
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクティブマトリクス方式の有機ＥＬ（エレクトロルミネセンス）素子駆動装置におい
て、直流電源に接続された電源線に接続される有機ＥＬ素子に対して駆動電流を供給する
駆動素子のゲート電圧を与える保持容量と保持容量に並列に接続されブランキング信号線
が制御端子に接続されたスイッチ素子とを備えて行列状に配列された複数の素子駆動回路
と、
　前記ブランキング信号線にブランキング信号を出力する信号線毎に設けられたブランキ
ング信号ドライバとを有し、
　前記ブランキング信号ドライバの出力するブランキング信号が１フレーム周期で、次の
ラインの信号と位相が１水平期間づつずれた信号よりなり、前記駆動素子のゲート電圧の
１フレームの保持期間において、次の１フレーム期間が始まる直 ブランキング信号を
オンとして、前記有機ＥＬ素子の発光にブランキングをかける手段を備えていることを特
徴とする有機ＥＬ素子駆動装置。
【請求項２】
　アクティブマトリクス方式の有機ＥＬ（エレクトロルミネセンス）素子駆動装置におい
て、
　直流電源に接続された電源線に一端が接続される有機ＥＬ素子と、
　前記有機ＥＬ素子の他端にドレインを接続しソースを接地線に接続した駆動トランジス
タと、
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　前記駆動トランジスタのゲートと前記接地線との間に挿入される保持容量と、
　前記駆動トランジスタのゲートと前記接地線との間に、前記保持容量と並列に挿入され
、制御端子にブランキング信号線が接続された第１のスイッチ素子と、
　信号線と前記駆動トランジスタのゲートとの間に挿入され、制御端子が制御線に接続さ
れオン・オフ制御される第２のスイッチ素子とを備えて行列状に配列された複数の素子駆
動回路と、
　前記ブランキング信号線にブランキング信号を出力する信号線毎に設けられたブランキ
ング信号ドライバとを有し、
　前記ブランキング信号ドライバの出力するブランキング信号が１フレーム周期で、次の
ラインの信号と位相が１水平期間づつずれた信号よりなり、前記駆動素子のゲート電圧の
１フレームの保持期間において、次の１フレーム期間が始まる直 ブランキング信号を
オンとして、前記有機ＥＬ素子の発光にブランキングをかける手段を備えていることを特
徴とする有機ＥＬ素子駆動装置。
【請求項３】
　アクティブマトリクス方式の有機ＥＬ（エレクトロルミネセンス）素子駆動装置におい
て、
　電源線に一端が接続される有機ＥＬ素子と、
　前記有機ＥＬ素子の他端にドレインを接続しソースを接地線に接続した駆動トランジス
タと、
　前記駆動トランジスタのゲートと前記接地線との間に挿入される保持容量と、
　前記駆動トランジスタのゲートと前記接地線との間に、前記保持容量と並列に挿入され
、制御端子にブランキング信号を入力とする第１のスイッチ素子と、
　前記駆動トランジスタのゲートと前記保持容量と前記第１のスイッチ素子の接続点に一
端が接続され、制御端子が制御線に接続されオン・オフ制御される第２のスイッチ素子と
、　ゲートとドレインの接続点が前記第２のスイッチ素子の他端に接続され、ソースが前
記接地線に接続された変換トランジスタと、
　前記変換トランジスタのドレインとゲートとの接続点と信号線との間に挿入され、制御
端子が前記制御線に接続されオン・オフ制御される第３のスイッチ素子と、を備えたこと
を特徴とする有機ＥＬ素子駆動装置。
【請求項４】
　前記駆動トランジスタのゲート電圧の１フレームの保持期間において、次の１フレーム
期間が始まる直 ブランキング信号をオンとして前記第１のスイッチ素子を導通状態と
することで、前記有機ＥＬ素子の発光にブランキングをかける、ことを特徴とする請求項
３記載の有機ＥＬ素子駆動装置。
【請求項５】
　アクティブマトリクス方式の有機ＥＬ（エレクトロルミネセンス）素子の駆動方法にお
いて、
　行列状に配列され、直流電源に接続された電源線に接続される有機ＥＬ素子に対して駆
動電流を供給する駆動素子のゲート電圧を与える保持容量と並列に配設されたスイッチ素
子の制御端子に、ブランキング信号線毎にブランキング信号を入力するにあたり、
　前記ブランキング信号として１フレーム周期で次のラインのブランキング信号
