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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査線と、
　複数のデータ線と、
　前記複数のデータ線に交差し、各々が複数の電位に設定される複数の第１の電源線と、
　複数の画素回路と、を含み、
　前記複数の画素回路の各々は、
　第１の電極と第２の電極とを備えた容量素子と、
　前記第２の電極と前記複数のデータ線のうちの一つのデータ線との間に接続され、ゲー
トが前記複数の走査線のうちの一つの走査線に接続された第１のトランジスタと、
　前記第１の電極にゲートが接続された第２のトランジスタと、
　ゲートが前記第１の電極に接続された第３のトランジスタと、を含み、
　前記複数の第１の電源線のうちの一つの第１の電源線が前記複数の電位のうちの第１の
電位に設定された状態で、前記一つの第１の電源線と前記第１の電極とが、前記第２のト
ランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続されることにより、前記第１の電
極の電位が第２の電位に設定された後、
　前記第１のトランジスタを介して前記一つのデータ線からデータ信号が前記第２の電極
に供給されることにより、前記第１の電極の電位は、前記第２の電位から第３の電位に変
化し、
　前記データ信号が前記第２の電極に供給されている期間において、前記一つの第１の電
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源線の電位は、前記第１の電位とは異なる第４の電位に設定されており、
　前記複数の画素回路のうち、行方向に沿って配置され、前記一つの電源線に接続された
複数の画素回路は複数の同色の電気光学素子を備え、
　前記第３のトランジスタは、前記複数の同色の電気光学素子の一つに接続されているこ
と、
　を特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　複数の走査線と、
　複数のデータ線と、
　前記複数のデータ線に交差し、各々が第１の電位との電気的接続及び電気的接続が制御
される複数の第１の電源線と、
　複数の画素回路と、を含み、
　前記複数の画素回路の各々は、
　第１の電極と第２の電極とを備えた容量素子と、
　前記第２の電極と前記複数のデータ線のうちの一つのデータ線との間に接続され、ゲー
トが前記複数の走査線のうちの一つの走査線に接続された第１のトランジスタと、
　前記第１の電極にゲートが接続された第２のトランジスタと、
　ゲートが前記第１の電極に接続された第３のトランジスタと、を含み、
　前記複数の第１の電源線のうちの一つの第１の電源線が前記第１の電位に設定された状
態で、前記一つの第１の電源線と前記第１の電極とが、前記第２のトランジスタのソース
及びドレインを介して電気的に接続されることにより、前記第１の電極の電位が第２の電
位に設定された後、前記第１のトランジスタを介して前記一つのデータ線からデータ信号
が前記第２の電極に供給されることにより、前記第１の電極の電位は、前記第２の電位か
ら第３の電位に変化し、
　前記データ信号が前記第２の電極に供給されている期間において、前記一つの第１の電
源線はフローティング状態か、あるいは、前記第１の電位から電気的に切断されており、
　前記複数の画素回路のうち、行方向に沿って配置され、前記一つの電源線に接続された
複数の画素回路は複数の同色の電気光学素子を備え、
　前記第３のトランジスタは、前記複数の同色の電気光学素子の一つに接続されているこ
と、
　を特徴とする電気光学装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の電気光学装置において、
　各々が所定電位に設定されている複数の第２の電源線をさらに含み、
　前記第３のトランジスタは、前記複数の第２の電源線のうちの一つの第２の電源線に接
続されていること、
　を特徴とする電気光学装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の電気光学装置において、
　前記第３の電位に応じた電流レベルを有する駆動電流が前記第３のトランジスタを介し
て前記電気光学素子に供給されること、
　を特徴とする電気光学装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の電気光学装置を含む電子機器。」
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子回路、電子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法及び
電子機器に関するものである。
【０００２】
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【従来の技術】
近年、広く表示装置として用いられる複数の電気光学素子を備えた電気光学装置は、高精
彩化あるいは大画面化が求められており、これに呼応して、複数の電気光学素子の各々を
駆動するための画素回路を備えたアクティブマトリクス駆動型電気光学装置のパッシブ駆
動型電気光学装置に対する比重はより高まっている。しかしながら、より一層の高精彩化
あるいは大画面化を達成するためには、電気光学素子をそれぞれ精密に制御する必要があ
る。そのためには、画素回路を構成する能動素子の特性バラツキを補償しなければならな
い。
【０００３】
能動素子の特性バラツキの補償方法として、例えば、特性バラツキを補償するための、ダ
イオード接続したトランジスタを含む画素回路を備えた表示装置（例えば、特許文献１を
参照）が提案されている。
【特許文献１】
特開平１１－２７２２３３号公報
【発明が解決しようとする課題】
ところで、能動素子の特性バラツキを補償する画素回路は、一般に４つ以上のトランジス
タにより構成され、そのため、歩留まりや開口率の低下を招くこととなる。
【０００４】
本発明の一つの目的は、上記問題点を解消することであって、画素回路、あるいは単位回
路を構成するトランジスタの個数を削減することができる電子回路、電子回路の駆動方法
、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法及び電子機器を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る電気光学装置は、複数の走査線と、複数のデータ線と、前記複数のデータ
線に交差し、各々が複数の電位に設定される複数の第１の電源線と、複数の画素回路と、
を含み、前記複数の画素回路の各々は、第１の電極と第２の電極とを備えた容量素子と、
前記第２の電極と前記複数のデータ線のうちの一つのデータ線との間に接続され、ゲート
が前記複数の走査線のうちの一つの走査線に接続された第１のトランジスタと、前記第１
の電極にゲートが接続された第２のトランジスタと、ゲートが前記第１の電極に接続され
た第３のトランジスタと、を含み、前記複数の第１の電源線のうちの一つの第１の電源線
が前記複数の電位のうちの第１の電位に設定された状態で、前記一つの第１の電源線と前
記第１の電極とが、前記第２のトランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続
