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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１フレーム内に含まれる複数のサブフレームのうち，サブフレームごとに複数の走査線
に走査信号を順次印加する走査駆動部と；
　前記１フレーム内に含まれる複数の同一長さのサブフレームのうち，少なくとも一つの
サブフレームからなる発光サブフレーム期間に複数のデータ線に対してデータ電圧を印加
し，前記１フレーム内に含まれる複数の同一長さのサブフレームのうち，二以上のサブフ
レームからなる非発光サブフレーム期間に前記複数のデータ線に対してブラック階調に対
応する電圧を印加するデータ駆動部と；
　前記複数の走査線に印加された走査信号及び前記複数のデータ線に印加される電圧によ
って画像を表示する画像表示部と；
を備え，
　前記データ駆動部は，前記発光サブフレーム期間の前記各サブフレームが終了するとき
に，すべての前記データ線にデータ電圧を印加し終えることを特徴とする，有機発光表示
装置。
【請求項２】
　前記データ駆動部は，
　クロック信号及び同期信号に対応してラッチ制御信号を出力するシフトレジスタと；
　前記ラッチ制御信号によってビデオデータが順次入力され，並列に出力するデータラッ
チと；
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　前記データラッチの出力をアナログ変換した電圧を出力するＤ／Ａ変換器と；
　前記発光サブフレーム期間には，前記Ｄ／Ａ変換器の出力電圧を前記データ線に出力し
，前記非発光サブフレーム期間には，前記ブラック階調に対応する電圧を前記データ線に
出力する選択器と；
を有することを特徴とする，請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記走査駆動部に，走査駆動部制御信号を伝達し，
　前記データ駆動部に，データ駆動部制御信号を伝達し，
　所定の期間には前記データ駆動部に入力されるビデオデータに対応するビデオデータを
伝達し，残りの期間にはブラック階調に対応するビデオデータを伝達するタイミング制御
部をさらに有することを特徴とする，請求項１または２のいずれかに記載の有機発光表示
装置。
【請求項４】
　前記画像表示部には第１電源電圧及び第２電源電圧が印加され，
　前記ブラック階調に対応する電圧は，前記第１電源電圧及び前記第２電源電圧からなる
群より選択された一つの電圧であることを特徴とする，請求項１～３のいずれかに記載の
有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記ブラック階調に対応する電圧は，前記画像表示部に含まれた画素がブラック階調を
表現する電圧であることを特徴とする，請求項１～４のいずれかに記載の有機発光表示装
置。
【請求項６】
　複数の走査線に走査信号を印加する走査駆動部と，複数のデータ線に電圧を印加するデ
ータ駆動部と，前記走査線に印加される走査信号及び前記データ線に印加される電圧によ
って画像を表示する画像表示部と，を備える有機発光表示装置の駆動方法において：
　１フレーム期間は，複数の同一長さのサブフレームに区分されており，
　前記１フレーム期間内に，
　（ａ）少なくとも１つの前記サブフレームからなる発光サブフレーム期間に，前記複数
の走査線に順次走査信号を印加し，前記発光サブフレーム期間の前記各サブフレームが終
了するときに，すべての前記データ線にデータ電圧を印加し終えるように前記複数のデー
タ線にデータ電圧を印加する段階と；
　（ｂ）二以上の前記サブフレームからなる非発光サブフレーム期間に，前記複数の走査
線に順次走査信号を印加し，前記複数のデータ線にブラック階調に対応する電圧を印加す
る段階と；
を含むことを特徴とする，有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項７】
　走査線に印加される走査信号によってデータ線に印加される電圧を伝達する第１トラン
ジスタと，前記伝達された電圧に対応する電圧を充電するキャパシタと，前記キャパシタ
に充電された電圧に対応する電流を有機発光ダイオードに伝達する第２トランジスタと，
を有する画素回路の駆動方法において：
　１フレーム期間は，複数の同一長さのサブフレームに区分されており，
　前記１フレーム期間内に，少なくとも１つの前記サブフレームからなる発光サブフレー
ム期間及び二以上の前記サブフレームからなる非発光サブフレーム期間を含み，
　前記発光サブフレーム期間の前記各サブフレームが終了するときに，データ電圧をすべ
ての前記データ線に印加し終えるように印加し，
　前記発光サブフレーム期間内に，
　前記走査線に走査信号が印加される間に，前記データ線に印加されるデータ電圧に対応
する電圧を前記キャパシタに充電する段階と，
　前記キャパシタに充電された電圧に対応する電流を前記有機発光ダイオードに伝達する
段階と，
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を含み，
　前記非発光サブフレーム期間内に，
　前記走査線に走査信号が印加されるうちに，前記データ線に印加されるブラック階調に
対応する電圧を前記キャパシタに充電する段階と，
　前記キャパシタに充電された電圧に対応する電流を前記有機発光ダイオードに伝達する
段階と，
を含むことを特徴とする，画素回路の駆動方法。
【請求項８】
　前記第２トランジスタのソースには第１電源電圧が印加され，
　前記ブラック階調に対応する電圧は，前記第１電源電圧であることを特徴とする，請求
項７に記載の画素回路の駆動方法。
【請求項９】
　複数の走査線及び赤データ線に接続された赤画素，複数の走査線及び緑データ線に接続
された緑画素および複数の走査線及び青データ線に接続された青画素を有し，１フレーム
に１画素を表示する画像表示部と；
　１フレーム内に含まれた複数の同一長さのサブフレームのうち，サブフレームごとに前
記複数の走査線に走査信号を順次印加する走査駆動部と；
　前記複数の赤データ線に，１フレームのうち，赤発光サブフレームには前記赤発光サブ
フレームが終了するときにすべてのデータ信号を印加し終えるようにデータ信号を印加し
，残りの複数のサブフレームにはブラック階調に対応する信号を印加し，
　前記複数の緑データ線に，１フレームのうち，緑発光サブフレームには前記緑発光サブ
フレームが終了するときにすべてのデータ信号を印加し終えるようにデータ信号を印加し
，残りの複数のサブフレームにはブラック階調に対応する信号を印加し，