の位相が１水平期間づつずれた信号を用い、
　前記駆動素子のゲート電圧の１フレームの保持期間において、次の１フレーム期間が始
まる直 前記ブランキング信号をオンとして前記有機ＥＬ素子の発光に、１フレーム期
間に一回ブランキングをかける、ことを特徴とする有機ＥＬ素子駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有機ＥＬ素子を用いたディスプレイ装置に関し、特に、アクティブマトリクス
方式の素子駆動回路 に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
近年、有機薄膜のエレクトロルミネッセンス（ Electroluminescence、「ＥＬ」という）
現象を利用した有機薄膜ＥＬ素子を応用したデバイスとして、有機薄膜ＥＬ素子構造を単
位画素とし、その単位画素を１枚の支持基板上に平面的に２次元配置してマトリクス駆動
をする平面発光型有機薄膜ＥＬディスプレイが提案されており、まず最初の段階として、
単純マトリクス方式による有機ＥＬディスプレイが研究開発されている。
【０００３】
この単純マトリクス方式の駆動方法としては、例えば、ｍ行×ｎ列のマトリクスが構成さ
れているとすれば、ｎ列側にデータ信号、ｍ行側に走査信号を供給して、ｍ行側を所定周
期毎に順次走査することにより画面を構成するような駆動方法がある。
【０００４】
しかしながら、この単純マトリクス方式では、画面サイズが大きくなると、１行分の走査
時間が短くなり、画面の平均輝度が低くなったり、輝度を上げるために消費電力が大きく
なったりする、という問題点があった。
【０００５】
この問題点を解決するために、次の段階の有機ＥＬディスプレイとして、アクティブマト
リクス方式のディスプレイが研究開発されている。
【０００６】
例えば特開平９－３０５１３９号公報には、有機ＥＬ素子などの発光素子をアクティブマ
トリクス方式で駆動する表示装置として、図８に示すような構成が提案されている。すな
わち図８を参照すると、表示部はマトリクス状に配列されたｍ×ｎのピクセルＰ１１～Ｐ
ｍｎから構成されている。これらのピクセルＰ１１～Ｐｍｎには、アナログのビデオ信号
Ｓｖがビデオアンプにより増幅され、さらにＶ／Ｉ（電圧／電流）補正回路により、ビデ
オ信号の特性が補正されて供給されている。この場合、ピクセルＰ１１～Ｐｍｎには、走
査制御回路により順次時分割されて、個々のピクセルＰ１１～Ｐｍｎにビデオ信号Ｓｖが
間欠的に供給されている。なお、走査制御回路には同期信号Ｓｙｎｃが供給され、走査制
御回路はこの同期信号Ｓｙｎｃのタイミングにより走査制御を行っている。
【０００７】
各ピクセルＰ１１～Ｐｍｎには駆動手段がそれぞれ設けられており、いわゆるアクティブ
マトリクス方式とされている。駆動手段は、各ピクセルＰ１１～Ｐｍｎに間欠的に供給さ
れるビデオ信号を、次のフレーム周期で次のビデオ信号が供給されるまで保持する保持手
段と、保持手段で保持されたビデオ信号のレベルに応じた定電流で駆動するＦＥＴ（電界
効果トランジスタ）素子から構成される。そして、ＦＥＴ素子により各ピクセルＰ１１～
Ｐｍｎを駆動する定電流が供給される。
【０００８】
各ピクセルＰ１１～Ｐｍｎの有機ＥＬ素子は供給された定電流に応じて発光するようにな
り、これにより、ビデオ信号に応じた無段階とされた階調制御を行えるようにしている。
例えば、ピクセルＰ１１は有機ＥＬ素子Ｏ－ＥＬ１の駆動回路において、ＦＥＴ　ＴＲ－
１１はアナログスイッチとして動作しており、ピクセルＰ１１に、ビデオ信号が与えられ
る時にオンし、入力されたビデオ信号をコンデンサＣ１およびＦＥＴ　ＴＲ－１のゲート
に印加している。
【０００９】
ＦＥＴ　ＴＲ－１１はピクセルＰ１１にビデオ信号が与えられる期間にのみオンするよう
制御されるが、オンとなる周期は、例えば１フレーム毎とされている。
【００１０】
このようにして、ピクセルＰ１１に取り込まれたビデオ信号は、コンデンサＣ１により次
のフレームで次のビデオ信号が与えられるまで保持される。
【００１１】
また、コンデンサＣ１の保持電圧は、ＦＥＴ　ＴＲ－１のゲートに印加されており、この
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ため、ＦＥＴ　ＴＲ－１のドレインには、このゲート電圧に応じた定電流が流れる。
