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(57)【要約】
【課題】駆動トランジスタの閾値電圧のバラつきによる
影響をキャンセルしつつ、より一層消費電力を低減する
ことができる表示装置を提供する。
【解決手段】表示素子は、電流駆動型の発光部と、第１
キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部と、容量部
が保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル
型の駆動トランジスタと、容量部に映像信号電圧を書き
込む第１スイッチングトランジスタとを含んでいる。駆
動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシ
タが保持している状態で、導通状態の第１スイッチング
トランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧を
書き込む。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示素子が配置された表示部と表示部を駆動する駆動部とを備えており、
　表示素子は、電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部
と、容量部が保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタ
と、容量部に映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動部は、
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧を書き込
む、
表示装置。
【請求項２】
　駆動部は、表示部の表示素子を順次走査すると共に、
　連続した複数フレームのうちの一部のフレームにおいて、駆動トランジスタの閾値電圧
に応じた電圧を第１キャパシタに保持させる動作を行う、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　駆動部は、
　第１ノードに基準電圧を印加すると共に第２ノードと第３ノードとに初期化電圧を印加
することによって、容量部が保持する電圧が駆動トランジスタの閾値電圧を超えるように
設定した後、
　第１ノードに基準電圧を印加し且つ第２ノードと第３ノードとを導通させた状態で駆動
トランジスタの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧を印加することによって第２ノー
ドと第３ノードの電位を基準電圧から駆動トランジスタの閾値電圧を減じた電圧に近づけ
ることで、駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタに保持させる、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、及び、
第４スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は第２ノード
に接続され、他方のソース／ドレイン領域は第３ノードに接続されており、
　第４スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第１ノードに接続されており、
　基準電圧は、第４スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第１ノー
ドに印加され、
　第２ノードと第３ノードとは、第３スイッチングトランジスタが導通状態とされること
によって導通状態とされる、
請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　初期化電圧は、第１スイッチングトランジスタを介して、データ線から供給される、
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請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　初期化電圧は、駆動トランジスタを介して、給電線から供給される、
請求項４に記載の表示装置。
【請求項７】
　表示素子は、第５スイッチングトランジスタを更に備えており、
　駆動トランジスタの他方のソース／ドレイン領域と発光部の一端とは、第５スイッチン
グトランジスタを介して接続されている、
請求項４に記載の表示素子。
【請求項８】
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、第４ス
イッチングトランジスタ、及び、第５スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第１ノードに接続されており、
　第２ノードは、第４スイッチングトランジスタを介して、駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域および発光部の一端と接続されており、
　第３ノードは、第５スイッチングトランジスタを介して、駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域および発光部の一端と接続されており、
　基準電圧は、第３スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第１ノー
ドに印加され、
　初期化電圧は給電線から供給されると共に、導通状態の第４スイッチングトランジスタ
及び第５スイッチングトランジスタを介して、第２ノードと第３ノードとに印加される、
請求項３に記載の表示装置。
【請求項９】
　駆動部は、
　第１ノードに基準電圧を印加すると共に第２ノードと第３ノードとに初期化電圧を印加
することによって、容量部が保持する電圧が駆動トランジスタの閾値電圧を超えるように
設定した後、
　第１ノードに基準電圧を印加した状態で駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領
域に駆動電圧を印加することによって第３ノードの電位を基準電圧から駆動トランジスタ
の閾値電圧を減じた電圧に近づけることで、駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を
第１キャパシタに保持させる、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項１０】
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、及び、
第４スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には初期化電
圧が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第１ノードに接続されており、
　駆動トランジスタの他方のソース／ドレイン領域と発光部の一端とは、第４スイッチン
グトランジスタを介して接続されており、
　基準電圧は、第３スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第１ノー
ドに印加され、
　初期化電圧は、第２スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第２ノ
ードに印加され、
　第２スイッチングトランジスタの導通状態／非導通状態は、第１スイッチングトランジ
スタと共通の制御線によって制御される、
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請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　駆動部は、
　第２ノード及び第３ノードに基準電圧を印加すると共に、第１ノードと駆動トランジス
タの一方のソース／ドレイン領域を導通させた状態で給電線から駆動電圧を供給すること
によって、容量部が保持する電圧が駆動トランジスタの閾値電圧を超えるように設定した
後、
　第２ノード及び第３ノードに基準電圧を印加した状態で、給電線と駆動トランジスタと
の接続を遮断することによって、第１ノードの電位を基準電圧に駆動トランジスタの閾値
電圧を加えた電位に近づけることで、駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キ
ャパシタに保持させる、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項１２】
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、第４ス
イッチングトランジスタ、及び、第５スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は第２ノード
に接続され、他方のソース／ドレイン領域は第３ノードに接続されており、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第４スイッチ
ングトランジスタを介して接続されており、
　給電線と駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第５スイッチング
トランジスタを介して接続されており、
　基準電圧は、第２スイッチングトランジスタ及び第３スイッチングトランジスタが導通
状態とされることによって、第２ノード及び第３ノードに印加され、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域とは、第４スイッチング
トランジスタが導通状態とされることによって導通状態とされ、
　給電線と駆動トランジスタとの接続は、第５スイッチングトランジスタを非導通状態と
することによって遮断される、
請求項１１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　表示素子は、第６スイッチングトランジスタを更に備えており、
　駆動トランジスタの他方のソース／ドレイン領域と発光部の一端とは、第６スイッチン
グトランジスタを介して接続されている、
請求項１２に記載の表示素子。
【請求項１４】
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、及び、
第４スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第３スイッチ
ングトランジスタを介して接続されており、
　給電線と駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第４スイッチング
トランジスタを介して接続されており、
　基準電圧は、
　第１ノードにあっては、第１スイッチングトランジスタを介してデータ線から供給され
て印加され、第２ノードにあっては、第２スイッチングトランジスタが導通状態とされる
ことによって第２ノードに印加され、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域とは、第３スイッチング
トランジスタが導通状態とされることによって導通状態とされ、
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　給電線と駆動トランジスタとの接続は、第４スイッチングトランジスタを非導通状態と
することによって遮断される、
請求項１１に記載の表示装置。
【請求項１５】
　表示素子が配置された表示部と表示部を駆動する駆動部とを備えた表示装置の駆動方法
であって、
　表示素子は、電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部
と、容量部が保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタ
と、容量部に映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動部は、
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧を書き込
む、
表示装置の駆動方法。
【請求項１６】
　電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部と、容量部が
保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタと、容量部に
映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧が書き込
まれる、
表示素子。
【請求項１７】
　表示装置を備えた電子機器であって、
　表示装置は、表示素子が配置された表示部と表示部を駆動する駆動部とを備えており、
　表示素子は、電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部
と、容量部が保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタ
と、容量部に映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
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　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動部は、
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧を書き込
む、
電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示装置、表示装置の駆動方法、表示素子、及び、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電流駆動型の発光部を備えた表示素子、及び、係る表示素子を備えた表示装置が周知で
ある。例えば、有機材料のエレクトロルミネッセンスを利用した発光部を備えた表示素子
（以下、単に、有機ＥＬ表示素子と略称する場合がある）は、低電圧直流駆動による高輝
度発光が可能な表示素子として注目されている。
【０００３】
　液晶表示装置と同様に、例えば、有機ＥＬ表示素子を備えた表示装置においても、駆動
方式として、単純マトリクス方式、及び、アクティブマトリクス方式が周知である。アク
ティブマトリクス方式は、構造が複雑になるといった欠点はあるが、画像の輝度を高いも
のとすることができる等の利点を有する。アクティブマトリクス方式により駆動される有
機ＥＬ表示素子にあっては、発光層を含む有機層等から構成された発光部に加えて、発光
部を駆動する駆動トランジスタを有する駆動回路を備えている。
【０００４】
　駆動トランジスタに流れる電流の値は、駆動トランジスタのソース領域に対するゲート
電極の電圧（所謂ゲート－ソース間電圧）の他、駆動トランジスタの閾値電圧にも左右さ
れる。駆動トランジスタの閾値電圧は表示素子毎にばらつくので輝度ムラの原因となる。
表示素子に映像信号を書き込む毎に駆動トランジスタの閾値電圧のバラつきによる影響を
キャンセルするための動作を行うといったことが、例えば、特開２００８－２８７１３９
号公報（特許文献１）に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２８７１３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　映像信号の書き込み毎に駆動トランジスタの閾値電圧のバラつきによる影響をキャンセ
ルするといった動作は、表示装置の消費電力を増やす要因となる。電子機器は、一般に消
費電力が低いことが望まれており、表示装置においても、消費電力の低減が期待されてい
る。
【０００７】
　従って、本発明の目的は、駆動トランジスタの閾値電圧のバラつきによる影響をキャン
セルしつつ、より一層消費電力を低減することができる表示装置、表示装置の駆動方法、
表示素子、及び、電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するための本開示に係る表示装置は、
　表示素子が配置された表示部と表示部を駆動する駆動部とを備えており、
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　表示素子は、電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部
と、容量部が保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタ
と、容量部に映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動部は、
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧を書き込
む、
表示装置である。
【０００９】
　上記の目的を達成するための本開示に係る表示装置の駆動方法は、
　表示素子が配置された表示部と表示部を駆動する駆動部とを備えた表示装置の駆動方法
であって、
　表示素子は、電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部
と、容量部が保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタ
と、容量部に映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動部は、
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧を書き込
む、
表示装置の駆動方法である。
【００１０】
　上記の目的を達成するための本開示に係る表示素子は、
　電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部と、容量部が
保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタと、容量部に
映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
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通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧が書き込
まれる、
表示素子である。
【００１１】
　上記の目的を達成するための本開示に係る電子機器は、
　表示装置を備えた電子機器であって、
　表示装置は、表示素子が配置された表示部と表示部を駆動する駆動部とを備えており、
　表示素子は、電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部
と、容量部が保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタ
と、容量部に映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動部は、
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧を書き込
む、
電子機器である。
【発明の効果】
【００１２】
　本開示の表示装置、表示装置の駆動方法、表示素子、及び、電子機器によれば、駆動ト
ランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導通状態の
第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧を書き込む。これ
によって、駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタに保持するといっ
た動作の頻度を減らすことができる。従って、駆動トランジスタの閾値電圧のバラつきに
よる影響をキャンセルしつつ、より一層消費電力を低減することができる。なお、ここに
記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれの効果
があってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る表示装置の概念図である。
【図２】図２は、表示部における表示素子を含む部分の模式的な一部断面図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置の第
（ｎ，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートである。
【図４】図４Ａ及び図４Ｂは、第１の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回路を構
成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【図５】図５Ａ及び図５Ｂは、図４Ｂに引き続き、第１の実施形態の表示装置に係る表示
素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図で
ある。
【図６】図６Ａ及び図６Ｂは、図５Ｂに引き続き、第１の実施形態の表示装置に係る表示
素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図で
ある。
【図７】図７Ａ及び図７Ｂは、図６Ｂに引き続き、第１の実施形態の表示装置に係る表示
素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図で
ある。
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【図８】図８Ａ及び図８Ｂは、図７Ｂに引き続き、第１の実施形態の表示装置に係る表示
素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図で
ある。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置の第
（ｎ，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートである。
【図１０】図１０Ａ及び図１０Ｂは、第２の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回
路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【図１１】図１１は、第３の実施形態に係る表示装置の概念図である。
【図１２】図１２は、第３の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置
の第（ｎ，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートであ
る。
【図１３】図１３Ａ及び図１３Ｂは、第３の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回
路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【図１４】図１４Ａ及び図１４Ｂは、図１３Ｂに引き続き、第３の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図１５】図１５Ａ及び図１５Ｂは、図１４Ｂに引き続き、第３の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図１６】図１６Ａ及び図１６Ｂは、図１５Ｂに引き続き、第３の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図１７】図１７Ａ及び図１７Ｂは、図１６Ｂに引き続き、第３の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図１８】図１８は、第４の実施形態に係る表示装置の概念図である。
【図１９】図１９は、第４の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置
の第（ｎ，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートであ
る。
【図２０】図２０Ａ及び図２０Ｂは、第４の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回
路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【図２１】図２１Ａ及び図２１Ｂは、図２０Ｂに引き続き、第４の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図２２】図２２Ａ及び図２２Ｂは、図２１Ｂに引き続き、第４の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図２３】図２３Ａ及び図２３Ｂは、図２２Ｂに引き続き、第４の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図２４】図２４Ａ及び図２４Ｂは、図２３Ｂに引き続き、第４の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図２５】図２５は、第５の実施形態に係る表示装置の概念図である。
【図２６】図２６は、第５の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置
の第（ｎ，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートであ
る。
【図２７】図２７Ａ及び図２７Ｂは、第５の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回
路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【図２８】図２８Ａ及び図２８Ｂは、図２７Ｂに引き続き、第５の実施形態の表示装置に
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係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図２９】図２９Ａ及び図２９Ｂは、図２８Ｂに引き続き、第５の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図３０】図３０Ａ及び図３１Ｂは、図２９Ｂに引き続き、第５の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図３１】図３１Ａ及び図３１Ｂは、図３０Ｂに引き続き、第５の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図３２】図３２は、第６の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置
の第（ｎ，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートであ
る。
【図３３】図３３Ａ及び図３３Ｂは、第６の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回
路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【図３４】図３４は、第７の実施形態に係る表示装置の概念図である。
【図３５】図３５は、第７の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置
の第（ｎ，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートであ
る。
【図３６】図３６Ａ及び図３６Ｂは、第７の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回
路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【図３７】図３７Ａ及び図３７Ｂは、図３６Ｂに引き続き、第７の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図３８】図３８Ａ及び図３８Ｂは、図３７Ｂに引き続き、第７の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図３９】図３９Ａ及び図３９Ｂは、図３８Ｂに引き続き、第７の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図４０】図４０Ａ及び図４０Ｂは、図３９Ｂに引き続き、第７の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図４１】図４１は、第８の実施形態に係る表示装置の概念図である。
【図４２】図４２は、第８の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置
の第（ｎ，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートであ
る。
【図４３】図４３Ａ及び図４４Ｂは、第８の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回
路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【図４４】図４４Ａ及び図４４Ｂは、図４３Ｂに引き続き、第８の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図４５】図４５Ａ及び図４５Ｂは、図４４Ｂに引き続き、第８の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図４６】図４６Ａ及び図４６Ｂは、図４５Ｂに引き続き、第８の実施形態の表示装置に
係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図４７】図４７Ａ及び図４７Ｂは、図４６Ｂに引き続き、第８の実施形態の表示装置に
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係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に
示す図である。
【図４８】図４８は、第１の変形例に係る表示装置の概念図である。
【図４９】図４９は、第１の変形例に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置の
第（ｎ，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートである
。
【図５０】図５０は、第２の変形例に係る表示装置の概念図である。
【図５１】図５１は、レンズ交換式一眼レフレックスタイプのデジタルスチルカメラの外
観図であり、図５１Ａにその正面図を示し、図５１Ｂにその背面図を示す。
【図５２】図５２は、ヘッドマウントディスプレイの外観図である。
【図５３】図５３は、シースルーヘッドマウントディスプレイの外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、実施形態に基づいて本開示を説明する。本開示は実施形態に限
定されるものではなく、実施形態における種々の数値や材料は例示である。以下の説明に
おいて、同一要素または同一機能を有する要素には同一符号を用いることとし、重複する
説明は省略する。尚、説明は、以下の順序で行う。
　１．本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、表示素子、及び、電子機器全般に関
する説明
　２．第１の実施形態
　３．第２の実施形態
　４．第３の実施形態
　５．第４の実施形態
　６．第５の実施形態
　７．第６の実施形態
　８．第７の実施形態
　９．第８の実施形態
１０．変形例に係る表示装置
１１．電子機器の説明、その他
【００１５】
［本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、表示素子、及び、電子機器全般に関する
説明］
　本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、及び、電子機器にあっては、
　駆動部は、表示部の表示素子を順次走査すると共に、
　連続した複数フレームのうちの一部のフレームにおいて、駆動トランジスタの閾値電圧
に応じた電圧を第１キャパシタに保持させる動作を行う、
構成とすることができる。
【００１６】
　上述した動作は、例えば、２フレームにつき一回行うといった構成であってもよいし、
５ないし１０フレームにつき１回行うといった構成であってもよい。消費電力を減らすと
いった観点からは、駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタに保持さ
せる動作を行うフレームの頻度を減らすことが好ましい。一方、第１キャパシタに保持さ
せた電圧はリークなどにより変化する。従って、輝度ムラの低減といった観点からは、あ
る程度の頻度で行うことが好ましい。どのような頻度で行うかは、表示装置の仕様などに
応じて適宜設定すればよい。
【００１７】
　ある特定のフレームにおいて駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシ
タに保持させる動作と映像信号を書き込む動作とを行うといった構成であってもよいし、
あるいは又、ある特定のフレームにおいて全ての表示素子について駆動トランジスタの閾
値電圧に応じた電圧を第１キャパシタに保持させる動作のみ行い、その後のフレームにお
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いて映像信号を書き込むといった動作であってもよい。
【００１８】
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタに保持させる動作を行った
のち、次に同様の動作を行うまでに、リークなどによって第１キャパシタが保持する電圧
が変化することもありうる。このような場合には、第１キャパシタの電圧変化分を補償す
るように補正した映像信号電圧を第２キャパシタに書き込むなどとといった構成とすれば
よい。
【００１９】
　上述した好ましい構成を含む本開示にあっては、
　駆動部は、
　第１ノードに基準電圧を印加すると共に第２ノードと第３ノードとに初期化電圧を印加
することによって、容量部が保持する電圧が駆動トランジスタの閾値電圧を超えるように
設定した後、
　第１ノードに基準電圧を印加し且つ第２ノードと第３ノードとを導通させた状態で駆動
トランジスタの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧を印加することによって第２ノー
ドと第３ノードの電位を基準電圧から駆動トランジスタの閾値電圧を減じた電圧に近づけ
ることで、駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタに保持させる、
構成とすることができる。
【００２０】
　この場合において、
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、及び、
第４スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は第２ノード
に接続され、他方のソース／ドレイン領域は第３ノードに接続されており、
　第４スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第１ノードに接続されており、
　基準電圧は、第４スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第１ノー
ドに印加され、
　第２ノードと第３ノードとは、第３スイッチングトランジスタが導通状態とされること
によって導通状態とされる、
構成とすることができる。
【００２１】
　初期化電圧は、第１スイッチングトランジスタを介して、データ線から供給される構成
とすることができる。あるいは又、初期化電圧は、駆動トランジスタを介して、給電線か
ら供給される構成とすることもできる。
【００２２】
　表示素子は、第５スイッチングトランジスタを更に備えており、
　駆動トランジスタの他方のソース／ドレイン領域と発光部の一端とは、第５スイッチン
グトランジスタを介して接続されている、
構成とすることもできる。
【００２３】
　あるいは又、
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、及び、
第４スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には初期化電
圧が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第１ノードに接続されており、
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　駆動トランジスタの他方のソース／ドレイン領域と発光部の一端とは、第４スイッチン
グトランジスタを介して接続されており、
　基準電圧は、第３スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第１ノー
ドに印加され、
　初期化電圧は、第２スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第１ノ
ードに印加され、
　第２スイッチングトランジスタの導通状態／非導通状態は、第１スイッチングトランジ
スタと共通の制御線によって制御される、
構成とすることができる。
【００２４】
　上述した好ましい構成を含む本開示にあっては、
　駆動部は、
　第１ノードに基準電圧を印加すると共に第２ノードと第３ノードとに初期化電圧を印加
することによって、容量部が保持する電圧が駆動トランジスタの閾値電圧を超えるように
設定した後、
　第１ノードに基準電圧を印加し且つ第２ノードと第３ノードとを導通させた状態で駆動
トランジスタの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧を印加することによって第２ノー
ドと第３ノードの電位を基準電圧から駆動トランジスタの閾値電圧を減じた電圧に近づけ
ることで、駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタに保持させる、
構成とすることができる。
【００２５】
　この場合において、
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、及び、
第４スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には初期化電
圧が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第１ノードに接続されており、
　駆動トランジスタの他方のソース／ドレイン領域と発光部の一端とは、第４スイッチン
グトランジスタを介して接続されており、
　基準電圧は、第３スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第１ノー
ドに印加され、
　初期化電圧は、第２スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第２ノ
ードに印加され、
　第２スイッチングトランジスタの導通状態／非導通状態は、第１スイッチングトランジ
スタと共通の制御線によって制御される、
構成とすることができる。
【００２６】
　あるいは又、上述した好ましい構成を含む本開示にあっては、
　駆動部は、
　第２ノード及び第３ノードに基準電圧を印加すると共に、第１ノードと駆動トランジス
タの一方のソース／ドレイン領域を導通させた状態で給電線から駆動電圧を供給すること
によって、容量部が保持する電圧が駆動トランジスタの閾値電圧を超えるように設定した
後、
　第２ノード及び第３ノードに基準電圧を印加した状態で、給電線と駆動トランジスタと
の接続を遮断することによって、第１ノードの電位を基準電圧に駆動トランジスタの閾値
電圧を加えた電位に近づけることで、駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キ
ャパシタに保持させる、
構成とすることができる。
【００２７】
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　この場合において、
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、第４ス
イッチングトランジスタ、及び、第５スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は第２ノード
に接続され、他方のソース／ドレイン領域は第３ノードに接続されており、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第４スイッチ
ングトランジスタを介して接続されており、
　給電線と駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第５スイッチング
トランジスタを介して接続されており、
　基準電圧は、第２スイッチングトランジスタ及び第３スイッチングトランジスタが導通
状態とされることによって、第２ノード及び第３ノードに印加され、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域とは、第４スイッチング
トランジスタが導通状態とされることによって導通状態とされ、
　給電線と駆動トランジスタとの接続は、第５スイッチングトランジスタを非導通状態と
することによって遮断される、
構成とすることができる。
【００２８】
　この場合において、
　表示素子は、第６スイッチングトランジスタを更に備えており、
　駆動トランジスタの他方のソース／ドレイン領域と発光部の一端とは、第６スイッチン
グトランジスタを介して接続されている、
構成とすることができる。
【００２９】
　あるいは又、
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、及び、
第４スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第３スイッチ
ングトランジスタを介して接続されており、
　給電線と駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第４スイッチング
トランジスタを介して接続されており、
　基準電圧は、
　第１ノードにあっては、第１スイッチングトランジスタを介してデータ線から供給され
て印加され、第２ノードにあっては、第２スイッチングトランジスタが導通状態とされる
ことによって第２ノードに印加され、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域とは、第３スイッチング
トランジスタが導通状態とされることによって導通状態とされ、
　給電線と駆動トランジスタとの接続は、第４スイッチングトランジスタを非導通状態と
することによって遮断される、
構成とすることができる。
【００３０】
　上述した各種の好ましい構成において、第１キャパシタに保持される電圧は、駆動トラ
ンジスタの閾値電圧を反映した電圧であれば足りる。従って、閾値電圧と一致するといっ
たことは必ずしも要しない。
【００３１】
　上述した各種の好ましい構成を含む本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、表示
素子、及び、電子機器（以下、これらを単に「本開示」と呼ぶ場合がある）において、発
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光部は、流れる電流値に応じて発光輝度が変化する電流駆動型の電気光学素子から成る構
成とすることができる。電流駆動型の発光部として、有機エレクトロルミネッセンス発光
部、ＬＥＤ発光部、半導体レーザ発光部などを挙げることができる。これらの発光部は、
周知の材料や方法を用いて構成することができる。平面型の表示装置を構成する観点から
は、中でも、発光部は有機エレクトロルミネッセンス発光部から成る構成が好ましい。
【００３２】
　上述した各種の好ましい構成を含む本開示に用いられる駆動部は、例えば、データ線駆
動部、電源部、及び、制御線駆動部といった回路から構成される。これらは、周知の回路
素子等を用いて構成することができる。
【００３３】
　表示装置は、所謂モノクロ表示の構成であってもよいし、カラー表示の構成であっても
よい。カラー表示の構成とする場合には、１つの画素は複数の副画素から成る構成、具体
的には、１つの画素は、赤色発光副画素、緑色発光副画素、及び、青色発光副画素の３つ
の副画素から成る構成とすることができる。更には、これらの３種の副画素に更に１種類
あるいは複数種類の副画素を加えた１組（例えば、輝度向上のために白色光を発光する副
画素を加えた１組、色再現範囲を拡大するために補色を発光する副画素を加えた１組、色
再現範囲を拡大するためにイエローを発光する副画素を加えた１組、色再現範囲を拡大す
るためにイエロー及びシアンを発光する副画素を加えた１組）から構成することもできる
。
【００３４】
　表示装置の画素（ピクセル）の値として、ＶＧＡ（６４０，４８０）、Ｓ－ＶＧＡ（８
００，６００）、ＸＧＡ（１０２４，７６８）、ＡＰＲＣ（１１５２，９００）、Ｓ－Ｘ
ＧＡ（１２８０，１０２４）、Ｕ－ＸＧＡ（１６００，１２００）、ＨＤ－ＴＶ（１９２
０，１０８０）、Ｑ－ＸＧＡ（２０４８，１５３６）の他、（１９２０，１０３５）、（
７２０，４８０）、（１２８０，９６０）等、画像表示用解像度の幾つかを例示すること
ができるが、これらの値に限定するものではない。
【００３５】
　表示部を構成する表示素子は、或る平面内に形成され（例えば、支持体上に形成され）
ており、発光部は、例えば、層間絶縁層を介して、発光部を駆動する駆動回路の上方に形
成されている。
【００３６】
　発光部を駆動する駆動回路は、トランジスタや容量部から成る回路として構成すること
ができる。駆動回路を構成するトランジスタとして、例えば、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ
）を挙げることができる。トランジスタは、エンハンスメント型であってもよいし、デプ
レッション型であってもよい。ｎチャネル型のトランジスタにあってはＬＤＤ構造（Ligh
tly Doped Drain構造）が形成されていてもよい。場合によっては、ＬＤＤ構造は非対称
に形成されていてもよい。例えば、駆動トランジスタに大きな電流が流れるのは表示素子
の発光時であるので、発光時においてドレイン領域となる一方のソース／ドレイン領域に
のみＬＤＤ構造を形成した構成とすることもできる。
【００３７】
　１つのトランジスタの有する２つのソース／ドレイン領域において、「一方のソース／
ドレイン領域」という用語を、電源側に接続されたソース／ドレイン領域といった意味に
おいて使用する場合がある。また、トランジスタが導通状態にあるとは、ソース／ドレイ
ン領域間にチャネルが形成されている状態を意味する。係るトランジスタの一方のソース
／ドレイン領域から他方のソース／ドレイン領域に電流が流れているか否かは問わない。
一方、トランジスタが非導通状態にあるとは、ソース／ドレイン領域間にチャネルが形成
されていない状態を意味する。また、ソース／ドレイン領域は、不純物を含有したポリシ
リコンやアモルファスシリコン等の導電性物質から構成することができるだけでなく、金
属、合金、導電性粒子、これらの積層構造、有機材料（導電性高分子）から成る層から構
成することができる。
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【００３８】
　容量部を構成する各キャパシタは、一対の電極とこれらの電極に挟まれた誘電体層から
構成することができる。駆動回路を構成する上述したトランジスタ及び容量部は、或る平
面内に形成され（例えば、支持体上に形成され）、発光部は、例えば、層間絶縁層を介し
て、駆動回路を構成するトランジスタ及び容量部の上方に形成されている。尚、半導体基
板等にトランジスタを形成した構成であってもよい。
【００３９】
　制御線やデータ線、あるいは給電線などといった各種の配線は、或る平面上（例えば、
支持体上）に形成される。これらの配線は、周知の構成や構造とすることができる。
【００４０】
　支持体や後述する基板の構成材料として、高歪点ガラス、ソーダガラス（Ｎａ2Ｏ・Ｃ
ａＯ・ＳｉＯ2）、硼珪酸ガラス（Ｎａ2Ｏ・Ｂ2Ｏ3・ＳｉＯ2）、フォルステライト（２
ＭｇＯ・ＳｉＯ2）、鉛ガラス（Ｎａ2Ｏ・ＰｂＯ・ＳｉＯ2）等のガラス材料の他、可撓
性を有する高分子材料、例えば、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）やポリイミド、ポリカ
ーボネート（ＰＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）に例示される高分子材料を
例示することができる。尚、支持体や基板の表面に各種のコーティングが施されていても
よい。支持体と基板の構成材料は、同じであってもよいし異なっていてもよい。可撓性を
有する高分子材料から成る支持体および基板を用いれば、可撓性を有する表示装置を構成
することができる。
【００４１】
　本明細書における各種の式に示す条件は、式が数学的に厳密に成立する場合の他、式が
実質的に成立する場合にも満たされる。式の成立に関し、表示素子や表示装置の設計上あ
るいは製造上生ずる種々のばらつきの存在は許容される。
【００４２】
　以下の説明で用いるタイミングチャートにおいて、各期間を示す横軸の長さ（時間長）
は模式的なものであり、各期間の時間長の割合を示すものではない。縦軸においても同様
である。また、タイミングチャートにおける波形の形状も模式的なものである。
【００４３】
［第１の実施形態］
　第１の実施形態は、本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、及び、表示素子に関
する。
【００４４】
　図１は、第１の実施形態に係る表示装置の概念図である。表示装置１は、表示素子１１
が配置された表示部１０と表示部１０を駆動する駆動部２０とを備えている。
【００４５】
　表示部１０において、表示素子１１は、行方向（図１においてＸ方向）に延びる第１制
御線ＷＳ１ないし第５制御線ＷＳ５と、列方向（図１においてＹ方向）に延びるデータ線
ＤＴＬとに接続された状態で、２次元マトリクス状に配列されている。
【００４６】
　図示の都合上、図１においては、１つの表示素子１１、より具体的には、後述する第（
ｎ，ｍ）番目の表示素子１１についての結線関係を示した。
【００４７】
　表示装置１は、データ線駆動部２１、電源部２２、及び、制御線駆動部２３をそなえて
いる。これらによって、表示部１０を駆動するための駆動部２０が構成される。
【００４８】
　第１制御線ＷＳ１ないし第５制御線ＷＳ５には、制御線駆動部２３から各種信号が供給
される。データ線ＤＴＬには、表示すべき画像の輝度に応じた映像信号電圧などが供給さ
れる。給電線ＤＳには、電源部２２から駆動電圧などが供給される。尚、第１制御線ＷＳ
１ないし第５制御線ＷＳ５を纏めて単に「制御線」と呼ぶ場合がある。
【００４９】
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　図１では図示されていないが、表示部１０が画像を表示する領域（表示領域）は、行方
向にＮ個、列方向にＭ個、合計Ｎ×Ｍ個の、２次元マトリクス状に配列された表示素子１
１から構成されている。表示領域における表示素子１１の行数はＭであり、各行を構成す
る表示素子１１の数はＮである。
【００５０】
　第１制御線ＷＳ１ないし第５制御線ＷＳ５、及び、給電線ＤＳの本数は、それぞれＭ本
である。第ｍ行目（但し、ｍ＝１，２・・・，Ｍ）の表示素子１１は、第ｍ番目の第１制
御線ＷＳ１mないし第５制御線ＷＳ５mと、第ｍ番目の給電線ＤＳmとに接続されており、
１つの表示素子行を構成する。尚、図１では、第１制御線ＷＳ１mないし第５制御線ＷＳ
５mと、給電線ＤＳmのみが示されている。
【００５１】
　また、データ線ＤＴＬの本数はＮ本である。第ｎ列目（但し、ｎ＝１，２・・・，Ｎ）
の表示素子１１は、第ｎ番目のデータ線ＤＴＬnに接続されている。尚、図１では、デー
タ線ＤＴＬnのみが示されている。
【００５２】
　表示素子１１は、電流駆動型の発光部ＥＬＰと、第１キャパシタＣS1及び第２キャパシ
タＣS2を含む容量部ＣＰと、容量部ＣＰが保持した電圧に応じた電流を発光部ＥＬＰに流
すｎチャネル型の駆動トランジスタＴＲDrvと、容量部ＣＰに映像信号電圧を書き込む第
１スイッチングトランジスタＴＲ1とを含んでいる。駆動トランジスタＴＲDrvは、ｎチャ
ネル型のＴＦＴから成る。他のトランジスタにおいても同様である。
【００５３】
　容量部ＣＰにあっては、第１キャパシタＣS1の一端は駆動トランジスタＴＲDrvのゲー
ト電極に接続されて第１ノードＮＤ1_Gを構成し、第１キャパシタＣS1の他端と第２キャ
パシタＣS2の一端とは接続されて第２ノードＮＤ2を構成し、第２キャパシタＣS2の他端
は発光部ＥＬＰの一端（発光部に備えられたアノード電極）と駆動トランジスタＴＲDrv

