対応する補正量を決定する補正量決定
部と、
決定された補正量に基づいて、有効表示領域に対応する入力階調値を補正する映像信号
補正部と
を有することを特徴とする自発光表示装置。
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【請求項２】
入力表示データに基づいて算出される区間劣化量情報の見積もり値を修正する見積もり
劣化情報修正装置であって、
輝度劣化の測定区間には、基準画素と同じ階調値を有効表示領域の外側に配置されたダ
ミー画素に与える一方で、輝度劣化の測定タイミングには、測定用の階調値を前記ダミー
画素に与えるダミー画素データ決定部と、
各測定区間に対応する区間劣化量の見積もり値を、前記ダミー画素に与えられる階調値
に基づいて算出する区間劣化量算出部と、
各測定区間に対応する区間劣化量の実測値を、前記輝度検出センサーの検出輝度に基づ
いて測定する区間劣化量実測部と、
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前記実測値に対する見積もり値の修正係数を決定すると共に、有効表示領域内の各画素
について算出された区間劣化量情報を前記修正係数に基づいて修正する見積もり精度修正
部と
を有することを特徴とする見積もり劣化情報修正装置。
【請求項３】
ダミー画素と、ダミー画素の発光輝度を検出する検出センサーとが有効表示領域の外側
に配置される表示パネルに入力される入力表示データを補正する装置であって、
輝度劣化の測定区間には基準画素と同じ階調値を前記ダミー画素に与える一方で、輝度
劣化の測定タイミングには測定用の階調値を前記ダミー画素に与えるダミー画素データ決
定部と、
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各測定区間に対応する区間劣化量の見積もり値を、前記ダミー画素に与えられる階調値
に基づいて算出する区間劣化量算出部と、
各測定区間に対応する区間劣化量の実測値を、前記輝度検出センサーの検出輝度に基づ
いて測定する区間劣化量実測部と、
前記実測値に対する見積もり値の修正係数を決定すると共に、有効表示領域内の各画素
について算出された区間劣化量情報を前記修正係数に基づいて修正する見積もり精度修正
部と、
修正済みの区間劣化量情報に基づいて、各画素に対応する補正量を決定する補正量決定
部と、
決定された補正量に基づいて、有効表示領域に対応する入力階調値を補正する映像信号
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補正部と
を有することを特徴とする入力表示データ補正装置。
【請求項４】
入力表示データに基づいて算出される区間劣化量情報の見積もり値を修正するコンピュ
ータプログラムであって、
輝度劣化の測定区間には、基準画素と同じ階調値を有効表示領域の外側に配置されたダ
ミー画素に与える一方で、輝度劣化の測定タイミングには、測定用の階調値を前記ダミー
画素に与えるダミー画素データ決定処理と、
各測定区間に対応する区間劣化量の見積もり値を、前記ダミー画素に与えられる階調値
に基づいて算出する区間劣化量算出処理と、
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各測定区間に対応する区間劣化量の実測値を、前記輝度検出センサーの検出輝度に基づ
いて測定する区間劣化量実測処理と、
前記実測値に対する見積もり値の修正係数を決定すると共に、有効表示領域内の各画素
について算出された区間劣化量情報を前記修正係数に基づいて修正する見積もり精度修正
処理と
をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
【請求項５】
ダミー画素と、ダミー画素の発光輝度を検出する検出センサーとが有効表示領域の外側
に配置される表示パネルに入力される入力表示データを補正するコンピュータプログラム
であって、
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輝度劣化の測定区間には基準画素と同じ階調値を前記ダミー画素に与える一方で、輝度
劣化の測定タイミングには測定用の階調値を前記ダミー画素に与えるダミー画素データ決
定処理と、
各測定区間に対応する区間劣化量の見積もり値を、前記ダミー画素に与えられる階調値
に基づいて算出する区間劣化量算出処理と、
各測定区間に対応する区間劣化量の実測値を、前記輝度検出センサーの検出輝度に基づ
いて測定する区間劣化量実測処理と、
前記実測値に対する見積もり値の修正係数を決定すると共に、有効表示領域内の各画素
