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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光学素子に供給すべき電流
を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（ｎおよびｍは２以上の整
数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表示装置の駆動方法であっ
て、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電流が与えられた状態で
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前記電気光学素子の陽極の電圧を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記映像信号に対応する輝度に応じて、前記一定の
電流を前記電気光学素子に与える時間の長さが調整されることを特徴とする、駆動方法。
【請求項２】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光学素子に供給すべき電流
を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（ｎおよびｍは２以上の整
数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表示装置の駆動方法であっ
て、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電流が与えられた状態で
前記電気光学素子の陽極の電圧を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
　前記第２の特性検出ステップでは、１フレーム期間での発光電流の積分値が前記映像信
号によって示される階調に相当する値となる範囲内で複数レベルの前記一定の電流が前記
電気光学素子に与えられることによって、前記電気光学素子の特性として複数の特性が検
出されることを特徴とする、駆動方法。
【請求項３】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光学素子に供給すべき電流
を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（ｎおよびｍは２以上の整
数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表示装置の駆動方法であっ
て、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電圧が与えられた状態で
前記電気光学素子に流れる電流を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
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　前記第２の特性検出ステップでは、前記映像信号に対応する輝度に応じて、前記一定の
電圧を前記電気光学素子に与える時間の長さが調整されることを特徴とする、駆動方法。
【請求項４】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光学素子に供給すべき電流
を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（ｎおよびｍは２以上の整
数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表示装置の駆動方法であっ
て、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電圧が与えられた状態で
前記電気光学素子に流れる電流を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
　前記第２の特性検出ステップでは、１フレーム期間での発光電流の積分値が前記映像信
号によって示される階調に相当する値となる範囲内で複数レベルの前記一定の電圧が前記
電気光学素子に与えられることによって、前記電気光学素子の特性として複数の特性が検
出されることを特徴とする、駆動方法。
【請求項５】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光学素子に供給すべき電流
を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（ｎおよびｍは２以上の整
数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表示装置の駆動方法であっ
て、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記補正データ記憶部は、前記補正データとしてオフセット値を記憶するオフセット値
記憶部と前記補正データとしてゲイン値を記憶するゲイン値記憶部とからなり、
　前記補正データ記憶ステップでは、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値と前記第
２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値との和が、新たなオ
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フセット値として前記オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるゲイン値と前記第２の
特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られる補正係数との積が、新たなゲイン値と
して前記ゲイン値記憶部に記憶され、
　前記表示装置は、
　　前記駆動トランジスタの特性および前記電気光学素子の特性を検出するための特性検
出部と、
　　前記画素マトリクスの各列に対応するように設けられ、前記特性検出部および対応す
る列の画素回路と電気的に接続され得るように構成されたｍ本のモニタ線と
を更に有し、
　前記選択期間は、前記第１の特性検出ステップの処理が行われる第１期間と前記第１期
間に続く第２期間とからなり、
　前記オフセット値記憶部に記憶されているオフセット値と前記第１の特性検出ステップ
での検出結果に基づいて得られるオフセット値との差分の値を第１の値と定義し、前記ゲ
イン値記憶部に記憶されているゲイン値と前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基
づいて得られるゲイン値とに基づいて得られる値を第２の値と定義したとき、前記第２期
間には、各モニタ線に、前記第１の値と前記第２の値との和に相当する電圧が印加される
ことを特徴とする、駆動方法。
【請求項６】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光学素子に供給すべき電流
を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（ｎおよびｍは２以上の整
数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表示装置の駆動方法であっ
て、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記補正データ記憶部は、前記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するオフ
セット値を記憶する駆動トランジスタ用オフセット値記憶部，前記補正データとして前記
電気光学素子に対応するオフセット値を記憶する電気光学素子用オフセット値記憶部，前
記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するゲイン値を記憶する駆動トランジス
タ用ゲイン値記憶部，および前記補正データとして前記電気光学素子に対応するゲイン値
を記憶する電気光学素子用ゲイン値記憶部からなり、
　前記補正データ記憶ステップでは、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
なオフセット値として前記駆動トランジスタ用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるゲイン値が、新たなゲ
イン値として前記駆動トランジスタ用ゲイン値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
なオフセット値として前記電気光学素子用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られる補正係数が、新たなゲ
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イン値として前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶され、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電流が与えられた状態で
前記電気光学素子の陽極の電圧を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
　前記一定の電流の大きさは、前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶されているゲイ
ン値に応じて調整されることを特徴とする、駆動方法。
【請求項７】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光学素子に供給すべき電流
を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（ｎおよびｍは２以上の整
数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表示装置の駆動方法であっ
て、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記補正データ記憶部は、前記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するオフ
セット値を記憶する駆動トランジスタ用オフセット値記憶部，前記補正データとして前記
電気光学素子に対応するオフセット値を記憶する電気光学素子用オフセット値記憶部，前
記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するゲイン値を記憶する駆動トランジス
タ用ゲイン値記憶部，および前記補正データとして前記電気光学素子に対応するゲイン値
を記憶する電気光学素子用ゲイン値記憶部からなり、
　前記補正データ記憶ステップでは、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
なオフセット値として前記駆動トランジスタ用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるゲイン値が、新たなゲ
イン値として前記駆動トランジスタ用ゲイン値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
なオフセット値として前記電気光学素子用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られる補正係数が、新たなゲ
イン値として前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶され、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電圧が与えられた状態で
前記電気光学素子に流れる電流を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
　前記一定の電圧の大きさは、前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶されているゲイ
ン値に応じて調整されることを特徴とする、駆動方法。
【請求項８】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光学素子に供給すべき電流
を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（ｎおよびｍは２以上の整
数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表示装置の駆動方法であっ
て、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
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　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記補正データ記憶部は、前記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するオフ
セット値を記憶する駆動トランジスタ用オフセット値記憶部，前記補正データとして前記
電気光学素子に対応するオフセット値を記憶する電気光学素子用オフセット値記憶部，前
記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するゲイン値を記憶する駆動トランジス
タ用ゲイン値記憶部，および前記補正データとして前記電気光学素子に対応するゲイン値
を記憶する電気光学素子用ゲイン値記憶部からなり、
　前記補正データ記憶ステップでは、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
なオフセット値として前記駆動トランジスタ用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるゲイン値が、新たなゲ
イン値として前記駆動トランジスタ用ゲイン値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
なオフセット値として前記電気光学素子用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られる補正係数が、新たなゲ
イン値として前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶され、
　前記表示装置は、
　　前記駆動トランジスタの特性および前記電気光学素子の特性を検出するための特性検
出部と、
　　前記画素マトリクスの各列に対応するように設けられ、前記特性検出部および対応す
る列の画素回路と電気的に接続され得るように構成されたｍ本のモニタ線と
を更に有し、
　前記選択期間は、前記第１の特性検出ステップの処理が行われる第１期間と前記第１期
間に続く第２期間とからなり、
　前記第２期間には、各モニタ線に、前記電気光学素子用オフセット値記憶部に記憶され
ているオフセット値と前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶されているゲイン値に基
づいて得られる値との和に相当する電圧が印加されることを特徴とする、駆動方法。
【請求項９】
　電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光学素子に供給すべき電流
を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（ｎおよびｍは２以上の整
数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表示装置の駆動方法であっ
て、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
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を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電流が与えられた状態で
前記電気光学素子の陽極の電圧を測定すること又は前記電気光学素子に一定の電圧が与え
られた状態で前記電気光学素子に流れる電流を測定することによって、前記電気光学素子
の特性が検出され、
　前記ｎ行×ｍ列の画素マトリクスのうち前記映像信号に基づき黒色またはほぼ黒色の表
示が行われる画素については、前記第２の特性検出ステップの処理が行われないことを特
徴とする、駆動方法。
【請求項１０】
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの双方の処理が、１フ
レーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　各フレームにおいて前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの
双方の処理が行われる行をモニタ行と定義し、前記モニタ行以外の行を非モニタ行と定義
したとき、前記モニタ行についての前記選択期間の長さは、前記非モニタ行についての前
記選択期間の長さよりも長くなっていて、
　前記第１の特性検出ステップの処理は、前記選択期間に行われることを特徴とする、請
求項１から９までのいずれか１項に記載の駆動方法。
【請求項１１】
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方の処理が、１フ
レーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記画素マトリクスの１つの行に着目したとき、前記第１の特性検出ステップの処理と
前記第２の特性検出ステップの処理とは交互に行われ、
　前記第１の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われることを特徴とする、請
求項１，２，３，４，６，７，および９のいずれか１項に記載の駆動方法。
【請求項１２】
　前記第１の特性検出ステップでは、前記駆動トランジスタのゲート－ソース間の電圧を
所定の大きさにした状態で前記駆動トランジスタのドレイン－ソース間を流れる電流を測
定することによって、前記駆動トランジスタの特性が検出されることを特徴とする、請求
項１から９までのいずれか１項に記載の駆動方法。
【請求項１３】
　前記表示装置は、
　　電流を測定する電流測定部を少なくとも含み、前記駆動トランジスタの特性および前
記電気光学素子の特性を検出するための特性検出部と、
　　前記画素マトリクスの各列に対応するように設けられ、前記特性検出部および対応す
る列の画素回路と電気的に接続され得るように構成されたｍ本のモニタ線と
を更に有し、
　前記第１の特性検出ステップでは、前記ｍ本のモニタ線が対応する画素回路および前記
電流測定部と電気的に接続された状態で、前記駆動トランジスタのゲート－ソース間の電
圧を所定の大きさにした状態で前記駆動トランジスタのドレイン－ソース間を流れる電流
が前記電流測定部によって測定されることを特徴とする、請求項１，２，３，４，６，７
，および９のいずれか１項に記載の駆動方法。
【請求項１４】
　前記特性検出部は、Ｋ本のモニタ線（Ｋは２以上ｍ以下の整数）につき１つだけ設けら