の他方のソース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードＮＤ3_Sを構成する。駆動トラ
ンジスタＴＲDrvにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線ＤＳに接続され、他
方のソース／ドレイン領域は、後述する第５スイッチングトランジスタＴＲ5を介して、
発光部ＥＬＰに接続されている。第１スイッチングトランジスタＴＲ1にあっては、一方
のソース／ドレイン領域がデータ線ＤＴＬに接続され、他方のソース／ドレイン領域が第
３ノードＮＤ3_Sに接続されている。
【００５４】
　表示素子１１は、第２スイッチングトランジスタＴＲ2、第３スイッチングトランジス
タＴＲ3、及び、第４スイッチングトランジスタＴＲ4を更に備えている。第２スイッチン
グトランジスタＴＲ2にあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧Ｖofsが印加
され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードＮＤ2に接続されている。第３スイッ
チングトランジスタＴＲ3にあっては、一方のソース／ドレイン領域は第２ノードＮＤ2に
接続され、他方のソース／ドレイン領域は第３ノードＮＤ3_Sに接続されている。第４ス
イッチングトランジスタＴＲ4にあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧Ｖo

fsが印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第１ノードＮＤ1_Gに接続されている。
【００５５】
　表示素子１１は、第５スイッチングトランジスタＴＲ5を更に備えている。駆動トラン
ジスタＴＲDrvの他方のソース／ドレイン領域と発光部ＥＬＰの一端とは、第５スイッチ
ングトランジスタＴＲ5を介して接続されている。
【００５６】
　上述した駆動トランジスタＴＲDrv、容量部ＣＰ、第１スイッチングトランジスタＴＲ1

