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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、複数の画素が形成され、該画素に表示信号を入力するたの複数の信号線と、
前記画素に制御信号を入力するための複数の信号線がマトリクス状に形成され、前記画素
のそれぞれには電流によって発光強度が変化する発光素子と、該発光素子を駆動するため
の画素回路が形成され、前記画素回路には、所定の駆動電流を発生する電流制限手段と、
前記所定の駆動電流を前記発光素子に供給する時間を変調する時間変調回路を具備し、前
記時間変調回路は表示信号であるアナログ電圧信号によって変調される画像表示装置であ
って、前記画素回路の外部に基準電流を発生する基準電流源を具備し、前記電流制限手段
は、前記基準電流源が発生する基準電流を基準として、前記所定の駆動電流を発生するこ
とを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　請求項１の画像表示装置であって、前記画素回路は薄膜トランジスタを用いて形成され
ていることを特徴とする画像表示装置。
【請求項３】
　請求項１の画像表示装置であって、前記画素回路はｎチャネル型あるいはｐチャネル型
のいずれか一方の薄膜トランジスタのみを用いて形成されていることを特徴とする画像表
示装置。
【請求項４】
　請求項１の画像表示装置であって、前記画素回路の外部に基準電流を発生する基準電流
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源を具備し、前記電流制限手段は、前記基準電流源が発生する基準電流の電流値情報を記
憶する記憶手段を具備していることを特徴とする画像表示装置。
【請求項５】
　請求項１の画像表示装置であって、前記画素回路の外部に基準電流を発生する基準電流
源を具備し、前記基準電流源が発生する基準電流を前記電流制限手段に供給するための複
数の配線を具備することを特徴とする画像表示装置。
【請求項６】
　請求項１の画像表示装置であって、前記画素回路の外部に基準電流を発生する基準電流
源を具備し、前記基準電流源は、前記基板上に薄膜トランジスタを用いて形成されている
ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項７】
　請求項１の画像表示装置であって、前記画素回路の外部に基準電流を発生する基準電流
源を具備し、前記基準電流源は、前記基板上に金属配線抵抗あるいはシリコン薄膜で形成
された抵抗器を用いて構成されていること特徴とする画像表示装置。
【請求項８】
　請求項１の画像表示装置であって、前記画素回路の外部に基準電流を発生する基準電流
源を具備し、前記電流制限手段は、前記基準電流源が発生する基準電流の電流値情報を記
憶する記憶手段を具備し、前記記憶手段は前記時間変調回路によりリセットされることを
特徴とする画像表示装置。
【請求項９】
　請求項１の画像表示装置であって、前記画素回路の外部に基準電流を発生する基準電流
源を具備し、前記電流制限手段は、前記基準電流源が発生する基準電流の電流値情報を記
憶する記憶手段を具備し、前記電流制限手段は、少なくとも１つの薄膜トランジスタで構
成され、前記記憶手段はキャパシタで構成され、前記基準電流源が発生した基準電流が前
記薄膜トランジスタを流れるときの前記薄膜トランジスタのゲート電圧を前記キャパシタ
が記憶することを特徴とする画像表示装置。
【請求項１０】
　請求項９の画像表示装置であって、前記キャパシタの電圧が前記時間変調回路によって
リセットされ、前記リセットによって前記薄膜トランジスタのドレイン－ソース電極間が
遮断状態になることを特徴とする画像表示装置。
【請求項１１】
　請求項９の画像表示装置であって、前記時間変調回路には三角波掃引電圧が入力され、
前記時間変調回路は、該三角波掃引電圧が予め記憶されていた前記アナログ電圧信号と一
致した際に前記キャパシタの電圧をリセットする回路により構成されたことを特徴とする
画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は画像表示装置に関する。特に本発明は画素に発光素子がある画像表示装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
画素に発光素子を使用した画像表示装置として、エレクトロルミネッセンス（以下、ＥＬ
と略す）素子を用いたＥＬディスプレイが報告されている。
さらに、アクティブマトリクス型のＥＬディスプレイでは、信号や電流を伝える配線をマ
トリクス状に配線し、画素にはＥＬ素子の他に、アクティブ素子である薄膜トランジスタ
（以下ＴＦＴと略す）で形成した画素回路を内蔵している。
画素回路がＥＬ素子の発光強度を制御する方法として、画素回路がＥＬ素子へ供給する電
圧を制御する方法と電流を制御する方法があるが、電流で制御する場合、（１）電流に比
例してＥＬ素子の発光強度が変化するので、制御しやすい。（２）電源配線による電圧降
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下を受けにくい。（３）ＥＬ素子の劣化の影響を受けにくい。という利点が得られる。電
流によってＥＬ素子の発光強度を制御する方法として、IEEE,IDEM98,pp875-878のFig.7,8
に報告されている。
ＥＬ素子を使った従来の画素を図１４に示す。画素１５０は、画素回路とＥＬ素子１５６
によって構成され、画素回路はＴＦＴ１５１～１５４、キャパシタ１５５によって構成さ
れている。表示信号であるアナログ電流ＩＤＡＤＡを画素回路に書き込むときにはＴＦＴ
１５１、１５３をＯＮにする。すると、ＴＦＴ１５１、１５２を通してＥＬ素子１５６に
電流ＩＤＡＴＡが流れ、キャパシタ１５５にはＴＦＴ１５２が電流ＩＤＡＴＡ流すのに必
要なゲート－ソース電極間電圧Ｖが記憶される。記憶した電流をＥＬ素子１５６に再現す
るときには、ＴＦＴ１５４をＯＮにし、ＴＦＴ１５２に電流を供給する。すると、キャパ
シタ１５５には電圧Ｖが記憶されていることによって、ＴＦＴ１５４を流れる電流、すな
わちＥＬ素子１５６を流れる電流は電流ＩＤＡＴＡに制限される。ＥＬ素子１５６の電流
と発光強度は比例するので、表示信号であるアナログ電流ＩＤＡＤＡに従ってＥＬ素子の
発光強度を制御することができる。電流量に比例して発光強度を変化するＥＬ素子として
有機ＥＬダイオードが知られている。このような画素を２次元的に配列し、順番に電流Ｉ
ＤＡＴＡを書き込むことによって画像を表示できる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
図１４のようにして、表示信号をアナログ電流として画素に書き込む場合、配線１６１を
通して複数の画素に順番に供給することになるのだが、配線１６１には交差する信号線や
、隣接する配線、ＥＬ素子の電極などディスプレイを構成する部品との間に発生する負荷
容量１６２がある。画素が配列された表示領域の外部の電流駆動回路１５７から、所定の
画素のＥＬ素子まで電流信号を伝えるためには、この負荷容量１６２を充電することを避
けることができない。
負荷容量１６２を充電する時間はＣ（容量）×Ｖ（電圧）＝Ｉ（電流）×ｔ（時間）の関
係から、電流に反比例する。そのため、画素が明るい表示をする場合に比べて、画素が暗
い表示をする場合、ＥＬ素子に流れる電流が少なくなるために負荷容量の充電時間が長く
なる。たとえば、最も明るい表示の時の負荷容量の充電時間が１μｓであったとすると、
１／１０の明るさを表示するときは充電時間が１０μｓ、１／１００の明るさを表示する
ときは充電時間が１００μｓになる。
一方、画素が配列された表示領域の外部の駆動回路から所定の画素のＥＬ素子まで電流信
号を伝える時間は長くても１ライン期間以内に完了する必要がある。１ライン期間は横１
列に並ぶ画素に表示情報を書き込む時間に相当し、ＱＶＧＡ（３２０画素×２４０画素）
の解像度では約６０μｓ、ＶＧＡ（６４０画素×４８０画素）の解像度では３０μｓ、Ｘ
ＧＡ（１０２４画素×７６８画素）の解像度では約２０μｓと解像度の増加に伴い減少す
る。
多階調を表示することが難しい。また、１ライン期間が短くなる解像度の高いＥＬディス
プレイを構成することが困難になる。
本発明では、画素が明るく表示するときの比較的大きな電流を基準電流として画素に書き
込み、この基準電流を基準として複数の輝度階調を発生する。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明の画像表示装置は、画素回路に所定の駆動電流を発生する電流制限手段と、所定の
駆動電流を発光素子に供給する時間を変調する時間変調回路を具備している。
さらに、本発明の画像表示装置では、前記時間変調回路はアナログ電圧信号かデジタル信
号によって変調される。
さらに、本発明の画像表示装置は、画素回路に所定の駆動電流を発生する電流制限手段と
、所定の駆動電流を基準として複数値の電流を発生する電流発生回路を具備している。
さらに、本発明の画像表示装置では、電流発生回路で発生する電流値は表示信号であるア
ナログ電圧信号によって制御される。
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さらに、本発明の画像表示装置では、電流制限手段が発生する電流は、発光素子を流れる
最大電流である。
さらに、本発明の画像表示装置では、画素回路の外部に所定の駆動電流である基準電流を
発生する基準電流源を具備し、前記電流制限手段は、前記基準電流源が発生する基準電流
に比例した電流を発生することを特徴とする画像表示装置。
【０００５】
【発明の実施の形態】
