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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素回路と、前記複数の画素回路に電圧を供給するデータ線と、前記データ線に
接続される制御回路と、を有する表示装置であって、
　前記複数の画素回路のそれぞれが、発光素子と、ゲート電極にかかる電圧に応じた電流
を前記発光素子に供給する駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲート電極に一
端が接続された第１容量と、前記駆動トランジスタのゲート電極とデータ線との導通を制
御する第１スイッチトランジスタと、前記駆動トランジスタのドレイン電極と前記データ
線との導通を制御する第２スイッチトランジスタと、を含み、
　前記制御回路が、前記複数の画素回路が配置された領域の外側に配置され、一端に入力
データ信号が供給される第２容量と、前記第２容量の前記他端を入力とし、前記データ線
に出力可能な第１ボルテージフォロワ回路と、前記データ線を入力とし、前記第２容量の
前記他端に出力可能な第２ボルテージフォロワ回路と、を有し、
　前記制御回路が複数のデータ線毎に設けられおり、前記制御回路と前記複数のデータ線
との間には、前記制御回路と前記複数のデータ線のうち１本の前記データ線とを選択的に
接続するスイッチ回路を有し、
　複数の前記データ線を選択し、前記画素回路のそれぞれにおいて前記第１容量に前記駆
動トランジスタの閾値電圧を保持し、１本の前記データ線を選択して、前記第１容量に保
持された駆動トランジスタの閾値電圧を、前記第２ボルテージフォロア回路を介して前記
第２容量の他端に設定した後、前記第１ボルテージフォロア回路を介して前記データ線に
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供給される電圧を前記駆動トランジスタのゲート電極に書き込むことを特徴とする表示装
置。
【請求項２】
　前記第２容量の一端にプリチャージ電圧を供給し、前記第２容量の両端をリセットする
と同時に、前記第１ボルテージフォロア回路を介して前記駆動トランジスタのゲートとド
レインにプリチャージ電圧を設定した後、前記駆動トランジスタから流れる電流によって
前記第１容量を充電することにより、前記第１容量に前記駆動トランジスタの閾値電圧を
保持することを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１容量に保持された駆動トランジスタの閾値電圧を前記第２容量の他端に設定し
た後、前記第２容量の一端に諧調電圧を供給し、前記データ線に供給される電圧が前記諧
調電圧供給後の前記第２容量の他端の電圧であることを特徴とする請求項１または２に記
載の表示装置。
【請求項４】
　前記データ線に接続されたデータ線容量を更に有し、前記第１ボルテージフォロア回路
を介して前記データ線に供給される電圧を前記データ線容量に書き込んだ後、前記第１ス
イッチトランジスタをオンにして前記データ線容量に書き込んだ電圧を前記駆動トランジ
スタのゲート電極に書き込むことを特徴とする請求項１乃至３いずれか一項に記載の表示
装置。
【請求項５】
　前記データ線が、前記複数の画素回路のうち所定の画素回路に含まれる前記第１スイッ
チトランジスタに共通して接続されることを特徴とする請求項１乃至４いずれか一項に記
載の表示装置。
【請求項６】
　さらに前記複数の画素回路の第１スイッチトランジスタに接続された制御信号線に制御
信号を供給するゲート線駆動回路を有しており、
　前記複数の画素回路は行および列方向に二次元に配列され、
　前記データ線が列方向、前記制御信号線が行方向に配設され、
　制御信号線が、行方向に配列された複数の画素回路に含まれる前記第１スイッチトラン
ジスタに共通に接続されていることを特徴とする請求項１乃至５いずれか一項に記載の表
示装置。
【請求項７】
　前記行方向に配列された複数の画素回路に含まれる前記第１スイッチトランジスタに共
通に接続されている制御信号線が、前記行方向に配列された複数の画素回路に含まれる前
記第２スイッチトランジスタにも共通に接続されていることを特徴とする請求項６に記載
の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電流制御素子である発光素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　発光素子を備えた画素回路の一例としてアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置があ
り、アクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置の画素回路として、表示する階調に応じて
入力データ電圧を設定する電圧プログラミング型画素回路が知られている。
【０００３】
　このような画素回路は、入力データ電圧に基づく電流を有機ＥＬ素子に供給する駆動ト
ランジスタを有するのが一般的である。しかし、駆動トランジスタによって閾値電圧にば