【００１２】
このＦＥＴ　ＴＲ－１ドレイン電流は、有機ＥＬ素子Ｏ－ＥＬ１にカソード電流として供
給され、有機ＥＬ素子を１フレーム期間階調に応じた電流で発光させることになる。
【００１３】
この状態を説明のため、図９に、１画素分だけ抜き出した素子駆動装置の構成を示す。図
１０は、その動作を説明するタイミングチャートを示す図である。
【００１４】
図９において、信号線９８は、図８のビデオ信号Ｖｓに、制御線９９は図８のライン同期
信号Ｌｓｙに対応する。また、スイッチング素子９７は、図８のＴＲ－１１に、保持容量
９６は、図８の容量Ｃ１に、駆動ＴＦＴ９５は、ＦＥＴ　ＴＲ－１に、有機ＥＬ素子９２
は、図８のＯ－ＥＬ１にそれぞれ対応している。
【００１５】
図９を参照すると、制御線９９は、アクティブ状態でスイッチング素子９７が導通状態の
時、信号線９８からの入力信号が保持容量９６で１フレーム期間保持されて、駆動ＴＦＴ
９５のゲートをオンさせ、有機ＥＬ素子９２に電流を流して発光させる。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来の装置では、１フレーム期間中、有機ＥＬ素子９２が発光し
ているため、例えば、画面の切り替わり時に、明るい画面から暗い画面に急激に変化した
ような場合には、信号線電圧は、図１０（ａ）に示すように、有機ＥＬ素子に電流を多く
流すフレーム期間から少なく流す次のフレーム期間に切り替わることになるため、図１０
（ｂ）に示す制御線信号を入力とするスイッチング素子９７を通して信号線側に逆流する
ようなかたちとなり、駆動ＴＦＴのゲート保持電圧は、図１０（ｃ）に示すように、フレ
ームの切り替わり時に、直前の期間の電流が残ってしまい、次のフレーム期間に電流を流
し、本来次のフレームが暗い画面であるにもかかわらず、画面の輝度を上げてしまうこと
になり、画像が見苦しくなったり、コントラストを悪化させる、という問題点を有してい
る。
【００１７】
また、例えば特開平４－２４７４９１号公報には、アクティブマトリクス基板の走査線に
ブランキング信号を重畳する駆動回路が開示されている。しかしながら、この駆動回路で
は、水平周期毎にブランキング信号を挿入しているため、１フレーム（垂直）期間を基準
にして動作するアクティブマトリクスの問題点に対しては何ら有効な手段を提供しない。
【００１８】
したがって、本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その目的は、アクテ
ィブマトリクス方式の有機ＥＬパネルにおいて、動きが速く輝度変化が大きいような画面
でも輝度が乱れることによる画面の不具合やコントラスト不足などの現象を回避し、良好
な表示画質を得ることができる素子駆動装置 を提供することにある。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成する本発明は、アクティブマトリクス方式の有機ＥＬ素子駆動装置にお
いて、 電源線に接続される有機ＥＬ素子に対して駆動電流を供給す
る駆動素子のゲート電圧を与える保持容量と保持容量に並列に接続されブランキング信号
線が制御端子に接続されたスイッチ素子とを備えて行列状に配列された複数の素子駆動回
路と、前記ブランキング信号線にブランキング信号を出力する信号線毎に設けられたブラ
ンキング信号ドライバとを有し、前記ブランキング信号ドライバの出力するブランキング
信号が１フレーム周期で、次のラインの信号と位相が１水平期間づつずれた信号よりなり
、前記駆動素子のゲート電圧の１フレームの保持期間において、次の１フレーム期間が始
まる直 ブランキング信号をオンとして、前記有機ＥＬ素子の発光にブランキングをか
ける手段を備えていることを特徴とする。
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【００２０】
本発明は、アクティブマトリクス方式の有機ＥＬ素子駆動装置が、
電源線に一端が接続される有機ＥＬ素子と、前記有機ＥＬ素子の他端にドレインを接続し
ソースを接地線に接続した駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲートと前記接