されることにより、前記第１の電極の電位が第２の電位に設定された後、前記第１のトラ
ンジスタを介して前記一つのデータ線からデータ信号が前記第２の電極に供給されること
により、前記第１の電極の電位は、前記第２の電位から第３の電位に変化し、前記データ
信号が前記第２の電極に供給されている期間において、前記一つの第１の電源線の電位は
、前記第１の電位とは異なる第４の電位に設定されており、前記複数の画素回路のうち、
行方向に沿って配置され、前記一つの電源線に接続された複数の画素回路は複数の同色の
電気光学素子を備え、前記第３のトランジスタは、前記複数の同色の電気光学素子の一つ
に接続されていることを特徴とする。
　本発明に係る第２の電気光学装置は、複数の走査線と、複数のデータ線と、前記複数の
データ線に交差し、各々が第１の電位との電気的接続及び電気的接続が制御される複数の
第１の電源線と、複数の画素回路と、を含み、前記複数の画素回路の各々は、第１の電極
と第２の電極とを備えた容量素子と、前記第２の電極と前記複数のデータ線のうちの一つ
のデータ線との間に接続され、ゲートが前記複数の走査線のうちの一つの走査線に接続さ
れた第１のトランジスタと、前記第１の電極にゲートが接続された第２のトランジスタと
、ゲートが前記第１の電極に接続された第３のトランジスタと、、を含み、前記複数の第
１の電源線のうちの一つの第１の電源線が前記第１の電位に設定された状態で、前記一つ
の第１の電源線と前記第１の電極とが、前記第２のトランジスタのソース及びドレインを
介して電気的に接続されることにより、前記第１の電極の電位が第２の電位に設定された
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後、前記第１のトランジスタを介して前記一つのデータ線からデータ信号が前記第２の電
極に供給されることにより、前記第１の電極の電位は、前記第２の電位から第３の電位に
変化し、前記データ信号が前記第２の電極に供給されている期間において、前記一つの第
１の電源線はフローティング状態か、あるいは、前記第１の電位から電気的に切断されて
おり、前記複数の画素回路のうち、行方向に沿って配置され、前記一つの電源線に接続さ
れた複数の画素回路は複数の同色の電気光学素子を備え、前記第３のトランジスタは、前
記複数の同色の電気光学素子の一つに接続されていることを特徴とする。
　上記の電気光学装置において、各々が所定電位に設定されている複数の第２の電源線を
さらに含み、前記第３のトランジスタは、前記複数の第２の電源線のうちの一つの第２の
電源線に接続されていてもよい。
　上記の電気光学装置において、前記第３の電位に応じた電流レベルを有する駆動電流が
前記第３のトランジスタを介して前記電気光学素子に供給されていてもよい。
　本発明に係る電子機器は、上記の電気光学装置を含む。
　本発明の第１の電子回路は、第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを備えた第
１のトランジスタと、第３の端子と第４の端子と第２の制御用端子とを備え、前記第３の
端子が前記第１の制御用端子に接続された第２のトランジスタと、第１の電極と第２の電
極とを備え、前記第１の電極が前記第１の制御用端子に接続された容量素子と、第５の端
子と第６の端子とを備え、前記第５の端子が
前記第２の電極に接続された第３のトランジスタとを含む単位回路を複数有し、前記第４
の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第４の端子と共に第１の電源線に接続
され、前記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第１の電源線と駆
動電圧との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えていることを特徴とする
。
【０００６】
上記の電子回路において、前記第２の端子を前記第１の電源線に接続してもよいし、前記
第１の電源線とは異なる第２の電源線に接続するようにしてもよい。
【０００７】
本発明の第２の電子回路は、第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを備えた第１
のトランジスタと、第３の端子と第４の端子と第２の制御用端子とを備え、前記第３の端
子が前記第１の制御用端子に接続された第２のトランジスタと、第１の電極と第２の電極
とを備え、前記第１の電極が前記第１の制御用端子に接続された容量素子と、第５の端子
と第６の端子とを備え、前記第５の端子が前記第２の電極に接続された第３のトランジス
タとを含む単位回路を複数有し、前記第４の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の
前記第４の端子と共に第１の電源線に接続され、前記第２の端子は第２の電源線に接続さ
れ、前記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第１の電源線と駆動
電圧との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えている。
【０００８】
上記の電子回路のような構成することにより、前記単位回路を構成するトランジスタ数を
削減することができる。
【０００９】
上記の電子回路において、前記第２の制御用端子は前記第３の端子に接続されていること
が好ましい。
【００１０】
例えば、前記第３の端子を及び前記第２の制御用端子をそれぞれドレイン及びゲートとす
ることが好ましい。こにより、前記第２のトランジスタを前記第１のトランジスタの閾値
電圧を補償するトランジスタとして用いることができる。
【００１１】
上記の電子回路において、前記単位回路の各々には、前記第１のトランジスタ、前記第２
のトランジスタ及び前記第３のトランジスタ以外のトランジスタは含まれていないことが
好ましい。
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【００１２】
これにより、前記第１のトランジスタの閾値電圧を補償しつつ、前記単位回路のトランジ
スタ数を削減することができる。
【００１３】
上記の電子回路において、前記第１のトランジスタと前記第２のトランジスタの導電型は
同じであることが好ましい。
【００１４】
これによれば、第２のトランジスタの閾値電圧を調整することによって容易に第１のトラ
ンジスタの閾値電圧を補償することができる。
【００１５】
上記の電子回路において、前記第１の端子には電子素子が接続されていてもよい。
【００１６】
上記の電子回路において、前記電子素子は、例えば、電流駆動素子や電気光学素子、抵抗
素子、ダイオード、記憶素子等である。
【００１７】
上記の電子回路において、前記制御回路は、第７の端子と第８の端子とを備えた第４のト
ランジスタであり、前記第７の端子は前記第１の電源線を介して前記第４の端子に接続さ
れるとともに、前記第８の端子は前記駆動電圧に接続されている。
【００１８】
これによれば、制御回路を容易に構成することができる。
【００１９】
上記の電子回路において、前記第２の電源線も前記駆動電圧に電気的に接続可能であって
もよい。
【００２０】
上記の電子回路において、前記第１のトランジスタの閾値電圧は前記第２のトランジスタ
