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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が発光素子及びスイッチ素子の直列回路からなる複数の画素部が配列された表示パ
ネルを入力画像信号に応じて駆動する表示パネルの駆動装置であって、
　前記複数の画素部各々の直列回路に対して駆動電圧を印加する駆動電圧発生手段と、
　前記駆動電圧発生手段から前記複数の画素部各々の直列回路に出力される電流の値を測
定する電流測定手段と、
　前記表示パネルの漏れ電流に対するオフセット電流分を前記駆動電圧発生手段から出力
される電流に加算して前記複数の画素部各々の直列回路に対して供給する電流供給手段と
、
　前記複数の画素部各々のスイッチ素子を個別にオンさせることによって前記複数の画素
部毎に発光素子を順次単独にて発光させつつ前記発光素子各々の発光時のタイミングの前
記電流測定手段による測定電流値を前記複数の画素部各々に対応させてメモリに記憶する
記憶制御手段と、
　前記複数の画素部各々の発光素子の発光輝度出力を、前記メモリに記憶されている対応
する前記測定電流値に基づいて補正する輝度補正手段と、を備えたことを特徴とする駆動
装置。
【請求項２】
　前記オフセット電流分は、前記複数の画素部全ての発光素子の非発光時に前記駆動電圧
発生手段から出力される電流が所定の範囲の電流値となるようにするための電流値である
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ことを特徴とする請求項１記載の表示パネルの駆動装置。
【請求項３】
　前記電流供給手段は、前記複数の画素部全ての発光素子の非発光時に前記駆動電圧発生
手段から出力される電流の値を前記電流測定手段から測定漏れ電流値として読み取る読取
動作と、その読み取った測定漏れ電流値が所定の範囲内の電流値であるか否かを判定する
判定動作とを行う読取判定手段と、
　前記読取判定手段によって前記測定漏れ電流値が所定の範囲内の電流値でないと判定さ
れたときには前記電流供給手段の出力電流を所定電流値だけ増加させ、更に、前記読取判
定手段に前記読取動作及び前記判定動作を再度実行させ、前記読取判定手段によって前記
測定漏れ電流値が所定の範囲内の電流値であるときには前記電流供給手段の現在の出力電
流値を前記オフセット電流分の値として維持させる制御手段と、を有することを特徴とす
る請求項１記載の表示パネルの駆動装置。
【請求項４】
　前記読取判定手段は、前記読み取った測定漏れ電流値をディジタル変換して前記判定動
作をディジタル処理する回路であることを特徴とする請求項３記載の表示パネルの駆動装
置。
【請求項５】
　前記読取判定手段は、前記読み取った測定漏れ電流値に応じて前記判定動作をアナログ
処理する回路であることを特徴とする請求項３記載の表示パネルの駆動装置。
【請求項６】
　前記輝度補正手段は、前記入力画像信号中の画素毎の画素データによって示される輝度
レベルを、前記メモリに記憶されている前記複数の画素部の前記測定電流値のうちのその
画素対応の測定電流値に基づいて輝度補正画素データを得る輝度データ補正手段と、
　前記入力画像信号における各フレーム期間内における画像表示発光期間において前記輝
度補正画素データに対応した期間だけ前記発光素子を発光させる発光駆動手段と、を有す
ることを特徴とする請求項１記載の表示パネルの駆動装置。
【請求項７】
　前記輝度補正手段は、前記測定電流値各々の内の１つが所定の基準電流値と等しくなる
ように前記駆動電圧の電圧値を調整する駆動電圧調整手段と、を有することを特徴とする
請求項１記載の表示パネルの駆動装置。
【請求項８】
　前記駆動電圧発生手段、前記電流測定手段及び前記電流供給手段は、前記発光素子の発
光色毎に設けられることを特徴とする請求項１記載の表示パネルの駆動装置。
【請求項９】
　各々が発光素子及びスイッチ素子の直列回路からなる複数の画素部がマトリクス状に配
列された表示パネルを入力画像信号に応じて駆動する表示パネルの駆動方法であって、
　前記複数の画素部各々の直列回路に対して駆動電圧発生手段の出力駆動電圧を印加させ
、
　電流供給手段が前記表示パネルの漏れ電流に対するオフセット電流分を前記駆動電圧発
生手段から出力される電流に加算して前記複数の画素部各々の直列回路に対して供給し、
　前記複数の画素部各々のスイッチ素子を個別にオンさせることによって前記複数の画素
部毎に発光素子を順次単独にて発光させつつ前記発光素子各々の発光時のタイミングにお
ける前記駆動電圧発生手段からの出力電流値を測定してその測定電流値を前記複数の画素
部各々に対応させてメモリに記憶し、
　前記複数の画素部各々の発光素子の発光輝度出力を、前記メモリに記憶されている対応
する前記測定電流値に基づいて補正することを特徴とする駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はアクティブマトリクス型の表示パネルの駆動装置及び駆動方法に関する。



(3) JP 4302945 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

【０００２】
【従来の技術】
現在、画素を担う発光素子として有機エレクトロルミネセンス素子(以下、単にＥＬ素子
と称する)を用いた表示パネルを搭載したエレクトロルミネセンスディスプレイ装置(以下