れ、
　各フレームにおいて、
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　　前記Ｋ本のモニタ線のうちの１つが前記特性検出部と電気的に接続され、
　　前記特性検出部と電気的に接続されていないモニタ線は、ハイインピーダンスの状態
にされていることを特徴とする、請求項１３に記載の駆動方法。
【請求項１５】
　前記表示装置の電源オフの際に、最後に前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の
特性検出ステップの一方または双方の処理が行われた領域を特定する情報を予め用意され
たモニタ領域記憶部に記憶するモニタ領域記憶ステップを更に含み、
　前記表示装置の電源オン後には、前記モニタ領域記憶部に記憶されている情報に基づい
て得られる領域近傍の領域から、前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出
ステップの一方または双方の処理が行われることを特徴とする、請求項１から９までのい
ずれか１項に記載の駆動方法。
【請求項１６】
　温度を検出する温度検出ステップと、
　前記特性データに対して前記温度検出ステップで検出された温度に基づく補正を施す温
度変化補償ステップと
を更に含み、
　前記補正データ記憶ステップでは、前記温度変化補償ステップの処理で得られたデータ
が前記補正データとして前記補正データ記憶部に記憶されることを特徴とする、請求項１
から９までのいずれか１項に記載の駆動方法。
【請求項１７】
　前記駆動トランジスタは、酸化物半導体によりチャネル層が形成された薄膜トランジス
タであることを特徴とする、請求項１から９までのいずれか１項に記載の駆動方法。
【請求項１８】
　前記酸化物半導体は、インジウム（Ｉｎ），ガリウム（Ｇａ），亜鉛（Ｚｎ），および
酸素（О）を主成分とする酸化インジウムガリウム亜鉛であることを特徴とする、請求項
１７に記載の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置およびその駆動方法に関し、より詳しくは、有機ＥＬ（Electro Lumi
nescence）素子などの電気光学素子を含む画素回路を備える表示装置およびその駆動方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、表示装置が備える表示素子としては、印加される電圧によって輝度が制御さ
れる電気光学素子と流れる電流によって輝度が制御される電気光学素子とがある。印加さ
れる電圧によって輝度が制御される電気光学素子の代表例としては液晶表示素子が挙げら
れる。一方、流れる電流によって輝度が制御される電気光学素子の代表例としては有機Ｅ
Ｌ素子が挙げられる。有機ＥＬ素子は、ＯＬＥＤ（Organic Light-Emitting Diode）とも
呼ばれている。自発光型の電気光学素子である有機ＥＬ素子を使用した有機ＥＬ表示装置
は、バックライトおよびカラーフィルタなどを要する液晶表示装置に比べて、容易に薄型
化・低消費電力化・高輝度化などを図ることができる。従って、近年、積極的に有機ＥＬ
表示装置の開発が進められている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置の駆動方式として、パッシブマトリクス方式（単純マトリクス方式と
も呼ばれる。）とアクティブマトリクス方式とが知られている。パッシブマトリクス方式
を採用した有機ＥＬ表示装置は、構造は単純であるものの、大型化および高精細化が困難
である。これに対して、アクティブマトリクス方式を採用した有機ＥＬ表示装置（以下「
アクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置」という。）は、パッシブマトリクス方式を
採用した有機ＥＬ表示装置に比べて大型化および高精細化を容易に実現できる。
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【０００４】
　アクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置には、複数の画素回路がマトリクス状に形
成されている。アクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置の画素回路は、典型的には、
画素を選択する入力トランジスタと、有機ＥＬ素子への電流の供給を制御する駆動トラン
ジスタとを含んでいる。なお、以下においては、駆動トランジスタから有機ＥＬ素子に流
れる電流のことを「駆動電流」という場合がある。
【０００５】
　図４４は、従来の一般的な画素回路９１の構成を示す回路図である。この画素回路９１
は、表示部に配設されている複数のデータ線Ｓと複数の走査線Ｇとの各交差点に対応して
設けられている。図４４に示すように、この画素回路９１は、２個のトランジスタＴ１，
Ｔ２と、１個のコンデンサＣｓｔと、１個の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤとを備えている。トラ
ンジスタＴ１は入力トランジスタであり、トランジスタＴ２は駆動トランジスタである。
【０００６】
　トランジスタＴ１は、データ線ＳとトランジスタＴ２のゲート端子との間に設けられて
いる。そのトランジスタＴ１に関し、走査線Ｇにゲート端子が接続され、データ線Ｓにソ
ース端子が接続されている。トランジスタＴ２は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤと直列に設けら
れている。そのトランジスタＴ２に関し、ハイレベル電源電圧ＥＬＶＤＤを供給する電源
線にドレイン端子が接続され、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのアノード端子にソース端子が接続
されている。なお、ハイレベル電源電圧ＥＬＶＤＤを供給する電源線のことを以下「ハイ
レベル電源線」といい、ハイレベル電源線にはハイレベル電源電圧と同じ符合ＥＬＶＤＤ
を付す。コンデンサＣｓｔについては、トランジスタＴ２のゲート端子に一端が接続され
、トランジスタＴ２のソース端子に他端が接続されている。有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのカソ
ード端子は、ローレベル電源電圧ＥＬＶＳＳを供給する電源線に接続されている。なお、
ローレベル電源電圧ＥＬＶＳＳを供給する電源線のことを以下「ローレベル電源線」とい
い、ローレベル電源線にはローレベル電源電圧と同じ符合ＥＬＶＳＳを付す。また、ここ
では、トランジスタＴ２のゲート端子と、コンデンサＣｓｔの一端と、トランジスタＴ１
のドレイン端子との接続点のことを便宜上「ゲートノードＶＧ」という。なお、一般的に
は、ドレインとソースのうち電位の高い方がドレインと呼ばれているが、本明細書の説明
では、一方をドレイン，他方をソースと定義するので、ドレイン電位よりもソース電位の
方が高くなることもある。
【０００７】
　図４５は、図４４に示す画素回路９１の動作を説明するためのタイミングチャートであ
る。時刻ｔ１以前には、走査線Ｇは非選択状態となっている。従って、時刻ｔ１以前には
、トランジスタＴ１がオフ状態になっており、ゲートノードＶＧの電位は初期レベル（例
えば、１つ前のフレームでの書き込みに応じたレベル）を維持している。時刻ｔ１になる
と、走査線Ｇが選択状態となり、トランジスタＴ１がターンオンする。これにより、デー
タ線ＳおよびトランジスタＴ１を介して、この画素回路９１が形成する画素（サブ画素）
の輝度に対応するデータ電圧ＶｄａｔａがゲートノードＶＧに供給される。その後、時刻
ｔ２までの期間に、ゲートノードＶＧの電位がデータ電圧Ｖｄａｔａに応じて変化する。
このとき、コンデンサＣｓｔは、ゲートノードＶＧの電位とトランジスタＴ２のソース電
位との差であるゲート－ソース間電圧Ｖｇｓに充電される。時刻ｔ２になると、走査線Ｇ
が非選択状態となる。これにより、トランジスタＴ１がターンオフし、コンデンサＣｓｔ
が保持するゲート－ソース間電圧Ｖｇｓが確定する。トランジスタＴ２は、コンデンサＣ
ｓｔが保持するゲート－ソース間電圧Ｖｇｓに応じて有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに駆動電流を
供給する。その結果、駆動電流に応じた輝度で有機ＥＬ素子ＯＬＥＤが発光する。
【０００８】
　ところで、有機ＥＬ表示装置においては、駆動トランジスタとして、典型的には薄膜ト
ランジスタ（ＴＦＴ）が採用される。しかしながら、薄膜トランジスタについては、閾値
電圧にばらつきが生じやすい。表示部内に設けられている駆動トランジスタに閾値電圧の
ばらつきが生じると、輝度のばらつきが生じるので表示品位が低下する。そこで、有機Ｅ
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Ｌ表示装置における表示品位の低下を抑制する技術が従来より提案されている。例えば、
日本の特開２００５－３１６３０号公報には、駆動トランジスタの閾値電圧のばらつきを
補償する技術が開示されている。また、日本の特開２００３－１９５８１０号公報および
日本の特開２００７－１２８１０３号公報には、画素回路から有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに流
れる電流を一定にする技術が開示されている。さらに、日本の特開２００７－２３３３２
６号公報には、駆動トランジスタの閾値電圧や電子移動度に関わらず均一な輝度の画像を
表示する技術が開示されている。
【０００９】
　上述の先行技術によれば、表示部内に設けられている駆動トランジスタに閾値電圧のば
らつきが生じても、所望の輝度（目標輝度）に応じて有機ＥＬ素子（発光素子）に一定電
流を供給することが可能となる。しかしながら、有機ＥＬ素子に関しては、時間の経過と
ともに電流効率が低下する。すなわち、たとえ一定電流が有機ＥＬ素子に供給されたとし
ても、時間の経過とともに輝度が徐々に低下する。その結果、焼き付きが生じる。
【００１０】
　以上より、駆動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子の劣化に対して何ら補償が行わ
れなければ、図４６に示すように、駆動トランジスタの劣化に起因する電流低下が生じる
とともに有機ＥＬ素子の劣化に起因する輝度低下が生じる。また、駆動トランジスタの劣
化に対して補償が行われても、図４７に示すように、時間が経過するにつれて、有機ＥＬ
素子の劣化に起因する輝度低下が生じる。そこで、日本の特表２００８－５２３４４８号
公報には、駆動トランジスタの特性に基づいてデータを補正する技術に加えて、有機ＥＬ
素子ＯＬＥＤの特性に基づいてデータを補正する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】日本の特開２００５－３１６３０号公報
【特許文献２】日本の特開２００３－１９５８１０号公報
【特許文献３】日本の特開２００７－１２８１０３号公報
【特許文献４】日本の特開２００７－２３３３２６号公報
【特許文献５】日本の特表２００８－５２３４４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところが、日本の特表２００８－５２３４４８号公報に開示された技術によれば、選択
期間中には駆動トランジスタまたは有機ＥＬ素子のいずれか一方の特性しか検出すること
ができない。このため、駆動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子の劣化の双方を同時
に補償することはできない。また、駆動トランジスタおよび有機ＥＬ素子の双方の特性を
検出するためには選択期間を長くする必要がある。これに関し、日本の特表２００８－５
２３４４８号公報に開示された技術においては、特性の検出を行う行の選択期間を長くし
た場合、特性の検出を行う行とそれ以外の行とで発光時間の長さが異なってしまい、所望
の輝度表示が行われない。
【００１３】
　そこで、本発明は、表示装置において駆動トランジスタの劣化および発光素子の劣化の
双方を特性検出の際に特別な発光をさせることなく同時に補償することを可能にする駆動
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】
【００１４】
　本発明の第１の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光
学素子に供給すべき電流を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（
ｎおよびｍは２以上の整数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表
示装置の駆動方法であって、
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　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電流が与えられた状態で
前記電気光学素子の陽極の電圧を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記映像信号に対応する輝度に応じて、前記一定の
電流を前記電気光学素子に与える時間の長さが調整されることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の第２の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光
学素子に供給すべき電流を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（
ｎおよびｍは２以上の整数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表
示装置の駆動方法であって、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電流が与えられた状態で
前記電気光学素子の陽極の電圧を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
　前記第２の特性検出ステップでは、１フレーム期間での発光電流の積分値が前記映像信
号によって示される階調に相当する値となる範囲内で複数レベルの前記一定の電流が前記
電気光学素子に与えられることによって、前記電気光学素子の特性として複数の特性が検
出されることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の第３の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光
学素子に供給すべき電流を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（
ｎおよびｍは２以上の整数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表
示装置の駆動方法であって、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
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　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電圧が与えられた状態で
前記電気光学素子に流れる電流を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記映像信号に対応する輝度に応じて、前記一定の
電圧を前記電気光学素子に与える時間の長さが調整されることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の第４の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光
学素子に供給すべき電流を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（
ｎおよびｍは２以上の整数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表
示装置の駆動方法であって、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電圧が与えられた状態で
前記電気光学素子に流れる電流を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
　前記第２の特性検出ステップでは、１フレーム期間での発光電流の積分値が前記映像信
号によって示される階調に相当する値となる範囲内で複数レベルの前記一定の電圧が前記
電気光学素子に与えられることによって、前記電気光学素子の特性として複数の特性が検
出されることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の第５の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光
学素子に供給すべき電流を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（
ｎおよびｍは２以上の整数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表
示装置の駆動方法であって、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
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め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記補正データ記憶部は、前記補正データとしてオフセット値を記憶するオフセット値
記憶部と前記補正データとしてゲイン値を記憶するゲイン値記憶部とからなり、
　前記補正データ記憶ステップでは、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値と前記第
２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値との和が、新たなオ
フセット値として前記オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるゲイン値と前記第２の
特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られる補正係数との積が、新たなゲイン値と
して前記ゲイン値記憶部に記憶され、
　前記表示装置は、
　　前記駆動トランジスタの特性および前記電気光学素子の特性を検出するための特性検
出部と、
　　前記画素マトリクスの各列に対応するように設けられ、前記特性検出部および対応す
る列の画素回路と電気的に接続され得るように構成されたｍ本のモニタ線と
を更に有し、
　前記選択期間は、前記第１の特性検出ステップの処理が行われる第１期間と前記第１期
間に続く第２期間とからなり、
　前記オフセット値記憶部に記憶されているオフセット値と前記第１の特性検出ステップ
での検出結果に基づいて得られるオフセット値との差分の値を第１の値と定義し、前記ゲ