らつきがあるため、画素回路毎に同じ入力データ電圧を設定しても有機ＥＬ素子の輝度に
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ばらつきが生じるという問題がある。
【０００４】
　この問題を解決する方法として、特許文献１には、駆動トランジスタの閾値電圧のばら
つきの影響をキャンセルする電圧プログラミング型画素回路が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２７１０９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の画素回路は、２つのトランジスタと２つの容量を有しており、電流
制御素子に並列に接続された寄生容量ＣＬを、駆動トランジスタのゲート電極とソース電
極の間に接続された保持容量ＣＳよりも大きくしている。このため、入力映像信号レベル
を小さくすることができ、消費電力の点からも有利であると記載されている。
【０００７】
　しかしながら、大きな容量を形成するには大きなレイアウト面積を必要とする。また、
寄生容量ＣＬは画素回路毎に設けられるため、１画素回路当たりに必要な領域が大きくな
り、高精細化が難しいという問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、表示品質を損なうことがなく、かつ１画素回路当たりに必要な領域
を大きくすることなく高精細化が可能な表示装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明は、複数の画素回路と、前記複数の画素回路に電圧
を供給するデータ線と、前記データ線に接続される制御回路と、を有する表示装置であっ
て、
　前記複数の画素回路のそれぞれが、発光素子と、ゲート電極にかかる電圧に応じた電流
を前記発光素子に供給する駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲート電極に一
端が接続された第１容量と、前記駆動トランジスタのゲート電極とデータ線との導通を制
御する第１スイッチトランジスタと、前記駆動トランジスタのドレイン電極と前記データ
線との導通を制御する第２スイッチトランジスタと、を含み、
　前記制御回路が、前記複数の画素回路が配置された領域の外側に配置され、一端に入力
データ信号が供給される第２容量と、前記第２容量の前記他端を入力とし、前記データ線
に出力可能な第１ボルテージフォロワ回路と、前記データ線を入力とし、前記第２容量の
前記他端に出力可能な第２ボルテージフォロワ回路と、を有し、
　前記制御回路が複数のデータ線毎に設けられおり、前記制御回路と前記複数のデータ線
との間には、前記制御回路と前記複数のデータ線のうち１本の前記データ線とを選択的に
接続するスイッチ回路を有し、
　複数の前記データ線を選択し、前記画素回路のそれぞれにおいて前記第１容量に前記駆
動トランジスタの閾値電圧を保持し、１本の前記データ線を選択して、前記第１容量に保
持された駆動トランジスタの閾値電圧を、前記第２ボルテージフォロア回路を介して前記
第２容量の他端に設定した後、前記第１ボルテージフォロア回路を介して前記データ線に
供給される電圧を前記駆動トランジスタのゲート電極に書き込むことを特徴とする表示装
置を提供するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、駆動トランジスタによる閾値電圧のばらつきの影響を受けることがな
いため、表示品質を損なうことのない表示装置を実現できる。また、画素回路毎に設ける
容量が大きくなることがないため、１画素回路当たりに必要な領域を大きくすることなく
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高精細化が可能な表示装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明を適用した表示装置の全体構成を示す概略ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に用いる画素回路と制御回路の構成である。
【図３】本発明の第１の実施形態における図２の画素回路と制御回路のタイミングチャー
トである。
【図４】本発明の第２・第３の実施形態に用いる画素回路と制御回路の構成である。
【図５】本発明の第２の実施形態における図４の画素回路と制御回路のタイミングチャー
トである。
【図６】本発明の第３の実施形態における図４の画素回路と制御回路のタイミングチャー
トである。
【図７】本発明の第４の実施形態に用いる画素回路と制御回路の構成である。
【図８】本発明の第４の実施形態における図７の画素回路と制御回路のタイミングチャー
トである。
【図９】本発明の第５の実施形態に用いる画素回路と制御回路の構成である。
【図１０】本発明の第５の実施形態における図９の画素回路と制御回路のタイミングチャ
ートである。
【図１１】本発明の表示装置を用いたデジタルスチルカメラシステムの全体構成を示すブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の表示装置を実施するための最良の形態について、図面を参照して具体的