、ＥＬディスプレイ装置と称する)が着目されている。このＥＬディスプレイ装置による
表示パネルの駆動方式として、単純マトリクス駆動型と、アクティブマトリクス駆動型が
知られている。アクティブマトリクス駆動型のＥＬディスプレイ装置は、単純マトリクス
型のものに比べて、低消費電力であり、また画素間のクロストークが少ないなどの利点を
有し、特に大画面ディスプレイや高精細度ディスプレイに適している。
【０００３】
ＥＬディスプレイ装置は、図１に示すように、表示パネル１と、表示パネル１を映像信号
に応じて駆動する駆動装置２とから構成される。
表示パネル１には、陽極電源線３、陰極電源線４、１画面の垂直（縦）方向に伸張して平
行に配列されたｍ個のデータ線(データ電極)Ａ1～Ａm、データ線Ａ1～Ａmと直交して１画
面のｎ個の水平走査線(走査電極)Ｂ1～Ｂnが各々形成されている。陽極電源線３には駆動
電圧Ｖcが印加されており、陰極電源線４には接地電位ＧＮＤが印加されている。更に、
表示パネル１におけるデータ線Ａ1～Ａm及び走査線Ｂ1～Ｂnの各交差部に、１つの画素を
担う画素部Ｅ1,1～Ｅm,nが形成されている。
【０００４】
画素部Ｅ1,1～Ｅm,n各々は同一の構成であり、図２に示すように構成されている。すなわ
ち、走査線選択用のＦＥＴ(Field Effect Transistor)１１のゲートＧには走査線Ｂが接
続され、そのドレインＤにはデータ線Ａが接続されている。ＦＥＴ１１のソースＳには発
光駆動用トランジスタとしてのＦＥＴ１２のゲートＧが接続されている。ＦＥＴ１２のソ
ースＳには陽極電源線３を介して駆動電圧Ｖcが印加されており、そのゲートＧ及びソー
スＳ間にはキャパシタ１３が接続されている。更に、ＦＥＴ１２のドレインＤにはＥＬ素
子１５のアノード端が接続されている。ＥＬ素子１５のカソード端には、陰極電源線４を
介して接地電位ＧＮＤが印加されている。
【０００５】
駆動装置２は、表示パネル１の走査線Ｂ1～Ｂn各々に順次、択一的に走査パルスを印加し
て行く。更に、駆動装置２は、走査パルスの印加タイミングに同期させて、各水平走査線
に対応した入力画像データに応じた画素データパルスＤＰ1～ＤＰmを発生し、これらをデ
ータ線Ａ1～Ａmに夫々印加する。画素データパルスＤＰの各々は、入力映像信号によって
示される輝度に応じたパルス電圧を有する。走査パルスの印加された走査線Ｂ上に接続さ
れている画素部の各々が画素データの書込対象となる。画素データの書込対象となった画
素部Ｅ内のＦＥＴ１１は、走査パルスに応じてオン状態となり、データ線Ａを介して供給
された画素データパルスＤＰをＦＥＴ１２のゲートＧ及びキャパシタ１３に夫々印加する
。ＦＥＴ１２は、かかる画素データパルスＤＰのパルス電圧に応じた発光駆動電流を発生
し、これをＥＬ素子１５に供給する。この発光駆動電流に応じてＥＬ素子１５は、画素デ
ータパルスＤＰのパルス電圧に応じた輝度で発光する。この間、キャパシタ１３は、画素
データパルスＤＰのパルス電圧によって充電される。かかる充電動作により、キャパシタ
１３には、入力映像信号によって示される輝度に応じた電圧が保持され、いわゆる画素デ
ータの書き込みが為される。ここで、画素データの書込対象から開放されると、ＦＥＴ１
１はオフ状態となり、ＦＥＴ１２のゲートＧに対する画素データパルスＤＰの供給を停止
する。ところが、この間においても、上述した如くキャパシタ１３に保持された電圧がＦ
ＥＴ１２のゲートＧに印加され続けているので、ＦＥＴ１２は、発光駆動電流をＥＬ素子
１５に流し続ける。
【０００６】
ＥＬ素子１５は、長時間発光していると素子自体の抵抗値が徐々に高くなるという特性を
有している。表示パネル１に搭載されている画素部Ｅ1,1～Ｅm,n内の各ＥＬ素子１５は、
入力映像信号によって夫々発光頻度が異なるので累積発光時間にも差異が生じてくる。従
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って、表示パネル１を長時間駆動すると、ＥＬ素子１５各々の抵抗値にバラツキが生じ、
それに伴う発光輝度のバラツキにより画面全体に輝度ムラや、焼き付けが発生するという
問題が生じた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明の目的は、長時間使用時においても、輝度ムラの無い高品質な画像表示を
行うことができる表示パネルの駆動装置及び駆動方法を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の表示パネルの駆動装置は、各々が発光素子及びスイッチ素子の直列回路からなる
複数の画素部がマトリクス状に配列された表示パネルを入力画像信号に応じて駆動する駆
動装置であって、複数の画素部各々の直列回路に対して駆動電圧を印加する駆動電圧発生
手段と、駆動電圧発生手段から複数の画素部各々の直列回路に出力される電流の値を測定
する電流測定手段と、表示パネルの漏れ電流に対するオフセット電流分を駆動電圧発生手
段から出力される電流に加算して複数の画素部各々の直列回路に対して供給する電流供給
手段と、複数の画素部各々のスイッチ素子を個別にオンさせることによって複数の画素部
毎に発光素子を順次単独にて発光させつつ発光素子各々の発光時のタイミングの電流測定
手段による測定電流値を複数の画素部各々に対応させてメモリに記憶する記憶制御手段と