イン値記憶部に記憶されているゲイン値と前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基
づいて得られるゲイン値とに基づいて得られる値を第２の値と定義したとき、前記第２期
間には、各モニタ線に、前記第１の値と前記第２の値との和に相当する電圧が印加される
ことを特徴とする。
【００１９】
　本発明の第６の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光
学素子に供給すべき電流を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（
ｎおよびｍは２以上の整数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表
示装置の駆動方法であって、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
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　前記補正データ記憶部は、前記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するオフ
セット値を記憶する駆動トランジスタ用オフセット値記憶部，前記補正データとして前記
電気光学素子に対応するオフセット値を記憶する電気光学素子用オフセット値記憶部，前
記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するゲイン値を記憶する駆動トランジス
タ用ゲイン値記憶部，および前記補正データとして前記電気光学素子に対応するゲイン値
を記憶する電気光学素子用ゲイン値記憶部からなり、
　前記補正データ記憶ステップでは、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
なオフセット値として前記駆動トランジスタ用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるゲイン値が、新たなゲ
イン値として前記駆動トランジスタ用ゲイン値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
なオフセット値として前記電気光学素子用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られる補正係数が、新たなゲ
イン値として前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶され、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電流が与えられた状態で
前記電気光学素子の陽極の電圧を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
　前記一定の電流の大きさは、前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶されているゲイ
ン値に応じて調整されることを特徴とする。
【００２０】
　本発明の第７の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光
学素子に供給すべき電流を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（
ｎおよびｍは２以上の整数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表
示装置の駆動方法であって、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記補正データ記憶部は、前記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するオフ
セット値を記憶する駆動トランジスタ用オフセット値記憶部，前記補正データとして前記
電気光学素子に対応するオフセット値を記憶する電気光学素子用オフセット値記憶部，前
記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するゲイン値を記憶する駆動トランジス
タ用ゲイン値記憶部，および前記補正データとして前記電気光学素子に対応するゲイン値
を記憶する電気光学素子用ゲイン値記憶部からなり、
　前記補正データ記憶ステップでは、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
なオフセット値として前記駆動トランジスタ用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるゲイン値が、新たなゲ
イン値として前記駆動トランジスタ用ゲイン値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
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なオフセット値として前記電気光学素子用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られる補正係数が、新たなゲ
イン値として前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶され、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電圧が与えられた状態で
前記電気光学素子に流れる電流を測定することによって、前記電気光学素子の特性が検出
され、
　前記一定の電圧の大きさは、前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶されているゲイ
ン値に応じて調整されることを特徴とする。
【００２１】
　本発明の第８の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光
学素子に供給すべき電流を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（
ｎおよびｍは２以上の整数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表
示装置の駆動方法であって、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記補正データ記憶部は、前記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するオフ
セット値を記憶する駆動トランジスタ用オフセット値記憶部，前記補正データとして前記
電気光学素子に対応するオフセット値を記憶する電気光学素子用オフセット値記憶部，前
記補正データとして前記駆動トランジスタに対応するゲイン値を記憶する駆動トランジス
タ用ゲイン値記憶部，および前記補正データとして前記電気光学素子に対応するゲイン値
を記憶する電気光学素子用ゲイン値記憶部からなり、
　前記補正データ記憶ステップでは、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
なオフセット値として前記駆動トランジスタ用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第１の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるゲイン値が、新たなゲ
イン値として前記駆動トランジスタ用ゲイン値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られるオフセット値が、新た
なオフセット値として前記電気光学素子用オフセット値記憶部に記憶され、
　　前記第２の特性検出ステップでの検出結果に基づいて得られる補正係数が、新たなゲ
イン値として前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶され、
　前記表示装置は、
　　前記駆動トランジスタの特性および前記電気光学素子の特性を検出するための特性検
出部と、
　　前記画素マトリクスの各列に対応するように設けられ、前記特性検出部および対応す
る列の画素回路と電気的に接続され得るように構成されたｍ本のモニタ線と
を更に有し、
　前記選択期間は、前記第１の特性検出ステップの処理が行われる第１期間と前記第１期
間に続く第２期間とからなり、
　前記第２期間には、各モニタ線に、前記電気光学素子用オフセット値記憶部に記憶され
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ているオフセット値と前記電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶されているゲイン値に基
づいて得られる値との和に相当する電圧が印加されることを特徴とする。
【００２２】
　本発明の第９の局面は、電流によって輝度が制御される電気光学素子および前記電気光
学素子に供給すべき電流を制御するための駆動トランジスタをそれぞれが含むｎ×ｍ個（
ｎおよびｍは２以上の整数）の画素回路からなるｎ行×ｍ列の画素マトリクスを有する表
示装置の駆動方法であって、
　前記駆動トランジスタの特性を検出する第１の特性検出ステップと、
　前記電気光学素子の特性を検出する第２の特性検出ステップと、
　前記第１の特性検出ステップでの検出結果および前記第２の特性検出ステップでの検出
結果に基づいて得られる特性データを、映像信号を補正するための補正データとして、予
め用意された補正データ記憶部に記憶させる補正データ記憶ステップと、
　前記補正データ記憶部に記憶されている補正データに基づいて前記映像信号を補正して
、前記ｎ×ｍ個の画素回路に供給すべきデータ信号を生成する映像信号補正ステップと
を含み、
　１フレーム期間は、前記電気光学素子を発光させる準備が行われる選択期間と前記電気
光学素子の発光が行われる発光期間とからなり、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方または双方の処
理が、１フレーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記第２の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われ、
　前記第２の特性検出ステップでは、前記電気光学素子に一定の電流が与えられた状態で
前記電気光学素子の陽極の電圧を測定すること又は前記電気光学素子に一定の電圧が与え
られた状態で前記電気光学素子に流れる電流を測定することによって、前記電気光学素子
の特性が検出され、
　前記ｎ行×ｍ列の画素マトリクスのうち前記映像信号に基づき黒色またはほぼ黒色の表
示が行われる画素については、前記第２の特性検出ステップの処理が行われないことを特
徴とする。
【００２３】
　本発明の第１０の局面は、本発明の第１から第９までのいずれかの局面において、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの双方の処理が、１フ
レーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　各フレームにおいて前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの
双方の処理が行われる行をモニタ行と定義し、前記モニタ行以外の行を非モニタ行と定義
したとき、前記モニタ行についての前記選択期間の長さは、前記非モニタ行についての前
記選択期間の長さよりも長くなっていて、
　前記第１の特性検出ステップの処理は、前記選択期間に行われることを特徴とする。
【００２４】
　本発明の第１１の局面は、本発明の第１，第２，第３，第４，第６，第７，および第９
のいずれかの局面において、
　前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出ステップの一方の処理が、１フ
レーム期間につき前記画素マトリクスの１つの行のみで行われ、
　前記画素マトリクスの１つの行に着目したとき、前記第１の特性検出ステップの処理と
前記第２の特性検出ステップの処理とは交互に行われ、
　前記第１の特性検出ステップの処理は、前記発光期間に行われることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の第１２の局面は、本発明の第１から第９までのいずれかの局面において、
　前記第１の特性検出ステップでは、前記駆動トランジスタのゲート－ソース間の電圧を
所定の大きさにした状態で前記駆動トランジスタのドレイン－ソース間を流れる電流を測
定することによって、前記駆動トランジスタの特性が検出されることを特徴とする。
【００２６】
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　本発明の第１３の局面は、本発明の第１，第２，第３，第４，第６，第７，および第９
のいずれかの局面において、
　前記表示装置は、
　　電流を測定する電流測定部を少なくとも含み、前記駆動トランジスタの特性および前
記電気光学素子の特性を検出するための特性検出部と、
　　前記画素マトリクスの各列に対応するように設けられ、前記特性検出部および対応す
る列の画素回路と電気的に接続され得るように構成されたｍ本のモニタ線と
を更に有し、
　前記第１の特性検出ステップでは、前記ｍ本のモニタ線が対応する画素回路および前記
電流測定部と電気的に接続された状態で、前記駆動トランジスタのゲート－ソース間の電
圧を所定の大きさにした状態で前記駆動トランジスタのドレイン－ソース間を流れる電流
が前記電流測定部によって測定されることを特徴とする。
【００２７】
　本発明の第１４の局面は、本発明の第１３の局面において、
　前記特性検出部は、Ｋ本のモニタ線（Ｋは２以上ｍ以下の整数）につき１つだけ設けら
れ、
　各フレームにおいて、
　　前記Ｋ本のモニタ線のうちの１つが前記特性検出部と電気的に接続され、
　　前記特性検出部と電気的に接続されていないモニタ線は、ハイインピーダンスの状態
にされていることを特徴とする。
【００２８】
　本発明の第１５の局面は、本発明の第１から第９までのいずれかの局面において、
　前記表示装置の電源オフの際に、最後に前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の
特性検出ステップの一方または双方の処理が行われた領域を特定する情報を予め用意され
たモニタ領域記憶部に記憶するモニタ領域記憶ステップを更に含み、
　前記表示装置の電源オン後には、前記モニタ領域記憶部に記憶されている情報に基づい
て得られる領域近傍の領域から、前記第１の特性検出ステップおよび前記第２の特性検出
ステップの一方または双方の処理が行われることを特徴とする。
【００２９】
　本発明の第１６の局面は、本発明の第１から第９までのいずれかの局面において、
　温度を検出する温度検出ステップと、
　前記特性データに対して前記温度検出ステップで検出された温度に基づく補正を施す温
度変化補償ステップと
を更に含み、
　前記補正データ記憶ステップでは、前記温度変化補償ステップの処理で得られたデータ
が前記補正データとして前記補正データ記憶部に記憶されることを特徴とする。
【００３０】
　本発明の第１７の局面は、本発明の第１から第９までのいずれかの局面において、
　前記駆動トランジスタは、酸化物半導体によりチャネル層が形成された薄膜トランジス
タであることを特徴とする。
【００３１】
　本発明の第１８の局面は、本発明の第１７の局面において、
　前記酸化物半導体は、インジウム（Ｉｎ），ガリウム（Ｇａ），亜鉛（Ｚｎ），および
酸素（О）を主成分とする酸化インジウムガリウム亜鉛であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明の第１の局面によれば、電流によって輝度が制御される電気光学素子（例えば有
機ＥＬ素子）と当該電気光学素子に供給すべき電流を制御するための駆動トランジスタと
を含む画素回路を有する表示装置において、駆動トランジスタの特性の検出と電気光学素
子の特性の検出とが行われる。そして、双方の検出結果を考慮して得られて補正データを
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用いて映像信号が補正される。このようにして補正された映像信号に基づくデータ信号が
画素回路に供給されるので、駆動トランジスタの劣化および電気光学素子の劣化が補償さ
れるような大きさの駆動電流が電気光学素子に供給される。ここで、電気光学素子の特性
の検出は、電気光学素子の発光期間中に行われる。従って、駆動トランジスタや電気光学
素子の特性の検出するために発光期間の長さが従来よりも短くなることはない。以上より
、表示装置において駆動トランジスタの劣化および電気光学素子の劣化の双方を特性検出
の際に特別な発光をさせることなく同時に補償することが可能となる。
　また、特性を検出する電気光学素子には一定電流が供給される。このため、一定電流を
電気光学素子に供給する時間を調整することによって、当該電気光学素子を所望の輝度で
発光させることが可能となる。
　さらに、電気光学素子の特性の検出を行いつつ当該電気光学素子を所望の輝度で発光さ
せることが可能となる。
　本発明の第２の局面によれば、本発明の第１の局面と同様、表示装置において駆動トラ
ンジスタの劣化および電気光学素子の劣化の双方を特性検出の際に特別な発光をさせるこ
となく同時に補償することが可能となる。
　また、特性を検出する電気光学素子には一定電流が供給される。このため、一定電流を
電気光学素子に供給する時間を調整することによって、当該電気光学素子を所望の輝度で
発光させることが可能となる。
　さらに、電気光学素子の特性として複数の特性が検出されるので、より効果的に駆動ト
ランジスタの劣化を補償することが可能となる。
　本発明の第３の局面によれば、本発明の第１の局面と同様、表示装置において駆動トラ
ンジスタの劣化および電気光学素子の劣化の双方を特性検出の際に特別な発光をさせるこ
となく同時に補償することが可能となる。
　また、電気光学素子の特性を検出するための測定時間の短縮が可能となる。
　さらに、電気光学素子の特性の検出を行いつつ当該電気光学素子を所望の輝度で発光さ
せることが可能となる。
　本発明の第４の局面によれば、本発明の第１の局面と同様、表示装置において駆動トラ
ンジスタの劣化および電気光学素子の劣化の双方を特性検出の際に特別な発光をさせるこ
となく同時に補償することが可能となる。
　また、電気光学素子の特性を検出するための測定時間の短縮が可能となる。
　さらに、電気光学素子の特性として複数の特性が検出されるので、より効果的に駆動ト
ランジスタの劣化を補償することが可能となる。
　本発明の第５の局面によれば、本発明の第１の局面と同様、表示装置において駆動トラ
ンジスタの劣化および電気光学素子の劣化の双方を特性検出の際に特別な発光をさせるこ
となく同時に補償することが可能となる。
　また、オフセット値記憶部には駆動トランジスタの特性および電気光学素子の特性の双
方を考慮した補正データが記憶され、ゲイン値記憶部にも駆動トランジスタの特性および
電気光学素子の特性の双方を考慮した補正データが記憶される。このため、駆動トランジ
スタの特性および電気光学素子の特性の双方を考慮して容易に映像信号を補正することが
可能となる。
　さらに、電気光学素子の劣化の程度に応じた電圧が発光期間の前にモニタ線に印加され
、発光期間における充電時間の長さが短縮される。