に説明する。本発明の表示装置に用いられる発光素子は、有機ＥＬ素子、無機ＥＬ素子、
ＬＥＤ等を用いることができるが、下記実施形態は、有機ＥＬ素子を用いたアクティブマ
トリクス型表示装置に好適に用いている。
【００１３】
　図１は本発明を適用したアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置の全体構成を示す概
略ブロック図である。１は基板上に形成される表示領域であり、表示領域１にはマトリク
ス状に複数配置された画素回路５を有する。画素回路５は発光素子を含んでいる。外部回
路（不図示）から入力された入力データ信号（Ｖｉｄｅｏ）は複数の映像信号線を介して
制御回路２（以下、「列制御回路２」という。）に入力される。列制御回路２は、表示領
域１の外側に配置され、外部回路から入力されたＴ0制御信号によって、複数のデータ線
４への出力電圧を制御する。３はゲート線駆動回路であり、複数の画素回路５にＰ制御信
号線（Ｐ（１）、Ｐ（２）・・・Ｐ（ｎ）、ｎは自然数）を行毎に供給する。図１では、
入力データ信号やＴ0制御信号、Ｐ制御信号が外部回路から供給される例を示したが、本
発明はこの構成に限定されず、同一基板上に例えばＣＯＧ法で実装されたコントローラー
からの出力信号を入力データ信号や制御信号として供給しても良い。
【００１４】
　〔第１の実施形態（参考形態）〕
　図２に第１の実施形態における列制御回路２と表示領域１内の３列１行の画素回路５の
構成を示す。この実施形態ではデータ線を複数有しており、さらに制御回路がデータ線毎
に備えられ、所定の画素回路と接続している。
【００１５】
　列制御回路２の一つのブロックは列毎に配置され、１つの容量（Ｃｓ）、３つのトラン
ジスタ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）、２つのボルテージフォロア回路（Ｂ１、Ｂ２）を有する。
入力データ信号が供給される映像信号線ＶｄａｔａはスイッチトランジスタＳ１のソース
又はドレインの一方と、列制御容量Ｃｓ（第２容量）の一端と接続される。スイッチトラ
ンジスタＳ１のソース又はドレインの他方は列制御容量Ｃｓの他端と、スイッチトランジ
スタＳ２のソース又はドレインの一方と、ボルテージフォロア回路Ｂ１の入力端子と接続
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される。ボルテージフォロア回路Ｂ１の出力端子はスイッチトランジスタＳ３のソース又
はドレインの一方と接続される。スイッチトランジスタＳ３のソース又はドレインの他方
はデータ線と、ボルテージフォロア回路Ｂ２の入力端子と接続される。ボルテージフォロ
ア回路Ｂ２の出力端子はスイッチトランジスタＳ２のソース又はドレインの他方と接続さ
れる。
【００１６】
　画素回路５は、有機ＥＬ素子、駆動トランジスタＭ１、保持容量Ｃｐ（第１容量）、ス
イッチトランジスタＭ２（第１スイッチトランジスタ）、スイッチトランジスタＭ３（第
２スイッチトランジスタ）を有する。駆動トランジスタＭ１は、ゲート電極にかかる電圧
に応じた電流を有機ＥＬ素子に供給する。保持容量Ｃｐは、駆動トランジスタＭ１のゲー
ト電極に一端が接続され、ゲート電極にかかる電圧を保持する。スイッチトランジスタＭ
２は、駆動トランジスタＭ１のゲート電極とデータ線との導通を制御し、スイッチトラン
ジスタＭ３は、駆動トランジスタＭ１のドレイン電極とデータ線の導通を制御する。
【００１７】
　駆動トランジスタＭ１のソースは電流供給線ＶＯＬＥＤと接続される。駆動トランジス
タＭ１のゲートは、一端が電流供給線ＶＯＬＥＤに接続された保持容量Ｃｐの他端と、ソ
ース又はドレインの一方がデータ線に接続されたスイッチトランジスタＭ２のソース又は
ドレインの他方と接続される。駆動トランジスタＭ１のドレインは、ソース又はドレイン
の一方がデータ線に接続されたスイッチトランジスタＭ３のソース又はドレインの他方と
接続される。駆動トランジスタＭ１のドレインは更に、ソース又はドレインの一方が有機
ＥＬ素子のアノードに接続されたスイッチトランジスタＭ４のソース又はドレインの他方
と接続される。有機ＥＬ素子のカソードは全画素共通で設けられた共通電位ＶＯＣＯＭと
接続される。スイッチトランジスタＭ２のゲートはＰ１制御信号線と接続され、スイッチ
トランジスタＭ３のゲートはＰ２制御信号線と接続され、スイッチトランジスタＭ４のゲ
ートはＰ３制御信号線と接続される。
【００１８】
　データ線は、列制御容量Ｃｓの他端にかかる電圧を供給する。また、データ線は行制御
信号線との交差部や隣接配線間等によって形成されるデータ線容量Ｃｄと接続される。
【００１９】
　本実施形態では列制御回路２を構成するトランジスタをＮＭＯＳとし、画素回路５を構
成するトランジスタをＰＭＯＳとしたが、列制御回路２及び画素回路５を構成するトラン
ジスタはこれらの極性に限定されない。列制御回路２及び画素回路５を構成する全てのト
ランジスタをＮＭＯＳ又はＰＭＯＳの単チャネルとしても良いし、ＮＭＯＳ、ＰＭＯＳを