　前記複数の青データ線に，１フレームのうち，青発光サブフレームには前記青発光サブ
フレームが終了するときにすべてのデータ信号を印加し終えるようにデータ信号を印加し
，残りの複数のサブフレームにはブラック階調に対応する信号を印加するデータ駆動部と
；
を備え，
　１フレームに含まれた前記赤発光サブフレームの個数，１フレームに含まれた前記緑発
光サブフレームの個数または１フレームに含まれた前記青発光サブフレームの個数のうち
少なくとも一つは，残りのサブフレームの個数と異なることを特徴とする，有機発光表示
装置。
【請求項１０】
　前記データ駆動部は，
　クロック信号及び同期信号に対応してラッチ制御信号を出力するシフトレジスタと；
　前記ラッチ制御信号によって赤，緑及び青ビデオデータが順次入力され，並列に出力す
るデータラッチと；
　前記データラッチの出力をアナログ変換した電圧を出力するＤ／Ａ変換器と；
　前記Ｄ／Ａ変換器の出力電圧とブラック階調に対応する電圧を選択的に出力する選択器
と；
を有することを特徴とする，請求項９に記載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　前記選択器は，
　１フレームのうち赤発光サブフレームには前記Ｄ／Ａ変換器の出力電圧を前記赤データ
線に出力し，残りの複数のサブフレームにはブラック階調に対応する電圧を前記赤データ
線に出力し，
　１フレームのうち緑発光サブフレームには前記Ｄ／Ａ変換器の出力電圧を前記緑データ
線に出力し，残りの複数のサブフレームにはブラック階調に対応する電圧を前記緑データ
線に出力し，
　１フレームのうち青発光サブフレームには前記Ｄ／Ａ変換器の出力電圧を前記青データ
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線に出力し，残りの複数のサブフレームにはブラック階調に対応する電圧を前記青データ
線に出力することを特徴とする，請求項１０に記載の有機発光表示装置。
【請求項１２】
　走査駆動部制御信号を前記走査駆動部に伝達し，
　データ駆動部制御信号を前記データ駆動部に伝達し，入力されるビデオデータに対応す
るビデオデータ及びブラック階調に対応するビデオデータを選択的に前記データ駆動部に
伝達するタイミング制御部をさらに有することを特徴とする，請求項９～１１のいずれか
に記載の有機発光表示装置。
【請求項１３】
　前記画像表示部には，第１電源電圧及び第２電源電圧が印加され，
　前記ブラック階調に対応する電圧は，前記第１電源電圧及び前記第２電源電圧からなる
群より選択された一つの電圧であることを特徴とする，請求項９～１２のいずれかに記載
の有機発光表示装置。
【請求項１４】
　前記ブラック階調に対応する電圧は，前記画像表示部に含まれた画素がブラック階調を
表現する電圧であることを特徴とする，請求項９～１３のいずれかに記載の有機発光表示
装置。
【請求項１５】
　前記赤画素，前記緑画素及び前記青画素の中で発光効率がもっとも低い画素の１フレー
ムに含まれた発光サブフレームの個数がもっとも大きいことを特徴とする，請求項９～１
４のいずれかに記載の有機発光表示装置。
【請求項１６】
　１フレームに一つの画像を表示する有機発光表示装置の駆動方法において：
　１フレーム期間は，複数の同一長さのサブフレームに区分されており，
　前記１フレームの期間内に，
　　（ａ）少なくとも１つの前記サブフレームからなる第１のサブフレーム期間に，複数
の走査線に順次走査信号を印加し，前記第１のサブフレーム期間の前記各サブフレームが
終了するときに，前記第１のサブフレーム期間において印加されるすべてのデータ電圧を
，赤画素に連結されたデータ線，青画素に連結されたデータ線及び緑画素に連結されたデ
ータ線に印加し終えるようにデータ電圧を印加する段階と；
　　（ｂ）少なくとも１つの前記サブフレームからなる第２のサブフレーム期間に，前記
複数の走査線に順次走査信号を印加し，前記第２のサブフレーム期間において印加される
前記赤画素に連結されたデータ線，前記青画素に連結されたデータ線及び前記緑画素に連
結されたデータ線の中で少なくとも１つのデータ線にデータ電圧を前記第２のサブフレー
ム期間の前記各サブフレームが終了するときにすべて印加し終えるように印加して，残り
のデータ線にブラック階調に対応する電圧を印加する段階と；
　　（ｃ）複数の前記サブフレームからなる期間に，前記複数の走査線に順次走査信号を
印加し，前記赤画素に連結されたデータ線，前記青画素に連結されたデータ線及び前記緑
画素に連結されたデータ線に前記ブラック階調に対応する電圧を印加する段階と；
を含むことを特徴とする，有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１７】
　前記（ｂ）段階において，
　前記データ電圧が印加されるデータ線に連結された画素の発光効率が，残り画素の発光
効率より低いことを特徴とする，請求項１６に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，有機発光表示装置，有機発光表示装置の駆動方法及び画素回路の駆動方法に
関し，特に輝度の均一度を向上することができる有機発光表示装置，有機発光表示装置の
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駆動方法及び画素回路の駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近，陰極線管の短所である重さと嵩を減らすことができる各種平板表示装置が開発さ
れている。平板表示装置としては，液晶表示装置，電界放出表示装置，プラズマディスプ
レイパネル及び有機発光表示装置などがある。
【０００３】
　平板表示装置の中で有機発光表示装置は，複数の有機発光ダイオードを含み，有機発光
ダイオードは電子と正孔の再結合によって蛍光物質を発光させる自発光素子であり，有機
物の発光層を含む。
【０００４】
　有機発光表示装置を，有機電界発光表示装置と称することもある。このような，有機発
光表示装置は，液晶表示装置のように別途の光源を要する受動型発光素子に比べて陰極選
管のような速い応答速度を持つ長所を持っている。
【０００５】
　有機発光表示装置の駆動方式としては，受動マトリックス方式と能動マトリックス方式
がある。この中で，受動マトリックス方式は陽極と陰極を直交するように形成してライン
を選択して駆動する方式である。
【０００６】
　能動マトリックス方式は，能動素子を利用して有機発光ダイオードに流れる電流量を制