　本発明の第６の局面によれば、本発明の第１の局面と同様、表示装置において駆動トラ
ンジスタの劣化および電気光学素子の劣化の双方を特性検出の際に特別な発光をさせるこ
となく同時に補償することが可能となる。
　また、オフセット値を記憶する記憶部およびゲイン値を記憶する記憶部のそれぞれが、
駆動トランジスタの劣化を補償するために用いられる記憶部と電気光学素子の劣化を補償
するために用いられる記憶部とに分けられている。このため、電気光学素子の劣化のみを
考慮して当該電気光学素子に供給する電流を調整することが可能となる。その際、劣化の
最も少ない画素の劣化レベルに合わせて電流を増加させることによって、焼き付きに対す
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る補償を行うことが可能となる。
　さらに、電気光学素子の特性の検出に関し、発光期間に電気光学素子に供給される電流
の大きさは、電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶されているゲイン値（補正係数）に応
じて調整される。すなわち、電気光学素子の劣化の程度に応じて電流の大きさの調整が行
われる。これにより、電流効率の低下が補償される。
　本発明の第７の局面によれば、本発明の第１の局面と同様、表示装置において駆動トラ
ンジスタの劣化および電気光学素子の劣化の双方を特性検出の際に特別な発光をさせるこ
となく同時に補償することが可能となる。
　また、オフセット値を記憶する記憶部およびゲイン値を記憶する記憶部のそれぞれが、
駆動トランジスタの劣化を補償するために用いられる記憶部と電気光学素子の劣化を補償
するために用いられる記憶部とに分けられている。このため、電気光学素子の劣化のみを
考慮して当該電気光学素子に供給する電流を調整することが可能となる。その際、劣化の
最も少ない画素の劣化レベルに合わせて電流を増加させることによって、焼き付きに対す
る補償を行うことが可能となる。
　さらに、電気光学素子の特性の検出に関し、発光期間に電気光学素子に与えられる電圧
の大きさは、電気光学素子用ゲイン値記憶部に記憶されているゲイン値（補正係数）に応
じて調整される。これにより、電気光学素子の劣化の程度に応じた大きさの電圧が発光期
間に電気光学素子に与えられる。
　本発明の第８の局面によれば、本発明の第１の局面と同様、表示装置において駆動トラ
ンジスタの劣化および電気光学素子の劣化の双方を特性検出の際に特別な発光をさせるこ
となく同時に補償することが可能となる。
　また、オフセット値を記憶する記憶部およびゲイン値を記憶する記憶部のそれぞれが、
駆動トランジスタの劣化を補償するために用いられる記憶部と電気光学素子の劣化を補償
するために用いられる記憶部とに分けられている。このため、電気光学素子の劣化のみを
考慮して当該電気光学素子に供給する電流を調整することが可能となる。その際、劣化の
最も少ない画素の劣化レベルに合わせて電流を増加させることによって、焼き付きに対す
る補償を行うことが可能となる。
　さらに、電気光学素子の劣化の程度に応じた電圧が発光期間の前にモニタ線に印加され
、発光期間における充電時間の長さが短縮される。
　本発明の第９の局面によれば、本発明の第１の局面と同様、表示装置において駆動トラ
ンジスタの劣化および電気光学素子の劣化の双方を特性検出の際に特別な発光をさせるこ
となく同時に補償することが可能となる。
　また、電気光学素子の不必要な発光が防止される。
【００４１】
　本発明の第１０の局面によれば、モニタ行（各フレームにおいて特性の検出が行われて
いる行）についての選択期間の長さは、非モニタ行についての選択期間の長さよりも長く
なっている。そして、その選択期間に駆動トランジスタの特性の検出が行われる。このた
め、駆動トランジスタの特性を検出するための期間が充分に確保される。
【００４２】
　本発明の第１１の局面によれば、駆動トランジスタの特性の検出および電気光学素子の
特性の検出の双方が電気光学素子の発光期間中に行われる。このため、選択期間中にも特
性の検出が行われる構成とは異なり、モニタ行の選択期間を長くする必要がない。従って
、充分な長さの発光期間が確保される。また、行によって選択期間の長さにばらつきが生
じることが防止される。以上のように、表示装置において、選択期間の長さのばらつきを
生ずることなく発光期間を充分に確保しつつ駆動トランジスタの劣化および電気光学素子
の劣化の双方を特性検出の際に特別な発光をさせることなく同時に補償することが可能と
なる。
【００４９】
　本発明の第１２の局面によれば、電流を測定するための構成要素を表示装置が備えた態
様において、本発明の第１から第９までのいずれかの局面と同様の効果を奏することがで
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きる。
【００５６】
　本発明の第１３の局面によれば、各列に含まれる駆動トランジスタおよび電気光学素子
の双方の特性を１本のモニタ線によって検出することが可能となる。
【００５９】
　本発明の第１４の局面によれば、１つの特性検出部が複数のモニタ線で共有化される。
このため、回路面積の増大を抑制しつつ駆動トランジスタの劣化および電気光学素子の劣
化の双方を特性検出の際に特別な発光をさせることなく同時に補償することが可能となる
。
【００６１】
　本発明の第１５の局面によれば、例えば上方の行と下方の行との間で駆動トランジスタ
の特性および電気光学素子の特性の検出回数に差が生じることが防止される。このため、
駆動トランジスタの劣化および電気光学素子の劣化に対する補償を画面全体で一様に行う
ことが可能となり、輝度のばらつきの発生が効果的に防止される。
【００６２】
　本発明の第１６の局面によれば、温度変化を考慮した補正データを用いて映像信号が補
正される。このため、表示装置において、温度の変化に関わらず駆動トランジスタの劣化
および電気光学素子の劣化の双方を特性検出の際に特別な発光をさせることなく同時に補
償することが可能となる。
【００６３】
　本発明の第１７の局面によれば、画素回路内に設けられる駆動トランジスタとして、チ
ャネル層が酸化物半導体により形成された薄膜トランジスタが用いられる。このため、高
精細化や低消費電力化の効果が得られる。また、オフ電流が極めて小さくなるので、電流
の検出を行う際に充分なＳ／Ｎ比を確保できるという効果が得られる。
【００６４】
　本発明の第１８の局面によれば、チャネル層を形成する酸化物半導体として酸化インジ
ウムガリウム亜鉛を用いることにより、本発明の第１７の局面と同様の効果を確実に達成
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の第１の実施形態において、ＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出に関連
する動作の概略を説明するためのフローチャートである。
【図２】上記第１の実施形態において、有機ＥＬ表示装置の全体構成を示すブロック図で
ある。
【図３】上記第１の実施形態において、ゲートドライバの動作について説明するためのタ
イミングチャートである。
【図４】上記第１の実施形態において、ゲートドライバの動作について説明するためのタ
イミングチャートである。
【図５】上記第１の実施形態において、ゲートドライバの動作について説明するためのタ
イミングチャートである。
【図６】上記第１の実施形態において、信号変換回路の概略構成を示すブロック図である
。
【図７】上記第１の実施形態における画素回路およびモニタ回路の構成を示す図である。
【図８】上記第１の実施形態における電流測定部の一構成例を示す図である。
【図９】上記第１の実施形態における電圧測定部の一構成例を示す図である。
【図１０】上記第１の実施形態において、各行の動作の推移について説明するための図で
ある。
【図１１】上記第１の実施形態において、通常動作が行われる際の電流の流れについて説
明するための図である。
【図１２】上記第１の実施形態において、モニタ行に含まれる画素回路（ｉ行ｊ列の画素
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回路）の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図１３】上記第１の実施形態において、ＴＦＴ特性検出期間の電流の流れについて説明
するための図である。
【図１４】上記第１の実施形態において、ＴＦＴ特性検出期間における参照電圧のデータ
線への印加について説明するための図である。
【図１５】上記第１の実施形態において、発光期間の電流の流れについて説明するための
図である。
【図１６】上記第１の実施形態において、有機ＥＬ素子の発光時間の調整について説明す
るための図である。
【図１７】上記第１の実施形態において、モニタ行と非モニタ行とでの発光期間の長さの
違いについて説明するための図である。
【図１８】上記第１の実施形態において、オフセットメモリおよびゲインメモリの更新の
手順を説明するためのフローチャートである。
【図１９】上記第１の実施形態において、映像信号補正部の構成を示す図である。
【図２０】上記第１の実施形態における効果について説明するための図である。
【図２１】上記第１の実施形態の第１の変形例における有機ＥＬ表示装置の全体構成を示
すブロック図である。
【図２２】上記第１の実施形態の第１の変形例において、ＴＦＴ用オフセットメモリ，Ｏ
ＬＥＤ用オフセットメモリ，ＴＦＴ用ゲインメモリ，およびＯＬＥＤ用ゲインメモリの更
新の手順を説明するためのフローチャートである。
【図２３】上記第１の実施形態の第１の変形例における効果について説明するための図で
ある。
【図２４】上記第１の実施形態の第２の変形例におけるモニタ線の一端部近傍の構成を示
す図である。
【図２５】上記第１の実施形態の第３の変形例におけるモニタ線の一端部近傍の構成を示
す図である。
【図２６】上記第１の実施形態の第４の変形例における有機ＥＬ表示装置の全体構成を示
すブロック図である。
【図２７】有機ＥＬ素子の電流－電圧特性の温度依存性について説明するための図である
。
【図２８】上記第１の実施形態の第５の変形例における有機ＥＬ表示装置の全体構成を示
すブロック図である。
【図２９】上記第１の実施形態の第５の変形例において、オフセットメモリおよびゲイン
メモリの更新の手順を説明するためのフローチャートである。
【図３０】上記第１の実施形態の第６の変形例におけるモニタ回路の詳細な構成を示す図
である。
【図３１】本発明の第２の実施形態に係るアクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置の
全体構成を示すブロック図である。
【図３２】上記第２の実施形態において、ゲートドライバの動作について説明するための
タイミングチャートである。
【図３３】上記第２の実施形態において、ゲートドライバの動作について説明するための
タイミングチャートである。
【図３４】上記第２の実施形態において、ゲートドライバの動作について説明するための
タイミングチャートである。
【図３５】上記第２の実施形態における画素回路およびモニタ回路の構成を示す図である
。
【図３６】上記第２の実施形態において、各行の動作の推移について説明するための図で
ある。
【図３７】上記第２の実施形態において、通常動作が行われる際の電流の流れについて説
明するための図である。
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【図３８】上記第２の実施形態において、モニタ行に含まれる画素回路（ｉ行ｊ列の画素
回路）におけるＯＬＥＤ特性検出動作について説明するためのタイミングチャートである
。
【図３９】上記第２の実施形態において、ＯＬＥＤ特性検出動作が行われる際の電流の流
れについて説明するための図である。
【図４０】上記第２の実施形態において、モニタ行に含まれる画素回路（ｉ行ｊ列の画素
回路）におけるＴＦＴ特性検出動作について説明するためのタイミングチャートである。
【図４１】上記第２の実施形態において、ＴＦＴ特性検出動作が行われる際の電流の流れ
について説明するための図である。
【図４２】上記第２の実施形態において、オフセットメモリおよびゲインメモリの更新の
手順を説明するためのフローチャートである。
【図４３】上記第２の実施形態の変形例において、各行の動作の推移について説明するた
めの図である。
【図４４】従来の一般的な画素回路の構成を示す回路図である。
【図４５】図４４に示す画素回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図４６】駆動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子の劣化に対して何ら補償が行われ
ない場合について説明するための図である。
【図４７】駆動トランジスタの劣化に対してのみ補償が行われた場合について説明するた
めの図である。
【発明を実施するための形態】
【００６７】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、以下にお
いては、ｍおよびｎは２以上の整数、ｉは１以上ｎ以下の整数、ｊは１以上ｍ以下の整数
であると仮定する。また、以下においては、画素回路内に設けられている駆動トランジス
タの特性のことを「ＴＦＴ特性」といい、画素回路内に設けられている有機ＥＬ素子の特
性のことを「ＯＬＥＤ特性」という。
【００６８】
　＜１．第１の実施形態＞
　＜１．１　全体構成＞
　図２は、本発明の第１の実施形態に係るアクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置１
の全体構成を示すブロック図である。この有機ＥＬ表示装置１は、表示部１０，コントロ
ール回路２０，ソースドライバ（データ線駆動回路）３０，ゲートドライバ（走査線駆動
回路）４０，オフセットメモリ５１，およびゲインメモリ５２を備えている。なお、ソー
スドライバ３０およびゲートドライバ４０の一方または双方が表示部１０と一体的に形成
された構成であっても良い。また、オフセットメモリ５１とゲインメモリ５２とは物理的
には１つのメモリで構成されていても良い。
【００６９】
　なお、本実施形態においては、ソースドライバ３０およびゲートドライバ４０によって
画素回路駆動部が実現され、オフセットメモリ５１およびゲインメモリ５２によって補正
データ記憶部が実現されている。
【００７０】
　表示部１０には、ｍ本のデータ線Ｓ（１）～Ｓ（ｍ）およびこれらに直交するｎ本の走
査線Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ）が配設されている。以下では、データ線の延伸方向をＹ方向
とし、走査線の延伸方向をＸ方向とする。Ｙ方向に沿った構成要素を「列」という場合が
あり、Ｘ方向に沿った構成要素を「行」という場合がある。また、表示部１０には、ｍ本
のデータ線Ｓ（１）～Ｓ（ｍ）と１対１で対応するように、ｍ本のモニタ線Ｍ（１）～Ｍ
（ｍ）が配設されている。データ線Ｓ（１）～Ｓ（ｍ）とモニタ線Ｍ（１）～Ｍ（ｍ）と
は互いに平行になっている。さらに、表示部１０には、ｎ本の走査線Ｇ１（１）～Ｇ１（
ｎ）と１対１で対応するように、ｎ本のモニタ制御線Ｇ２（１）～Ｇ２（ｎ）が配設され
ている。走査線Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ）とモニタ制御線Ｇ２（１）～Ｇ２（ｎ）とは互い
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に平行になっている。さらにまた、表示部１０には、ｎ本の走査線Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ
）とｍ本のデータ線Ｓ（１）～Ｓ（ｍ）との交差点に対応するように、ｎ×ｍ個の画素回
路１１が設けられている。このようにｎ×ｍ個の画素回路１１が設けられることによって
、ｎ行×ｍ列の画素マトリクスが表示部１０に形成されている。また、表示部１０には、
ハイレベル電源電圧を供給するハイレベル電源線と、ローレベル電源電圧を供給するロー
レベル電源線とが配設されている。
【００７１】
　なお、以下においては、ｍ本のデータ線Ｓ（１）～Ｓ（ｍ）を互いに区別する必要がな
い場合にはデータ線を単に符号Ｓで表す。同様に、ｍ本のモニタ線Ｍ（１）～Ｍ（ｍ）を
互いに区別する必要がない場合にはモニタ線を単に符号Ｍで表し、ｎ本の走査線Ｇ１（１
）～Ｇ１（ｎ）を互いに区別する必要がない場合には走査線を単に符号Ｇ１で表し、ｎ本
のモニタ制御線Ｇ２（１）～Ｇ２（ｎ）を互いに区別する必要がない場合にはモニタ制御
線を単に符号Ｇ２で表す。
【００７２】
　コントロール回路２０は、ソースドライバ３０にデータ信号ＤＡ，ソース制御信号ＳＣ
ＴＬ，および切替制御信号ＳＷを与えることによりソースドライバ３０の動作を制御し、
ゲートドライバ４０にゲート制御信号ＧＣＴＬを送信することによりゲートドライバ４０
の動作を制御する。ソース制御信号ＳＣＴＬには、例えば、ソーススタートパルス，ソー
スクロック，ラッチストローブ信号が含まれている。ゲート制御信号ＧＣＴＬには、例え
ば、ゲートスタートパルスおよびゲートクロックが含まれている。また、コントロール回
路２０は、ソースドライバ３０から与えられるモニタデータＭＯを受け取り、オフセット
メモリ５１およびゲインメモリ５２の更新を行う。なお、モニタデータＭＯとは、ＴＦＴ
特性やＯＬＥＤ特性を求めるために測定されたデータである。
【００７３】
　ゲートドライバ４０は、ｎ本の走査線Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ）およびｎ本のモニタ制御
線Ｇ２（１）～Ｇ２（ｎ）に接続されている。ゲートドライバ４０は、シフトレジスタお
よび論理回路などによって構成されている。ところで、本実施形態に係る有機ＥＬ表示装
置１においては、ＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性に基づいて、外部から送られる映像信号
（上記データ信号ＤＡの元となるデータ）に補正が施される。これに関し、各フレームに
おいて、１つの行についてのＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われる。すなわち
、或るフレームに１行目についてのＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われると、
次のフレームには２行目についてのＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われ、さら
に次のフレームには３行目についてのＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われる。
このようにして、ｎフレーム期間をかけて、ｎ行分のＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検
出が行われる。ここで、１行目についてのＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われ
るフレームを（ｋ＋１）フレーム目と定義すると、ｎ本の走査線Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ）
およびｎ本のモニタ制御線Ｇ２（１）～Ｇ２（ｎ）は、（ｋ＋１）フレーム目には図３に
