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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極と第２電極とを有する発光素子と、
　電圧を保持するコンデンサと、
　ゲート電極が前記コンデンサの第１電極に接続され、ソース電極が前記発光素子の第１
電極に接続され、前記コンデンサに保持された電圧に応じたドレイン電流を前記発光素子
に供給することにより前記発光素子を発光させる駆動素子と、
　前記駆動素子のドレイン電流を停止させるための前記ゲート電極の電圧値を規定する参
照電圧を供給する電源線と、
　前記駆動素子のゲート電極に前記参照電圧を供給する第１スイッチング素子と、
　信号電圧及び所定のリセット電圧を供給するデータ線と、
　一方の端子が前記データ線に接続され、他方の端子が前記コンデンサの第２電極に接続
され、前記データ線と前記コンデンサの第２電極との導通及び非導通を切り換える第２ス
イッチング素子と、
　前記第１スイッチング素子及び前記第２スイッチング素子を制御する駆動回路と、
　を具備し、
　前記駆動回路は、
　前記第１スイッチング素子をＯＮして、前記駆動素子のゲート電極に前記参照電圧を供
給し前記駆動素子のドレイン電流を停止させ、
　前記第１スイッチング素子をＯＮしている期間内に、前記第２スイッチング素子をＯＮ
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して、前記データ線から前記所定のリセット電圧を前記発光素子の第１電極と前記駆動素
子のソース電極との接続点に印加する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記第１スイッチング素子をＯＮするタイミングと、前記第２スイッチング素子をＯＮ
するタイミングとは同時である
　請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記駆動回路は、
　前記第１スイッチング素子及び前記第２スイッチング素子をＯＦＦした後、
　前記第１スイッチング素子をＯＮして、前記駆動素子のゲート電極に前記参照電圧を供
給し前記駆動素子のドレイン電流を停止させ、
　前記第１スイッチング素子をＯＮしている期間内に、前記第２スイッチング素子をＯＮ
して、前記信号電圧を前記コンデンサの第２電極に印加させることにより、
　前記コンデンサに所望の電圧を保持させる、
　請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記駆動回路は、
　前記第２スイッチング素子をＯＮして、前記コンデンサに前記所望の電圧を保持させた
後、
　前記第１スイッチング素子及び前記第２スイッチング素子をＯＦＦする、
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記発光素子の第１電極と前記コンデンサの第２電極との間に第３スイッチング素子を
直列に設け、
　前記駆動回路は、
　前記第３スイッチング素子をＯＦＦしている間に、前記第２スイッチング素子をＯＮし
て前記信号電圧を前記コンデンサの第２電極に印加させることにより、前記コンデンサに
所望の電圧を保持させ、
　前記所望の電圧が前記コンデンサに保持された後、前記第１スイッチング素子及び前記
第２スイッチング素子をＯＦＦして、
　前記第３スイッチング素子をＯＮする、
　請求項１乃至４のいずれかに記載の表示装置。
【請求項６】
　前記発光素子の第１電極はアノード電極であり、前記発光素子の第２電極はカソード電
極である、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１スイッチング素子の導通及び非導通を制御する信号を供給する第１走査線と、
　前記第２スイッチング素子の導通及び非導通を制御する信号を供給する第２走査線と、
　を備え、
　前記第１走査線と前記第２走査線とは共通の走査線である請求項１記載の表示装置。
【請求項８】
　前記所定のリセット電圧の電圧値は、
　前記データ線から前記所定のリセット電圧を前記発光素子の第１電極と前記駆動素子の
ソース電極との接続点に印加している際に、前記駆動素子のゲート電極と前記駆動素子の
ソース電極との電位差が、前記駆動素子がオン状態となる閾値電圧より低い電圧となるよ
うに設定されている、
　請求項１記載の表示装置。
【請求項９】
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　さらに、前記所定のリセット電圧の電圧値は、
　前記データ線から前記所定のリセット電圧を前記発光素子の第１電極と前記駆動素子の
ソース電極との接続点に印加している際に、前記発光素子の第１電極と前記発光素子の第
２電極との電位差が、前記発光素子が発光を開始する前記発光素子の閾値電圧より低い電
圧となるように設定されている、
　請求項８記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記発光素子は、複数個マトリクス状に配置されている、
　請求項１乃至９のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記発光素子及び前記第３スイッチング素子は単位画素の画素回路を構成し、
　前記画素回路は複数個マトリクス状に配置されている、
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記発光素子、前記コンデンサ、前記駆動素子、前記第１スイッチング素子、前記第２
スイッチング素子及び前記第３スイッチング素子は単位画素の画素回路を構成し、
　前記画素回路は複数個マトリクス状に配置されている、
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記発光素子は、有機ＥＬ発光素子である、
　請求項１乃至１２のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１４】
　第１電極と第２電極とを有する発光素子と、
　電圧を保持するコンデンサと、
　ゲート電極が前記コンデンサの第１電極に接続され、ソース電極が前記発光素子の第１
電極に接続され、前記コンデンサに保持された電圧に応じたドレイン電流を前記発光素子
に供給することにより前記発光素子を発光させる駆動素子と、
　前記駆動素子のドレイン電流を停止させるための前記ゲート電極の電圧値を規定する参
照電圧を供給する電源線と、
　前記駆動素子のゲート電極に前記参照電圧を供給する第１スイッチング素子と、
　信号電圧及び所定のリセット電圧を供給するデータ線と、
　一方の端子が前記データ線に電気的に接続され、他方の端子が前記コンデンサの第２電
極に電気的に接続され、前記データ線と前記コンデンサの第２電極との導通及び非導通を
切り換える第２スイッチング素子と、
　前記第１スイッチング素子及び前記第２スイッチング素子を制御する駆動回路と、
　を具備した表示装置の制御方法であって、
　前記駆動回路によって、
　前記第１スイッチング素子をＯＮして、前記駆動素子のゲート電極に前記参照電圧を供
給し前記駆動素子のドレイン電流を停止させるステップと、
　前記第１スイッチング素子をＯＮしている期間内に、前記第２スイッチング素子をＯＮ
して、前記データ線から前記所定のリセット電圧を前記発光素子の第１電極と前記駆動素
子のソース電極との接続点に印加するステップと、
　が実行されることを特徴とする表示装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその制御方法に関し、特に電流駆動型の発光素子を用いた表示
装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　電流駆動型の発光素子を用いた表示装置として、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ
）素子を用いた表示装置が知られている。この有機ＥＬ素子を用いた表示装置は、液晶表
示装置に必要なバックライトが不要で装置の薄型化に最適である。
【０００３】
　有機ＥＬ素子を用いた表示装置では、画素を構成する有機ＥＬ素子がマトリクス状に配
置され、その有機ＥＬ素子に電流を供給する駆動素子を制御することにより有機ＥＬ素子
を発光させる。
【０００４】
　具体的には、複数の走査線と複数のデータ線との交点にスイッチング薄膜トランジスタ
（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を設け、このスイッチングＴＦ
Ｔにコンデンサを接続し、選択した走査線を通じてこのスイッチングＴＦＴをオンさせて
信号線から発光輝度に対応するデータ電圧をコンデンサに入力する。また、コンデンサは
駆動素子のゲート電極に接続されている。つまり、駆動素子のゲート電極にデータ電圧が
印加される。
【０００５】
　このような構成により、スイッチングＴＦＴを非選択としている期間も、駆動素子によ
り有機ＥＬ素子に電流を供給する。このような駆動素子によって有機ＥＬ素子を駆動する
ものをアクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置と呼ぶ。
【０００６】
　しかし、駆動素子の電圧－電流特性は、同じ電圧値がコンデンサに保持された場合に常
に同じ特性を有するとは限らない。言い換えると、コンデンサに同じ電圧値が保持されて
いる場合であっても、異なる電流値の電流が流れる場合がある。例えば、コンデンサの基
準電圧側の電極に０Ｖが供給され、前記コンデンサの駆動素子のゲートに接続された電極
に供給される電圧が－３Ｖから－６Ｖに下がった結果、蓄積された電圧値が６Ｖになった
場合のその電圧値に対応する電流値と、前記コンデンサの駆動素子のゲートに接続された
電極に供給される電圧が－９Ｖから－６Ｖに上がった結果蓄積された電圧値が６Ｖになっ
た場合のその電圧値に対応する電流値とが異なる。これは、駆動素子の電圧－電流特性が
、いわゆるヒステリシスな特性であることに起因する。
【０００７】
　図１２は、駆動素子の電圧－電流特性の一例を示すグラフである。
【０００８】
　同図に示すように、駆動素子の電圧－電流特性はヒステリシスな特性を有するので、駆
動素子のゲート－ソース間電圧が同じ場合でも、所望の電流値より大きい電流が流れたり
、小さい電流が流れたりする。
【０００９】
　このようなヒステリシスな特性によって所望の電流値とは異なる電流が流れた場合には
残像が発生することになる。
【００１０】
　この残像の問題を解決するために、有機ＥＬ素子の発光後、駆動素子がオフ状態となる
ような参照電圧を駆動素子のゲート電圧に印加する方法が提案されている（例えば、特許
文献１）。
【００１１】
　図１３は、特許文献１に記載された、有機ＥＬ素子を用いた従来の表示装置における画
素部の構成を示す回路図である。同図における画素部５７０は、カソードが負電源線（電
圧値は０Ｖ）に接続された有機ＥＬ素子５０５、ドレインが正電源線（電圧値はＶＤＤ）
に接続されソースが有機ＥＬ素子５０５のアノードに接続された駆動薄膜トランジスタ（
駆動ＴＦＴ）５０４、駆動ＴＦＴ５０４のゲート－ソース間に接続され駆動ＴＦＴ５０４
のゲート電圧を保持する容量素子５０３、信号線５０６からデータ電圧を選択的に駆動Ｔ
ＦＴ５０４のゲートに印加する第１スイッチング素子５０１、及び駆動ＴＦＴ５０４のゲ
ート電位を参照電圧Ｖｒｅｆに初期化する第２スイッチング素子５０２という簡単な回路
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素子により構成される。
【００１２】
　以下、画素部５７０へのデータ電圧の書き込み動作について説明する。
【００１３】
　有機ＥＬ素子５０５の発光後、最初に、駆動ＴＦＴ５０４がオフとなるような参照電圧
Ｖｒｅｆ（駆動ＴＦＴ５０４がＮ型の場合Ｖｇｓ－Ｖｔｈ＜０（ただし、Ｖｇｓ：駆動Ｔ
ＦＴ５０４のゲート－ソース間電圧、Ｖｔｈ：駆動ＴＦＴ５０４の閾値電圧））を駆動Ｔ
ＦＴ５０４のゲートに印加して、駆動ＴＦＴ５０４をオフする（時刻ｔ＝０とする）。例
えば、参照電圧Ｖｒｅｆは０Ｖである。
【００１４】
　その後、時刻ｔ＝ｔ１において、次のフレーム期間の信号電圧に対応するデータ電圧を
駆動ＴＦＴ５０４のゲート電極に印加する。
【００１５】
　これにより、データ電圧書き込み時において常に、駆動ＴＦＴ５０４のゲート－ソース
間電圧は電圧を上げる方向で印加される。よって、駆動ＴＦＴ５０４の電圧－電流特性が
ヒステリシスを有することによる残像の発生を防止できる。つまり、特許文献１記載の表
示装置は、黒データに対応する信号電圧をコンデンサに書き込んで前記コンデンサをリセ
ットし、そのリセットされたコンデンサに有機ＥＬ素子５０５の発光輝度に応じたデータ
電圧に対応する信号電圧を書き込むことで、残像の発生を解決している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開２００８－３５４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、特許文献１記載の構成においては、駆動ＴＦＴのゲート－ソース間電圧
が安定するまでに十分な時間が必要であり、十分な時間が経過する前に、駆動ＴＦＴのゲ