御する方式である。能動素子としてはトランジスタが主に使用される。能動マトリックス
方式は多少複雑であるが，電流消耗量が少なく，発光時間が長くなるという長所がある。
【０００７】
　一方，従来の有機発光表示装置，有機発光表示装置の駆動方法及び画素回路の駆動方法
に関する技術を記載した文献としては，下記特許文献１等がある。
【０００８】
【特許文献１】米国特許公開第６，７８８，２３１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし，従来の有機発光表示装置，有機発光表示装置の駆動方法及び画素回路の駆動方
法によれば，トランジスタのしきい値電圧が均一でない場合には，能動マトリックス方式
による有機発光表示装置が均一な画面を持たないという問題点がある。特に，１フレーム
期間中有機発光ダイオードが持続的に発光する場合には，しきい値電圧の誤差による影響
が累積されて均一度がさらに悪くなるという問題点がある。
【００１０】
　そこで，本発明は，このような問題に鑑みてなされたもので，その目的は，１フレーム
の中で一部期間のみに発光させることによって，輝度の均一度を向上させることが可能な
，新規かつ改良された有機発光表示装置，有機発光表示装置の駆動方法及び画素回路の駆
動方法を提供することにある。
【００１１】
　また，本発明の他の目的は，発行効率が相対的に低い緑有機発光ダイオードの駆動時間
を増加させることでホワイトバランスの調整度を向上することが可能な新規かつ改良され
た有機発光表示装置，有機発光表示装置の駆動方法及び画素回路の駆動方法を提供するこ
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，上記１フレーム内に含まれる
複数のサブフレームのうち，各サブフレームごとに複数の走査線に走査信号を順次印加す
る走査駆動部と；上記１フレーム内に含まれた複数のサブフレームのうち，少なくとも一
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つの発光サブフレーム期間に複数のデータ線にデータ電圧を印加し，上記１フレーム内に
含まれた複数のサブフレームのうち，少なくとも一つの非発光サブフレーム期間に上記複
数のデータ線にブラック階調に対応する電圧を印加するデータ駆動部と；上記複数の走査
線に印加された走査信号及び上記複数のデータ線に印加される電圧によって画像を表示す
る画像表示部と；を備えることを特徴とする，有機発光表示装置が提供される。
【００１３】
　また，上記データ駆動部は，クロック信号及び同期信号に対応してラッチ制御信号を出
力するシフトレジスタと；上記ラッチ制御信号によってビデオデータが順次入力され，並
列に出力するデータラッチと；上記データラッチの出力をアナログ変換した電圧を出力す
るＤ／Ａ変換器と；上記発光サブフレーム期間には，上記Ｄ／Ａ変換器の出力電圧を上記
データ線に出力し，上記非発光サブフレーム期間には，上記ブラック階調に対応する電圧
を上記データ線に出力する選択器と；を有してもよい。
【００１４】
　また，上記走査駆動部に走査駆動部制御信号を伝達し，上記データ駆動部にデータ駆動
部制御信号を伝達し，上記データ駆動部に所定の期間には，入力されるビデオデータに対
応するビデオデータを伝達し，残りの期間にはブラック階調に対応するビデオデータを伝
達するタイミング制御部をさらに有してもよい。
【００１５】
　また，上記画像表示部には第１電源電圧及び第２電源電圧が印加され，上記ブラック階
調に対応する電圧は，上記第１電源電圧及び上記第２電源電圧からなる群より選択された
一つの電圧であってもよい。
【００１６】
　また，上記ブラック階調に対応する電圧は，上記画像表示部に含まれた画素がブラック
階調を表現する電圧であってもよい。
【００１７】
　また，上記フレームに含まれる複数のサブフレームの期間は，同一の長さであってもよ
い。
【００１８】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，複数の走査線に走査信号を印
加する走査駆動部と，複数のデータ線に電圧を印加するデータ駆動部と，上記走査線に印
加される走査信号及び上記データ線に印加される電圧によって画像を表示する画像表示部
と，を備える有機発光表示装置の駆動方法において：１フレーム期間内に，（ａ）上記複
数の走査線に順次走査信号を印加し，上記複数のデータ線にデータ電圧を印加する段階と
；（ｂ）上記複数の走査線に順次走査信号を印加し，上記複数のデータ線に所定の電圧を
印加する段階と；を含むことを特徴とする，有機発光表示装置の駆動方法が提供される。
【００１９】
　また，上記所定の電圧は，ブラック階調に対応する電圧であってもよい。
【００２０】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，走査線に印加される走査信号
によってデータ線に印加される電圧を伝達する第１トランジスタと，上記伝達された電圧
に対応する電圧を充電するキャパシタと，上記キャパシタに充電された電圧に対応する電
流を有機発光ダイオードに伝達する第２トランジスタと，を有する画素回路の駆動方法に
おいて：１フレーム期間内に少なくとも一つの発光サブフレーム及び少なくとも一つの非
発光サブフレームを含み，上記発光サブフレームの期間内に，上記走査線に走査信号が印
加される間に，上記データ線に印加されるデータ電圧に対応する電圧を上記キャパシタに
充電する段階と，上記キャパシタに充電された電圧に対応する電流を上記有機発光ダイオ
ードに伝達する段階と，を含み，上記非発光サブフレームの期間内に，上記走査線に走査
信号が印加されるうちに，上記データ線に印加されるブラック階調に対応する電圧を上記
キャパシタに充電する段階と，上記キャパシタに充電された電圧に対応する電流を上記有
機発光ダイオードに伝達する段階と，を含むことを特徴とする，画素回路の駆動方法が提
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供される。
【００２１】
　また，上記第２トランジスタのソースには第１電源電圧が印加され，上記ブラック階調
に対応する電圧は，上記第１電源電圧であってもよい。
【００２２】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，複数の走査線及び赤データ線
に接続された赤画素，複数の走査線及び緑データ線に接続された緑画素および複数の走査
線及び青データ線に接続された青画素を有し，１フレームに１画素を表示する画像表示部
と；１フレーム内に含まれた複数のサブフレームのうち，各サブフレームごとに上記複数