示すように駆動され、（ｋ＋２）フレーム目には図４に示すように駆動され、（ｋ＋ｎ）
フレーム目には図５に示すように駆動される。なお、図３～図５に関し、ハイレベルの状
態がアクティブな状態である。また、走査線Ｇ１がアクティブな状態になっている期間の
ことを「選択期間」という。この選択期間は、画素回路１１内に設けられている有機ＥＬ
素子を発光させる準備を行うための期間である。図３～図５より把握されるように、各フ
レームにおいて、ＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われる行に対応する走査線の
みが、他の走査線よりも長い期間アクティブな状態とされる。以下、任意のフレームに着
目したときにＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われている行のことを「モニタ行
」といい、モニタ行以外の行のことを「非モニタ行」という。各フレームにおいて、非モ
ニタ行に対応するモニタ制御線Ｇ２は非アクティブな状態で維持される。モニタ行に対応
するモニタ制御線Ｇ２については、選択期間のうち最初から所定期間にはアクティブな状
態にされ、選択期間の残りの期間には非アクティブな状態とされ、その後、選択期間開始
時点のほぼ１フレーム期間後までの期間には再びアクティブな状態とされる。本実施形態
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においては、以上のようにｎ本の走査線Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ）およびｎ本のモニタ制御
線Ｇ２（１）～Ｇ２（ｎ）が駆動されるよう、ゲートドライバ４０が構成されている。
【００７４】
　ソースドライバ３０は、ｍ本のデータ線Ｓ（１）～Ｓ（ｍ）およびｍ本のモニタ線Ｍ（
１）～Ｍ（ｍ）に接続されている。ソースドライバ３０は、駆動信号発生回路３１と、信
号変換回路３２と、ｍ個の出力回路３３０からなる出力部３３とによって構成されている
。出力部３３内のｍ個の出力回路３３０はそれぞれｍ本のデータ線Ｓ（１）～Ｓ（ｍ）の
うちの対応するデータ線Ｓおよびｍ本のモニタ線Ｍ（１）～Ｍ（ｍ）のうちの対応するモ
ニタ線Ｍに接続されている。
【００７５】
　駆動信号発生回路３１には、シフトレジスタ，サンプリング回路，およびラッチ回路が
含まれている。駆動信号発生回路３１において、シフトレジスタは、ソースクロックに同
期して、ソーススタートパルスを入力端から出力端へと順次に転送する。ソーススタート
パルスのこの転送に応じて、シフトレジスタから各データ線Ｓに対応するサンプリングパ
ルスが出力される。サンプリング回路は、サンプリングパルスのタイミングに従って１行
分のデータ信号ＤＡを順次に記憶する。ラッチ回路は、サンプリング回路に記憶された１
行分のデータ信号ＤＡをラッチストローブ信号に応じて取り込んで保持する。
【００７６】
　図６は、信号変換回路３２の概略構成を示すブロック図である。図６に示すように、信
号変換回路３２は、階調信号発生回路３２１およびモニタ回路３２２によって構成されて
いる。階調信号発生回路３２１には、Ｄ／Ａコンバータが含まれている。上述のようにし
て駆動信号発生回路３１内のラッチ回路に保持された１行分のデータ信号ＤＡは、階調信
号発生回路３２１内のＤ／Ａコンバータによってアナログ電圧に変換される。その変換さ
れたアナログ電圧は、出力部３３内の出力回路３３０に与えられる。モニタ回路３２２に
は、Ａ／Ｄコンバータが含まれている。モニタ回路３２２内のＡ／Ｄコンバータでは、モ
ニタ線Ｍに現れＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性を表すアナログ電圧が、デジタル信号であ
るモニタデータＭＯに変換される。そのモニタデータＭＯは、駆動信号発生回路３１を介
してコントロール回路２０に与えられる。なお、モニタ回路３２２についての詳しい説明
は後述する。
【００７７】
　出力部３３内の出力回路３３０は、信号変換回路３２内の階調信号発生回路３２１から
与えられるアナログ電圧をバッファを介してデータ電圧としてデータ線Ｓに印加する。ま
た、出力部３３内の出力回路３３０は、切替制御信号ＳＷに基づいて、モニタ線Ｍの接続
先の切り替えを行う。なお、これについての詳しい説明は後述する。
【００７８】
　オフセットメモリ５１およびゲインメモリ５２は、外部から送られる映像信号の補正に
使用される補正データを記憶している。詳しくは、オフセットメモリ５１は補正データと
してオフセット値を記憶し、ゲインメモリ５２は補正データとしてゲイン値を記憶してい
る。なお、典型的には、表示部１０内の画素の数に等しい数のオフセット値およびゲイン
値がそれぞれオフセットメモリ５１およびゲインメモリ５２に記憶される。また、オフセ
ット値を一時的に保持するためのバッファメモリ（以下、「オフセット値用バッファ」と
いう。）とゲイン値を一時的に保持するためのバッファメモリ（以下、「ゲイン値用バッ
ファ」という。）とが例えばコントロール回路２０内に設けられている。コントロール回
路２０は、ソースドライバ３０から与えられるモニタデータＭＯに基づいて、オフセット
メモリ５１内のオフセット値およびゲインメモリ５２内のゲイン値を更新する。また、コ
ントロール回路２０は、オフセットメモリ５１に記憶されたオフセット値およびゲインメ
モリ５２に記憶されたゲイン値を読み出して映像信号の補正を行う。その補正によって得
られたデータが、データ信号ＤＡとしてソースドライバ３０に送られる。
【００７９】
　＜１．２　画素回路およびモニタ回路の構成＞
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　図７は、画素回路１１およびモニタ回路３２２の構成を示す図である。なお、図７に示
す画素回路１１は、ｉ行ｊ列の画素回路１１である。この画素回路１１は、１個の有機Ｅ
Ｌ素子ＯＬＥＤ，３個のトランジスタＴ１～Ｔ３，および１個のコンデンサＣｓｔを備え
ている。トランジスタＴ１は画素を選択する入力トランジスタとして機能し、トランジス
タＴ２は有機ＥＬ素子ＯＬＥＤへの電流の供給を制御する駆動トランジスタとして機能し
、トランジスタＴ３はＴＦＴ特性やＯＬＥＤ特性を検出するか否かを制御するモニタ制御
トランジスタとして機能する。
【００８０】
　トランジスタＴ１は、データ線Ｓ（ｊ）とトランジスタＴ２のゲート端子との間に設け
られている。そのトランジスタＴ１に関し、走査線Ｇ１（ｉ）にゲート端子が接続され、
データ線Ｓ（ｊ）にソース端子が接続されている。トランジスタＴ２は、有機ＥＬ素子Ｏ
ＬＥＤと直列に設けられている。そのトランジスタＴ２に関し、トランジスタＴ１のドレ
イン端子にゲート端子が接続され、ハイレベル電源線ＥＬＶＤＤにドレイン端子が接続さ
れ、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのアノード端子にソース端子が接続されている。トランジスタ
Ｔ３については、モニタ制御線Ｇ２（ｉ）にゲート端子が接続され、有機ＥＬ素子ＯＬＥ
Ｄのアノード端子にドレイン端子が接続され、モニタ線Ｍ（ｊ）にソース端子が接続され
ている。コンデンサＣｓｔについては、トランジスタＴ２のゲート端子に一端が接続され
、トランジスタＴ２のソース端子に他端が接続されている。有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのカソ
ード端子は、ローレベル電源線ＥＬＶＳＳに接続されている。
【００８１】
　本実施形態においては、画素回路１１内のトランジスタＴ１～Ｔ３はすべてｎチャネル
型である。また、本実施形態においては、トランジスタＴ１～Ｔ３には、酸化物ＴＦＴ（
酸化物半導体をチャネル層に用いた薄膜トランジスタ）が採用されている。具体的には、
インジウム（Ｉｎ），ガリウム（Ｇａ），亜鉛（Ｚｎ），および酸素（Ｏ）を主成分とす
る酸化物半導体であるＩｎＧａＺｎＯｘ（酸化インジウムガリウム亜鉛）（以下「ＩＧＺ
Ｏ」という。ただし、「ＩＧＺＯ」は登録商標である。）によりチャネル層が形成された
ＩＧＺＯ－ＴＦＴが採用されている。なお、ＩＧＺＯ－ＴＦＴなどの酸化物ＴＦＴは、特
に、画素回路１１に含まれるｎチャネル型のトランジスタとして採用する場合に有効であ
る。ただし、本発明は、ｐチャネル型の酸化物ＴＦＴの使用を排除するものではない。ま
た、ＩＧＺＯ以外の酸化物半導体をチャネル層に用いたトランジスタを採用することもで
きる。例えば、インジウム，ガリウム，亜鉛，銅（Ｃｕ），シリコン（Ｓｉ），錫（Ｓｎ
），アルミニウム（Ａｌ），カルシウム（Ｃａ），ゲルマニウム（Ｇｅ），および鉛（Ｐ
ｂ）のうち少なくとも１つを含む酸化物半導体をチャネル層に用いたトランジスタを採用
した場合にも同様の効果が得られる。さらにまた、本発明は、酸化物半導体をチャネル層
に用いたトランジスタ以外のトランジスタの使用を排除するものでもない。
【００８２】
　図７に示すように、モニタ回路３２２には、電流測定部３８と電圧測定部３９とが含ま
れている。本実施形態においては、このモニタ回路３２２によって特性検出部が実現され
ている。電流測定部３８および電圧測定部３９とモニタ線Ｍ（ｊ）との関係に関し、コン
トロール回路２０から出力回路３３０に与えられる切替制御信号ＳＷに基づいて電流測定
部３８または電圧測定部３９のいずれかにモニタ線Ｍ（ｊ）が接続されるように構成され
ている。なお、図７では、出力回路３３０については一部の構成のみを示している。
【００８３】
　図８は、電流測定部３８の一構成例を示す図である。この電流測定部３８には、オペア
ンプ３８１とコンデンサ３８２とスイッチ３８３とＡ／Ｄコンバータ３８４とが含まれて
いる。オペアンプ３８１については、非反転入力端子はローレベル電源線ＥＬＶＳＳに接
続され、反転入力端子はモニタ線Ｍに接続されている。コンデンサ３８２およびスイッチ
３８３は、オペアンプ３８１の出力端子とモニタ線Ｍとの間に設けられている。以上のよ
うに、この電流測定部３８は積分回路で構成されている。このような構成において、まず
、制御クロック信号Ｓｃｌｋによってスイッチ３８３がオン状態にされる。これにより、
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オペアンプ３８１の出力端子－反転入力端子間が短絡状態となり、オペアンプ３８１の出
力端子およびモニタ線Ｍの電位がローレベル電源線ＥＬＶＳＳの電位と等しくなる。電流
の検出が行われる際には、制御クロック信号Ｓｃｌｋによってスイッチ３８３がオフ状態
にされる。これにより、コンデンサ３８２の存在に起因して、モニタ線Ｍに流れる電流の
大きさに応じてオペアンプ３８１の出力端子の電位が変化する。その電位の変化が、Ａ／
Ｄコンバータ３８４から出力されるデジタル信号に反映される。そして、そのデジタル信
号がモニタデータＭＯとして電流測定部３８から出力される。
【００８４】
　図９は、電圧測定部３９の一構成例を示す図である。この電圧測定部３９には、増幅器
３９１とＡ／Ｄコンバータ３９２とが含まれている。このような構成において、定電流源
３７によって一定電流がモニタ線Ｍに流されている状態で、節点３９３とローレベル電源
線ＥＬＶＳＳとの間の電圧が増幅器３９１によって増幅される。そして、増幅後の電圧が
Ａ／Ｄコンバータ３９２によってデジタル信号に変換される。そのデジタル信号がモニタ
データＭＯとして電圧測定部３９から出力される。
【００８５】
　＜１．３　駆動方法＞
　次に、本実施形態における駆動方法について説明する。上述したように、本実施形態に
おいては、各フレームに１つの行のＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われる。各
フレームにおいて、モニタ行についてはＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出を行うため
の動作（以下、「特性検出動作」という。）が行われ、非モニタ行については通常動作が
行われる。すなわち、１行目についてのＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われる
フレームを（ｋ＋１）フレーム目と定義すると、図１０に示すように、各行の動作は推移
する。また、ＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われると、その検出結果を用いて
、オフセットメモリ５１およびゲインメモリ５２の更新が行われる。そして、オフセット
メモリ５１およびゲインメモリ５２に記憶されている補正データを用いて映像信号の補正
が行われる。
【００８６】
　＜１．３．１　画素回路の動作＞
　＜１．３．１．１　通常動作＞
　各フレームにおいて、非モニタ行では、通常動作が行われる。非モニタ行に含まれる画
素回路１１では、目標輝度に対応するデータ電圧に基づく書き込みが選択期間に行われた
後、トランジスタＴ１はオフ状態で維持される。データ電圧に基づく書き込みによってト
ランジスタＴ２はオン状態となる。トランジスタＴ３についてはオフ状態で維持される。
以上より、図１１で符号７１で示す矢印のように、トランジスタＴ２を介して有機ＥＬ素
子ＯＬＥＤに駆動電流が供給される。これにより、駆動電流に応じた輝度で有機ＥＬ素子
ＯＬＥＤが発光する。
【００８７】
　＜１．３．１．２　特性検出動作＞
　各フレームにおいて、モニタ行では、特性検出動作が行われる。図１２は、モニタ行に
含まれる画素回路１１（ｉ行ｊ列の画素回路１１とする）の動作を説明するためのタイミ
ングチャートである。なお、図１２では、ｉ行目がモニタ行とされるフレームにおけるｉ
行目の選択期間開始時点を基準にして「１フレーム期間」を表している。モニタ行につい
ては、図１２に示すように、１フレーム期間には、ＴＦＴ特性の検出を行うための期間（
以下、「ＴＦＴ特性検出期間」という。）Ｔａと、黒色表示に相当するデータを書き込む
ための期間（以下、「黒書込期間」という。）Ｔｂと、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを発光させ
るための期間（以下、「発光期間」という。）Ｔｃとが含まれている。選択期間のうちの
最初の所定期間がＴＦＴ特性検出期間Ｔａとなっていて、選択期間のうちのＴＦＴ特性検
出期間Ｔａ以外の期間が黒書込期間Ｔｂとなっている。なお、本実施形態においては、Ｔ
ＦＴ特性検出期間Ｔａによって第１期間が実現され、黒書込期間Ｔｂによって第２期間が
実現されている。
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【００８８】
　ＴＦＴ特性検出期間Ｔａには、走査線Ｇ１（ｉ）およびモニタ制御線Ｇ２（ｉ）がアク
ティブな状態とされる。これにより、トランジスタＴ１およびトランジスタＴ３がオン状
態となる。また、ＴＦＴ特性検出期間Ｔ１には、ＴＦＴ特性を検出するための参照電圧Ｖ
ｒｅｆがデータ線Ｓ（ｊ）に印加される。これにより、参照電圧Ｖｒｅｆの書き込みが行
われ、トランジスタＴ２もオン状態となる。その結果、図１３で符号７２で示す矢印のよ
うに、トランジスタＴ２を流れる電流は、トランジスタＴ３を介してモニタ線Ｍ（ｊ）に
出力される。さらに、ＴＦＴ特性検出期間Ｔａには、切替制御信号ＳＷによってモニタ線
Ｍ（ｊ）は電流測定部３８に接続される。これにより、モニタ線Ｍ（ｊ）に出力された電
流（シンク電流）が、電流測定部３８によって測定される。以上のようにして、トランジ
スタＴ２のゲート－ソース間の電圧を所定の大きさ（参照電圧Ｖｒｅｆの大きさ）にした
状態で当該トランジスタＴ２のドレイン－ソース間を流れる電流の大きさが測定され、Ｔ
ＦＴ特性が検出される。
【００８９】
　ところで、本実施形態においては、図１４に示すように、ＴＦＴ特性検出期間Ｔａには
参照電圧Ｖｒｅｆとして２種類の参照電圧（第１参照電圧Ｖｒｅｆ１および第２参照電圧
Ｖｒｅｆ２）がデータ線Ｓ（ｊ）に印加される。これにより、第１参照電圧Ｖｒｅｆ１に
基づくＴＦＴ特性と第２参照電圧Ｖｒｅｆ２に基づくＴＦＴ特性とが検出される。
【００９０】
　黒書込期間Ｔｂには、走査線Ｇ１（ｉ）はアクティブな状態で維持され、モニタ制御線
Ｇ２（ｉ）は非アクティブな状態とされる。これにより、トランジスタＴ１はオン状態で
維持され、トランジスタＴ３はオフ状態となる。また、黒書込期間Ｔｂには、黒色表示に
相当する電圧Ｖｂｌａｃｋがデータ線Ｓ（ｊ）に印加されるので、トランジスタＴ２はオ
フ状態となる。以上より、トランジスタＴ２には電流は流れない。なお、黒書込期間Ｔｂ
には、“オフセットメモリ５１に格納されているオフセット値とＴＦＴ特性検出期間Ｔａ
に求められたオフセット値との差分”（第１の値）と“ゲインメモリ５２に格納されてい
るゲイン値とＴＦＴ特性検出期間Ｔａに求められたゲイン値とから計算される、発光電圧
相当分の電圧”（第２の値）との和の電圧がモニタ線Ｍ（ｊ）に印加される。これにより
、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化の程度に応じた電圧が発光期間Ｔｃの前にモニタ線Ｍ（ｊ
）に印加され、発光期間Ｔｃにおける充電時間の長さが短縮される。
【００９１】
　発光期間Ｔｃには、走査線Ｇ１（ｉ）は非アクティブな状態とされ、モニタ制御線Ｇ２
（ｉ）はアクティブな状態とされる。ここで、発光期間Ｔｃの前の黒書込期間Ｔｂに黒色
表示に相当する電圧Ｖｂｌａｃｋに基づく書き込みが行われているので、トランジスタＴ
２はオフ状態になっている。また、発光期間ＴｃのうちのＯＬＥＤ特性を検出するための
期間には、モニタ線Ｍ（ｊ）は電圧測定部３９に接続され、一定電流がモニタ線Ｍ（ｊ）
に供給される。これにより、図１５で符号７３で示す矢印のように、モニタ線Ｍ（ｊ）か
ら有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに一定電流であるデータ電流が供給される。この状態において、
電圧測定部３９によって、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光電圧が測定される。以上のように
、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに一定の電流が与えられた状態で有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陽極の
電圧を測定することによって、ＯＬＥＤ特性が検出される。
【００９２】
　ところで、発光期間Ｔｃに有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに供給されるデータ電流は一定電流で
ある。このため、本実施形態においては、所望の階調表示を行うために、有機ＥＬ素子Ｏ
ＬＥＤが発光する時間の長さが調整される。例えば、上記一定電流を白色表示に相当する
電流とし、階調が高いほど発光時間を長くし、階調が低いほど発光時間を短くする。これ
を実現するために、例えば、図１６に示すように、階調が高いほどモニタ線Ｍが電圧測定
部３９に接続されている期間Ｔｃ１を長くし、階調が低いほどモニタ線Ｍが電流測定部３
８に接続されている期間Ｔｃ２を長くする。その際、ゲインメモリ５２に格納されている
ゲイン値とＴＦＴ特性検出期間Ｔａに求められたゲイン値との差分から求められる劣化補
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正係数に基づいて、上記期間Ｔｃ１，Ｔｃ２の長さが調整される。以上のように、１フレ