ないし第５スイッチングトランジスタＴＲ5によって、発光部ＥＬＰを駆動する駆動回路
１２が構成される。
【００５７】
　第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第５スイッチングトランジスタＴＲ5のゲー
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ト電極は、それぞれ、第１制御線ＷＳ１ないし第５制御線ＷＳ５に接続されている。第１
スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第５スイッチングトランジスタＴＲ5の導通状態／
非導通状態は、制御線駆動部２３からの信号によって制御される。
【００５８】
　容量部ＣＰは、駆動トランジスタＴＲDrvのソース領域に対するゲート電極の電圧（所
謂ゲート－ソース間電圧）を保持するために用いられる。この場合の「ソース領域」とは
、発光部ＥＬＰが発光するときに「ソース領域」として働く側のソース／ドレイン領域を
意味する。表示素子１１の発光状態においては、駆動トランジスタＴＲDrvの一方のソー
ス／ドレイン領域（図１において給電線ＤＳに接続されている側）はドレイン領域として
働き、他方のソース／ドレイン領域（発光部ＥＬＰの一端側）はソース領域として働く。
【００５９】
　表示装置１は、例えばモノクロ表示の表示装置であり、１つの表示素子１１が１つの画
素を構成する。制御線駆動部２３からの制御信号によって、表示装置１は行単位で線順次
走査される。第ｍ行、第ｎ列目に位置する表示素子１１を、以下、第（ｎ，ｍ）番目の表
示素子１１あるいは第（ｎ，ｍ）番目の画素と呼ぶ。また、第ｍ行目の表示素子１１に割
り当てられる走査期間（水平走査期間）を、符号Ｈmで表す。また、走査期間Ｈmを基準と
してフレームを考えるとき、走査期間Ｈmが属するフレームの直前のフレームにおける走
査期間を符号Ｈ’で表し、走査期間Ｈmが属するフレームの直後のフレームにおける走査
期間を符号Ｈ”で表す。
【００６０】
　表示装置１にあっては、第ｍ行目に配列されたＮ個の画素のそれぞれを構成する表示素
子１１が同時に駆動される。換言すれば、行方向に沿って配されたＮ個の表示素子１１に
あっては、その発光／非発光のタイミングは、それらが属する行単位で制御される。表示
装置１の表示フレームレートをＦＲ（回／秒）と表せば、表示装置１を行単位で線順次走
査するときの１行当たりの走査期間（いわゆる水平走査期間）は、（１／ＦＲ）×（１／
Ｍ）秒未満である。
【００６１】
　表示装置１には、例えば図示せぬ装置から、表示すべき画像に応じた階調を表す映像信
号ＤSigが入力される。映像信号ＤSigは、８ビット、１６ビット及び２４ビットなどとい
った階調ビット数のデジタル信号である。入力される映像信号ＤSigのうち、第（ｎ，ｍ
）番目の表示素子１１に対応する映像信号をＤSig(n,m)と表す場合がある。
【００６２】
　データ線駆動部２１は、映像信号ＤSigの値に対応した電圧を生成し、データ線ＤＴＬ
に供給する。映像信号ＤSigに対応する映像信号電圧をＶSigと表す。また、映像信号電圧
ＶSigが例えば第（ｎ，ｍ）番目の表示素子１１に対応するものであることを示す場合に
、これを映像信号電圧ＶSig(n,m)あるいは映像信号電圧ＶSig_mと表す場合がある。
【００６３】
　第１の実施形態において、データ線駆動部２１は、初期化電圧Ｖiniと映像信号電圧ＶS

igとをデータ線ＤＴＬに供給する。電源部２２は、駆動電圧Ｖccpを給電線ＤＳに供給す
る。
【００６４】
　発光部ＥＬＰは、流れる電流値に応じて発光輝度が変化する電流駆動型の電気光学素子
であって、具体的には、有機エレクトロルミネッセンス素子から構成されている。発光部
ＥＬＰは、アノード電極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、及び、カソード電極等から
成る周知の構成や構造を有する。
【００６５】
　発光部ＥＬＰの他端（具体的には、カソード電極）には、共通の給電線から電圧Ｖcath

（例えば０［ボルト］）が印加される。発光部ＥＬＰの発光に必要とされる閾値電圧をＶ

th-ELとする。発光部ＥＬＰのアノード電極とカソード電極との間にＶth-EL以上の電圧が
印加されると、発光部ＥＬＰは発光する。
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【００６６】
　符号ＣELは、発光部ＥＬＰの容量を表す。尚、発光部ＥＬＰの容量が小さくて表示素子
１１を駆動する上で支障を生ずるなどといった場合には、発光部ＥＬＰに対して並列に接
続される補助容量ＣSubを設ければよい。以下、補助容量ＣSubが設けられているとして説
明するが、これは例示に過ぎない。補助容量ＣSubは省略されていてもよい。
【００６７】
　ここで、発光部ＥＬＰやトランジスタなどの配置関係について説明する。図２は、表示
部における表示素子を含む部分の模式的な一部断面図である。
【００６８】
　トランジスタや容量部は支持体３１上に形成され、発光部ＥＬＰは、例えば、層間絶縁
層５０を介して、トランジスタや容量部の上方に形成されている。また、駆動トランジス
タＴＲDrvの他方のソース／ドレイン領域は、図示せぬ第５スイッチングトランジスタＴ
Ｒ5及びコンタクトホールを介して、発光部ＥＬＰに備えられたアノード電極に接続され
ている。尚、図２においては、駆動トランジスタＴＲDrvのみを図示する。その他のトラ
ンジスタは隠れて見えない。
【００６９】
　駆動トランジスタＴＲDrvは、ゲート電極４１、ゲート絶縁層４２、半導体層４３に設
けられた一方のソース／ドレイン領域４５Ａ、他方のソース／ドレイン領域４５Ｂ、及び
、一方のソース／ドレイン領域４５Ａと他方のソース／ドレイン領域４５Ｂとの間の半導
体層４３の部分が該当するチャネル形成領域４４から構成されている。一方、容量部ＣＰ
を構成する第１キャパシタＣS1と第２キャパシタＣS2は、それぞれ、ゲート絶縁層４２の
延在部から構成された誘電体層を挟む一対の電極から成る。例えば、第２キャパシタＣS2

は、一方の電極４６、ゲート絶縁層４２の延在部から構成された誘電体層、及び、他方の
電極４７から成る。第２キャパシタＣS2は隠れて見えない。
【００７０】
　ゲート電極４１、ゲート絶縁層４２の一部、及び、容量部ＣＰを構成する一方の電極４
６は、支持体３１上に形成されている。駆動トランジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレ
イン領域４５Ａは配線４８（給電線ＤＳに対応する）に接続されている。駆動トランジス
タＴＲDrv及び容量部ＣＰ等は、層間絶縁層５０で覆われており、層間絶縁層５０上に、
アノード電極６１、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、及び、カソード電極６３から成る
発光部ＥＬＰが設けられている。尚、図面においては、正孔輸送層、発光層、及び、電子
輸送層を１層６２で表した。発光部ＥＬＰが設けられていない層間絶縁層５０の部分の上
には、第２層間絶縁層６４が設けられ、第２層間絶縁層６４及びカソード電極６３上には
透明な基板３２が配置されており、発光層にて発光した光は、基板３２を通過して、外部
に出射される。また、カソード電極６３は、第２層間絶縁層６４、層間絶縁層５０に設け
られたコンタクトホール６６，６５を介して、ゲート絶縁層４２の延在部上に設けられた
配線４９（電圧Ｖcathを供給する共通の給電線に対応する）に接続されている。
【００７１】
　図１に示す駆動トランジスタＴＲDrvは、表示素子１１の発光状態においては、飽和領
域で動作するように電圧設定されており、以下の式（１）に従ってドレイン電流Ｉdsを流
すように駆動される。上述したように、表示素子１１の発光状態においては、駆動トラン
ジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域はドレイン領域として働き、他方のソース
／ドレイン領域はソース領域として働く。説明の都合上、以下、駆動トランジスタＴＲDr

vの一方のソース／ドレイン領域を単にドレイン領域と呼び、他方のソース／ドレイン領
域を単にソース領域と呼ぶ場合がある。尚、
μ　：実効的な移動度
Ｌ　：チャネル長
Ｗ　：チャネル幅
Ｖgs：ソース領域に対するゲート電極の電圧（ゲート－ソース間電圧）
Ｖth：閾値電圧
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Ｃox：（ゲート絶縁層の比誘電率）×（真空の誘電率）／（ゲート絶縁層の厚さ）
ｋ≡（１／２）・（Ｗ／Ｌ）・Ｃox

とする。
【００７２】
Ｉds＝ｋ・μ・（Ｖgs－Ｖth）

2　　（１）
【００７３】
　このドレイン電流Ｉdsが発光部ＥＬＰを流れることで、表示素子１１の発光部ＥＬＰが
発光する。更には、このドレイン電流Ｉdsの値の大小によって、ドレイン電流Ｉdsが流れ
ているときの発光部ＥＬＰにおける光の強さが制御される。
【００７４】
　以上、表示装置１の概要について説明した。上述した説明は、後述する他の実施形態に
おける表示装置についても、基本的には同様である。尚、表示素子の回路構成の差異など
については、各実施形態の説明において詳しく説明する。
【００７５】
　次いで、図を参照して、表示装置１の動作について説明する。
【００７６】
　図３は、第１の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置の第（ｎ，
ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートである。図４な
いし図８は、第１の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジ
スタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【００７７】
　表示装置１の動作の概要は以下の通りである。本開示において、駆動部２０は、駆動ト
ランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS1が保持している状
態で、導通状態の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して第２キャパシタＣS2に映
像信号電圧ＶSigを書き込む。駆動部２０は、表示部１０の表示素子１１を順次走査する
と共に、連続した複数フレームのうちの一部のフレームにおいて、駆動トランジスタＴＲ

Drvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS1に保持させる動作を行う。
【００７８】
　第１の実施形態にあっては、駆動部２０が、第１ノードＮＤ1_Gに基準電圧Ｖofsを印加
すると共に第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとに初期化電圧Ｖiniを印加することに
よって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える
ように設定した後、第１ノードＮＤ1_Gに基準電圧Ｖofsを印加し且つ第２ノードＮＤ2と
第３ノードＮＤ3_Sとを導通させた状態で駆動トランジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレ
イン領域に駆動電圧Ｖccpを印加することによって第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_S

の電位を基準電圧Ｖofsから駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを減じた電圧に近づ
けることで、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS

1に保持させる。第１の実施形態において、初期化電圧Ｖiniは、第１スイッチングトラン
ジスタＴＲ1を介して、データ線ＤＴＬから供給される。
【００７９】
　以下の説明において、電圧あるいは電位の値を以下のとおりとするが、これは、あくま
でも説明のための値であり、これらの値に限定されるものではない。
【００８０】
Ｖini　：初期化電圧
　　　 　・・・－３ボルト
Ｖofs　：基準電圧
　　　 　・・・０ボルト
Ｖccp　：発光部ＥＬＰに電流を流すための駆動電圧
　　　 　・・・１５ボルト
ＶSig　：映像信号電圧
　　　 　・・・－２ボルト～０ボルト
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Ｖth 　：駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧
　　　 　・・・１ボルト
Ｖcath ：発光部ＥＬＰのカソード電極に印加される電圧
　　　 　・・・０ボルト
Ｖth-EL：発光部ＥＬＰの閾値電圧
　　　 　・・・２ボルト
【００８１】
　　［期間－Ｈ’m-4以前］（図４Ａ参照）
　この期間は、図３に示す［期間－Ｈ’m-3］より前の期間であり、前回の各種の処理完
了後に第（ｎ，ｍ）番目の表示素子１１が発光を継続している期間である。第５スイッチ
ングトランジスタＴＲ5は導通状態、第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第４スイ
ッチングトランジスタＴＲ4は非導通状態である。図３に図示はされていないが、第１制
御線ＷＳ１mないし第４制御線ＷＳ４mはローレベル、第５制御線ＷＳ５mはハイレベルで
ある。発光部ＥＬＰには、上述した式（１）で示すドレイン電流Ｉdsが流れ、発光状態で
ある。
【００８２】
　　［期間－Ｈ’m-3］（図３、及び、図４Ｂ参照）
　この期間において初期化処理を行う。即ち、第１ノードＮＤ1_Gに基準電圧Ｖofsを印加
すると共に第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとに初期化電圧Ｖiniを印加することに
よって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える
ように設定する。
【００８３】
　具体的には、第５制御線ＷＳ５mをローレベルに切り替える。第５スイッチングトラン
ジスタＴＲ5は非導通状態である。駆動トランジスタＴＲDrvと発光部ＥＬＰとは電気的に
切り離されるので、消灯する。また、第１制御線ＷＳ１m、第３制御線ＷＳ３m、及び、第
４制御線ＷＳ４mをハイレベルに切り替える。第１スイッチングトランジスタＴＲ1、第３
スイッチングトランジスタＴＲ3、及び、第４スイッチングトランジスタＴＲ4は導通状態
である。第２制御線ＷＳ２mは従前の状態を維持するので、第２スイッチングトランジス
タＴＲ2は非導通状態である。
【００８４】
　第１ノードＮＤ1_Gには、導通状態の第４スイッチングトランジスタＴＲ4を介して、基
準電圧Ｖofsが印加される。また、第３ノードＮＤ3_Sには、導通状態の第１スイッチング
トランジスタＴＲ1を介して、データ線ＤＴＬから初期化電圧Ｖiniが印加される。第３ス
イッチングトランジスタＴＲ3が導通状態であるので、第２ノードＮＤ2にも、データ線Ｄ
ＴＬから初期化電圧Ｖiniが印加される。容量部ＣＰが保持する電圧は（Ｖofs－Ｖini）
となり、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える。
【００８５】
　　［期間－Ｈ’m-2］（図３、図５Ａ、及び、図５Ｂ参照）
　この期間において閾値電圧キャンセル処理を行う。即ち、第１ノードＮＤ1_Gに基準電
圧Ｖofsを印加し且つ第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとを導通させた状態で駆動ト
ランジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧Ｖccpを印加することによっ
て第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sの電位を基準電圧Ｖofsから駆動トランジスタＴ
ＲDrvの閾値電圧Ｖthを減じた電圧に近づける。
【００８６】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをローレベルに切り替え、第５制御線ＷＳ５mをハイレ
ベルに切り替える。他の制御線は従前の状態を維持する。第１ノードＮＤ1_Gには第４ス
イッチングトランジスタＴＲ4を介して基準電圧Ｖofsが印加されている。また、第２ノー
ドＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとは第３スイッチングトランジスタＴＲ3を介して導通状態
である。
【００８７】
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　容量部ＣＰが保持している電圧は駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超えてい
るので、第３ノードＮＤ3_Sには、給電線ＤＳからの電流が駆動トランジスタＴＲDrvを介
して流れる。その結果、基準電圧Ｖofsから駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを減
じた電位に向かって、第３ノードＮＤ3_Sの電位は上昇する。第３ノードＮＤ3_Sと導通状
態にある第２ノードＮＤ2の電位も同様に上昇する（図５Ａ参照）。
【００８８】
　この期間が充分長ければ、駆動トランジスタＴＲDrvのゲート電極と他方のソース／ド
レイン領域との間の電位差がＶthに達し、駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態となる
（図５Ｂ参照）。このとき、第１ノードＮＤ1_Gと第３ノードＮＤ3_Sの電位差は（Ｖofs

－Ｖth）となる。第１ノードＮＤ1_Gの電位はＶofs、第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3

_Sの電位は共に（Ｖofs－Ｖth）である。従って、第１キャパシタＣS1に電圧Ｖthが保持
される。第２キャパシタＣS2は両端が同電位なので保持する電圧は０ボルトである。
【００８９】
　尚、説明の便宜上、この期間において駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態に達して
いるとして説明するが、本開示はこれに限るものではない。駆動トランジスタＴＲDrvの
ゲート電極と他方のソース／ドレイン領域との間の電位差がＶthに達するより前に当該期
間が終了する態様であってもよい。
【００９０】
　　［期間－Ｈ’m-1］（図３、及び、図６Ａ参照）
　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間であって、書込み待ちの期間である。第
３制御線ＷＳ３m、第４制御線ＷＳ４m、及び、第５制御線ＷＳ５mをローレベルに切り替
える。第３スイッチングトランジスタＴＲ3、第４スイッチングトランジスタＴＲ4、及び
、第５スイッチングトランジスタＴＲ5は非導通状態となる。また、第１制御線ＷＳ１mと
第２制御線ＷＳ２mは従前の状態を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし
第５スイッチングトランジスタＴＲ5は非導通状態である。［期間－Ｈ’m-2］において駆
動トランジスタＴＲDrvは非導通状態に達していれば、実質上、第１ノードＮＤ1_G、第２
ノードＮＤ2、第３ノードＮＤ3_Sの電位は変化しない（図６Ａ参照）。尚、この期間は省
略されてもよい。
【００９１】
　　［期間－Ｈm］（図３、及び、図６Ｂ参照）
　データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして
、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャ
パシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介
して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを書き込む。
【００９２】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mと第２制御線ＷＳ２mをハイレベルに切り替える。他の
制御線は従前の状態を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1と第２スイッチン
グトランジスタＴＲ2は導通状態となる。他のスイッチングトランジスタは非導通状態で
ある。
【００９３】
　直前の［期間－Ｈ’m-1］において、第１ノードＮＤ1_Gの電位はＶofs、第２ノードＮ
Ｄ2の電位は（Ｖofs－Ｖth）であり、第１キャパシタＣS1には電圧Ｖthが保持されている
。第２スイッチングトランジスタＴＲ2が導通状態になると、第２ノードＮＤ2には基準電
圧Ｖofsが印加される。従って、第２ノードＮＤ2の電位は、（Ｖofs－Ｖth）からＶofsに
変わる。ここで、第４スイッチングトランジスタＴＲ4は非導通状態であるので、寄生容
量などの影響が無視できるとすれば、第１キャパシタＣS1は電圧Ｖthを保持した従前の状
態を維持する。従って、第１ノードＮＤ1_Gの電位は、Ｖofsから（Ｖofs＋Ｖth）となる
。また、第３ノードＮＤ3_Sには、導通状態の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介し
て、映像信号電圧ＶSig_mが印加される。第２ノードＮＤ2には基準電圧Ｖofsが印加され
ているので、第２キャパシタＣS2には、（Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧が保持される。
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結果として、第１キャパシタＣS1と第２キャパシタＣS2から成る容量部ＣＰは、（Ｖth＋
Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧を保持する。
【００９４】
　　［期間－Ｈm+1］（図３、及び、図７Ａ参照）
　この期間から、次のフレームにおける第ｍ行目の走査期間Ｈ”mの直前の走査期間［期
間－Ｈm-1］の始期までが、発光期間となる。
【００９５】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mと第２制御線ＷＳ２mをローレベルに切り替えると共に
、第５制御線ＷＳ５mをハイレベルに切り替える。第５スイッチングトランジスタＴＲ5は
導通状態であり、他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【００９６】
　第５スイッチングトランジスタＴＲ5が導通状態であるので、駆動トランジスタＴＲDrv

のゲート－ソース間電圧Ｖgsは、容量部ＣＰが保持する電圧（Ｖth＋Ｖofs－ＶSig_m）と
なる。また、駆動トランジスタＴＲDrvの一端のソース／ドレイン領域には駆動電圧Ｖccp