の閾値電圧より低くならないように設定されていることが好ましい。
【００２１】
これによれば、第１のトランジスタの閾値を確実に補償することができる。
【００２２】
また、前記第２のトランジスタを用いて前記第１のトランジスタの閾値補償を行った際で
も、前記第１のトランジスタは非導通状態に設定することができる。
【００２３】
逆に上記の電子回路において、前記第１のトランジスタの閾値電圧を前記第２のトランジ
スタの閾値電圧以上としてもよい。
【００２４】
この場合、前記第２のトランジスタを用いて前記第１のトランジスタの閾値補償を行った
だけで、前記第２のトランジスタをオン状態とすることができる。
【００２５】
本発明の第３の電子回路は、複数の第１の信号線と、複数の第２の信号線と、複数の電源
線と、複数の単位回路と、を含む電子回路であって、前記複数の単位回路の各々は、第１
の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを備えた第１のトランジスタと、第３の端子と
第４の端子と第２の制御用端子とを備え、前記第３の端子が前記第１の制御用端子に接続
された第２のトランジスタと、第１の電極と第２の電極とを備え、前記第１の電極が前記
第１の制御用端子に接続された容量素子と、第５の端子と第６の端子と第３の制御用端子
とを備え、前記第５の端子が前記第２の電極に接続された第３のトランジスタとを含み、
前記第２の制御用端子は前記第３の端子に接続され、前記第３の制御用端子は前記複数の
第１の信号線のうち対応する第１の信号線に接続されている。
【００２６】
上記の電子回路において、前記第４の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第
４の端子と共に第１の電源線に接続され、前記第２の端子は第２の電源線に接続され、前
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記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前記第１の電源線と駆動電圧と
の電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えていることが好ましい。
【００２７】
これによれば、前記単位回路を構成するトランジスタ数を削減することができる。
【００２８】
上記の電子回路において、前記第１のトランジスタと前記第２のトランジスタの導電型は
同じであることが好ましい。
【００２９】
これによれば、第２のトランジスタの閾値電圧を調整することによって容易に第１のトラ
ンジスタの閾値電圧を補償することができる。
【００３０】
上記の電子回路において、前記第１の端子には電子素子が接続されていてもよい。
【００３１】
上記の電子回路において、前記電子素子は、例えば、電流駆動素子や電気光学素子、抵抗
素子、ダイオード、記憶素子等である。
【００３２】
上記の電子回路において、前記第１のトランジスタの閾値電圧は前記第２のトランジスタ
の閾値電圧より低くならないように設定されていることが好ましい。
【００３３】
上記の電子回路において、逆に上記の電子回路において、前記第１のトランジスタの閾値
電圧を前記第２のトランジスタの閾値電圧以下としてもよい。
【００３４】
本発明の第４の電子回路は、複数の単位回路を備えた電子回路において、前記複数の単位
回路の各々は、信号を電荷として保持する保持素子と、前記保持素子への前記信号の伝送
を制御する第１のスイッチングトランジスタと、前記保持素子に保持された電荷に基づい
て導通状態が設定される駆動トランジスタと、前記保持素子への前記信号の伝送に先立っ
て前記駆動トランジスタの制御用端子を所定の電位に設定する調整用トランジスタとを含
み、前記複数の単位回路のうち少なくとも２つの単位回路の前記調整用トランジスタに駆
動電圧を供給する制御回路とを備えていることを特徴とする。
【００３５】
上記の電子回路において、前記駆動トランジスタには電子素子が接続されていてもよい。
【００３６】
上記の電子回路において、前記電子素子は、例えば、電流駆動素子や電気光学素子、抵抗
素子、ダイオード、記憶素子等である。
【００３７】
本発明の電子回路の駆動方法は、第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを備えた
第１のトランジスタと、第３の端子と第４の端子とを備え、前記第１の制御用端子に前記
第３の端子が接続された第２のトランジスタと、第１の電極と第２の電極とを備え、前記
第１の制御用端子に前記第１の電極が接続された容量素子とを含む複数の単位回路を備え
た電子回路の駆動方法であって、前記複数の単位回路の前記各第３の端子を所定電位に電
気的に接続するとともに前記第１の制御用端子を第１の電位に設定する第１のステップと
、前記第３の端子を前記所定電位から電気的に切断した状態で、前記第２の電極の電位を
第２の電位から第３の電位に変化させることにより前記第１の制御用端子を前記第１の電
位から変化させる第２のステップとを含む。
【００３８】
これによれば、第１のトランジスタの閾値電圧を補償しつつ、前記電子回路を構成するト
ランジスタ数を削減することができる。、
上記の電子回路の駆動方法において、少なくとも前記第１のステップを行っている期間は
前記第２の電極の電位を前記第２の電位に設定した状態とすることが好ましい。
【００３９】
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なお、上記の電子回路の駆動方法において、「前記第３の端子を所定電位に電気的に接続
する」とは、例えば、前記第３の端子に前記第４の端子を介して電流が流れ込む状態を言
い、前記第３の端子を所定電位に電気的に切断する」とは、例えば、前記第４の端子を介
して電流が流れ込まない状態を言う。
【００４０】
本発明の第１の電気光学装置は、複数のデータ線と、複数の走査線と、複数の単位回路を
備えた電気光学装置であって、前記複数の単位回路の各々は、
第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを備えた第１のトランジスタと、前記第１
の端子と接続された電気光学素子と、第３の端子と第４の端子とを備え、前記第３の端子
が前記第１の制御用端子に接続された第２のトランジスタと、第１の電極と第２の電極と
を備え、前記第１の電極が前記第１の制御用端子に接続された容量素子と、第５の端子と
第６の端子と第３の制御用端子とを備え、前記第５の端子が前記第２の電極に電気的に接
続された第３のトランジスタと、を含み、前記第４の端子は前記複数の単位回路の他の単
位回路の前記第４の端子と共に第１の電源線に接続され、前記第３の制御用端子は、前記
複数の走査線のうち対応する走査線に接続され、前記第６の端子は、前記複数のデータ線
のうち対応するデータ線に接続され、前記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、
あるいは前記第１の電源線と駆動電圧との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路
を備えていることを特徴とする。
【００４１】
本発明の第２の電気光学装置は、複数のデータ線と、複数の走査線と、複数の単位回路を