ートに次のフレーム期間のデータ電圧が印加されると、前フレームの状態がリセットされ
ず残像が発生するという問題がある。
【００１８】
　以下、この残像の発生する原因について詳細に説明する。
【００１９】
　図１４は、ゲート－ソース間電圧が所定電圧まで低下してから再度上昇するまでの時間
に応じたＴＦＴの電圧－電流特性の一例を示すグラフである。同図には、ゲート－ソース
間電圧が定常状態の電圧まで低下してから再度上昇するまでの時間であるリセット有効期
間Ｔｒごとに、ゲート－ソース間電圧が低い側から高い側へ上昇する際の電圧－電流特性
が示されている。なお、Ｔ１＞Ｔ２＞Ｔ３である。
【００２０】
　同図から明らかなように、ＴＦＴはリセット有効期間が長いほど、電圧－電流特性が初
期状態へと近づく。言い換えると、ＴＦＴをオフ状態としてからオン状態とするまでの時
間が短い（Ｔｒ＝Ｔ３）場合の電圧－電流特性と、ＴＦＴをオフ状態としてからオン状態
とするまでの時間が長い（Ｔｒ＝Ｔ１）場合の電圧－電流特性とは、異なる特性を有する
。
【００２１】
　これはＴＦＴの駆動条件がある条件から別のある条件へ変化した際に、ＴＦＴの電圧－
電流特性がある時定数（ｔａ）を有して変化するためである。つまり、駆動条件が変化し
てからＴＦＴの電圧－電流特性が初期状態になるまでは、ＴＦＴのゲート－ソース間に所
望の定常状態となる電圧を安定的に供給する必要がある。
【００２２】
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　ところが、特許文献１の構成においては、駆動ＴＦＴのゲート電極の電位が黒データに
対応する信号電圧となってから駆動ＴＦＴのソース電極の電位が安定するまでの時間は非
常に長い。具体的には、駆動ＴＦＴのソース電極の電位は、発光素子特性による予め定め
られた時定数に依存して変化し、この時定数は、発光素子の容量成分と直流抵抗成分とで
決定され、発光素子がオフ状態に近づくにつれて発光素子の直流抵抗成分が大きくなるこ
とにより、発光素子がオフ状態に近づくにつれて増大する。すなわち駆動ＴＦＴのソース
電極の電位は、なかなか安定しない。
【００２３】
　このように駆動ＴＦＴのソース電極の電位が安定するまでに長い時間を要することによ
り、１フレーム期間のうち発光素子が発光している非発光期間において、駆動ＴＦＴの電
圧－電流特性が初期状態となる程度の時間を確保することが難しい。つまり、十分なリセ
ット有効時間Ｔｒを確保できない。したがって、画素に同じデータ電圧を書き込んだ場合
でも、前フレームの画素の状態に依存して、発光素子に所望の電流値より大きい電流が流
れたり、小さい電流が流れたりする。その結果、残像が発生するという問題がある。言い
換えると、駆動ＴＦＴの電圧－電流特性の過渡状態に起因して残像が発生するという問題
がある。
【００２４】
　一方、リセット有効期間ＴｒをＴＦＴの電圧－電流特性が初期状態となる程度の時間確
保するために非発光期間を長くした場合、１フレーム期間のうち発光素子が発光している
発光期間が短くなるので、表示輝度が低下する、もしくは表示輝度を同程度とするために
は瞬間的な発光強度を大きくするために、発光素子の動作負荷が高くなり短寿命となると
いう問題がある。
【００２５】
　上記課題に鑑み、本発明は、表示輝度を確保し、残像の発生を防止する表示装置及びそ
の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る表示装置は、第１電極と第２電極と
を有する発光素子と、電圧を保持するコンデンサと、ゲート電極が前記コンデンサの第１
電極に接続され、ソース電極が前記発光素子の第１電極に接続され、前記コンデンサに保
持された電圧に応じたドレイン電流を前記発光素子に供給することにより前記発光素子を
発光させる駆動素子と、前記駆動素子のドレイン電流を停止させるための前記ゲート電極
の電圧値を規定する参照電圧を供給する電源線と、前記駆動素子のゲート電極に前記参照
電圧を供給する第１スイッチング素子と、信号電圧及び所定のリセット電圧を供給するデ
ータ線と、一方の端子が前記データ線に接続され、他方の端子が前記コンデンサの第２電
極に接続され、前記データ線と前記コンデンサの第２電極との導通及び非導通を切り換え
る第２スイッチング素子と、前記第１スイッチング素子の導通及び非導通を制御する信号
を供給する第１走査線と、前記第２スイッチング素子の導通及び非導通を制御する信号を
供給する第２走査線と、前記第１走査線及び前記第２走査線を介して前記第１スイッチン
グ素子及び前記第２スイッチング素子を制御する駆動回路と、を具備し、前記駆動回路は
、前記第１スイッチング素子をＯＮして、前記駆動素子のゲート電極に前記参照電圧を供
給し前記駆動素子のドレイン電流を停止させ、前記第１スイッチング素子をＯＮしている
期間内に、前記第２スイッチング素子をＯＮして、前記データ線から前記所定のリセット
電圧を前記発光素子の第１電極と前記駆動素子のソース電極との接続点に印加する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る表示装置及びその制御方法によれば、前記駆動素子のソース電極は瞬時に
所定のリセット電圧にリセットされる。すなわち、前記駆動素子のソース－ドレイン間が
非接続の状態となっている期間内に、前記所定のリセット電圧を前記発光素子の第１電極
及び前記駆動素子のソース電極との接続点に印加することで、前記駆動素子のソース電極
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と前記発光素子の第１電極の電位を強制的にリセットする。よって、駆動素子のゲート－
ソース間の電圧を参照電圧と前記所定のリセット電圧との差分電圧にリセットできるので
、駆動素子の電圧－電流特性がヒステリシスであることに起因する残像の発生を防止でき
る。
【００２８】
　また、前記駆動素子のソース電極及び前記発光素子の第１電極がリセットするまでの時
間を、前記コンデンサの第１電極への前記参照電圧の供給期間内での、前記コンデンサの
第２電極へ前記所定のリセット電圧を供給するタイミングで調整できる。そのため、前記
駆動素子のソース電極が一定電位に安定するまでの時間を、短縮できる。言い換えると、
前記駆動素子のゲート－ソース間の電圧が一定電圧となるまでの時間を短縮できる。つま
り、前記駆動素子のゲート－ソース間の電圧を、この短縮できた時間分、より長い時間一
定の電圧に保つことができる。よって、非発光期間を長くすることなく、駆動素子の電圧
－電流特性を実質的に初期状態とできる。したがって、所望の表示輝度を確保し、駆動素
子の電圧－電流特性が過渡的に変化する過渡状態に起因する残像の発生を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、実施の形態１に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、発光画素の詳細な回路構成を示す回路図である。
【図３】図３は、表示装置の制御方法を説明する動作タイミングチャートである。
【図４】図４は、表示装置の制御方法を説明する動作フローチャートである。
【図５Ａ】図５Ａは、ｔ＝Ｔ１１～Ｔ１２における発光画素の状態を模式的に示した回路
図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、ｔ＝Ｔ１２～Ｔ１３における発光画素の状態を模式的に示した回路
図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、ｔ＝Ｔ１３～Ｔ１４における発光画素の状態を模式的に示した回路
図である。
【図５Ｄ】図５Ｄは、ｔ＝Ｔ１４～Ｔ１５における発光画素の状態を模式的に示した回路
図である。
【図６】図６は、実施の形態２に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。
【図７】図７は、発光画素の詳細な回路構成を示す回路図である。
【図８】図８は、表示装置の制御方法を説明する動作タイミングチャートである。
【図９】図９は、表示装置の制御方法を説明する動作フローチャートである。
【図１０Ａ】図１０Ａは、ｔ＝Ｔ２１～Ｔ２２における発光画素の状態の模式的に示した
回路図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、ｔ＝Ｔ２２～Ｔ２３における発光画素の状態を模式的に示した
回路図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、ｔ＝Ｔ２３～Ｔ２４における発光画素の状態を模式的に示した
回路図である。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは、ｔ＝Ｔ２４～Ｔ２５における発光画素の状態を模式的に示した
回路図である。
【図１０Ｅ】図１０Ｅは、ｔ＝Ｔ２５～Ｔ２６における発光画素の状態を模式的に示した
回路図である。
【図１１】図１１は、本発明の表示装置を内蔵した薄型フラットＴＶの外観図である。
【図１２】図１２は、駆動素子の電圧－電流特性の一例を示すグラフである。
【図１３】図１３は、特許文献１に記載された、有機ＥＬ素子を用いた従来の表示装置に
おける画素部の構成を示す回路図である。
【図１４】図１４は、ゲート－ソース間電圧が所定電圧まで低下してから再度上昇するま
での時間に応じたＴＦＴの電圧－電流特性の一例を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
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　請求項１記載の態様の表示装置は、第１電極と第２電極とを有する発光素子と、電圧を
保持するコンデンサと、ゲート電極が前記コンデンサの第１電極に接続され、ソース電極
が前記発光素子の第１電極に接続され、前記コンデンサに保持された電圧に応じたドレイ
ン電流を前記発光素子に供給することにより前記発光素子を発光させる駆動素子と、前記
駆動素子のドレイン電流を停止させるための前記ゲート電極の電圧値を規定する参照電圧
を供給する電源線と、前記駆動素子のゲート電極に前記参照電圧を供給する第１スイッチ
ング素子と、信号電圧及び所定のリセット電圧を供給するデータ線と、一方の端子が前記
データ線に接続され、他方の端子が前記コンデンサの第２電極に接続され、前記データ線
と前記コンデンサの第２電極との導通及び非導通を切り換える第２スイッチング素子と、
前記第１走査線及び前記第２走査線を介して前記第１スイッチング素子及び前記第２スイ
ッチング素子を制御する駆動回路と、を具備し、前記駆動回路は、前記第１スイッチング
素子をＯＮして、前記駆動素子のゲート電極に前記参照電圧を供給し前記駆動素子のドレ
イン電流を停止させ、前記第１スイッチング素子をＯＮしている期間内に、前記第２スイ
ッチング素子をＯＮして、前記データ線から前記所定のリセット電圧を前記発光素子の第
１電極と前記駆動素子のソース電極との接続点に印加する。
【００３１】
　本態様によると、前記コンデンサの第１電極を前記駆動素子のゲート電極に接続し、前
記コンデンサの第２電極を、前記第２スイッチング素子を介して前記データ線に接続する
。また、前記駆動素子のドレイン電流を停止させるための前記ゲート電極の電圧値を規定
する参照電圧を、前記駆動素子のゲート電極に供給するための第１スイッチング素子を設
けている。そして、前記第１スイッチング素子をＯＮすることで、参照電圧が、駆動回路
により前記コンデンサの第１電極に供給される。これにより、前記駆動素子のドレイン電
流が停止するので、前記駆動素子のソース－ドレイン間が非接続の状態となる。この前記
駆動素子のソース－ドレイン間が非接続の状態となっている期間内に、駆動回路は、前記
第２スイッチング素子をＯＮして、前記データ線から前記所定のリセット電圧を前記発光
素子の第１電極と前記駆動素子のソース電極との接続点に印加する。
【００３２】
　これにより、前記駆動素子のソース電極及び前記発光素子の第１電極の電位は瞬時に所
定のリセット電圧にリセットされる。すなわち、前記駆動素子のソース－ドレイン間が非
接続の状態となっている期間内に、前記所定のリセット電圧を前記発光素子の第１電極及
び前記駆動素子のソース電極との接続点に印加することで、前記駆動素子のソース電極と
前記発光素子の第１電極の電位を強制的にリセットする。よって、駆動素子のゲート－ソ
ース間の電圧を参照電圧と前記所定のリセット電圧との差分電圧にリセットできるので、
駆動素子の電圧－電流特性がヒステリシスであることに起因する残像の発生を防止できる
。
【００３３】
　また、前記駆動素子のソース電極及び前記発光素子の第１電極がリセットするまでの時
間を、前記コンデンサの第１電極への前記参照電圧の供給期間内での、前記コンデンサの
第２電極へ前記所定のリセット電圧を供給するタイミングで調整できる。そのため、前記
駆動素子のソース電極が一定電位に安定するまでの時間を、短縮できる。言い換えると、
前記駆動素子のゲート－ソース間の電圧が一定電圧となるまでの時間を短縮できる。つま
り、前記駆動素子のゲート－ソース間の電圧を、この短縮できた時間分、より長い時間一
定の電圧に保つことができる。よって、非発光期間を長くすることなく、駆動素子の電圧