ーム期間での発光電流の積分値が所望の階調に相当する値となるよう、有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤが発光する時間の長さが調整される。換言すれば、目標輝度に応じて、一定電流を有
機ＥＬ素子ＯＬＥＤに与える時間の長さが調整される。なお、１フレーム期間での発光電
流の積分値が所望の階調に相当する値になるのであれば、発光期間Ｔｃ中に電流値を変化
させて、複数の動作点での特性（電流－電圧特性）を測定するようにしても良い。また、
有機ＥＬ素子ＯＬＥＤが発光する時間の長さを一定にして、階調に応じて電流値を変化さ
せるようにしても良い。この場合、ゲインメモリ５２に格納されているゲイン値とＴＦＴ
特性検出期間Ｔａに求められたゲイン値との差分から求められる劣化補正係数に基づいて
、モニタ線Ｍに供給する電流の大きさを求めると良い。なお、ゲインメモリ５２にはＴＦ
Ｔ特性およびＯＬＥＤ特性の双方を考慮したゲイン値が格納されているので、ゲインメモ
リ５２に格納されているゲイン値とＴＦＴ特性検出期間Ｔａに求められたゲイン値との差
分はＯＬＥＤ特性を表す値となる。
【００９３】
　また、本実施形態においては、図１７に示すように、非モニタ行よりもモニタ行の方が
選択期間の長さが長い。従って、モニタ行と非モニタ行とで発光期間の長さが異なってい
る。そこで、１フレーム期間での発光電流の積分値が所望の階調に相当する値となるよう
、データ電流の調整が行われる。
【００９４】
　なお、目標とする階調が黒色表示に相当する階調あるいはそれに近い階調のときにはＯ
ＬＥＤ特性の検出を行わないようにすることが好ましい。すなわち、ｎ行×ｍ列の画素マ
トリクスのうち黒色またはほぼ黒色の表示が行われる画素についてはＯＬＥＤ特性の検出
が行われないようにすることが好ましい。これにより、不必要な発光を防止することがで
きる。有機ＥＬ素子ＯＬＥＤは非発光であれば劣化しないので、特性を検出する必要がな
い。
【００９５】
　＜１．３．２　オフセットメモリおよびゲインメモリの更新＞
　次に、オフセットメモリ５１に格納されているオフセット値およびゲインメモリ５２に
格納されているゲイン値がどのように更新されるかについて説明する。図１８は、オフセ
ットメモリ５１およびゲインメモリ５２の更新の手順を説明するためのフローチャートで
ある。なお、ここでは１つの画素に対応するオフセット値およびゲイン値に着目する。
【００９６】
　まず、ＴＦＴ特性検出期間Ｔａの前半に、第１参照電圧Ｖｒｅｆ１に基づくＴＦＴ特性
の検出が行われる（ステップＳ１１０）。このステップＳ１１０によって、映像信号を補
正するためのオフセット値が求められる。ステップＳ１１０で求められたオフセット値は
、オフセット値用バッファに格納される（ステップＳ１２０）。ＴＦＴ特性検出期間Ｔａ
の後半には、第２参照電圧Ｖｒｅｆ２に基づくＴＦＴ特性の検出が行われる（ステップＳ
１３０）。このステップＳ１３０によって、映像信号を補正するためのゲイン値が求めら
れる。ステップＳ１３０で求められたゲイン値は、ゲイン値用バッファに格納される（ス
テップＳ１４０）。
【００９７】
　その後、発光期間Ｔｃに、ＯＬＥＤ特性の検出が行われる（ステップＳ１５０）。この
ステップＳ１５０によって、映像信号を補正するためのオフセット値および劣化補正係数
が求められる。そして、オフセット値用バッファに格納されているオフセット値とステッ
プＳ１５０で求められたオフセット値との和が、新たなオフセット値としてオフセットメ
モリ５１に格納される（ステップＳ１６０）。また、ゲイン値用バッファに格納されてい
るゲイン値とステップＳ１５０で求められた劣化補正係数との積が、新たなゲイン値とし
てゲインメモリ５２に格納される（ステップＳ１７０）。
【００９８】
　以上のようにして、１つの画素に対応するオフセット値およびゲイン値の更新が行われ
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る。本実施形態においては、各フレームに１つの行についてのＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ
特性の検出が行われるので、１フレームにつきオフセットメモリ５１内のｍ個のオフセッ
ト値およびゲインメモリ５２内のｍ個のゲイン値の更新が行われる。
【００９９】
　なお、本実施形態においては、ステップＳ１１０，ステップＳ１３０，およびステップ
Ｓ１５０での検出結果に基づいて得られるデータ（オフセット値，ゲイン値，劣化補正係
数）によって特性データが実現されている。
【０１００】
　ところで、上述したように、発光期間Ｔｃには有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光電圧の測定
が行われる。その測定結果としての検出電圧が大きいほど、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化
の程度は大きい。従って、検出電圧が大きいほど、オフセット値が大きくかつゲイン値が
大きくなるようにオフセットメモリ５１およびゲインメモリ５２の更新が行われる。
【０１０１】
　＜１．３．３　映像信号の補正＞
　本実施形態においては、駆動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化を
補償するために、オフセットメモリ５１およびゲインメモリ５２に格納されている補正デ
ータを用いて、外部から送られる映像信号の補正が行われる。以下、映像信号のこの補正
について説明する。
【０１０２】
　外部から送られる映像信号の補正は、コントロール回路２０内の映像信号補正部（不図
示）で行われる。図１９は、映像信号補正部の構成を示す図である。映像信号補正部は、
ＬＵＴ２１１，乗算部２１２，および加算部２１３を備えている。このような構成におい
て、各画素に対応する映像信号の値は次のように補正される。
【０１０３】
　まず、ＬＵＴ２１１を用いて、外部から送られる映像信号にガンマ補正が施される。す
なわち、映像信号が示す階調Ｐがガンマ補正によって制御電圧Ｖｃに変換される。乗算部
２１２は、制御電圧Ｖｃとゲインメモリ５２から読み出されたゲイン値Ｂとを受け取り、
それらを乗じて得られる値“Ｖｃ・Ｂ”を出力する。加算部２１３は、乗算部２１２から
出力された値“Ｖｃ・Ｂ”とオフセットメモリ５１から読み出されたオフセット値Ｖｔと
を受け取り、それらを加算することによって得られる値“Ｖｃ・Ｂ＋Ｖｔ”を出力する。
以上のようにして得られた値“Ｖｃ・Ｂ＋Ｖｔ”がデータ信号ＤＡとしてコントロール回
路２０からソースドライバ３０に送られる。
【０１０４】
　＜１．３．４　駆動方法のまとめ＞
　図１は、ＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出に関連する動作の概略を説明するための
フローチャートである。まず、モニタ行において、ＴＦＴ特性検出期間ＴａにＴＦＴ特性
の検出が行われる（ステップＳ１０）。次に、モニタ行において、発光期間ＴｃにＯＬＥ
Ｄ特性の検出が行われる（ステップＳ２０）。その後、ステップＳ１０およびステップＳ
２０での検出結果を用いて、オフセットメモリ５１およびゲインメモリ５２の更新が行わ
れる。そして、オフセットメモリ５１およびゲインメモリ５２に格納されている補正デー
タを用いて、外部から送られる映像信号の補正が行われる（ステップＳ４０）。
【０１０５】
　なお、本実施形態においては、ステップＳ１０によって第１の特性検出ステップが実現
され、ステップＳ２０によって第２の特性検出ステップが実現され、ステップＳ３０によ
って補正データ記憶ステップが実現され、ステップＳ４０によって映像信号補正ステップ
が実現されている。また、ステップＳ１０の処理によって第１の特性検出処理が実現され
、ステップＳ２０の処理によって第２の特性検出処理が実現されている。
【０１０６】
　＜１．４　効果＞
　本実施形態によれば、各フレームにおいて１つの行についてのＴＦＴ特性およびＯＬＥ
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Ｄ特性の検出が行われる。モニタ行に着目すると、１フレーム期間において、選択期間中
の一部の期間（ＴＦＴ特性検出期間Ｔａ）にＴＦＴ特性の検出が行われ、発光期間中にＯ
ＬＥＤ特性の検出が行われる。そして、ＴＦＴ特性の検出結果およびＯＬＥＤ特性の検出
結果の双方を考慮して求められた補正データ（オフセット値およびゲイン値）を用いて、
外部から送られる映像信号が補正される。このようにして補正された映像信号（上記デー
タ信号ＤＡ）に基づくデータ電圧がデータ線Ｓに印加されるので、各画素回路１１内の有
機ＥＬ素子ＯＬＥＤを発光させる際に、駆動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤの劣化が補償されるような大きさの駆動電流が有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに供給される（
図２０参照）。ここで、ＯＬＥＤ特性の検出については、上述のように発光期間中に行わ
れる。従って、ＴＦＴ特性やＯＬＥＤ特性を検出するために発光期間の長さが従来よりも
短くなることはない。以上のように、本実施形態によれば、有機ＥＬ表示装置において駆
動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化の双方を特性検出の際に特別な
発光をさせることなく同時に補償することが可能となる。
【０１０７】
　また、本実施形態においては、画素回路１１内のトランジスタＴ１～Ｔ３に酸化物ＴＦ
Ｔ（具体的にはＩＧＺＯ－ＴＦＴ）が採用されているので、充分なＳ／Ｎ比を確保できる
という効果が得られる。これについて以下に説明する。ＩＧＺＯ－ＴＦＴとＬＴＰＳ（Lo
w Temperature Poly silicon）－ＴＦＴとを比較すると、ＬＴＰＳ－ＴＦＴよりもＩＧＺ
Ｏ－ＴＦＴの方がオフ電流が極めて小さい。例えば、画素回路１１内のトランジスタＴ３
にＬＴＰＳ－ＴＦＴが採用されている場合には、オフ電流は最大１ｐＡ程度となる。これ
に対して、画素回路１１内のトランジスタＴ３にＩＧＺＯ－ＴＦＴが採用されている場合
には、オフ電流は最大１０ｆＡ程度となる。従って、例えば１０００行分のオフ電流は、
ＬＴＰＳ－ＴＦＴが採用されている場合には最大１ｎＡ程度となり、ＩＧＺＯ－ＴＦＴが
採用されている場合には最大１０ｐＡ程度となる。検出電流については、いずれが採用さ
れている場合にも１０～１００ｎＡ程度となる。ところで、モニタ線Ｍは、モニタ行の画
素回路１１だけでなく非モニタ行の画素回路１１とも接続されている。従って、モニタ線
ＭのＳ／Ｎ比は、非モニタ行のトランジスタＴ３の漏れ電流の合計に依存する。具体的に
は、モニタ線ＭのＳ／Ｎ比は「検出電流／（漏れ電流×非モニタ行の行数）」で表される
。以上のことから、例えば、“Ｌａｎｄｓｃａｐｅ　ＦＨＤ”の表示部１０を有する有機
ＥＬ表示装置においては、ＬＴＰＳ－ＴＦＴが採用されている場合にはＳ／Ｎ比は１０程
度となるのに対し、ＩＧＺＯ－ＴＦＴが採用されている場合にはＳ／Ｎ比は１０００程度
となる。このように、本実施形態においては、電流の検出を行う際に充分なＳ／Ｎ比を確
保することができる。
【０１０８】
　＜１．５　変形例＞
　以下、上記第１の実施形態の変形例について説明する。なお、以下においては、第１の
実施形態と異なる点についてのみ詳しく説明し、第１の実施形態と同様の点については説
明を省略する。
【０１０９】
　＜１．５．１　第１の変形例＞
　図２１は、第１の実施形態の第１の変形例に係るアクティブマトリクス型の有機ＥＬ表
示装置２の全体構成を示すブロック図である。本変形例においては、第１の実施形態にお
けるオフセットメモリ５１およびゲインメモリ５２に代えて、ＴＦＴ用オフセットメモリ
５１ａ，ＯＬＥＤ用オフセットメモリ５１ｂ，ＴＦＴ用ゲインメモリ５２ａ，およびＯＬ
ＥＤ用ゲインメモリ５２ｂが設けられている。すなわち、本変形例においては、オフセッ
トメモリおよびゲインメモリのそれぞれが、駆動トランジスタの劣化を補償するために用
いられるメモリと有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化を補償するために用いられるメモリとに分
けられている。
【０１１０】
　ＴＦＴ用オフセットメモリ５１ａは、ＴＦＴ特性の検出結果に基づくオフセット値を記
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憶する。ＯＬＥＤ用オフセットメモリ５１ｂは、ＯＬＥＤ特性の検出結果に基づくオフセ
ット値を記憶する。ＴＦＴ用ゲインメモリ５２ａは、ＴＦＴ特性の検出結果に基づくゲイ
ン値を記憶する。ＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂは、ＯＬＥＤ特性の検出結果に基づく劣
化補正係数を記憶する。
【０１１１】
　特性検出動作（図１２）に関し、本変形例においては、黒書込期間Ｔｂには、“ＯＬＥ
Ｄ用オフセットメモリ５１ｂに格納されているオフセット値”と“ＯＬＥＤ用ゲインメモ
リ５２ｂに格納されている劣化補正係数から計算される、発光電圧相当分の電圧”との和
の電圧がモニタ線Ｍに印加される。また、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間の長さは、Ｏ
ＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂに格納されている劣化補正係数に基づいて調整される。有機
ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間の長さを一定にして階調に応じて電流値を変化させる構成を
採用する場合には、ＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂに格納されている劣化補正係数に基づ
いて、モニタ線Ｍに供給する電流の大きさを求めると良い。
【０１１２】
　次に、本変形例におけるオフセットメモリおよびゲインメモリの更新について説明する
。図２２は、ＴＦＴ用オフセットメモリ５１ａ，ＯＬＥＤ用オフセットメモリ５１ｂ，Ｔ
ＦＴ用ゲインメモリ５２ａ，およびＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂの更新の手順を説明す
るためのフローチャートである。なお、ここでは１つの画素に対応するオフセット値およ
びゲイン値に着目する。
【０１１３】
　まず、ＴＦＴ特性検出期間Ｔａの前半に、第１参照電圧Ｖｒｅｆ１に基づくＴＦＴ特性
の検出が行われる（ステップＳ２１０）。このステップＳ２１０によって、映像信号を補
正するためのオフセット値が求められる。そして、ステップＳ２１０で求められたオフセ
ット値が、新たなオフセット値としてＴＦＴ用オフセットメモリ５１ａに格納される（ス
テップＳ２２０）。ＴＦＴ特性検出期間Ｔａの後半には、第２参照電圧Ｖｒｅｆ２に基づ
くＴＦＴ特性の検出が行われる（ステップＳ２３０）。このステップＳ２３０によって、
映像信号を補正するためのゲイン値が求められる。そして、ステップＳ２３０で求められ
たゲイン値が、新たなゲイン値としてＴＦＴ用ゲインメモリ５２ａに格納される（ステッ
プＳ２４０）。その後、発光期間Ｔｃに、ＯＬＥＤ特性の検出が行われる（ステップＳ２
５０）。このステップＳ２５０によって、映像信号を補正するためのオフセット値および
劣化補正係数が求められる。そして、ステップＳ２５０で求められたオフセット値が、新
たなオフセット値としてＯＬＥＤ用オフセットメモリ５１ｂに格納される（ステップＳ２
６０）。また、ステップＳ２５０で求められた劣化補正係数が、新たな劣化補正係数とし
てＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂに格納される（ステップＳ２７０）。本変形例において
は、以上のようにして、オフセットメモリおよびゲインメモリの更新が行われる。
【０１１４】
　次に、本変形例における効果について説明する。特性検出動作（図１２）に関し、仮に
、黒書込期間Ｔｂにモニタ線Ｍの電位がローレベル電源線ＥＬＶＳＳの電位と等しくされ
た場合、発光期間Ｔｃにおける書き込みの際にモニタ線Ｍの容量によっては遅延が生じう
る。有機ＥＬ素子の発光電圧と書き込み直前におけるモニタ線Ｍの電位との差をＶｄとし
、モニタ線Ｍに書き込む電流の大きさをｉ＿Ｌとし、モニタ線Ｍの負荷をＣｍｐとすると
、充電に要する時間ｔ＿ｃｈａｒｇｅは、次式（１）で表される。
　ｔ＿ｃｈａｒｇｅ＝Ｃｍｐ・Ｖｄ／ｉ＿Ｌ　　　　　　　・・・（１）
ここで、Ｖｄが３Ｖであって、ｉ＿Ｌが１０ｎＡであって、Ｃｍｐが３０ｐＦであれば、
充電に要する時間ｔ＿ｃｈａｒｇｅは９ミリ秒となる。駆動周波数が６０Ｈｚのとき、１
フレーム期間の長さは約１６ミリ秒であるので、充電のために１フレーム期間の半分以上
の期間が費やされる。この点、本変形例においては、黒書込期間Ｔｂに、“ＯＬＥＤ用オ
フセットメモリ５１ｂに格納されているオフセット値”と“ＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２
ｂに格納されている劣化補正係数から計算される、発光電圧相当分の電圧”との和の電圧
がモニタ線Ｍに印加される。すなわち、発光期間Ｔｃの前に、モニタ線Ｍの電位が有機Ｅ
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Ｌ素子ＯＬＥＤの発光閾値に近い電位になるよう予めモニタ線Ｍが充電される。これによ
り、上式（１）のＶｄが小さくなり、充電に要する時間が短縮される。
【０１１５】
　また、本変形例によれば、モニタ行での特性検出動作の際に、発光期間Ｔｃにモニタ線
Ｍから有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに供給される電流がＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂに格納さ
れている劣化補正係数に基づいて調整される。すなわち、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化の
程度に応じて電流の調整が行われるので、電流効率の低下が補償される。なお、非モニタ
行での通常動作の際には、駆動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化の
双方を考慮した補償が行われる。
【０１１６】
　さらに、本変形例においては、オフセットメモリおよびゲインメモリのそれぞれが、駆
動トランジスタの劣化を補償するために用いられるメモリと有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化
を補償するために用いられるメモリとに分けられている。このため、有機ＥＬ素子ＯＬＥ
Ｄの劣化のみを考慮して有機ＥＬ素子に供給する電流を調整することが可能となる。その
際、図２３に示すように劣化の最も少ない画素の劣化レベルに合わせて電流を増加させる
ことによって、焼き付きに対する補償を行うことが可能となる。
【０１１７】
　＜１．５．２　第２の変形例＞
　上記第１の実施形態においては、図７に示すように、モニタ線Ｍは電流測定部３８また
は電圧測定部３９のいずれかに接続される構成となっていた。しかしながら、本発明はこ
れに限定されず、モニタ線Ｍをハイインピーダンスの状態にすることが可能な構成（本変
形例の構成）を採用することもできる。
【０１１８】
　図２４は、本変形例におけるモニタ線Ｍの一端部近傍の構成を示す図である。図２４か