、複数の画素部各々の発光素子の発光輝度出力を、メモリに記憶されている対応する測定
電流値に基づいて補正する輝度補正手段と、を備えたことを特徴としている。
【０００９】
　本発明の表示パネルの駆動方法は、各々が発光素子及びスイッチ素子の直列回路からな
る複数の画素部がマトリクス状に配列された表示パネルを入力画像信号に応じて駆動する
駆動方法であって、複数の画素部各々の直列回路に対して駆動電圧発生手段の出力駆動電
圧を印加させ、電流供給手段が表示パネルの漏れ電流に対するオフセット電流分を駆動電
圧発生手段から出力される電流に加算して複数の画素部各々の直列回路に対して供給し、
複数の画素部各々のスイッチ素子を個別にオンさせることによって複数の画素部毎に発光
素子を順次単独にて発光させつつ発光素子各々の発光時のタイミングにおける駆動電圧発
生手段からの出力電流値を測定してその測定電流値を複数の画素部各々に対応させてメモ
リに記憶し、複数の画素部各々の発光素子の発光輝度出力を、メモリに記憶されている対
応する測定電流値に基づいて補正することを特徴としている。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
図３は本発明を適用した表示装置を示している。この表示装置は、表示パネル２１と、コ
ントローラ２２と、画素電流値メモリ２３と、データ信号供給回路２４と、走査パルス供
給回路２５と，電流検出回路２６と、電源回路２７と、電流供給回路２８と、電流加算回
路２９とを備えている。
【００１１】
表示パネル２１は各々が平行に配置された複数のデータ線Ｘ1～Ｘm（ｍは２以上の整数）
と複数の走査線Ｙ1～Ｙn（ｎは２以上の整数）と、複数の電源線Ｚ1～Ｚnを備えている。
複数の走査線Ｙ1～Ｙnと複数の電源線Ｚ1～Ｚnとは図３に示すように平行に配列されてい
る。複数のデータ線Ｘ1～Ｘmは複数の走査線Ｙ1～Ｙn及び複数の電源線Ｚ1～Ｚnの各々と
互いに交差している。複数のデータ線Ｘ1～Ｘmと複数の走査線Ｙ1～Ｙnとの交差位置各々
に画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,nが配置され、マトリックス表示パネルが形成されている。電源
線Ｚ1～Ｚnは互いに接続されて１つの電源線Ｚとなり、電流加算回路２９に接続されてい
る。複数の画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,n各々は図２に示した構成を有している。
【００１２】
表示パネル２１は走査線Ｙ1～Ｙnを介して走査パルス供給回路２５に接続され、またデー
タ線Ｘ1～Ｘmを介してデータ信号供給回路２４に接続されている。コントローラ２２は入
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力される画像データに応じて表示パネル２１を階調駆動制御するために走査制御信号及び
データ制御信号を生成する。走査制御信号は走査パルス供給回路２５に供給され、データ
制御信号はデータ信号供給回路２４に供給される。
【００１３】
走査パルス供給回路２５は、走査線Ｙ1～Ｙnに接続されており、走査制御信号に応じて走
査パルスを走査線Ｙ1～Ｙnに所定の順番で供給する。
データ信号供給回路２４は、データ線Ｘ1～Ｘmに接続されており、走査パルスが供給され
る走査線上に位置する画素部のうちの発光駆動されるべき画素部に対して画素データパル
スをデータ線を介して供給する。
【００１４】
表示パネル２１を階調駆動するにあたり様々な階調方法が考えられるが、ここではサブフ
レーム法で実施した場合を例にとって説明する。
サブフレーム法では、１フレームの表示期間をＮ個のサブフレームに分割し、各サブフレ
ームに夫々異なる発光期間を割り当てる。そして、画素データによって示される輝度レベ
ルに応じて、発光を実施させるサブフレームの組み合わせ方を決定することにより、(２N

＋１)段階にて中間輝度を表現させるものである。コントローラ２２は、かかるサブフレ
ーム法を用いた駆動により表示パネル２１を駆動させるべき各種制御信号をデータ信号供
給回路２４及び走査パルス供給回路２５に供給する。
【００１５】
以下に、１フレームの表示期間を図４に示す如く３つのサブフレームＳＦ１～ＳＦ３に分
割して表示パネル２１を駆動する場合を例にとって、データ信号供給回路２４及び走査パ
ルス供給回路２５の動作を説明する。
走査パルス供給回路２５は、図４に示す如きサブフレームＳＦ１～ＳＦ３各々内において
、表示パネル２１の走査線Ｙ1～Ｙn各々に順次、択一的に走査パルスを印加して行く。こ
の間、データ信号供給回路２４は、各走査線上に存在するｍ個の画素各々に対応したｍ個
の輝度補正画素データＬＤ各々に応じた画素データパルスＤＰ1～ＤＰm（データ信号）を
上記走査パルスの印加タイミングに同期してデータ線Ｘ1～Ｘmに各々印加する。画素デー
タパルスＤＰは、そのサブフレーム内において画素部を非発光させる場合には高レベル電
圧、発光の際には低レベル電圧(例えば０ボルト)のパルス電圧を有する。
【００１６】
走査パルスの印加された走査線上に接続されている画素部が画素データの書込対象となる
。この画素データの書込対象となった画素部内では、図２に示した構成で説明すると、Ｆ
ＥＴ１１は、上記走査パルスに応じてオン状態となり、データ線Ａを介して供給された上
記画素データパルスＤＰをＦＥＴ１２のゲートＧ及びキャパシタ１３に夫々印加する。Ｆ