－電流特性を実質的に初期状態とできる。したがって、表示輝度を維持し、駆動素子の電
圧－電流特性が過渡的に変化する過渡状態に起因する残像の発生を防止できる。
【００３４】
　また、上述したように、駆動素子の電圧－電流特性を短時間で実質的に初期状態とでき
ることにより、駆動素子のドレイン電流を停止させてから再度供給させるまでの時間であ
る非発光期間を従来よりも短時間にした場合でも、駆動素子の電圧－電流特性の過渡状態
に起因する残像の発生を防止できる。よって、発光期間をより長く確保できる。
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【００３５】
　請求項２記載の態様の表示装置によれば、前記第１スイッチング素子のをＯＮするタイ
ミングと、前記第２スイッチング素子のをＯＮするタイミングとは同時である。
【００３６】
　本態様によると、前記第１スイッチング素子のＯＮになるタイミングと、前記第２スイ
ッチング素子のＯＮになるタイミングとは同時としている。この場合、例えば第２スイッ
チング素子のオン抵抗を１００ｋΩ、発光素子とコンデンサの合成容量を３ｐＦと仮定す
ると、合成容量の充放電の時定数は０．３μ秒となり、前記駆動素子のソース電極が一定
電位に遷移するまでの時間は、実質１０μ秒以下に短縮できるので、駆動素子のゲート電
圧に参照電圧を印加してから駆動素子の電圧－電流特性が初期状態となるまでの時間を最
短にできる。よって、前記発光素子の発光期間を最大限確保できる。
【００３７】
　請求項３記載の態様の表示装置によれば、前記駆動回路は、前記第１スイッチング素子
及び前記第２スイッチング素子をＯＦＦした後、前記第１スイッチング素子をＯＮして、
前記駆動素子の第１ゲート電極に前記参照電圧を供給し前記駆動素子のドレイン電流を停
止させ、前記第１スイッチング素子をＯＮしている期間内に、前記第２スイッチング素子
をＯＮして、前記信号電圧を前記コンデンサの第２電極に印加させることにより、前記コ
ンデンサに所望の電圧を保持させる。
【００３８】
　本態様によると、前記駆動素子のドレイン電流を停止させるための前記第１ゲート電極
の電圧値を規定する参照電圧を、前記駆動素子の第１ゲート電極に設定する第１スイッチ
ング素子を設けている。そして、前記第１スイッチング素子をＯＮすることで、前記駆動
素子のドレイン電流を停止させるための前記第１ゲート電極の電圧値を規定する参照電圧
が、前記コンデンサの第１電極に供給される。これにより、前記駆動素子のドレイン電流
が停止するので、前記駆動素子のドレイン－ソース間が非接続の状態となる。この状態で
、前記第２スイッチング素子をＯＮして、前記所望の電圧を前記コンデンサに保持させる
。
【００３９】
　これにより、前記駆動素子の第１ゲート電極とソース電極との電位差を、参照電圧とリ
セット電圧との差分電圧とした後に、前記所望の電圧にする。つまり、駆動素子の第１ゲ
ート電極とソース電極との電位差をリセットした状態で、前記所望の電圧を前記コンデン
サに保持するので、前記駆動素子の電圧－電流特性がヒステリシスであることの影響を受
けることなく、前記信号電圧に対応する前記発光素子の発光量を安定させることができる
。
【００４０】
　請求項４記載の態様の表示装置によれば、前記駆動回路は、前記第２スイッチング素子
をＯＮして、前記所望の電圧を前記コンデンサに保持させた後、前記第１スイッチング素
子及び前記第２スイッチング素子をＯＦＦする。
【００４１】
　本態様によると、前記第２スイッチング素子をＯＮさせて、前記所望の電圧を前記コン
デンサに保持させた後、前記第１スイッチング素子及び前記第２スイッチング素子をＯＦ
Ｆさせる。これにより、前記駆動素子によって、前記コンデンサに保持された所望の電圧
に応じた電流が前記発光素子に流れ、前記発光素子を発光させることができる。
【００４２】
　請求項５記載の態様の表示装置は、前記発光素子の第１電極と前記コンデンサの第２電
極との間に第３スイッチング素子を直列に設け、前記駆動回路は、前記第３スイッチング
素子をＯＦＦしている間に、前記第２スイッチング素子をＯＮして前記信号電圧を前記コ
ンデンサの第２電極に印加させることにより、前記コンデンサに所望の電圧を保持させ、
前記所望の電圧が前記コンデンサに保持された後、前記第１スイッチング素子及び前記第
２スイッチング素子をＯＦＦして、前記第３スイッチング素子をＯＮする。
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【００４３】
　本態様によると、前記発光素子の第１電極と前記コンデンサの第２電極との間に挿入さ
れることにより前記発光素子の第１電極と前記コンデンサの第２電極との接続を制御する
第３スイッチング素子を設け、前記第３スイッチング素子をＯＦＦさせている間に、前記
信号電圧に対応する前記所望の電圧を前記コンデンサに保持させ、前記所望の電圧が前記
コンデンサに保持された後に、前記第３スイッチング素子をＯＮするものである。これに
より、駆動素子のソース電極とコンデンサＣ１の第２電極との間に電流が流れない状態で
信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに設定できる。即ち、前記所望の電圧が前記コ
ンデンサに保持される前に、前記駆動素子を介してコンデンサの第２電極に電流が流れ込
むことによるコンデンサの第２電極の電位の変動を防止できる。そのため、前記所望の電
圧を前記コンデンサに正確に保持できるので、前記コンデンサに保持すべき電圧が変動し
て、映像信号を反映した発光量にて前記発光素子が正確に発光しないことを防止できる。
その結果、前記信号電圧に対応する発光量にて前記発光素子を正確に発光させ、高精度な
画像表示を実現できる。
【００４４】
　以上により、前記駆動素子のドレイン電流を停止させるための前記第１ゲート電極の電
圧値を規定する参照電圧を、前記駆動素子の第１ゲート電極に供給する第１スイッチング
素子によって、前記駆動素子のドレイン電流を停止させる機能（画素停止機能）を果たさ
せ、簡易な構成で前記駆動素子の電圧－電流特性がヒステリシスであることの問題を解決
すると共に、前記駆動素子のソース電極と前記コンデンサの第２電極との接続を制御する
第３スイッチング素子によって、前記所望の電圧を前記コンデンサに正確に保持させるこ
とができる。
【００４５】
　請求項６記載の態様の表示装置によれば、前記発光素子、前記コンデンサ、前記駆動素
子、前記第１スイッチング素子及び前記第２スイッチング素子は単位画素の画素回路を構
成し、前記駆動回路は、前記第２スイッチング素子のオン期間及びオフ期間を、所定の複
数の画素間で共通に設定する。
【００４６】
　本態様によると、前記第１スイッチング素子をＯＮして前記駆動素子の第１ゲート電極
に前記参照電圧を供給する期間（リセット期間）と、前記第２スイッチング素子をＯＮし
て前記信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させる期間（データ書込み期間）
とを重畳させている。これにより、前記所定の複数の画素において前記リセット期間と前
記データ書き込み期間とを共用できる。そのため、前記所定の複数の画素において前記第
１スイッチング素子を制御する走査線を共用して、全体としての走査線の数を削減できる
。
【００４７】
　請求項７記載の態様の表示装置によれば、前記発光素子、前記コンデンサ、前記駆動素
子、前記第１スイッチング素子、前記第２スイッチング素子及び前記第３スイッチング素
子は単位画素の画素回路を構成し、前記駆動回路は、前記第２スイッチング素子のオン期
間及びオフ期間を、所定の複数の画素間で共通に設定し、前記第３スイッチング素子のオ
ン期間及びオフ期間を、前記所定の複数の画素間で共通に設定する。
【００４８】
　本態様によると、前記第１スイッチング素子をＯＮして前記駆動素子の第１ゲート電極
に前記参照電圧を供給する期間（リセット期間）と、前記第２スイッチング素子をＯＮし
て前記信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させる期間（データ書込み期間）
とを重畳させている。これにより、前記所定の複数の画素において前記リセット期間と前
記データ書き込み期間とを共用できる。そのため、前記所定の複数の画素において前記第
１スイッチング素子を制御する走査線を共用して、全体としての走査線の数を削減できる
。
【００４９】
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　また、前記第３スイッチング素子をＯＮして前記発光素子の第１電極と前記コンデンサ
の第２電極とを接続する期間（発光期間）を、前記所定の複数の画素において共用するこ
とにより、前記所定の複数の画素において前記第３スイッチング素子を制御する走査線を
共用して、全体としての走査線の数を削減できる。
【００５０】
　請求項８記載の態様の表示装置によれば、前記発光素子の第１電極はアノード電極であ
り、前記発光素子の第２電極はカソード電極である。
【００５１】
　本態様によると、前記駆動素子はＮ型トランジスタで構成している。
【００５２】
　請求項９記載の態様の表示装置によれば、前記第１スイッチング素子の導通及び非導通
を制御する信号を供給する第１走査線と、前記第２スイッチング素子の導通及び非導通を
制御する信号を供給する第２走査線と、を備え、前記第１走査線と前記第２走査線とは共
通の走査線とするものである。
【００５３】
　本態様によると、前記第１走査線と前記第２走査線とを共通の走査線としてもよい。こ
の場合、スイッチング素子を制御する走査線の本数を削減できるので、回路構成を簡素化
できる。
【００５４】
　請求項１０記載の態様の表示装置によれば、前記所定のリセット電圧の電圧値は、前記
データ線から前記所定のリセット電圧を前記発光素子の第１電極と前記駆動素子のソース
電極との接続点に印加している際に、前記駆動素子のゲート電極と前記駆動素子のソース
電極との電位差が、前記駆動素子がオン状態となる閾値電圧より低い電圧となるように設
定されている。
【００５５】
　本態様によると、前記所定のリセット電圧の電圧値は、前記データ線から前記所定のリ
セット電圧を前記発光素子の第１電極と前記駆動素子のソース電極との接続点に印加して
いる際に、前記駆動素子がオン状態とならないように設定されている。これにより、前記
リセット期間中、前記駆動素子はオン状態とならないので、前記発光素子が発光するのを
防止でき、前記リセット期間を長く設けても前記発光素子は発光しないので、コントラス
トの低下を防ぎつつ、前記駆動トランジスタをリセット状態に保つことができる。
【００５６】
　そのため、発光期間において所望の電位差に対応する電流を前記発光素子に流すことが
でき、前記発光素子の発光量を精度よく制御できる。
【００５７】
　請求項１１記載の態様の表示装置によれば、前記所定のリセット電圧の電圧値は、さら
に、前記データ線から前記所定のリセット電圧を前記発光素子の第１電極と前記駆動素子
のソース電極との接続点に印加している際に、前記発光素子の第１電極と前記発光素子の
第２電極との電位差が、前記発光素子が発光を開始する前記発光素子の閾値電圧より低い
電圧となるように設定されている。
【００５８】
　本態様によると、前記所定のリセット電圧値は、前記データ線から前記所定のリセット
電圧を前記発光素子の第１電極と前記駆動素子のソース電極との接続点に印加している際
に、前記発光素子がオン状態とならないように設定されている。これにより、前記リセッ
ト期間および前記リセット電圧印加時においても、前記発光素子は発光するのを防止でき
、さらに効果的にコントラストの低下を防ぎつつ、前記駆動トランジスタをリセット状態
に保つことができる。
【００５９】
　請求項１２記載の態様の表示装置によれば、前記発光素子は、複数個マトリクス状に配
置されている。
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【００６０】
　請求項１３記載の態様の表示装置によれば、前記発光素子及び前記第３スイッチング素
子は単位画素の画素回路を構成し、前記画素回路は複数個マトリクス状に配置されている
。
【００６１】
　請求項１４記載の態様の表示装置によれば、前記発光素子、前記コンデンサ、前記駆動
素子、前記第１スイッチング素子、前記第２スイッチング素子及び前記第３スイッチング
素子は単位画素の画素回路を構成し、前記画素回路は複数個マトリクス状に配置されてい
る。
【００６２】
　請求項１５記載の態様の表示装置によれば、前記発光素子は、有機ＥＬ発光素子である
。
【００６３】
　請求項１６記載の態様の表示装置の制御方法は、第１電極と第２電極とを有する発光素
子と、電圧を保持するコンデンサと、ゲート電極が前記コンデンサの第１電極に接続され
、ソース電極が前記発光素子の第１電極に接続され、前記コンデンサに保持された電圧に
応じたドレイン電流を前記発光素子に供給することにより前記発光素子を発光させる駆動
素子と、前記駆動素子のドレイン電流を停止させるための前記ゲート電極の電圧値を規定
する参照電圧を供給する電源線と、前記駆動素子のゲート電極に前記参照電圧を供給する
第１スイッチング素子と、信号電圧及び所定のリセット電圧を供給するデータ線と、一方