（１）本発明の第一の実施例の画素およびその周辺の回路図を図１に示す。画像を表示す
る表示領域１１には２次元的に画素１２が複数配列されている。画素１２は、ＴＦＴ１３
～１８、キャパシタ１９、２０で構成される画素回路と、ＥＬ素子２１で構成されている
。ＥＬ素子２１の陰極は共通電極２９に接続されている。ＴＦＴ１３～１８は全てｎチャ
ネル型の薄膜トランジスタである。表示領域１１には、表示信号を含むアナログ電圧信号
を伝える信号線Ｄ１、Ｄ２、基準となる電流およびＥＬ素子２１に流す電流を供給する配
線Ｅ１、Ｅ２と、画素１２の画素回路を制御する信号線Ｗ１、Ｗ２、Ｐ１、Ｐ２、Ｌ１、
Ｌ２、Ｒ１、Ｒ２とがマトリクス状に配線されている。
表示領域の外部には基準電流源２２があり、基準電流源２２はＴＦＴ２３、２４、抵抗器
２５が紙面横方向に複数配列して構成され、基準電流と電源電流を切り替える信号線Ｓ＿
ｐｏｗ、ＥＬ素子２１に電流を供給する電源２６、基準電流を発生するための電源２７と
、配線Ｅ１、Ｅ２に接続している。電源２７の陰極は接地電極２８に接続している。接地
電極２８と共通電極２９は電気的に接続している。
図２に本発明の実施例の構成図を示す。ガラス基板１の表面には、表示領域１１があり、
複数の画素１２が形成されている。
図２の本発明の実施例の構成図において、本発明の第一の実施例では、ガラス基板１の表
面には、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｐ１～Ｐｎ、Ｒ１～Ｒｎ、信号線Ｄ１～Ｄｍ、
配線Ｅ１～Ｅｍと、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｐ１～Ｐｎ、Ｒ１～Ｒｎの制御信号
を発生する走査回路２、信号線Ｄ１～Ｄｍの信号を発生する信号回路３、配線Ｅ１、Ｅ２
に電流を発生する基準電流源２２が配置されている。走査回路２、信号回路３、基準電流
源２２はそれぞれＴＦＴでガラス基板１上に形成するか、あるいは半導体ＬＳＩを取り付
けることによって構成される。走査回路２は表示領域１１の両側に配置することで、信号
線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｐ１～Ｐｎ、Ｒ１～Ｒｎへの信号の供給能力を上げることが
できる。また、信号回路３と基準電流源２２は表示領域に対して紙面上下方向いずれの辺
に配置してもかまわない。走査回路２は信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｐ１～Ｐｎ、Ｒ
１～Ｒｎに２値のデジタル信号を発生するのロジック回路である。信号回路３はＤ１～Ｄ
ｍに表示信号であるアナログ電圧信号を発生するアナログ回路である。図２には記載して
いないが、表示領域１１を覆うように共通電極２９が形成されており、画素１２のＥＬ素
子２１の陰極に接続している。画素１２のＥＬ素子２１の発光は、ガラス基板１からガラ
ス基板の背面方向に透過し、図２の図面の背面から表示画像を見ることができる。共通電
極２９を透明にした場合は、図２の図面の正面からでも表示画像を見ることができる。Ｅ
Ｌ素子には有機ＥＬダイオードを使用することができる。また、ＥＬ素子２１のそれぞれ
に、赤、緑、青の発光材料を用いることで、カラー表示をすることもできる。
ところで、図１では表示領域１１に画素１２を２×２の４つしか記述しなかったが、実用
的にはさらに多くあり、カラーＶＧＡ（６４０画素×ＲＧＢ３色×４８０画素）の解像度
場合、紙面横方向の画素数はｍ＝１９２０になり、紙面縦方向の画素数はｎ＝４８０にな
る。同様に信号線Ｄ１～Ｄｍ、配線Ｅ１～Ｅｍは１９２０本、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～
Ｗｎ、Ｐ１～Ｐｎ、Ｒ１～Ｒｎは４８０本になる。
図３（Ａ）に本発明の第一の実施例の画素の駆動電圧波形、動作電圧波形、および動作電
流波形を示す。また、図３（Ｂ）は１フレーム期間における図３（Ａ）の波形のタイミン
グチャートを示す。
図３（Ａ）の横軸は時間である。波線の部分では時間の連続性はなく、各期間Ａ１、Ａ２
、Ｂ１、Ｂ２、Ｃの順番は入れ替え可能であることを意味している。Ｓ＿ｐｏｗ、Ｌ１、
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Ｒ１、Ｐ１、Ｗ１、Ｄ１は各信号線に入力する電圧を縦軸に表している。ａ、ｂは各ノー
ドで発生する電圧を縦軸に表している。ＩＬＥＤはＥＬ素子２１に流れる電流を縦軸に表
している。いずれも図面上方向が＋方向である。Ｓ＿ｐｏｗ、Ｌ１、Ｒ１、Ｐ１、Ｗ１の
信号はそれぞれＨレベルかＬレベルである２値のロジック電圧であり、Ｄ１の信号はアナ
ログ電圧である。Ｈレベルは画素１２内のＴＦＴを全てＯＮにする電圧よりも高い電圧で
あり、Ｌレベルは画素１２内のＴＦＴを全てＯＦＦにする電圧よりも低い電圧である。図
３（Ａ）の斜線部分は複数の値を取り得るか、あるいは動作に無関係であることを示して
いる。なお、図３（Ａ）のＬ１、Ｒ１、Ｐ１、Ｗ１、Ｄ１の記号の数字”１”は、１列目
、１行目の画素１２に供給する信号を意味する数字であるので、ほかの画素の場合には対
応する列と行に数字は変更になる。
図３（Ｂ）のタイミングチャートは縦軸を表示領域１１のライン番号を、横軸に１フレー
ム期間内の時間を表している。ここで、ライン番号は表示領域の上側から何行目の画素１
２であるかを表している。
１フレーム期間は、画素に表示信号を書き込む期間Ａ、画素に基準電流を書き込む期間Ｂ
、ＥＬ素子が発光して画像を表示する期間Ｃに分かれている。さらに期間Ａは、自分の画
素に表示信号を書き込む期間Ａ１と自分以外の画素に表示信号を書き込む期間Ａ２に分か
れ、期間Ｂは、自分の画素に基準信号を書き込む期間Ｂ１と自分以外の画素に電基準電流
を書き込む期間Ｂ２に分かれている。期間Ａにおいて期間Ａ１が１番ラインから順番に２
番ライン、３番ラインと割り当てられ、期間Ａの最後でｎ番ラインに割り当てられる。期
間Ａ１以降の残りの時間は期間Ａ２である。同じく、期間Ｂにおいて期間Ｂ１が１番ライ
ンから順番に２番ライン、３番ラインと割り当てられ、期間Ｂの最後でｎ番ラインに割り
当てられる。期間Ｂ１以降の残りの時間は期間Ｂ２である。
期間Ａ１では、画素回路のＴＦＴ１３～１５とキャパシタ１９が動作する。信号線Ｄ１に
は表示信号であるアナログ電圧信号Ｖｄａｔａを供給すると、接続するキャパシタ１９の
一端にも同電圧が供給される。はじめにＰ１をＨレベルにすると、ＴＦＴ１５を通してノ
ードｂに電圧を供給される。次にＷ１をＨレベルにするとＴＦＴ１３がＯＮになり、ノー
ドｂもＨレベルになる。その後、Ｐ１をＬレベルにするとＴＦＴ１４を通して電流が流れ
、ノードａとノードｂにはＴＦＴ１４のドレイン電極-ソース電極間のＯＮ／ＯＦＦがち
ょうど切り替わるときのゲート電極－ソース電極間の電圧であるスレッショルド電圧Ｖｔ
ｈが残留し、キャパシタ１９のもう一端に印加される。最後に、Ｗ１をＬレベルにすると
ノードａはノードｂと切り離され、キャパシタ１９はＶｄａｔａ－Ｖｔｈの電圧を記憶す
る。
期間Ａ２では、他のラインの画素に書き込みをしているので、Ｌ１、Ｒ１、Ｐ１、Ｗ１は
変化しない。このとき、信号線Ｄ１の電圧は変化するが、ＴＦＴ１３がＯＦＦであるので
キャパシタ１９が記憶したＶｄａｔａ－Ｖｔｈの電圧は保存されている。
期間Ｂにおいて、Ｓ＿ｐｏｗをＬレベルに保つと、基準電流源２２のＴＦＴ２３はＯＦＦ
であるので、配線Ｅ１には抵抗器２５を通して電源２７から電流が供給される。配線Ｅ１
を流れる電流値ｉｒｅｆは、電源２７の電圧を十分高くすることで、ｉｒｅｆ≒Ｖｘ／Ｒ
ｘ（Ｖｘ：電源２７の電圧、Ｒｘ：抵抗器２５の抵抗値）の定電流を得ることができる。
抵抗器２５は薄膜トランジスタのソース電極やドレイン電極に使われるポリシリコン膜や
、ゲート電極に使われる金属配線を細長く加工することで形成することができる。なお、
電源２７の高電圧がＥ１、Ｅ２に発生するのを防止するため、保護ダイオード回路として
ＴＦＴ２４を設けている。
期間Ｂ１では、画素回路のＴＦＴ１６～１８とキャパシタ２０が動作する。期間Ｂ１では
Ｌ１とＲ１をＨレベルにして、ＴＦＴ１６と１７をＯＮにする。すると、ＴＦＴ１８には
基準電流源２２が発生する定電流ｉｒｅｆが流れる。このときＴＦＴ１８は飽和領域で動
作し、ＴＦＴ１８のゲート－ソース電極間にはＴＦＴ１８がドレイン－ソース電極間に電
流ｉｒｅｆを流すのに必要な電圧Ｖｒｅｆが発生し、キャパシタ２０に印加される。その
後、Ｌ１とＲ１がＬレベルになり、ＴＦＴ１６、１７がＯＦＦになるとＴＦＴ１８を流れ
る電流は０になるが、キャパシタ２０には、電圧Ｖｒｅｆを記憶している。
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期間Ｂ２では、他のラインの画素に電流ｉｒｅｆを書き込んでいるが、制御信号Ｌ１、Ｒ
１がＬレベルであるので、ＴＦＴ１６、１７がＯＦＦ状態を保ち、キャパシタ２０の電圧
は保存されている。
期間Ｃでは、Ｓ＿ｐｏｗをＨレベルにするのでＴＦＴ２３がＯＮになり、基準電流源２２
は動作せず、基準電流源２２をパスして電源２６から配線Ｅ１、Ｅ２に電流を供給する。
また、Ｌ１をＨレベルにすることで、ＴＦＴ１６を通してＴＦＴ１８に電源２６からの電
流が供給される。このとき、全ての画素回路では、ＴＦＴ１８はキャパシタ２０が記憶し
た電圧Ｖｒｅｆによって定電流ｉｒｅｆを発生し、ＥＬ素子２１にはｉｒｅｆが流れて、
ＥＬ素子２１は均一な強度で発光する（ＥＬ素子：ＯＮ）。
一方、信号線Ｄ１には、表示信号であるアナログ電圧のとり得る範囲の最低電圧から最高
電圧へ変化する三角波を入力する。期間Ｃにおいて時間が経過すると、信号線Ｄ１の電圧
は三角波に従い徐々に上昇するので、画素１２のノードａの電圧も上昇する。信号線Ｄ１