が印加されているので、駆動トランジスタＴＲDrvと第５スイッチングトランジスタＴＲ5

を介して、発光部ＥＬＰに向かって電流が流れ第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇する。こ
のとき、所謂ブートストラップ回路におけると同様の現象が駆動トランジスタＴＲDrvの
ゲート電極に生ずる。基本的には、ゲート－ソース間電圧Ｖgsを保つように第１ノードＮ
Ｄ1_Gの電位が上昇する。
【００９７】
　また、第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇し、（Ｖth-EL＋Ｖcath）を超えるので、発光部
ＥＬＰは発光を開始する。このとき、発光部ＥＬＰを流れる電流は、駆動トランジスタＴ
ＲDrvのドレイン領域からソース領域へと流れるドレイン電流Ｉdsであるので、式（１）
で表すことができる。ここで、Ｖgsは（Ｖth＋Ｖofs－ＶSig_m）であるので、ドレイン電
流Ｉdsは、以下の式（２）のように表すことができる。
【００９８】
Ｉds＝ｋ・μ・（Ｖofs－ＶSig_m）

2　　（２）
【００９９】
　従って、発光部ＥＬＰを流れる電流Ｉdsは、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖth

には依存しない。即ち、表示素子１１の駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthのバラ
つきによる影響がキャンセルされているので、輝度ムラが軽減される。
【０１００】
　　［期間－Ｈm-1］（図３、及び、図７Ｂ参照）
　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間である。既に第１キャパシタＣS1には電
圧Ｖthが保持されているので、上述した［期間－Ｈ’m-3］と［期間－Ｈ’m-2］とに対応
する動作は省略されている。
【０１０１】
　具体的には、第２制御線ＷＳ２mをハイレベルに切り替えると共に、第５制御線ＷＳ５m

をローレベルに切り替える。第２スイッチングトランジスタＴＲ2は導通状態であり、他
のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０１０２】
　第５スイッチングトランジスタＴＲ5が非導通状態であるので、発光部ＥＬＰに電流は
流れない。従って、発光部ＥＬＰは消灯する。また、第２ノードＮＤ2に基準電圧Ｖofsが
印加されるので、第２ノードＮＤ2の電位は低下しＶofsとなる。第１ノードＮＤ1_Gは浮
遊状態であるので、第１ノードＮＤ1_Gの電位は２ノードＮＤ2の電位変化に倣って低下す
る。第１キャパシタＣS1は電圧Ｖthを保持した状態を保つ。尚、第３ノードＮＤ3_Sの電
位は（Ｖth-EL＋Ｖcath）から更にある程度低下した電位となる。
【０１０３】
　　［期間－Ｈ”m］（図３、及び、図８Ａ参照）
　この期間から次のフレームが開始する。データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映
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像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrv

の閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第
１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを
書き込む。
【０１０４】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1と第２スイッチングトランジスタＴＲ2

は導通状態となる。他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０１０５】
　直前の［期間－Ｈm-1］において、第２ノードＮＤ2の電位がＶofsの状態で、第１キャ
パシタＣS1には電圧Ｖthが保持されている。そして、第３ノードＮＤ3_Sには、導通状態
の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して、映像信号電圧ＶSig_mが印加される。第
２ノードＮＤ2には基準電圧Ｖofsが印加されているので、第２キャパシタＣS2には、（Ｖ

ofs－ＶSig_m）といった電圧が保持される。結果として、第１キャパシタＣS1と第２キャ
パシタＣS2から成る容量部ＣＰは、（Ｖth＋Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧を保持する。
【０１０６】
　　［期間－Ｈ”m+1］（図３、及び、図８Ｂ参照）
　この期間から、次のフレーム発光期間が開始する。
【０１０７】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mと第２制御線ＷＳ２mをローレベルに切り替えると共に
、第５制御線ＷＳ５mをハイレベルに切り替える。第５スイッチングトランジスタＴＲ5は
導通状態であり、他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。具体的な動作は、
上述した［期間－Ｈm+1］において説明した動作と同様であるので、説明を省略する。
【０１０８】
　以上説明したように、或るフレームにおいて第１キャパシタＣS1に閾値電圧Ｖthを保持
する動作が行われていれば、その後のフレームにおいてその動作を省略することができる
。従って、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthのバラつきによる影響をキャンセル
しつつ、より一層消費電力を低減することができる。
【０１０９】
　尚、［期間－Ｈ’m-3］～［期間－Ｈ’m-1］において説明した動作を２フレームにつき
一回行うといった構成であってもよいし、５ないし１０フレームにつき１回行うといった
構成であってもよい。消費電力を減らすといった観点からは、駆動トランジスタＴＲDrv

の閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS1に保持させる動作を行うフレームの頻
度を減らすことが好ましい。一方、第１キャパシタＣS1に保持させた電圧はリークなどに
より変化する。従って、輝度ムラの低減といった観点からは、ある程度の頻度で行うこと
が好ましい。どのような頻度で行うかは、表示装置の仕様などに応じて適宜設定すればよ
い。後述する他の実施形態においても同様である。
【０１１０】
［第２の実施形態］
　第２の実施形態も、本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、及び、表示素子に関
する。
【０１１１】
　第１の実施形態において、初期化電圧Ｖiniは、第１スイッチングトランジスタＴＲ1を
介して、データ線ＤＴＬnから供給される構成であった。これに対し、第２の実施形態に
あっては、初期化電圧Ｖiniは、駆動トランジスタＴＲDrvを介して、給電線ＤＳから供給
される。以上の点が、第１の実施形態と主に相違する。
【０１１２】
　第２の実施形態に係る表示装置２の模式図は、図１において表示装置１を表示装置２と
読み替えればよい。尚、駆動部の動作は第１の実施形態の動作と相違するものの構成が大
きく相違するものではないので、駆動部の構成要素には同じ符号を用いる。後述する他の
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実施形態においても同様である。
【０１１３】
　第２の実施形態において、データ線駆動部２１は、映像信号電圧ＶSigをデータ線ＤＴ
Ｌnに供給する。電源部２２は、初期化電圧Ｖiniと駆動電圧Ｖccpとを給電線ＤＳに供給
する。
【０１１４】
　図９は、第２の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置の第（ｎ，
ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートである。図１０
は、第２の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの導
通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【０１１５】
　　［期間－Ｈ’m-4以前］（図１０Ａ参照）
　この期間は、図９に示す［期間－Ｈ’m-3］より前の期間であり、前回の各種の処理完
了後に第（ｎ，ｍ）番目の表示素子１１が発光を継続している期間である。給電線ＤＳm

には駆動電圧Ｖccpが供給されている。第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第４ス
イッチングトランジスタＴＲ4は非導通状態、第５スイッチングトランジスタＴＲ5は導通
状態である。図９に図示はされていないが、第１制御線ＷＳ１mないし第４制御線ＷＳ４m

はローレベル、第５制御線ＷＳ５mはハイレベルである。発光部ＥＬＰには、上述した式
（１）で示すドレイン電流Ｉdsが流れ、発光状態である。
【０１１６】
　　［期間－Ｈ’m-3］（図９、及び、図１０Ｂ参照）
　この期間において初期化処理を行う。即ち、第１ノードＮＤ1_Gに基準電圧Ｖofsを印加
すると共に第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとに初期化電圧Ｖiniを印加することに
よって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える
ように設定する。
【０１１７】
　具体的には、給電線ＤＳmに供給される電圧を初期化電圧Ｖiniに切り替える。また、第
３制御線ＷＳ３m、及び、第４制御線ＷＳ４mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従
前の状態を維持する。第３スイッチングトランジスタＴＲ3ないし第５スイッチングトラ
ンジスタＴＲ5は導通状態である。第１スイッチングトランジスタＴＲ1及び第２スイッチ
ングトランジスタＴＲ2は非導通状態である。
【０１１８】
　第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとは第３スイッチングトランジスタＴＲ3を介し
て導通状態である。第１ノードＮＤ1_Gには第４スイッチングトランジスタＴＲ4を介して
基準電圧Ｖofsが印加される。第５スイッチングトランジスタＴＲ5は導通状態である。
【０１１９】
　駆動トランジスタＴＲDrvのゲート－ソース間電圧Ｖgsは閾値電圧Ｖthを超えている。
従って、第３ノードＮＤ3_S、及び、第３ノードＮＤ3_Sと導通状態にある第２ノードＮＤ

2には、駆動トランジスタＴＲDrvと第５スイッチングトランジスタＴＲ5を介して、給電
線ＤＳmから初期化電圧Ｖiniが印加される。容量部ＣＰが保持する電圧は（Ｖofs－Ｖini

）となり、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える。また、第３ノードＮＤ3_S

の電位は（Ｖth-EL＋Ｖcath）を超えないので、発光部ＥＬＰは消灯する。
【０１２０】
　図９に示す［期間－Ｈ’m-2］以降の動作は、第１の実施形態において説明した動作と
同様であるので、説明を省略する。
【０１２１】
［第３の実施形態］
　第３の実施形態も、本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、及び、表示素子に関
する。
【０１２２】
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　上述した第１の実施形態および第２の実施形態にあっては、駆動トランジスタＴＲDrv

と発光部ＥＬＰとは、スイッチングトランジスタを介して接続されている。電流がスイッ
チングトランジスタを流れることによっても電力が消費されるので、表示装置の省電力化
を図るといった観点からは、駆動トランジスタＴＲDrvと発光部ＥＬＰとを直接に接続す
るといった構成が好ましい。第３の実施形態は、駆動トランジスタＴＲDrvと発光部ＥＬ
Ｐとは直接に接続された構成である。
【０１２３】
　図１１は、第３の実施形態に係る表示装置の概念図である。
【０１２４】
　表示装置３も、表示素子１１が配置された表示部１０と表示部１０を駆動する駆動部２
０とを備えている。第２の実施形態において、データ線駆動部２１は、映像信号電圧ＶSi

gをデータ線ＤＴＬに供給する。電源部２２は、初期化電圧Ｖiniと駆動電圧Ｖccpを給電
線ＤＳに供給する。
【０１２５】
　表示素子１１の容量部ＣＰ、駆動トランジスタＴＲDrv、及び、第１スイッチングトラ
ンジスタＴＲ1の構成は、第１の実施形態において説明したのと同様であるので、説明を
省略する。
【０１２６】
　第３の実施形態においても、駆動部２０が、第１ノードＮＤ1_Gに基準電圧Ｖofsを印加
すると共に第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとに初期化電圧Ｖiniを印加することに
よって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える
ように設定した後、第１ノードＮＤ1_Gに基準電圧Ｖofsを印加し且つ第２ノードＮＤ2と
第３ノードＮＤ3_Sとを導通させた状態で駆動トランジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレ
イン領域に駆動電圧Ｖccpを印加することによって第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_S

の電位を基準電圧Ｖofsから駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを減じた電圧に近づ
けることで、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS

1に保持させる。
【０１２７】
　第３の実施形態において、表示素子１１は、第２スイッチングトランジスタＴＲ2、第
３スイッチングトランジスタＴＲ3、第４スイッチングトランジスタＴＲ4、及び、第５ス
イッチングトランジスタＴＲ5を更に備えている。第２スイッチングトランジスタＴＲ2に
あっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧Ｖofsが印加され、他方のソース／
ドレイン領域は、第２ノードＮＤ2に接続されている。第３スイッチングトランジスタＴ
Ｒ3にあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧Ｖofsが印加され、他方のソー
ス／ドレイン領域は、第１ノードＮＤ1_Gに接続されている。第２ノードＮＤ2は、第４ス
イッチングトランジスタＴＲ4を介して、駆動トランジスタＴＲDrvの他方のソース／ドレ
イン領域および発光部ＥＬＰの一端と接続されている。第３ノードＮＤ3_Sは、第５スイ
ッチングトランジスタＴＲ5を介して、駆動トランジスタＴＲDrvの他方のソース／ドレイ
ン領域および発光部ＥＬＰの一端と接続されている。基準電圧Ｖofsは、第３スイッチン
グトランジスタＴＲ3が導通状態とされることによって第１ノードＮＤ1_Gに印加される。
初期化電圧Ｖiniは給電線ＤＳから供給されると共に、導通状態の第４スイッチングトラ
ンジスタＴＲ4及び第５スイッチングトランジスタＴＲ5を介して、第２ノードＮＤ2と第
３ノードＮＤ3_Sとに印加される。
【０１２８】
　次いで、図を参照して、表示装置３の動作について説明する。
【０１２９】
　図１２は、第３の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置の第（ｎ
，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートである。図１
３ないし図１７は、第３の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回路を構成する各ト
ランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
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【０１３０】
　　［期間－Ｈ’m-4以前］（図１３Ａ参照）
　この期間は、図１２に示す［期間－Ｈ’m-3］より前の期間であり、前回の各種の処理
完了後に第（ｎ，ｍ）番目の表示素子１１が発光を継続している期間である。給電線ＤＳ

mには駆動電圧Ｖccpが供給されている。第５スイッチングトランジスタＴＲ5は導通状態
であり、他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。図１２に図示はされていな
いが、第１制御線ＷＳ１mないし第４制御線ＷＳ４mはローレベル、第５制御線ＷＳ５mは
ハイレベルである。発光部ＥＬＰには、上述した式（１）で示すドレイン電流Ｉdsが流れ
、発光状態である。
【０１３１】
　　［期間－Ｈ’m-3］（図１２、及び、図１３Ｂ参照）
　この期間において初期化処理を行う。即ち、第１ノードＮＤ1_Gに基準電圧Ｖofsを印加
すると共に第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとに初期化電圧Ｖiniを印加することに
よって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える
ように設定する。
【０１３２】
　具体的には、給電線ＤＳmに供給される電圧を初期化電圧Ｖiniに切り替える。また、第
３制御線ＷＳ３mないし第４制御線ＷＳ４mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前
の状態を維持する。第３スイッチングトランジスタＴＲ3ないし第５スイッチングトラン
ジスタＴＲ5は導通状態である。第１スイッチングトランジスタＴＲ1及び第２スイッチン
グトランジスタＴＲ2は非導通状態である。
【０１３３】
　第１ノードＮＤ1_Gには、第３スイッチングトランジスタＴＲ3を介して基準電圧Ｖofs

が印加される。駆動トランジスタＴＲDrvのゲート－ソース間電圧Ｖgsは閾値電圧Ｖthを
超えている。従って、第２ノードＮＤ2には、第４スイッチングトランジスタＴＲ4を介し
て、給電線ＤＳmから初期化電圧Ｖiniが印加される。同様に、第３ノードＮＤ3_Sには、
第５スイッチングトランジスタＴＲ5を介して、給電線ＤＳmから初期化電圧Ｖiniが印加
される。容量部ＣＰが保持する電圧は（Ｖofs－Ｖini）となり、駆動トランジスタＴＲDr

vの閾値電圧Ｖthを超える。また、第３ノードＮＤ3_Sの電位は（Ｖth-EL＋Ｖcath）を超
えないので、発光部ＥＬＰは消灯する。
【０１３４】
　　［期間－Ｈ’m-2］（図１２、図１４Ａ、及び、図１４Ｂ参照）
　この期間において閾値電圧キャンセル処理を行う。即ち、第１ノードＮＤ1_Gに基準電
圧Ｖofsを印加し且つ第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとを導通させた状態で駆動ト
ランジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧Ｖccpを印加することによっ
て第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sの電位を基準電圧Ｖofsから駆動トランジスタＴ
ＲDrvの閾値電圧Ｖthを減じた電圧に近づける。
【０１３５】
　具体的には、給電線ＤＳmに供給される電圧を駆動電圧Ｖccpに切り替える。制御線は従
前の状態を維持する。
【０１３６】
　第１ノードＮＤ1_Gには第３スイッチングトランジスタＴＲ3を介して基準電圧Ｖofsが
印加されている。容量部ＣＰが保持している電圧は駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧
Ｖthを超えているので、第３ノードＮＤ3_Sには、給電線ＤＳmからの電流が駆動トランジ
スタＴＲDrvを介して流れる。その結果、基準電圧Ｖofsから駆動トランジスタＴＲDrvの
閾値電圧Ｖthを減じた電位に向かって、第３ノードＮＤ3_Sの電位は上昇する。第３ノー
ドＮＤ3_Sと導通状態にある第２ノードＮＤ2の電位も同様に上昇する（図１４Ａ参照）。
【０１３７】
　この期間が充分長ければ、駆動トランジスタＴＲDrvのゲート電極と他方のソース／ド
レイン領域との間の電位差がＶthに達し、駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態となる
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（図１４Ｂ参照）。このとき、第１ノードＮＤ1_Gと第３ノードＮＤ3_Sの電位差は（Ｖof

s－Ｖth）となる。第１ノードＮＤ1_Gの電位はＶofs、第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ

3_Sの電位は共に（Ｖofs－Ｖth）である。従って、第１キャパシタＣS1に電圧Ｖthが保持
される。第２キャパシタＣS2は両端が同電位なので保持する電圧は０ボルトである。
【０１３８】
　尚、説明の便宜上、この期間において駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態に達して
いるとして説明するが、本開示はこれに限るものではない。駆動トランジスタＴＲDrvの
ゲート電極と他方のソース／ドレイン領域との間の電位差がＶthに達するより前に当該期
間が終了する態様であってもよい。
【０１３９】
　　［期間－Ｈ’m-1］（図１２、及び、図１５Ａ参照）
　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間であって、書込み待ちの期間である。第
３制御線ＷＳ３mと第５制御線ＷＳ５mをローレベルに切り替える。他の制御線は従前の状
態を維持する。第４スイッチングトランジスタＴＲ4は導通状態であり、他のスイッチン
グトランジスタは非導通状態である。［期間－Ｈ’m-2］において駆動トランジスタＴＲD

rvは非導通状態に達していれば、実質上、第１ノードＮＤ1_G、第２ノードＮＤ2、第３ノ
ードＮＤ3_Sの電位は変化しない（図１４Ｂ参照）。尚、この期間は省略されてもよい。
【０１４０】
　　［期間－Ｈm］（図１２、及び、図１５Ｂ参照）
　データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして
、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャ
パシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介
して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを書き込む。
【０１４１】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mと第２制御線ＷＳ２mをハイレベルに切り替える。他の
制御線は従前の状態を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1と第２スイッチン
グトランジスタＴＲ2は導通状態となる。他のスイッチングトランジスタは非導通状態で
ある。
【０１４２】
　直前の［期間－Ｈ’m-1］において、第１ノードＮＤ1_Gの電位はＶofs、第２ノードＮ
Ｄ2の電位は（Ｖofs－Ｖth）であり、第１キャパシタＣS1には電圧Ｖthが保持されている
。第２スイッチングトランジスタＴＲ2が導通状態になると、第２ノードＮＤ2には基準電
圧Ｖofsが印加される。従って、第２ノードＮＤ2の電位は、（Ｖofs－Ｖth）からＶofsに
変わる。ここで、第３スイッチングトランジスタＴＲ3は非導通状態であるので、寄生容
量などの影響が無視できるとすれば、第１キャパシタＣS1は電圧Ｖthを保持した従前の状
態を維持する。従って、第１ノードＮＤ1_Gの電位は、Ｖofsから（Ｖofs＋Ｖth）となる
。また、第３ノードＮＤ3_Sには、導通状態の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介し
て、映像信号電圧ＶSig_mが印加される。第２ノードＮＤ2には基準電圧Ｖofsが印加され
ているので、第２キャパシタＣS2には、（Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧が保持される。
結果として、第１キャパシタＣS1と第２キャパシタＣS2から成る容量部ＣＰは、（Ｖth＋
Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧を保持する。
【０１４３】
　　［期間－Ｈm+1］（図１２、及び、図１６Ａ参照）
　この期間から、次のフレームにおける第ｍ行目の走査期間Ｈ”mの直前の走査期間［期
間－Ｈm-1］の始期までが、発光期間となる。
【０１４４】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１m、第２制御線ＷＳ２m及び第４制御線ＷＳ４mをローレ
ベルに切り替えると共に、第５制御線ＷＳ５mをハイレベルに切り替える。第３制御線Ｗ
Ｓ３mは従前の状態を維持する。第５スイッチングトランジスタＴＲ5は導通状態であり、
他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
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【０１４５】
　第５スイッチングトランジスタＴＲ5が導通状態であるので、駆動トランジスタＴＲDrv

のゲート－ソース間電圧Ｖgsは、容量部ＣＰが保持する電圧（Ｖth＋Ｖofs－ＶSig_m）と
なる。また、駆動トランジスタＴＲDrvの一端のソース／ドレイン領域には駆動電圧Ｖccp

が印加されているので、駆動トランジスタＴＲDrvを介して、発光部ＥＬＰに向かって電
流が流れ第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇する。このとき、所謂ブートストラップ回路に
おけると同様の現象が駆動トランジスタＴＲDrvのゲート電極に生ずる。基本的には、ゲ
ート－ソース間電圧Ｖgsを保つように第１ノードＮＤ1_Gの電位が上昇する。
【０１４６】
　また、第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇し、（Ｖth-EL＋Ｖcath）を超えるので、発光部
ＥＬＰは発光を開始する。第１の実施形態において説明したのと同様に、発光部ＥＬＰを
流れる電流Ｉdsは上記の式（２）で表されるので、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧
Ｖthには依存しない。即ち、表示素子１１の駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthの
バラつきによる影響がキャンセルされているので、輝度ムラが軽減される。
【０１４７】
　　［期間－Ｈm-1］（図１２、及び、図１６Ｂ参照）
　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間である。既に第１キャパシタＣS1には電
圧Ｖthが保持されているので、上述した［期間－Ｈ’m-3］と［期間－Ｈ’m-2］とに対応
する動作は省略されている。
【０１４８】
　具体的には、第２制御線ＷＳ２mをハイレベルに切り替えると共に、第５制御線ＷＳ５m

をローレベルに切り替える。第２スイッチングトランジスタＴＲ2は導通状態であり、他
のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０１４９】
　第２ノードＮＤ2に基準電圧Ｖofsが印加されるので、第２ノードＮＤ2の電位は低下し
Ｖofsとなる。第１ノードＮＤ1_Gと第３ノードＮＤ3_Sは浮遊状態であるので、これらの
電位も第２ノードＮＤ2の電位変化に倣って低下する。第１キャパシタＣS1は電圧Ｖthを
保持した状態を保つ。
【０１５０】
　　［期間－Ｈ”m］（図１２、及び、図１７Ａ参照）
　この期間から次のフレームが開始する。データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映
像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrv

の閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第
１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを
書き込む。
【０１５１】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1及び第２スイッチングトランジスタＴ
Ｒ2は導通状態である。他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０１５２】
　直前の［期間－Ｈm-1］において、第２ノードＮＤ2の電位がＶofsの状態で、第１キャ
パシタＣS1には電圧Ｖthが保持されている。そして、第３ノードＮＤ3_Sには、導通状態
の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して、映像信号電圧ＶSig_mが印加される。第
２ノードＮＤ2には基準電圧Ｖofsが印加されているので、第２キャパシタＣS2には、（Ｖ

ofs－ＶSig_m）といった電圧が保持される。結果として、第１キャパシタＣS1と第２キャ
パシタＣS2から成る容量部ＣＰは、（Ｖth＋Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧を保持する。
【０１５３】
　　［期間－Ｈ”m+1］（図１２、及び、図１７Ｂ参照）
　この期間から、次のフレーム発光期間が開始する。
【０１５４】
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　具体的には、第１制御線ＷＳ１mと第２制御線ＷＳ２mをローレベルに切り替えると共に
、第５制御線ＷＳ５mをハイレベルに切り替える。第５スイッチングトランジスタＴＲ5は
導通状態であり、他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。具体的な動作は、
上述した［期間－Ｈm+1］において説明した動作と同様であるので、説明を省略する。
【０１５５】
　以上説明したように、第３の実施形態においても、或るフレームにおいて第１キャパシ
タＣS1に閾値電圧Ｖthを保持する動作が行われていれば、その後のフレームにおいてその
動作を省略することができる。従って、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthのバラ
つきによる影響をキャンセルしつつ、より一層消費電力を低減することができる。
【０１５６】
［第４の実施形態］
　第４の実施形態も、本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、及び、表示素子に関
する。
【０１５７】
　表示装置の構成は、表示素子を構成するトランジスタの数や、制御線の数が増えるほど
複雑になる。省電力化やローコスト化といった観点からは、表示素子を構成するトランジ
スタの数は少ないほど好ましい。また、トランジスタを制御するための制御線を共通化す
ることが好ましい。第３の実施形態では、第１の実施形態ないし第３の実施形態と比較し
て、トランジスタの個数や制御線の数が減っている。特に、制御線はその一部が共通化さ
れており、第２制御線ＷＳ２が省略されている。
【０１５８】
　図１８は、第４の実施形態に係る表示装置の概念図である。
【０１５９】
　表示装置４も、表示素子１１が配置された表示部１０と表示部１０を駆動する駆動部２
０とを備えている。第４の実施形態において、データ線駆動部２１は、映像信号電圧ＶSi

gと初期化電圧Ｖiniとをデータ線ＤＴＬに供給する。電源部２２は、駆動電圧Ｖccpを給
電線ＤＳに供給する。
【０１６０】
　表示素子１１の容量部ＣＰ、駆動トランジスタＴＲDrv、及び、第１スイッチングトラ
ンジスタＴＲ1の構成は、第１の実施形態において説明したのと同様であるので、説明を
省略する。
【０１６１】
　第４の実施形態においては、駆動部２０が、第１ノードＮＤ1_Gに基準電圧Ｖofsを印加
すると共に第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとに初期化電圧Ｖiniを印加することに
よって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える
ように設定した後、第１ノードＮＤ1_Gに基準電圧Ｖofsを印加した状態で駆動トランジス
タＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧Ｖccpを印加することによって第３ノ
ードＮＤ3_Sの電位を基準電圧Ｖofsから駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを減じ
た電圧に近づけることで、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１
キャパシタＣS1に保持させる。
【０１６２】
　第４の実施形態において、表示素子１１は、第２スイッチングトランジスタＴＲ2、第
３スイッチングトランジスタＴＲ3、及び、第４スイッチングトランジスタＴＲ4を更に備
えている。第２スイッチングトランジスタＴＲ2にあっては、一方のソース／ドレイン領
域には初期化電圧Ｖiniが印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードＮＤ2に
接続されている。第３スイッチングトランジスタＴＲ3にあっては、一方のソース／ドレ
イン領域には基準電圧Ｖofsが印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第１ノードＮ
Ｄ1_Gに接続されている。駆動トランジスタＴＲDrvの他方のソース／ドレイン領域と発光
部ＥＬＰの一端とは、第４スイッチングトランジスタＴＲ4を介して接続されている。基
準電圧Ｖofsは、第３スイッチングトランジスタＴＲ3が導通状態とされることによって第
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１ノードＮＤ1_Gに印加される。初期化電圧Ｖiniは、第２スイッチングトランジスタＴＲ

2が導通状態とされることによって第２ノードＮＤ2_Gに印加される。第２スイッチングト
ランジスタＴＲ2の導通状態／非導通状態は、第１スイッチングトランジスタＴＲ1と共通
の制御線、即ち、第１制御線ＷＳ１によって制御される。
【０１６３】
　次いで、図を参照して、表示装置４の動作について説明する。
【０１６４】
　図１９は、第４の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置の第（ｎ
，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートである。図２
０ないし図２４は、第４の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回路を構成する各ト
ランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【０１６５】
　　［期間－Ｈ’m-4以前］（図２０Ａ参照）
　この期間は、図１９に示す［期間－Ｈ’m-3］より前の期間であり、前回の各種の処理
完了後に第（ｎ，ｍ）番目の表示素子１１が発光を継続している期間である。給電線ＤＳ

mには駆動電圧Ｖccpが供給されている。第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第３
スイッチングトランジスタＴＲ3は非導通状態である。第４スイッチングトランジスタＴ
Ｒ4は導通状態である。図１９に図示はされていないが、第１制御線ＷＳ１m及び第３制御
線ＷＳ３mはローレベルである。第４制御線ＷＳ４mはハイレベルである。発光部ＥＬＰに
は、上述した式（１）で示すドレイン電流Ｉdsが流れ、発光状態である。
【０１６６】
　　［期間－Ｈ’m-3］（図１９、及び、図２０Ｂ参照）
　この期間において初期化処理を行う。即ち、第１ノードＮＤ1_Gに基準電圧Ｖofsを印加
すると共に第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとに初期化電圧Ｖiniを印加することに
よって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える
ように設定する。
【０１６７】
　具体的には、データ線ＤＴＬnに初期化電圧Ｖiniを供給する。また、第１制御線ＷＳ１

m、第３制御線ＷＳ３mをハイレベルに切り替え、第４制御線ＷＳ４mをローレベルに切り
替える。第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第３スイッチングトランジスタＴＲ3

は導通状態である。第４スイッチングトランジスタＴＲ4は非導通状態である。
【０１６８】
　第４スイッチングトランジスタＴＲ4が非導通状態であるので、駆動トランジスタＴＲD

rvを介した電流は、発光部ＥＬＰに流れない。第１ノードＮＤ1_Gには、第３スイッチン
グトランジスタＴＲ3を介して基準電圧Ｖofsが印加される。第２ノードＮＤ2には、第２
スイッチングトランジスタＴＲ2を介して初期化電圧Ｖiniが印加される。第３ノードＮＤ

3_Sには、第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して、データ線ＤＴＬnから初期化電
圧Ｖiniが印加される。容量部ＣＰが保持する電圧は（Ｖofs－Ｖini）となり、駆動トラ
ンジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える。また、第３ノードＮＤ3_Sの電位は（Ｖth-EL

＋Ｖcath）を超えないので、発光部ＥＬＰは消灯状態を維持する。
【０１６９】
　　［期間－Ｈ’m-2］（図１９、図２１Ａ、及び、図２１Ｂ参照）
　この期間において閾値電圧キャンセル処理を行う。即ち、第１ノードＮＤ1_Gに基準電
圧Ｖofsを印加した状態で駆動トランジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域に駆動
電圧Ｖccpを印加することによって第３ノードＮＤ3_Sの電位を基準電圧Ｖofsから駆動ト
ランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを減じた電圧に近づけることで、駆動トランジスタＴ
ＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS1に保持させる。
【０１７０】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをローレベルに切り替え、第４制御線ＷＳ４mをハイレ
ベルに切り替える。第３制御線ＷＳ３mは従前の状態を維持する。第３スイッチングトラ
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ンジスタＴＲ3と第４スイッチングトランジスタＴＲ4は導通状態である。第１スイッチン
グトランジスタＴＲ1と第２スイッチングトランジスタＴＲ2は非導通状態である。
【０１７１】
　第１ノードＮＤ1_Gには第３スイッチングトランジスタＴＲ3を介して基準電圧Ｖofsが
印加されている。容量部ＣＰが保持している電圧は駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧
Ｖthを超えているので、第３ノードＮＤ3_Sには、給電線ＤＳmからの電流が駆動トランジ
スタＴＲDrvを介して流れる。その結果、基準電圧Ｖofsから駆動トランジスタＴＲDrvの
閾値電圧Ｖthを減じた電位に向かって、第３ノードＮＤ3_Sの電位は上昇する。（図２１
Ａ参照）。
【０１７２】
　この期間が充分長ければ、駆動トランジスタＴＲDrvのゲート電極と他方のソース／ド
レイン領域との間の電位差がＶthに達し、駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態となる
（図２１Ｂ参照）。このとき、第１ノードＮＤ1_Gと第３ノードＮＤ3_Sの電位差は（Ｖof

s－Ｖth）となる。第１ノードＮＤ1_Gの電位はＶofs、第３ノードＮＤ3_Sの電位は（Ｖof

s－Ｖth）である。
【０１７３】
　尚、説明の便宜上、この期間において駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態に達して
いるとして説明するが、本開示はこれに限るものではない。駆動トランジスタＴＲDrvの
ゲート電極と他方のソース／ドレイン領域との間の電位差がＶthに達するより前に当該期
間が終了する態様であってもよい。
【０１７４】
　［期間－Ｈ’m-3］から［期間－Ｈ’m-2］における第３ノードＮＤ3_Sの電位変化をΔ
ＶND3_Sと表せば、ΔＶs、Ｖth、Ｖofs、Ｖofsの関係は、以下の式（３）のように表され
る。また、同時期における第２ノードＮＤ2の電位変化をΔＶND2と表せば、ΔＶND2は、
以下の式（４）のように表される。
【０１７５】
Ｖth＝Ｖofs－Ｖini－ΔＶs　　（３）
【０１７６】
ΔＶND2＝ΔＶs・ＣS1／（ＣS1＋ＣS2）　　（４）
【０１７７】
　そして、第２キャパシタＣS2に保持される電圧をＶth’と表せば、Ｖth’は、以下の式
（５）のように表される。
【０１７８】
Ｖth’＝Ｖofs－Ｖini－ΔＶND2　　（５）
【０１７９】
　式（３）と式（４）から分かるように、ΔＶND2はＶthに応じて定まる電圧である。従
って、第２キャパシタＣS2には閾値電圧Ｖthに応じた電圧が保持される。
【０１８０】
　　［期間－Ｈ’m-1］（図１９、及び、図２２Ａ参照）
　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間であって、書込み待ちの期間である。第
３制御線ＷＳ３mと第４制御線ＷＳ４mをローレベルに切り替え、第１制御線ＷＳ１mは従
前の状態を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第４スイッチングトラ
ンジスタＴＲ4は非導通状態である。［期間－Ｈ’m-2］において駆動トランジスタＴＲDr

vは非導通状態に達していれば、実質上、第１ノードＮＤ1_G、第２ノードＮＤ2、第３ノ
ードＮＤ3_Sの電位は変化しない。尚、この期間は省略されてもよい。
【０１８１】
　　［期間－Ｈm］（図１９、及び、図２２Ｂ参照）
　データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして
、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャ
パシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介
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して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを書き込む。
【０１８２】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1及び第２スイッチングトランジスタＴ
Ｒ2は導通状態である。他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０１８３】
　直前の［期間－Ｈ’m-1］において、第１ノードＮＤ1_Gの電位はＶofs、第３ノードＮ
Ｄ3_Sの電位は（Ｖofs－Ｖth）であり、第１キャパシタＣS1には電圧Ｖth’が保持されて
いる。第２スイッチングトランジスタＴＲ2が導通状態になると、第２ノードＮＤ2には基
準電圧Ｖofsが印加される。従って、第２ノードＮＤ2の電位は、（Ｖofs－Ｖth’）から
Ｖofsに変わる。ここで、第３スイッチングトランジスタＴＲ3は非導通状態であるので、
寄生容量などの影響が無視できるとすれば、第１キャパシタＣS1は電圧Ｖth’を保持した
従前の状態を維持する。従って、第１ノードＮＤ1_Gの電位は、Ｖofsから（Ｖofs＋Ｖth

’）となる。また、第３ノードＮＤ3_Sには、導通状態の第１スイッチングトランジスタ
ＴＲ1を介して、映像信号電圧ＶSig_mが印加される。第２ノードＮＤ2には基準電圧Ｖofs

が印加されているので、第２キャパシタＣS2には、（Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧が保
持される。結果として、第１キャパシタＣS1と第２キャパシタＣS2から成る容量部ＣＰは
、（Ｖth’＋Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧を保持する。
【０１８４】
　　［期間－Ｈm+1］（図１９、及び、図２３Ａ参照）
　この期間から、次のフレームにおける第ｍ行目の走査期間Ｈ”mの直前の走査期間［期
間－Ｈm-1］の始期までが、発光期間となる。
【０１８５】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをローレベルに切り替えると共に、第４制御線ＷＳ４m