混在させた構成の列制御回路２及び画素回路５としても良い。
【００２０】
　次に、具体的な回路動作について図３のタイミングチャートを用いて１つの画素回路に
着目して説明する。
【００２１】
　時刻ｔ０から時刻ｔ１直前において、ＰＲＥ制御信号線及びＳＥＴ制御信号線がＨレベ
ルであり、ＣＰ制御信号線がＬレベルである。つまり、スイッチトランジスタＳ１及びＳ
３がオンであり、Ｓ２がオフである。画素回路５では、Ｐ１制御信号及びＰ２制御信号が
Ｌレベルであり、Ｐ３制御信号がＨレベルである。つまり、スイッチトランジスタＭ２及
びＭ３がオンであり、スイッチトランジスタＭ４はオフである。この時、映像信号線Ｖｄ
ａｔａからプリチャージ電圧（ＶＰＲＥ）が供給される。よって、列制御容量Ｃｓの両端
がリセットされると同時に、スイッチトランジスタＳ１、ボルテージフォロア回路Ｂ１、
スイッチトランジスタＳ３、データ線を介して駆動トランジスタＭ１のゲートとドレイン
にプリチャージ電圧が設定される。ここでいうプリチャージ電圧とは、駆動トランジスタ
Ｍ１を駆動する状態の電圧のことで、具体的には、駆動トランジスタＭ１のゲート‐ソー
ス間電圧を駆動トランジスタＭ１の閾値電圧（Ｖｔｈ）よりも十分大きくする電圧である
。この時、スイッチトランジスタＭ４はオフであり有機ＥＬ素子に電流を供給しないので
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発光しない［プリチャージ期間］。
【００２２】
　時刻ｔ１から時刻ｔ２直前において、ＰＲＥ制御信号線及びＳＥＴ制御信号線がＨレベ
ルからＬレベルに変化して、ＣＰ制御信号線がＬレベルからＨレベルに変化する。つまり
、スイッチトランジスタＳ１及びＳ３がオンからオフになり、Ｓ２がオフからオンになる
。３つの制御信号線（Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３）は時刻ｔ０の状態を維持している。この時、駆
動トランジスタＭ１からの電流が流れなくなるまでに駆動トランジスタＭ１のゲートに流
れ込む電流量に応じて、保持容量Ｃｐやデータ線容量Ｃｄを充電する。よって、駆動トラ
ンジスタＭ１のゲート電位、ドレイン電位、データ線電位が上昇する。そして、時刻ｔ２
において、Ｐ２制御信号がＬレベルからＨレベルに変化するので、スイッチトランジスタ
Ｍ３がオンからオフになる。つまり、駆動トランジスタＭ１の閾値電圧（Ｖｔｈ）が保持
容量Ｃｐ及びデータ線容量Ｃｄに設定される。また、データ線、ボルテージフォロア回路
Ｂ２、スイッチトランジスタＳ２を介して列制御容量Ｃｓの他端電圧Ｖｄに閾値電圧が設
定される（Ｖｄ＝Ｖｔｈ）［オートゼロ期間］。
【００２３】
　時刻ｔ２から時刻ｔ３直前において、ＣＰ制御信号線がＨレベルからＬレベルに変化し
て、ＳＥＴ制御信号線がＬレベルからＨレベルに変化する。ＰＲＥ制御信号線は時刻ｔ１
の状態を維持している。つまり、スイッチトランジスタＳ１及びＳ２がオフであり、スイ
ッチトランジスタＳ３がオンである。画素回路では、Ｐ２制御信号線がＬレベルからＨレ
ベルに変化する。Ｐ１制御信号線及びＰ３制御信号線は時刻ｔ１の状態を維持している。
つまり、スイッチトランジスタＭ２はオンであり、スイッチトランジスタＭ３及びＭ４は
オフである。この時、入力データ電圧がＶＰＲＥ電圧から階調電圧のＶａ電圧に変化する
。よって、列制御容量Ｃｓの一端の電圧がＶＰＲＥ電圧から階調に応じたＶａ電圧にΔＶ
電圧（＝Ｖａ－ＶＰＲＥ）だけ変化する。つまり、列制御容量Ｃｓの他端がＶｔｈ電圧に
対してΔＶだけ加算した電圧になる（Ｖｄ＝Ｖｔｈ＋ΔＶ）。そして、列制御容量Ｃｓの
他端電圧Ｖｄがボルテージフォロア回路Ｂ１、データ線を介して駆動トランジスタＭ１の
ゲートに書き込まれ、保持容量Ｃｐに保持される［電圧プログラミング期間］。
【００２４】
　時刻ｔ３において、３つの制御信号線（ＰＲＥ、ＣＰ、ＳＥＴ）は時刻ｔ２の状態を維
持している。画素回路では、Ｐ３制御信号線がＨレベルからＬレベルに変化して、Ｐ１制
御信号線がＬレベルからＨレベルに変化する。Ｐ２制御信号線は時刻ｔ２の状態を維持し
ている。つまり、スイッチトランジスタＭ２及びＭ３はオフであり、スイッチトランジス
タＭ４はオンである。よって、駆動トランジスタＭ１は有機ＥＬ素子に対して、ゲート－
ソース間電圧に応じた電流の供給を開始する。つまり、有機ＥＬ素子は発光を開始する［
発光期間］。
【００２５】
　時刻ｔ４において、Ｐ３制御信号がＬレベルからＨレベルに変化してスイッチトランジ
スタＭ４がオンからオフに変化する。よって、駆動トランジスタＭ１から有機ＥＬ素子へ
の電流供給が停止され、有機ＥＬ素子は非発光状態になる［消灯期間］。
【００２６】
　このようにして、行単位でプリチャージ期間、オートゼロ期間、電圧プログラミング期
間、発光期間、消灯期間が設定される。
【００２７】
　本実施形態によれば、保持容量Ｃｐに駆動トランジスタＭ１の閾値電圧を保持した後に
、データ電圧を駆動トランジスタＭ１のゲート電極に書き込むため、駆動トランジスタＭ
１による閾値電圧のばらつきの影響を受けることがない。このため、表示品質を損なうこ
とのない表示装置を実現できる。また、画素回路内に設けられる容量としては保持容量Ｃ