について算出された区間劣化量情報を前記修正係数に基づいて修正する見積もり精度修正
処理と、
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修正済みの区間劣化量情報に基づいて、各画素に対応する補正量を決定する補正量決定
処理と、
決定された補正量に基づいて、有効表示領域に対応する入力階調値を補正する映像信号
補正処理と
をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この明細書で説明する発明は、入力表示データに基づいて算出された劣化情報の見積も
り値を、劣化情報の実測値に基づいて修正する技術に関する。
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なお、発明者らが提案する発明は、自発光表示装置、見積もり劣化情報修正装置、入力
表示データ補正装置及びプログラムとしての側面を有する。
【背景技術】
【０００２】
フラットパネルディスプレイは、コンピュータディスプレイ、携帯端末、テレビジョン
受像機その他の電子機器に広く用いられている。現在のところ、フラットパネルディスプ
レイには、主に液晶ディスプレイパネルが用いられている。しかし、液晶ディスプレイパ
ネルは、依然として、視野角の狭さや応答速度の遅さが指摘されている。
【０００３】
このため、液晶ディスプレイパネルに代わるフラットパネルディスプレイの登場が期待
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されている。
その最有力候補が、有機ＥＬ素子をマトリクス状に配列した有機ＥＬディスプレイパネ
ルである。有機ＥＬディスプレイパネルは、視野角や応答性が良好であるだけでなく、バ
ックライトが不要、高輝度、高コントラストといった優れた特性を備えている。
【０００４】
ところで、有機ＥＬディスプレイパネルを構成する自発光素子は、その発光量と時間に
比例して劣化する特性があることが一般的にも知られている。
一方で、フラットパネルディスプレイに表示される画像の内容は一様ではない。このた
め、発光体（有機ＥＬ素子）の劣化が部分的に進行しやすい。例えば、時刻表示領域に位
置する発光体は、他の表示領域の発光体に比べて劣化の進行が速い。
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【０００５】
劣化の進行した発光体の輝度は、他の表示領域の輝度に比して相対的に低下する。一般
に、この現象は「焼きつき」と呼ばれる。以下、部分的な発光体の劣化を「焼きつき」と
表記する。
「焼きつき」の改善策には、従来から様々な手法が提案されている。焼きつきを精度良
く、性能良く補正するには、発光体の実際の劣化状態を正しく検出する必要がある。
【０００６】
従って、劣化状態を検出せずに行う焼きつきの改善策は全て、焼きつきの発生を単に抑
制しているのにすぎない。
【特許文献１】特開２００３−２２８３２９号公報
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【特許文献２】特開２０００−１３２１３９号公報
【特許文献３】特開２００３−５０９７２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
このうち特許文献１と特許文献２は、発光体の劣化状態を入力表示データ（階調値）の
積算値によって予測し、その予測結果に基づいて入力表示データを補正する技術を開示す
る。すなわち、これらの特許文献は、劣化特性の予測値に基づいて焼きつきを補正する手
法を開示する。このため、予測結果に基づく補正後も、焼きつきが解消されない可能性が
ある。
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【０００８】
その大きな要因は、発光体の劣化特性は、入力階調値だけでは一様に決定できないため
である。例えば、周囲の環境、駆動方法、輝度条件、発熱条件、劣化の程度など様々な条
件が複雑に影響する。しかも、有機ＥＬディスプレイパネル間の個体誤差をも考慮する必
要がある。このように、全ての条件を正確に関連付けて発光体の劣化状態を予測すること
は、事実上ほぼ不可能に近い。
【０００９】
一方、特許文献３に示す手法では、画素回路内に配置した光検出素子により発光体の劣
化特性を精度良く検出することができる。しかし、画素毎に光検出素子を利用した補正回
路を配置することにより１画素当たりのトランジスタ数が増加し、生産歩留まりの低下や