をハイレベルに切り替える。第３制御線ＷＳ３mは従前の状態を維持する。第４スイッチ
ングトランジスタＴＲ4は導通状態であり、他のスイッチングトランジスタは非導通状態
である。
【０１８６】
　駆動トランジスタＴＲDrvのゲート－ソース間電圧Ｖgsは、容量部ＣＰが保持する電圧
（Ｖth’＋Ｖofs－ＶSig_m）となる。また、駆動トランジスタＴＲDrvの一端のソース／
ドレイン領域には駆動電圧Ｖccpが印加されているので、駆動トランジスタＴＲDrvを介し
て、発光部ＥＬＰに向かって電流が流れ第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇する。このとき
、所謂ブートストラップ回路におけると同様の現象が駆動トランジスタＴＲDrvのゲート
電極に生ずる。基本的には、ゲート－ソース間電圧Ｖgsを保つように第１ノードＮＤ1_G

の電位が上昇する。
【０１８７】
　また、第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇し、（Ｖth-EL＋Ｖcath）を超えるので、発光部
ＥＬＰは発光を開始する。発光部ＥＬＰを流れる電流Ｉdsは下記の式（６）で表される。
【０１８８】
Ｉds＝ｋ・μ・（Ｖofs－ＶSig_m－（Ｖth－Ｖth’））2　　（６）
【０１８９】
　従って、表示素子１１の駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthのバラつきによる影
響がある程度はキャンセルされているので、輝度ムラが軽減される。
【０１９０】
　　［期間－Ｈm-1］（図１９、及び、図２３Ｂ参照）
　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間である。既に第１キャパシタＣS1には電
圧Ｖth’が保持されているので、上述した［期間－Ｈ’m-3］と［期間－Ｈ’m-2］とに対
応する動作は省略されている。
【０１９１】
　具体的には、第４制御線ＷＳ４mをローレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
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を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第４スイッチングトランジスタ
ＴＲ4は非導通状態である。
【０１９２】
　第４スイッチングトランジスタＴＲ4が非導通状態のため、駆動トランジスタＴＲDrvを
介した電流は発光部ＥＬＰに流れない。従って、発光部ＥＬＰは消灯する。また、第３ノ
ードＮＤ3_Sの電位は、（Ｖth-EL＋Ｖcath）まで低下する。第１ノードＮＤ1_Gと第２ノ
ードＮＤ2は浮遊状態であるので、これらの電位も第３ノードＮＤ3_Sの電位変化に倣って
低下する。第１キャパシタＣS1は電圧Ｖth’を保持した状態を保つ。
【０１９３】
　　［期間－Ｈ”m］（図１９、及び、図２４Ａ参照）
　この期間から次のフレームが開始する。データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映
像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrv

の閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第
１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを
書き込む。
【０１９４】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1と第２スイッチングトランジスタＴＲ2

は導通状態である。他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０１９５】
　直前の［期間－Ｈm-1］において、第１キャパシタＣS1には電圧Ｖth’が保持されてい
る。そして、第３ノードＮＤ3_Sには、導通状態の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を
介して、映像信号電圧ＶSig_mが印加される。第２ノードＮＤ2には基準電圧Ｖofsが印加
されているので、第２キャパシタＣS2には、（Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧が保持され
る。結果として、第１キャパシタＣS1と第２キャパシタＣS2から成る容量部ＣＰは、（Ｖ

th’＋Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧を保持する。
【０１９６】
　　［期間－Ｈ”m+1］（図１９、及び、図２４Ｂ参照）
　この期間から、次のフレーム発光期間が開始する。
【０１９７】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをローレベルに切り替えると共に、第４制御線ＷＳ４m

をハイレベルに切り替える。第２制御線ＷＳ２mは従前の状態を維持する。第４スイッチ
ングトランジスタＴＲ4は導通状態であり、他のスイッチングトランジスタは非導通状態
である。具体的な動作は、上述した［期間－Ｈm+1］において説明した動作と同様である
ので、説明を省略する。
【０１９８】
　以上説明したように、第４の実施形態においても、或るフレームにおいて第１キャパシ
タＣS1に閾値電圧Ｖthを保持する動作が行われていれば、その後のフレームにおいてその
動作を省略することができる。従って、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthのバラ
つきによる影響をキャンセルしつつ、より一層消費電力を低減することができる。
【０１９９】
　更に、表示素子を構成するトランジスタの数や、制御線の本数が少なくなっているので
、表示装置の高精細度化にも適している。
【０２００】
［第５の実施形態］
　第５の実施形態も、本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、及び、表示素子に関
する。
【０２０１】
　上述した第１の実施形態ないし第４の実施形態は、第１キャパシタＣS1に電圧を保持さ
せる際に、第３ノードＮＤ3_Sの電位を基準電圧Ｖofsから駆動トランジスタＴＲDrvの閾
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値電圧Ｖthを減じた電圧に近づけるといった構成であった。これに対し、第５の実施形態
は、第１キャパシタＣS1に電圧を保持させる際に、第１ノードＮＤ1_Gの電位を基準電圧
Ｖofsに駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを加えた電位に近づけるといった構成で
ある。
【０２０２】
　図２５は、第５の実施形態に係る表示装置の概念図である。
【０２０３】
　表示装置５も、表示素子１１が配置された表示部１０と表示部１０を駆動する駆動部２
０とを備えている。第５の実施形態において、データ線駆動部２１は、映像信号電圧ＶSi

gをデータ線ＤＴＬに供給する。電源部２２は、駆動電圧Ｖccpを給電線ＤＳに供給する。
【０２０４】
　表示素子１１の容量部ＣＰ、駆動トランジスタＴＲDrv、及び、第１スイッチングトラ
ンジスタＴＲ1の構成は、第１の実施形態において説明したのと同様であるので、説明を
省略する。
【０２０５】
　第５の実施形態においては、駆動部２０が、第２ノードＮＤ2及び第３ノードＮＤ3_Sに
基準電圧Ｖofsを印加すると共に、第１ノードＮＤ1_Gと駆動トランジスタＴＲDrvの一方
のソース／ドレイン領域を導通させた状態で給電線ＤＳから駆動電圧Ｖccpを供給するこ
とによって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超
えるように設定した後、第２ノードＮＤ2及び第３ノードＮＤ3_Sに基準電圧Ｖofsを印加
した状態で、給電線ＤＳと駆動トランジスタＴＲDrvとの接続を遮断することによって、
第１ノードＮＤ1_Gの電位を基準電圧Ｖofsに駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを
加えた電位に近づけることで、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を
第１キャパシタＣS1に保持させる。
【０２０６】
　第５の実施形態において、表示素子１１は、第２スイッチングトランジスタＴＲ2、第
３スイッチングトランジスタＴＲ3、第４スイッチングトランジスタＴＲ4、及び、第５ス
イッチングトランジスタＴＲ5を更に備えている。第２スイッチングトランジスタＴＲ2に
あっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧Ｖofsが印加され、他方のソース／
ドレイン領域は、第２ノードＮＤ2に接続されている。第３スイッチングトランジスタＴ
Ｒ3にあっては、一方のソース／ドレイン領域は第２ノードＮＤ2に接続され、他方のソー
ス／ドレイン領域は第３ノードＮＤ3_Sに接続されている。第１ノードＮＤ1_Gと駆動トラ
ンジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域との間は、第４スイッチングトランジス
タＴＲ4を介して接続されている。給電線ＤＳと駆動トランジスタＴＲDrvの一方のソース
／ドレイン領域との間は、第５スイッチングトランジスタＴＲ5を介して接続されている
。基準電圧Ｖofsは、第２スイッチングトランジスタＴＲ2及び第３スイッチングトランジ
スタＴＲ3が導通状態とされることによって、第２ノードＮＤ2及び第３ノードＮＤ3_Sに
印加される。第１ノードＮＤ1_Gと駆動トランジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領
域とは、第４スイッチングトランジスタＴＲ4が導通状態とされることによって導通状態
とされる。給電線ＤＳと駆動トランジスタＴＲDrvとの接続は、第５スイッチングトラン
ジスタＴＲ5を非導通状態とすることによって遮断される。
【０２０７】
　次いで、図を参照して、表示装置５の動作について説明する。
【０２０８】
　図２６は、第５の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置の第（ｎ
，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートである。図２
７ないし図３１は、第５の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回路を構成する各ト
ランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【０２０９】
　　［期間－Ｈ’m-4以前］（図２７Ａ参照）
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　この期間は、図２６に示す［期間－Ｈ’m-3］より前の期間であり、前回の各種の処理
完了後に第（ｎ，ｍ）番目の表示素子１１が発光を継続している期間である。給電線ＤＳ

mには駆動電圧Ｖccpが供給されている。第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第４
スイッチングトランジスタＴＲ4は非導通状態、第５スイッチングトランジスタＴＲ5は導
通状態である。図２６に図示はされていないが、第１制御線ＷＳ１mないし第４制御線Ｗ
Ｓ４mはローレベル、第５制御線ＷＳ５mはハイレベルである。発光部ＥＬＰには、上述し
た式（１）で示すドレイン電流Ｉdsが流れ、発光状態である。
【０２１０】
　　［期間－Ｈ’m-3］（図２６、及び、図２７Ｂ参照）
　この期間において初期化処理を行う。即ち、第２ノードＮＤ2及び第３ノードＮＤ3_Sに
基準電圧Ｖofsを印加すると共に、第１ノードＮＤ1_Gと駆動トランジスタＴＲDrvの一方
のソース／ドレイン領域を導通させた状態で給電線ＤＳmから駆動電圧Ｖccpを供給するこ
とによって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超
えるように設定する。
【０２１１】
　具体的には、第２制御線ＷＳ２mないし第４制御線ＷＳ４mをハイレベルに切り替える。
他の制御線は従前の状態を維持する。第２スイッチングトランジスタＴＲ2ないし第５ス
イッチングトランジスタＴＲ5は導通状態である。第１スイッチングトランジスタＴＲ1は
非導通状態である。
【０２１２】
　第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとは第３スイッチングトランジスタＴＲ3を介し
て導通状態である。第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sには、第２スイッチングトラン
ジスタＴＲ2を介して基準電圧Ｖofsが印加される。また、第１ノードＮＤ1_Gには、第４
スイッチングトランジスタＴＲ4を介して、給電線ＤＳmから駆動電圧Ｖccpが印加される
。従って、容量部ＣＰが保持する電圧は（Ｖccp－Ｖofs）となり、駆動トランジスタＴＲ

Drvの閾値電圧Ｖthを超える。
【０２１３】
　尚、発光部ＥＬＰの一端には、第５スイッチングトランジスタＴＲ5と駆動トランジス
タＴＲDrvを介して、給電線ＤＳmから駆動電圧Ｖccpが印加される。従って、発光部ＥＬ
Ｐが意図せぬ発光をすることも考えられる。しかし、発光部ＥＬＰの一端は第３ノードＮ
Ｄ3_Sに接続されているため、第５スイッチングトランジスタＴＲ5、駆動トランジスタＴ
ＲDrv、第３スイッチングトランジスタＴＲ3、第２スイッチングトランジスタＴＲ2を介
して、貫通電流の経路が形成される。発光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELなどを考慮すると
、電流は概ね貫通電流の経路に流れると考えられる。
【０２１４】
　　［期間－Ｈ’m-2］（図２６、図２８Ａ、及び、図２８Ｂ参照）
　この期間において閾値電圧キャンセル処理を行う。即ち、第２ノードＮＤ2及び第３ノ
ードＮＤ3_Sに基準電圧Ｖofsを印加した状態で、給電線ＤＳmと駆動トランジスタＴＲDrv

との接続を遮断することによって、第１ノードＮＤ1_Gの電位を基準電圧Ｖofsに駆動トラ
ンジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを加えた電位に近づける。
【０２１５】
　具体的には、第５制御線ＷＳ５mをローレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第２スイッチングトランジスタＴＲ2ないし第４スイッチングトランジスタ
ＴＲ4は導通状態である。第１スイッチングトランジスタＴＲ1及び第５スイッチングトラ
ンジスタＴＲ5は非導通状態である。
【０２１６】
　第２ノードＮＤ2には第２スイッチングトランジスタＴＲ2を介して基準電圧Ｖofsが印
加され、第３ノードＮＤ3_Sには、第２スイッチングトランジスタＴＲ2と第３スイッチン
グトランジスタＴＲ3を介して基準電圧Ｖofsが印加されている。
【０２１７】
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　第５スイッチングトランジスタＴＲ5が非導通状態であるので、給電線ＤＳmと駆動トラ
ンジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域とは電気的に切り離されている。駆動ト
ランジスタＴＲDrvのゲート－ソース間電圧Ｖgsは、容量部ＣＰが保持する電圧（Ｖccp－
Ｖofs）であり、閾値電圧Ｖthを超えている。そして、第１ノードＮＤ1_Gと駆動トランジ
スタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域とは、第４スイッチングトランジスタＴＲ4に
よって導通している。駆動トランジスタＴＲDrvを介して第１ノードＮＤ1_Gから電流が流
れ、第１ノードＮＤ1_Gの電位は低下する（図２８Ａ）。
【０２１８】
　この期間が充分長ければ、駆動トランジスタＴＲDrvのゲート電極と他方のソース／ド
レイン領域との間の電位差がＶthに達し、駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態となる
（図２８Ｂ参照）。このとき、第１ノードＮＤ1_Gと第３ノードＮＤ3_Sの電位差はＶthと
なる。第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sの電位はＶofsであるので、第１ノードＮＤ1

_Gの電位は（Ｖofs＋Ｖth）である。従って、第１キャパシタＣS1に電圧Ｖthが保持され
る。第２キャパシタＣS2は両端が同電位なので保持する電圧は０ボルトである。
【０２１９】
　尚、説明の便宜上、この期間において駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態に達して
いるとして説明するが、本開示はこれに限るものではない。駆動トランジスタＴＲDrvの
ゲート電極と他方のソース／ドレイン領域との間の電位差がＶthに達するより前に当該期
間が終了する態様であってもよい。
【０２２０】
　　［期間－Ｈ’m-1］（図２６、及び、図２９Ａ参照）
　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間であって、書込み待ちの期間である。第
３制御線ＷＳ３mと第４制御線ＷＳ４mをローレベルに切り替え、他の制御線は従前の状態
を維持する。
第２スイッチングトランジスタＴＲ2は導通状態、第１スイッチングトランジスタＴＲ1、
第４スイッチングトランジスタＴＲ4及び第５スイッチングトランジスタＴＲ5は非導通状
態である。［期間－Ｈ’m-2］において駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態に達してい
れば、実質上、第１ノードＮＤ1_G、第２ノードＮＤ2、第３ノードＮＤ3_Sの電位は変化
しない。尚、この期間は省略されてもよい。
【０２２１】
　　［期間－Ｈm］（図２６、及び、図２９Ｂ参照）
　データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして
、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャ
パシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介
して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを書き込む。
【０２２２】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1と第２スイッチングトランジスタＴＲ2

は導通状態である。他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０２２３】
　直前の［期間－Ｈ’m-1］において、第１ノードＮＤ1_Gの電位は（Ｖofs＋th）、第２
ノードＮＤ2の電位はＶofsであり、第１キャパシタＣS1には電圧Ｖthが保持されている。
第２ノードＮＤ2には第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して基準電圧Ｖofsが印加
され、また、第３ノードＮＤ3_Sには第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して、映像
信号電圧ＶSig_mが印加される。第２ノードＮＤ2には基準電圧Ｖofsが印加されているの
で、第２キャパシタＣS2には、（Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧が保持される。結果とし
て、第１キャパシタＣS1と第２キャパシタＣS2から成る容量部ＣＰは、（Ｖth＋Ｖofs－
ＶSig_m）といった電圧を保持する。
【０２２４】
　　［期間－Ｈm+1］（図２６、及び、図３０Ａ参照）
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　この期間から、次のフレームにおける第ｍ行目の走査期間Ｈ”mの直前の走査期間［期
間－Ｈm-1］の始期までが、発光期間となる。
【０２２５】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１m及び第２制御線ＷＳ２mをローレベルに切り替え、第５
制御線ＷＳ５mをハイレベルに切り替える。第３制御線ＷＳ３m及び第４制御線ＷＳ４mは
従前の状態を維持する。第５スイッチングトランジスタＴＲ5は導通状態であり、他のス
イッチングトランジスタは非導通状態である。
【０２２６】
　駆動トランジスタＴＲDrvのゲート－ソース間電圧Ｖgsは、容量部ＣＰが保持する電圧
（Ｖth＋Ｖofs－ＶSig_m）となる。また、駆動トランジスタＴＲDrvの一端のソース／ド
レイン領域には駆動電圧Ｖccpが印加されているので、駆動トランジスタＴＲDrvを介して
、発光部ＥＬＰに向かって電流が流れ第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇する。このとき、
所謂ブートストラップ回路におけると同様の現象が駆動トランジスタＴＲDrvのゲート電
極に生ずる。基本的には、ゲート－ソース間電圧Ｖgsを保つように第１ノードＮＤ1_Gの
電位が上昇する。
【０２２７】
　また、第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇し、（Ｖth-EL＋Ｖcath）を超えるので、発光部
ＥＬＰは発光を開始する。第１の実施形態において説明したのと同様に、発光部ＥＬＰを
流れる電流Ｉdsは上記の式（２）で表されるので、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧
Ｖthには依存しない。即ち、表示素子１１の駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthの
バラつきによる影響がキャンセルされているので、輝度ムラが軽減される。
【０２２８】
　　［期間－Ｈm-1］（図２６、及び、図３０Ａ参照）
　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間である。既に第１キャパシタＣS1には電
圧Ｖthが保持されているので、上述した［期間－Ｈ’m-3］と［期間－Ｈ’m-2］とに対応
する動作は省略されている。
【０２２９】
　具体的には、第２制御線ＷＳ２mをハイレベルに切り替え、第５制御線ＷＳ５mをローレ
ベルに切り替える。他の制御線は従前の状態を維持する。第２スイッチングトランジスタ
ＴＲ2は導通状態であり、他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０２３０】
　第２ノードＮＤ2に基準電圧Ｖofsが印加されるので、第２ノードＮＤ2の電位は低下し
Ｖofsとなる。第１ノードＮＤ1_Gは浮遊状態であるので、第１ノードＮＤ1_Gの電位は２
ノードＮＤ2の電位変化に倣って低下する。第１キャパシタＣS1は電圧Ｖthを保持した状
態を保つ。尚、第３ノードＮＤ3_Sの電位は（Ｖth-EL＋Ｖcath）から更にある程度低下し
た電位となる。
【０２３１】
　　［期間－Ｈ”m］（図２６、及び、図３１Ａ参照）
　この期間から次のフレームが開始する。データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映
像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrv

の閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第
１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを
書き込む。
【０２３２】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1と第２スイッチングトランジスタＴＲ2

は導通状態である。他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０２３３】
　直前の［期間－Ｈm-1］において、第２ノードＮＤ2の電位がＶofsの状態で、第１キャ
パシタＣS1には電圧Ｖthが保持されている。そして、第３ノードＮＤ3_Sには、導通状態
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の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して、映像信号電圧ＶSig_mが印加される。第
２ノードＮＤ2には基準電圧Ｖofsが印加されているので、第２キャパシタＣS2には、（Ｖ

ofs－ＶSig_m）といった電圧が保持される。結果として、第１キャパシタＣS1と第２キャ
パシタＣS2から成る容量部ＣＰは、（Ｖth＋Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧を保持する。
【０２３４】
　　［期間－Ｈ”m+1］（図２６、及び、図３１Ｂ参照）
　この期間から、次のフレーム発光期間が開始する。
【０２３５】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mと第２制御線ＷＳ２mをローレベルに切り替え、第５制
御線ＷＳ５mをハイレベルに切り替える。第５スイッチングトランジスタＴＲ5は導通状態
であり、他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。具体的な動作は、上述した
［期間－Ｈm+1］において説明した動作と同様であるので、説明を省略する。
【０２３６】
　以上説明したように、第５の実施形態においても、或るフレームにおいて第１キャパシ
タＣS1に閾値電圧Ｖthを保持する動作が行われていれば、その後のフレームにおいてその
動作を省略することができる。従って、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthのバラ
つきによる影響をキャンセルしつつ、より一層消費電力を低減することができる。
【０２３７】
　また、第１の実施形態ないし第４の実施形態においては、基準電圧Ｖofsに加えて初期
化電圧Ｖiniが必要であった。第５の実施形態にあっては、初期化電圧Ｖiniを必要としな
いので駆動部が供給する電圧の種類を減らすことができるといった利点も備えている。
【０２３８】
［第６の実施形態］
　第６の実施形態も、本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、及び、表示素子に関
する。
【０２３９】
　第６の実施形態は、第５の実施形態に対して、［期間－Ｈ’m-3］の動作が主に相違す
る。具体的には、貫通電流の経路を形成しないようにトランジスタを制御する。第６の実
施形態に係る表示装置６の模式図は、図２５において表示装置５を表示装置６と読み替え
ればよい。
【０２４０】
　第５の実施形態と同様に、データ線駆動部２１は、映像信号電圧ＶSigをデータ線ＤＴ
Ｌに供給する。電源部２２は、駆動電圧Ｖccpを給電線ＤＳに供給する。
【０２４１】
　図３２は、第６の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置の第（ｎ
，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートである。図３
３は、第６の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回路を構成する各トランジスタの
導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【０２４２】
　［期間－Ｈ’m-4］以前の動作は、第５の実施形態において説明した動作と同様である
ので、説明を省略する。
【０２４３】
　　［期間－Ｈ’m-3］（図３２、及び、図３３Ａ参照）
　この期間において初期化処理の前半を行う。第２制御線ＷＳ２mと第４制御線ＷＳ４mを
ハイレベルに切り替え、他の制御線は従前の状態を維持する。第２スイッチングトランジ
スタＴＲ2、及び、第５スイッチングトランジスタＴＲ5は導通状態である。他のスイッチ
ングトランジスタは非導通状態である。
【０２４４】
　第２ノードＮＤ2には、第２スイッチングトランジスタＴＲ2を介して基準電圧Ｖofsが
印加される。また、第１ノードＮＤ1_Gには、第４スイッチングトランジスタＴＲ4を介し
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て、給電線ＤＳmから駆動電圧Ｖccpが印加される。発光部ＥＬＰの一端には、第５スイッ
チングトランジスタＴＲ5と駆動トランジスタＴＲDrvを介して、給電線ＤＳmから駆動電
圧Ｖccpが印加される。発光部ＥＬＰには電流が流れ意図せぬ発光が生ずる。第３ノード
ＮＤ3_Sの電位は（Ｖth-EL＋Ｖcath）を超えて、発光に応じた電位となる。
【０２４５】
　　［期間－Ｈ’m-2］（図３２、及び、３３Ｂ参照）
　この期間において初期化処理の後半と閾値電圧キャンセル処理を行う。第３制御線ＷＳ
３mをハイレベルに切り替え、第５制御線ＷＳ５mをローレベルに切り替える。第２スイッ
チングトランジスタＴＲ2ないし第４スイッチングトランジスタＴＲ4は導通状態である。
第１スイッチングトランジスタＴＲ1と第５スイッチングトランジスタＴＲ5は非導通状態
である。
【０２４６】
　第３ノードＮＤ3_Sには、第２スイッチングトランジスタＴＲ2と第３スイッチングトラ
ンジスタＴＲ3とを介して、基準電圧Ｖofsが印加される。この期間の始期において、第１
ノードＮＤ1_Gの電位はＶccpである。従って、この期間の始期において容量部ＣＰが保持
する電圧は（Ｖofs－Ｖini）となり、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える
。
【０２４７】
　第２ノードＮＤ2には第２スイッチングトランジスタＴＲ2を介して基準電圧Ｖofsが印
加され、第３ノードＮＤ3_Sには、第２スイッチングトランジスタＴＲ2と第３スイッチン
グトランジスタＴＲ3を介して基準電圧Ｖofsが印加されている。第５スイッチングトラン
ジスタＴＲ5が非導通状態であるので、給電線ＤＳmと駆動トランジスタＴＲDrvの一方の
ソース／ドレイン領域とは電気的に切り離されている。駆動トランジスタＴＲDrvのゲー
ト－ソース間電圧Ｖgsは、容量部ＣＰが保持する電圧（Ｖccp－Ｖofs）であり、閾値電圧
Ｖthを超えている。そして、第１ノードＮＤ1_Gと駆動トランジスタＴＲDrvの一方のソー
ス／ドレイン領域とは、第４スイッチングトランジスタＴＲ4によって導通している。駆
動トランジスタＴＲDrvを介して第１ノードＮＤ1_Gから電流が流れ、第１ノードＮＤ1_G

の電位は低下する。
【０２４８】
　この期間が充分長ければ、駆動トランジスタＴＲDrvのゲート電極と他方のソース／ド
レイン領域との間の電位差がＶthに達し、駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態となる
（図２８Ｂ参照）。このとき、第１ノードＮＤ1_Gと第３ノードＮＤ3_Sの電位差はＶthと
なる。第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sの電位はＶofsであるので、第１ノードＮＤ1

_Gの電位は（Ｖofs＋Ｖth）である。従って、第１キャパシタＣS1に電圧Ｖthが保持され
る。第２キャパシタＣS2は両端が同電位なので保持する電圧は０ボルトである。
【０２４９】
　図３２に示す［期間－Ｈ’m-1］以降の動作は、第５の実施形態において説明した動作
と同様であるので、説明を省略する。
【０２５０】
　第６の実施形態も、第５の実施形態と同様に初期化電圧Ｖiniを必要としないので駆動
部が供給する電圧の種類を減らすことができるといった利点をそなえており、更に、トラ
ンジスタに貫通電流が流れることよる素子の負担が軽減されるといった利点も備えている
。尚、意図せぬ発光によりコントラストは低下するので、［期間－Ｈ’m-3］の処理を行
う期間を短く設定することが好ましい。
【０２５１】
［第７の実施形態］
　第７の実施形態も、本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、及び、表示素子に関
する。
【０２５２】
　第７の実施形態は、第５の実施形態に対して、駆動トランジスタＴＲDrvの他方のソー



(41) JP 2017-83609 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

ス／ドレイン領域と発光部ＥＬＰの一端とを、第６スイッチングトランジスタを介して接
続した点が主に相違する。これによって、初期化において貫通電流が流れることを防ぐこ
とができる。
【０２５３】
　図３４は、第７の実施形態に係る表示装置の概念図である。
【０２５４】
　表示装置７も、表示素子１１が配置された表示部１０と表示部１０を駆動する駆動部２
０とを備えている。第６の実施形態と同様に、データ線駆動部２１は、映像信号電圧ＶSi

gをデータ線ＤＴＬに供給する。電源部２２は、駆動電圧Ｖccpを給電線ＤＳに供給する。
【０２５５】
　表示素子１１の容量部ＣＰ、駆動トランジスタＴＲDrv、及び、第１スイッチングトラ
ンジスタＴＲ1の構成は、第１の実施形態において説明したのと同様であるので、説明を
省略する。また、第２スイッチングトランジスタＴＲ2ないし第５スイッチングトランジ
スタＴＲ5の構成は、第５の実施形態において説明したのと同様であるので、説明を省略
する。
【０２５６】
　第７の実施形態において、表示素子１１は、第６スイッチングトランジスタＴＲ6を更
に備えている。駆動トランジスタＴＲDrvの他方のソース／ドレイン領域と発光部ＥＬＰ
の一端とは、第６スイッチングトランジスタＴＲ6を介して接続されている。第６スイッ
チングトランジスタＴＲ6の導通状態／非導通状態は、第６制御線ＷＳ６の信号によって
制御される。
【０２５７】
　次いで、図を参照して、表示装置７の動作について説明する。
【０２５８】
　図３５は、第７の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置の第（ｎ
，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートである。図３
６ないし図４０は、第７の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回路を構成する各ト
ランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【０２５９】
　　［期間－Ｈ’m-4以前］（図３６Ａ参照）
　この期間は、図３５に示す［期間－Ｈ’m-3］より前の期間であり、前回の各種の処理
完了後に第（ｎ，ｍ）番目の表示素子１１が発光を継続している期間である。給電線ＤＳ

mには駆動電圧Ｖccpが供給されている。第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第４
スイッチングトランジスタＴＲ4は非導通状態、第５スイッチングトランジスタＴＲ5及び
第６スイッチングトランジスタＴＲ6は導通状態である。図３５に図示はされていないが
、第１制御線ＷＳ１mないし第４制御線ＷＳ４mはローレベル、第５制御線ＷＳ５m及び第
６制御線ＷＳ６mはハイレベルである。発光部ＥＬＰには、上述した式（１）で示すドレ
イン電流Ｉdsが流れ、発光状態である。
【０２６０】
　　［期間－Ｈ’m-3］（図３５、及び、図３６Ｂ参照）
　この期間において初期化処理を行う。即ち、第２ノードＮＤ2及び第３ノードＮＤ3_Sに
基準電圧Ｖofsを印加すると共に、第１ノードＮＤ1_Gと駆動トランジスタＴＲDrvの一方
のソース／ドレイン領域を導通させた状態で給電線ＤＳmから駆動電圧Ｖccpを供給するこ
とによって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超
えるように設定する。
【０２６１】
　具体的には、第２制御線ＷＳ２mないし第４制御線ＷＳ４mをハイレベルに切り替え、第
６制御線ＷＳ６mをローレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態を維持する。第２
スイッチングトランジスタＴＲ2ないし第５スイッチングトランジスタＴＲ5は導通状態で
ある。第１スイッチングトランジスタＴＲ1及び第６スイッチングトランジスタＴＲ6は非
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導通状態である。
【０２６２】
　第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sとは第３スイッチングトランジスタＴＲ3を介し
て導通状態である。第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sには、第２スイッチングトラン
ジスタＴＲ2を介して基準電圧Ｖofsが印加される。また、第１ノードＮＤ1_Gには、第４
スイッチングトランジスタＴＲ4を介して、給電線ＤＳmから駆動電圧Ｖccpが印加される
。従って、容量部ＣＰが保持する電圧は（Ｖccp－Ｖofs）となり、駆動トランジスタＴＲ

Drvの閾値電圧Ｖthを超える。
【０２６３】
　また、第６スイッチングトランジスタＴＲ6が非導通状態であるので、発光部ＥＬＰと
駆動トランジスタＴＲDrvの他方のソース／ドレイン領域は電気的に切り離されている。
従って、第５の実施形態とは異なり、貫通電流が流れることはない。
【０２６４】
　　［期間－Ｈ’m-2］（図３５、図３７Ａ、及び、図３７Ｂ参照）
　この期間において閾値電圧キャンセル処理を行う。即ち、第２ノードＮＤ2及び第３ノ
ードＮＤ3_Sに基準電圧Ｖofsを印加した状態で、給電線ＤＳmと駆動トランジスタＴＲDrv

との接続を遮断することによって、第１ノードＮＤ1_Gの電位を基準電圧Ｖofsに駆動トラ
ンジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを加えた電位に近づける。
【０２６５】
　具体的には、第５制御線ＷＳ５mをローレベルに切り替え、第６制御線ＷＳ６mをハイレ
ベルに切り替える。他の制御線は従前の状態を維持する。第２スイッチングトランジスタ
ＴＲ2、第３スイッチングトランジスタＴＲ3、第４スイッチングトランジスタＴＲ4、及
び、第６スイッチングトランジスタＴＲ6は導通状態である。第１スイッチングトランジ
スタＴＲ1と第５スイッチングトランジスタＴＲ5は非導通状態である。
【０２６６】
　第２ノードＮＤ2には第２スイッチングトランジスタＴＲ2を介して基準電圧Ｖofsが印
加され、第３ノードＮＤ3_Sには、第２スイッチングトランジスタＴＲ2と第３スイッチン
グトランジスタＴＲ3を介して基準電圧Ｖofsが印加されている。
【０２６７】
　第５スイッチングトランジスタＴＲ5が非導通状態であるので、給電線ＤＳmと駆動トラ
ンジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域とは電気的に切り離されている。駆動ト
ランジスタＴＲDrvのゲート－ソース間電圧Ｖgsは、容量部ＣＰが保持する電圧（Ｖccp－
Ｖofs）であり、閾値電圧Ｖthを超えている。そして、第１ノードＮＤ1_Gと駆動トランジ
スタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域とは、第４スイッチングトランジスタＴＲ4に
よって導通している。駆動トランジスタＴＲDrvを介して第１ノードＮＤ1_Gから電流が流
れ、第１ノードＮＤ1_Gの電位は低下する（図３７Ａ）。
【０２６８】
　この期間が充分長ければ、駆動トランジスタＴＲDrvのゲート電極と他方のソース／ド
レイン領域との間の電位差がＶthに達し、駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態となる
（図３３Ｂ参照）。このとき、第１ノードＮＤ1_Gと第３ノードＮＤ3_Sの電位差はＶthと
なる。第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sの電位はＶofsであるので、第１ノードＮＤ1

_Gの電位は（Ｖofs＋Ｖth）である。従って、第１キャパシタＣS1に電圧Ｖthが保持され
る。第２キャパシタＣS2は両端が同電位なので保持する電圧は０ボルトである。
【０２６９】
　尚、説明の便宜上、この期間において駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態に達して
いるとして説明するが、本開示はこれに限るものではない。駆動トランジスタＴＲDrvの
ゲート電極と他方のソース／ドレイン領域との間の電位差がＶthに達するより前に当該期
間が終了する態様であってもよい。
【０２７０】
　　［期間－Ｈ’m-1］（図３５、及び、図３８Ａ参照）
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　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間であって、書込み待ちの期間である。第
３制御線ＷＳ３m、第４制御線ＷＳ４m、及び、第６制御線ＷＳ６mをローレベルに切り替
え、他の制御線は従前の状態を維持する。第２スイッチングトランジスタＴＲ2は導通状
態であり、他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。［期間－Ｈ’m-2］にお
いて駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態に達していれば、実質上、第１ノードＮＤ1_G

、第２ノードＮＤ2、第３ノードＮＤ3_Sの電位は変化しない。尚、この期間は省略されて
もよい。
【０２７１】
　　［期間－Ｈm］（図３５、及び、図３８Ｂ参照）
　データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして
、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャ
パシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介
して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを書き込む。
【０２７２】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1及び第２スイッチングトランジスタＴ
Ｒ2は導通状態である。他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０２７３】
　直前の［期間－Ｈ’m-1］において、第１ノードＮＤ1_Gの電位は（Ｖofs＋Ｖth）、第
２ノードＮＤ2の電位はＶofsであり、第１キャパシタＣS1には電圧Ｖthが保持されている
。第２ノードＮＤ2には第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して基準電圧Ｖofsが印
加され、また、第３ノードＮＤ3_Sには第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して、映
像信号電圧ＶSig_mが印加される。第２ノードＮＤ2には基準電圧Ｖofsが印加されている
ので、第２キャパシタＣS2には、（Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧が保持される。結果と
して、第１キャパシタＣS1と第２キャパシタＣS2から成る容量部ＣＰは、（Ｖth＋Ｖofs