ｐのみであり、画素回路毎の容量が大きくなることはない。このため、１画素回路当たり
に必要な領域を大きくすることなく高精細化された表示装置を実現できる。
【００２８】
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　また、ここで着目すべき点は、同一列に接続している各画素回路は列単位で列制御回路
２を共通に使用して、プリチャージ動作、オートゼロ動作、電圧プログラミング動作を行
う点である。このように、複数の画素回路のスイッチトランジスタＭ２が、データ線に共
通して接続される構成、例えば画素回路のスイッチトランジスタＭ２が、列毎又は行毎に
異なるデータ線に共通して接続される構成としても良い。こうすることによって、複数の
画素回路で共通に使用する回路素子数分、画素回路毎に必要な回路素子数を削減すること
ができる。つまり、画素回路に必要な領域を小さくすることができるため、より高精細な
表示装置を実現することができる。
【００２９】
　尚、本実施形態における画素回路５の構成は図２の回路図に限定されない。スイッチト
ランジスタＭ３のソース又はドレインの一方が駆動トランジスタＭ１のゲートと、保持容
量Ｃｐの他端と、スイッチトランジスタＭ２のソース又はドレインの他方と接続される構
成でも良い。
【００３０】
　本実施形態では、ボルテージフォロア回路Ｂ１を配置することで、ボルテージフォロワ
回路Ｂ１の入力側のインピーダンスを、ボルテージフォロワの出力で低インピーダンスに
インピーダンス変換することができる。従って、入力データ電圧の変化量のΔＶ電圧（＝
Ｖａ－ＶＰＲＥ）が減衰されることなく直接、駆動トランジスタＭ１のゲート及び保持容
量Ｃｐに書き込まれる。よって、入力データ電圧を供給する制御回路の低電圧化に有効で
ある。
【００３１】
　さらに、本実施形態ではオートゼロ動作時に充電する容量を小さくすることができる。
具体的には、オートゼロ動作時に列制御容量Ｃｓを充電する必要がなくなる。これは、ボ
ルテージフォロア回路Ｂ２を配置することによって、データ線容量Ｃｄに保持された駆動
トランジスタＭ１の閾値電圧（Ｖｔｈ）を、ボルテージフォロア回路Ｂ２を介してそのま
ま列制御容量Ｃｓの他端に設定することができるからである。よって、オートゼロ動作時
に充電する容量を小さくすることができるので、オートゼロ動作に必要な時間を少なくす
ることができる。つまり、高精細な表示装置において１行に割り当てられる時間が少なく
なる場合でも、十分なオートゼロ時間を確保することができる。
【００３２】
　〔第２の実施形態〕
　図４に第２の実施形態における列制御回路２と表示領域１内の３列１行の画素回路５の
構成を示す。また、図５に第２の実施形態におけるタイミングチャートを示す。以下に上
記実施形態との違いについて説明する。
【００３３】
　上記実施形態との違いは、列制御回路２の一つのブロックが、１つの容量、３つのトラ
ンジスタ、２つのボルテージフォロア回路を有し、３つのデータ線で共通に使用している
点である。更に、３つのデータ線と列制御回路２の間にスイッチ回路６（Ｑ１、Ｑ２、Ｑ
３）を設けて、列制御回路２と３つのデータ線の一つを選択して接続する点である。
【００３４】
　時刻ｔ０から時刻ｔ１直前までの期間において、ＳＥＬ１、ＳＥＬ２、ＳＥＬ３制御信
号線がすべてＨレベルとなり、スイッチＱ１、Ｑ２、Ｑ３がオンに変化し、列制御回路２
と３本のデータ線ｄａｔａＡ、Ｂ、Ｃとが導通した状態で、３つの画素回路に対して同時
にプリチャージ動作を行う。時刻ｔ１から時刻ｔ２直前までの期間において、ＳＥＬ１、
ＳＥＬ２、ＳＥＬ３制御信号線がすべてＬレベルとなり、スイッチＱ１、Ｑ２、Ｑ３がオ
フに変化し、列制御回路２がデータ線ｄａｔａＡ、Ｂ、Ｃとが切り離される。同時に共通
の列制御回路２に接続可能な３つの画素ａ、ｂ、ｃにおいて、Ｐ１、Ｐ２制御信号がＬレ
ベルとなってスイッチトランジスタＭ２、Ｍ３がオンに変化し、同時にオートゼロ動作を
行う。そして、各画素回路の保持容量Ｃｐと各データ線のデータ線容量Ｃｄに、各画素回
路の駆動トランジスタＭ１の閾値電圧（Ｖｔｈ）が設定及び保持される。
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【００３５】
　時刻ｔ２から時刻ｔ４直前までの期間は、ＳＥＬ１制御信号線がＨレベルであり、ＳＥ
Ｌ２制御信号線及びＳＥＬ３制御信号線がＬレベルであるので、列制御回路２はデータ線
ｄａｔａＡと接続された状態になる。よって、時刻ｔ２から時刻ｔ３直前の期間において
、画素ａの駆動トランジスタＭ１の閾値電圧がボルテージフォロア回路Ｂ２を介して列制
御容量Ｃｓの他端に書き込まれ、時刻ｔ３から時刻ｔ４直前において、ＶｄａｔａＡには
画素回路ａに書き込む階調電圧が供給され、画素回路ａに対して電圧プログラミング動作
を行う。
【００３６】
　時刻ｔ４から時刻ｔ６直前までの期間は、ＳＥＬ２制御信号線がＨレベルであり、ＳＥ
Ｌ１制御信号線及びＳＥＬ３制御信号線がＬレベルであるので、列制御回路２はデータ線
ｄａｔａＢと接続された状態になる。よって、時刻ｔ４から時刻ｔ５直前において、画素