の電圧と、各画素１２に期間Ａ１の時に書き込んだ電圧Ｖｄａｔａとが等しくなったとき
、ノードａの電圧がＴＦＴ１４のスレッショルド電圧Ｖｔｈになって、ＴＦＴ１４はＯＦ
ＦからＯＮに変化し、キャパシタ２０の電荷がＴＦＴ１４を通して放電され、ノードｂの
電位はＬレベルになる。するとＩｒｅｆを流していたＴＦＴ１８はＯＦＦになり、ＴＦＴ
１８を流れる電流が０になってＥＬ素子１２は消灯する（ＥＬ素子：ＯＦＦ）。
このＥＬ素子２１のＯＮとＯＦＦ時間の比率は、表示信号として各画素１２のキャパシタ
１９書き込まれた電圧Ｖｄａｔａによって０％から１００％まで変化できる。ＯＮの時の
発光強度はＩｒｅｆによって一定に保たれているので、画素１２の平均輝度はこのＯＮ／
ＯＦＦの時間比率によって制御される。また、この三角波の傾斜角度に変化をつけること
でアナログ信号電圧Ｖｄａｔａ－平均輝度の関係に対してガンマ補正をすることもできる
。
さらに、図示された三角波に代えて、時間経過に対して電圧が不連続に増加する波形を用
いてもよい。例えば、階段状に増加する波形を用いることができる。この三角波又はこれ
に代わる電圧信号はその時間経過に伴う電圧変化により各画素の発光素子への電流供給を
止めるタイミングを決める。
【０００６】
したがって、表示信号であるアナログ信号電圧Ｖｄａｔａによって各画素の平均輝度を多
段階に制御することができるので、本発明の第一の実施例によって階調のある画像を表示
することができる。
さらに、画素１２に供給する電流信号は、最大の輝度でＥＬ素子２１を発光する定電流ｉ
ｒｅｆだけであり、配線Ｅ１が持っている負荷容量を高速に充電することができる。さら
に、画素を暗く点灯することは、アナログ信号電圧ＶｄａｔａによってＥＬ素子の発光時
間を短く制御することにより実現している。
したがって本発明の第一の実施例によって、多階調なＥＬディスプレイや、解像度の高い
ＥＬディスプレイを構成することができる。
（２）図４に本発明の第二の実施例の画素およびその周辺の回路図を示す。画像を表示す
る表示領域１１には２次元的に画素１２が複数配列されている。本発明の第二の実施例で
は、画素１２は、ＴＦＴ３１～３７、キャパシタ３８、３９で構成される画素回路と、Ｅ
Ｌ素子２１で構成されている。ＥＬ素子２１の陰極は共通電極２９で接続されている。Ｔ
ＦＴ３１～３７は全てｐチャネル型の薄膜トランジスタである。
表示領域１１には、表示信号を含むアナログ電圧信号を伝える信号線Ｄ１、Ｄ２、基準と
なる電流を供給する配線Ｅ１、Ｅ２と、画素１２の画素回路を制御する信号線Ｗ１、Ｗ２
、Ｐ１、Ｐ２、Ｒ１、Ｒ２とがマトリクス状に配線されている。また、ＥＬ素子２１に電
流を供給する電源２６と、電源電流の供給を制御する信号線Ｓ＿ｐｏｗとが全ての画素１
２に接続している。
表示領域の外部には基準電流源４０があり、基準電流源４０は定電流を発生するための抵
抗器４１と、配線Ｅ１、Ｅ２に高い負電圧が発生するのを防止するための保護ダイオード
であるＴＦＴ４２が紙面横方向に複数配列して構成され、基準電流を発生するための電源
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２７と、定電流を供給する配線Ｅ１、Ｅ２に接続している。電源２７の陽極は接地電極２
８に接続している。接地電極２８と共通電極２９は電気的に接続している。
図２に本発明の実施例の構成図を示す。ガラス基板１の表面には、表示領域１１があり、
複数の画素１２が形成されている。
図２の本発明の実施例の構成図において、本発明の第二の実施例では、ガラス基板１の表
面には、信号線Ｗ１～Ｗｎ、Ｐ１～Ｐｎ、Ｒ１～Ｒｎ、信号線Ｄ１～Ｄｍ、配線Ｅ１～Ｅ
ｍと、信号線Ｐ１～Ｐｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎの制御信号を発生する走査回路２、信
号線Ｄ１～Ｄｍの信号を発生する信号回路３、配線Ｅ１、Ｅ２に電流を発生する基準電流
源４０が配置されている。走査回路２、信号回路３、基準電流源４０はそれぞれＴＦＴで
ガラス基板１上に形成するか、あるいは半導体ＬＳＩを取り付けることによって構成され
る。走査回路２は表示領域１１の両側に配置することで、信号線Ｐ１～Ｐｎ、Ｗ１～Ｗｎ
、Ｒ１～Ｒｎへの信号の供給能力を上げることができる。また、信号回路３と基準電流源
４０は表示領域に対して紙面上下方向いずれの辺に配置してもかまわない。走査回路２は
信号線Ｐ１～Ｐｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎに２値のデジタル信号を発生するのロジック
回路である。信号回路３はＤ１～Ｄｍに表示信号であるアナログ電圧信号を発生するアナ
ログ回路である。図２には記載していないが、表示領域１１を覆うように共通電極２９が
形成されており、画素１２のＥＬ素子２１の陰極に接続している。画素１２のＥＬ素子２
１の発光は、ガラス基板１からガラス基板の背面方向に透過し、図２の図面の背面から表
示画像を見ることができる。共通電極２９を透明にした場合は、図２の図面の正面からで
も表示画像を見ることができる。ＥＬ素子には有機ＥＬダイオードを使用することができ
る。また、ＥＬ素子２１のそれぞれに、赤、緑、青の発光材料を用いることで、カラー表
示をすることもできる。なお、本発明の第二の実施例では図２の信号線Ｌ１～Ｌｍは不要
である。
ところで、図４では表示領域１１に画素１２を２×２の４つしか記述していないが、実用
的にはさらに多くあり、カラーＶＧＡ（６４０画素×ＲＧＢ３色×４８０画素）の解像度
場合、紙面横方向の画素数はｍ＝１９２０になり、紙面縦方向の画素数はｎ＝４８０にな
る。同様に信号線Ｄ１～Ｄｍ、配線Ｅ１～Ｅｍは１９２０本、信号線Ｐ１～Ｐｎ、Ｗ１～
Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎは４８０本になる。
本発明の第二の実施例が本発明の第一の実施例と異なる点は、画素を構成する薄膜トラン
ジスタがｐチャネル型であること、配線Ｅ１、Ｅ２からＥＬ素子２１に電源を供給する線
が分離して、配線Ｅ１、Ｅ２は基準となる電流だけを流す構成になっていること、基準電
流源４０と構成が異なる基準電流源４０になったことである。
本発明の第二の実施例では、画素の駆動電圧波形、動作電圧波形、動作電流波形は本発明
の第一の実施例と同じく図３に従う。ただし、本発明の第一の実施例を構成する薄膜トラ
ンジスタはｎチャネル型であったが、本発明の第二の実施例を構成する薄膜トランジスタ
はｐチャネル型であるので、全ての波形の極性が逆向きとなり、図面上方向が－方向とな
り、ＨレベルとＬレベルの電圧関係も逆転する。また、配線Ｅ１、Ｅ２からＥＬ素子２１
に電源を供給する線が分離したため、図３のＬ１、Ｌ２信号は不要となる。
基準電流源４０では、電源２７の電圧を十分高くすることで、ｉｒｅｆ≒Ｖｘ／Ｒｘ（Ｖ
ｘ：電源２７の電圧、Ｒｘ：抵抗器４１の抵抗値）の定電流を得ることができる。抵抗器
２５は薄膜トランジスタのソース電極やドレイン電極に使われるポリシリコン膜や、ゲー
ト電極に使われる金属配線を細長く加工することで形成することができる。
期間Ａにおいて、ＴＦＴ３１～３３とキャパシタ３８が動作し、キャパシタ３８に表示デ
ータを含むアナログ電圧を記憶する。
期間Ｂにおいて、ＴＦＴ３４～３７とキャパシタ３９が動作し、キャパシタ３９にＴＦＴ
３４がドレイン電極－ソース電極間に電流Ｉｒｅｆを流すのに必要なゲート電極とソース
電極の間の電圧Ｖｒｅｆを記憶している。
期間Ｃでは、信号線Ｄ１に三角波を入力し、各画素１２のキャパシタ３８が記憶したアナ
ログ電圧にしたがって電圧Ｖｄａｔａによって０％から１００％まで変化できる。ＯＮの
時の発光強度はｉｒｅｆによって一定に保たれているので、画素１２の平均輝度はこのＯ
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Ｎ／ＯＦＦの時間比率によって制御される。
したがって、表示信号であるアナログ信号電圧Ｖｄａｔａによって各画素の平均輝度は多
段階に制御することができるので、本発明の第二の実施例によって階調のある画像を表示
することができる。
さらに、画素１２に供給する電流信号は、最大の輝度でＥＬ素子２１を発光する定電流ｉ
ｒｅｆだけであり、配線Ｅ１が持っている負荷容量を高速に充電することができる。さら
に、画素を暗く点灯することは、アナログ信号電圧ＶｄａｔａによってＥＬ素子の発光時
間を短く制御することにより実現している。
したがって本発明の第二の実施例によって、多階調なＥＬディスプレイや、解像度の高い
ＥＬディスプレイを構成することができる。
（３）図５に本発明の第三の実施例の画素およびその周辺の回路図を示す。画像を表示す
る表示領域１１には２次元的に画素１２が複数配列されている。画素１２は、ＴＦＴ５１
～５６、キャパシタ５７、５８で構成される画素回路と、ＥＬ素子２１で構成されている
。ＥＬ素子２１の陰極は共通電極２９に接続されている。ＴＦＴ５１～５６は全てｎチャ
ネル型の薄膜トランジスタである。ＴＦＴ５６のソース電極とキャパシタ５７の一端はそ
れぞれ接地電極５９、６０に接続しており、接地電極５９、６０は接地配線を設けて接地
電位に固定されているか、あるいは接地電極５９、６０は共通電極２９と接続している。
表示領域１１には、表示信号を含むアナログ電圧信号を伝える信号線Ｄ１、Ｄ２、基準と
なる電流およびＥＬ素子２１に流す電流を供給する配線Ｅ１、Ｅ２と、画素１２の画素回
路を制御する信号線Ｗ１、Ｗ２、Ｌ１、Ｌ２、Ｒ１、Ｒ２とがマトリクス状に配線されて
いる。
表示領域の外部には基準電流源２２があり、基準電流源２２はＴＦＴ２３、２４、抵抗器
２５が紙面横方向に複数配列して構成され、基準電流と電源電流を切り替える信号線Ｓ＿
ｐｏｗ、ＥＬ素子２１に電流を供給する電源２６、基準電流を発生するための電源２７と