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高解像化に不利になる問題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
そこで、発明者らは、有効表示領域の外側に配置されたダミー画素の劣化状態を通じて
有効表示領域の劣化状態を実測し、その検出結果に基づいて輝度劣化の測定区間に算出さ
れる区間劣化量情報を修正する仕組みと修正後の区間劣化量情報に基づいて各画素に対応
する補正値を決定する仕組みとを提案する。
【００１１】
（仕組み１）
まず、区間劣化情報を修正する仕組みとして、以下に示す処理機能を搭載する手法を提
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案する。
（ａ）輝度劣化の測定区間には、基準画素と同じ階調値を有効表示領域の外側に配置され
たダミー画素に与える一方で、輝度劣化の測定タイミングには、測定用の階調値を前記ダ
ミー画素に与えるダミー画素データ決定処理
（ｂ）各測定区間に対応する区間劣化量の見積もり値を、ダミー画素に与えられる階調値
に基づいて算出する区間劣化量算出処理
（ｃ）各測定区間に対応する区間劣化量の実測値を、輝度検出センサーの検出輝度に基づ
いて測定する区間劣化量実測処理
（ｄ）実測値に対する見積もり値の修正係数を決定すると共に、有効表示領域内の各画素
について算出された区間劣化量情報を修正係数に基づいて修正する見積もり精度修正処理
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【００１２】
（仕組み２）
また、修正後の区間劣化量情報に基づいて各画素に対応する補正値を決定する仕組みと
して、以下に示す処理機能を搭載する手法を提案する。
（ａ）輝度劣化の測定区間には基準画素と同じ階調値をダミー画素に与える一方で、輝度
劣化の測定タイミングには測定用の階調値を前記ダミー画素に与えるダミー画素データ決
定処理
（ｂ）各測定区間に対応する区間劣化量の見積もり値を、ダミー画素に与えられる階調値
に基づいて算出する区間劣化量算出処理
（ｃ）各測定区間に対応する区間劣化量の実測値を、輝度検出センサーの検出輝度に基づ
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いて測定する区間劣化量実測処理
（ｄ）実測値に対する見積もり値の修正係数を決定すると共に、有効表示領域内の各画素
について算出された区間劣化量情報を修正係数に基づいて修正する見積もり精度修正処理
（ｅ）修正済みの区間劣化量情報に基づいて、各画素に対応する補正量を決定する補正量
決定処理
（ｆ）決定された補正量に基づいて、有効表示領域に対応する入力階調値を補正する映像
信号補正処理
【発明の効果】
【００１３】
発明者らの提案する発明では、有効表示領域の外側に配置されたダミー画素の劣化状態
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を通じて有効表示領域の劣化状態を実測し、その検出結果に基づいて輝度劣化の測定区間
に算出される区間劣化量情報を実際値に追従するように修正する。この結果、入力表示デ
ータの補正精度が向上し、焼き付き現象を確実に抑制又は改善することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
以下、発明に係る自発光表示装置の形態例を説明する。
なお、本明細書で特に図示又は記載されない部分には、当該技術分野の周知又は公知技
術を適用する。
また以下に説明する形態例は、発明の一つの形態例であって、これらに限定されるもの
ではない。
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【００１５】
（Ａ）発光特性の変動を劣化量の見積もり時に正確に反映する技術
（Ａ−１）基本的な考え方
階調値と劣化量は必ずしも比例関係にない。これは、パネル間の特性誤差、環境温度、
パネル面の発光温度その他の影響で発光特性が変化するという特性が有機ＥＬ素子にある
ためである。
このため、階調値を画素毎に累積加算しても、対応画素の劣化量を正確に見積もること
はできない。
【００１６】
そこで、発明者らは、有機ＥＬ素子の発光特性の経時的な変動を実測し、実測結果を劣
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化量の見積もりに反映する仕組みを提案する。
図１に、発光時点の違いによる劣化速度（率）の変動を示す。図１は、ある画素を構成
する発光体を、一定の階調値で点灯制御する場合の発光輝度の時間変化を示す。曲線ＤAP
L