ｂの駆動トランジスタＭ１の閾値電圧がボルテージフォロア回路Ｂ２を介して列制御容量
Ｃｓの他端に書き込まれ、時刻ｔ５から時刻ｔ６直前において、ＶｄａｔａＡには画素回
路ｂに書き込む階調電圧が供給され、画素回路ｂに対して電圧プログラミング動作を行う
。
【００３７】
　時刻ｔ６から時刻ｔ８直前までの期間は、ＳＥＬ３制御信号線がＨレベルであり、ＳＥ
Ｌ１制御信号線及びＳＥＬ２制御信号線がＬレベルであるので、列制御回路はデータ線ｄ
ａｔａＣと接続された状態になる。よって、時刻ｔ６から時刻ｔ７直前において、画素ｃ
の駆動トランジスタＭ１の閾値電圧がボルテージフォロア回路Ｂ２を介して列制御容量Ｃ
ｓの他端に書き込まれ、時刻ｔ７から時刻ｔ８直前において、ＶｄａｔａＡには画素回路
ｃに書き込む階調電圧が供給され、画素回路ｃに対して電圧プログラミング動作を行う。
【００３８】
　時刻ｔ８において、列制御回路２とデータ線ｄａｔａＡ、Ｂ、Ｃとは切り離され、３つ
の画素回路ａ、ｂ、ｃにおいてＰ３制御信号がＬレベルとなってスイッチングトランジス
タＭ４がオンとなる。すると、３つの画素回路の有機ＥＬ素子が発光動作になり、それぞ
れの駆動トランジスタＭ１のゲート電圧に応じた電流が有機ＥＬ素子に流れ続け、時刻ｔ
９のＰ３制御信号がＨレベルとなってスイッチングトランジスタＭ４がオフとなる消灯動
作まで発光する。このようにして、行単位でプリチャージ期間、オートゼロ期間、電圧プ
ログラミング期間、発光期間、消灯期間が設定される。
【００３９】
　上記回路構成及び回路の駆動方法により、本実施形態においても第１の実施形態と同様
の効果を奏する。更に、本実施形態では、列制御回路２内にボルテージフォロア回路Ｂ２
を配置すると共に、列制御回路２と各データ線とをスイッチ回路６を介して接続すること
によって、各データ線容量Ｃｄに保持された各画素回路の駆動トランジスタＭ１の閾値電
圧を、選択的に列制御容量Ｃｓの他端に設定することができる。
【００４０】
　前述したように、時刻ｔ１から時刻ｔ２直前までの期間に、スイッチＱ１、Ｑ２、Ｑ３
がオフした状態で複数の画素回路に対して同時にオートゼロ動作を行い、各画素回路の保
持容量Ｃｐと各データ線のデータ線容量Ｃｄに、各画素回路の駆動トランジスタＭ１の閾
値電圧（Ｖｔｈ）が設定及び保持される。この時、各画素回路の保持容量Ｃｐと各データ
線のデータ線容量Ｃｄに保持される閾値電圧は、駆動トランジスタＭ１の特性に応じて互
いに異なっている。その後、時刻ｔ２から時刻ｔ８直前までの期間に、画素回路ごとに電
圧プログラミング動作を行う際、この閾値電圧を順次ボルテージフォロア回路Ｂ２を介し
て列制御容量Ｃｓの他端に書き込まれる。この時、列制御回路２内にボルテージフォロア
回路Ｂ２が設けられていないと、前の期間に列制御容量Ｃｓに保持された電荷量やＣｓと
ＣｐとＣｄとの容量分割の影響を受けるため、本来の閾値電圧からずれた電圧が列制御容
量Ｃｓの他端に設定されてしまう。
【００４１】
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　つまり、列制御回路２内にボルテージフォロア回路Ｂ２を配置すると共に、列制御回路
２と各データ線とをスイッチ回路６を介して接続することによって、１本の映像信号線Ｖ
ｄａｔａと列制御回路２を３本のデータ線で共用して動作させることができる。そのため
、映像信号線の配線数や映像信号線が出力されるパネル外部の外部回路や、パネル内のド
ライバに接続するためのパッド数を削減することができる。また、列制御回路２のブロッ
ク数を減らすことができ、パネルの狭額縁化に対しても有効である。
【００４２】
　尚、１本の映像信号線Ｖｄａｔａと列制御回路２を３本のデータ線で共用する構成に限
定されず、２本以上の複数のデータ線を共用する構成にしても良い。
【００４３】
　また、本実施形態のように、データ線が異なる３つの画素に対して、同時にプリチャー
ジ動作とオートゼロ動作とを行っている。従って、各データ線の画素回路毎にプリチャー
ジ動作、オートゼロ動作を行う必要がないため、より多くのプリチャージ時間やオートゼ
ロ時間を確保することができる。よって、高精細な表示装置において１行に割り当てられ
る時間が少なくなる場合でも、十分なプリチャージ時間やオートゼロ時間を確保すること
ができる。
【００４４】
　〔第３の実施形態〕
　図６に第３の実施形態におけるタイミングチャートを示す。第３の実施形態における列
制御回路２と表示領域１内の３列１行の画素回路５の構成は第２の実施形態（図４）と同
一である。以下に上記実施形態との違いについて説明する。
【００４５】
　上記実施形態との違いは、入力データ電圧に階調電圧Ｖａが入力されたとき、階調電圧
に応じた電圧が列制御容量Ｃｓとボルテージフォロア回路Ｂ１を介して、列制御回路２の
一つのブロックが接続されるデータ線容量Ｃｄに対して一旦電圧プログラミングを行う点
である。更に、その後、行単位で各データ線のデータ線容量Ｃｄから各データ線に接続さ
れる画素回路の駆動トランジスタＭ１のゲート及び保持容量Ｃｐに階調電圧に応じた電圧
が書き込まれる点である。
【００４６】
　時刻ｔ２以前は第２の実施形態と同じ動作を行う。時刻ｔ２から時刻ｔ４直前までの期