ら把握されるように、本変形例においては、切替制御信号ＳＷによって、モニタ線Ｍは、
電流測定部３８に接続された状態または電圧測定部３９に接続された状態またはハイイン
ピーダンスの状態のいずれかとされる。
【０１１９】
　ところで、第１の実施形態においては、発光期間Ｔｃ（図１２参照）における有機ＥＬ
素子ＯＬＥＤの発光時間の長さの調整に関し、図１６に示すように、階調が高いほどモニ
タ線Ｍが電圧測定部３９に接続されている期間Ｔｃ１を長くし、階調が低いほどモニタ線
Ｍが電流測定部３８に接続されている期間Ｔｃ２を長くしていた。これに対して、本変形
例によれば、モニタ線Ｍを電流測定部３８に接続する代わりに、モニタ線Ｍをハイインピ
ーダンスの状態にすることができる。
【０１２０】
　＜１．５．３　第３の変形例＞
　上記第１の実施形態においては、１つの列につき電流測定部３８と電圧測定部３９とか
らなる１つのモニタ回路３２２が設けられていることを前提に説明していた。しかしなが
ら、本発明はこれに限定されず、１つのモニタ回路３２２を複数の列で共有化する構成（
本変形例の構成）を採用することもできる。
【０１２１】
　本変形例においては、上記第２の変形例（図２４参照）と同様、モニタ線Ｍは、電流測
定部３８に接続された状態または電圧測定部３９に接続された状態またはハイインピーダ
ンスの状態のいずれかとされる。また、本変形例においては、モニタ線Ｍの一端部近傍は
図２５に示す構成となっている。すなわち、Ｋ本のモニタ線Ｍ毎に１つのモニタ回路３２
２が設けられている。
【０１２２】
　以上のような構成において、各フレームにおいて、上記Ｋ本のモニタ線Ｍに対応するＫ
個の列のうちの１つの列のみがＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出を行う列（以下、「
特性検出対象列という。）とされる。モニタ行での特性検出動作の際、特性検出対象列以
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外の列のモニタ線Ｍは、ハイインピーダンスの状態で維持される。また、モニタ行での特
性検出動作の際、特性検出対象列以外の列では、データ線Ｄには参照電圧Ｖｒｅｆではな
く通常のデータ電圧（目標輝度に対応する電圧）が印加される。発光期間Ｔｃ中、モニタ
行ではトランジスタＴ３はオン状態になっているが、特性検出対象列以外の列では、モニ
タ線Ｍはハイインピーダンスの状態となっている。このため、特性検出対象列以外の列で
は、モニタ線Ｍには電流が流れず、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに電流が流れ、通常動作と同様
に有機ＥＬ素子ＯＬＥＤが発光する。モニタ行のうちの特性検出対象列では、上述した特
性検出動作が行われる。
【０１２３】
　例えば、“Ｌａｎｄｓｃａｐｅ　ＦＨＤ”の表示部１０を有し駆動周波数が６０Ｈｚで
ある有機ＥＬ表示装置では、１列分のモニタ（ＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出）に
要する時間は１８秒（＝１０８０／６０）となる。ここで、各画素に対応するオフセット
値およびゲイン値が仮に３０分（１８００秒）毎に更新されるようにするには、１００本
のモニタ線Ｍ毎に１つのモニタ回路３２２を設ける構成にすれば良い。
【０１２４】
　以上より、本変形例によれば、有機ＥＬ表示装置において、回路面積の増大を抑制しつ
つ駆動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化の双方を特性検出の際に特
別な発光をさせることなく同時に補償することが可能となる。
【０１２５】
　＜１．５．４　第４の変形例＞
　上記第１の実施形態によれば、有機ＥＬ表示装置１の短時間運転が繰り返されると、表
示部１０の上方の行と表示部１０の下方の行との間で、ＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の
検出の回数に大きな差が生じる。そこで、本変形例に係る有機ＥＬ表示装置３においては
、図２６に示すように、コントロール回路２０内にモニタ行を記憶するためのモニタ行記
憶部２０１が設けられている。このような構成において、電源オフの際に、最後にＴＦＴ
特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われた行を特定する情報がモニタ行記憶部２０１に格
納される。この処理によってモニタ領域記憶ステップが実現されている。電源オン後には
、モニタ行記憶部２０１に格納されている情報に基づいて特定される行の次の行から、Ｔ
ＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われる。なお、本実施形態においては、モニタ行
記憶部２０１によってモニタ領域記憶部が実現されている。
【０１２６】
　以上より、本変形例によれば、表示部１０の上方の行と表示部１０の下方の行との間で
ＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出の回数に差が生じることが防止される。このため、
駆動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化に対する補償を画面全体で一
様に行うことが可能となり、輝度のばらつきの発生が効果的に防止される。
【０１２７】
　なお、電源オン後に最初にＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われる行は、モニ
タ行記憶部２０１に格納されている情報に基づいて特定される行の次の行には限定されず
、モニタ行記憶部２０１に格納されている情報に基づいて特定される行の近傍の行であっ
ても良い。例えば、電源オフ直前と電源オン直後とで特性検出動作が重複して行われる行
が存在しても良い。
【０１２８】
　また、最後にＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われた列を特定する情報を記憶
するようにしても良いし、最後にＴＦＴ特性およびＯＬＥＤ特性の検出が行われた行およ
び列の双方を特定する情報を記憶するようにしても良い。
【０１２９】
　＜１．５．５　第５の変形例＞
　図２７は、有機ＥＬ素子の電流－電圧特性の温度依存性について説明するための図であ
る。図２７には、温度ＴＥ１における有機ＥＬ素子の電流－電圧特性，温度ＴＥ２におけ
る有機ＥＬ素子の電流－電圧特性，および温度ＴＥ３における有機ＥＬ素子の電流－電圧
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特性を示している。なお、“ＴＥ１＞ＴＥ２＞ＴＥ３”である。図２７から把握されるよ
うに、有機ＥＬ素子に所定の電流を供給するためには、温度が低くなるほど電圧を高くす
る必要がある。このように、有機ＥＬ素子の電流－電圧特性は、温度に大きく依存してい
る。そこで、温度変化を補償することのできる構成（本変形例の構成）を採用することが
好ましい。
【０１３０】
　図２８は、本変形例における有機ＥＬ表示装置４の全体構成を示すブロック図である。
本変形例においては、上記第１の実施形態における構成要素に加えて、温度センサ６０が
設けられている。また、コントロール回路２０には、温度変化補償部２０２が設けられて
いる。温度センサ６０は、随時、温度を測定した結果である温度情報ＴＥをコントロール
回路２０に与える。温度変化補償部２０２は、ソースドライバ３０から与えられるモニタ
データＭＯに対して、温度情報ＴＥに基づく補正を施す。詳しくは、温度変化補償部２０
２は、検出時の温度に対応するモニタデータＭＯの値を或る標準温度に対応する値に変換
し、その変換で得られた値に基づいてオフセットメモリ５１内のオフセット値およびゲイ
ンメモリ５２内のゲイン値を更新する。
【０１３１】
　なお、温度センサ６０の処理によって温度検出ステップが実現され、温度変化補償部２
０２の処理によって温度変化補償ステップが実現されている。
【０１３２】
　図２９は、本変形例におけるオフセットメモリ５１およびゲインメモリ５２の更新の手
順を説明するためのフローチャートである。なお、本変形例（図２９）におけるステップ
Ｓ３１０～ステップＳ３５０の処理は上記第１の実施形態（図１８）におけるステップＳ
１１０～ステップＳ１５０の処理と同じであり、本変形例（図２９）におけるステップＳ
３６０～ステップＳ３７０の処理は上記第１の実施形態（図１８）におけるステップＳ１
６０～ステップＳ１７０の処理と同じである。本変形例においては、ＯＬＥＤ特性の検出
が行われた後、オフセット値およびゲイン値の更新が行われる前に、温度センサ６０によ
って与えられた温度情報ＴＥに基づいて、オフセット値およびゲイン値に補正が施される
（ステップＳ３５５）。
【０１３３】
　以上より、本変形例によれば、外部から送られる映像信号は、温度変化を考慮した補正
データ（オフセット値およびゲイン値）によって補正される。このため、有機ＥＬ表示装
置において、温度の変化に関わらず駆動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ
の劣化の双方を同時に補償することが可能となる。
【０１３４】
　＜１．５．６　第６の変形例＞
　上記第１の実施形態においては、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに一定の電流が与えられた状態
で有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陽極の電圧を測定することによってＯＬＥＤ特性の検出が行わ
れていた。しかしながら、本発明はこれに限定されず、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに一定の電
圧が与えられた状態で有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに流れる電流を測定することによってＯＬＥ
Ｄ特性の検出が行われる構成（本変形例の構成）であっても良い。
【０１３５】
　本変形例においては、ＴＦＴ特性の検出もＯＬＥＤ特性の検出も電流を測定することに
よって行われる。このため、電圧を測定するための構成要素についてはモニタ回路内に設
ける必要がない。従って、本変形例においては、モニタ回路の構成が上記第１の実施形態
とは異なっている。図３０は、本変形例におけるモニタ回路３２３の詳細な構成を示す図
である。このモニタ回路３２３には、オペアンプ３２３１とコンデンサ３２３２と第１の
スイッチ３２３３と第２のスイッチ３２３４とオフセット・増幅率調整部３２３５とＡ／
Ｄコンバータ３２３６とが含まれている。オペアンプ３２３１については、非反転入力端
子は第２のスイッチ３２３４に接続され、反転入力端子はモニタ線Ｍに接続されている。
コンデンサ３２３２および第１のスイッチ３２３３は、オペアンプ３２３１の出力端子と
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モニタ線Ｍとの間に設けられている。オフセット・増幅率調整部３２３５は、オペアンプ
３２３１の出力端子とＡ／Ｄコンバータ３２３６との間に設けられている。第２のスイッ
チ３２３４は、オペアンプ３２３１の非反転入力端子の電位をローレベル電源線ＥＬＶＳ
Ｓの電位とＯＬＥＤ特性検出用の電位Ｖｅｌとの間で切り替えるためのスイッチとして機
能する。以上のように、このモニタ回路３２３は積分回路で構成されている。なお、ＯＬ
ＥＤ特性検出用の電位Ｖｅｌは、“オフセットメモリ５１に格納されているオフセット値
とＴＦＴ特性検出期間Ｔａに求められたオフセット値との差分”（第１の値）と“ゲイン
メモリ５２に格納されているゲイン値とＴＦＴ特性検出期間Ｔａに求められたゲイン値と
から計算される、発光電圧相当分の電圧”（第２の値）との和に相当する電位である。
【０１３６】
　以上のような構成において、ＴＦＴ特性を検出するために電流の測定が行われる際には
、第２制御クロック信号Ｓｃｌｋ２によってオペアンプ３２３１の非反転入力端子の電位
がローレベル電源線ＥＬＶＳＳの電位にされた状態で、上記第１の実施形態と同様の動作
が行われる。ＯＬＥＤ特性を検出するために電流の測定が行われる際には、まず、第２制
御クロック信号Ｓｃｌｋ２によってオペアンプ３２３１の非反転入力端子の電位がＯＬＥ
Ｄ特性検出用の電位Ｖｅｌにされるとともに、第１制御クロック信号Ｓｃｌｋ１によって
第１のスイッチ３２３３がオン状態にされる。これにより、オペアンプ３２３１の出力端
子－反転入力端子間が短絡状態となり、モニタ線Ｍの電位がＯＬＥＤ特性検出用の電位Ｖ
ｅｌと等しくなる。そして、第１制御クロック信号Ｓｃｌｋ１によって第１のスイッチ３
２３３がオフ状態にされる。これにより、コンデンサ３２３２の存在に起因して、モニタ
線Ｍに流れる電流（有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに供給されるソース電流）の大きさに応じてオ
ペアンプ３２３１の出力端子の電位が変化する。その電位の変化が、Ａ／Ｄコンバータ３
２３６から出力されるデジタル信号に反映される。そして、そのデジタル信号がモニタデ
ータＭＯとしてモニタ回路３２３から出力される。なお、オフセット・増幅率調整部３２
３５は、ＴＦＴ特性検出の際とＯＬＥＤ特性検出の際とでＡ／Ｄコンバータ３２３６への
入力レベルを同じにする機能を有している。
【０１３７】
　本変形例においては、以上のようにして、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに一定の電圧が与えら
れた状態で有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに流れる電流を測定することによってＯＬＥＤ特性の検
出が行われる。これにより、測定時間の短縮が可能となる。
【０１３８】
　なお、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに与える一定の電圧の大きさについては、ゲインメモリ５
２に格納されているゲイン値とＴＦＴ特性検出期間Ｔａに求められたゲイン値との差分か
ら求められる劣化補正係数に基づいて求めると良い。また、オフセットメモリ５１および
ゲインメモリ５２に代えて、ＴＦＴ用オフセットメモリ５１ａ，ＯＬＥＤ用オフセットメ
モリ５１ｂ，ＴＦＴ用ゲインメモリ５２ａ，およびＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂが設け
られている場合（第１の変形例を参照）には、ＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂに格納され
ている劣化補正係数に基づいて、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに与える一定の電圧の大きさを求
めると良い。
【０１３９】
　また、ＯＬＥＤ特性の検出の際には、目標輝度に応じて、一定電圧を有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤに与える時間の長さが調整されることが好ましい。また、１フレーム期間での発光電
流の積分値が所望の階調に相当する値になるのであれば、発光期間Ｔｃ中に電圧値を変化
させて、複数の動作点での特性（電流－電圧特性）を測定するようにしても良い。
【０１４０】
　＜２．１　第２の実施形態＞
　＜２．１　全体構成＞
　図３１は、本発明の第２の実施形態に係るアクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置
５の全体構成を示すブロック図である。図３１に示すように、本実施形態においては、表
示部１０ａには、ｍ本のデータ線Ｓ（１）～Ｓ（ｍ），ｍ本のモニタ線Ｍ（１）～Ｍ（ｍ
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），ｎ本の走査線Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ），ｎ本のモニタ制御線Ｇ２（１）～Ｇ２（ｎ）
に加えて、ｎ本のハイレベル電源制御線Ｇ３（１）～Ｇ３（ｎ）が設けられている。走査
線Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ）とモニタ制御線Ｇ２（１）～Ｇ２（ｎ）とハイレベル電源制御
線Ｇ３（１）～Ｇ３（ｎ）とは互いに平行になっている。なお、以下においては、ｎ本の
ハイレベル電源制御線Ｇ３（１）～Ｇ３（ｎ）を互いに区別する必要がない場合にはハイ
レベル電源制御線を単に符号Ｇ３で表す。コントロール回路２０およびソースドライバ３
０については、上記第１の実施形態と同様であるので説明を省略する。
【０１４１】
　本実施形態におけるゲートドライバ４０ａは、ｎ本の走査線Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ），
ｎ本のモニタ制御線Ｇ２（１）～Ｇ２（ｎ），およびｎ本のハイレベル電源制御線Ｇ３（
１）～Ｇ３（ｎ）に接続されている。ゲートドライバ４０ａは、シフトレジスタおよび論
理回路などによって構成されている。ところで、本実施形態においては、上記第１の実施
形態とは異なり、各フレームにおいて、１つの行についてのＴＦＴ特性の検出または１つ
の行についてのＯＬＥＤ特性の検出のいずれかが行われる。なお、本実施形態に関しては
、ＴＦＴ特性の検出またはＯＬＥＤ特性の検出が行われている行のことを「モニタ行」と
いう。また、以下においては、ＴＦＴ特性の検出が行われるフレームを「ＴＦＴ特性検出
フレーム」といい、ＯＬＥＤ特性の検出が行われるフレームを「ＯＬＥＤ特性検出フレー
ム」という。
【０１４２】
　本実施形態においては、或るフレームに１行目についてのＯＬＥＤ特性の検出が行われ
ると、次のフレームには２行目についてのＯＬＥＤ特性の検出が行われ、さらに次のフレ
ームには３行目についてのＯＬＥＤ特性の検出が行われる。その後、４～ｎ行目について
のＯＬＥＤ特性の検出が順次に行われる。ｎ行目についてのＯＬＥＤ特性の検出が行われ
た後、１行目についてのＴＦＴ特性の検出が行われる。そして、２～ｎ行目についてのＴ
ＦＴ特性の検出が順次に行われる。このようにＴＦＴ特性の検出とＯＬＥＤ特性の検出と
は異なるフレームで行われる。但し、ＴＦＴ特性検出フレームとＯＬＥＤ特性検出フレー
ムとでゲートドライバ４０ａは同じように走査線Ｇ１，モニタ制御線Ｇ２，およびハイレ
ベル電源制御線Ｇ３を駆動する。
【０１４３】
　ここで、１行目についてのＯＬＥＤ特性の検出が行われるフレームを（ｋ＋１）フレー
ム目と定義すると、ｎ本の走査線Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ），ｎ本のモニタ制御線Ｇ２（１
）～Ｇ２（ｎ），およびｎ本のハイレベル電源制御線Ｇ３（１）～Ｇ３（ｎ）は、（ｋ＋
１）フレーム目には図３２に示すように駆動され、（ｋ＋２）フレーム目には図３３に示
すように駆動され、（ｋ＋ｎ）フレーム目には図３４に示すように駆動される。ＴＦＴ特
性の検出が行われるフレームについても同様である。図３２～図３４より把握されるよう
に、各フレームにおいて、選択期間（走査線Ｇ１がアクティブな状態になっている期間）
の長さは全ての行で同じにされる。すなわち、本実施形態においては、モニタ行であるか
否かに関わらず、選択期間の長さは一定である。また、各フレームにおいて、非モニタ行