は、ある画素（例えば、劣化特性測定用のダミー画素）を画面全体の平均階調値で点灯

制御する場合の劣化曲線を示す。
【００１７】
図１に示す矢印Ｄ100 は、画素に１００％信号レベルの階調値を与えた場合の輝度劣化
の進行速度（劣化率）を示す。時点ｔ１を基点とする矢印Ｄ100の傾きと時点ｔ２を基点
とする矢印Ｄ100の傾きとを比べて分かるように、同じ階調値によりある画素の発光を制
御する場合でも、発光開始時の輝度劣化が異なると劣化速度は同じにならない。
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劣化速度が異なれば、発光時間長は同じでも該当期間内に発生する劣化量は異なる値に
なる。
【００１８】
図 ２ に 、 一 例 を 示 す 。 図 中 、 期 間 １ （ 時 点 ｔ １ 〜 ｔ ２ ） に 発 生 す る 劣 化 量 を Δ Ｒ （ t1‑t
2） 、 期 間 ２ （ 時 点 ｔ ２ 〜 ｔ ３ ） に 発 生 す る 劣 化 量 を Δ Ｒ (t2‑t3) と 示 す 。 図 中 に 示 す 期
間１と期間２は、いずれも同じ時間長であるが、その大きさは異なっている。
従って、発明者らは、この劣化量の変化を定期的に実測し、階調値より見積もった劣化
量を適宜修正する手法を採用する。
【００１９】
（Ａ−２）表示パネルの構成例
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図３に、有機ＥＬパネルモジュールの構成例を示す。図３は、主に画素配置の観点から
表した図であり、駆動回路その他の周辺回路は省略して表している。
有機ＥＬパネルモジュール１は、有効表示領域３１とダミー画素領域３３で構成する。
有効表示領域３１は、発光が外部から観察できる領域である。一方、ダミー画素領域３
３は、発光が外部から観察されないように遮光された領域であり、有効表示領域３１の外
側に配置される。
【００２０】
なお、図３の場合、１行目からｎ行目までが有効表示領域３１であり、ｎ＋１行目がダ
ミー画素領域３３である。この例の場合、各ダミー画素は、ブランキング期間に発光制御
する。図３に示すように、発明者らの提案する表示パネルは、一般的な表示パネルに選択
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線（ゲート駆動線）を１本追加するだけで実現できる。すなわち、ダミー画素領域３３は
、有効表示領域３１内の各画素と同じ構造で良く、既存の駆動回路を流用することができ
る。すなわち、ダミー画素の駆動に、専用の駆動回路又は大規模な駆動回路を必要としな
い。
【００２１】
図４に、ダミー画素領域３３を構成するダミー画素の構造例を示す。ダミー画素は、有
効表示領域内の表示画素と同一の構造を有し、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のそれぞれ
に対応する単位ダミー画素で構成される。
これら各単位ダミー画素の発光輝度は、輝度検出センサー７により検出される。図４の
場合、１つの輝度検出センサー７を表示画素の全体を覆うように配置されている。もっと
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も、３つの輝度検出センサー７を構成する各単位ダミー画素と対面するように配置するこ
とも可能であるし、各単位ダミー画素内に配置することもできる。
【００２２】
この形態例の場合、輝度検出センサー７を構成する光検出素子には、アモルファスシリ
コン半導体を用いた可視光センサーを使用するものとする。輝度検出センサー７は、電流
値として検出した光量情報を増幅して電圧値に変換し、光検出信号として出力する。
【００２３】
（Ｂ）好適な形態例
以下、前述した劣化特性の更新技術を採用する有機ＥＬディスプレイ装置の形態例を説
明する。
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（ａ）システム構成
図５に、この形態例で説明する有機ＥＬディスプレイ装置１１のシステム構成例の概要
を示す。有機ＥＬディスプレイ装置１１は、有機ＥＬパネルモジュール１３、入力表示デ
ータ補正部１５及び見積もり劣化量修正部１７で構成する。
【００２４】
有機ＥＬパネルモジュール１３には、図３に示す構成を採用する。
入力表示データ補正部１５は、有効表示領域１３１を構成する各画素の劣化量が基準画
素の劣化量に揃うように又は入力階調値が同じ場合に、各画素の発光輝度が基準画素の発
光輝度に揃うように入力表示データを個別に補正する処理を実行する。ここでの基準画素
には、入力表示データの平均階調値で継続的に発光制御される画素を想定する。