、電流を供給する配線Ｅ１、Ｅ２に接続している。電源２７の陰極は共通電極２８に接続
している。接地電極２８と共通電極２９は電気的に接続している。
図２に本発明の実施例の構成図を示す。ガラス基板１の表面には、表示領域１１があり、
複数の画素１２が形成されている。
図２の本発明の実施例の構成図において、本発明の第三の実施例では、ガラス基板１の表
面には、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎ、信号線Ｄ１～Ｄｍ、配線Ｅ１～Ｅ
ｍと、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎの制御信号を発生する走査回路２、信
号線Ｄ１～Ｄｍの信号を発生する信号回路３、配線Ｅ１、Ｅ２に電流を供給する基準電流
源２２が配置されている。走査回路２、信号回路３、基準電流源２２はそれぞれＴＦＴで
ガラス基板１上に形成するか、あるいは半導体ＬＳＩを取り付けることによって構成され
る。走査回路２は表示領域１１の両側に配置することで、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ
、Ｒ１～Ｒｎへの信号の供給能力を上げることができる。また、信号回路３と基準電流源
２２は表示領域に対して紙面上下方向いずれの辺に配置してもかまわない。走査回路２は
信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎに２値のデジタル信号を発生するのロジック
回路である。信号回路３はＤ１～Ｄｍに表示信号であるデジタル信号を発生するロジック
回路である。図２には記載していないが、表示領域１１を覆うように共通電極２９が形成
されており、画素１２のＥＬ素子２１の陰極に接続している。画素１２のＥＬ素子２１の
発光は、ガラス基板１からガラス基板の背面方向に透過し、図２の図面の背面から表示画
像を見ることができる。共通電極２９を透明にした場合は、図２の図面の正面からでも表
示画像を見ることができる。ＥＬ素子には有機ＥＬダイオードを使用することができる。
また、ＥＬ素子２１のそれぞれに、赤、緑、青の発光材料を用いることで、カラー表示を
することもできる。なお、本発明の第四の実施例では図２の信号線Ｐ１～Ｐｍは不要であ
る。
ところで、図５では表示領域１１に画素１２を２×２の４つしか記述していないが、実用
的にはさらに多くあり、カラーＶＧＡ（６４０画素×ＲＧＢ３色×４８０画素）の解像度
場合、紙面横方向の画素数はｍ＝１９２０になり、紙面縦方向の画素数はｎ＝４８０にな



(9) JP 4089289 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

る。同様に信号線Ｄ１～Ｄｍ、配線Ｅ１～Ｅｍは１９２０本、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～
Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎは４８０本になる。
図６（Ａ）に本発明の第三の実施例の画素の駆動電圧波形、動作電圧波形、および動作電
流波形を示す。また、図６（Ｂ）は１フレーム期間における図６（Ａ）の波形のタイミン
グチャートを示す。
図６（Ａ）の横軸は時間である。波線の部分では時間の連続性はなく、各期間Ｂ１、Ｂ２
、Ａ１、Ａ２、Ｃの順番は入れ替え可能であることを意味している。Ｓ＿ｐｏｗ、Ｌ１、
Ｒ１、Ｗ１は各信号線に入力する電圧を縦軸に表している。ａ、ｂは各ノードで発生する
電圧を縦軸に表している。ＩＬＥＤはＥＬ素子２１に流れる電流を縦軸に表している。い
ずれも図面上方向が＋方向である。Ｓ＿ｐｏｗ、Ｌ１、Ｒ１、Ｗ１、Ｄ１の信号はそれぞ
れＨレベルかＬレベルである２値のロジック電圧である。Ｈレベルは画素１２内のＴＦＴ
を全てＯＮにする電圧よりも高い電圧であり、Ｌレベルは画素１２内のＴＦＴを全てＯＦ
Ｆにする電圧よりも低い電圧である。図６（Ａ）の斜線部分は複数の値を取り得るか、あ
るいは動作に無関係であることを示している。なお、図６（Ａ）のＤ１、Ｌ１、Ｒ１、Ｗ
１の記号の数字”１”は、１列目、１行目の画素１２に供給する信号を意味する数字であ
るので、ほかの画素の場合には対応する列と行に数字は変更になる。
図６（Ｂ）のタイミングチャートは縦軸を表示領域１１のライン番号を、横軸に１フレー
ム期間内の時間を表している。ここで、ライン番号は表示領域の上側から何行目の画素１
２であるかを表している。
１フレーム期間は、画素に基準電流を書き込む期間Ｂ、画素に表示信号を書き込む期間Ａ
、ＥＬ素子が発光して画像を表示する期間Ｃに分かれている。期間Ｂは、自分の画素に基
準電流を書き込む期間Ｂ１と自分以外の画素に基準電流を書き込む期間Ｂ２に分かれ、期
間Ａは、自分の画素に表示信号を書き込む期間Ａ１と自分以外の画素に表示信号を書き込
む期間Ａ２に分かれている。期間Ａにおいて期間Ａ１が１番ラインから順番に２番ライン
、３番ラインと割り当てられ、期間Ａの最後でｎ番ラインに割り当てられる。期間Ａ１以
降の残りの時間は期間Ａ２である。同じく、期間Ｂにおいて期間Ｂ１が１番ラインから順
番に２番ライン、３番ラインと割り当てられ、期間Ｂの最後でｎ番ラインに割り当てられ
る。期間Ｂ１以降の残りの時間は期間Ｂ２である。
期間Ａと期間Ｃはそれぞれペアになって複数回繰り返される。繰り返される回数は表示信
号のビット数により決まる。ビット数とは表示信号を２進数で表すのに必要になる桁数で
あり、たとえば、表示信号が８階調のとき３ビット、６４階調のとき６ビットになる。
図６では表示信号が８階調で３ビットの場合であり、期間Ａのぞれぞれで、表示信号であ
るデジタル信号ＤＡＴＡの各ビットに対応した２値の電圧信号ｂ２～ｂ０を信号線Ｄ１に
供給する。期間Ｃの時間幅は、直前の期間Ａのビットの重みに対応した長さになっており
、３ビットの場合、４：２：１になっている。
期間Ｂにおいて、Ｓ＿ｐｏｗはＬレベルであり、基準電流源２２のＴＦＴ２３はＯＦＦで
あるので、配線Ｅ１には抵抗器２５を通して電源２７から電流が供給される。配線Ｅ１を
流れる電流値ｉｒｅｆは、電源２７の電圧を十分高くすることで、ｉｒｅｆ≒Ｖｘ／Ｒｘ
（Ｖｘ：電源２７の電圧、Ｒｘ：抵抗器２５の抵抗値）の基準電流を得ることができる。
抵抗器２５は薄膜トランジスタのソース電極やドレイン電極に使われるポリシリコン膜や
、ゲート電極に使われる金属配線を細長く加工することで形成することができる。なお、
電源２７の高電圧がＥ１、Ｅ２に発生するのを防止するため、保護ダイオード回路として
ＴＦＴ２４を設けている。
期間Ｂ１では、画素回路のＴＦＴ５３～５７とキャパシタ５８が動作する。期間Ｂ１では
Ｌ１とＲ１をＯＮにして、ＴＦＴ５４～５６をＯＮにする。すると、ＴＦＴ５３には基準
電流源２２が発生する定電流ｉｒｅｆが流れる。このときＴＦＴ５３は飽和領域で動作し
、ＴＦＴ５３のゲート－ソース電極間にはＴＦＴ５３がドレイン－ソース電極間に電流ｉ
ｒｅｆを流すのに必要な電圧Ｖｒｅｆが発生し、キャパシタ５８に印加される。その後、
Ｌ１とＲ１がＬレベルになり、ＴＦＴ５４～５６がＯＦＦになるとＴＦＴ５３を流れる電
流は０になるが、キャパシタ５８は電圧Ｖｒｅｆを記憶している。
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期間Ｂ２では、他のラインの画素に電流ｉｒｅｆを書き込んでいるが、制御信号Ｌ１、Ｒ
１がＬレベルであるので、ＴＦＴ５４～５７がＯＦＦ状態を保ち、キャパシタ５８の電圧
Ｖｒｅｆは保存されている。
期間Ａ１では、画素回路のＴＦＴ５１、５２とキャパシタ５７が動作する。信号線Ｄ１に
デジタル信号ＤＡＴＡの各ビットデータに対応した２値の電圧ｂｘを供給し、ＴＦＴ５１
のゲート電極が接続するＷ１にＨレベルのパルスを供給すると、キャパシタ５７にデジタ
ル電圧信号ｂｘが印加される。デジタル電圧信号ｂｘはＨレベルかＬレベルの２値の電圧
である。Ｗ１がＬレベルになった後もキャパシタ５７によってデジタル電圧信号ｂｘは記
憶される。ＴＦＴ５２のＯＮ／ＯＦＦ状態はキャパシタ５７のデジタル電圧信号ｂｘによ
って制御され、ｂｘ＝Ｈレベルの場合はＴＦＴ５２はＯＮ、ｂｘ＝Ｌレベルの場合はＴＦ
Ｔ５２はＯＦＦになる。なお、ｂｘは１フレーム期間内に複数ある期間Ａ１において、デ
ジタル信号ＤＡＴＡの各ビットデータｂ２、ｂ１、ｂ０が順番に供給されることを意味す
る。
期間Ａ２では、他のラインの画素にデジタル電圧信号の書き込みをしているので、Ｗ１は
変化しない。このとき、信号線Ｄ１の電圧は変化するが、ＴＦＴ５１がＯＦＦであるので
キャパシタ１９が記憶したデジタル電圧信号ＤＡＴＡは保存されている。
期間Ｃでは、Ｓ＿ｐｏｗをＨレベルにすることで、ＴＦＴ２３がＯＮになるために基準電
流源２２は動作せず、基準電流源２２をパスして電源２６から配線Ｅ１、Ｅ２に電流を供
給する。また、Ｌ１がＨレベルになるので、ＴＦＴ５５がＯＮになる。
キャパシタ５７が記憶したデジタル電圧信号ｂｘがＨレベルの場合、ＴＦＴ５２がＯＮで
あるので、ＴＦＴ５５、５３、５２を通して配線Ｅ１からＥＬ素子２１へ電流が流れる。
このときＴＦＴ５３はキャパシタ５８が記憶した電圧によって定電流ｉｒｅｆを発生し、
ＥＬ素子２１にはｉｒｅｆが流れ、ＥＬ素子２１は均一な強度で発光する（ＥＬ素子：Ｏ
Ｎ）。
キャパシタ５７が記憶したデジタル電圧信号ｂｘがＬレベルの場合、ＴＦＴ５２がＯＦＦ
であるので、ＴＦＴ５２で電流が遮断され、ＥＬ素子２１を流れるの電流は０であり、Ｅ
Ｌ素子は発光しない（ＥＬ素子：ＯＦＦ）
したがって、信号線Ｄ１に入力するデジタル電圧信号ｂｘによって、ＥＬ素子２１のＯＮ
／ＯＦＦを制御できる。
１フレーム期間において期間Ａと期間Ｃは３回繰り返され、それぞれの期間Ａで、信号線