の走査線に走査信号を順次印加する走査駆動部と；上記複数の赤データ線に，１フレーム
のうち，赤発光サブフレームにはデータ信号を印加し，残りのサブフレームにはブラック
階調に対応する信号を印加し，上記複数の緑データ線に，１フレームのうち，緑発光サブ
フレームにはデータ信号を印加し，残りのサブフレームにはブラック階調に対応する信号
を印加し，上記複数の青データ線に，１フレームのうち，青発光サブフレームにはデータ
信号を印加し，残りのサブフレームにはブラック階調に対応する信号を印加するデータ駆
動部と；を備え，１フレームに含まれた上記赤発光サブフレームの個数，１フレームに含
まれた上記緑発光サブフレームの個数または１フレームに含まれた上記青発光サブフレー
ムの個数のうち少なくとも一つは，残りのサブフレームの個数と異なることを特徴とする
，有機発光表示装置が提供される。
【００２３】
　また，上記データ駆動部は，クロック信号及び同期信号に対応してラッチ制御信号を出
力するシフトレジスタと；上記ラッチ制御信号によって赤，緑及び青ビデオデータが順次
入力され，並列に出力するデータラッチと；上記データラッチの出力をアナログ変換した
電圧を出力するＤ／Ａ変換器と；上記Ｄ／Ａ変換器の出力電圧とブラック階調に対応する
電圧を選択的に出力する選択器と；を含んでもよい。
【００２４】
　また，上記選択器は，１フレームの中で赤発光サブフレームには上記Ｄ／Ａ変換器の出
力電圧を上記赤データ線に出力し，残りのサブフレームにはブラック階調に対応する電圧
を上記赤データ線に出力し，１フレームの中で緑発光サブフレームには上記Ｄ／Ａ変換器
の出力電圧を上記緑データ線に出力し，残りのサブフレームにはブラック階調に対応する
電圧を上記緑データ線に出力し，１フレームの中で青発光サブフレームには上記Ｄ／Ａ変
換器の出力電圧を上記青データ線に出力し，残りのサブフレームにはブラック階調に対応
する電圧を上記青データ線に出力してもよい。
【００２５】
　また，走査駆動部制御信号を上記走査駆動部に伝達し，データ駆動部制御信号を上記デ
ータ駆動部に伝達し，入力されるビデオデータに対応するビデオデータ及びブラック階調
に対応するビデオデータを選択的に上記データ駆動部に伝達するタイミング制御部をさら
に有してもよい。
【００２６】
　また，上記画像表示部には，第１電源電圧及び第２電源電圧が印加され，上記ブラック
階調に対応する電圧は，上記第１電源電圧及び上記第２電源電圧からなる群より選択され
た一つの電圧であってもよい。
【００２７】
　また，上記ブラック階調に対応する電圧は，上記画像表示部に含まれた画素がブラック
階調を表現する電圧であってもよい。
【００２８】
　また，１フレームに含まれた複数のサブフレームの期間は同一の長さであってもよい。
【００２９】
　また，上記赤画素，上記緑画素及び上記青画素の中で発光効率がもっとも低い画素の１
フレームに含まれた発光サブフレームの個数がもっとも大きくてもよい。
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【００３０】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，１フレームに一つの画像を表
示する有機発光表示装置の駆動方法において：１フレームの期間内に，（ａ）複数の走査
線に順次走査信号を印加し，赤画素に連結されたデータ線，青画素に連結されたデータ線
及び緑画素に連結されたデータ線にデータ電圧を印加する段階と；（ｂ）上記複数の走査
線に順次走査信号を印加し，上記赤画素に連結されたデータ線，上記青画素に連結された
データ線及び上記緑画素に連結されたデータ線の中で少なくとも１つのデータ線にデータ
電圧を印加して残りのデータ線に所定の電圧を印加する段階と；（ｃ）上記複数の走査線
に順次走査信号を印加し，上記赤画素に連結されたデータ線，上記青画素に連結されたデ
ータ線及び上記緑画素に連結されたデータ線に上記所定の電圧を印加する段階と；を含む
ことを特徴とする，有機発光表示装置の駆動方法が提供される。
【００３１】
　また，上記所定の電圧は，ブラック階調に対応する電圧であってもよい。
【００３２】
　また，上記（ｂ）段階において，上記データ電圧が印加されるデータ線に連結された画
素の発光効率が，残り画素の発光効率より低くてもよい。
【発明の効果】
【００３３】
　以上説明したように，本発明によれば，有機発光表示装置の輝度の均一度を向上させる
ことができる。
【００３４】
　また，本発明によれば，既存に広く使われている走査駆動部の動作周波数のみを増加さ
せることで，１フレーム内で発光期間と非発光期間を区分することができる。
【００３５】
　また，本発明によれば，ホワイトバランスの調整度を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下に，添付した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発明特定事項
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。
【００３７】
　図１は，本発明の第１の実施形態による有機発光表示装置を示す説明図である。
【００３８】
　図１を参照すれば，有機発光表示装置は，走査駆動部１０，データ駆動部２０，画像表
示部３０，及びタイミング制御部５０を具備する。
【００３９】
　有機発光表示装置は，フレーム単位で画像表示部３０に画像を表示する。１フレームは
複数のサブフレームで構成される。
【００４０】
　走査駆動部１０は，走査線Ｓ１～Ｓｎを駆動する。このような走査駆動部１０は，走査
駆動部制御信号ＳＣＳに応答して走査信号を生成し，生成された走査信号を走査線Ｓ１～
Ｓｎで順次供給する。走査駆動部１０は，サブフレームごとに複数の走査線に走査信号Ｓ
１～Ｓｎを順次印加する。
【００４１】
　データ駆動部２０は，データ線Ｄ１～Ｄｍを駆動する。このような，データ駆動部２０
はデータ駆動部制御信号ＤＣＳ及びビデオデータＤａｔａに回答してデータ電圧を生成し
て，生成されたデータ電圧をデータ線Ｄ１～Ｄｍに供給する。
【００４２】
　データ駆動部２０は，１フレームを構成する複数のサブフレーム中，発光サブフレーム
期間には，データ線Ｄ１～Ｄｍにデータ電圧を供給し，１フレームを構成する複数のサブ
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フレーム中，非発光サブフレーム期間には，データ線Ｄ１～Ｄｍにブラック階調に対応す
る電圧を印加する。
【００４３】