の端子が前記データ線に電気的に接続され、他方の端子が前記コンデンサの第２電極に電
気的に接続され、前記データ線と前記コンデンサの第２電極との導通及び非導通を切り換
える第２スイッチング素子と、前記第１スイッチング素子及び前記第２スイッチング素子
を制御する駆動回路と、を具備した表示装置の制御方法であって、前記駆動回路によって
、前記第１スイッチング素子をＯＮして、前記駆動素子のゲート電極に前記参照電圧を供
給し前記駆動素子のドレイン電流を停止させるステップと、前記第１スイッチング素子を
ＯＮしている期間内に、前記第２スイッチング素子をＯＮして、前記データ線から前記所
定のリセット電圧を前記発光素子の第１電極と前記駆動素子のソース電極との接続点に印
加するステップと、が実行される。
【００６４】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を図に基づき説明する。なお、以下では、全ての図
を通じて同一又は相当する要素には同じ符号を付して、その重複する説明を省略する。
【００６５】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態１について、図を用いて具体的に説明する。
【００６６】
　図１は、本実施の形態に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。
【００６７】
　同図に示す表示装置１００は、制御回路１１０と、走査線駆動回路１２０と、データ線
駆動回路１３０と、電源供給回路１４０と、表示部１６０と、リセット線１６１と、走査
線１６２と、第１電源線１６３と、参照電源線１６４と、第２電源線１６５と、データ線
１６６とを備える。表示部１６０は、マトリクス状に配置された複数の発光画素１７０を
備える。なお、リセット線１６１は本発明の第１走査線であり、走査線１６２は本発明の
第２走査線である。
【００６８】
　図２は、発光画素の詳細な回路構成を示す回路図である。
【００６９】
　同図に示す発光画素１７０は、第１スイッチングトランジスタＴ１と、第２スイッチン
グトランジスタＴ２と、駆動トランジスタＴＤと、コンデンサＣ１と、発光素子１７１と
を備える。また、この発光画素１７０には、行ごとに対応してリセット線１６１、走査線
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１６２、第１電源線１６３、第２電源線１６５及び参照電源線１６４が設けられている。
【００７０】
　以下、図１及び図２に記載した各構成要素について、その接続関係及び機能を説明する
。
【００７１】
　制御回路１１０は、走査線駆動回路１２０、データ線駆動回路１３０及び電源供給回路
１４０を制御する。また、制御回路１１０は、走査線駆動回路１２０を介して、第１スイ
ッチングトランジスタＴ１及び第２スイッチングトランジスタＴ２を制御する。
【００７２】
　走査線駆動回路１２０は、本発明の駆動回路であり、第１スイッチングトランジスタＴ
１及び第２スイッチングトランジスタＴ２を制御する。具体的には、複数の発光画素１７
０の行ごとに対応して設けられたリセット線１６１及び走査線１６２に接続され、制御回
路１１０から指示されるタイミングに従ってリセット線１６１及び走査線１６２に走査信
号を出力することにより、複数の発光画素１７０を行単位で順次走査する。より具体的に
は、走査線駆動回路１２０は、リセット線１６１に第１スイッチングトランジスタＴ１の
オン及びオフを制御する信号であるリセットパルスＲＥＳＥＴを供給することにより、第
１スイッチングトランジスタＴ１を行単位で制御する。また、走査線駆動回路１２０は、
走査線１６２に第２スイッチングトランジスタＴ２のオン及びオフを制御する信号である
走査パルスＳＣＡＮを供給することにより、第２スイッチングトランジスタＴ２を行単位
で制御する。
【００７３】
　データ線駆動回路１３０は、複数の発光画素１７０の列ごとに対応して設けられたデー
タ線１６６に接続され、制御回路１１０から指示されるタイミングに従ってデータ線１６
６に信号電圧Ｖｄａｔａ及び所定のリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔを有するデータ線電圧ＤＡ
ＴＡを供給する。言い換えると、データ線駆動回路１３０は、データ線１６６に信号電圧
Ｖｄａｔａ及びリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔを選択的に供給する。ここで、信号電圧Ｖｄａ
ｔａは、発光画素１７０の発光輝度に対応する電圧であり、例えば駆動トランジスタの閾
値電圧を１Ｖとすると－５～０Ｖである。リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔは、発光画素１７０
の非発光期間における駆動トランジスタＴＤのソース電圧を規定する電圧であり、例えば
０Ｖである。
【００７４】
　電源供給回路１４０は、全発光画素１７０に対応して設けられた第１電源線１６３、参
照電源線１６４及び第２電源線１６５に接続されている。この電源供給回路１４０は、制
御回路１１０の指示に従って、第１電源線１６３の第１電源電圧ＶＤＤ、参照電源線１６
４の参照電圧ＶＲ及び第２電源線１６５の第２電源電圧ＶＥＥを設定し、かつ、供給する
。ここで、例えば、第１電源電圧ＶＤＤは１５Ｖ、第２電源電圧ＶＥＥは０Ｖ、参照電圧
ＶＲは０Ｖである。なお、参照電源線１６４は本発明の電源線であり、駆動トランジスタ
ＴＤのドレイン電流を停止させるための駆動トランジスタＴＤのゲート電極の電圧値を規
定するための参照電圧ＶＲを供給する。
【００７５】
　表示部１６０は、外部から表示装置１００へ入力された映像信号に基づいて画像を表示
する。この表示部１６０は、マトリクス状に配置された複数の発光画素１７０を有する。
つまり、マトリクス状に配置された複数の発光素子１７１を有する。
【００７６】
　第１スイッチングトランジスタＴ１は、本発明の第１スイッチング素子であり、駆動ト
ランジスタＴＤのゲート電極に参照電圧ＶＲを選択的に供給する。具体的には、第１スイ
ッチングトランジスタＴ１は、ゲート電極がリセット線１６１に接続され、ソース電極及
びドレイン電極の一方が参照電源線１６４に接続され、ソース電極及びドレイン電極の他
方が駆動トランジスタＴＤのゲート電極及びコンデンサＣ１の第１電極に接続され、リセ
ットパルスＲＥＳＥＴに応じてオン及びオフする。例えば、第１スイッチングトランジス
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タＴ１はＮ型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）であり、リセットパルスＲＥＳＥＴがハイレ
ベルの期間にオンすることで、駆動トランジスタＴＤのゲート電極及びコンデンサＣ１の
第１電極に参照電圧ＶＲを供給する。
【００７７】
　第２スイッチングトランジスタＴ２は、本発明の第２スイッチング素子であり、駆動ト
ランジスタＴＤのソース電極及びコンデンサＣ１の第２電極にリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔ
及び信号電圧Ｖｄａｔａを供給する。具体的には、第２スイッチングトランジスタＴ２は
、コンデンサＣ１の第２電極と走査線１６２との間に接続され走査パルスＳＣＡＮに応じ
てオン及びオフする。例えば、第２スイッチングトランジスタＴ２はＮ型の薄膜トランジ
スタ（ＴＦＴ）であり、走査パルスＳＣＡＮがハイレベルの期間にオンすることで、駆動
トランジスタＴＤのソース電極及びコンデンサＣ１の第２電極にデータ線電圧ＤＡＴＡを
設定する。具体的には、この第２スイッチングトランジスタＴ２はゲート電極、ソース電
極及びドレイン電極を有し、当該ゲート電極が走査線１６２に接続され、当該ソース電極
及び当該ドレイン電極の一方がデータ線１６６に接続され、当該ソース電極及び当該ドレ
イン電極の他方が駆動トランジスタＴＤのソース電極及びコンデンサＣ１の第２電極に接
続されている。
【００７８】
　駆動トランジスタＴＤは、本発明の駆動素子であり、発光素子１７１に電流を供給する
ことにより、発光素子１７１を発光させる。具体的には、駆動トランジスタＴＤは、ゲー
ト電極が第１スイッチングトランジスタＴ１のソース電極及びドレイン電極の他方、及び
、コンデンサＣ１の第１電極に接続され、ソース電極が発光素子１７１の第１電極及びコ
ンデンサＣ１の第２電極に接続され、ドレイン電極が第１電源線１６３に接続され、ゲー
ト電極の電位とソース電極の電位との電位差に応じたドレイン電流を流す。つまり、コン
デンサＣ１に保持された電圧に応じたドレイン電流を発光素子１７１に供給する。例えば
、この駆動トランジスタＴＤはＮ型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）である。
【００７９】
　発光素子１７１は、第１電極と第２電極とを有し、電流が流れることにより発光する素
子で、例えば有機ＥＬ発光素子である。具体的には、発光素子１７１は、第１電極が駆動
トランジスタＴＤのソース電極に接続され、第２電極が第２電源線１６５に接続される。
図２に示すように、例えば、第１電極はアノード電極であり、第２電極はカソード電極で
ある。この発光素子１７１は、参照電源線１６４及び第１スイッチングトランジスタＴ１
を介して駆動トランジスタＴＤのゲート電極に印加された参照電圧ＶＲと、データ線１６
６及び第２スイッチングトランジスタＴ２を介して駆動トランジスタＴＤのソース電極に
印加された信号電圧Ｖｄａｔａ―δＶとの電位差である電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａ＋δＶに応
じた駆動トランジスタＴＤのドレイン電流により発光する。ここでδＶは、第２スイッチ
ングトランジスタをオン状態にして信号電圧Ｖｄａｔａを駆動トランジスタのソース電極
に印加する際に、駆動トランジスタＴＤのドレイン電流が第２スイッチングトランジスタ
Ｔ２を流れることで発生する電圧差である。つまり、発光素子１７１の輝度は、データ線
１６６に印加される信号電圧Ｖｄａｔａに対応する。
【００８０】
　コンデンサＣ１は、第１電極と第２電極とを有し、第１電極が第１スイッチングトラン
ジスタＴ１のソース電極及びドレイン電極の他方と駆動トランジスタＴＤのゲート電極と
に接続され、第２電極が第２スイッチングトランジスタＴ２のソース電極及びドレイン電
極の他方と駆動トランジスタＴＤのソース電極と発光素子１７１のアノード電極に接続さ
れている。つまり、このコンデンサＣ１は、駆動トランジスタＴＤのゲート－ソース間の
電圧を保持することが可能である。
【００８１】
　次に、上述した表示装置１００の駆動方法について図３～図５Ｄを用いて説明する。
【００８２】
　図３は、本実施の形態に係る表示装置１００の制御方法を説明する動作タイミングチャ
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ートである。同図において、横軸は時間を表している。また、縦方向には、上から順に、
リセットパルスＲＥＳＥＴ、走査パルスＳＣＡＮ、データ線電圧ＤＡＴＡ、参照電圧ＶＲ
、第２電源電圧ＶＥＥ及び駆動トランジスタＴＤのソース電極の電圧Ｖｓの波形図が示さ
れている。
【００８３】
　なお、同図には比較のため、従来の表示装置における駆動ＴＦＴ５０４のソース電極の
電圧も示されている。また、同図においてデータ線電圧ＤＡＴＡは、データ線１６６に対
応する複数の発光画素１７０に供給する信号電圧Ｖｄａｔａ及びリセット電圧Ｖｒｅｓｅ
ｔのうち、１つの発光画素１７０に供給する信号電圧Ｖｄａｔａ及びリセット電圧Ｖｒｅ
ｓｅｔに着目して示されている。データ線電圧ＤＡＴＡが斜線で示されている期間は、当
該１つの発光画素１７０以外のいずれかの発光画素１７０に信号電圧Ｖｄａｔａ及びリセ
ット電圧Ｖｒｅｓｅｔを供給している。
【００８４】
　また、図４は、本実施の形態に係る表示装置１００の制御方法を説明する動作フローチ
ャートである。
【００８５】
　まず、ｔ＝Ｔ１１において、走査線駆動回路１２０は、リセットパルスＲＥＳＥＴをロ
ーレベルからハイレベルにすることで、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンさせる
（図４のステップＳ１１）。これにより、参照電源線１６４とコンデンサＣ１の第１電極
及び駆動トランジスタＴＤのゲート電極とが導通し、コンデンサＣ１の第１電極及び駆動
トランジスタＴＤのゲート電極の電圧は参照電圧ＶＲとなる。
【００８６】
　また、ｔ＝Ｔ１１において同時に、走査線駆動回路１２０は、走査パルスＳＣＡＮをロ
ーレベルからハイレベルにすることで、第２スイッチングトランジスタＴ２をオンさせる
。これにより、駆動トランジスタＴＤのソース電極とデータ線１６６とが導通し、駆動ト
ランジスタＴＤのソース電極にリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔが設定される（図４のステップ
Ｓ１２）。また、第２スイッチングトランジスタがオンすることにより、コンデンサＣ１
の第２電極とデータ線１６６とも導通し、コンデンサＣ１の第２電極にリセット電圧Ｖｒ