備えた電気光学装置であって、前記複数の単位回路の各々は、第１の端子と第２の端子と
第１の制御用端子とを備えた第１のトランジスタと、前記第１の端子と接続された電気光
学素子と、第３の端子と第４の端子とを備え、前記第３の端子が前記第１の制御用端子に
接続された第２のトランジスタと、第１の電極と第２の電極とを備え、前記第１の電極が
前記第１の制御用端子に接続された容量素子と、第５の端子と第６の端子と第３の制御用
端子とを備え、前記第５の端子が前記第２の電極に電気的に接続された第３のトランジス
タと、を含み、前記第４の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第４の端子と
共に第１の電源線に接続され、前記第２の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前
記第２の端子と共に第２の電源線に接続され、前記第３の制御用端子は、前記複数の走査
線のうち対応する走査線に接続され、前記第６の端子は、前記複数のデータ線のうち対応
するデータ線に接続され、前記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは前
記第１の電源線と駆動電圧との電気的切断及び電気的接続を制御する制御回路を備えた。
【００４２】
上記の電気光学装置によれば、第１のトランジスタの閾値電圧を補償しつつ、画素回路を
構成するトランジスタ数を削減することができる。
【００４３】
これは、一画素の開口率を向上させ、製造の歩留まりを向上させることができる。
【００４４】
上記の電気光学装置において、前記第２の制御用端子は前記第３の端子に接続されている
ことが好ましい。
【００４５】
上記の電気光学装置において、前記制御回路は、第７の端子と第８の端子とを備えた第４
のトランジスタであり、前記第７の端子は、前記第１の電源線を介して前記第４の端子と
接続されるとともに、前記第８の端子は前記駆動電圧に接続されている。
【００４６】
これによれば、制御回路を簡単な構成することができる。
【００４７】
上記の電気光学装置において、前記単位回路の各々には、前記第１のトランジスタ、前記
第２のトランジスタ及び前記第３のトランジスタ以外のトランジスタはないことが好まし
い。
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【００４８】
これによれば、高い開口率を有する電気光学装置を提供することができる。
【００４９】
上記の電気光学装置において、前記第１のトランジスタと前記第２のトランジスタの導電
型は同じである。
【００５０】
これによれば、第１のトランジスタの閾値電圧を確実に補償することができる。
【００５１】
上記の電気光学装置において、前記第１のトランジスタの閾値電圧は前記第２のトランジ
スタの閾値電圧より低くならないように設定されていることが好ましい。
【００５２】
具体的には、前記第１のトランジスタは、そのゲート長が画素内で対応する前記第２のト
ランジスタのゲート長より短くならない様に設定されていてもよい。
【００５３】
或いは、前記第１のトランジスタは、そのゲート絶縁膜が画素内で対応する前記第２のト
ランジスタのゲート絶縁膜より薄くならない様に設定されていてもよい。
【００５４】
或いは、前記第１のトランジスタは、チャネルに注入される不純物濃度を調整して、その
閾電圧が画素内で対応する前記第２のトランジスタの閾電圧より低くならない様に設定さ
れていてもよい。
【００５５】
前記第１のトランジスタは飽和領域で動作することが好ましい。
【００５６】
これによれば、画素回路に設けられた第１のトランジスタの閾値電圧を確実に補償するこ
とができる。従って、電気光学素子の輝度階調を精度良く制御することができる。
【００５７】
逆に上記の電気光学装置において、前記第１のトランジスタの閾値電圧を前記第２のトラ
ンジスタの閾値電圧以下となるように設定してもよい。
【００５８】
上記の電気光学装置において、前記第２の電源線も前記駆動電圧に電気的に接続可能であ
る。
【００５９】
上記の電気光学装置において、前記電気光学素子は、例えば、ＥＬ素子である。
【００６０】
上記の電気光学装置において、前記走査線に沿って、同色の電気光学素子が配置されるよ
うにすることが好ましい。
【００６１】
本発明の第１の電気光学装置の駆動方法は、第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子
とを備えた第１のトランジスタと、前記第１の端子に接続された電気光学素子と、第３の
端子と第４の端子とを備え、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が接続された第２の
トランジスタと、第１の電極と第２の電極とを備え、前記第１の制御用端子に前記第１の
電極が接続された容量素子と、を含む複数の単位回路が、複数の走査線と複数のデータ線
の交差部に対応して配置された電気光学装置の駆動方法であって、前記複数の単位回路の
うち、前記複数の走査線の一つの走査線に第３の制御用端子が接続された第３のトランジ
スタを含む一連の単位回路の前記第３の端子を前記第４の端子及び前記第２のトランジス
タのチャネルを介して所定電位に電気的接続することにより、前記第１の制御用端子を第
１の電位に設定する第１のステップと、前記一連の単位回路の前記第３の制御用端子に前
記第３のトランジスタをオン状態とする走査信号を供給して、前記第３のトランジスタを
オン状態として前記複数のデータ線の対応するデータ線と電気的に接続した後、前記対応
するデータ線及び前記第３のトランジスタを経由して供給されるデータ信号を前記第２の
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電極に印加することにより、前記第２の電極の電位を第２の電位から第３の電位に変化さ
せることで前記第１の制御用端子の電位を前記第１の電位から変化させる第２のステップ
を含み、前記第２のステップにおいて、前記データ信号を前記第２の電極に印加する期間
と前記一連の単位回路の前記第３の端子を前記所定電位から電気的に切り離す期間とが少
なくとも１部重なるように設定することを特徴とする。
【００６２】
本発明の第２の電気光学装置の駆動方法は、第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子
とを備えた第１のトランジスタと、前記第１の端子に接続された電気光学素子と、第３の
端子と第４の端子とを備え、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が接続された第２の
トランジスタと、第１の電極と第２の電極とを備え、前記第１の制御用端子に前記第１の
電極が接続された容量素子と、を含む複数の単位回路が、複数の走査線と複数のデータ線
の交差部に対応して配置され、前記複数の単位回路のうち、前記複数の走査線の一つの走
査線に第３の制御用端子が接続された第３のトランジスタを含む一連の単位回路の前記第
４の端子が、全て複数の第１の電源線のうちの一つの第１の電源線に接続されている電気
光学装置の駆動方法であって、前記一連の単位回路の前記第４の端子を所定電位に電気的