地線との間に挿入される保持容量と、前記駆動トランジスタのゲートと前記接地線との間
に、前記保持容量と並列に挿入され、制御端子にブランキング信号線が接続された第１の
スイッチ素子と、信号線と前記駆動トランジスタのゲートとの間に挿入され、制御端子が
制御線に接続されオン・オフ制御される第２のスイッチ素子とを備えて行列状に配列され
た複数の素子駆動回路と、前記ブランキング信号線にブランキング信号を出力する信号線
毎に設けられたブランキング信号ドライバとを有し、前記ブランキング信号ドライバの出
力するブランキング信号が１フレーム周期で、次のラインの信号と位相が１水平期間づつ
ずれた信号よりなり、前記駆動素子のゲート電圧の１フレームの保持期間において、次の
１フレーム期間が始まる直 ブランキング信号をオンとして、前記有機ＥＬ素子の発光
にブランキングをかけるようにしたものである。
　

　

【００２１】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態について説明する。図１は、本発明の一実施の形態の素子駆動装置の
構成を示す図である。図１を参照すると、本発明の一実施の形態は、電源線３、信号線８
、及び制御線９と、第１のスイッチング素子７と、保持容量６と、駆動ＴＦＴ５と、スイ
ッチＴＦＴ１０とからなるアクティブマトリクス回路にて、有機ＥＬ素子２を駆動する構
成としたものである。電源線３には所定の駆動電圧が印加されており、接地線４は接地さ
れている。この素子駆動装置１において、保持容量６と並列にスイッチＴＦＴ１０をなす
Ｎｃｈ型ＴＦＴ素子を配置し、ゲートにブランキング信号を加えてオンさせることで、保
持容量６によって保持されている駆動ＴＦＴ５のゲート電圧を接地線４に放電する構成と
されている。
【００２２】
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本発明は、アクティブマトリクス方式の有機ＥＬ素子駆動装置が、電源線に一端が接続
される有機ＥＬ素子と、前記有機ＥＬ素子の他端にドレインを接続しソースを接地線に接
続した駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲートと前記接地線との間に挿入さ
れる保持容量と、前記駆動トランジスタのゲートと前記接地線との間に、前記保持容量と
並列に挿入され、制御端子にブランキング信号を入力とする第１のスイッチ素子と、前記
駆動トランジスタのゲートと前記保持容量と前記第１のスイッチ素子の接続点に一端が接
続され、制御端子が制御線に接続されオン・オフ制御される第２のスイッチ素子と、ゲー
トとドレインの接続点が前記第２のスイッチ素子の他端に接続され、ソースが前記接地線
に接続された変換トランジスタと、前記変換トランジスタのドレインとゲートとの接続点
と信号線との間に挿入され、制御端子が前記制御線に接続されオン・オフ制御される第３
のスイッチ素子と、を備えたことを特徴とする。
本発明は、このアクティブマトリクス方式の有機ＥＬ素子駆動装置において、駆動トラン
ジスタのゲート電圧の１フレームの保持期間において次の１フレーム期間が始まる直前に
ブランキング信号をオンとして前記第１のスイッチ素子を導通状態とすることで、前記有
機ＥＬ素子の発光にブランキングをかけることを特徴とする。

本発明は、アクティブマトリクス方式の有機ＥＬ（エレクトロルミネセンス）素子の駆
動方法において、行列状に配列され、直流電源に接続された電源線に接続される有機ＥＬ
素子に対して駆動電流を供給する駆動素子のゲート電圧を与える保持容量と並列に配設さ
れたスイッチ素子の制御端子に、ブランキング信号線毎にブランキング信号を入力するに
あたり、前記ブランキング信号として１フレーム周期で次のラインのブランキング信号の
位相が１水平期間づつずれた信号を用い、前記駆動素子のゲート電圧の１フレームの保持
期間において、次の１フレーム期間が始まる直前に前記ブランキング信号をオンとして前
記有機ＥＬ素子の発光に、１フレーム期間に一回ブランキングをかけることを特徴とする
。



そして、ブランキング信号は、保持容量６によって１フレーム期間保持される駆動ＴＦＴ
５のゲート電圧に対して、次の１フレーム期間が始まる直前の所定の期間に挿入され、有
機ＥＬ素子２の発光にブランキングをかける。