ＥＴ１２は、かかる画素データパルスＤＰのパルス電圧に応じた発光駆動電流を発生し、
これをＥＬ素子１５に供給する。すなわち、ＥＬ素子１５は、低電圧の画素データパルス
ＤＰが供給された場合には上記発光駆動電流によって発光状態となる。一方、高レベル電
圧の画素データパルスＤＰが供給された場合には非発光状態となる。この際、図４に示す
如きサブフレームＳＦ１においてＦＥＴ１２に低電圧の画素データパルスＤＰが供給され
た場合には、ＥＬ素子１５は、"１"なる期間に亘って発光を継続させる。又、サブフレー
ムＳＦ２においてＦＥＴ１２に低電圧の画素データパルスＤＰが供給された場合には、こ
のＥＬ素子１５は、"２"なる期間に亘って発光を継続させる。又、サブフレームＳＦ３に
おいてＦＥＴ１２に低電圧の画素データパルスＤＰが供給された場合には、このＥＬ素子
１５は、"４"なる期間に亘って発光を継続させる。
【００１７】
従って、例えばサブフレームＳＦ１～ＳＦ３の内のＳＦ３のみで発光を実施すると、１フ
レーム表示期間内において"４"の期間だけ発光が為されるので、人の目には発光期間"４"
に対応した輝度が視覚される。又、サブフレームＳＦ１及びＳＦ３において発光を実施す
ると、１フレーム表示期間内において"１"＋"４"＝"５"なる期間だけ発光が為されるので
、人の目には発光期間"５"に対応した輝度が視覚される。同様に、サブフレームＳＦ２及
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びＳＦ３において発光を実施すると、１フレーム表示期間内において"２"＋"４"＝"６"な
る期間だけ発光が為されるので、人の目には発光期間"６"に対応した輝度が視覚される。
【００１８】
このように、図４に示す如き３つのサブフレームを用いて表示パネル２１を駆動すると、
発光を実施させるサブフレームの組み合わせ方により、８階調分の中間輝度を表現するこ
とが可能となるのである。
画素電流値メモリ２３には画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,n毎の画素電流値がデータとしてコント
ローラ２２によって書き込まれる。この書込動作について後述する。
【００１９】
電流検出回路２６は、電源回路２７から電源線Ｚへ出力される電流の値を検出する。電流
供給回路２８はその電流検出回路２６によって検出された電流値に応じてオフセット電流
値を設定し、その電流値のオフセット電流を電流加算回路２９に供給する。
電流検出回路２６は、具体的には図５に示すように、電流測定回路３１と、Ａ／Ｄ（アナ
ログ／ディジタル）変換器３２とからなる。また、電流供給回路２８は図５に示すように
、判定回路３６と、Ｄ／Ａ変換器３７と、電流発生回路３８とを備えている。
【００２０】
電流測定回路３１は電源回路２７と電流加算回路２９との間に設けられている。電流測定
回路３１は、並列接続された抵抗Ｒ及びスイッチＳＷを備え、電源回路２７からの電流が
スイッチＳＷのオン時にはそのスイッチＳＷを介して、スイッチＳＷのオフ時には抵抗Ｒ
を介して電源回路２７へ供給されるように構成されている。スイッチＳＷのオンオフはコ
ントローラ２２によって制御される。電流測定回路３１は抵抗Ｒを流れる電流値に対応し
た電圧、すなわち抵抗Ｒの両端間電圧を出力する。
【００２１】
Ａ／Ｄ変換器３２は電流測定回路３１の出力電圧をディジタル信号に変換してコントロー
ラ２２及び判定回路３６に供給する。判定回路３６はＡ／Ｄ変換器３２から出力されるデ
ィジタル信号が示す漏れ電流値が所定の範囲内の電流値であるか否かを判定する。また、
判定回路３６はその判定結果に応じてオフセット電流値を指定する。判定回路３３が指定
するオフセット電流値はディジタル信号としてＤ／Ａ変換器３７に出力される。Ｄ／Ａ変
換器３７はディジタル信号をアナログの電圧信号に変換して電流発生回路３８に供給する
。また、Ｄ／Ａ変換器３７はコントローラ２２から指令によって出力電圧を制御される。
電流発生回路３８は電圧信号を電流に変換するＶ／Ｉ変換回路であり、結果的に判定回路
３６が指定した値のオフセット電流を電流加算回路２９に出力する。
【００２２】
電流加算回路２９は、電流測定回路３１から出力される電流と電流発生回路３８から出力
されるオフセット電流とを加算して電源線Ｚ1～Ｚnに供給する。
コントローラ２２は、漏れ電流キャンセルルーチン及び発光駆動電流測定ルーチンを実行
する。漏れ電流キャンセルルーチンは表示パネル２１の全ての画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,nの
発光駆動を停止した状態に表示パネル２１に流れる電流を漏れ電流として測定し、その漏
れ電流分に相当する電流を電流発生回路３８から出力されるためのルーチンである。発光
駆動電流測定ルーチンは画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,n各々の駆動電流を測定するためのルーチ
ンである。これらの実行タイミングは、特に限定されないが、例えば、表示装置の電源が
オフにされているときや画像データの入力がないときやサブフィールドとサブフィールド
との間に行っても良い。
【００２３】
漏れ電流キャンセルルーチンにおいてコントローラ２２は、図６に示すように、表示パネ
ル２１の全ての画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,nの発光駆動を停止した状態にする（ステップＳ１