Ｄ１にはデジタル電圧信号ｂ２～ｂ０が入力され、その直後の期間ＣでＥＬ素子２１は入
力したデジタル電圧信号ｂ２～ｂ０に従ってＯＮ／ＯＦＦを制御される。期間Ｃは各ビッ
トの重み付けによって時間幅が変えられているので、１フレーム期間合計のＥＬ素子２１
の発光時間はデジタル信号ＤＡＴＡに比例した８段階の長さとなる。その結果、１フレー
ム期間でのＥＬ素子２１の平均輝度は表示信号であるデジタル表示信号ＤＡＴＡに比例し
て８階調に変化する。したがって、表示信号であるデジタル信号ＤＡＴＡによって各画素
の平均輝度を多段階に制御することができるので、本発明の第三の実施例によって、階調
のある画像を表示することができる。
さらに、１フレーム期間において期間Ａと期間Ｃの繰り返し回数を多くすることで、さら
に多階調の画像を表示することができる。
なお、本発明の第三の実施例は、本発明の第一の実施例から構造を変更して第二の実施例
としたのと同様にしてｐチャネルで構成することもできるのは明らかである。
さらに、画素１２に供給する電流信号は、最大の輝度でＥＬ素子２１を発光する定電流ｉ
ｒｅｆだけであり、配線Ｅ１が持っている負荷容量を高速に充電することができる。さら
に、画素を暗く点灯することは、アナログ信号電圧ＶｄａｔａによってＥＬ素子の発光時
間を短く制御することにより実現している。
したがって本発明の第三の実施例によって、多階調なＥＬディスプレイや、解像度の高い
ＥＬディスプレイを構成することができる。
（４）図７に本発明の第四の実施例の画素およびその周辺の回路図を示す。画像を表示す
る表示領域１１には２次元的に画素１２が複数配列されている。画素１２は、ＴＦＴ７１
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～７７、キャパシタ７８～８０、抵抗器８２で構成される画素回路と、ＥＬ素子２１で構
成されている。ＥＬ素子２１の陰極は共通電極２９に接続されている。ＴＦＴ７１～７７
は全てｎチャネル型の薄膜トランジスタである。ＴＦＴ７４のソース電極は接地電極８１
接続しており、接地配線を設けて接地電位に固定されているか、あるいは共通電極２８と
接続している。抵抗器８２はＥＬ素子２１と同程度の抵抗値を持った抵抗器であり、ゲー
ト配線に使用する金属膜を細長く加工して形成するか、薄膜トランジスタのソース電極や
ドレイン電極に使われるポリシリコン膜で形成するか、あるいは、ＥＬ素子２１と同じＥ
Ｌ素子を用いて、配線をオーバーラップさせて外部から発光が見えないようにしたダミー
のＥＬ素子で形成する。
表示領域１１には、表示信号を含むアナログ電圧信号を伝える信号線Ｄｐ１、Ｄｐ２、Ｄ
ｎ１、Ｄｎ２、基準となる電流およびＥＬ素子２１に流す電流を供給する配線Ｅ１、Ｅ２
と、画素１２の画素回路を制御する信号線Ｗ１、Ｗ２、Ｌ１、Ｌ２、Ｒ１、Ｒ２とがマト
リクス状に配線されている。
表示領域の外部には基準電流源２２があり、基準電流源２２はＴＦＴ２３、２４、抵抗器
２５が紙面横方向に複数配列して構成され、基準電流と電源電流を切り替える信号線Ｓ＿
ｐｏｗ、ＥＬ素子２１に電流を供給する電源２６、基準電流を発生するための電源２７と
、電流を供給する配線Ｅ１、Ｅ２に接続している。電源２７の陰極は共通電極２８に接続
している。共通電極２８と共通電極２９は電気的に接続している。
図２に本発明の実施例の構成図を示す。ガラス基板１の表面には、表示領域１１があり、
複数の画素１２が形成されている。
図２の本発明の実施例の構成図において、本発明の第四の実施例では、ガラス基板１の表
面には、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎ、信号線Ｄｐ１～Ｄｐｍ、Ｄｎ１～
Ｄｎｍ、配線Ｅ１～Ｅｍと、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎの制御信号を発
生する走査回路２、信号線Ｄｐ１～Ｄｐｍ、Ｄｎ１～Ｄｎｍ（図中ではＤ１～Ｄｍと記載
）の信号を発生する信号回路３、配線Ｅ１～Ｅｍに電流を供給する基準電流源２２が配置
されている。走査回路２、信号回路３、基準電流源２２はそれぞれＴＦＴでガラス基板１
上に形成するか、あるいは半導体ＬＳＩを取り付けることによって構成される。走査回路
２は表示領域１１の両側に配置することで、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎ
への信号の供給能力を上げることができる。また、信号回路３と基準電流源２２は表示領
域に対して紙面上下方向いずれの辺に配置してもかまわない。走査回路２は信号線Ｌ１～
Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎに２値のデジタル信号を発生するのロジック回路である。
信号回路３は信号線Ｄｐ１～Ｄｐｍ、Ｄｎ１～Ｄｎｍに表示信号であるアナログ電圧信号
を発生するアナログ回路である。図２には記載していないが、表示領域１１を覆うように
共通電極２９が形成されており、画素１２のＥＬ素子２１の陰極に接続している。画素１
２のＥＬ素子２１の発光は、ガラス基板１からガラス基板の背面方向に透過し、図２の図
面の背面から表示画像を見ることができる。共通電極２９を透明にした場合は、図２の図
面の正面からでも表示画像を見ることができる。ＥＬ素子には有機ＥＬダイオードを使用
することができる。また、ＥＬ素子２１のそれぞれに、赤、緑、青の発光材料を用いるこ
とで、カラー表示をすることもできる。なお、本発明の第四の実施例では図２の信号線Ｐ
１～Ｐｍは不要である。
ところで、図７では表示領域１１に画素１２を２×２の４つしか記述していないが、実用
的にはさらに多くあり、カラーＶＧＡ（６４０画素×ＲＧＢ３色×４８０画素）の解像度
場合、紙面横方向の画素数はｍ＝１９２０になり、紙面縦方向の画素数はｎ＝４８０にな
る。同様に信号線Ｄ１～Ｄｍ、配線Ｅ１～Ｅｍは１９２０本、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～
Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎは４８０本になる。
図８（Ａ）に本発明の第四の実施例の画素の駆動電圧波形、動作電圧波形、および動作電
流波形を示す。また、図８（Ｂ）は１フレーム期間における図８（Ａ）の波形のタイミン
グチャートを示す。
図８（Ａ）の横軸は時間である。波線の部分では時間の連続性はなく、各期間Ａ１、Ａ２
、Ｂ１、Ｂ２、Ｃの順番は入れ替え可能であることを意味している。Ｓ＿ｐｏｗ、Ｌ１、
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Ｒ１、Ｗ１、Ｄｐ１、Ｄｎ１は各信号線に入力する電圧を縦軸に表している。ＶＣ７８、
ＶＣ７９はキャパシタ７８、７９の両端にかかる電圧をそれぞれ縦軸に表している。ＩＲ
ＥＦはＴＦＴ７５を、ＩＬＥＤはＴＦＴ７３およびＥＬ素子２１を、ＩＢＹＰはＴＦＴ７
４を流れる電流をそれぞれ縦軸に表している。いずれも図面上方向が＋方向である。Ｓ＿
ｐｏｗ、Ｌ１、Ｒ１、Ｗ１の信号はそれぞれＨレベルかＬレベルである２値のロジック電
圧であり、Ｄｐ１、Ｄｎ１の信号はアナログ電圧である。Ｈレベルは画素１２内のＴＦＴ
を全てＯＮにする電圧よりも高い電圧であり、Ｌレベルは画素１２内のＴＦＴを全てＯＦ
Ｆにする電圧よりも低い電圧である。図８（Ａ）の斜線部分は複数の値を取り得るか、あ
るいは動作に無関係であることを示している。なお、図８（Ａ）のＤｐ１、Ｄｎ１、Ｌ１
、Ｒ１、Ｗ１の記号の数字”１”は、１列目、１行目の画素１２に供給する信号を意味す
る数字であるので、ほかの画素の場合には対応する列と行に数字は変更になる。
図８（Ｂ）のタイミングチャートは縦軸を表示領域１１のライン番号を、横軸に１フレー
ム期間内の時間を表している。ここで、ライン番号は表示領域の上側から何行目の画素１
２であるかを表している。
１フレーム期間は、画素に表示信号を書き込む期間Ａ、画素に基準電流を書き込む期間Ｂ
、ＥＬ素子が発光して画像を表示する期間Ｃに分かれている。さらに期間Ａは、自分の画
素に表示信号を書き込む期間Ａ１と自分以外の画素に表示信号を書き込む期間Ａ２に分か
れ、期間Ｂは、自分の画素に基準電流を書き込む期間Ｂ１と自分以外の画素に基準電流を
書き込む期間Ｂ２に分かれている。期間Ａにおいて期間Ａ１が１番ラインから順番に２番
ライン、３番ラインと割り当てられ、期間Ａの最後でｎ番ラインに割り当てられる。期間
Ａ１以降の残りの時間は期間Ａ２である。同じく、期間Ｂにおいて期間Ｂ１が１番ライン
から順番に２番ライン、３番ラインと割り当てられ、期間Ｂの最後でｎ番ラインに割り当
てられる。期間Ｂ１以降の残りの時間は期間Ｂ２である。
期間Ａ１では、画素回路のＴＦＴ７１～７４とキャパシタ７８、７９が動作する。信号線
Ｄｐ１、Ｄｎ２には表示信号であるアナログ電圧信号Ｖｄａｔａ１、Ｖｄａｔａ２を供給
し、ＴＦＴ７１、７２のゲート電極が接続するＷ１にＨレベルのパルスを供給すると、キ
ャパシタ７８、７９に同電圧がそれぞれ供給され、ＶＣ７８＝Ｖｄａｔａ１、ＶＣ７９＝
Ｖｄａｔａ２になる。Ｗ１がＬレベルになった後もキャパシタ７８、７９によってアナロ
グ電圧信号Ｖｄａｔａ１、Ｖｄａｔａ２は記憶されている。
期間Ａ２では、他のラインの画素に表示信号の書き込みをしているので、制御信号Ｗ１は
変化しない。このとき、信号線Ｄｐ１、Ｄｎ１の電圧は変化するが、ＴＦＴ７１、７２が
ＯＦＦであるのでキャパシタ７８、７９が記憶したアナログ電圧信号Ｖｄａｔａ１、Ｖｄ
ａｔａ２は保存されている。
期間Ｂにおいて、Ｓ＿ｐｏｗはＬレベルであり、基準電流源２２のＴＦＴ２３はＯＦＦで
あるので、配線Ｅ１には抵抗器２５を通して電源２７から電流が供給される。配線Ｅ１を
流れる電流値ｉｒｅｆは、電源２７の電圧を十分高くすることで、ｉｒｅｆ≒Ｖｘ／Ｒｘ