【００２３】
【実施例】
本発明の実施例について図面を参照して以下に説明する。
【００２４】
［実施例１］
図１は、本発明の一実施例のアクティブマトリクスパネルの１画素あたりの素子駆動回路
の構成を示す図である。また図２は、本発明の一実施例におけるＴＦＴ（ Thin　 Film　 Tr
ansistor；薄膜トランジスタ）の薄膜構造を示す平面図であり、駆動ＴＦＴ５、第１のス
イッチング素子（ＴＦＴ）７、スイッチＴＦＴ１０、及び保持容量６とその間の配線の様
子を示すレイアウト図である。
【００２５】
図１を参照すると、素子駆動装置１は、電源線３と、信号線８と、制御線９と、第１のス
イッチング素子７と、保持容量６と、駆動ＴＦＴ５と、スイッチＴＦＴ１０とからなるア
クティブマトリクス回路にて、有機ＥＬ素子２を駆動させる構成としている。電源線３に
は、所定の駆動電圧が印加されており、接地線４は接地されている。そして、このアクテ
ィブマトリクス回路の保持容量６と並列に、スイッチＴＦＴ１０としてＮｃｈ（チャネル
）型ＴＦＴ素子を配置し、ブランキング信号を加えることで保持容量６によって保持され
ている駆動ＴＦＴ５のゲート電圧を接地線４に放電する。
【００２６】
有機ＥＬ素子２は、電源線３には直接に接続されており、接地線４にはＮｃｈ型の駆動Ｔ
ＦＴ５を介して接続されている。このＮｃｈ型駆動ＴＦＴ５は、 印加される駆
動電圧が第１のスイッチング素子７を介してゲート電極に印加され、その電圧に対応した
駆動電流（ドレイン電流）Ｉ e1を有機ＥＬ素子２に供給する。
【００２７】
駆動ＴＦＴ５のゲート電極には、電圧保持手段として保持容量６の一端が接続されており
、保持容量６の他端は接地線４に接続されている。この保持容量６及び駆動ＴＦＴ５のゲ
ート電極には、スイッチング手段である第１のスイッチング素子７の一端が接続されてい
る。
【００２８】
図９を参照して説明した従来の素子駆動装置とは相違して、本発明の一実施例においては
、保持容量６と並列に、スイッチＴＦＴ１０としてＮｃｈ型ＴＦＴ素子を配置し、ブラン
キング信号を加えることで保持容量６によって保持されている駆動ＴＦＴ５のゲート電圧
を接地線４に放電する構成とされている。
【００２９】
本発明の一実施例の素子駆動装置１も、図３に示すように、画像表示装置１００の一部と
して利用されている。すなわち、この画像表示装置１００では、一個の回路基板に（ｍ×
ｎ）個の有機ＥＬ素子がｍ行ｎ列に配列されて形成されている。
【００３０】
ｍ本の電源線３は互いに共通接続されており、一個の直流電源１００１が接続されている
。ｍ本の接地線４も互いに共通接続されており、本体ハウジング（図示せず）などの大容
量部品に接続されることで、接地されている。
【００３１】
ｍ本の信号線８の各々には、制御信号を発生するｍ個の信号ドライバ１００２がそれぞれ
接続されており、ｎ本の制御線９の各々には、制御信号を各々発生するｎ個の制御信号ド
ライバ１００３が個々に接続されている。
【００３２】
さらに、ｎ本のブランキング信号線の各々には、ブランキング信号を各々発生するｎ個の
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ブランキング信号ドライバ１００４が各々に接続されている。
【００３３】
これらのドライバの全部が一個の統合制御回路（図示せず）に接続されており、この統合
制御回路がｍ個の信号ドライバとｎ個の制御信号ドライバとのマトリクス駆動を統合制御
する。
【００３４】
信号ドライバ１００２は、画像表示装置の場合、ビデオ信号等のデータ信号をｍ行分、電
圧又は電流信号として供給し、制御信号ドライバ１００３は、水平走査期間づつ順次、駆
動信号を出力する。
【００３５】
また、ブランキング信号ドライバ１００４は、ブランキング信号線２０にブランキング信
号を出力する。このブランキング信号は、１フレーム周期で、次の行（ライン）の信号と
位相が１水平期間づつずれた信号である。
【００３６】
本発明の一実施例の動作について説明する。図１において，制御線９に制御信号を入力し
て第１のスイッチング素子７をオン状態とし，この状態で、信号線８に、図４（ａ）に示
すような有機ＥＬ素子２の発光輝度に対応した信号を入力する。
【００３７】