）。すなわち、上記した走査制御信号及びデータ制御信号の生成を停止するのである。そ
して、コントローラ２２はオフセット電流値が０となるようにＤ／Ａ変換器３７の出力電
圧を０Ｖとする（ステップＳ２）。Ｄ／Ａ変換器３７の出力電圧が０Ｖになると、それに
よって電流発生回路３８からのオフセット電流の出力は０となる。更に、コントローラ２
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２は電流測定回路３１のスイッチＳＷをオフに制御する（ステップＳ３）。
【００２４】
この制御状態では、電源回路２７の出力電圧（駆動電圧）Ｖｃが電流測定回路３１の抵抗
Ｒ及び電流加算回路２９を介して表示パネル２１の電源線Ｚ1～Ｚnとアース線との間に印
加され、表示パネル２１には漏れ電流が流れる。電流測定回路３１からはその漏れ電流値
に応じた電圧が出力される。その電流測定回路３１の出力電圧はＡ／Ｄ変換器３２によっ
てディジタル値に変換された後、判定回路３６に供給される。コントローラ２２は判定回
路３６に対してＡ／Ｄ変換器３２から出力されるディジタル信号が示す測定漏れ電流値が
所定の範囲内の電流値であるか否かを判定させる（ステップＳ４）。判定回路３６による
判定の結果、測定漏れ電流値が所定の範囲より大なる電流値である場合には所定の電流値
Ｉｒ分の電流増加に対応したディジタル信号をＤ／Ａ変換器３７に出力する（ステップＳ
５）。そのディジタル信号はコントローラ２２及び判定回路３６のいずれからＤ／Ａ変換
器３７に供給されても良い。Ｄ／Ａ変換器３７はその供給されたディジタル信号をアナロ
グ電圧信号に変換して電流発生回路３８に出力する。電流発生回路３８は所定の電流値Ｉ
ｒ分だけ電流値を増加し、その増加電流を出力する。この電流発生回路３８の出力電流は
電流加算回路２９に供給される。電流発生回路３８の出力電流によってその電流値Ｉｒ分
だけ電源回路２７から出力される電流が減少する。電流加算回路２９から表示パネル２１
に流れる漏れ電流の値自体に変化はない。
【００２５】
判定回路３６が測定漏れ電流値が所定の範囲内の電流値であると判定した場合には、コン
トローラ２２はその時の電流発生回路３８の出力電流値をオフセット電流値として保持さ
せる（ステップＳ６）。
図７は測定漏れ電流値が所定の範囲内の電流値になるまでの変化を示している。第１回目
の測定漏れ電流値は表示パネル２１に流れる実際の漏れ電流の値Ｉｏである。第１回目で
は電流発生回路３８からは電流は出力されない。第２回目の測定漏れ電流値は実際の漏れ
電流値から電流値Ｉｒ分だけ減少した値である。第２回目では電流発生回路３８の出力電
流値はＩｒとなる。すなわち、第ｊ回目の測定漏れ電流値は実際の漏れ電流値Ｉｏから電
流値(ｊ－１)Ｉｒ分だけ減少した値である。第ｊ回目では電流発生回路３８の出力電流値
は(ｊ－１)Ｉｒとなる。判定回路３６は、電流値の所定の範囲を０～Ｉａとすると、０≦
Ｉｏ－(ｊ－１)Ｉｒ≦Ｉａを満足するか否かを判定する。
【００２６】
図７においては、第６回目の測定漏れ電流値は実際の漏れ電流値から電流値５Ｉｒ分だけ
減少した値であり、Ｉｏ－５Ｉｒとなる。第６回目では電流発生回路３８の出力電流値は
５Ｉｒとなる。その第６回目の測定漏れ電流値は所定の範囲内の電流値０～Ｉａとなって
いる。電流発生回路３８の出力電流値５Ｉｒがオフセット電流として保持される。
【００２７】
電流供給回路２８は図８に示すように、アナログ演算回路３９と、電流発生回路３８とか
ら構成することもできる。アナログ演算回路３９は電流測定回路３１から出力される測定
漏れ電流値を示す電圧に応じて電流発生回路３８へ供給する電圧レベルを演算する。すな
わち、アナログ演算回路３９は上記した０≦Ｉｏ－(ｊ－１)Ｉｒ≦Ｉａを満足するように
電流発生回路３８に対して電流(ｊ－１)Ｉｒを出力させる。
【００２８】
また、電流供給回路２８は図９に示すように電流発生回路３８だけから構成しても良い。
この図９の電流供給回路３８においては、その出力電流値が手動操作によって調整可能に
されている。よって、電流測定回路３１から出力される測定漏れ電流値が所定の範囲内の
電流値０～Ｉａとなるように、電流発生回路３８の出力電流が手動操作によって調整され
る。
【００２９】
なお、図５、図８及び図９に示した各実施例においては、表示パネル２１の各画素部ＰＬ

1,1～ＰＬm,nの発光素子であるＥＬ素子の発光色が同一である場合について説明したが、
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ＲＧＢ（赤緑青）のように複数の発光色である場合には発光色毎に駆動電圧Ｖｃが異なる
ことがあるので、電源回路２７、電流検出回路２６及び電流供給回路２８を発光色が異な
る画素部毎に設けても良い。
【００３０】
上記したように漏れ電流キャンセルルーチンにおいて電流供給回路２８の出力電流がオフ
セット電流値として保持された後、コントローラ２２は各画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,nの発光
駆動電流測定ルーチンを実行する。
コントローラ２２は、発光駆動電流測定ルーチンにおいて図１０に示すように、先ず、行
番号レジスタＹ(図示せぬ)に初期の行番号として"１"を記憶すると共に、列番号レジスタ