（Ｖｘ：電源２７の電圧、Ｒｘ：抵抗器２５の抵抗値）の基準電流を得ることができる。
抵抗器２５は薄膜トランジスタのソース電極やドレイン電極に使われるポリシリコン膜や
、ゲート電極に使われる金属配線を細長く加工することで形成することができる。なお、
電源２７の高電圧がＥ１、Ｅ２に発生するのを防止するため、保護ダイオード回路として
ＴＦＴ２４を設けている。
期間Ｂ１では、画素回路のＴＦＴ７５～７７とキャパシタ８０が動作する。期間Ｂ１では
Ｌ１とＲ１をＨレベルにするのでＴＦＴ７６、７７がＯＮになる。すると、ＴＦＴ７５に
は基準電流源２２が発生する定電流ｉｒｅｆが流れる。このときＴＦＴ７５は飽和領域で
動作し、ＴＦＴ７５のゲート－ソース電極間にはＴＦＴ７５がドレイン－ソース電極間に
電流ｉｒｅｆを流すのに必要な電圧Ｖｒｅｆが発生し、この電圧がキャパシタ８０に印加
される。その後、Ｌ１とＲ１をＬレベルにすると、ＴＦＴ７６、７７がＯＦＦになり、Ｔ
ＦＴ７５を流れる電流は０になるが、キャパシタ８０はＴＦＴ７５が電圧Ｖｒｅｆを記憶
している。
期間Ｂ２では、他のラインの画素に電流ｉｒｅｆを書き込んでいるがで、制御信号Ｌ１、
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Ｒ１がＬレベルであるので、ＴＦＴ７６、７７がＯＦＦ状態を保ち、キャパシタ２０の電
圧は保存されている。
期間Ｃでは、Ｓ＿ｐｏｗがＨレベルをするので、ＴＦＴ２３がＯＮになるために基準電流
源２２は動作せず、基準電流源２２をパスして電源２６から配線Ｅ１、Ｅ２に電流を供給
する。また、Ｌ１をＨレベルにするので、ＴＦＴ７７がＯＮになり、配線Ｅ１の電流は、
ＴＦＴ７７、ＴＦＴ７５を通り、ＴＦＴ７３および７４で分流され、一方は電流ＩＬＥＤ
としてＥＬ素子２１を通って接地電極２８に、もう一方は電流ＩＢＹＰとして抵抗器８２
を通して接地電極８１に流れる。
このときＩＬＥＤ＝ｉ１、ＩＢＹＰ＝ｉ２の電流が流れ、ｉ１とｉ２はＶｄａｔａ１とＶ
ｄａｔａ２に依存する。ＴＦＴ７３、７４は、アナログ電圧信号Ｖｄａｔａ１とＶｄａｔ
ａ２をＴＦＴ７３、７４を線形領域で駆動するような高い電圧範囲で供給することで、ア
ナログ電圧信号Ｖｄａｔａ１とＶｄａｔａ２によって抵抗値が変化する可変抵抗として動
作する。すると、図９に示すようにｉ１とｉ２はＶｄａｔａ１とＶｄａｔａ２によって変
化する。図９はＶｄａｔａ１とＶｄａｔａ２の差電流に対する電流ｉ１とｉ２を表したグ
ラフである。Ｖｄａｔａ１－Ｖｄａｔａ２が大きくなるとＴＦＴ７３の抵抗値がＴＦＴ７
４の抵抗値に比べて相対的に小さくなり、ｉ１が増加する。Ｖｄａｔａ１－Ｖｄａｔａ２
が小さくなるとＴＦＴ７４の抵抗値がＴＦＴ７３の抵抗値に比べて相対的に小さくなり、
ｉ２が増加する。ただし、Ｖｄａｔａ１－Ｖｄａｔａ２の値にかかわらず、ｉ１＋ｉ２＝
ｉｒｅｆとなり一定である。
ＥＬ素子２１の発光強度は電流ｉ１に比例し、発光時間はＬ１によって一定に保たれてい
るので、１フレーム期間の画素１２の平均輝度は電流ｉ１に比例する。したがって、図９
のグラフに基づいて表示信号であるアナログ電圧信号Ｖｄａｔａ１、Ｖｄａｔａ２を信号
線Ｄｐ１、Ｄｎ１に供給することによって、各画素の平均輝度を多段階に制御することが
できるので、本発明の第四の実施例によって階調のある画像を表示することができる。
さらに、画素１２に供給する電流信号は、最大の輝度でＥＬ素子２１を発光する定電流ｉ
ｒｅｆだけであり、配線Ｅ１が持っている負荷容量を高速に充電することができる。さら
に、画素を暗く点灯することは、アナログ信号電圧Ｖｄａｔａ１、Ｖｄａｔａ２によって
画素内でｉｒｅｆより少ない電流を発生してＥＬ素子に供給することで実現している。
したがって本発明の第四の実施例によって、多階調なＥＬディスプレイや、解像度の高い
ＥＬディスプレイを構成することができる。
（５）図１０に本発明の第五の実施例の画素およびその周辺の回路図を示す。画像を表示
する表示領域１１には２次元的に画素１２が複数配列されている。画素１２は、ＴＦＴ９
１～１０２、キャパシタ１０３～１０６で構成される画素回路と、ＥＬ素子２１で構成さ
れている。ＥＬ素子２１の陽極は共通電極２９に接続されている。ＴＦＴ７１～７７は全
てｎチャネル型の薄膜トランジスタである。ＴＦＴ９４～９７、１００のソース電極とキ
ャパシタ１０３～１０５の一端は全て接地電極１０８に接続しており。接地電極１０８は
接地配線を設けて接地電位に固定されている。
ＴＦＴ１００とＴＦＴ９７～ＴＦＴ９９は非常に似通った特性の薄膜トランジスタで形成
されており、また、ＴＦＴ９７はチャネル幅がＴＦＴ１０６のチャネル幅の４／７、ＴＦ
Ｔ９８は２／７、ＴＦＴ９９は１／７になるように形成されている。
表示領域１１には、表示信号を含むデジタル信号を伝える３本の信号線バスＤｂｕｓ１、
Ｄｂｕｓ２、基準となる電流を供給する配線Ｅ１、Ｅ２と、画素１２の画素回路を制御す
る信号線Ｗ１、Ｗ２、Ｌ１、Ｌ２、Ｒ１、Ｒ２とがマトリクス状に配線されている。信号
線バスＤｂｕｓ１、Ｄｂｕｓ２はそれぞれｂ２、ｂ１、ｂ０の信号線で構成されている。
表示領域の外部には基準電流源１１１があり、基準電流源１１１はＴＦＴ１１３、抵抗器
１１２が紙面横方向に複数配列して構成され、基準電流を発生するための電源２７と、電
流を供給する配線Ｅ１、Ｅ２に接続している。ＥＬ素子２１に電流を供給する電源２６の
陰極は接地電極１０８、陽極は共通電極２９に接続している。
図２に本発明の実施例の構成図を示す。ガラス基板１の表面には、表示領域１１があり、
複数の画素１２が形成されている。
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図２の本発明の実施例の構成図において、本発明の第五の実施例では、ガラス基板１の表
面には、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎ、信号線Ｄｂｕｓ１～Ｄｂｕｓｍ、
配線Ｅ１～Ｅｍと、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎの制御信号を発生する走
査回路２、信号線Ｄｂｕｓ１～Ｄｂｕｓｍ（図中ではＤ１～Ｄｍと記載）の信号を発生す
る信号回路３、配線Ｅ１、Ｅ２に電流を発生する基準電流源１１１が配置されている。走
査回路２、信号回路３、基準電流源１１１はそれぞれＴＦＴでガラス基板１上に形成する
か、あるいは半導体ＬＳＩを取り付けることによって構成される。走査回路２は表示領域
１１の両側に配置することで、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎへの信号の供
給能力を上げることができる。また、信号回路３と基準電流源１１１は表示領域に対して
紙面上下方向いずれの辺に配置してもかまわない。走査回路２は信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１
～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎに２値のデジタル信号を発生するのロジック回路である。信号回路３
は信号線Ｄｂｕｓ１～Ｄｂｕｓｍに表示信号であるデジタル信号を発生するロジック回路
である。図２には記載していないが、表示領域１１を覆うように共通電極２９が形成され
ており、画素１２のＥＬ素子２１の陽極に接続している。画素１２のＥＬ素子２１の発光
は、ガラス基板１からガラス基板の背面方向に透過し、図２の図面の背面から表示画像を
見ることができる。共通電極２９を透明にした場合は、図２の図面の正面からでも表示画
像を見ることができる。ＥＬ素子には有機ＥＬダイオードを使用することができる。また
、ＥＬ素子２１のそれぞれに、赤、緑、青の発光材料を用いることで、カラー表示をする
こともできる。なお、本発明の第五の実施例では図２の信号線Ｐ１～Ｐｍは不要である。
ところで、図１０では表示領域１１に画素１２を２×２の４つしか記述していないが、実
用的にはさらに多くあり、カラーＶＧＡ（６４０画素×ＲＧＢ３色×４８０画素）の解像
度場合、紙面横方向の画素数はｍ＝１９２０になり、紙面縦方向の画素数はｎ＝４８０に
なる。同様に信号線Ｄｂｕｓ１～Ｄｂｕｓｍ、配線Ｅ１～Ｅｍは１９２０本、信号線Ｌ１
～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎは４８０本になる。
図１１（Ａ）に本発明の第五の実施例の画素の駆動電圧波形、動作電圧波形、および動作
電流波形を示す。また、図１１（Ｂ）は１フレーム期間における図１１（Ａ）の波形のタ
イミングチャートを示す。図１１（Ａ）の横軸は時間である。波線の部分では時間の連続
性はなく、各期間Ａ１、Ａ２の順番は入れ替え可能であることを意味している。Ｌ１、Ｒ
１、Ｗ１、Ｄｂｕｓ１は各信号線に入力する電圧を縦軸に表している。ＶＣはキャパシタ
１０３～１０５が記憶するデジタル信号、ｂはノードｂで発生する電圧を縦軸に表してい
る。ＩＲＥＦはＴＦＴ１００、ＩＬＥＤはＥＬ素子２１に流れる電流を縦軸に表している
。いずれも図面上方向が＋方向である。Ｌ１、Ｒ１、Ｗ１、Ｄｂｕｓ１の信号はそれぞれ
ＨレベルかＬレベルである２値のロジック電圧である。Ｈレベルは画素１２内のＴＦＴを
全てＯＮにする電圧よりも高い電圧であり、Ｌレベルは画素１２内のＴＦＴを全てＯＦＦ
にする電圧よりも低い電圧である。図６（Ａ）の斜線部分は複数の値を取り得るか、ある
いはその分の値が動作に無関係であることを示している。なお、図６（Ａ）のＤｂｕｓ１
、Ｌ１、Ｒ１、Ｗ１の記号の数字”１”は、１列目、１行目の画素１２に供給する信号を
意味する数字であるので、ほかの画素の場合には対応する列と行に数字は変更になる。
図１１（Ｂ）のタイミングチャートは縦軸を表示領域１１のライン番号を、横軸に１フレ