すると、この信号（信号線電圧）は、オン状態の第１のスイッチング素子７を介して保持
容量６に保持される。この保持容量６の保持電圧は、駆動ＴＦＴ５のゲート電極に印加さ
れるので、電源線３に常時印加されている駆動電圧が駆動ＴＦＴ５により駆動電流に変換
されて、有機ＥＬ素子２に供給される。
【００３８】
駆動電流の電流量は、保持容量６から駆動ＴＦＴ５のゲート電極に印加される電圧に対応
しており、有機ＥＬ素子２は、信号線８に供給された信号に対応した輝度で発光すること
になり、この動作状態は、図４（ｂ）に示す制御線信号を制御端子に入力する第１のスイ
ッチング素子７がオフ状態とされても、保持容量６の保持電圧により維持される。
【００３９】
その後、図４（ｃ）に示すブランキング信号によりスイッチＴＦＴ１０がオンし、駆動Ｔ
ＦＴのゲート保持電圧を、図４（ｄ）に示すようにして、ブランキングをかける。
【００４０】
すると、有機ＥＬ素子２には、図４（ｅ）に示すような電流Ｉ e1が流れ、１フレーム毎の
切り替わり時にも電流波形の乱れることなく、個々に制御された輝度で有機ＥＬ素子２が
発光する。
【００４１】
このブランキング期間の長さは、図４（ｅ）の電流波形がフレームの切り替わり時に乱れ
ないような時間に設定する。
【００４２】
１フレーム期間中にブランキングをかけると、画面としては輝度が暗くなるが、有機ＥＬ
素子のような自発光素子の場合には、輝度を上げるだけでよいため、高コントラストを得
るのには有利である。
【００４３】
本発明の一実施例の素子駆動装置１を具備した画像表示装置１００では、縦横に配列され
た（ｍ×ｎ）個の有機ＥＬ素子２が、１フレーム期間において乱れることなく正しい輝度
で発光するので、画素単位で正しく階調表現され、輝度変化が大きく動きの速い画面でも
コントラストの高い画像を表示することができる。
【００４４】
［実施例２］
次に本発明の第２の実施例について説明する。図５は、本発明の第２の実施例の構成を示
す図である。図５を参照すると、本発明の第２の実施例の素子駆動回路５１は、第１、第
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２のスイッチング素子５７、６２を備え、変換ＴＦＴ６１と駆動ＴＦＴ５５とでカレント
ミラー回路を構成している。
【００４５】
前記第１の実施例では、信号線５８には電圧信号が印加されているが、本発明の第２の実
施例では、信号線５８に印加する信号を電流信号に変えたものである。
【００４６】
この場合、制御線５４に制御信号を入力して第１、及び第２のスイッチング素子５７、６
２をオン状態に制御し、この状態で信号線５８に有機ＥＬ素子５２の発光輝度に対応した
信号電流を入力する。
【００４７】
すると、この信号電流は、第２のスイッチング素子６２を介して変換ＴＦＴ６１に入力さ
れて信号電圧に変換され，この信号電圧は、第１のスイッチング素子５７を介して保持容
量５６に保持される。
【００４８】
この保持容量５６の保持電圧は、駆動ＴＦＴ５５のゲート電極に印加されるので、電源線
５３に常時印加されている駆動電圧が、駆動ＴＦＴ５５により駆動電流に変換されて有機
ＥＬ素子５２に供給される。
【００４９】
駆動電流の電流量は、保持容量５６から駆動ＴＦＴ５５のゲート電極に印加される電圧に
対応するので、有機ＥＬ素子５２は、信号線５８に供給された信号電流に対応した輝度で
発光することになり、この動作状態は、第１、第２のスイッチング素子５７、６２がオフ
状態とされても、保持容量５６の保持電圧により維持される。
【００５０】
そして、前記第１の実施例と同様に、保持容量５６と並列に設けられたスイッチＴＦＴ６
０にブランキング信号を加えることにより、１フレームの保持期間の最後の期間に、所定
のブランキング期間を設けることができる。
【００５１】
図６は、本発明の第２の実施例の動作を説明するためのタイミングチャートである。図６
を参照すると、この動作状態は、図４に示した前記第１の実施例のタイミングチャートと
ほぼ同様であるが、図６（ａ）に示すように第２のスイッチング素子６２の出力がパルス
状になっていることが相違している。
【００５２】
前記第１の実施例と同様に、本発明の第２の実施例の素子駆動装置を用いた画像表示装置
においても、動きが速く輝度変化が大きいような画面でも輝度が乱れることによる画面の