に対応するモニタ制御線Ｇ２は非アクティブな状態で維持される。モニタ行に対応するモ
ニタ制御線Ｇ２については、選択期間開始時点からその１フレーム期間経過後までアクテ
ィブな状態とされる。さらに、各フレームにおいて、非モニタ行に対応するハイレベル電
源制御線Ｇ３はアクティブな状態で維持される。モニタ行に対応するハイレベル電源制御
線Ｇ３については、選択期間開始時点からその１フレーム期間経過後まで非アクティブな
状態とされる。本実施形態においては、以上のようにｎ本の走査線Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ
），ｎ本のモニタ制御線Ｇ２（１）～Ｇ２（ｎ），およびｎ本のハイレベル電源制御線Ｇ
３（１）～Ｇ３（ｎ）が駆動されるよう、ゲートドライバ４０ａが構成されている。
【０１４４】
　また、本実施形態においては、上記第１の実施形態の第１の変形例と同様、オフセット
メモリおよびゲインメモリのそれぞれが、駆動トランジスタの劣化を補償するために用い
られるメモリと有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化を補償するために用いられるメモリとに分け
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られている。すなわち、この有機ＥＬ表示装置５には、外部から送られる映像信号の補正
に使用される補正データを記憶するための構成要素として、ＴＦＴ用オフセットメモリ５
１ａ，ＯＬＥＤ用オフセットメモリ５１ｂ，ＴＦＴ用ゲインメモリ５２ａ，およびＯＬＥ
Ｄ用ゲインメモリ５２ｂが設けられている。
【０１４５】
　＜２．２　画素回路およびモニタ回路の構成＞
　図３５は、本実施形態における画素回路１１ａおよびモニタ回路３２２の構成を示す図
である。なお、図３５に示す画素回路１１ａは、ｉ行ｊ列の画素回路１１である。モニタ
回路３２２の構成については、上記第１の実施形態と同様であるので説明を省略する。但
し、本実施形態においては、モニタ線Ｍが電流測定部３８に接続されているときにはモニ
タ線Ｍにハイレベル電源電圧ＥＬＶＤＤが供給される構成となっている。
【０１４６】
　画素回路１１ａは、１個の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ，４個のトランジスタＴ１～Ｔ４，お
よび１個のコンデンサＣｓｔを備えている。トランジスタＴ１は画素を選択する入力トラ
ンジスタとして機能し、トランジスタＴ２は有機ＥＬ素子ＯＬＥＤへの電流の供給を制御
する駆動トランジスタとして機能し、トランジスタＴ３はＴＦＴ特性やＯＬＥＤ特性を検
出するか否かを制御するモニタ制御トランジスタとして機能し、トランジスタＴ４はハイ
レベル電源線ＥＬＶＤＤからの駆動電流の供給を制御するハイレベル電源制御トランジス
タとして機能する。
【０１４７】
　トランジスタＴ１は、データ線Ｓ（ｊ）とトランジスタＴ２のゲート端子との間に設け
られている。そのトランジスタＴ１に関し、走査線Ｇ１（ｉ）にゲート端子が接続され、
データ線Ｓ（ｊ）にソース端子が接続されている。トランジスタＴ２は、有機ＥＬ素子Ｏ
ＬＥＤと直列に設けられている。そのトランジスタＴ２に関し、トランジスタＴ１のドレ
イン端子にゲート端子が接続され、トランジスタＴ４のソース端子にドレイン端子が接続
され、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのアノード端子にソース端子が接続されている。トランジス
タＴ３については、モニタ制御線Ｇ２（ｉ）にゲート端子が接続され、トランジスタＴ２
のドレイン端子にドレイン端子が接続され、モニタ線Ｍ（ｊ）にソース端子が接続されて
いる。トランジスタＴ４は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤと直列に設けられている。そのトラン
ジスタＴ４に関し、ハイレベル電源制御線Ｇ３（ｉ）にゲート端子が接続され、ハイレベ
ル電源線ＥＬＶＤＤにドレイン端子が接続され、トランジスタＴ２のドレイン端子にソー
ス端子が接続されている。コンデンサＣｓｔについては、トランジスタＴ２のゲート端子
に一端が接続され、トランジスタＴ２のソース端子に他端が接続されている。有機ＥＬ素
子ＯＬＥＤのカソード端子は、ローレベル電源線ＥＬＶＳＳに接続されている。トランジ
スタＴ１～Ｔ４には、例えば、ＩＧＺＯ－ＴＦＴなどの酸化物ＴＦＴ（酸化物半導体をチ
ャネル層に用いた薄膜トランジスタ）が採用される。但し、本発明は、酸化物ＴＦＴ以外
のトランジスタの使用を排除するものでもない。
【０１４８】
　＜２．３　駆動方法＞
　次に、本実施形態における駆動方法について説明する。上述したように、本実施形態に
おいては、各フレームに、１つの行についてのＴＦＴ特性の検出または１つの行について
のＯＬＥＤ特性の検出のいずれかが行われる。各フレームにおいて、モニタ行については
ＴＦＴ特性の検出を行うための動作（以下、「ＴＦＴ特性検出動作」という。）またはＯ
ＬＥＤ特性の検出を行うための動作（以下、「ＯＬＥＤ特性検出動作」という。）のいず
れかが行われ、非モニタ行については通常動作が行われる。すなわち、１行目についての
ＯＬＥＤ特性の検出が行われるフレームを（ｋ＋１）フレーム目と定義すると、図３６に
示すように、各行の動作は推移する。なお、（ｋ＋１）フレーム目から（ｋ＋ｎ）フレー
ム目までは、いずれの行においてもＴＦＴ特性検出動作は行われない。また、（ｋ＋ｎ＋
１）フレーム目から（ｋ＋２ｎ）フレーム目までは、いずれの行においてもＯＬＥＤ特性
検出動作は行われない。
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【０１４９】
　＜２．３．１　画素回路の動作＞
　＜２．３．１．１　通常動作＞
　各フレームにおいて、非モニタ行では、通常動作が行われる。非モニタ行に含まれる画
素回路１１ａでは、目標輝度に対応するデータ電圧に基づく書き込みが選択期間に行われ
た後、トランジスタＴ１はオフ状態で維持される。データ電圧に基づく書き込みによって
トランジスタＴ２はオン状態となる。トランジスタＴ３についてはオフ状態で維持され、
トランジスタＴ４についてはオン状態で維持される。以上より、図３７で符号７４で示す
矢印のように、トランジスタＴ４およびトランジスタＴ２を介して有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ
に駆動電流が供給される。これにより、駆動電流に応じた輝度で有機ＥＬ素子ＯＬＥＤが
発光する。
【０１５０】
　＜２．３．１．２　ＯＬＥＤ特性検出動作＞
　次に、ＯＬＥＤ特性検出動作について説明する。図３８は、モニタ行に含まれる画素回
路１１ａ（ｉ行ｊ列の画素回路１１ａとする）におけるＯＬＥＤ特性検出動作について説
明するためのタイミングチャートである。なお、図３８では、ｉ行目がモニタ行とされる
フレームにおけるｉ行目の選択期間開始時点を基準にして「１フレーム期間」を表してい
る。図３８に示すように、１フレーム期間には、選択期間Ｔｐと発光期間Ｔｑとが含まれ
ている。
【０１５１】
　選択期間Ｔｐには、走査線Ｇ１（ｉ）およびモニタ制御線Ｇ２（ｉ）がアクティブな状
態とされる。これにより、トランジスタＴ１およびトランジスタＴ３がオン状態となる。
また、選択期間Ｔｐには、ハイレベル電源制御線Ｇ３（ｉ）が非アクティブな状態とされ
る。これにより、トランジスタＴ４がオフ状態となる。さらに、トランジスタＴ２を線形
動作させるための高電圧Ｖｌｅｎが選択期間Ｔｐにデータ線Ｓ（ｊ）に印加される。これ
により、当該高電圧Ｖｌｅｎに基づく書き込みが行われ、トランジスタＴ２はオン状態と
なる。
【０１５２】
　発光期間Ｔｑになると、走査線Ｇ１（ｉ）が非アクティブな状態とされる。これにより
、トランジスタＴ１はオフ状態となる。また、発光期間Ｔｑには、モニタ制御線Ｇ２（ｉ
）はアクティブな状態で維持され、ハイレベル電源制御線Ｇ３（ｉ）は非アクティブな状
態で維持される。これにより、トランジスタＴ３はオン状態で維持され、トランジスタＴ
４はオフ状態で維持される。また、発光期間Ｔｑの前の選択期間Ｔｐに高電圧Ｖｌｅｎに
基づく書き込みが行われているので、トランジスタＴ２はオン状態になっている。さらに
、発光期間ＴｑのうちのＯＬＥＤ特性を検出するための期間には、モニタ線Ｍ（ｊ）は電
圧測定部３９に接続され、一定電流がモニタ線Ｍ（ｊ）に供給される。これにより、図３
９で符号７５で示す矢印のように、モニタ線Ｍ（ｊ）から有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに一定電
流であるデータ電流が供給される。この状態において、電圧測定部３９によって、有機Ｅ
Ｌ素子ＯＬＥＤの発光電圧が測定される。以上のようにして、ＯＬＥＤ特性の検出が行わ
れる。なお、所望の階調表示が行われるよう、上記第１の実施形態と同様にして、有機Ｅ
Ｌ素子ＯＬＥＤの発光時間の長さを調整する処理や階調に応じて電流値を変化させる処理
が行われる。
【０１５３】
　＜２．３．１．３　ＴＦＴ特性検出動作＞
　次に、ＴＦＴ特性検出動作について説明する。図４０は、モニタ行に含まれる画素回路
１１ａ（ｉ行ｊ列の画素回路１１ａとする）におけるＴＦＴ特性検出動作について説明す
るためのタイミングチャートである。
【０１５４】
　選択期間Ｔｐには、走査線Ｇ１（ｉ）およびモニタ制御線Ｇ２（ｉ）がアクティブな状
態とされる。これにより、トランジスタＴ１およびトランジスタＴ３がオン状態となる。
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また、選択期間Ｔｐには、ハイレベル電源制御線Ｇ３（ｉ）が非アクティブな状態とされ
る。これにより、トランジスタＴ４がオフ状態となる。さらに、選択期間Ｔｐには、通常
動作の際と同様のデータ電圧がデータ線Ｓ（ｊ）に印加される。データ電圧に基づく書き
込みによってトランジスタＴ２はオン状態となる。
【０１５５】
　発光期間Ｔｑになると、走査線Ｇ１（ｉ）が非アクティブな状態とされる。これにより
、トランジスタＴ１はオフ状態となる。また、発光期間Ｔｑには、モニタ制御線Ｇ２（ｉ
）はアクティブな状態で維持され、ハイレベル電源制御線Ｇ３（ｉ）は非アクティブな状
態で維持される。これにより、トランジスタＴ３はオン状態で維持され、トランジスタＴ
４はオフ状態で維持される。また、発光期間Ｔｑの前の選択期間Ｔｐにデータ電圧に基づ
く書き込みが行われているので、トランジスタＴ２はオン状態になっている。さらに、発
光期間Ｔｑには、切替制御信号ＳＷによってモニタ線Ｍ（ｊ）は電流測定部３８に接続さ
れる。このときモニタ線Ｍ（ｊ）の電位はハイレベル電源線ＥＬＶＤＤの電位となってい
るので、図４１で符号７６で示す矢印のように、データ電圧に応じた駆動電流がモニタ線
Ｍ（ｊ）から有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに供給される。その際、電流測定部３８によって、モ
ニタ線Ｍ（ｊ）から有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに供給される電流が測定される。以上のように
して、ＴＦＴ特性の検出が行われる。
【０１５６】
　＜２．３．２　オフセットメモリおよびゲインメモリの更新＞
　次に、本実施形態におけるオフセットメモリおよびゲインメモリの更新について説明す
る。図４２は、ＴＦＴ用オフセットメモリ５１ａ，ＯＬＥＤ用オフセットメモリ５１ｂ，
ＴＦＴ用ゲインメモリ５２ａ，およびＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂの更新の手順を説明
するためのフローチャートである。なお、ここでは１つの画素に対応するオフセット値お
よびゲイン値に着目する。ところで、図３６から把握されるように、本実施形態において
は、任意の１つの画素に着目したとき、ＴＦＴ特性の検出はＯＬＥＤ特性の検出が行われ
たフレームのｎフレーム後に行われる。そこで、ここでは、Ｋフレーム目にＯＬＥＤ特性
の検出が行われ、（Ｋ＋ｎ）フレーム目にＴＦＴ特性の検出が行われるものとする。
【０１５７】
　まず、Ｋフレーム目において、発光期間Ｔｑに、ＯＬＥＤ特性の検出が行われる（ステ
ップＳ４１０）。このステップＳ４１０によって、映像信号を補正するためのオフセット
値および劣化補正係数が求められる。そして、ステップＳ４１０で求められたオフセット
値が、新たなオフセット値としてＯＬＥＤ用オフセットメモリ５１ｂに格納される（ステ
ップＳ４２０）。また、ステップＳ４１０で求められた劣化補正係数が、新たな劣化補正
係数としてＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂに格納される（ステップＳ４３０）。その後、
（Ｋ＋ｎ）フレーム目において、発光期間Ｔｑに、ＴＦＴ特性の検出が行われる（ステッ
プＳ４４０）。このステップＳ４４０によって、映像信号を補正するためのオフセット値
およびゲイン値が求められる。そして、ステップＳ４４０で求められたオフセット値が、
新たなオフセット値としてＴＦＴ用オフセットメモリ５１ａに格納される（ステップＳ４
５０）。また、ステップＳ４４０で求められたゲイン値が、新たなゲイン値としてＴＦＴ
用ゲインメモリ５２ａに格納される（ステップＳ４６０）。
【０１５８】
　以上のようにして、１つの画素に対応するオフセット値およびゲイン値の更新が行われ
る。本実施形態においては、各フレームに、１つの行についてのＯＬＥＤ特性の検出また
は１つの行についてのＴＦＴ特性の検出のいずれかが行われる。従って、ＯＬＥＤ特性の
検出が行われるフレームにおいては１フレームにつきＯＬＥＤ用オフセットメモリ５１ｂ
内のｍ個のオフセット値およびＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂ内のｍ個の劣化補正係数の
更新が行われ、ＴＦＴ特性の検出が行われるフレームにおいては１フレームにつきＴＦＴ
用オフセットメモリ５１ａ内のｍ個のオフセット値およびＴＦＴ用ゲインメモリ５２ａ内
のｍ個のゲイン値の更新が行われる。
【０１５９】
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　＜２．３．３　映像信号の補正＞
　外部から送られる映像信号の補正については、図１９に示す乗算部２１２に与えられる
ゲイン値Ｂおよび図１９に示す加算部２１３に与えられるオフセット値Ｖｔが上記第１の
実施形態とは異なる。本実施形態においては、ＴＦＴ用ゲインメモリ５２ａから読み出さ
れる値とＯＬＥＤ用ゲインメモリ５２ｂから読み出される値との積がゲイン値Ｂとして乗
算部２１２に与えられ、ＴＦＴ用オフセットメモリ５１ａから読み出される値とＯＬＥＤ
用オフセットメモリ５１ｂから読み出される値との和がオフセット値Ｖｔとして加算部２
１３に与えられる。このような前提の下、映像信号が示す階調Ｐが“Ｖｃ・Ｂ＋Ｖｔ”に
補正される。なお、Ｖｃは階調Ｐのガンマ補正後の制御電圧の値である。
【０１６０】
　＜２．４　効果＞
　本実施形態によれば、各画素について、ｎフレーム毎（ｎは画素マトリクスを構成する
行の数）にＯＬＥＤ特性の検出とＴＦＴ特性の検出とが交互に行われる。そして、上記第
１の実施形態と同様に、ＯＬＥＤ特性の検出結果およびＴＦＴ特性の検出結果の双方を考
慮して求められた補正データ（オフセット値およびゲイン値）を用いて、外部から送られ
る映像信号が補正される。このため、各画素回路１１ａ内の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを発光
させる際に、駆動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化が補償されるよ
うな大きさの駆動電流が有機ＥＬ素子ＯＬＥＤに供給される。ここで、本実施形態におい
ては、ＯＬＥＤ特性の検出についてもＴＦＴ特性の検出についても発光期間中に行われる
。このため、それら特性の検出が選択期間中に行われる構成とは異なり、モニタ行の選択
期間を長くする必要がない。従って、充分な長さの発光期間が確保される。また、行によ
って選択期間の長さにばらつきが生じることが防止される。以上のように、本実施形態に
よれば、有機ＥＬ表示装置において、選択期間の長さのばらつきを生ずることなく発光期
間を充分に確保しつつ駆動トランジスタの劣化および有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化の双方
を特性検出の際に特別な発光をさせることなく同時に補償することが可能となる。
【０１６１】
　＜２．５　変形例＞
　上記第２の実施形態においては、図３６に示したように、まず１～ｎ行目についてのＯ
ＬＥＤ特性の検出が１フレームずつ順次に行われ、その後、１～ｎ行目についてのＴＦＴ
特性の検出が１フレームずつ順次に行われていた。しかしながら、本発明はこれに限定さ
れない。図４３に示すように、連続する２フレームにおいて１行目についてのＯＬＥＤ特
性の検出と１行目についてのＴＦＴ特性の検出とを１フレームずつ行い、２～ｎ行目につ
いて同様の動作を繰り返すようにしても良い。
【０１６２】
　本変形例によれば、各画素について連続する２フレームの期間にＯＬＥＤ特性の検出と
ＴＦＴ特性の検出とが行われるので、上記第１の実施形態のようにバッファ（オフセット
値用バッファおよびゲイン値用バッファ）を用いてオフセットメモリおよびゲインメモリ
の更新を行う構成を採用することができる。すなわち、上記第２の実施形態においては、
映像信号の補正に使用される補正データを記憶するためにＴＦＴ用オフセットメモリ５１
ａ，ＯＬＥＤ用オフセットメモリ５１ｂ，ＴＦＴ用ゲインメモリ５２ａ，およびＯＬＥＤ
用ゲインメモリ５２ｂが設けられていたが、本変形例においては、それらに代えて１つの
オフセットメモリおよび１つのゲインメモリを備えれば良い。
【０１６３】
　＜３．その他＞
　本発明を適用可能な有機ＥＬ表示装置は、各実施形態および各変形例で例示した画素回
路１１，１１ａを備えるものに限定されるものではない。画素回路は、少なくとも、電流
によって制御される電気光学素子（有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ），トランジスタＴ１～Ｔ３，
およびコンデンサＣｓｔを備えていれば、各実施形態および各変形例で例示した構成以外
の構成であっても良い。
【符号の説明】
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【０１６４】
１～５…有機ＥＬ表示装置
１０，１０ａ…表示部
１１，１１ａ…画素回路
２０…コントロール回路
３０…ソースドライバ
３１…駆動信号発生回路
３２…信号変換回路
３３…出力部
３８…電流測定部
３９…電圧測定部
４０，４０ａ…ゲートドライバ
５１…オフセットメモリ
５１ａ…ＴＦＴ用オフセットメモリ
５１ｂ…ＯＬＥＤ用オフセットメモリ
５２…ゲインメモリ
５２ａ…ＴＦＴ用ゲインメモリ
５２ｂ…ＯＬＥＤ用ゲインメモリ
６０…温度センサ
２０１…モニタ行記憶部
２０２…温度変化補償部
３２１…階調信号発生回路
３２２，３２３…モニタ回路
３３０…出力回路
Ｔ１～Ｔ４…トランジスタ
Ｃｓｔ…コンデンサ
Ｇ１（１）～Ｇ１（ｎ）…走査線
Ｇ２（１）～Ｇ２（ｎ）…モニタ制御線
Ｇ３（１）～Ｇ３（ｎ）…ハイレベル電源制御線
Ｓ（１）～Ｓ（ｍ）…データ線
Ｍ（１）～Ｍ（ｍ）…モニタ線
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