ーム期間内の時間を表している。ここで、ライン番号は表示領域の上側から何行目の画素
１２であるかを表している。
１フレーム期間は期間Ａで占められ、期間Ａは、自分の画素に表示信号と基準電流を書き
込む期間Ａ１と自分以外の画素に書き込む期間Ａ２に分かれている。期間Ａにおいて期間
Ａ１が１番ラインから順番に２番ライン、３番ラインと割り当てられ、期間Ａの最後でｎ
番ラインに割り当てられる。期間Ａにおける期間Ａ１の以外の時間は期間Ａ２である。
期間Ａにおいて、配線Ｅ１には基準電流源１１１の抵抗器１１２を通して電源２７から電
流が供給される。配線Ｅ１を流れる電流値ｉｒｅｆは、電源２７の電圧を十分高くするこ
とで、ｉｒｅｆ≒Ｖｘ／Ｒｘ（Ｖｘ：電源２７の電圧、Ｒｘ：抵抗器１１１の抵抗値）の
定電流を得ることができる。抵抗器１１１は薄膜トランジスタのソース電極やドレイン電
極に使われるポリシリコン膜や、ゲート電極に使われる金属配線を細長く加工することで
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形成することができる。なお、電源２７の高電圧がＥ１、Ｅ２に発生するのを防止するた
め、保護ダイオード回路としてＴＦＴ１１３を設けている。
期間Ａ１において、信号線バスＤｂｕｓ１のｂ２～ｂ０に表示信号である３ビットのデジ
タル電圧信号ＤＡＴＡを供給し、ＴＦＴ９１～９３のゲート電極が接続するＷ１にＨレベ
ルのパルスを供給すると、キャパシタ１０３～１０５にデジタル電圧信号ＤＡＴＡの各ビ
ットの電圧が印加される。Ｗ１がＬレベルになった後もキャパシタ１０３～１０５はデジ
タル電圧信号ＤＡＴＡを記憶している。ＴＦＴ９４～９６のＯＮ／ＯＦＦ状態はキャパシ
タ１０３～１０５の電圧によって制御され、Ｈレベルの場合はＯＮ、Ｌレベルの場合はＯ
ＦＦになる。
また、期間Ａ１ではＬ１とＲ１にＨレベルのパルスを供給して、ＴＦＴ１０１、１０２を
ＯＮにする。すると、ＴＦＴ１００には基準電流源１１１が発生する定電流ｉｒｅｆが流
れる。このときＴＦＴ１００は飽和領域で動作し、ＴＦＴ１００のゲート－ソース電極間
にはＴＦＴ１００がドレイン－ソース電極間に電流ｉｒｅｆを流すのに必要な電圧Ｖｒｅ
ｆが発生し、この電圧がキャパシタ１０６に印加される。その後、Ｌ１とＲ１をＬレベル
にすると、ＴＦＴ１０１と１０２がＯＦＦになるのでＴＦＴ１００を流れる電流は０にな
るが、キャパシタ１０６は電圧Ｖｒｅｆを記憶している。
期間Ａ２では、他のラインの画素に表示信号と電流ｉｒｅｆの書き込みをしているので、
Ｗ１、Ｌ１、Ｒ１はＬレベルであり、ＴＦＴ９１～９３がＯＦＦであるのでキャパシタ１
０３～１０５が記憶したデジタル信号ＤＡＴＡは保存されている。また、ＴＦＴ１０１、
１０２がＯＦＦであるので、キャパシタ１０６の電圧Ｖｒｅｆは保存されている。
前述したように、ＴＦＴ１０６とＴＦＴ９７～ＴＦＴ９９は非常に似通った特性の薄膜ト
ランジスタで形成されており、また、ＴＦＴ９７はチャネル幅がＴＦＴ１００のチャネル
幅の４／７、ＴＦＴ９８は２／７、ＴＦＴ９９は１／７になっているので、キャパシタ１
０６が保存している電圧Ｖｒｅｆが、ＴＦＴ９７～９９のゲート電極に印加されることに
よって、ＴＦＴ９４がＯＮのときＴＦＴ９７には（４／７）×ｉｒｅｆが、ＴＦＴ９５が
ＯＮのときＴＦＴ９８には（２／７）×ｉｒｅｆが、ＴＦＴ９５がＯＮのときＴＦＴ９７
には（１／７）×ｉｒｅｆがそれぞれ流れる。
これらの電流の合計がＥＬ素子を流れる電流ＩＬＥＤになるので、ＥＬ素子２１にはキャ
パシタ１０３～１０５が記憶しているデジタル信号ＤＡＴＡに比例した８段階の電流（０
／７、１／７、２／７、３／７、４／７、５／７、６／７、７／７）×ｉｒｅｆの電流が
流れる。
ＥＬ素子２１の発光強度は電流ＩＬＥＤに比例し、発光時間は１フレーム期間であり一定
に保たれているので、１フレーム期間の画素１２の平均輝度は電流ＩＬＥＤに比例する。
したがって、表示信号であるデジタル電圧信号ＤＡＴＡを信号線バスＤｂｕｓに供給する
ことによって各画素の平均輝度を多段階に制御することができるので、本発明の第五の実
施例によって階調のある画像を表示することができる。
また、信号線バスＤ１、Ｄ２の本数を増やし、チャネル幅の異なるＴＦＴであるＴＦＴ９
７～９９とその付属回路の並列数を増やすことで、さらに多階調の画像を表示できる。
さらに、画素１２に供給する電流信号は、最大の輝度でＥＬ素子２１を発光する定電流ｉ
ｒｅｆだけであり、配線Ｅ１が持っている負荷容量を高速に充電することができる。さら
に、画素を暗く点灯することは、デジタル信号ＤＡＴＡによって画素内でｉｒｅｆより少
ない電流を発生してＥＬ素子に供給することで実現している。
したがって本発明の第五の実施例によって、多階調なＥＬディスプレイや、解像度の高い
ＥＬディスプレイを構成することができる。
（６）図１２に本発明の第六の実施例の画素およびその周辺の回路図を示す。画像を表示
する表示領域１１には２次元的に画素１２が複数配列されている。画素１２は、ＴＦＴ１
２１～１２７、キャパシタ１２８、１２９で構成される画素回路と、ＥＬ素子２１で構成
されている。ＥＬ素子２１の陰極は共通電極２９に接続されている。ＴＦＴ１２２はｐチ
ャネル型、その他はｎチャネル型の薄膜トランジスタであり、ｎチャネル型のＴＦＴ１２
１とｐチャネル型のＴＦＴ１２２により相補型インバータ回路が構成されている。ＴＦＴ
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１２１のソース電極は接地電極１３０に、ＴＦＴ１２４のソース電極は接地電極１３１に
接続しており、接地電極１３０、１３１は、接地配線を設けて接地電位に固定されている
か、あるいは共通電極２９と接続している。表示領域１１には、表示信号を含むアナログ
電圧信号を伝える信号線Ｄ１、Ｄ２、基準となる電流およびＥＬ素子２１に流す電流を供
給する配線Ｅ１～Ｅｍと、画素１２の画素回路を制御する信号線Ｗ１、Ｗ２、Ｌ１、Ｌ２
、Ｒ１、Ｒ２とがマトリクス状に配線されている。
表示領域の外部には基準電流源２２があり、基準電流源２２はＴＦＴ２３、２４、抵抗器
２５が紙面横方向に複数配列して構成され、基準電流と電源電流を切り替える信号線Ｓ＿
ｐｏｗ、ＥＬ素子２１に電流を供給する電源２６、基準電流を発生するための電源２７と
、電流を供給する配線Ｅ１、Ｅ２に接続している。電源２７の陰極は共通電極２８に接続
している。共通電極２８と共通電極２９は電気的に接続している。
図２に本発明の実施例の構成図を示す。ガラス基板１の表面には、表示領域１１があり、
複数の画素１２が形成されている。
図２の本発明の実施例の構成図において、本発明の第六の実施例では、ガラス基板１の表
面には、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎ、信号線Ｄ１～Ｄｍ、配線Ｅ１、Ｅ
２と、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎの制御信号を発生する走査回路２、信
号線Ｄ１～Ｄｍの信号を発生する信号回路３、配線Ｅ１～Ｅｍに電流を発生する基準電流
源２２が配置されている。走査回路２、信号回路３、基準電流源２２はそれぞれＴＦＴで
ガラス基板１上に形成するか、あるいは半導体ＬＳＩを取り付けることによって構成され
る。走査回路２は表示領域１１の両側に配置することで、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ
、Ｒ１～Ｒｎへの信号の供給能力を上げることができる。また、信号回路３と基準電流源
２２は表示領域に対して紙面上下方向いずれの辺に配置してもかまわない。走査回路２は
信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎに２値のデジタル信号を発生するのロジック
回路である。信号回路３は信号線Ｄ１～Ｄｍに表示信号であるアナログ電圧信号を発生す
るアナログ回路である。図２には記載していないが、表示領域１１を覆うように共通電極
２９が形成されており、画素１２のＥＬ素子２１の陰極に接続している。画素１２のＥＬ
素子２１の発光は、ガラス基板１からガラス基板の背面方向に透過し、図２の図面の背面
から表示画像を見ることができる。共通電極２９を透明にした場合は、図２の図面の正面
からでも表示画像を見ることができる。ＥＬ素子には有機ＥＬダイオードを使用すること
ができる。また、ＥＬ素子２１のそれぞれに、赤、緑、青の発光材料を用いることで、カ
ラー表示をすることもできる。なお、本発明の第四の実施例では図２の信号線Ｐ１～Ｐｍ
は不要である。
ところで、図１２では表示領域１１に画素１２を２×２の４つしか記述していないが、実
用的にはさらに多くあり、カラーＶＧＡ（６４０画素×ＲＧＢ３色×４８０画素）の解像
度場合、紙面横方向の画素数はｍ＝１９２０になり、紙面縦方向の画素数はｎ＝４８０に
なる。同様に信号線Ｄ１～Ｄｍ、配線Ｅ１～Ｅｍは１９２０本、信号線Ｌ１～Ｌｎ、Ｗ１
～Ｗｎ、Ｒ１～Ｒｎは４８０本になる。
図１３（Ａ）に本発明の第六の実施例の画素の駆動電圧波形、動作電圧波形、および動作
電流波形を示す。また、図１３（Ｂ）は１フレーム期間における図１３（Ａ）の波形のタ
イミングチャートを示す。図１３（Ａ）の横軸は時間である。波線の部分では時間の連続
性はなく、各期間Ａ１、Ａ２、Ｃの順番は入れ替え可能であることを意味している。Ｓ＿
ｐｏｗ、Ｌ１、Ｗ１、Ｒ１、Ｄ１は各信号線に入力する電圧を縦軸に表している。ａ、ｂ
は各ノード発生する電圧を縦軸に表している。ＶＣはキャパシタ１２９の両端にかかる電
圧を縦軸に表している。ＩＬＥＤはＥＬ素子２１に流れる電流を縦軸に表している。いず
れも図面上方向が＋方向である。Ｓ＿ｐｏｗ、Ｌ１、Ｗ１、Ｒ１の信号はそれぞれＨレベ