Ｘ(図示せぬ)に初期の列番号として"１"を記憶する(ステップＳ１１)。その後、コントロ
ーラ２２は、画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,nのうちの行番号レジスタＹに記憶されている行番号
、及び列番号レジスタＸに記憶されている列番号に対応した画素部ＰＬX、Yのみを発光駆
動すべき駆動制御信号を走査パルス供給回路２５及びデータ信号供給回路２４の各々に供
給する(ステップＳ１２)。かかるステップＳ１２の実行により、走査パルス供給回路２５
は、走査線Ｙ1～Ｙnのうちの行番号レジスタＹに記憶されている行番号によって示される
走査ラインＹXのみに走査パルスを供給する。これと同時に、データ信号供給回路２４は
、データ線Ｘ1～Ｘmのうちの列番号レジスタＸに記憶されている列番号によって示される
データ線ＸYのみに低レベル（例えば、アース電位）のデータ信号を供給し、データ線を
除く残りのデータ線には高レベルの電位を印加する。以上の如き動作により、画素部ＰＬ

1,1～ＰＬm,nのうちの画素部ＰＬX、Y内のＥＬ素子のみに発光駆動電流が流れ、このＥＬ
素子が発光する。従って、画素部ＰＬX、Y内のＥＬ素子によって消費される発光駆動電流
のみが電源線ＺY及びＺ上に流れるのである。電流検出回路２６は、電源線Ｚ上を流れる
電流の値を示す電流値データ信号ＣＤをコントローラ２２に供給する。
【００３１】
ここで、コントローラ２２は、上記電流値データ信号ＣＤによって示される電流値を取り
込み、これを画素電流値として画素電流値メモリ２３の番地[Ｘ、Ｙ]に記憶させる(ステ
ップＳ１３)。次に、コントローラ２２は、列番号レジスタＸに記憶されている列番号を
１だけ増加させる(ステップＳ１４)。次に、コントローラ２２は、列番号レジスタＸに記
憶されている列番号が最終の列番号ｍよりも大であるか否かの判定を行う(ステップＳ１
５)。コントローラ２２は、ステップＳ１５において列番号レジスタＸに記憶されている
列番号が最終の列番号ｍよりも大ではないと判定した場合には、上記ステップＳ１２の実
行に戻り前述した如き動作を繰り返し実行する。
【００３２】
上記ステップＳ１２～Ｓ１５の繰り返し実行によれば、行番号レジスタＹに記憶されてい
る行番号にて示される走査線ＹY上に存在する画素部ＰＬ1,Y～ＰＬm,Y各々内のＥＬ素子
に流れる発光駆動電流が順次、個別に測定され、発光駆動電流値メモリ８に記憶されるの
である。
コントローラ２２は、上記ステップＳ１５において、列番号レジスタＸに記憶されている
列番号が最終の列番号ｍよりも大であると判定した場合には、行番号レジスタＹに記憶さ
れている行番号を１だけ増加させ、列番号レジスタＸに記憶されている列番号を１に書き
換える(ステップＳ１６)。すなわち、かかるステップＳ１６の実行により、発光駆動電流
の測定対象すべき画素部を走査線ＹXから次の走査線ＹX+1上の画素部に移行させるのであ
る。また、コントローラ２２は、行番号レジスタＹに記憶されている行番号が最終の行番
号ｎよりも大であるか否かの判定を行う(ステップＳ１７)。コントローラ２２は、ステッ
プＳ１７において行番号レジスタＹに記憶されている行番号が最終の行番号ｎよりも大で
はないと判定した場合には上記ステップＳ１２の実行に戻り前述した如き動作を繰り返し
実行する。
【００３３】
上記ステップＳ１２～Ｓ１７の繰り返し実行によれば、表示パネル２１に形成されている
全ての画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,n各々内のＥＬ素子に対して個別に発光駆動電流が測定され
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、その測定結果が各画素に対応付けされて画素電流値メモリ２３に記憶されるのである。
また、コントローラ２２は、上記ステップＳ１７にて行番号レジスタＹに記憶されている
行番号が最終の行番号ｎよりも大であると判定した場合には、上記画素電流値メモリ２３
に記憶されている各画素毎の画素電流値の内で最も小なる電流値を検索し、その電流値を
代表電流値として内部レジスタ（図示せず）に記憶させる(ステップＳ１８)。次に、コン
トローラ２２は、電流測定回路３１のスイッチＳＷをオンに制御する(ステップＳ１９)。
これにより、電流測定回路３１内に設けられている抵抗Ｒの両端が短絡するので、電源回
路２７が発生した駆動電圧Ｖcが直接、電源線Ｚに印加されることになる。上記ステップ
Ｓ１９の実行後、コントローラ２２は、この発光駆動電流測定ルーチンを抜けてメインル
ーチン(図示せぬ)の実行に戻る。
【００３４】
発光駆動電流測定ルーチンは前述した如く、ユーザが、表示パネル２１による表示動作を
停止させるべく実施した電源オフ操作などに応じて実行されるものである。すなわち、画
像データに基づく表示動作が為されていない期間中において、画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,n毎
のＥＬ素子を単独に発光させた場合に流れる発光駆動電流の測定が為され、その測定結果
が画素電流値として画素電流値メモリ２３に記憶されるのである。また、この画素電流測
定は漏れ電流分がほぼ削除された状態で行われるので、画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,n毎の画素