接続することにより、前記第１の制御用端子を第１の電位に設定する第１のステップと、
前記一連の単位回路の前記第３の制御用端子に走査信号を供給して、前記第３のトランジ
スタをオン状態として前記複数のデータ線の対応するデータ線と電気的に接続した後、前
記対応するデータ線及び前記第３のトランジスタを経由して供給されるデータ信号を前記
第２の電極に印加することにより、前記第２の電極の電位を第２の電位から第３の電位に
変化させることで、前記第１の制御用端子の電位を前記第１の電位から変化させる第２の
ステップを含み、前記第２のステップにおいて、前記データ信号を前記第２の電極に印加
する期間と前記一連の単位回路の前記第４の端子を前記所定電位から電気的に切り離す期
間とが少なくとも１部は重なるように設定する。
【００６３】
上記の電気光学装置の駆動方法において、少なくとも前記第１のステップを行っている期
間は前記第２の電極の電位を前記第２の電位に設定した状態としておくことが好ましい。
【００６４】
これにより、前記第１の制御用端子の電位を前記データ信号に応じた電位に正確に設定す
ることができる。
【００６５】
本発明の第１の電子機器は、上記の電子回路を実装したことを特徴とする。
【００６６】
本発明における第２の電子機器は、上記の電気光学装置を実装したことを特徴とする。
【００６７】
上記の発明において、第１のトランジスタ及び駆動トランジスタ、第１及び第２の端子、
第１の制御用端子及び駆動トランジスタの制御用端子は、一例を挙げれば、後述する本実
施形態の図３に示した画素回路２０において、それぞれ、駆動トランジスタＴｒｄ、駆動
トランジスタＴｒｄのドレイン及びソース、駆動トランジスタＴｒｄのゲートに対応して
いる。
【００６８】
また、第２のトランジスタ及び調整用トランジスタ、第３及び第４の端子、第２の制御用
端子は、一例を挙げれば、本実施形態の図３に示した画素回路２０において、それぞれ、
調整用トランジスタＴｒｃ、調整用トランジスタＴｒｃのドレイン、ソース及びゲートに
対応している。
【００６９】
さらに、第３のトランジスタ、第５の端子、第６の端子、第３の制御用端子は、一例を挙
げれば、本実施形態の図３に示した画素回路２０において、それぞれ、スイッチングトラ
ンジスタＴｒｓ、スイッチングトランジスタＴｒｓのソース（キャパシタＣ１に接続され
た端子）、スイッチングトランジスタＴｒｓのドレイン（データ線Ｘｍに接続された端子
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）、スイッチングトランジスタＴｒｓのゲートに対応している。
【００７０】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
以下、本発明を具体化した第１実施形態を図１～４に従って説明する。図１は、電気光学
装置としての有機ＥＬディスプレイの回路構成を示すブロック回路図である。図２は、ア
クティブマトリクス部及びデータ線駆動回路の内部回路構成を示すブロック回路図である
。図３は画素回路の回路図である。図４は画素回路の駆動方法を説明するためのタイミン
グチャートである。
【００７１】
有機ＥＬディスプレイ１０は、図１に示すように、信号生成回路１１、アクティブマトリ
クス部１２、走査線駆動回路１３、データ線駆動回路１４及び電源線制御回路１５を備え
ている。
【００７２】
有機ＥＬディスプレイ１０の信号生成回路１１、走査線駆動回路１３、データ線駆動回路
１４及び電源線制御回路１５は、それぞれが独立した電子部品によって構成されていても
よい。例えば、信号生成回路１１、走査線駆動回路１３、データ線駆動回路１４及び電源
線制御回路１５が、各々１チップの半導体集積回路装置によって構成されていてもよい。
又、信号生成回路１１、走査線駆動回路１３、データ線駆動回路１４及び電源線制御回路
１５の全部若しくは一部がプログラマブルなＩＣチップで構成され、その機能がＩＣチッ
プに書き込まれたプログラムによりソフトウェア的に実現されてもよい。
【００７３】
信号生成回路１１は、図示しない外部装置からの画像データに基づいてアクティブマトリ
クス部１２に画像を表示するための走査制御信号及びデータ制御信号を作成する。そして
、信号生成回路１１は、走査制御信号を走査線駆動回路１３に出力するとともに、データ
制御信号をデータ線駆動回路１４に出力する。更に、信号生成回路１１は、電源線制御回
路１５に対してタイミング制御信号を出力する。
【００７４】
アクティブマトリクス部１２は、図２に示すように、発光層が有機材料で構成された電子
素子又は電気光学素子としての有機ＥＬ素子２１を有する複数の単位回路としての画素回
路２０がマトリクス状に配設された電子回路を有している。つまり、画素回路２０は、列
方向に沿って延びるＭ本のデータ線Ｘｍ（ｍ＝１～Ｍ；ｍは整数）と、行方向に沿って延
びるＮ本の走査線Ｙｎ（ｎ＝１～Ｎ；ｎは整数）との交差部に対応する位置に配設されて
いる。
【００７５】
又、画素回路２０は、その行方向に沿って延びる第１の電源線Ｌ１及び第２の電源線Ｌ２
と接続されている。第１及び第２の電源線Ｌ１，Ｌ２は、それぞれ、アクティブマトリク
ス部１２の右端側に設けられた画素回路２０の列方向に沿って延びる電圧供給線ＶＬに接
続されている。尚、画素回路２０内に配置形成される後述するトランジスタは、通常はＴ
ＦＴ（薄膜トランジスタ）で構成されている。
【００７６】
走査線駆動回路１３は、信号生成回路１１から出力される走査制御信号に基づいて、アク
ティブマトリクス部１２に設けられたＮ本の走査線Ｙｎのうち、１本の走査線を選択し、
その選択された走査線に走査信号を供給する。
【００７７】
データ線駆動回路１４は、複数の単一ラインドライバ２３を備えている。各単一ラインド
ライバ２３は、アクティブマトリクス部１２に設けられた対応するデータ線Ｘｍとそれぞ
れ接続されている。単一ラインドライバ２３は、それぞれ、信号生成回路１１から出力さ
れたデータ制御信号に基づいて、信号としてのデータ電圧Ｖｄａｔａを生成する。又、単
一ラインドライバ２３は、その生成されたデータ電圧Ｖｄａｔａをデータ線Ｘｍを介して
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画素回路２０に出力する。画素回路２０は、この出力されたデータ電圧Ｖｄａｔａに応じ
て同画素回路２０の内部状態が設定されることで、各有機ＥＬ素子２１に流れる駆動電流
Ｉｅｌ（図３参照）を制御して、有機ＥＬ素子２１の輝度階調を制御するようになってい
る。また、データ線駆動回路１４の各単一ラインドライバ２３は、後述するデータ書き込
み期間Ｔ１において、データ電圧Ｖｄａｔａを供給する前に電圧供給線ＶＬから供給され
る駆動電圧Ｖｄｄと同じ電位のバイアス電圧を各画素回路２０に供給するようになってい
る。
【００７８】
電源線制御回路１５は、後述する制御用トランジスタＱのゲートと電源線制御線Ｆを介し
て接続されている。電源線制御回路１５は、信号生成回路１１からのタイミング制御信号
に基づいて、走査信号と完全、あるいは、１部時間的に重なる期間で、制御用トランジス
タＱをオン状態にする電源線制御信号を生成し、供給する。そして、制御用トランジスタ
Ｑがオン状態となると、第１の電源線Ｌ１を介して駆動電圧Ｖｄｄが各画素回路２０に供
給されるようになっている。
【００７９】
このように構成された有機ＥＬディスプレイ１０のアクティブマトリクス部１２を構成す