ｅｓｅｓｔが設定される。この際、駆動トランジスタＴＤおよび発光素子１７１はオン状
態とならないため、第２スイッチングトランジスタＴ２には電流が流れず、駆動トランジ
スタＴＤのソース電極およびコンデンサＣ１の第２電極にはＶｒｅｓｅｔが正確に印加さ
れる。
【００８７】
　ｔ＝Ｔ１１～Ｔ１２の期間、リセットパルスＲＥＳＥＴはハイレベルであるので、コン
デンサＣ１の第１電極及び駆動トランジスタＴＤのゲート電極には、参照電圧ＶＲが継続
して印加されている。また、走査パルスＳＣＡＮはハイレベルであるので、コンデンサＣ
１の第２電極及び駆動トランジスタＴＤのソース電極には、リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔが
継続して印加されている。
【００８８】
　図５Ａは、ｔ＝Ｔ１１～Ｔ１２における発光画素の状態を模式的に示した回路図である
。
【００８９】
　同図に示すように、駆動トランジスタＴＤのゲート電極には参照電源線１６４の参照電
圧ＶＲが印加され、駆動トランジスタＴＤのソース電極にはデータ線１６６のリセット電
圧Ｖｒｅｓｅｔが印加される。つまり、ｔ＝Ｔ１１～Ｔ１２においては、第１スイッチン
グトランジスタＴ１をオンして駆動トランジスタＴＤのゲート電極に参照電圧ＶＲを供給
することにより駆動トランジスタＴＤのドレイン電流を停止させる。また、第２スイッチ
ングトランジスタＴ２をオンすることにより、データ線１６６から所定のリセット電圧Ｖ
ｒｅｓｅｔを発光素子１７１のアノード電極と駆動トランジスタＴＤのソース電極との接
続点に印加する。
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【００９０】
　これにより、駆動トランジスタＴＤのソース電極の電位Ｖｓは、直前のフレームの信号
電圧Ｖｄａｔａからリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔへと、ただちに遷移する。この電位の遷移
に要する時間は、従来の表示装置の駆動ＴＦＴ５０４をオフしてから、駆動ＴＦＴのソー
ス電極が一定の値に遷移するまでに要する時間と比較して、非常に短い。なぜなら、本実
施の形態に係る表示装置１００の駆動トランジスタＴＤのソース電極の電位は、発光素子
１７１の容量成分と発光素子１７１の直流抵抗成分とで決定される自己放電の時定数の影
響を受けずに、第２スイッチングトランジスタＴ２のオン抵抗と発光素子１７１の容量成
分とで決定される充電の時定数により規定されるからである。発光素子１７１の直流抵抗
はオン状態で数ＭΩ、オフ状態で数百ＭΩ程度であり、スイッチングトランジスタのオン
抵抗は数百ｋΩであるので、１０～１０００倍程度高速に遷移させることが可能である。
これは、発光素子１７１の容量を１ｐＦとすると、従来は上記リセット電位への遷移時間
に数ミリ秒を要していたが、本実施の形態では、数μ秒となり、発光期間の長さが１６ミ
リ秒であることから実質的にゼロと考えることができる。
【００９１】
　したがって、本実施の形態に係る表示装置１００は、従来と比較して、リセット有効期
間を長くとることができる。よって、駆動トランジスタＴＤの電圧－電流特性の過渡状態
に起因する残像の発生を防止できる。さらに、１フレーム期間における非発光期間を長く
とる必要がないので、表示輝度を維持できる。
【００９２】
　また、上述したように、第１スイッチングトランジスタＴ１がオンするタイミングと第
２スイッチングトランジスタＴ２がオンするタイミングとを同時にすることにより、駆動
トランジスタＴＤのゲート電極の電位が参照電圧ＶＲになってから、駆動トランジスタＴ
Ｄのソース電極の電位が一定電位に遷移するまでの時間を、実質的にゼロまで短縮できる
。よって、駆動トランジスタＴＤのゲート電極の参照電圧ＶＲを印加してから駆動トラン
ジスタＴＤの電圧－電流特性が初期状態となるまでの時間を最短にできる。よって、発光
素子１７１の発光期間を最大限確保できる。
【００９３】
　ところで、参照電圧ＶＲと第２電源電圧ＶＥＥとリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔの電位関係
は、ＶＲ－Ｖｔｈ（ＴＤ）≦Ｖｒｅｓｅｔ≦Ｖｄａｔａ（ｍａｘ）≦ＶＥＥ＋Ｖｔｈ（Ｅ
Ｌ）である。ただし、Ｖｔｈ（ＴＤ）は駆動トランジスタＴＤの閾値電圧、Ｖｔｈ（ＥＬ
）は発光素子１７１の閾値電圧、Ｖｄａｔａ（ｍａｘ）は信号電圧Ｖｄａｔａの最大値で
ある。よって、Ｖｒｅｓｅｔ書き込み時に駆動トランジスタＴＤがオンすることなく、ま
た発光素子１７１は発光しないので瞬時にリセット状態となる。また、信号電圧Ｖｄａｔ
ａの書き込み時も発光素子１７１は発光しない。
【００９４】
　言い換えると、リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔは、データ線１６６からリセット電圧Ｖｒｅ
ｓｅｔを発光素子１７１のアノード電極と駆動トランジスタＴＤのソース電極との接続点
に印加している際に、駆動トランジスタＴＤゲート電極とソース電極との電位差がＶｔｈ
（ＴＤ）より低い電圧となるように、制御回路１１０及びデータ線駆動回路１３０によっ
て設定されている。これにより、リセット期間中、駆動トランジスタＴＤはオン状態とな
らないので、発光素子１７１が発光するのを防止でき、リセット期間を長く設けても発光
素子１７１は発光しない。よって、コントラストの低下を防ぎつつ、駆動トランジスタＴ
Ｄをリセット状態に保つことができる。
【００９５】
　さらに、リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔは、データ線１６６からリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔ
を発光素子１７１のアノード電極と駆動トランジスタＴＤのソース電極との接続点に印加
している際に、発光素子１７１のアノード電極とカソード電極との電位差がＶｔｈ（ＥＬ
）より低い電圧となるように、制御回路１１０及びデータ線駆動回路１３０によって設定
されている。これにより、リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔの印加時においても、発光素子１７
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１が発光するのを防止でき、さらに効果的にコントラストの低下を防ぎつつ、駆動トラン
ジスタＴＤをリセット状態に保つことができる。
【００９６】
　次に、ｔ＝Ｔ１２において、走査線駆動回路１２０は、リセットパルスＲＥＳＥＴをハ
イレベルからローレベルにすることで、第１スイッチングトランジスタＴ１をオフさせる
。また、走査パルスＳＣＡＮをハイレベルからローレベルにすることで、第２スイッチン
グトランジスタＴ２をオフさせる（図４のステップＳ１３）。これにより、コンデンサＣ
１には、直前まで第１電極に印加されていた参照電圧ＶＲと、直前まで第２電極に印加さ
れていたリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔとの電位差であるＶＲ－Ｖｒｅｓｅｔが保持される。
このように、コンデンサＣ１の第１電極及び第２電極の双方の電圧を設定するので、コン
デンサＣ１において、正確な電位差を保持させることができる。なお、ここまで図４のス
テップＳ１１～Ｓ１３は、発光画素１７０のリセット処理である。
【００９７】
　ｔ＝Ｔ１２～Ｔ１３の期間、リセットパルスＲＥＳＥＴ及び走査パルスＳＣＡＮはロー
レベルであるので、コンデンサＣ１は電圧ＶＲ－Ｖｒｅｓｅｔを継続して保持し、発光素
子１７１および駆動トランジスタＴＤはオフ状態であるので、駆動トランジスタＴＤのソ
ース電位はＶｒｅｓｅｔを保持している。よって駆動トランジスタＴＤのゲート電位もＶ
Ｒを保持している。
【００９８】
　図５Ｂは、ｔ＝Ｔ１２～Ｔ１３における発光画素の状態を模式的に示した回路図である
。
【００９９】
　同図に示すように、第１スイッチングトランジスタＴ１及び第２スイッチングトランジ
スタＴ２がオフとなることにより、コンデンサＣ１の第１電極と参照電源線１６４とは非
導通となり、コンデンサＣ１の第２電極とデータ線１６６とは非導通となる。よって、上
述したように、コンデンサＣ１には電圧ＶＲ－Ｖｒｅｓｅｔが保持される。すなわちリセ
ット期間において、駆動トランジスタＴＤのゲート、ソース、ドレインの各電極の電位は
ほぼ一定電位に保持されることにより、リセットがより明確に定義される状態となる。す
なわちゲート電位はＶＲ、ソース電位はＶｒｅｓｅｔ、ドレイン電位がＶＤＤとなる状態
に瞬時に設定されることになる。
【０１００】
　次に、ｔ＝Ｔ１３において、走査線駆動回路１２０は、リセットパルスＲＥＳＥＴをロ
ーレベルからハイレベルにすることで、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンさせる
（図４のステップＳ１４）。これにより、コンデンサＣ１の第１電極及び駆動トランジス
タＴＤのゲート電極と、参照電源線１６４とが導通し、コンデンサＣ１の第１電極の電位
は参照電圧ＶＲとなる。
【０１０１】
　また、ｔ＝Ｔ１３において同時に、走査線駆動回路１２０は、走査パルスＳＣＡＮをロ
ーレベルからハイレベルにすることで、第２スイッチングトランジスタＴ２をオンさせる
。これにより、駆動トランジスタＴＤのソース電極及びコンデンサＣ１の第２電極の電位
が信号電圧Ｖｄａｔａ＋δＶに設定される（図４のステップＳ１５）。よって、コンデン
サＣ１に信号電圧Ｖｄａｔａに対応する所望の電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａ－δＶが書き込まれ
る。つまり、図４のステップＳ１４及びＳ１５は、発光画素１７０の書き込み処理である
。
【０１０２】
　ｔ＝Ｔ１３～Ｔ１４の期間、リセットパルスＲＥＳＥＴはハイレベルであるので、コン
デンサＣ１の第１電極及び駆動トランジスタＴＤのゲート電極には、参照電圧ＶＲが継続
して印加されている。また、走査パルスＳＣＡＮはハイレベルであるので、コンデンサＣ
１の第２電極及び駆動トランジスタＴＤのソース電極には、信号電圧Ｖｄａｔａが継続し
て印加されている。
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【０１０３】
　図５Ｃは、ｔ＝Ｔ１３～Ｔ１４における発光画素の状態を模式的に示した回路図である
。
【０１０４】
　同図に示すように、コンデンサＣ１の第１電極及び駆動トランジスタＴＤのゲート電極
には、第１スイッチングトランジスタＴ１を介して参照電源線１６４から参照電圧ＶＲが
印加され、駆動トランジスタＴＤのソース電極及びコンデンサＣ１の第２電極には、第２
スイッチングトランジスタＴ２を介してデータ線１６６から信号電圧Ｖｄａｔａに対応し
た電圧Ｖｄａｔａ＋δＶが印加される。
【０１０５】
　次に、ｔ＝Ｔ１４において、走査線駆動回路１２０は、走査パルスＳＣＡＮをハイレベ
ルからローレベルにすることで、第１スイッチングトランジスタＴ１をオフさせる。また
、同時に、リセットパルスＲＥＳＥＴをハイレベルからローレベルにすることで、第２ス
イッチングトランジスタＴ２をオフさせる（図４のステップＳ１６）。
【０１０６】
　これにより、コンデンサＣ１の第１電極と参照電源線１６４とは非導通となる。また、
コンデンサＣ１の第２電極とデータ線１６６とは非導通となる。よって、信号電圧Ｖｄａ
ｔａに対応する所望の電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａ－δＶがコンデンサＣ１に保持される。
【０１０７】
　また、駆動トランジスタＴＤは、駆動トランジスタＴＤのゲート電極とソース電極との
電位差に応じたドレイン電流を発生させる。つまり、駆動トランジスタＴＤは、コンデン
サＣ１に保持された所望の電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａ－δＶに対応したドレイン電流を発光素
子１７１に供給することにより、発光素子１７１を信号電圧Ｖｄａｔａに対応した発光輝
度で発光させる。つまり、図４のステップＳ１６は、発光画素１７０の発光処理である。
【０１０８】
　このように、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンすることで、駆動トランジスタ
ＴＤのドレイン電流を停止させるためのゲート電極の電圧値を規定する参照電圧ＶＲが、
コンデンサＣ１の第１電極に供給される。これにより、発光素子１７１はオフ状態となる
ので、この状態で、第２スイッチングトランジスタＴ２をオンして、所望の電圧ＶＲ－Ｖ
ｄａｔａ－δＶをコンデンサＣ１に保持させる。
【０１０９】
　したがって、ここまでの制御方法により、表示装置１００は、ｔ＝Ｔ１３までに駆動ト
ランジスタＴＤのゲート電極とソース電極との電位差を、参照電圧ＶＲとリセット電圧Ｖ
ｒｅｓｅｔとの差分電圧である電圧ＶＲ－Ｖｒｅｓｅｔとする。その後、ｔ＝Ｔ１３にお
いて、所望の電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａ－δＶにする。つまり、駆動トランジスタＴＤのゲー