電流値を高精度で測定することができる。更に、上記した漏れ電流キャンセルルーチン及
び発光駆動電流測定ルーチンを用いれば、表示パネル毎にオフセット電流値が設定される
ので、表示パネル各々で漏れ電流の大きさが異なっても画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,n毎の画素
電流値を高精度で測定することができる。
【００３５】
次に、表示パネル２１による表示動作を開始させるべく、入力画像データ中の画素毎の画
素データＰＤに対応した上記輝度補正値Ｋを生成すべく、図１１に示す如き輝度補正値生
成ルーチンを実行する。
コントローラ２２は、画像データが入力されて画素データＰＤが得られたか否か判定する
（ステップＳ２１）。ステップＳ２１は画素データＰＤが得られるまで繰り返し実行され
る。コントローラ２２は、画素データＰＤが得られると、その画素データＰＤに対応した
画素に対応した画素電流値を画素電流値メモリ２３から読み出す(ステップＳ２２)。次に
、コントローラ２２は、内部レジスタに記憶されている代表電流値を上記画素電流値で除
算した除算結果を輝度補正値Ｋとして求め(ステップＳ２３)、これを画素データＰＤに乗
算して輝度補正画素データＬＤを算出する(ステップＳ２４)。ステップＳ２４では下記式
ように輝度補正画素データＬＤが生成されることになる。
【００３６】
ＬＤ＝画素データＰＤ・輝度補正値Ｋ
＝画素データＰＤ・(代表電流値／画素電流値)
コントローラ２２は、画面表示がオフとなるまでステップＳ２１～Ｓ２４を繰り返し実行
して画素毎の輝度補正画素データＬＤを生成する。
上記輝度補正値生成ルーチンの実行によれば、各画素毎に測定された発光駆動電流が上記
代表電流値に対して大なるほど、その画素に対応した画素部内のＥＬ素子を発光させるべ
き期間を画素データＰＤにて示される期間よりも短くすべき輝度補正値Ｋが生成される。
そして、この画素に対応して供給された画素データＰＤに上記輝度補正値Ｋを乗算したも
のが輝度補正画素データＬＤとして得られるのである。
【００３７】
例えば、画素部ＰＬ1,1の画素電流値が上記代表電流値の１２０％である場合には輝度補
正値Ｋは０．８３になり、画素部ＰＬ1,1に対応して供給された画素データＰＤに０．８
３を乗算したものが輝度補正画素データＬＤとなる。また、画素部ＰＬ2,1の画素電流値
が上記基準電圧値の１１０％である場合には輝度補正値Ｋは０．９１になり、画素部ＰＬ

2,1に対応して供給された画素データＰＤに０．９１を乗算したものが輝度補正画素デー
タＬＤとなる。
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【００３８】
すなわち、発光駆動電流が大となるＥＬ素子を備えた画素部に対しては、発光駆動電流の
小なるＥＬ素子に比して、各フレーム内での発光期間が短くなるように画素データＰＤに
対する輝度補正を行うのである。つまり、発光駆動電流の大なるＥＬ素子は発光駆動電流
の小なるＥＬ素子に比して発光時の輝度が大となるが、その分だけ発光駆動電流の大なる
ＥＬ素子に対応した画素データＰＤによる１フレームあたりの発光期間を短くすることに
より、画面上における見かけの輝度を均一にしているのである。
【００３９】
よって、表示パネル２１を長時間駆動したが故に各画素に対応したＥＬ素子各々の発光輝
度にバラツキが生じてしまっても、輝度ムラの無い高品質な画像表示を提供することが可
能となる。
なお、上記実施例においては、画素電流値メモリ２３に記憶されている各画素毎の画素電
流値の内で最も小なる電流値を代表電流値としているが、最も大なる電流値を代表電流値
としても良い。この場合には、コントローラ２２は、図１０に示されるステップＳ１８に
おいて、画素電流値メモリ２３に記憶されている各画素毎の画素電流値の内で最も大なる
電流値を検索し、その電流値を代表電流値として内部レジスタに記憶させる。これにより
、発光駆動電流が最も大なるＥＬ素子を基準にして、発光駆動電流の小なるＥＬ素子ほど
、１フレーム内での発光期間が長くなるように画素データＰＤに対する輝度補正が行われ
る。輝度補正値Ｋは常に１より大となる。そこで、輝度補正値Ｋを画素データＰＤに乗算
して輝度補正画素データＬＤを求めるにあたり、更に、所定係数(１未満)の乗算を行う。
例えば、かかる所定係数を０．７とすると、
ＬＤ＝画素データＰＤ・０．７・輝度補正値Ｋ
＝画素データＰＤ・０．７(代表電流値／画素電流値)
なる輝度補正画素データＬＤが得られる。
【００４０】
また、上記実施例においては、各画素毎に実際に測定した画素電流値を画素電流値メモリ
２３に記憶するようにしているが、この画素電流値と上記代表電流値との差を各画素毎に
対応づけして画素電流値メモリ２３に記憶するようにしても良い。
コントローラ２２は発光駆動電流測定ルーチンの実行後、図１２に示す如き駆動電圧設定
ルーチンの実行に移っても良い。
【００４１】
図１２において、先ず、コントローラ２２は、上記内部レジスタに記憶されている代表電
流値ＩREFが所定の上限電流値ＩMAXよりも小であるか否かの判定を行う(ステップＳ３１)
。上限電流値ＩMAXとは、必要最低限の輝度を確保しつつも消費電力が所定値を超えない
程度に画素部のＥＬ素子を発光させる発光駆動電流の上限値である。ステップＳ３１にお
いて代表電流値ＩREFが上限電流値ＩMAXよりも小ではないと判定された場合、コントロー