10

見積もり劣化量修正部１７は、ダミー画素データを生成する処理と、ダミー画素につい
ての実測結果に基づいて入力表示データ補正部１５の見積もり劣化量を修正する処理とを
実行する。
【００２５】
（ｂ）入力表示データ補正部の構成
図６に、入力表示データ補正部１５の詳細構成例を示す。入力表示データ補正部１５は
、階調値／劣化量変換テーブル１５１、劣化量算出部１５３、劣化量差算出部１５５、修
正前区間劣化量差蓄積部１５７、累積劣化量差蓄積部１５９、補正量決定部１６１及び映
像信号補正部１６３で構成する。
【００２６】
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階調値／劣化量変換テーブル１５１は、入力表示データ（階調値）を劣化量に変換する
テーブルである。変換テーブルを用いるのは、前述したように有機ＥＬ素子の劣化の進行
が階調値と比例関係にないためである。図７に、階調値／劣化量変換テーブル１５１の一
例を示す。階調値／劣化量変換テーブル１５１には、入力表示データが採り得る全ての階
調値と、これらに対応する劣化量とが対応付けられて記憶されている。劣化量Ｒは、各階
調値に対応する劣化速度（劣化率）と発光期間ｔとの積として与えられる。発光期間ｔは
、固定でも可変でも良い。
【００２７】
劣化量算出部１５３は、階調値／劣化量変換テーブル１５１を参照し、各画素（ダミー
画素を含む。）に対応する入力表示データ（階調値）を対応する劣化量に換算する処理を
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実行する処理デバイスである。劣化量算出部１５３は、有効表示領域を構成する各画素に
ついて算出された劣化量を劣化量差算出部１５５に出力し、ダミー画素について算出され
た劣化量をダミー画素区間劣化量算出部１７７に出力する。
【００２８】
劣化量差算出部１５５は、基準画素について算出された劣化量と各画素について算出さ
れた劣化量との差分（劣化量差）を算出する処理デバイスである。この劣化量差算出部１
５５は、劣化量差が新たに算出される度、当該劣化量差を修正前区間劣化量差蓄積部１５
７に保持されている区間劣化量差に加算する。
修正前区間劣化量差蓄積部１５７は、各測定区間内に発生した劣化量差の累積値を蓄積
する記憶デバイスである。なお、蓄積されている劣化量差の累積値は、測定区間の終了時
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に見積もり精度修正部１７９より与えられる修正係数で修正され、累積劣化量差蓄積部１
５９に出力される。この出力後、修正前区間劣化量差蓄積部１５７に蓄積されている劣化
量差は次の測定区間用にリセット（クリア）される。
【００２９】
累積劣化量差蓄積部１５９は、発光開始から前測定区間の終了時点までに算出された画
素別の累積劣化量差を蓄積する記憶デバイスである。勿論、ここでの記憶値は、基本発光
色別に記憶される。
補正量決定部１６１は、各画素に対応する補正値を累積劣化量差に基づいて決定する処
理デバイスである。この形態例の場合、補正量の決定方法には、基準画素の累積劣化量と
の差が無くなるように補正値を決定する方法又は入力階調値が同じ場合に、各画素の発光
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輝度が基準画素の発光輝度に揃うように補正値を決定する方法を適用する。
【００３０】
映像信号補正部１６３は、入力表示データを補正表示データに変換する処理を実行する
処理デバイスとして機能する。この形態例の場合、映像信号補正部１６３は、有効表示領
域内の各画素に対応する入力表示データに、各画素に対応する補正値を加減算することに
より入力表示データを補正表示データに変換する。なお、補正値は、補正量決定部１６１
より与えられる。変換後の補正表示データは、劣化量算出部１５３とダミー画素決定部１
７５に与えられる。また、映像信号補正部１６３は、ダミー画素データ決定部１７５から
与えられるダミー画素用の画素データ（すなわち、ダミー画素データ）を入力表示データ
の対応位置に多重する処理も実行する。
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【００３１】
（ｃ）見積もり劣化量修正部の構成
図６に、見積もり劣化量修正部の詳細構成例を示す。見積もり劣化量修正部１７は、ダ
ミー画素発光検出部１７１、区間劣化量実測部１７３、ダミー画素データ決定部１７５、
ダミー画素区間劣化量算出部１７７及び見積もり精度修正部１７９で構成する。
ダミー画素発光検出部１７１は、各測定タイミングにダミー画素の発光輝度を検出する