ト電極とソース電極との電位差をリセットした状態で、所望の電圧をコンデンサＣ１に保
持させるので、駆動トランジスタＴＤの電圧－電流特性がヒステリシスであることの影響
を受けることなく、信号電圧Ｖｄａｔａに対応する発光素子１７１の発光量を安定させる
ことができる。よって、表示装置１００は、駆動トランジスタＴＤの電圧－電流特性がヒ
ステリシスであることに起因する残像の発生を防止できる。
【０１１０】
　ｔ＝Ｔ１４～Ｔ１５の期間、走査線駆動回路１２０は、リセットパルスＲＥＳＥＴ及び
走査パルスＳＣＡＮをローレベルとしているので、コンデンサＣ１には電圧ＶＲ－Ｖｄａ
ｔａ－δＶが継続して保持されている。よって、駆動トランジスタＴＤは、コンデンサＣ
１に保持された電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａに対応するドレイン電流を発光素子１７１に継続し
て供給している。したがって、発光素子１７１は、継続して発光している。
【０１１１】
　図５Ｄは、ｔ＝Ｔ１４～Ｔ１５における発光画素の状態を模式的に示した回路図である
。
【０１１２】
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　同図に示すように、コンデンサＣ１は電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａを保持しており、駆動トラ
ンジスタＴＤは、コンデンサＣ１に保持された電圧に対応するドレイン電流を発光素子１
７１へ供給する。
【０１１３】
　次に、ｔ＝Ｔ１５において、ｔ＝Ｔ１１と同様に、走査線駆動回路１２０は、リセット
パルスＲＥＳＥＴをローレベルからハイレベルにすることで、第１スイッチングトランジ
スタＴ１をオンさせることにより駆動トランジスタＴＤのゲート電極に参照電圧ＶＲを供
給させる。また、同時に、走査線駆動回路１２０は、走査パルスＳＣＡＮをローレベルか
らハイレベルにすることで、第２スイッチングトランジスタＴ２をオフさせることにより
駆動トランジスタＴＤのソース電極にリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔを供給させる。これによ
り、発光素子１７１は消光され、駆動トランジスタＴＤのソース電極の電位はリセット電
圧Ｖｒｅｓｅｔへとただちに遷移する。
【０１１４】
　上述したｔ＝Ｔ１１～Ｔ１５は、表示装置１００の１フレーム期間に相当し、ｔ＝Ｔ１
５以降もｔ＝Ｔ１１～Ｔ１５と同様の動作が繰り返し実行される。
【０１１５】
　以上のように、本実施の形態に係る表示装置１００によれば、コンデンサＣ１の第１電
極は駆動トランジスタＴＤのゲート電極に接続され、コンデンサＣ１の第２電極はデータ
線１６６に接続され、さらに第２スイッチングトランジスタＴ２を介してデータ線１６６
に接続されている。そして、表示装置１００は、駆動トランジスタＴＤのドレイン電流を
停止させるためのゲート電極の電圧値を規定する参照電圧ＶＲを、駆動トランジスタＴＤ
のゲート電極に供給するための第１スイッチングトランジスタＴ１を設けている。そして
、走査線駆動回路１２０は、第１スイッチングトランジスタＴ１をＯＮさせることで、駆
動トランジスタＴＤのゲート電極に参照電圧ＶＲを供給させる。ＶＲ－Ｖｔｈ（ＴＤ）≦
Ｖｒｅｓｅｔ≦Ｖｄａｔａ（ｍａｘ）≦ＶＥＥ＋Ｖｔｈ（ＥＬ）により、任意の信号線の
電圧レベルに対して発光素子１７１はオフ状態となる。この発光素子１７１がオフ状態と
なっている期間内に、第２スイッチングトランジスタＴ２をＯＮさせて、データ線１６６
からリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔを発光素子１７１のアノード電極と駆動トランジスタＴＤ
のソース電極との接続点に印加させる。
【０１１６】
　これにより、駆動トランジスタＴＤのソース電極及び発光素子１７１のアノード電極の
電位は瞬時にリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔにリセットされる。すなわち、駆動トランジスタ
ＴＤのソース－ドレイン間が非接続の状態となっている期間内に、リセット電圧Ｖｒｅｓ
ｅｔを発光素子１７１のアノード電極と駆動トランジスタＴＤのソース電極との接続点に
印加することで、駆動トランジスタＴＤのソース電極及び発光素子１７１のアノード電極
の電位を強制的にリセットする。よって、駆動トランジスタＴＤのゲート－ソース間の電
圧を参照電圧ＶＲとリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔとの差分電圧にリセットできるので、駆動
トランジスタＴＤの電圧－電流特性がヒステリシスであることに起因する残像の発生を効
果的に抑制できる。
【０１１７】
　また、駆動トランジスタＴＤのソース電極及び発光素子１７１のアノード電極がリセッ
トを開始するまでの時間を、コンデンサＣ１の第１電極への参照電圧ＶＲの供給期間内で
の、コンデンサＣ１の第２電極へリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔを供給するタイミングで調整
できる。そのため、駆動トランジスタＴＤのソース電極が一定電位に安定するまでの時間
を短縮できる。言い換えると、駆動トランジスタＴＤのゲート－ソース間の電圧が一定電
圧となるまでの時間を短縮できる。つまり、駆動トランジスタＴＤのゲート－ソース間の
電圧を、この短縮できた時間分、より長い時間一定の電圧に保つことができる。よって、
駆動トランジスタＴＤの電圧－電流特性を実質的に初期状態とできる。したがって、駆動
トランジスタＴＤの電圧－電流特性が過渡的に変化する過渡状態に起因する残像の発生を
効果的に抑制できる。



(20) JP 5501364 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

【０１１８】
　また、上述したように、駆動トランジスタＴＤの電圧－電流特性を短時間で実質的に初
期状態とできることにより、駆動トランジスタＴＤのドレイン電流を停止させてから再度
供給させるまでの時間である非発光時間を従来よりも短時間にした場合でも、駆動トラン
ジスタＴＤの電圧－電流特性に起因する残像の発生を効果的に抑制できる。
【０１１９】
　また、上述したように、駆動トランジスタＴＤの電圧－電流特性を短時間で実質的に初
期状態とできることにより、駆動素子のドレイン電流を停止させてから再度供給させるま
での時間である非発光期間を従来よりも短時間にした場合でも、駆動素子の電圧－電流特
性に起因する残像の発生を効果的に抑制できる。よって、発光期間をより長く確保できる
。
【０１２０】
　さらに、コンデンサＣ１の第１電極は参照電圧ＶＲが供給され、一方、コンデンサＣ１
の第２電極はリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔが供給される。電圧条件をＶＲ－Ｖｔｈ（ＴＤ）
≦Ｖｒｅｓｅｔ≦Ｖｄａｔａ（ｍａｘ）≦ＶＥＥ＋Ｖｔｈ（ＥＬ）とすることにより、コ
ンデンサＣ１の第１電極及び第２電極の双方を設定して、コンデンサＣ１に正確な電位差
を保持させてソース接地動作とさせると同時に、所望のコントラストを確保することがで
きる。
【０１２１】
　（実施の形態２）
　本実施の形態に係る表示装置は、実施の形態１に係る表示装置とほぼ同じであるが、さ
らに、発光素子の第１電極とコンデンサの第２電極との間に挿入された第３スイッチング
素子を設ける点が異なる。また、駆動回路は、信号電圧の書込み期間において第３スイッ
チング素子をＯＦＦさせている間に、第２スイッチング素子をＯＮさせることで信号電圧
をコンデンサの第２電極に印加させることにより、コンデンサに所望の電圧を保持させ、
所望の電圧をコンデンサに保持させた後、第１スイッチング素子及び第２スイッチング素
子をＯＦＦさせ、第１スイッチング素子及び第２スイッチング素子をＯＦＦさせた後、第
３スイッチング素子をＯＮさせる点が異なる。
【０１２２】
　これにより、本実施の形態に係る表示装置は、コンデンサの第２電極に信号電圧を書き
込む際に、駆動素子を介して第２スイッチング素子に電流が流れ込むことによるコンデン
サの第２電極の電位の変動を防止できる。よって、外部から表示装置へ入力された映像信
号に対応する輝度に応じた正確な電圧をコンデンサに保持させることができる。したがっ
て、高精度な画像表示を実現できる。
【０１２３】
　以下、本発明の実施の形態２について、図を用いて具体的に説明する。
【０１２４】
　図６は、本実施の形態に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。
【０１２５】
　同図に示す表示装置２００は、図１に示した実施の形態１に係る表示装置１００と比較
して、さらに、複数の発光画素２７０の行ごとに対応して設けられたマージ線２０１を備
え、走査線駆動回路２２０の動作が走査線駆動回路１２０と異なる。
【０１２６】
　また、図７は、本実施の形態に係る表示装置２００における発光画素の回路構成を示す
回路図である。
【０１２７】
　同図に示す発光画素２７０は、図２に示した発光画素１７０とほぼ同じであるが、さら
に、発光素子１７１のアノード電極とコンデンサＣ１の第２電極との間に挿入された第３
スイッチングトランジスタＴ３を備える。
【０１２８】
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　走査線駆動回路２２０は、実施の形態１に係る表示装置１００における走査線駆動回路
１２０と比較して、さらに、マージ線２０１に接続され、そのマージ線２０１に第３スイ
ッチングトランジスタＴ３のオン及びオフを制御する信号であるマージパルスＭＥＲＧＥ
を供給することにより、第３スイッチングトランジスタＴ３を行単位で制御する。
【０１２９】
　第３スイッチングトランジスタＴ３は、ソース電極及びドレイン電極の一方が発光素子
１７１のアノード電極に接続され、ソース電極及びドレイン電極の他方がコンデンサＣ１
の第２電極に接続され、ゲート電極がマージ線２０１に接続され、走査線駆動回路２２０
からマージ線２０１を介して供給されるマージパルスＭＥＲＧＥに応じてオン及びオフす
る。例えば、この第３スイッチングトランジスタＴ３はＮ型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ
）であり、マージパルスＭＥＲＧＥがハイレベルの期間にオンすることで、コンデンサＣ
１の第２電極と駆動トランジスタＴＤのソース電極とを導通する。
【０１３０】
　次に、上述した表示装置２００の駆動方法について、図８～図１０Ｅを用いて説明する
。図８は、本実施の形態に係る表示装置２００の制御方法を説明する動作タイミングチャ
ートである。同図は、図３に示した動作タイミングチャートと比較して、さらに、マージ
パルスＭＥＲＧＥの波形図が示されている。
【０１３１】
　また、図９は、本実施の形態に係る表示装置２００の制御方法を説明する動作フローチ
ャートである。
【０１３２】
　まず、ｔ＝Ｔ２１において、走査線駆動回路２２０は、マージパルスＭＥＲＧＥをハイ
レベル状態に保ったままとすることが望ましく、第３スイッチングトランジスタＴ３をオ
ンさせている（図９のステップＳ２１）。よって、コンデンサＣ１の第２電極と発光素子
１７１のアノード電極とは導通している。つまり、このとき、表示装置２００は表示装置
１００と等価回路となっている。したがって、ｔ＝Ｔ２１における表示装置２００の動作
は、図３に示したｔ＝Ｔ１１における表示装置１００の動作と同様である。
【０１３３】
　具体的には、ｔ＝Ｔ２１において、走査線駆動回路２２０は、リセットパルスＲＥＳＥ
Ｔをローレベルからハイレベルにすることで、第１スイッチングトランジスタＴ１をオン
させる（図９のステップＳ２２）。これにより、参照電源線１６４とコンデンサＣ１の第
１電極及び駆動トランジスタＴＤのゲート電極とが導通し、コンデンサＣ１の第１電極及
び駆動トランジスタＴＤのゲート電極の電圧は参照電圧ＶＲとなる。
【０１３４】
　また、ｔ＝Ｔ２１において同時に、走査線駆動回路２２０は、走査パルスＳＣＡＮをロ
ーレベルからハイレベルにすることで、第２スイッチングトランジスタＴ２をオンさせる
。これにより、駆動トランジスタＴＤのソース電極とデータ線１６６とが導通し、駆動ト
ランジスタＴＤのソース電極にリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔが設定される（図９のステップ
Ｓ２３）。また、第２スイッチングトランジスタがオンすることにより、コンデンサＣ１
の第２電極とデータ線１６６とも導通し、コンデンサＣ１の第２電極にリセット電圧Ｖｒ
ｅｓｅｓｔが設定される。
【０１３５】
　ｔ＝Ｔ２１～２２の期間、リセットパルスＲＥＳＥＴはハイレベルであるので、コンデ
ンサＣ１の第１電極及び駆動トランジスタＴＤのゲート電極には、参照電圧ＶＲが継続し
て印加されている。また、走査パルスＳＣＡＮはハイレベルであるので、コンデンサＣ１
の第２電極には、リセット電圧Ｖｒｅｓｅｔが継続して印加されている。また、マージパ
ルスＭＥＲＧＥはハイレベルであるので、駆動トランジスタＴＤのソース電極には、リセ
ット電圧Ｖｒｅｓｅｔが継続して印加されている。
【０１３６】