間において列制御回路２がデータ線ｄａｔａＡに接続される。時刻ｔ２から時刻ｔ３直前
において画素回路ａの駆動トランジスタＭ１の閾値電圧がボルテージフォロア回路Ｂ２を
介して列制御容量Ｃｓの他端に書き込まれる。時刻ｔ３から時刻ｔ４直前までの期間にお
いて電圧プログラミング動作を行うが、このとき画素回路のＰ１制御信号線及びＰ２制御
信号線はＨレベルである。よって、スイッチトランジスタＭ２及びＭ３はオフである。つ
まり、階調電圧に応じた電圧が列制御容量Ｃｓとボルテージフォロア回路Ｂ１を介して、
データ線ｄａｔａＡのデータ線容量Ｃｄに対して、書き込まれることになる。
【００４７】
　時刻ｔ４から時刻ｔ６直前までの期間において列制御回路２がデータ線ｄａｔａＢに接
続される。時刻ｔ４から時刻ｔ５直前までの期間において画素回路ｂの駆動トランジスタ
Ｍ１の閾値電圧がボルテージフォロア回路Ｂ２を介して列制御容量Ｃｓの他端に書き込ま
れる。時刻ｔ５から時刻ｔ６直前までの期間において、階調電圧に応じた電圧が列制御容
量Ｃｓとボルテージフォロア回路Ｂ１を介して、データ線ｄａｔａＢのデータ線容量Ｃｄ
に対して、書き込まれることになる。
【００４８】
　時刻ｔ６から時刻ｔ８直前までの期間において列制御回路２がデータ線ｄａｔａＣに接
続される。時刻ｔ６から時刻ｔ７直前までの期間において画素回路ｃの駆動トランジスタ
Ｍ１の閾値電圧がボルテージフォロア回路Ｂ２を介して列制御容量Ｃｓの他端に書き込ま
れる。時刻ｔ７から時刻ｔ８直前までの期間において、階調電圧に応じた電圧が列制御容
量Ｃｓとボルテージフォロア回路Ｂ１を介して、データ線ｄａｔａＣのデータ線容量Ｃｄ
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に対して、書き込まれることになる。
【００４９】
　時刻ｔ８から時刻ｔ９直前までの期間において、画素回路のＰ１制御信号線がＨレベル
からＬレベルに変化して、Ｐ１制御信号線が接続されている全ての画素回路のスイッチト
ランジスタＭ２がオフからオンに変化する。よって、各データ線のデータ線容量Ｃｄから
各画素回路の駆動トランジスタＭ１のゲート及び保持容量Ｃｐに階調電圧に応じた電圧が
書き込まれる。
【００５０】
　上記回路構成及び回路の駆動方法により、本実施形態においても第２の実施形態と同様
の効果を奏する。
【００５１】
　〔第４の実施形態〕
　図７に第４の実施形態における列制御回路２と表示領域１内の３列１行の画素回路５の
構成を示す。また、図８に第４の実施形態におけるタイミングチャートを示す。以下に上
記実施形態との違いについて説明をする。
【００５２】
　上記実施形態との違いは、列制御回路２の一つのブロックが切り替えて接続される列数
の画素回路のＰ１制御信号線を、列毎に複数に分割している点である（Ｐ１１、Ｐ１２、
Ｐ１３制御信号線）。つまり、列制御回路２に対して選択されていない列の画素回路のス
イッチトランジスタＭ２をオフにしている。
【００５３】
　画素回路ａに着目して説明する。時刻ｔ２以前は第２の実施形態と同様に、３つの画素
回路ａ～ｃに対して同時にプリチャージ動作とオートゼロ動作を行う。時刻ｔ２から時刻
ｔ４直前までの期間において列制御回路２がデータ線ｄａｔａＡに接続される。時刻ｔ２
から時刻ｔ３直前において、画素回路ａの駆動トランジスタＭ１の閾値電圧がボルテージ
フォロア回路Ｂ２を介して列制御容量Ｃｓの他端に書き込まれる。時刻ｔ３から時刻ｔ４
直前までの期間において、画素回路ａのスイッチトランジスタＭ２がオンであり、電圧プ
ログラミング動作して、列制御容量Ｃｓとボルテージフォロア回路Ｂ１を介して、駆動ト
ランジスタＭ１のゲート及び保持容量Ｃｐに階調電圧に応じた電圧が書き込まれる。
【００５４】
　時刻ｔ４から時刻ｔ６直前までの期間において、列制御回路２がデータ線ｄａｔａＢに
接続され、時刻ｔ４から時刻ｔ５直前までの期間において、画素回路ｂの駆動トランジス
タＭ１の閾値電圧がボルテージフォロア回路Ｂ２を介して列制御容量Ｃｓの他端に書き込
まれる。時刻ｔ５から時刻ｔ６直前までの期間において、データ線ｄａｔａＢに接続され
た画素回路が電圧プログラミング動作して、列制御容量Ｃｓとボルテージフォロア回路Ｂ
１を介して、駆動トランジスタＭ１のゲート及び保持容量Ｃｐに階調電圧に応じた電圧が
書き込まれる。
【００５５】
　時刻ｔ６から時刻ｔ８直前までの期間において、列制御回路２がデータ線ｄａｔａＣに
接続され、時刻ｔ６から時刻ｔ７直前までの期間において、画素回路ｃの駆動トランジス
タＭ１の閾値電圧がボルテージフォロア回路Ｂ２を介して列制御容量Ｃｓの他端に書き込
まれる。時刻ｔ７から時刻ｔ８直前までの期間において、データ線ｄａｔａＣに接続され
た画素回路が電圧プログラミング動作して、列制御容量Ｃｓとボルテージフォロア回路Ｂ
１を介して、駆動トランジスタＭ１のゲート及び保持容量Ｃｐに階調電圧に応じた電圧が
書き込まれる。
【００５６】
　データ線ｄａｔａＡに接続された画素回路ａは時刻ｔ４において、Ｐ１１制御信号線は
ＬレベルからＨレベルに変化して、スイッチトランジスタＭ２がオフしている。よって、
列制御回路２に選択されて接続している画素回路のみスイッチトランジスタＭ２はオンし