ルかＬレベルである２値のロジック電圧であり、Ｄ１の信号はアナログ電圧である。Ｈレ
ベルは画素１２内のＴＦＴを全てＯＮにする電圧よりも高い電圧であり、Ｌレベルは画素
１２内のＴＦＴを全てＯＦＦにする電圧よりも低い電圧である。図８（Ａ）の斜線部分は
複数の値を取り得るか、あるいは動作に無関係であることを示している。なお、図８（Ａ
）のＤ１、Ｌ１、Ｗ１、Ｒ１の記号の数字”１”は、１列目、１行目の画素１２に供給す
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る信号を意味する数字であるので、ほかの画素の場合には対応する列と行に数字は変更に
なる。
図１３（Ｂ）のタイミングチャートは縦軸を表示領域１１のライン番号を、横軸に１フレ
ーム期間内の時間を表している。ここで、ライン番号は表示領域の上側から何行目の画素
１２であるかを表している。
１フレーム期間は、画素に表示信号および基準電流を書き込む期間Ａ、ＥＬ素子が発光し
て画像を表示する期間Ｃに分かれている。さらに期間Ａは、自分の画素に表示信号と基準
電流を書き込む期間Ａ１と自分以外の画素に書き込む期間Ａ２に分かれている。期間Ａに
おいて期間Ａ１が１番ラインから順番に２番ライン、３番ラインと割り当てられ、期間Ａ
の最後でｎ番ラインに割り当てられる。期間Ａ１以降の残りの時間は期間Ａ２である。
期間Ａにおいて、Ｓ＿ｐｏｗはＬレベルであり、基準電流源２２のＴＦＴ２３はＯＦＦで
あるので、配線Ｅ１には抵抗器２５を通して電源２７から電流が供給される。配線Ｅ１を
流れる電流値ｉｒｅｆは、電源２７の電圧を十分高くすることで、ｉｒｅｆ≒Ｖｘ／Ｒｘ
（Ｖｘ：電源２７の電圧、Ｒｘ：抵抗器２５の抵抗値）の定電流を得ることができる。抵
抗器２５は薄膜トランジスタのソース電極やドレイン電極に使われるポリシリコン膜や、
ゲート電極に使われる金属配線を細長く加工することで形成することができる。なお、電
源２７の高電圧がＥ１、Ｅ２に発生するのを防止するため、保護ダイオード回路としてＴ
ＦＴ２４を設けている。
期間Ａ１では、始めにＬ１をＨレベルにして、Ｒ１にＨレベルのパルスを供給する。する
とＴＦＴ１２４～１２６がＯＮになり、ＴＦＴ１２７には基準電流源２２が発生する定電
流ｉｒｅｆが流れる。このときＴＦＴ１２７は飽和領域で動作し、ＴＦＴ１２７のゲート
電極－ソース電極間にはＴＦＴ１２７がドレイン電極－ソース電極間に電流ｉｒｅｆを流
すのに必要な電圧Ｖｒｅｆが発生し、この電圧がキャパシタ１２９に印加される。その後
、Ｒ１がＬレベルになり、ＴＦＴ１２４、１２５がＯＦＦになっても、キャパシタ１２９
は電圧Ｖｒｅｆを記憶している。
続いて、Ｌ１がＨレベルの状態でＷ１にＨレベルのパルスを供給する。すると、ＴＦＴ１
２３がＯＮになって、ＴＦＴ１２１と１２２で構成するインバータ回路の入力と出力であ
るノードａ－ｂ間がショートされ、両ノードともにインバータ回路のスレッショルド電圧
Ｖｒｅｓになり、電圧Ｖｒｅｓはキャパシタ１２８の一端に印加される。
一方、信号線Ｄ１には表示信号であるアナログ電圧信号Ｖｄａｔａを供給すると、接続す
るキャパシタ１２８のもう一端にも電圧Ｖｄａｔａが印加される。
最後にＷ１をＬレベルにするとＴＦＴ１２３がＯＦＦになってノードａはノードｂと切り
離され、キャパシタ１２８は”Ｖｄａｔａ－Ｖｒｅｓ”の電圧を記憶する。
期間Ａ２では、他のラインの画素に表示信号および基準電流を書き込んでいるが、Ｌ１、
Ｒ１、Ｗ１がＬレベルであるので、ＴＦＴ１２３～１２６がＯＦＦ状態を保ち、キャパシ
タ１２９、１３０の電圧ＶｒｅｆおよびＶｒｅｓは保存されている。
期間Ｃでは、Ｓ＿ｐｏｗをＨレベルにするので、ＴＦＴ２３がＯＮになるために基準電流
源２２は動作せず、基準電流源２２をパスして電源２６から配線Ｅ１、Ｅ２に直接電流を
供給する。またＬ１をＨレベルにするので、ＴＦＴ１２６を通してＴＦＴ１２７に電源２
６からの電流が供給される。一方、信号線Ｄ１には、表示信号であるアナログ電圧のとり
得る範囲の最低電圧から最高電圧へ変化する三角波を入力する。
期間Ｃの始めでは、信号線Ｄ１の電圧は前記最低電圧であり、ノードａの電圧はインバー
タのスレッショルド電圧Ｖｒｅｓよりも低い電圧となるので、インバータを構成するＴＦ
Ｔ１２２はＯＮ、ＴＦＴ１２１はＯＦＦになる。すると、配線Ｅ１からの電流は、ＴＦＴ
１２６、１２７、１２２を通してＥＬ素子２１に供給され、ＥＬ素子２１は発光する。こ
のとき、ＴＦＴ１２７はキャパシタ１２９が記憶した電圧Ｖｒｅｆによって定電流ｉｒｅ
ｆを発生し、ＥＬ素子２１にはｉｒｅｆが流れて、ＥＬ素子２１は均一な強度で発光する
（ＥＬ素子：ＯＮ）。
期間Ｃにおいて時間が経過すると、信号線Ｄ１の電圧は三角波に従い徐々に上昇するので
、ノードａの電圧も上昇する。信号線Ｄ１の電圧と、各画素１２に期間Ａ１の時に書き込
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んだ電圧Ｖｄａｔａがちょうど等しくなったとき、ノードａの電圧がちょうどインバータ
のスレッショルド電圧Ｖｒｅｓになって、ＴＦＴ１２２はＯＮからＯＦＦに、ＴＦＴ１２
１はＯＦＦからＯＮに変化し、ノードｂは０Ｖになり、ＥＬ素子１２は消灯する（ＥＬ素
子：ＯＦＦ）。
このＥＬ素子２１のＯＮとＯＦＦ時間の比率は、表示信号として各画素１２のキャパシタ
１２８書き込まれた電圧Ｖｄａｔａによって０％から１００％まで変化できる。ＯＮの時
の発光強度はｉｒｅｆによって一定に保たれているので、画素１２の平均輝度はこのＯＮ
／ＯＦＦの時間比率によって制御される。また、この三角波の傾斜角度に変化をつけるこ
とでアナログ信号電圧Ｖｄａｔａ－平均輝度の関係に対してガンマ補正をすることもでき
る。
したがって、表示信号であるアナログ電圧信号Ｖｄａｔａによって各画素の平均輝度を多
段階に制御することができるので、本発明の第六の実施例によって階調のある画像を表示
することができる。
さらに、画素１２に供給する電流信号は、最大の輝度でＥＬ素子２１を発光する定電流ｉ
ｒｅｆだけであり、配線Ｅ１が持っている負荷容量を高速に充電することができる。さら
に、画素を暗く点灯することは、アナログ信号電圧ＶｄａｔａによってＥＬ素子の発光時
間を短く制御することにより実現している。
したがって本発明の第一の実施例によって、多階調なＥＬディスプレイや、解像度の高い
ＥＬディスプレイを構成することができる。
【０００７】
【発明の効果】
本発明では、画素が明るく表示するときの比較的大きな電流を基準電流として画素に書き
込んでいるので、電流を供給する配線の負荷容量を高速に充電でき、解像度の高い画像表
示装置を実現できる。
さらに、この基準電流を基準として時間変調回路や電流発生回路によって画素に多段階の
明るさを発生させることができるので、多階調表示が可能な画像表示装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施例の画素およびその周辺の回路を表した図である。
【図２】本発明の実施例の構成を表した図である。
【図３】本発明の第一の実施例の画素の駆動電圧波形、動作電圧波形、動作電流波形およ
びそれらの１フレーム期間におけるタイミングチャートを表した図である。
【図４】本発明の第二の実施例の画素およびその周辺の回路を表した図である。
【図５】本発明の第三の実施例の画素およびその周辺の回路を表した図である。
【図６】本発明の第三の実施例の画素の駆動電圧波形、動作電圧波形、動作電流波形およ
びそれらの１フレーム期間におけるタイミングチャートを表した図である。
【図７】本発明の第四の実施例の画素およびその周辺の回路を表した図である。
【図８】本発明の第四の実施例の画素の駆動電圧波形、動作電圧波形、動作電流波形およ
びそれらの１フレーム期間におけるタイミングチャートを表した図である。
【図９】Ｖｄａｔａ１とＶｄａｔａ２の差電流に対する電流ｉ１とｉ２を表したグラフで
ある。
【図１０】本発明の第五の実施例の画素およびその周辺の回路を表した図である。
【図１１】本発明の第五の実施例の画素の駆動電圧波形、動作電圧波形、動作電流波形お
よびそれらの１フレーム期間におけるタイミングチャートを表した図である。
【図１２】本発明の第六の実施例の画素およびその周辺の回路を表した図である。
【図１３】本発明の第六の実施例の画素の駆動電圧波形、動作電圧波形、動作電流波形お
よびそれらの１フレーム期間におけるタイミングチャートを表した図である。
【図１４】ＥＬ素子を使った従来の画素の回路を表した図である。
【符号の説明】
１…ガラス基板、２…走査回路、３…信号回路、１１～１８…ＴＦＴ、１９～２０…キャ
パシタ、２１…ＥＬ素子、２２…基準電流源、２３…ＴＦＴ、２４…ＴＦＴ（保護ダイオ
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ード）、２５…抵抗器、２６～２７…電源、２８…接地電極、２９…共通電極、
３１～３７…ＴＦＴ、３８～３９…キャパシタ、４０…基準電流源、４１…抵抗器、４２
…ＴＦＴ（保護ダイオード）、５１～５６…ＴＦＴ、５７～５８…キャパシタ、５９～６
０…接地電極、７１～７７…ＴＦＴ、７８～８０…キャパシタ、８１…接地電極、８２…
抵抗器、９１～１０２…ＴＦＴ、１０３～１０６…キャパシタ、１０８…接地電極、１１
１…基準電流源、１１２…抵抗器、１１３…ＴＦＴ（保護ダイオード）、１２１～１２７
…ＴＦＴ、１２８～１２９…キャパシタ、１３０～１３１…接地電極、１５０…画素、１
５１～１５４…ＴＦＴ、１５５…キャパシタ、１５６…ＥＬ素子、１５７…電流駆動回路
、１６１…配線、１６２…負荷容量。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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