　このような動作は，データ駆動部２０がデータ電圧とブラック階調に対応する電圧を選
択することができる機能を持つことによって遂行されることもでき，また，データ駆動部
２０がブラック階調に対応するビデオデータをタイミング制御部５０から供給を受けるこ
とによって遂行されることもできる。特に，後者の方式で遂行される場合には，タイミン
グ制御部５０はデータ駆動部２０に所定の期間にはタイミング制御部５０に入力されるビ
デオデータに対応するビデオデータを伝達し，残りの期間にはブラック階調に対応するビ
デオデータを伝達しなければならない。
【００４４】
　画像表示部３０は，走査線Ｓ１～Ｓｎ及びデータ線Ｄ１～Ｄｍによって定義された複数
の画素４０を含む。また，画像表示部３０は，外部から第１電源電圧ＶＤＤ及び第２電源
電圧ＶＳＳの印加を受ける。ここで，第１電源電圧ＶＤＤ及び第２電源電圧ＶＳＳは，そ
れぞれの画素４０に伝達される。画素４０のそれぞれは，画素自身に供給されるデータ信
号に対応する画像を表示する。
【００４５】
　タイミング制御部５０は，走査駆動部制御信号ＳＣＳを走査駆動部１０に供給し，デー
タ駆動部制御信号ＤＣＳ及びビデオデータをデータ駆動部に供給する。
【００４６】
　図２は，図１の有機発光表示装置に採用されたデータ駆動部の一実施形態，特にデータ
駆動部２０がデータ電圧とブラック階調に対応する電圧を選択することができる機能を持
つ場合の一実施形態を示す説明図である。
【００４７】
　図２を参照すれば，データ駆動部はシフトレジスタ２１，データラッチ２２，Ｄ／Ａ変
換器２３及び選択器２４を含む。
【００４８】
　シフトレジスタ２１は，水平クロック信号ＨＣＬＫ及び水平同期信号ＨＳＹＮＣに対応
してデータラッチ２２を制御する機能を遂行する。水平クロック信号ＨＣＬＫ及び水平同
期信号ＨＳＹＮＣは，図１のデータ駆動部制御信号ＤＣＳの一種である。
【００４９】
　データラッチ２２は，ビデオデータＤａｔａが順次入力され，並列的にＤ／Ａ変換器２
３に出力する。データラッチ２２は，シフトレジスタ２１から出力される制御信号によっ
て制御される。
【００５０】
　Ｄ／Ａ変換器２３は，上記データラッチから並列的に出力される信号をアナログ電圧に
変換して出力する。
【００５１】
　選択器２４は，発光サブフレーム期間には，Ｄ／Ａ変換器２３の出力電圧をデータ線に
出力し，非発光サブフレーム期間にはブラック階調に対応する電圧Ｖｂｌａｃｋをデータ
線に出力する。
【００５２】
　図３は，図１の有機発光表示装置に採用された画素の一実施形態を示す回路図である。
【００５３】
　図３を参照すれば，画素は有機発光ダイオードＯＬＥＤ及び画素回路を含む。画素回路
は，スイッチングトランジスタＭ１，駆動トランジスタＭ２，キャパシタＣｓｔを含む。
【００５４】
　スイッチングトランジスタＭ１は，走査線Ｓｎに印加される走査信号によって，データ
線Ｄｍに印加されるデータ電圧をキャパシタＣｓｔに伝達する。キャパシタＣｓｔは，走
査信号が印加される期間に上記伝達されたデータ電圧を充電し，走査信号が印加されない
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期間中維持する。
【００５５】
　駆動トランジスタＭ２は，キャパシタＣｓｔの電圧に対応する電流を有機発光ダイオー
ドＯＬＥＤに伝達する。有機発光ダイオードＯＬＥＤは，上記伝達された電流によって発
光する。
【００５６】
　第２トランジスタのソースには，第１電源電圧ＶＤＤが印加され，有機発光ダイオード
ＯＬＥＤには第２電源電圧ＶＳＳが印加される。
【００５７】
　図４は，図１の有機発光表示装置を駆動する駆動方法を示す信号図である。
【００５８】
　図１及び４を参照すれば，１フレームは，複数個のサブフレームの一実施形態として４
個のサブフレームＳＦ１，ＳＦ２，ＳＦ３，ＳＦ４で構成される。各サブフレーム期間に
走査線Ｓ１～Ｓｎに走査信号が順次印加される。
【００５９】
　第１サブフレームＳＦ１は，発光サブフレームであり，第１サブフレームＳＦ１の走査
信号が印加される時データ線Ｄｍにはデータ電圧Ｖｄａｔａ１～Ｖｄａｔａｎが印加され
る。したがって，画像表示部３０は第１サブフレームＳＦ１期間に印加されたデータ電圧
Ｖｄａｔａ１～Ｖｄａｔａｎに対応して発光する。
【００６０】
　第２～第４サブフレームＳＦ２，ＳＦ３，ＳＦ４は，非発光サブフレームであり，第２
～第４サブフレームＳＦ２，ＳＦ３，ＳＦ４の走査信号が印加される時，データ線Ｄｍに
はブラック階調にあたる電圧Ｖｂｌａｃｋが印加される。したがって，画像表示部３０は
，第２～第４サブフレームＳＦ２，ＳＦ３，ＳＦ４期間に印加されたブラック階調に対応
する電圧によってブラック階調にあたる画像を表示するようになる。
【００６１】
　図４では，サブフレームの個数が４個であるが，サブフレームの個数が２個以上であれ
ばよい。また，図４では第１サブフレームＳＦ１のみが発光サブフレームであり，残りの
サブフレームＳＦ２，ＳＦ３，ＳＦ４は非発光サブフレームであるか，複数のサブフレー
ムの中１サブフレーム以上が発光サブフレームで，１サブフレーム以上が非発光サブフレ
ームであればよい。
【００６２】
　もし，２個以上のサブフレームで発光サブフレームの場合には，一画素に伝達されるデ
ータ電圧は，１フレームに含まれたすべての発光サブフレームに対して同一であることも
可能であり，各発光サブフレームごとに異なることもある。
【００６３】
　また，図４では４個のサブフレームの長さが同一であるが，１フレームを構成するサブ
フレームの長さが互いに異なる場合でもよい。また，図４では発光サブフレームが１フレ
ームの一番前に位置するが，発光サブフレームが１フレームの中間や後に位置してもよい
。
【００６４】
　ブラック階調に対応する電圧は，画素がブラック階調を表現する電圧である。しかし，
各画素に含まれるトランジスタのしきい値電圧ＶＴＨの誤差が発生することができるので
，一画素にはブラック階調に対応する電圧がしきい値電圧の誤差が大きい他の画素ではブ
ラックではないグレーの階調にあたる電圧になることができる。
【００６５】
　したがって，望ましくは，ブラック階調に対応する電圧は，画像表示部３０に含まれる
すべての画素がブラック階調を表現する電圧である。ブラック階調に対応する電圧は例え
ば第１電源電圧ＶＤＤであってもよい。
【００６６】
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　以下，従来の技術による有機発光表示装置と本発明の第１実施形態による有機発光表示
装置のしきい値電圧の誤差（△Ｖｔｈ）が輝度の誤差平均，すなわち有機発光ダイオード