不具合やコントラスト不足などの現象を回避できる。
【００５３】
しかも、本発明の第２の実施例の素子駆動装置５１においては、駆動ＴＦＴ５５と変換Ｔ
ＦＴ５７とがカレントミラー回路を形成しているため、駆動ＴＦＴ５５が製造誤差のため
に所望の動作特性を発揮しなくとも、変換ＴＦＴ６１が同様な製造誤差により動作特性が
同等に変動してさえすれば、駆動ＴＦＴ５５が駆動電圧から変換する駆動電流は、変換Ｔ
ＦＴ６１に供給される制御電流に対応することになる。
【００５４】
このため、信号線５８の信号電流に正確に対応した駆動電流を有機ＥＬ素子５２に供給す
ることができ、この素子駆動装置５１を利用した画像表示装置は，画素単位で階調された
画像を良好な品質で表示することができる。
【００５５】
［実施例３］
次に本発明の第３の実施例について説明する。図７は、本発明の第３の実施例の構成を示
す図である。図７に示すように、本発明の第３の実施例においては、スイッチＴＦＴ１０
を製造する際にできるドレインとソース間の寄生容量を、保持容量７１として利用してい
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る。その他の構成及び動作は、前記した第１の実施例と同様である。
【００５６】
本発明の第３の実施例では、素子構造を小さくできるため、画像表示装置を構成する場合
には、素子の開口率を大きくとることができ、輝度を上げることができる、という効果も
期待できる。
【００５７】
また、当然のことながら、ブランキングをかけるスイッチＴＦＴは、素子の駆動電流を遮
断できる場所ならば何れの箇所に配置してもよいし、ＴＦＴをＰチャネルのものに変え、
それぞれの部材の極性を変更してもよいことは勿論である。
【００５８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、素子駆動回路において、駆動素子のゲート電圧を
保持する容量と並列にスイッチを備え、１フレーム期間の次のフレーム期間の直前にブラ
ンキング期間を設ける構成としたことにより、画像表示装置において動きが速く、輝度変
化が大きいような画面でも、輝度が乱れることによる画面の不具合やコントラスト不足な
どの現象の発生を回避し、良好なコントラストを得ることができ、画質を向上することが
できる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例のアクティブマトリクス方式の有機ＥＬ素子の素子駆動装置の
回路構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施例のレイアウト図である。
【図３】本発明の一実施例の素子駆動装置を用いた画像表示装置の構成の一例を示す図で
ある。
【図４】本発明の一実施例の動作を説明するためのタイミング図である。
【図５】本発明の第２の実施例の構成を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施例の動作を説明するためのタイミング図である。
【図７】本発明の第３の実施例の構成を示す図である。
【図８】従来のアクティブマトリクス型の有機ＥＬ素子を画像表示装置の構成を示す図で
ある。
【図９】従来のアクティブマトリクス型の有機ＥＬ素子の素子駆動装置の回路構成を示す
図である。
【図１０】従来のアクティブマトリクス型の有機ＥＬ素子の素子駆動装置の動作を説明す
るためのタイミング図である。
【符号の説明】
１、５１　素子駆動装置
２、５２　有機ＥＬ素子
３、５３　電源線
４、５４　接地線
５、５５　駆動ＴＦＴ
６、５６、７１　保持容量
７、５７　第１のスイッチング素子
８、５８　信号線
９、５９　制御線
１０、６０　スイッチＴＦＴ
２０　ブランキング信号
６１　変換ＴＦＴ
６２　第２のスイッチング素子
１００１　直流電源
１００２　信号ドライバ
１００３　制御信号ドライバ
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１００４　ブランキング信号ドライバ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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