る画素回路２０について以下に説明する。尚、各画素回路２０の回路構成は同じであるの
で、説明の便宜上、１つの画素回路について説明する。
【００８０】
画素回路２０は、図３に示すように、３つのトランジスタと２つのコンデンサとを備えて
いる。詳しくは、画素回路２０は、図３に示すように、駆動トランジスタＴｒｄ、調整用
トランジスタＴｒｃ及びスイッチングトランジスタＴｒｓを備えている。又、画素回路２
０は、容量素子又は保持素子としての第１キャパシタＣ１と第２キャパシタＣ２とを備え
ている。
駆動トランジスタＴｒｄ、調整用トランジスタＴｒｃ及び制御用トランジスタＱの導電型
は、それぞれ、ｐ型（ｐチャネル）で構成されている。又、スイッチングトランジスタＴ
ｒｓの導電型は、ｎ型（ｎチャネル）で構成されている。
【００８１】
駆動トランジスタＴｒｄは、そのドレインが有機ＥＬ素子２１の陽極に接続されている。
有機ＥＬ素子２１の陰極は接地されている。又、駆動トランジスタＴｒｄのソースは第２
の電源線Ｌ２に接続されている。第２の電源線Ｌ２は駆動電圧としての駆動電圧Ｖｄｄを
供給する電圧供給線ＶＬと接続されている。駆動トランジスタＴｒｄのゲートは、第１キ
ャパシタＣ１の第１の電極Ｌａと、調整用トランジスタＴｒｃのドレインと、第２キャパ
シタＣ２の第３の電極Ｌｃに接続されている。第１キャパシタＣ１の静電容量はＣａであ
って、第２キャパシタＣ２の静電容量はＣｂである。
【００８２】
第１キャパシタＣ１の第２の電極ＬｂはスイッチングトランジスタＴｒｓのソースに接続
されている。スイッチングトランジスタＴｒｓのドレインはデータ線Ｘｍに接続されてい
る。また、スイッチングトランジスタＴｒｓのゲートは走査線Ｙｎに接続されている。
【００８３】
調整用トランジスタＴｒｃは、そのゲートとドレインがノードＮにて接続されている。調
整用トランジスタＴｒｃのソースは、他の画素回路２０に設けられた他の調整用トランジ
スタＴｒｃのソースとともに第１の電源線Ｌ１に接続されている。第１の電源線Ｌ１はア
クティブマトリクス部１２の右端側に設けられた電圧供給線ＶＬに制御用トランジスタＱ
を介して接続されている。詳述すると、制御用トランジスタＱは、その第７の端子として
のドレインが第１の電源線Ｌ１に接続されている。第８の端子としての制御用トランジス
タＱのソースは、電圧供給線ＶＬに接続されている。また、制御用トランジスタＱのゲー
トは、電源線制御線Ｆが接続されている。電源線制御線Ｆは電源線制御回路１５に接続さ
れている。
【００８４】
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電源線制御回路１５は電源線制御線Ｆを介して制御用トランジスタＱを導通制御するため
の電源線制御信号ＳＣＦを供給するようになっている。そして、電源線制御回路１５から
制御用トランジスタＱをオン状態にする電源線制御信号ＳＣＦが出力されると、制御用ト
ランジスタＱがオン状態になる。その結果、駆動電圧Ｖｄｄが調整用トランジスタＴｒｃ
のソースに印加されることとなる。
【００８５】
第２キャパシタＣ２の第４の電極Ｌｄは駆動トランジスタＴｒｄのソースと共に第２の電
源線Ｌ２に接続されている。
【００８６】
本実施形態においては、調整用トランジスタＴｒｃは、その閾値電圧Ｖｔｈ２が駆動トラ
ンジスタＴｒｄの閾値電圧Ｖｔｈ１とほぼ等しくなるように形成されている。又、駆動電
圧Ｖｄｄはデータ電圧Ｖｄａｔａと比べて十分高くなるように設定されている。
【００８７】
次に、上述のように構成された有機ＥＬディスプレイ１０の画素回路２０の駆動方法につ
いて図４に従って説明する。なお、図４において、Ｔｃ、Ｔ１及びＴ２は、それぞれ、駆
動周期、データ書き込み期間及び発光期間を表している。駆動周期Ｔｃは、データ書き込
み期間Ｔ１と発光期間Ｔ２とから構成されている。駆動周期Ｔｃは、有機ＥＬ素子２１の
輝度階調が更新される周期を意味しており、本実施形態では、フレームに対応している。
【００８８】
まず、データ書き込み期間Ｔ１において、スイッチングトランジスタＴｒｓがオフした状
態で、電源線制御回路１５から電源線制御線Ｆを介して制御用トランジスタＱをオン状態
にする電源線制御信号ＳＣＦが出力される。すると、制御用トランジスタＱがオン状態と
なり、それにより、制御用トランジスタＱが接続されている第１の電源線Ｌ１に駆動電圧
Ｖｄｄが出力される。
【００８９】
これにより、調整用トランジスタＴｒｃのソースの電位は駆動電圧Ｖｄｄになるとともに
、ゲートの電位、即ちノードＮの電位Ｖｎは駆動電圧Ｖｄｄから調整用トランジスタＴｒ
ｃの閾値電圧（Ｖｔｈ２）を引いた電圧（Ｖｎ＝Ｖｄｄ－Ｖｔｈ２）になる。そして、電
位Ｖｎが初期電位Ｖｃ１として第１キャパシタＣ１及び第２キャパシタＣ２に保持され、
駆動トランジスタＴｒｄのゲートに供給される。
【００９０】
また、このとき、走査線駆動回路１３からは走査線Ｙｎを介してスイッチングトランジス
タＴｒｓのゲートにスイッチングトランジスタＴｒｓをオフ状態にする走査信号ＳＣ１が
供給されており、スイッチングトランジスタＴｒｓはオフ状態になっている。
【００９１】
その後、電源線制御回路１５から電源線制御線Ｆを介して制御用トランジスタＱをオフ状
態にする電源線制御信号ＳＣＦが出力され、制御用トランジスタＱがオフ状態になり、調
整用トランジスタＴｒｃのソースが電源線制御回路１５と電気的に切断した状態となる。
その結果、調整用トランジスタＴｒｃのドレインは駆動電圧Ｖｄｄから電気的に切り離さ
れた状態、すなわちフローティング状態となる。
【００９２】
続いて、走査線駆動回路１３から走査線Ｙｎを介してスイッチングトランジスタＴｒｓの
ゲートにスイッチングトランジスタＴｒｓをオン状態にする走査信号ＳＣ１が供給され、
スイッチングトランジスタＴｒｓがオン状態になる。
【００９３】
スイッチングトランジスタＴｒｓがオン状態となっている期間に、データ線駆動回路１４
からデータ線Ｘｍ及びスイッチングトランジスタＴｒｓを介して画素回路２０にデータ電
圧Ｖｄａｔａが供給される。
【００９４】
このことによって、初期電位Ｖｃ１は、第１キャパシタＣ１の静電容量Ｃａ及び第２キャ
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パシタＣ２の静電容量Ｃｂを用いると、以下の式で表わす値に変化する。
Ｖｃ１＝Ｖｄｄ－Ｖｔｈ２＋Ｃａ／（Ｃａ＋Ｃｂ）・ΔＶｄａｔａ
【００９５】
ここで、ΔＶｄａｔａは、駆動電圧Ｖｄｄとデータ電圧Ｖｄａｔａとの電位差（＝Ｖｄｄ
－Ｖｄａｔａ）である。そして、このＶｄｄ－Ｖｔｈ２＋Ｃａ／（Ｃａ＋Ｃｂ）・ΔＶｄ
ａｔａが最終電位Ｖｃ２として駆動トランジスタＴｒｄのゲートに供給される。
【００９６】
最終電位Ｖｃ２に応じて、駆動トランジスタＴｒｄの導通状態が設定され、その導通状態
に応じた駆動電流Ｉｅｌが有機ＥＬ素子２１に供給される。この電流Ｉｅｌは、駆動トラ
ンジスタＴｒｄのゲート電圧Ｖｇとソース電圧Ｖｓとの電圧差をＶｇｓで表すと、以下の
ように表される。
Ｉｅｌ＝（１／２）β（－Ｖｇｓ－Ｖｔｈ１）2

【００９７】
ここで、βは利得係数であって、キャリアの移動度をμ、ゲート容量をＡ、チャネル幅を
Ｗ、チャネル長をＬで表すと、利得係数βは、β＝（μＡＷ／Ｌ）となる。なお、駆動ト