て、それ以外の非選択の画素回路のスイッチトランジスタＭ２はオフするようにしている
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。つまり、列制御回路２と接続されて、階調電圧に応じた電圧が列制御容量Ｃｓとボルテ
ージフォロア回路Ｂ１を介して、駆動トランジスタＭ１のゲート及び保持容量Ｃｐに書き
込まれている期間以外はスイッチトランジスタＭ２をオフしているので、階調電圧に応じ
た電圧を正確に保持容量Ｃｐに保持することができる。
【００５７】
　上記回路構成及び回路の駆動方法により、本実施形態においても第２の実施形態と同様
の効果を奏する。
【００５８】
　例えば、列毎の画素回路に発光効率が異なる発光素子を用いた場合、各発光素子の発光
に必要な電流に応じてオートゼロ終了時の電流を設定することによって表示品質を最適に
することができる。この時、列毎で異なるオートゼロ時間になるように制御することで、
オートゼロ終了時の電流を調整することができる。
【００５９】
　〔第５の実施形態〕
　図９に第５の実施形態における列制御回路２と表示領域１内の３列１行の画素回路５の
構成を示す。また、図１０に第５の実施形態におけるタイミングチャートを示す。以下に
上記実施形態との違いについて説明をする。
【００６０】
　上記実施形態との違いは、駆動トランジスタＭ１のゲートとドレインが短絡状態で電圧
プログラミング動作する点である。つまり、駆動トランジスタＭ１の電流駆動能力（β）
バラツキをキャンセルする動作を行うことができる［β補正動作］。
【００６１】
　具体的には、Ｐ１制御信号線でスイッチトランジスタＭ２及びＭ３の制御を行うように
している。時刻ｔ８以前は、第３の実施形態と同じ動作を行い、各データ線のデータ線容
量Ｃｄに、各画素回路に書き込む階調電圧に応じた電圧を列制御容量Ｃｓとボルテージフ
ォロア回路Ｂ１を介して、書き込んでいる。時刻ｔ８から時刻ｔ９直前までの期間におい
て、Ｐ１制御信号線がＨレベルからＬレベルに変化して、スイッチトランジスタＭ２及び
Ｍ３がオフからオンに変化する。よって、駆動トランジスタＭ１のゲートとドレインが短
絡状態になる。更に、各データ線のデータ線容量Ｃｄに書き込まれたデータ電圧に応じた
電圧が画素の駆動トランジスタＭ１のゲートに書き込まれる。この時、時刻ｔ９直前まで
駆動トランジスタＭ１の電流駆動能力（β）に応じてゲート電圧及びドレイン電圧が上昇
する。つまり、駆動トランジスタの電流駆動能力（β）バラツキをキャンセルすることに
なる。
【００６２】
　上記回路構成及び回路の駆動方法により、本実施形態においても第３の実施形態と同様
の効果を奏する。更に、本実施形態では、駆動トランジスタＭ１の電流駆動能力（β）バ
ラツキをキャンセルすることができるため、より表示品位を損なうことのない表示装置を
実現できる。
【００６３】
　本発明の表示装置は、複数の画素回路は行方向および列方向に二次元に配列してもよく
、データ線が列方向、制御信号線が行方向に配設され、制御信号線が、行方向に配列され
た複数の画素回路に含まれる第１スイッチトランジスタに共通に接続される構成でもよい
。
【００６４】
　上記実施形態で説明したトランジスタとしては、アモルファスシリコン薄膜トランジス
タ、ポリシリコン薄膜トランジスタや単結晶シリコントランジスタ等を適用することがで
きる。
【００６５】
　また、本発明は上記実施形態のみに限定されることなく、これらを適宜組み合わせた実
施形態においても上記と同様の効果を奏する。
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【００６６】
　上記構成の表示装置を用いて、情報表示装置を構成することができる。この情報表示装
置は携帯電話、携帯コンピュータ、デジタルスチルカメラ又はビデオカメラのいずれかの
形態をとる。もしくはそれらの各機能の複数を実現する装置である。
【００６７】
　図１１は、デジタルスチルカメラシステムの一例のブロック図である。７はデジタルス
チルカメラシステム、８は撮影部、９は映像信号処理回路、１０は本発明にかかる表示装
置、１１はメモリ、１２はＣＰＵ、１３は操作部を示す。撮影部８で撮影した映像、又は
メモリ１１に記録された映像を、映像信号処理回路９で信号処理し、表示パネル１０で見
ることができる。コントローラーは、操作部１３からの入力によって撮影部８、メモリ１
１、映像信号処理回路９等を制御するＣＰＵ１２を有し、状況に適した撮影、記録、再生
、表示を行う。また、表示装置１０は、この他にも各種電子機器の表示部として利用でき
る。
【符号の説明】
【００６８】
１：表示領域、２：制御回路（列制御回路）、３：ゲート線駆動回路、４：データ線、５
：画素回路、６：スイッチ回路、７：デジタルスチルカメラシステム、８：撮影部、９：
映像信号処理回路、１０：表示装置、１１：メモリ、１２：ＣＰＵ、１３：操作部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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