に流れる電流の誤差平均（Ｅ△ＩＯＬＥＤ）に与える影響を検討する。
【００６７】
　従来の技術による場合，すなわち，１フレーム期間中持続的に発光する場合の有機発光
ダイオードＯＬＥＤに流れる電流は数式１のとおりである。
【００６８】
ＩＯＬＥＤ１　＝　ＩＤ　＝（β／２）（ＶＧＳ１－ＶＴＨ）２　・・・（数式１）
【００６９】
　ここで，ＩＯＬＥＤ１は従来の技術による場合の有機発光ダイオードＯＬＥＤに流れる
電流，ＩＤは駆動トランジスタＭ２のソースからドレイン方向に流れる電流である。従来
の技術による場合，ＶＧＳ１は駆動トランジスタＭ２のゲートとソースの間の電圧，ＶＴ
Ｈは駆動トランジスタＭ２のしきい値電圧，βは利得係数を示す。
【００７０】
　従来の有機発光表示装置でしきい値電圧に誤差（△Ｖｔｈ）が発生する場合，有機発光
ダイオードに流れる電流の誤差（△ＩＯＬＥＤ１）は数式２のように表現することができ
る。
【００７１】
△ＩＯＬＥＤ１　＝　（β／２）（ＶＧＳ１－ＶＴＨ＋△Ｖｔｈ）２　-（β／２）（Ｖ
ＧＳ１－ＶＴＨ）２

　　　　　　＝　（β／２）（２△Ｖｔｈ（ＶＧＳ１－ＶＴＨ）＋△Ｖｔｈ２）
・・・（数式２）
【００７２】
　従来の技術による有機発光表示装置の場合，１フレーム期間中同一の電流が流れるので
，有機発光ダイオードに流れる電流の誤差平均（Ｅ（△ＩＯＬＥＤ１））は，有機発光ダ
イオードに流れる電流の誤差△（ＩＯＬＥＤ１）と同一の値を持つ。すなわち，有機発光
ダイオードに流れる電流の誤差平均（Ｅ（△ＩＯＬＥＤ１））は，数式３のように表現す
ることができる。
【００７３】
Ｅ（△ＩＯＬＥＤ１）　＝　△ＩＯＬＥＤ１　＝　（β／２）（２△Ｖｔｈ（ＶＧＳ１－
ＶＴＨ）＋△Ｖｔｈ２）・・・（数式３）
【００７４】
　本発明による有機発光表示装置の場合，しきい値電圧に誤差（△Ｖｔｈ）が発生する場
合，有機発光ダイオードに流れる電流の誤差（△ＩＯＬＥＤ２）は数式４のように表現す
ることができる。
△ＩＯＬＥＤ２　＝　（β／２）（ＶＧＳ２－ＶＴＨ＋△Ｖｔｈ）２　-（β／２）（Ｖ
ＧＳ２－ＶＴＨ）２　・・・（数式４）
【００７５】
　数式４においてＶＧＳ２は，本発明による有機発光表示装置の駆動トランジスタＭ２の
ゲートとソースの間の電圧を示す。本発明の一実施形態による有機発光表示装置として，
１フレームはＮ個のサブフレームを持ち，サブフレームの中で第１サブフレームのみがデ
ータ電圧Ｖｄａｔａによって発光し，残りのサブフレームはオフ状態の電圧によってブラ
ック階調の輝度を表示する場合であると仮定し，さらに輝度は有機発光ダイオードに流れ
る電流に比例すると仮定すれば，第１サブフレームでのＶＧＳ２－ＶＴＨ　＝　（ＶＧＳ
１－ＶＴＨ）√Ｎになると本発明の第１実施形態による駆動方法と従来の技術による駆動
方法が１フレームに対して平均的に同一の輝度を表示するようになる。ここで　√Ｎは，
Ｎの自乗根を意味する。よって，△ＩＯＬＥＤ２は数式５のように表現することができる
。
【００７６】
△ＩＯＬＥＤ２　＝　（β／２）（（ＶＧＳ１－ＶＴＨ）√Ｎ　＋　△Ｖｔｈ）２　-（
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β／２）（（ＶＧＳ１－ＶＴＨ）√Ｎ）２

　　　＝　（β／２）（２△Ｖｔｈ（ＶＧＳ１－ＶＴＨ）√Ｎ　＋　△Ｖｔｈ２）
・・・（数式５）
【００７７】
　１フレーム期間の中で第１サブフレーム期間のみに有機発光ダイオードが発光し，残り
のＮ－１サブフレーム期間にはオフ状態にあるので，有機発光ダイオードに流れる電流の
誤差平均（Ｅ（△ＩＯＬＥＤ２））は，数式６のように表現することができる。
Ｅ（△ＩＯＬＥＤ２）　＝　△ＩＯＬＥＤ２／Ｎ　＝　（β／２）（２△Ｖｔｈ（ＶＧＳ
１－ＶＴＨ）／√Ｎ　＋　△Ｖｔｈ２／Ｎ）・・・（数式６）
【００７８】
　従来の技術による有機発光表示装置の電流の誤差平均（Ｅ（△ＩＯＬＥＤ１））を表現
した数式３と，本発明の実施形態による有機発光表示装置の電流の誤差平均（Ｅ（△ＩＯ
ＬＥＤ２））を表現した数式６を比べて見れば，本発明の実施形態による有機発光表示装
置の電流の誤差平均（Ｅ△ＩＯＬＥＤ２））は，Ｎが大きくなるにつれてはるかに小さく
なることが分かる。したがって，本発明による有機発光表示装置はしきい値電圧ＶＴＨの
誤差が輝度に与える影響を減らすことによって，均一度を向上させることができるという
效果がある。
【００７９】
　これに類似する效果を持つ駆動方法として，図３の駆動トランジスタＭ２と有機発光ダ
イオードＯＬＥＤの間で発光制御信号によって動作するトランジスタを一つ追加すること
で，発光制御信号によって有機発光ダイオードＯＬＥＤに電流の供給可否を制御する駆動
方法が考えられる。すなわち，発光制御信号によって１フレーム内に発光期間と，非発光
期間を区分する方法が考えられる。
【００８０】
　しかし，このような駆動方法による場合，発光制御信号によって動作するトランジスタ
をもう一つ追加しなければならないので，より回路が複雑になる。発光制御信号を追加的
に発生させなければならないので，走査駆動部を新たに設計しなければならず，発光制御
信号を画素に伝達するための発光制御線が追加されなければならないので表示装置の開口
率が減少する恐れがある。
【００８１】
　これに反して，本実施形態による有機発光表示装置は，発光制御信号によって動作する
トランジスタと発光制御信号を伝達する発光制御線の追加や新しい走査駆動部の設計を要
せず，既存に広く使われる走査駆動部の動作周波数のみを増加させることで，１フレーム
内で発光期間と非発光期間を区分することができるという長所がある。
【００８２】
　図５は，本発明の第２実施形態による有機発光表示装置を示す説明図である。
【００８３】
　図５を参照すれば，有機発光表示装置は走査駆動部１１０，データ駆動部１２０，画像
表示部１３０，及びタイミング制御部１５０を具備する。有機発光表示装置はフレーム単
位で画像表示部１３０に画像を表示する。１フレームは複数のサブフレームで構成される
。
【００８４】
　走査駆動部１１０は，走査線Ｓ１～Ｓｎを駆動する。このような，走査駆動部１１０は
走査駆動部制御信号ＳＣＳに応答して走査信号を生成し，生成された走査信号を走査線Ｓ
１～Ｓｎに順次供給する。走査駆動部１１０は，サブフレームごとに複数の走査線に走査
信号Ｓ１～Ｓｎを順次印加する。
【００８５】
　データ駆動部１２０は，データ線Ｄ１Ｒ，Ｄ１Ｇ，Ｄ１Ｂ～ＤｍＲ，ＤｍＧ，ＤｍＢを
駆動する。このようなデータ駆動部１２０は，データ駆動部制御信号ＤＣＳ及びビデオデ