ランジスタＴｒｄのゲート電圧Ｖｇは最終電位Ｖｃ２である。つまり、駆動トランジスタ
Ｔｒｄのゲート電圧Ｖｇとソース電圧Ｖｓとの電圧差Ｖｇｓは以下のように表される。
Ｖｇｓ＝Ｖｄｄ－［Ｖｄｄ－Ｖｔｈ２＋Ｃａ／（Ｃａ＋Ｃｂ）・ΔＶｄａｔａ］
【００９８】
従って、駆動トランジスタＴｒｄの駆動電流Ｉｅｌは以下のように表される。Ｉｅｌ＝（
１／２）β［Ｖｔｈ２－Ｃａ／（Ｃａ＋Ｃｂ）・ΔＶｄａｔａ－Ｖｔｈ１］2

【００９９】
ここで、調整用トランジスタＴｒｃの閾値電圧Ｖｔｈ２は、上述したように、駆動トラン
ジスタＴｒｄの閾値電圧Ｖｔｈ１とほぼ等しくなるように設定してあるので、駆動電流Ｉ
ｅｌは以下のように表される。

【０１００】
従って、上式に示されるように、駆動電流Ｉｅｌは、駆動トランジスタＴｒｄの閾値電圧
Ｖｔｈ１に依存することなく、データ電圧Ｖｄａｔａに対応した大きさの電流となる。そ
して、この駆動電流Ｉｅｌが有機ＥＬ素子２１に供給され、有機ＥＬ素子２１が発光する
こととなる。
【０１０１】
次に、データ書き込み期間Ｔ１終了後、発光期間Ｔ２にて、走査線駆動回路１３から走査
線Ｙｎを介してスイッチングトランジスタＴｒｓのゲートにスイッチングトランジスタＴ
ｒｓをオフ状態にする走査信号ＳＣ１が供給される。すると、スイッチングトランジスタ
Ｔｒｓがオフ状態になる。
【０１０２】
この発光期間Ｔ２においては、最終電位Ｖｃ２に応じて設定された駆動トランジスタＴｒ
ｄの導通状態に応じた駆動電流Ｉｅｌが有機ＥＬ素子２１に供給されることとなる。
【０１０３】
以上のことより、各画素回路２０の駆動トランジスタＴｒｄの閾値電圧Ｖｔｈ１が製造ば
らつきによって相違しても駆動電流Ｉｅｌはデータ電圧Ｖｄａｔａで決定される。このこ
とから、有機ＥＬ素子２１は、データ電圧Ｖｄａｔａに基づいて精度良く輝度階調が制御
されることとなる。
【０１０４】
しかも、画素回路２０を構成するトランジスタの数を少なくし、なおかつ、製造ばらつき
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を補償することができる。従って、画素回路２０は、有機ＥＬ素子２１の輝度階調を精度
良く制御することができることに加えて歩留まりや開口率を向上させることができる有機
ＥＬディスプレイ１０を提供することができる。　尚、画素回路２０を構成するトランジ
スタは、例えば、単結晶シリコン、多結晶シリコン、微結晶シリコン、あるいは、アモル
ファスシリコンのいずれかにより形成されていることが好ましい。
【０１０５】
（第２実施形態）
次に、本発明を具体化した第２実施形態を図５に従って説明する。尚、本実施形態におい
て、第１実施形態と同じ構成部材については符号を等しくして、その詳細な説明を省略す
る。
【０１０６】
図５は、有機ＥＬディスプレイ１０のアクティブマトリクス部１２ａ及びデータ線駆動回
路１４の内部回路構成を示すブロック回路図である。本実施形態において、アクティブマ
トリクス部１２ａは、赤色の光を放射する有機ＥＬ素子２１を有した赤用画素回路２０Ｒ
と、緑色の光を放射する有機ＥＬ素子２１を有した緑用画素回路２０Ｇと、青色の光を放
射する有機ＥＬ素子２１を有した青用画素回路２０Ｂとで構成される。上述の各赤、緑及
び青用画素回路２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂの回路構成は、それぞれ、第１実施形態で説明し
た画素回路２０の回路構成と等しい。
【０１０７】
詳述すると、アクティブマトリクス部１２ａは、同色の画素回路２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ
が走査線Ｙｎの延設方向に沿って配置されている。つまり、走査線Ｙｎのうち、第１の走
査線Ｙ１には、赤色の画素回路２０Ｒが接続されている。同様に、走査線Ｙｎのうち、第
２の走査線Ｙ２には、緑用画素回路２０Ｇが接続されている。
【０１０８】
同様に、走査線Ｙｎのうち、第３の走査線Ｙ３には、青色の画素回路２０Ｂが接続されて
いる。そして、そのような各画素回路２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂが順次列方向に繰り返され
て配置されている。又、各色の画素回路２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂに対応した制御用トラン
ジスタＱＲ，ＱＧ，ＱＢは、各色の画素回路２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂに対応した駆動電圧
ＶｄｄＲ，ＶｄｄＧ，ＶｄｄＢを供給する電圧供給線ＶＬＲ，ＶＬＧ，ＶＬＢと接続され
ている。
【０１０９】
次に、上述のように構成された有機ＥＬディスプレイ１０の画素回路２０Ｒ，２０Ｇ，２
０Ｂの駆動方法について説明する。
【０１１０】
走査線Ｙ１を介してスイッチングトランジスタＴｒｓをオフ状態とする走査信号が供給さ
れ、走査線Ｙ１の延設方向に配置された赤用画素回路２０Ｒ内のスイッチングトランジス
タＴｒｓがオフ状態となっている期間に、電源線制御回路１５から、走査線Ｙ１に対応す
る制御用トランジスタＱＲをオン状態とする信号が出力される。これによって、走査線Ｙ
１に接続された赤用画素回路２０Ｒの各々に含まれる第１キャパシタＣ１及び第２キャパ
シタＣ２には電位Ｖｎ（＝Ｖｄｄ－Ｖｔｈ２）が初期電位Ｖｃ１として保持される。
【０１１１】
その後、電源線制御回路１５から制御用トランジスタＱＲをオフ状態とし、さらに走査線
Ｙ１を介してスイッチングトランジスタＴｒｓをオン状態にする走査信号が供給される。
この状態で、データ線駆動回路１４の単一ラインドライバ２３からデータ線Ｘｍ及びスイ
ッチングトランジスタＴｒｓを介して画素回路２０にデータ電圧Ｖｄａｔａが供給される
。
【０１１２】
このことによって、初期電位Ｖｃ１は、第１キャパシタＣ１の静電容量Ｃａ及び第２キャ
パシタＣ２の静電容量Ｃｂを用いると、以下の式で表わす値に変化する。
Ｖｃ１＝Ｖｄｄ－Ｖｔｈ２＋Ｃａ／（Ｃａ＋Ｃｂ）・ΔＶｄａｔａ
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【０１１３】
そして、このＶｃ１が最終電位Ｖｃ２として駆動トランジスタＴｒｄのゲートに供給され
る。
【０１１４】
最終電位Ｖｃ２に応じて、駆動トランジスタＴｒｄの導通状態が設定され、その導通状態
に応じた駆動電流Ｉｅｌが有機ＥＬ素子２１に供給される。
【０１１５】
この結果、赤用画素回路２０Ｒの有機ＥＬ素子２１が発光する。このとき、調整用トラン
ジスタＴｒｃの閾値電圧Ｖｔｈ２は駆動トランジスタＴｒｄの閾値電圧Ｖｔｈ１とほぼ等
しくなるように設定されている。従って、赤用画素回路２０Ｒの各々の駆動トランジスタ
Ｔｒｄは、その閾値電圧Ｖｔｈ１が補償されているので、赤用画素回路２０Ｒの有機ＥＬ
素子２１の輝度階調がデータ電圧Ｖｄａｔａに応じて精度良く制御される。
【０１１６】
続いて、走査線Ｙ２に対応する緑用画素回路２０Ｇに含まれるスイッチングトランジスタ
Ｔｒｓをオフ状態にした状態で、電源線制御回路１５から制御用トランジスタＱＧをオン
状態とする信号が供給される。これにより、走査線Ｙ２に接続された緑用画素回路２０Ｇ
の各々の第１キャパシタＣ１及び第２キャパシタＣ２に電位Ｖｎ（＝Ｖｄｄ－Ｖｔｈ２）
が初期電位Ｖｃ１として保持される。