ラ２２は、直前まで上記駆動電圧指定信号ＶＤにて指定していた電圧値に所定電圧値αを
減算した電圧値を新たな指定電圧値とした駆動電圧指定信号ＶＤを電源回路２７に供給す
る(ステップＳ３２)。ステップＳ３２の実行により、電源回路２７は、所定電圧値αの分
だけその電圧値を減らした駆動電圧Ｖcを電源線Ｚに供給する。次に、コントローラ２２
は、上記した如き発光駆動電流測定ルーチンを再び実行する(ステップＳ３３)。すなわち
、ステップＳ３２によって所定電圧値αの分だけ電源線Ｚに印加する駆動電圧Ｖcを減ら
した状態において、再度、画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,n各々内のＥＬ素子に対して個別に発光
駆動電流の測定を行うのである。上記ステップＳ３３の実行後、コントローラ２２は、上
記ステップＳ３１の実行に戻って前述した如き動作を繰り返し実行する。すなわち、コン
トローラ２２は、代表電流値ＩREFが上限電流値ＩMAXよりも小になるまで、電源線Ｚに印
加すべき駆動電圧Ｖcを所定電圧値αずつ減らして行くのである。
【００４２】
ここで、上記ステップＳ３１において、代表電流値ＩREFが上限電流値ＩMAXよりも小であ
ると判定された場合、コントローラ２２は、次にこの代表電流値ＩREFが所定の下限電流
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値ＩMINよりも大であるか否かの判定を行う(ステップＳ３４)。下限電流値ＩMINとは、必
要最低限の輝度でＥＬ素子を発光させる発光駆動電流の下限値である。上記ステップＳ３
４において代表電流値ＩREFが下限電流値ＩMINよりも大ではないと判定された場合、コン
トローラ２２は、直前まで上記駆動電圧指定信号ＶＤにて指定していた電圧値から所定電
圧値αを加算した電圧値を新たな指定電圧値とした駆動電圧指定信号ＶＤを電源回路２７
に供給する(ステップＳ３５)。ステップＳ３５の実行により、電源回路２７は、所定電圧
値αの分だけその電圧値を増加した駆動電圧Ｖcを電源線Ｚに供給する。かかるステップ
Ｓ３５の実行後、コントローラ２２は、ステップＳ３３による発光駆動電流測定ルーチン
の実行に移る。すなわち、ステップＳ３５によって所定電圧値αの分だけ電源線Ｚに印加
する駆動電圧Ｖcを増加した状態において、再度、画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,n各々内のＥＬ
素子に対して個別に発光駆動電流の測定を行うのである。上記ステップＳ３３の実行後、
コントローラ２２は、上記ステップＳ３１の実行に戻って前述した如き動作を繰り返し実
行する。すなわち、コントローラ２２は、代表電流値ＩREFが下限電流値ＩMINよりも大に
なるまで、電源線Ｚに印加する駆動電圧Ｖcを所定電圧値αずつ増加させるのである。
【００４３】
ここで、上記ステップＳ３４において、代表電流値ＩREFが下限電流値ＩMINよりも大であ
ると判定された場合には、この代表電流値ＩREFが下限電流値ＩMIN～上限電流値ＩMAXの
範囲内にあることになるので、コントローラ２２は、駆動電圧設定ルーチンを抜けてメイ
ンルーチン(図示せぬ)の実行に戻る。
以上の如く、駆動電圧設定ルーチンの実行によれば、画素部ＰＬ1,1～ＰＬm,nの各ＥＬ素
子に流れる発光駆動電流の内で最も小なる発光駆動電流値が、ＥＬ素子を所望の輝度範囲
内で発光させる際に必要となる発光駆動電流値となるように駆動電圧Ｖcの電圧調整が為
されるのである。
【００４４】
また、パネル保護のため駆動電圧Ｖｃに上限を設定しても良い。
従って、例え、製造上のバラツキ、環境温度の変化又は累積発光時間等によりＥＬ素子の
内部抵抗値が変動してしまっても、表示パネル２１の画面全体の輝度レベルを常に所望の
輝度範囲内に維持させることができるのである。
【００４５】
【発明の効果】
以上の如く、本発明によれば、長時間使用時においても、輝度ムラの無い高品質な画像表
示を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のＥＬディスプレイ装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１の画素部の構成を示す回路図である。
【図３】本発明を適用したディスプレイ装置の構成を示すブロック図である。
【図４】サブフィールド法を説明するための図である。
【図５】図３の装置中の電流検出回路及び電流供給回路各々の構成を示す図である。
【図６】漏れ電流キャンセルルーチンを示すフローチャートである。
【図７】漏れ電流キャンセル動作例を示す図である。
【図８】図３の装置中の電流検出回路及び電流供給回路各々の他の構成を示す図である。
【図９】図３の装置中の電流検出回路及び電流供給回路各々の他の構成を示す図である。
【図１０】発光駆動電流測定ルーチンを示すフローチャートである。
【図１１】輝度補正値生成ルーチンを示すフローチャートである。
【図１２】駆動電圧設定ルーチンを示すフローチャートである。
【符号の説明】
１，２１　表示パネル
２２　コントローラ
２６　電流検出回路
２８　電流供給回路
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３１　電流測定回路

【図１】

【図２】
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