処理デバイスである。このダミー画素発光検出部１７１は、図４に示す輝度検出センサー
７に対応する。
【００３２】
区間劣化量実測部１７３は、直前回の測定タイミングに測定された発光輝度と今回の測
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定タイミングに測定された発光輝度との差分値により、今回の測定区間に新たに発生した
累積劣化量ΔＲを測定する処理デバイスである。なお、測定された累積劣化量ΔＲは、見
積もり精度修正部１７９に出力される。また、この区間劣化量実測部１７３が、測定タイ
ミングを管理し、測定用のダミー画素データの出力タイミングをダミー画素データ決定部
１７５に指定する。
【００３３】
ダミー画素データ決定部１７５は、ダミー画素データを決定する処理デバイスである。
測定区間（測定タイミング以外の区間）では、有効表示領域全体の発光情報を反映する基
準階調値を補正表示データに基づいて算出し、これをダミー画素データとして映像信号補
正部１６３に出力する。例えば、全画面の平均階調値を出力する。なお、平均階調値は、
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基本発光色別に算出する。
【００３４】
また、測定タイミングでは、事前に設定した測定用の階調値をダミー画素データとして
映像信号補正部１６３に出力する。例えば、１００％輝度値に対応する階調値を出力する
。この測定用の階調値は、基本的に同じ値を使用する。もっとも、使用中に異なる値に変
更することも可能である。
図８に、ダミー画素データ例の遷移例を示す。
【００３５】
ダミー画素区間劣化量算出部１７７は、ダミー画素データについて見積もられた劣化量
を劣化量算出部１５３から入力して累積加算する処理デバイスである。ただし、算出され
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た累積加算値は、測定区間が終了して見積もり精度修正部１７９に読み出された後にリセ
ット（クリア）される。このため、ダミー画素区間劣化量算出部１７７には、常に測定区
間内に新たに見積もられたダミー画素の累積劣化量のみが保持される。
【００３６】
見積もり精度修正部１７９は、測定区間が終了するたびに各測定区間で算出された累積
劣化量の見積もり値と実測値を比較し、見積もり値を実測値に一致させるための修正係数
を算出する処理を実行する処理デバイスである。算出された修正係数は、修正前区間劣化
量差蓄積部１５７に出力される。このように、見積もり精度修正部１７９は、測定区間内
に算出された全ての画素に発生する見積もり誤差を一律に修正する機能を実現する。
【００３７】
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（ｄ）累積劣化量差の修正動作
以下、この形態例で採用する累積劣化量差の修正動作例を示す。
図９に示すように、ダミー画素の発光輝度は、有機ＥＬパネルモジュールの使用時間長
に伴って非線形に低下する。ダミー画素は、有効表示領域内の平均階調値で発光制御され
るため、有効表示領域全体の平均的な輝度劣化を正確に表している。
見積もり精度修正部１７９は、図９に示す各測定区間毎に累積劣化量ΔＲの見積もり値
と実測値とを比較し、修正前区間劣化量差蓄積部１５７に与える修正係数を決定する。
【００３８】
図１０に、累積劣化量の見積もり値が修正係数により逐次修正される様子を示す。図１
０に示すように、測定区間毎に修正処理が実行されない場合、時点ｔ３の時点で非常に大
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きな見積もり誤差が発生してしまう。従来技術では、このような見積もり誤差の発生を無
視して焼き付き補正用の補正値を決定するため、焼き付き現象の補正精度が低下するのを
避け得なかった。
【００３９】
図１１に、修正前後の区間累積劣化量と修正係数との全区間にわたる対応関係を示す。
図１２に、最初の測定区間（ｔ１までの区間）に対応する見積もり値と実測値の関係を
示す。図１２は、累積劣化量の見積もり値がｂ％の輝度低下として与えられ、累積劣化量
の実測値がａ％の輝度低下で与えられる場合の例である。この場合、修正係数はａ／ｂと
して与えられる。
この修正係数が、修正前の区間劣化量差Ｒ１に乗算される。この例の場合、区間劣化量
差は、修正前よりも小さい値Ｒ１
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に修正される。修正後の区間劣化量差は、累積劣化量