ータに応答してデータ電圧を生成し，生成されたデータ電圧をデータ線Ｄ１Ｒ，Ｄ１Ｇ，
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Ｄ１Ｂ～ＤｍＲ，ＤｍＧ，ＤｍＢに供給する。
【００８６】
　データ駆動部１２０は，１フレームを構成する複数のサブフレーム中，発光サブフレー
ムにはデータ線Ｄ１Ｒ，Ｄ１Ｇ，Ｄ１Ｂ～ＤｍＲ，ＤｍＧ，ＤｍＢにデータ電圧を供給し
，１フレームを構成する複数のサブフレーム中，非発光サブフレームにはデータ線Ｄ１Ｒ
，Ｄ１Ｇ，Ｄ１Ｂ～ＤｍＲ，ＤｍＧ，ＤｍＢにブラック階調に対応する電圧を印加する。
【００８７】
　このような動作は，データ駆動部１２０がデータ電圧とブラック階調に対応する電圧を
選択することができる機能を持つことによって遂行され，データ駆動部１２０がブラック
階調に対応するビデオデータをタイミング制御部１５０から供給してもらうことで遂行さ
れることもできる。
【００８８】
　特に，後者の場合には，タイミング制御部１５０はデータ駆動部１２０に所定の期間に
はタイミング制御部１５０に入力されるビデオデータに対応するビデオデータを伝達し，
残りの期間にはブラック階調に対応するビデオデータを伝達できなければならない。
【００８９】
　画像表示部１３０は，走査線Ｓ１～Ｓｎ及びデータ線Ｄ１～Ｄｍによって定義された複
数の画素１４０を含む。また，画像表示部１３０は外部から第１電源電圧ＶＤＤ及び第２
電源電圧ＶＳＳの印加を受ける。ここで，第１電源電圧ＶＤＤ及び第２電源電圧ＶＳＳは
各々の画素１４０に伝達される。画素１４０の各々は，自分に供給されるデータ信号に対
応する画像を表示する。
【００９０】
　タイミング制御部１５０は，走査駆動部制御信号ＳＣＳを走査駆動部１１０に供給し，
データ駆動部制御信号ＤＣＳ及びビデオデータをデータ駆動部に供給する。ビデオデータ
は赤，緑，青ビデオデータを具備することができる。また，ビデオデータは白ビデオデー
タを追加的に具備することができる。
【００９１】
　一方，有機発光表示装置の有機発光ダイオードは，材料の特性によって同一のデータ信
号が印加されても互いにことなる輝度の光を発生する。例えば，緑有機発光ダイオードの
発光効率が青有機発光ダイオードと赤有機発光ダイオードに比べて相対的に低いことがあ
る。このように有機発光ダイオードごとに互いに異なる効率の光を生成すると，ホワイト
バランスがあわず，所望の色相の画像を表示することができない。
【００９２】
　したがって，本実施形態による有機発光表示装置では，ホワイトバランスを考慮して１
フレームを構成するサブフレームの中で発光サブフレームの個数を赤有機発光ダイオード
，緑有機発光ダイオード及び青有機発光ダイオードに応じて異にする。
【００９３】
　言い換えれば，本実施形態では緑画素にデータ電圧を伝達するデータ線Ｄ＿Ｇ１～Ｄ＿
Ｇｍの発光サブフレームの個数をもっとも大きく設定し，青画素にデータ電圧を伝達する
データ線Ｄ１Ｂ～ＤｍＢ及び赤画素にデータ電圧を伝達するデータ線Ｄ１Ｒ～ＤｍＲの発
光サブフレームの個数を小さく設定する。すると，赤画素，緑画素及び青画素のホワイト
バランスをある程度合わせることができ（ホワイトバランスの調整度を向上することがで
き），これによって表示品質を高めることができる。
【００９４】
　図６は，図５の有機発光表示装置に採用されたデータ駆動部の一実施形態であり，特に
データ駆動部１２０がデータ電圧とブラック階調に対応する電圧を選択することができる
機能を持つ場合の一実施形態を示す説明図である。
【００９５】
　図６を参照すれば，データ駆動部はシフトレジスタ１２１，データラッチ１２２，Ｄ／
Ａ変換器１２３及び選択器１２４を含む。
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【００９６】
　シフトレジスタ１２１は，水平クロック信号ＨＣＬＫ及び水平同期信号ＨＳＹＮＣに対
応してデータラッチ１２２を制御する機能をもつ。水平クロック信号ＨＣＬＫ及び水平同
期信号ＨＳＹＮＣは，図５のデータ駆動部制御信号ＤＣＳの一種である。
【００９７】
　データラッチ１２２は，赤ビデオデータＲ，緑ビデオデータＧ及び青ビデオデータＢを
順次入力してもらい，並列的にＤ／Ａ変換器１２３に出力する。データラッチ１２２はシ
フトレジスタ２１から出力される制御信号によって制御される。
【００９８】
　Ｄ／Ａ変換器１２３は，上記データラッチから並列的に出力される信号をアナログ電圧
に変換して出力する。選択器１２４は，発光サブフレーム期間にはＤ／Ａ変換器１２３の
出力電圧をデータ線Ｄ１Ｒ，Ｄ１Ｇ，Ｄ１Ｂ～ＤｍＲ，ＤｍＧ，ＤｍＢに出力し，非発光
サブフレーム期間にはブラック階調に対応する電圧Ｖｂｌａｃｋをデータ線に出力する。
【００９９】
　この場合，１フレームを構成するサブフレームの中で発光サブフレームの個数はホワイ
トバランスを考慮して赤有機発光ダイオード，緑有機発光ダイオード及び青有機発光ダイ
オードによって異にする。
【０１００】
　図７は，図５の有機発光表示装置に採用された赤画素，青画素及び緑画素の一実施形態
を示す回路図である。
【０１０１】
　図７を参照すれば，赤画素１４０Ｒは赤有機発光ダイオードＯＬＥＤＲ及び画素回路を
含み，緑画素１４０Ｇは緑有機発光ダイオードＯＬＥＤＧ及び画素回路を含み，青画素１
４０Ｂは青有機発光ダイオードＯＬＥＤＢ及び画素回路を含む。各画素回路はスイッチン
グトランジスタＭ１’，駆動トランジスタＭ２’，キャパシタＣｓｔ’を含む。
【０１０２】
　スイッチングトランジスタＭ１’は，走査線Ｓｎに印加される走査信号によって，デー
タ線Ｄｍに印加されるデータ電圧をキャパシタＣｓｔ’に伝達する。キャパシタＣｓｔ’
は走査信号が印加される期間に上記伝達されたデータ電圧を充電し，走査信号が印加され
ない期間中維持する。
【０１０３】
　駆動トランジスタＭ２’は，キャパシタＣｓｔ’の電圧に対応する電流を有機発光ダイ
オードＯＬＥＤに伝達する。有機発光ダイオードＯＬＥＤは，上記伝達された電流によっ
て発光する。
【０１０４】
　第２トランジスタのソースには，第１電源電圧ＶＤＤが印加され，有機発光ダイオード
ＯＬＥＤには第２電源電圧ＶＳＳが印加される。
【０１０５】
　図８は，図５の有機発光表示装置を駆動する駆動方法を示す信号図である。
【０１０６】
　この信号図は，緑有機発光ダイオードの発光効率が一番低く，緑有機発光ダイオードの
発光期間を長くしてホワイトバランスの調整度を向上する場合の一実施形態である。
【０１０７】
　図５及び８を参照すれば，１フレームは複数個のサブフレームの一例として，４個のサ