【０１１７】
その後、電源線制御回路１５から制御用トランジスタＱＧをオフ状態とし、さらに第２の
走査線Ｙ２を介してスイッチングトランジスタＴｒｓをオン状態にする走査信号が供給さ
れる。これに呼応して、データ線駆動回路１４の単一ラインドライバ２３からデータ線Ｘ
ｍを介してデータ電圧Ｖｄａｔａが供給される。
【０１１８】
このことによって、初期電位Ｖｃ１は、第１キャパシタＣ１の静電容量Ｃａ及び第２キャ
パシタＣ２の静電容量Ｃｂを用いると、以下の式で表わす値に変化する。
Ｖｃ１＝Ｖｄｄ－Ｖｔｈ２＋Ｃａ／（Ｃａ＋Ｃｂ）・ΔＶｄａｔａ
【０１１９】
そして、このＶｃ１が最終電位Ｖｃ２として駆動トランジスタＴｒｄのゲートに供給され
る。
【０１２０】
最終電位Ｖｃ２に応じて、駆動トランジスタＴｒｄの導通状態が設定され、その導通状態
に応じた駆動電流Ｉｅｌが有機ＥＬ素子２１に供給される。
【０１２１】
この結果、緑用画素回路２０Ｇの有機ＥＬ素子２１が発光する。このとき、調整用トラン
ジスタＴｒｃの閾値電圧Ｖｔｈ２は駆動トランジスタＴｒｄの閾値電圧Ｖｔｈ１とほぼ等
しくなるように設定されている。従って、緑用画素回路２０Ｇの各々の駆動トランジスタ
Ｔｒｄは、その閾値電圧Ｖｔｈ１が補償されているので、緑用画素回路２０Ｇの有機ＥＬ
素子２１の輝度階調がデータ電圧Ｖｄａｔａに応じて精度良く制御される。
【０１２２】
以下、走査線Ｙ３に対応して設けられた青色用画素回路２０Ｂに対しても同様な操作を行
う。
【０１２３】
通常、有機ＥＬ素子２１は発光色により材料の特性が異なることがあるが、発光色毎に駆
動電圧を設定する必要がある場合がある。そのような場合、第２実施形態のようなパネル
レイアウトは適している。
【０１２４】
また、発光色により有機ＥＬ素子の経時劣化等により駆動電圧が異なる場合は、有機ＥＬ
素子の経時劣化の程度に応じて駆動電圧Ｖｄｄを適宜再設定することにより、有機ＥＬ素
子の経時劣化を補償することもできる。
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【０１２５】
もちろん、上述の第２実施形態の概念は、有機ＥＬ素子以外の電子素子や電気光学素子に
も適用することができる。
【０１２６】
（第３実施形態）
次に、第１及び第２実施形態で説明した電気光学装置としての有機ＥＬディスプレイ１０
の電子機器の適用について図６及び図７に従って説明する。有機ＥＬディスプレイ１０は
、モバイル型のパーソナルコンピュータ、携帯電話、デジタルカメラ等種々の電子機器に
適用できる。
【０１２７】
図６は、モバイル型パーソナルコンピュータの構成を示す斜視図を示す。図６において、
パーソナルコンピュータ５０は、キーボード５１を備えた本体部５２と、有機ＥＬディス
プレイ１０を用いた表示ユニット５３とを備えている。
この場合においても、有機ＥＬディスプレイ１０を用いた表示ユニット５３は上述の実施
形態と同様な効果を発揮する。この結果、有機ＥＬ素子２１の輝度階調を精度良く制御す
ることができるとともに歩留まりや開口率を向上させることができる有機ＥＬディスプレ
イ１０を備えたモバイル型パーソナルコンピュータ５０を提供することができる。
【０１２８】
図７は、携帯電話の構成を示す斜視図を示す。図７において、携帯電話６０は、複数の操
作ボタン６１、受話口６２、送話口６３、有機ＥＬディスプレイ１０を用いた表示ユニッ
ト６４を備えている。この場合においても、有機ＥＬディスプレイ１０を用いた表示ユニ
ット６４は上述の実施形態と同様な効果を発揮する。この結果、有機ＥＬ素子２１の輝度
階調を精度良く制御することができるとともに歩留まりや開口率を向上させることができ
る有機ＥＬディスプレイ１０を備えた携帯電話６０を提供することができる。
【０１２９】
尚、発明の実施形態は、上記実施形態に限定されるものではなく、以下のように実施して
もよい。
【０１３０】
○上述の実施形態では、制御回路として、制御用トランジスタＱを使用した。これを、ト
ランジスタＱの変わりに低電位と高電位との間で切換え可能なスイッチを設けてもよい。
又、駆動トランジスタＴｒｄの駆動能力を向上させるためにバッファ回路あるいはソース
フォロワ回路を含むボルテージフォロワ回路を使用してもよい。このようにすることによ
って、速やかに画素回路に電流を供給することができる。
【０１３１】
○上述の実施形態では、制御用トランジスタＱ及び電圧供給線ＶＬをアクティブマトリク
ス部１２の右端側に設けるようにしたが、制御用トランジスタＱ及び電圧供給線ＶＬを電
源線制御回路１５に設けるようにしてもよい。
【０１３２】
○電圧供給線ＶＬをアクティブマトリクス部１２に対して走査線駆動回路１３と同じ側に
設けてもよい。
【０１３３】
○電源線制御回路１５を、アクティブマトリクス部１２に対して走査線駆動回路１３と同
じ側に設けることもできる。
【０１３４】
○上述の実施形態では、駆動トランジスタＴｒｄ、調整用トランジスタＴｒｃ及び制御用
トランジスタＱの導電型をｐ型とし、スイッチングトランジスタＴｒｓ及びの導電型をｎ
型とした。これを、駆動トランジスタＴｒｄ及び調整用トランジスタＴｒｃの導電型をｎ
型とし、スイッチングトランジスタＴｒｓ及び制御用トランジスタＱの導電型をｐ型とし
てもよい。
【０１３５】
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【０１３６】
○上記の実施形態では、本発明を有機ＥＬ素子に適用した例について述べたが、もちろん
、有機ＥＬ素子以外の例えばＬＥＤ、ＦＥＤ、液晶素子、無機ＥＬ素子、電気泳動素子、
電子放出素子等の種々の電気光学素子を駆動する単位回路に具体化してもよい。ＲＡＭ等
（特にＭＲＡＭ）の記憶素子に具体化してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施形態の有機ＥＬディスプレイの回路構成を示すブロック回路図である。
【図２】　第１実施形態のアクティブマトリクス部及びデータ線駆動回路の内部回路構成
を示すブロック回路図である。
【図３】　第１実施形態の画素回路の回路図である。
【図４】　第１実施形態の画素回路の駆動方法を説明するためのタイミングチャートであ
る。
【図５】　第２実施形態のアクティブマトリクス部及びデータ線駆動回路の内部回路構成
を示すブロック回路図である。
【図６】　第３実施形態を説明するためのモバイル型パーソナルコンピュータの構成を示
す斜視図である。
【図７】　第３実施形態を説明するための携帯電話の構成を示す斜視図である。
【符号の説明】
Ｃ１　容量素子又は保持素子としてのキャパシタ
Ｌａ　第１の電極
Ｌｂ　第２の電極
Ｔｒｄ　第１のトランジスタとしての駆動トランジスタ
Ｔｒｃ　第２のトランジスタとしての調整用トランジスタ
Ｔｒｓ　第３のトランジスタとしてのスイッチングトランジスタ
Ｑ　第４のトランジスタとしての制御用トランジスタ
Ｖｄａｔａ　信号としてのデータ電圧
Ｖｄｄ　駆動電圧
Ｙｎ　走査線
Ｘｍ　データ線
１０　電気光学装置としての有機ＥＬディスプレイ
２０　単位回路としての画素回路
２１　電子素子又は電流駆動素子としての有機ＥＬ素子
５０　電子機器としてのモバイル型パーソナルコンピュータ
６０　電子機器としての携帯電話
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