　図１０Ａは、ｔ＝Ｔ２１～Ｔ２２における発光画素の状態の模式的に示した回路図であ
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る。
【０１３７】
　同図に示すように、第３スイッチングトランジスタＴ３を介して、コンデンサＣ１の第
２電極と駆動トランジスタＴＤのソース電極とは導通している。よって、発光画素２７０
の状態は、図５Ａに示した発光画素１７０のｔ＝Ｔ１１～Ｔ１２の状態と等価である。つ
まり、ｔ＝Ｔ２１～Ｔ２２においては、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンして駆
動トランジスタＴＤのゲート電極に参照電圧ＶＲを供給することにより駆動トランジスタ
ＴＤのドレイン電流を停止させる。また、第２スイッチングトランジスタＴ２及び第３ス
イッチングトランジスタＴ３をオンすることにより、データ線１６６から所定のリセット
電圧Ｖｒｅｓｅｔを発光素子１７１のアノード電極と駆動トランジスタＴＤのソース電極
との接続点に印加する。
【０１３８】
　これにより、本実施の形態２に係る表示装置２００における駆動トランジスタＴＤのソ
ース電極の電位Ｖｓは、実施の形態１に係る表示装置１００と同様に、直前のフレームの
信号電圧Ｖｄａｔａからリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔへと、ただちに遷移する。したがって
、本実施の形態に係る表示装置２００は、実施の形態１に係る表示装置１００と同様に、
従来と比較して、リセット有効期間を長くとることができる。ここでリセット期間中は発
光素子１７１に電流が流れて発光してしまうとコントラスト低下を招くため、発光しない
ことが望ましい。すなわちＶＲは駆動トランジスタＴＤをオフ状態とさせる電圧であるの
でＶＲ－ＶＥＥ≦Ｖｔｈ（ＴＤ）＋Ｖｔｈ（ＥＬ）と設定されていることが望ましい。
【０１３９】
　次に、ｔ＝Ｔ２２において、走査線駆動回路２２０は、リセットパルスＲＥＳＥＴをハ
イレベルからローレベルにすることで、第１スイッチングトランジスタＴ１をオフさせる
。また、走査パルスＳＣＡＮをハイレベルからローレベルにすることで、第２スイッチン
グトランジスタＴ２をオフさせる（図９のステップＳ２４）。このとき、走査線駆動回路
２２０は、マージパルスＭＥＲＧＥを継続してハイレベルとすることで、第３スイッチン
グトランジスタＴ３を継続してオンさせる。これにより、表示装置１００のｔ＝Ｔ１２に
おける状態と同様に、コンデンサＣ１に、直前まで第１電極に印加されていた参照電圧Ｖ
Ｒと、直前まで第２電極に印加されていたリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔとの電位差であるＶ
Ｒ－Ｖｒｅｓｅｔが保持される。なお、ここまで図９のステップＳ２１～Ｓ２４は、発光
画素２７０のリセット処理である。
【０１４０】
　ｔ＝Ｔ２２～Ｔ２３の期間、リセットパルスＲＥＳＥＴ及び走査パルスＳＣＡＮはロー
レベルであるので、コンデンサＣ１は電圧ＶＲ－Ｖｒｅｓｅｔを継続して保持する。また
、マージパルスＭＥＲＧＥはハイレベルであるので、第３スイッチングトランジスタＴ３
を介して、コンデンサＣ１の第２電極と駆動トランジスタＴＤのソース電極とは導通して
いる。よって、発光画素２７０の状態は、図５Ｂに示した発光画素１７０のｔ＝Ｔ１２～
Ｔ１３における状態と等価である。よって、コンデンサＣ１には電圧ＶＲ－Ｖｒｅｓｅｔ
が保持される。
【０１４１】
　なお、上述のように、ここではｔ＝Ｔ２１～Ｔ２２においてマージパルスＭＥＲＧＥを
ハイレベル状態に保ったままの場合の回路動作について述べたが、ｔ＝Ｔ２１～Ｔ２２に
おいてマージパルスＭＥＲＧＥをローレベル状態としてもリセット期間を設けることは可
能であり、本発明の効果を得ることが可能である。具体的には、ｔ＝Ｔ２１～Ｔ２２にお
いてマージパルスＭＥＲＧＥをローレベル状態に保った場合、駆動トランジスタＴＤのソ
ース電極とコンデンサＣ１の第２電極とは非導通となる。これにより、駆動トランジスタ
ＴＤのゲート電極に参照電圧ＶＲを供給して駆動トランジスタＴＤのドレイン電流を停止
させているので、駆動トランジスタＴＤのソース電極の電位Ｖｓは、発光素子１７１の自
己放電によってＶｔｈ（ＥＬ）に近づいていく。そのため、この場合、駆動トランジスタ
ＴＤのソース電極の電位Ｖｓは直前のフレームの信号電圧Ｖｄａｔａからリセット電圧Ｖ
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ｒｅｓｅｔへと遷移しない。しかしながら、駆動トランジスタＴＤのゲート電極に参照電
圧ＶＲが供給され、コンデンサＣ１の第２電極に所定のリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔが供給
されているので、コンデンサＣ１の両端の電位は固定されている。したがって、後述のｔ
＝Ｔ２３において、第３スイッチングトランジスタＴ３をオン状態とすることにより、駆
動トランジスタＴＤのゲート－ソース間の電圧を参照電圧ＶＲとリセット電圧Ｖｒｅｓｅ
ｔとの差分電圧に瞬間的にリセットできる。
【０１４２】
　図１０Ｂは、ｔ＝Ｔ２２～Ｔ２３における発光画素の状態を模式的に示した回路図であ
る。
【０１４３】
　同図に示すように、第３スイッチングトランジスタＴ３がオンしていることにより、コ
ンデンサＣ１の第２電極と駆動トランジスタＴＤのソース電極とは継続して導通している
。よって、図５Ｂに示した発光画素１７０のｔ＝Ｔ１２～Ｔ１３の状態と等価である。つ
まり、コンデンサＣ１には電圧ＶＲ－Ｖｒｅｓｅｔが保持されおり、駆動トランジスタＴ
Ｄのソース電位はＶｒｅｓｅｔである。
【０１４４】
　次に、ｔ＝Ｔ２３において、走査線駆動回路２２０は、マージパルスＭＥＲＧＥをハイ
レベルからローレベルにすることで、第３スイッチングトランジスタＴ３をオフさせる（
図９のステップＳ２５）。これにより、コンデンサＣ１の第２電極と駆動トランジスタＴ
Ｄのソース電極とが非導通となる。
【０１４５】
　図１０Ｃは、ｔ＝Ｔ２３～Ｔ２４における発光画素の状態を模式的に示した回路図であ
る。
【０１４６】
　ｔ＝Ｔ２３～Ｔ２４の期間、マージパルスＭＥＲＧＥはローレベルであるので、第３ス
イッチングトランジスタＴ３は継続してオフされ、この期間において、コンデンサＣ１の
第２電極と駆動トランジスタＴＤのソース電極とは継続して非導通となっている。
【０１４７】
　次に、ｔ＝Ｔ２４において、走査線駆動回路２２０は、リセットパルスＲＥＳＥＴをロ
ーレベルからハイレベルにすることで、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンさせる
（図９のステップＳ２６）。これにより、コンデンサＣ１の第１電極及び駆動トランジス
タＴＤのゲート電極と、参照電源線１６４とが導通し、コンデンサＣ１の第１電極の電位
は参照電圧ＶＲとなる。
【０１４８】
　また、ｔ＝Ｔ２４において同時に、走査線駆動回路２２０は、走査パルスＳＣＡＮをロ
ーレベルからハイレベルにすることで、第２スイッチングトランジスタＴ２をオンさせる
。これにより、コンデンサＣ１の第２電極の電位が信号電圧Ｖｄａｔａに設定される（図
９のステップＳ２７）。つまり、図９のステップＳ２５～Ｓ２７は、発光画素２７０の書
き込み処理である。
【０１４９】
　ｔ＝Ｔ２４～Ｔ２５の期間、リセットパルスＲＥＳＥＴはハイレベルであるので、コン
デンサＣ１の第１電極及び駆動トランジスタＴＤのゲート電極には、参照電圧ＶＲが継続
して印加されている。また、走査パルスＳＣＡＮはハイレベルであるので、コンデンサＣ
１の第２電極には、信号電圧Ｖｄａｔａが継続して印加されている。また、マージパルス
ＭＥＲＧＥはローレベルであるので、駆動トランジスタＴＤのソース電極とコンデンサＣ
１の第２電極とは非導通となっている。
【０１５０】
　図１０Ｄは、ｔ＝Ｔ２４～Ｔ２５における発光画素の状態を模式的に示した回路図であ
る。
【０１５１】
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　同図に示すように、コンデンサＣ１の第１電極及び駆動トランジスタＴＤのゲート電極
には、第１スイッチングトランジスタＴ１を介して参照電源線１６４から参照電圧ＶＲが
印加され、コンデンサＣ１の第２電極には、第２スイッチングトランジスタＴ２を介して
データ線１６６から信号電圧Ｖｄａｔａが印加される。一方、駆動トランジスタＴＤのソ
ース電極は、当該駆動トランジスタＴＤのドレイン電極及びコンデンサＣ１の第２電極の
いずれとも非導通となっている。
【０１５２】
　本実施の形態に係る表示装置２００が実施の形態１に係る表示装置１００と異なる点は
、このｔ＝Ｔ２４～Ｔ２５の期間の発光画素の状態である。具体的には、表示装置２００
は、信号電圧Ｖｄａｔａを発光画素２７０に書き込む際に、第３スイッチングトランジス
タＴ３をオフさせることにより、駆動トランジスタＴＤを介して第２スイッチングトラン
ジスタＴ２にドレイン電流が流れ込むことを防止する。これにより、コンデンサＣ１の第
２電極の電位の変動を防止できる。よって、本実施の形態において、コンデンサＣ１は電
圧ＶＲ－Ｖｄａｔａを正確に保持できる。その結果、表示装置２００は、次の発光期間に
おいて、電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａに対応する発光量にて発光素子１７１を正確に発光させる
ことができる。
【０１５３】
　次に、ｔ＝Ｔ２５において、走査線駆動回路２２０は、走査パルスＳＣＡＮをハイレベ
ルからローレベルにすることで、第１スイッチングトランジスタＴ１をオフさせる。また
、同時に、リセットパルスＲＥＳＥＴをハイレベルからローレベルにすることで、第２ス
イッチングトランジスタＴ２をオフさせる（図９のステップＳ２８）。これにより、コン
デンサＣ１の第１電極と参照電源線１６４とは非導通となる。また、コンデンサＣ１の第
２電極とデータ線１６６とは非導通となる。よって、信号電圧Ｖｄａｔａに対応する所望
の電圧ＶＲ－ＶｄａｔａがコンデンサＣ１に保持される。
【０１５４】
　また、ｔ＝Ｔ２５において、走査線駆動回路２２０は、リセットパルスＲＥＳＥＴ及び
走査パルスＳＣＡＮをハイレベルからローレベルにした直後に、マージパルスＭＥＲＧＥ
をローレベルからハイレベルにすることで、第３スイッチングトランジスタＴ３をＯＮさ
せる（図９のステップＳ２９）。これにより、コンデンサＣ１の第２電極と駆動トランジ
スタＴＤのソース電極とが導通する。つまり、駆動トランジスタＴＤのゲート電極とソー
ス電極との間に、電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａが正確に印加される。よって、駆動トランジスタ
ＴＤは、この電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａに対応したドレイン電流を発光素子１７１に供給する
ことにより、発光素子１７１を信号電圧Ｖｄａｔａに対応する発光量で正確に発光させる
。つまり、図９のステップＳ２８及びＳ２９は、発光画素２７０の発光処理である。
【０１５５】
　また、上記のように、リセットパルスＲＥＳＥＴ及び走査パルスＳＣＡＮをハイレベル
からローレベルにした直後に、マージパルスＭＥＲＧＥをローレベルからハイレベルにす
ることで、表示装置２００は、発光期間を最大限確保できる。
【０１５６】
　ｔ＝Ｔ２５～Ｔ２６の期間、走査線駆動回路２２０は、リセットパルスＲＥＳＥＴ及び
走査パルスＳＣＡＮをローレベルとし、マージパルスＭＥＲＧＥをハイレベルとしている
ので、コンデンサＣ１には電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａが継続して正確に保持されている。よっ
て、駆動トランジスタＴＤは、コンデンサに正確に保持された電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａに対
応するドレイン電流を発光素子１７１に継続して供給している。したがって、発光素子１
７１は、信号電圧Ｖｄａｔａに正確に対応する発光量で継続して発光している。
【０１５７】
　図１０Ｅは、ｔ＝Ｔ２５～Ｔ２６における発光画素の状態を模式的に示した回路図であ
る。
【０１５８】
　同図に示すように、コンデンサＣ１は電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａを正確に保持しており、駆
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動トランジスタＴＤは、コンデンサＣ１に保持された電圧に対応するドレイン電流を発光
素子１７１へ供給する。
【０１５９】
　次に、ｔ＝Ｔ２６において、走査線駆動回路２２０は、リセットパルスＲＥＳＥＴをロ
ーレベルからハイレベルにすることで、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンさせる
ことにより駆動トランジスタＴＤのゲート電極に参照電圧ＶＲを供給させる。また、同時
に、走査線駆動回路２２０は、走査パルスＳＣＡＮをローレベルからハイレベルにするこ
とで、第２スイッチングトランジスタＴ２をオフさせることにより駆動トランジスタＴＤ