差蓄積部１５９に蓄積され、補正量の決定用に参照される。
【００４０】
図１３に、次の測定区間（ｔ１〜ｔ２の区間）に対応する見積もり値と実測値の関係を
示す。図１３は、累積劣化量の見積もり値がｄ％の輝度低下として与えられ、累積劣化量
の実測値がｃ％の輝度低下で与えられる場合の例である。この場合、修正係数はｃ／ｄと
して与えられる。
図１４に、さらに次の測定区間（ｔ２〜ｔ３の区間）に対応する見積もり値と実測値の
関係を示す。図１４は、累積劣化量の見積もり値がｆ％の輝度低下として与えられ、累積
劣化量の実測値がｅ％の輝度低下で与えられる場合の例である。この場合、修正係数はｅ
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／ｆとして与えられる。
【００４１】
いずれの測定区間の場合も、修正係数が、修正前の区間劣化量差Ｒ２、Ｒ３に乗算され
る。この例の場合、区間劣化量差は、修正前よりも小さい値Ｒ２

、Ｒ３

にそれぞれ修

正される。そして、修正後の各区間劣化量差は、前測定区間までに累積劣化量差蓄積部１
５９に蓄積されていた累積劣化量差に加算され、後続期間の補正量の決定に参照される。
なお、図１２〜図１４は、いずれも累積劣化量の実測値が見積もり値よりも小さい場合
について表したが、この関係が反対になる場合もある。その場合にも、修正係数は前述し
た対応関係で算出される。
【００４２】
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参考までに、図１５及び図１６に、前述した修正動作により補正精度がどのように改善
されるかを模式的に示す。
図１５は、補正量決定部１６１が、各画素の劣化量が基準画素の劣化量と一致するよう
に補正動作を実行する場合の動作例に対応する。図中の実線は実際の劣化特性を示し、破
線は見積もり値を修正しない場合の劣化特性である。
【００４３】
補正対象画素の劣化（破線）が一致させるべき基準画素の劣化（破線）に対して５％進
んでいると判定された場合、従来手法では、予定する補正期間について補正対象画素の発
光を停止させるような制御動作が実行される。破線で示すように、補正期間の終了時点で
は補正対象画素の劣化特性は、基準画素の劣化特性と一致しているはずである。
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【００４４】
しかし、劣化特性の見積もり精度が悪く、図１５に実線で示すように補正開始時点にお
ける補正対象画素と基準画素との劣化量の差が実際は３％の場合、補正対象画素の発光を
停止することで補正期間終了時点には、補正開始時点とは反対に基準画素の劣化が進んで
しまう。このように、累積劣化量差の見積もり精度に問題があると、補正動作が本来の効
果（焼き付きの改善）を発揮することができない。
ところが、発明者らの提案する手法を採用すれば、累積劣化量が実際の累積劣化量に一
致するように逐次修正されるため、補正対象画素の劣化量は基準画素の劣化量に対して精
度良く合わせ込むことができ、補正終了時点には焼き付きを改善することが可能になる。
【００４５】
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図１６は、補正量決定部１６１が、入力階調値が同じ場合に、各画素の発光輝度が基準
画素の発光輝度に揃うように補正動作を実行する場合の動作例を表している
図１６の場合も、補正対象画素の劣化（破線）が一致させるべき基準画素の劣化（破線
）に対して５％進んでいると判定された場合について表している。この場合、従来手法で
は、補正対象画素の発光輝度を５％上昇させるような制御動作が実行される。破線で示す
ように、この補正動作の実行により補正対象画素の発光輝度は、基準画素の発光輝度と一
致するはずである。
【００４６】
しかし、劣化特性の見積もり精度が悪く、図１６に実線で示すように補正開始時点にお
ける補正対象画素と基準画素との劣化量の差が実際は３％の場合、補正対象画素の発光輝
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度を５％上昇させると、基準画素の発光輝度よりも２％も大きくなってしまう。このよう
に、劣化量の予測精度に問題があると、補正動作が本来の効果（焼き付きの改善）を発揮
することができない。
そしてこの場合も、発明者らの提案する手法を採用すれば、累積劣化量が実際の累積劣
化量に一致するように逐次修正されるため、補正対象画素の発光輝度は基準画素の発光輝
度に対して精度良く合わせ込むことができ、補正終了時点には焼き付きを改善することが
可能になる。
【００４７】
（ｅ）形態例の効果
以上説明したように、この形態例に係る有機ＥＬディスプレイ装置では、有効表示領域
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の外側にダミー画素を配置し、その劣化状態を実際に測定して階調値から見積もった累積
劣化量を修正する。このため、累積劣化量差蓄積部１５９には、実際の劣化状態を正確に
反映した累積劣化量差のみが蓄積されることになる。結果として、補正量決定部１６１で
決定される補正量についての信頼性の向上が長期間にわたって保証することができる。
【００４８】
かくして、長時間の使用にも焼き付き現象の発生し難い、又は焼き付き現象の改善が可
能な有機ＥＬディスプレイ装置を実現することが可能になる。また、この発明は、実測値
に応じて累積劣化量差が修正されるため、表示パネル間の個体誤差についても有効である
。
【００４９】
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勿論、これらの効果は、実測結果を使用した簡単な信号処理だけで実現できるため、従
来技術のような、経時変化等の全ての事象を考慮した事前の膨大な実験を不要にできる。
このため、製造コストの大幅な削減を実現できる。
また、形態例で説明した処理手法は、制御内容が単純であるので画面サイズが大型化し
ても低コストで実現できる。