ブフレームＳＦ１，ＳＦ２，ＳＦ３，ＳＦ４で構成される。各サブフレーム期間に走査線
Ｓ１～Ｓｎに走査信号が順次印加される。
【０１０８】
　赤画素にデータ電圧を印加する赤データ線ＤｍＲの場合，第１サブフレームＳＦ１は発
光サブフレームであり，第１サブフレームＳＦ１の走査信号が印加される時赤データ線Ｄ
ｍＲにはデータ電圧Ｖｄａｔａ１Ｒ～ＶｄａｔａｎＲが印加される。したがって，赤デー
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タ線ＤｍＲに接続された赤画素は，第１サブフレームＳＦ１期間に印加されたデータ電圧
Ｖｄａｔａ１Ｒ～ＶｄａｔａｎＲに対応して発光する。
【０１０９】
　第２～第４サブフレームＳＦ２，ＳＦ３，ＳＦ４は非発光サブフレームであり，第２～
第４サブフレームＳＦ２，ＳＦ３，ＳＦ４の走査信号が印加される時，赤データ線ＤｍＲ
にはブラック階調にあたる電圧ＶｂｌａｃｋＲが印加される。したがって，赤データ線Ｄ
ｍＲに接続された赤画素は第２～第４サブフレームＳＦ２，ＳＦ３，ＳＦ４期間に印加さ
れたブラック階調に対応する電圧ＶｂｌａｃｋＲによってブラック階調にあたる画像を表
示する。
【０１１０】
　緑画素にデータ電圧を印加する緑データ線ＤｍＧの場合，第１及び第２サブフレームＳ
Ｆ１，ＳＦ２は発光サブフレームであり，緑データ線ＤｍＧに接続された緑画素は第１及
び第２サブフレームＳＦ１，ＳＦ２の走査信号が印加される時緑データ線ＤｍＧに印加さ
れるデータ電圧Ｖｄａｔａ１Ｇ～ＶｄａｔａｎＧに対応して発光する。
【０１１１】
　第３及び第４サブフレームＳＦ３，ＳＦ４は，非発光サブフレームであり，緑データ線
ＤｍＧに接続された緑画素は第３及び第４サブフレームＳＦ３，ＳＦ４の走査信号が印加
される時緑データ線ＤｍＧに印加されるブラック階調にあたる電圧ＶｂｌａｃｋＧによっ
てブラック階調にあたる画像を表示する。
【０１１２】
　青画素にデータ電圧を印加する青データ線ＤｍＢの場合，第１サブフレームＳＦ１は発
光サブフレームであり，青データ線ＤｍＢに接続された青画素は，第１サブフレームＳＦ
１の走査信号が印加される時青データ線ＤｍＢに印加されるデータ電圧Ｖｄａｔａ１Ｂ～
ＶｄａｔａｎＢに対応して発光する。
【０１１３】
　第２～第４サブフレームＳＦ２，ＳＦ３，ＳＦ４は，非発光サブフレームであり，青デ
ータ線ＤｍＢに接続された青画素は，第２～第４サブフレームＳＦ２，ＳＦ３，ＳＦ４の
走査信号が印加される時青データ線ＤｍＢに印加されるブラック階調にあたる電圧Ｖｂｌ
ａｃｋＢに対応してブラック階調にあたる画像を表示する。
【０１１４】
　このように１フレームを発光サブフレームと非発光サブフレームに区分して動作するこ
とで，輝度の均一性を高めることができ，発光効率が相対的に低い緑有機発光ダイオード
の駆動時間を増加させることでホワイトバランスの調整度を向上することができる。
【０１１５】
　図８では，サブフレームの個数が４個であるが，サブフレームの個数が２個以上であれ
ば，本発明の目的を果たすことができる。また，図８では４個のサブフレームの長さが同
一であるが，１フレームを構成するサブフレームの長さが互いに異なる場合であってもよ
い。
【０１１６】
　また，図８では緑データ線ＤｍＧの発光サブフレームの個数が残りのデータ線ＤｍＲ，
ＤｍＢの発光サブフレームの個数と違う場合だけが表現されているが，赤データＤｍＲ，
緑データＤｍＧ，青データＤｍＢが各各異なる場合でもよい。また，図８では発光サブフ
レームが１フレームの前に位置するが，発光サブフレームが１フレームの中間や後に位置
してもよい。
【０１１７】
　ブラック階調に対応する電圧は，画素がブラック階調を表現する電圧である。しかし，
各画素にトランジスタのしきい値電圧ＶＴＨの誤差が発生することができるので，一画素
にはブラック階調に対応する電圧がしきい値電圧の誤差が大きい他の画素では，ブラック
ではないグレーの階調にあたる電圧になることができる。
【０１１８】
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　したがって，望ましくは，ブラック階調に対応する電圧は，画像表示部１３０に含まれ
るすべての画素がブラック階調を表現する電圧である。ブラック階調に対応する電圧は，
例えば第１電源電圧ＶＤＤである。
【０１１９】
　また，赤データ線ＤｍＲに印加されるブラック階調に対応する電圧ＶｂｌａｃｋＲ，緑
データ線ＤｍＧに印加されるブラック階調に対応する電圧ＶｂｌａｃｋＧ，青データ線Ｄ
ｍＢに印加されるブラック階調に対応する電圧ＶｂｌａｃｋＢは互いに異なることもあり
，互いに同一であることもある。
【０１２０】
　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
かかる例に限定されない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範
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。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　本発明は，有機発光表示装置，有機発光表示装置の駆動方法及び画素回路の駆動方法に
適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかる有機発光表示装置を示す説明図である。
【図２】第１の実施形態にかかるデータ駆動部の一実施形態を示す説明図である。
【図３】第１の実施形態にかかる画素の一実施形態を示す回路図である。
【図４】第１の実施形態にかかる有機発光表示装置を駆動する駆動方法を示す信号図であ
る。
【図５】本発明の第２の実施形態にかかる有機発光表示装置を示す説明図である。
【図６】第２の実施形態にかかるデータ駆動部の一実施形態を示す説明図である。
【図７】第２の実施形態にかかる画素の一実施形態を示す説明図である。
【図８】第２の実施形態にかかる有機発光表示装置を駆動する駆動方法を示す信号図であ
る。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０，　１１０　　　走査駆動部
　２０，　１２０　　　データ駆動部
　３０，　１３０　　　画像表示部
　４０，　１４０　　　画素
　５０，　１５０　　　タイミング制御部
　２１，　１２１　　　シフトレジスタ
　２２，　１２２　　　データラッチ
　２３，　１２３　　　Ｄ／Ａ変換器
　２４，　１２４　　　選択器
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