のソース電極にリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔを供給させる。これにより、発光素子１７１は
消光され、駆動トランジスタＴＤのソース電極の電位はリセット電圧Ｖｒｅｓｅｔへとた
だちに遷移する。
【０１６０】
　上述したｔ＝Ｔ２１～Ｔ２６は、表示装置２００の１フレーム期間に相当し、ｔ＝Ｔ２
５以降もｔ＝Ｔ２１～Ｔ２６と同様の動作が繰り返し実行される。
【０１６１】
　以上のように、本実施の形態に係る表示装置２００は、発光素子１７１のアノード電極
とコンデンサＣ１の第２電極との間に挿入されることにより発光素子１７１のアノード電
極とコンデンサＣ１の第２電極との接続を制御する第３スイッチングトランジスタＴ３を
設け、第３スイッチングトランジスタＴ３をＯＦＦさせている間に、信号電圧Ｖｄａｔａ
に対応する所望の電圧ＶＲ－ＶｄａｔａをコンデンサＣ１に保持させ、所望の電圧ＶＲ－
ＶｄａｔａがコンデンサＣ１に保持された後に、第３スイッチングトランジスタＴ３をＯ
Ｎするものである。これにより、駆動トランジスタＴＤのソース電極とコンデンサＣ１の
第２電極との間に電流が流れない状態で信号電圧Ｖｄａｔａに対応する所望の電圧ＶＲ－
ＶｄａｔａをコンデンサＣ１に設定できる。即ち、所望の電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａがコンデ
ンサＣ１に保持される前に、駆動トランジスタＴＤを介して第２スイッチングトランジス
タに電流が流れ込むことによるコンデンサＣ１の第２電極の電位の変動を防止できる。そ
のため、所望の電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａをコンデンサに正確に保持させるので、コンデンサ
Ｃ１に保持すべき電圧が変動して、映像信号を反映した発光量にて発光素子１７１が正確
に発光しないことを防止できる。その結果、信号電圧Ｖｄａｔａに対応する発光量にて発
光素子１７１を正確に発光させ、高精度な画像表示を実現できる。つまり、表示装置２０
０は、外部から表示装置２００へ入力された映像信号に対応する輝度に応じた正確な電圧
をコンデンサＣ１に保持させることができるので、高精度な画像表示を実現できる。
【０１６２】
　以上により、駆動トランジスタＴＤのドレイン電流を停止させるためのゲート電極の電
圧値を規定する参照電圧ＶＲを、駆動トランジスタＴＤのゲート電極に供給するための第
１スイッチングトランジスタＴ１によって、駆動トランジスタＴＤのドレイン電流を停止
させる機能（画素停止機能）を果たさせ、簡易な構成で駆動素子の電圧－電流特性がヒス
テリシスであることの問題を解決すると共に、駆動トランジスタＴＤのソース電極とコン
デンサＣ１の第２電極との接続を制御する第３スイッチングトランジスタＴ３によって、
所望の電圧ＶＲ－ＶｄａｔａをコンデンサＣ１に正確に保持させることができる。
【０１６３】
　なお、本発明に係る表示装置は、上述した実施の形態に限定されるものではない。実施
の形態１及び２に対して、本発明の主旨を逸脱しない範囲で当業者が思いつく各種変形を
施して得られる変形例や、本発明に係る表示装置を内蔵した各種機器も本発明に含まれる
。
【０１６４】
　また、上記実施の形態においては、第１～３スイッチングトランジスタ及び駆動トラン
ジスタをＮ型トランジスタとして記載したが、これらをＰ型トランジスタで構成し、リセ
ット線１６１、走査線１６２及びマージ線２０１の極性を反転させてもよい。
【０１６５】
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　また、第１～３スイッチングトランジスタ及び駆動トランジスタは、ＴＦＴであるとし
たが、その他の電界効果トランジスタであってもよい。
【０１６６】
　また、上記実施の形態に係る表示装置１００及び２００は、典型的には集積回路である
１つのＬＳＩとして実現される。なお、表示装置１００及び２００に含まれる処理部の一
部を、発光画素１７０又は２７０と同一の基板上に集積することも可能である。また、専
用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、ＬＳＩ製造後にプログラムすること
が可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、
又はＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッ
サを利用してもよい。
【０１６７】
　また、本発明の実施の形態に係る表示装置１００及び２００に含まれる走査線駆動回路
、データ線駆動回路及び制御回路の機能の一部を、ＣＰＵ等のプロセッサがプログラムを
実行することにより実現してもよい。また、本発明は、上記走査線駆動回路により実現さ
れる特徴的なステップを含む表示装置の駆動方法として実現してもよい。
【０１６８】
　また、上記説明では、表示装置１００及び２００がアクティブマトリクス型の有機ＥＬ
表示装置である場合を例に述べたが、本発明を、アクティブマトリクス型以外の有機ＥＬ
表示装置に適用してもよいし、電流駆動型の発光素子を用いた有機ＥＬ表示装置以外の表
示装置、例えば液晶表示装置に適用してもよい。
【０１６９】
　また、図３のｔ＝Ｔ１１及び図８のｔ＝Ｔ２１においては、リセットパルスＲＥＳＥＳ
Ｔがローレベルからハイレベルになるタイミングと、走査パルスＳＣＡＮがローレベルか
らハイレベルになるタイミングとが同時であるが、リセットパルスＲＥＳＥＴがハイレベ
ルの期間に走査パルスＳＣＡＮがローレベルからハイレベルへと変化すれば本発明の効果
は得られる。言い換えると、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンして駆動トランジ
スタＴＤのゲート電極に参照電圧ＶＲを供給することにより駆動トランジスタＴＤのドレ
イン電流を停止させ、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンしている期間内に第２ス
イッチングトランジスタＴ２をオンすることにより、データ線１６６から所定のリセット
電圧Ｖｒｅｓｅｔを発光素子１７１のアノード電極と駆動トランジスタＴＤのソース電極
との接続点に印加してもよい。
【０１７０】
　また、図３のｔ＝Ｔ１２及び図８のｔ＝Ｔ２２においては、リセットパルスＲＥＳＥＳ
Ｔがハイレベルからローレベルになるタイミングと、走査パルスＳＣＡＮがハイレベルか
らローレベルになるタイミングとが同時であるが、リセットパルスＲＥＳＥＴがハイレベ
ルの期間に走査パルスＳＣＡＮがハイレベルからローレベルへと変化すれば本発明の効果
は得られる。言い換えると、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンして駆動トランジ
スタＴＤのゲート電極に参照電圧ＶＲを供給することにより駆動トランジスタＴＤのドレ
イン電流を停止させたまま、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンしている期間内に
第２スイッチングトランジスタＴ２をオフすることにより、データ線１６６から所定のリ
セット電圧Ｖｒｅｓｅｔを発光素子１７１のアノード電極と駆動トランジスタＴＤのソー
ス電極との接続点に印加してもよい。
【０１７１】
　また、図３のｔ＝Ｔ１３及び図８のｔ＝Ｔ２４においては、リセットパルスＲＥＳＥＳ
Ｔがローレベルからハイレベルになるタイミングと、走査パルスＳＣＡＮがローレベルか
らハイレベルになるタイミングとが同時であるが、リセットパルスＲＥＳＥＴがハイレベ
ルの期間に走査パルスＳＣＡＮがローレベルからハイレベルへと変化すれば本発明の効果
は得られる。言い換えると、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンして駆動トランジ
スタＴＤのゲート電極に参照電圧ＶＲを供給することにより駆動トランジスタＴＤのドレ
イン電流を停止させ、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンしている期間内に第２ス
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イッチングトランジスタＴ２をオンすることにより、データ線１６６から所定の信号電圧
ＶｄａｔａをコンデンサＣ１の第２電極に印加することにより、コンデンサに所望の電圧
ＶＲ－Ｖｄａｔａを保持させてもよい。
【０１７２】
　また、図３のｔ＝Ｔ１４及び図８のｔ＝Ｔ２４においては、リセットパルスＲＥＳＥＳ
Ｔがハイレベルからローレベルになるタイミングと、走査パルスＳＣＡＮがハイレベルか
らローレベルになるタイミングとが同時であるが、リセットパルスＲＥＳＥＴがハイレベ
ルの期間に走査パルスＳＣＡＮがハイレベルからローレベルへと変化すれば本発明の効果
は得られる。言い換えると、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンして駆動トランジ
スタＴＤのゲート電極に参照電圧ＶＲを供給することにより駆動トランジスタＴＤのドレ
イン電流を停止させたまま、第１スイッチングトランジスタＴ１をオンしている期間内に
第２スイッチングトランジスタＴ２をオフすることにより、データ線１６６から所定の信
号電圧ＶｄａｔａをコンデンサＣ１の第２電極に印加することにより、コンデンサに所望
の電圧ＶＲ－Ｖｄａｔａを保持させてもよい。
【０１７３】
　また図３および図８のタイミングチャートにおいて、リセットパルスＲＥＳＥＴをＴ１
１～Ｔ１４およびＴ２１～Ｔ２５においてハイレベルに維持して、第１スイッチングトラ
ンジスタをオン状態に維持しても良い。
【０１７４】
　また図２および図７において、それぞれ図３および図８のタイミングチャートのように
、リセットパルスＲＥＳＥＴおよび走査パルスＳＣＡＮが全く同一のタイミングで同一の
極性で同一の電圧値の信号である場合には、一つの走査信号としてマージしても良い。つ
まり、リセット線１６１と走査線１６２とを共通の１つの走査線としても良い。これによ
り走査線の本数を削減できるので、回路構成を簡素化できる。
【０１７５】
　また、上記実施の形態において、第２スイッチングトランジスタＴ２をオンしている期
間及びオフしている期間を、所定の複数の発光画素間で共通にしてもよい。これにより、
所定の複数の発光画素においてリセット期間とデータ書き込み期間とを共用できる。その
ため、所定の複数の発光画素において第１スイッチングトランジスタＴ１を制御するリセ
ット線１６１を共用して、表示装置全体としてのリセット線１６１の数を削減できる。
【０１７６】
　また、上記実施の形態２において、第３スイッチングトランジスタＴ３をオンしている
期間及びオフしている期間を、所定の複数の発光画素間で共通にしてもよい。つまり、第
３スイッチングトランジスタＴ３をオンして発光素子１７１のアノード電極とコンデンサ
Ｃ１の第２電極とを接続する期間（発光期間）を、所定の複数の発光画素間で共有する。
これにより、所定の複数の発光画素において、第３スイッチングトランジスタＴ３を制御
するマージ線２０１を共通して、表示装置２００のマージ線２０１の数を削減できる。
【０１７７】
　また、例えば、本発明に係る表示装置は、図１１に記載されたような薄型フラットＴＶ
に内蔵される。本発明に係る画像表示装置が内蔵されることにより、映像信号を反映した
高精度な画像表示が可能な薄型フラットＴＶが実現される。
【産業上の利用可能性】
【０１７８】
　本発明は、特に、画素信号電流により画素の発光強度を制御することで輝度を変動させ
るアクティブ型の有機ＥＬフラットパネルディスプレイに有用である。
【符号の説明】
【０１７９】
　１００、２００　　表示装置
　１１０　　制御回路
　１２０、２２０　　走査線駆動回路
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　１３０　　データ線駆動回路
　１４０　　電源供給回路
　１６０　　表示部
　１６１　　リセット線
　１６２　　走査線
　１６３　　第１電源線
　１６４　　参照電源線
　１６５　　第２電源線
　１６６　　データ線
　１７０、２７０　　発光画素
　１７１　　発光素子
　２０１　　マージ線
　５０１　　第１スイッチング素子
　５０２　　第２スイッチング素子
　５０３　　容量素子
　５０４　　駆動薄膜トランジスタ（駆動ＴＦＴ）
　５０５　　有機ＥＬ素子
　５０６　　信号線
　５７０　　画素部
　Ｔ１　　第１スイッチングトランジスタ
　Ｔ２　　第２スイッチングトランジスタ
　ＴＤ　　駆動トランジスタ
　Ｃ１　　コンデンサ

【図１】 【図２】



(29) JP 5501364 B2 2014.5.21

【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】



(30) JP 5501364 B2 2014.5.21

【図５Ｃ】 【図５Ｄ】

【図６】 【図７】



(31) JP 5501364 B2 2014.5.21

【図８】 【図９】
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