また、ダミー画素は有効表示領域とまったく同じ画素構成で製造でき、ダミー画素専用
の複雑な回路構成や特殊な制御動作を必要としない。この点でも、回路規模の削減と生産
難易度の低減との点で有利である。
【００５０】
（Ｃ）他の形態例
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（ａ）前述の形態例では、基本発光色がＲＧＢの３色である場合について説明したが、基
本発光色は補色を含めて４色以上の場合にも適用できる。この場合、ダミー画素は、これ
ら基本発光色の数だけ用意すれば良い。
（ｂ）前述の形態例では、基本発光色の発色形態について説明しなかったが、基本発光色
別に発光素子材料が異なる有機ＥＬ素子を用意しても良いし、カラーフィルタ方式や色変
換方式を用いて基本発光色を生成しても良い。
【００５１】
（ｃ）前述の形態例では、表示画素に対応するダミー画素を自発光パネル上に１つ配置す
る場合について説明した。また、そのダミー画素の駆動用に新たに１本のゲート駆動線を
追加する場合について説明した。しかし、配置するダミー画素の数及び位置は任意であり
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、配置するダミー画素の数や位置に応じてデータ駆動線とゲート駆動線の本数は最適な数
を用意すれば良い。
【００５２】
（ｄ）前述の形態例では、自発光表示装置の一例として有機ＥＬディスプレイパネルを例
示 し た が 、 他 の 自 発 光 表 示 装 置 に も 適 用 で き る 。 例 え ば 、 Ｆ Ｅ Ｄ （ field emission displ
ay） 、 無 機 Ｅ Ｌ デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル 、 Ｌ Ｅ Ｄ パ ネ ル そ の 他 に も 適 用 で き る 。
【００５３】
（ｅ）前述の形態例では、基準画素と各画素の累積劣化量差を修正係数で修正する場合に
ついて説明した。
しかし、各画素についての絶対的な累積劣化量を修正係数で修正しても良い。この明細
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書においては、この累積劣化量と前述した累積劣化量差とを含めて累積劣化量情報という
。
【００５４】
（ｆ）前述の形態例では、階調値のみに基づいて算出された累積劣化量の見積もり値を実
測値に基づいて修正する機能を実装する有機ＥＬディスプレイ装置について説明した。
しかし、累積劣化量の修正機能は、自発光表示装置を搭載する画像処理装置の一部とし
て実装しても良い。例えば、見積もり精度修正部１７９の修正機能は、ビデオカメラ、デ
ジタルカメラその他の撮像装置（カメラユニットだけでなく、記録装置と一体に構成され
ているものを含む。）、情報処理端末（携帯型のコンピュータ、携帯電話機、携帯型のゲ
ーム機、電子手帳等）、ゲーム機、プリンタ装置等に実装しても良い。
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【００５５】
（ｇ）前述の形態例では、階調値のみに基づいて算出された累積劣化量の見積もり値を実
測値に基づいて修正する機能を実装する有機ＥＬディスプレイ装置について説明した。
しかし、累積劣化量の修正機能は、自発光表示装置や自発光表示装置を搭載する画像処
理装置に対して入力表示データ信号を供給する画像処理装置に搭載しても良い。すなわち
、ダミー画素の発光輝度や劣化情報を自発光表示装置等から自装置内に取り込む手法を採
用しても良い。
【００５６】
（ｈ）前述の形態例では、累積劣化量の修正機能を機能構成の観点から説明したが、言う
までもなく、同等の機能をハードウェアとしてもソフトウェアとしても実現できる。
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また、これらの処理機能の全てをハードウェア又はソフトウェアで実現するだけでなく
、その一部はハードウェア又はソフトウェアを用いて実現しても良い。すなわち、ハード
ウェアとソフトウェアの組み合わせ構成としても良い。
（ｉ）前述の形態例には、発明の趣旨の範囲内で様々な変形例が考えられる。また、本明
細書の記載に基づいて創作される又は組み合わせられる各種の変形例及び応用例も考えら
れる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】劣化率の経時的な変動を説明する図である。
【図２】測定区間単位の劣化量の違いを説明する図である。
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【図３】表示パネルの平面構成例を示す図である。
【図４】ダミー画素領域の拡大図である。
【図５】有機ＥＬディスプレイ装置のシステム構成例を示す図である。
【図６】入力表示データ補正部と見積もり劣化量修正部の内部構成例を示す図である。
【図７】階調値／劣化率変換テーブルの例を示す図である。
【図８】測定区間と測定タイミングの関係を示す図である。
【図９】測定区間単位の累積劣化量を示す図である。
【図１０】修正動作原理を示す図である。
【図１１】累積劣化量差の修正動作を説明する図表である。
【図１２】修正係数の決定動作を説明する図である。
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【図１３】修正係数の決定動作を説明する図である。
【図１４】修正係数の決定動作を説明する図である。
【図１５】補正動作例を示す図である。
【図１６】補正動作例を示す図である。
【符号の説明】
【００５８】
１５

入力表示データ補正部

１７

見積もり劣化量修正部

１５７

修正前区間劣化量差蓄積部

１５９

累積劣化量差蓄積部

１７３

区間劣化量実測部

１７７

ダミー画素区間劣化量算出部

１７９

見積もり精度修正部

【図１】
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