－ＶSig_m）といった電圧を保持する。
【０２７４】
　　［期間－Ｈm+1］（図３５、及び、図３９Ａ参照）
　この期間から、次のフレームにおける第ｍ行目の走査期間Ｈ”mの直前の走査期間［期
間－Ｈm-1］の始期までが、発光期間となる。
【０２７５】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１m及び第２制御線ＷＳ２mをローレベルに切り替えると共
に、第５制御線ＷＳ５m及び第６制御線ＷＳ６mをハイレベルに切り替える。第３制御線Ｗ
Ｓ３m及び第４制御線ＷＳ４mは従前の状態を維持する。第５スイッチングトランジスタＴ
Ｒ5及び第６スイッチングトランジスタＴＲ6は導通状態であり、他のスイッチングトラン
ジスタは非導通状態である。
【０２７６】
　駆動トランジスタＴＲDrvのゲート－ソース間電圧Ｖgsは、容量部ＣＰが保持する電圧
（Ｖth＋Ｖofs－ＶSig_m）となる。また、駆動トランジスタＴＲDrvの一端のソース／ド
レイン領域には駆動電圧Ｖccpが印加されているので、駆動トランジスタＴＲDrvを介して
、発光部ＥＬＰに向かって電流が流れ第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇する。このとき、
所謂ブートストラップ回路におけると同様の現象が駆動トランジスタＴＲDrvのゲート電
極に生ずる。基本的には、ゲート－ソース間電圧Ｖgsを保つように第１ノードＮＤ1_Gの
電位が上昇する。
【０２７７】
　また、第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇し、（Ｖth-EL＋Ｖcath）を超えるので、発光部
ＥＬＰは発光を開始する。第１の実施形態において説明したのと同様に、発光部ＥＬＰを
流れる電流Ｉdsは上記の式（２）で表されるので、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧
Ｖthには依存しない。即ち、表示素子１１の駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthの
バラつきによる影響がキャンセルされているので、輝度ムラが軽減される。
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【０２７８】
　　［期間－Ｈm-1］（図３５、及び、図３９Ｂ参照）
　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間である。既に第１キャパシタＣS1には電
圧Ｖthが保持されているので、上述した［期間－Ｈ’m-3］と［期間－Ｈ’m-2］とに対応
する動作は省略されている。
【０２７９】
　具体的には、第２制御線ＷＳ２mをハイレベルに切り替え、第６制御線ＷＳ６mをローレ
ベルに切り替える。他の制御線は従前の状態を維持する。第２スイッチングトランジスタ
ＴＲ2と第５スイッチングトランジスタＴＲ5は導通状態であり、他のスイッチングトラン
ジスタは非導通状態である。
【０２８０】
　第２ノードＮＤ2に基準電圧Ｖofsが印加されるので、第２ノードＮＤ2の電位は低下し
Ｖofsとなる。第１ノードＮＤ1_Gは浮遊状態であるので、第１ノードＮＤ1_Gの電位は２
ノードＮＤ2の電位変化に倣って低下する。第１キャパシタＣS1は電圧Ｖthを保持した状
態を保つ。尚、第３ノードＮＤ3_Sの電位は（Ｖth-EL＋Ｖcath）から更にある程度低下し
た電位となる。
【０２８１】
　　［期間－Ｈ”m］（図３５、及び、図４０Ａ参照）
　この期間から次のフレームが開始する。データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映
像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrv

の閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第
１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを
書き込む。
【０２８２】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1、第２スイッチングトランジスタＴＲ2

、及び、第５スイッチングトランジスタＴＲ5は導通状態である。他のスイッチングトラ
ンジスタは非導通状態である。
【０２８３】
　直前の［期間－Ｈm-1］において、第２ノードＮＤ2の電位がＶofsの状態で、第１キャ
パシタＣS1には電圧Ｖthが保持されている。そして、第３ノードＮＤ3_Sには、導通状態
の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して、映像信号電圧ＶSig_mが印加される。第
２ノードＮＤ2には基準電圧Ｖofsが印加されているので、第２キャパシタＣS2には、（Ｖ

ofs－ＶSig_m）といった電圧が保持される。結果として、第１キャパシタＣS1と第２キャ
パシタＣS2から成る容量部ＣＰは、（Ｖth＋Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧を保持する。
【０２８４】
　　［期間－Ｈ”m+1］（図３５、及び、図４０Ｂ参照）
　この期間から、次のフレーム発光期間が開始する。
【０２８５】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mと第２制御線ＷＳ２mをローレベルに切り替え、第６制
御線ＷＳ６mをハイレベルに切り替える。第５スイッチングトランジスタＴＲ5及び第６ス
イッチングトランジスタＴＲ6は導通状態であり、他のスイッチングトランジスタは非導
通状態である。具体的な動作は、上述した［期間－Ｈm+1］において説明した動作と同様
であるので、説明を省略する。
【０２８６】
　第５の実施形態と同様に、第７の実施形態についても初期化電圧Ｖiniを必要としない
ので駆動部が供給する電圧の種類を減らすことができるといった利点を備えている。また
、初期化において貫通電流が流れるといったことがない。
【０２８７】
［第８の実施形態］



(45) JP 2017-83609 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

　第８の実施形態も、本開示に係る表示装置、表示装置の駆動方法、及び、表示素子に関
する。
【０２８８】
　第８の実施形態は、基本的には、第５の実施形態に対して、第１ノードＮＤ1_Gと第２
ノードＮＤ2とを接続するトランジスタを省略した構成である。
【０２８９】
　図４１は、第８の実施形態に係る表示装置の概念図である。
【０２９０】
　表示装置８は、表示素子１１が配置された表示部１０と表示部１０を駆動する駆動部２
０とを備えている。第８の実施形態において、データ線駆動部２１は、映像信号電圧ＶSi

gと初期化電圧Ｖiniとをデータ線ＤＴＬに供給する。電源部２２は、駆動電圧Ｖccpを給
電線ＤＳに供給する。
【０２９１】
　表示素子１１の容量部ＣＰ、駆動トランジスタＴＲDrv、及び、第１スイッチングトラ
ンジスタＴＲ1の構成は、第１の実施形態において説明したのと同様であるので、説明を
省略する。
【０２９２】
　第８の実施形態においても、駆動部２０は、第２ノードＮＤ2及び第３ノードＮＤ3_Sに
基準電圧Ｖofsを印加すると共に、第１ノードＮＤ1_Gと駆動トランジスタＴＲDrvの一方
のソース／ドレイン領域を導通させた状態で給電線ＤＳmから駆動電圧Ｖccpを供給するこ
とによって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超
えるように設定した後、第２ノードＮＤ2及び第３ノードＮＤ3_Sに基準電圧Ｖofsを印加
した状態で、給電線ＤＳmと駆動トランジスタＴＲDrvとの接続を遮断することによって、
第１ノードＮＤ1_Gの電位を基準電圧Ｖofsに駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを
加えた電位に近づけることで、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を
第１キャパシタＣS1に保持させる。
【０２９３】
　第８の実施形態において、表示素子１１は、第２スイッチングトランジスタＴＲ2、第
３スイッチングトランジスタＴＲ3、及び、第４スイッチングトランジスタＴＲ4を更に備
えている。第２スイッチングトランジスタＴＲ2にあっては、一方のソース／ドレイン領
域には基準電圧Ｖofsが印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードＮＤ2に接
続されている第１ノードＮＤ1_Gと駆動トランジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領
域との間は、第３スイッチングトランジスタＴＲ3を介して接続されている。給電線ＤＳm

と駆動トランジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域との間は、第４スイッチング
トランジスタＴＲ4を介して接続されている。基準電圧Ｖofsは、第１ノードＮＤ1_Gにあ
っては、第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介してデータ線ＤＴＬnから供給されて印
加され、第２ノードＮＤ2にあっては、第２スイッチングトランジスタＴＲ2が導通状態と
されることによって第２ノードＮＤ2に印加される。第１ノードＮＤ1_Gと駆動トランジス
タＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域とは、第３スイッチングトランジスタＴＲ3が導
通状態とされることによって導通状態とされる。給電線ＤＳmと駆動トランジスタＴＲDrv

との接続は、第４スイッチングトランジスタＴＲ4を非導通状態とすることによって遮断
される。
【０２９４】
　次いで、図を参照して、表示装置８の動作について説明する。
【０２９５】
　図４２は、第８の実施形態に係る表示装置の動作、より具体的には、表示装置の第（ｎ
，ｍ）番目の表示素子の動作を説明するための模式的なタイミングチャートである。図４
３ないし図４７は、第８の実施形態の表示装置に係る表示素子の駆動回路を構成する各ト
ランジスタの導通状態／非導通状態等を模式的に示す図である。
【０２９６】
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　　［期間－Ｈ’m-4以前］（図４３Ａ参照）
　この期間は、図４２に示す［期間－Ｈ’m-3］より前の期間であり、前回の各種の処理
完了後に第（ｎ，ｍ）番目の表示素子１１が発光を継続している期間である。給電線ＤＳ

mには駆動電圧Ｖccpが供給されている。第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第３
スイッチングトランジスタＴＲ3は非導通状態、第４スイッチングトランジスタＴＲ4は導
通状態である。図４２に図示はされていないが、第１制御線ＷＳ１mないし第３制御線Ｗ
Ｓ３mはローレベル、第４制御線ＷＳ４mはハイレベルである。発光部ＥＬＰには、上述し
た式（１）で示すドレイン電流Ｉdsが流れ、発光状態である。
【０２９７】
　　［期間－Ｈ’m-3］（図４２、及び、図４３Ｂ参照）
　この期間において初期化処理を行う。即ち、第２ノードＮＤ2及び第３ノードＮＤ3_Sに
基準電圧Ｖofsを印加すると共に、第１ノードＮＤ1_Gと駆動トランジスタＴＲDrvの一方
のソース／ドレイン領域を導通させた状態で給電線ＤＳmから駆動電圧Ｖccpを供給するこ
とによって、容量部ＣＰが保持する電圧が駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超
えるように設定する。
【０２９８】
　具体的には、データ線ＤＴＬnに初期化電圧Ｖiniを供給する。また、第１制御線ＷＳ１

mないし第３制御線ＷＳ３mをハイレベルに切り替える。第４制御線ＷＳ４mは従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第４スイッチングトランジスタ
ＴＲ4は導通状態である。
【０２９９】
　第２ノードＮＤ2には、第２スイッチングトランジスタＴＲ2を介して基準電圧Ｖofsが
印加される。第３ノードＮＤ3_Sには、第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して、デ
ータ線ＤＴＬnから基準電圧Ｖofsが印加される。また、第１ノードＮＤ1_Gには、第３ス
イッチングトランジスタＴＲ3と第４スイッチングトランジスタＴＲ4とを介して、給電線
ＤＳmから駆動電圧Ｖccpが印加される。従って、容量部ＣＰが保持する電圧は（Ｖccp－
Ｖofs）となり、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを超える。
【０３００】
　尚、発光部ＥＬＰの一端には、第４スイッチングトランジスタＴＲ4と駆動トランジス
タＴＲDrvを介して、給電線ＤＳmから駆動電圧Ｖccpが印加される。従って、発光部ＥＬ
Ｐが意図せぬ発光をすることも考えられる。しかし、発光部ＥＬＰの一端は第３ノードＮ
Ｄ3_Sに接続されているため、第４スイッチングトランジスタＴＲ4、駆動トランジスタＴ
ＲDrv、第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して、貫通電流の経路が形成される。発
光部ＥＬＰの閾値電圧Ｖth-ELなどを考慮すると、電流は概ね貫通電流の経路に流れると
考えられる。
【０３０１】
　　［期間－Ｈ’m-2］（図４２、図４４Ａ、及び、図４４Ｂ参照）
　この期間において閾値電圧キャンセル処理を行う。即ち、第２ノードＮＤ2及び第３ノ
ードＮＤ3_Sに基準電圧Ｖofsを印加した状態で、給電線ＤＳmと駆動トランジスタＴＲDrv

との接続を遮断することによって、第１ノードＮＤ1_Gの電位を基準電圧Ｖofsに駆動トラ
ンジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthを加えた電位に近づける。
【０３０２】
　具体的には、第４制御線ＷＳ４mをローレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1ないし第３スイッチングトランジスタ
ＴＲ3は導通状態である。第４スイッチングトランジスタＴＲ4は非導通状態である。
【０３０３】
　第２ノードＮＤ2には第２スイッチングトランジスタＴＲ2を介して基準電圧Ｖofsが印
加され、第３ノードＮＤ3_Sには、第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して基準電圧
Ｖofsが印加されている。
【０３０４】



(47) JP 2017-83609 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

　第４スイッチングトランジスタＴＲ4が非導通状態であるので、給電線ＤＳmと駆動トラ
ンジスタＴＲDrvの一方のソース／ドレイン領域とは電気的に切り離されている。駆動ト
ランジスタＴＲDrvのゲート－ソース間電圧Ｖgsは、容量部ＣＰが保持する電圧（Ｖccp－
Ｖofs）であり、閾値電圧Ｖthを超えている。駆動トランジスタＴＲDrvを介して第１ノー
ドＮＤ1_Gから電流が流れ、第１ノードＮＤ1_Gの電位は低下する（図４４Ａ）。
【０３０５】
　この期間が充分長ければ、駆動トランジスタＴＲDrvのゲート電極と他方のソース／ド
レイン領域との間の電位差がＶthに達し、駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態となる
（図４４Ｂ参照）。このとき、第１ノードＮＤ1_Gと第３ノードＮＤ3_Sの電位差はＶthと
なる。第２ノードＮＤ2と第３ノードＮＤ3_Sの電位はＶofsであるので、第１ノードＮＤ1

_Gの電位は（Ｖofs＋Ｖth）である。従って、第１キャパシタＣS1に電圧Ｖthが保持され
る。第２キャパシタＣS2は両端が同電位なので保持する電圧は０ボルトである。
【０３０６】
　尚、説明の便宜上、この期間において駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態に達して
いるとして説明するが、本開示はこれに限るものではない。駆動トランジスタＴＲDrvの
ゲート電極と他方のソース／ドレイン領域との間の電位差がＶthに達するより前に当該期
間が終了する態様であってもよい。
【０３０７】
　　［期間－Ｈ’m-1］（図４２、及び、図４５Ａ参照）
　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間であって、書込み待ちの期間である。第
１制御線ＷＳ１mをローレベルに切り替え、他の制御線は従前の状態を維持する。第２ス
イッチングトランジスタＴＲ2は導通状態であり、他のスイッチングトランジスタは非導
通状態である。［期間－Ｈ’m-2］において駆動トランジスタＴＲDrvは非導通状態に達し
ていれば、実質上、第１ノードＮＤ1_G、第２ノードＮＤ2、第３ノードＮＤ3_Sの電位は
変化しない。尚、この期間は省略されてもよい。
【０３０８】
　　［期間－Ｈm］（図４２、及び、図４５Ｂ参照）
　データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして
、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャ
パシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介
して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを書き込む。
【０３０９】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1及び第２スイッチングトランジスタＴ
Ｒ2は導通状態である。他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０３１０】
　直前の［期間－Ｈ’m-1］において、第１ノードＮＤ1_Gの電位は（Ｖofs－Ｖth）、第
２ノードＮＤ2の電位はＶofsであり、第１キャパシタＣS1には電圧Ｖthが保持されている
。第２ノードＮＤ2には第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して基準電圧Ｖofsが印
加され、また、第３ノードＮＤ3_Sには第１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して、映
像信号電圧ＶSig_mが印加される。第２ノードＮＤ2には基準電圧Ｖofsが印加されている
ので、第２キャパシタＣS2には、（Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧が保持される。結果と
して、第１キャパシタＣS1と第２キャパシタＣS2から成る容量部ＣＰは、（Ｖth＋Ｖofs

－ＶSig_m）といった電圧を保持する。
【０３１１】
　　［期間－Ｈm+1］（図４２、及び、図４６Ａ参照）
　この期間から、次のフレームにおける第ｍ行目の走査期間Ｈ”mの直前の走査期間［期
間－Ｈm-1］の始期までが、発光期間となる。
【０３１２】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１m及び第２制御線ＷＳ２mをローレベルに切り替えると共
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に、第４制御線ＷＳ４mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態を維持する
。第４スイッチングトランジスタＴＲ4は導通状態であり、他のスイッチングトランジス
タは非導通状態である。
【０３１３】
　駆動トランジスタＴＲDrvのゲート－ソース間電圧Ｖgsは、容量部ＣＰが保持する電圧
（Ｖth＋Ｖofs－ＶSig_m）となる。また、駆動トランジスタＴＲDrvの一端のソース／ド
レイン領域には駆動電圧Ｖccpが印加されているので、駆動トランジスタＴＲDrvを介して
、発光部ＥＬＰに向かって電流が流れ第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇する。このとき、
所謂ブートストラップ回路におけると同様の現象が駆動トランジスタＴＲDrvのゲート電
極に生ずる。基本的には、ゲート－ソース間電圧Ｖgsを保つように第１ノードＮＤ1_Gの
電位が上昇する。
【０３１４】
　また、第３ノードＮＤ3_Sの電位が上昇し、（Ｖth-EL＋Ｖcath）を超えるので、発光部
ＥＬＰは発光を開始する。第１の実施形態において説明したのと同様に、発光部ＥＬＰを
流れる電流Ｉdsは上記の式（２）で表されるので、駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧
Ｖthには依存しない。即ち、表示素子の駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧Ｖthのバラ
つきによる影響がキャンセルされているので、輝度ムラが軽減される。
【０３１５】
　　［期間－Ｈm-1］（図４２、及び、図４６Ｂ参照）
　この期間は、次の書込み処理を行う直前の期間である。既に第１キャパシタＣS1には電
圧Ｖthが保持されているので、上述した［期間－Ｈ’m-3］と［期間－Ｈ’m-2］とに対応
する動作は省略されている。
【０３１６】
　具体的には、第２制御線ＷＳ２mをハイレベルに切り替え、第４制御線ＷＳ４mをローレ
ベルに切り替える。他の制御線は従前の状態を維持する。第２スイッチングトランジスタ
ＴＲ2は導通状態であり、他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０３１７】
　第２ノードＮＤ2に基準電圧Ｖofsが印加されるので、第２ノードＮＤ2の電位は低下し
Ｖofsとなる。第１ノードＮＤ1_Gは浮遊状態であるので、第１ノードＮＤ1_Gの電位は２
ノードＮＤ2の電位変化に倣って低下する。第１キャパシタＣS1は電圧Ｖthを保持した状
態を保つ。尚、第３ノードＮＤ3_Sの電位は（Ｖth-EL＋Ｖcath）から更にある程度低下し
た電位となる。
【０３１８】
　　［期間－Ｈ”m］（図４２、及び、図４７Ａ参照）
　この期間から次のフレームが開始する。データ線ＤＴＬnには、この期間に合わせて映
像信号電圧ＶSig_mが供給される。そして、この期間において、駆動トランジスタＴＲDrv

の閾値電圧Ｖthに応じた電圧を第１キャパシタＣS1が保持している状態で、導通状態の第
１スイッチングトランジスタＴＲ1を介して第２キャパシタＣS2に映像信号電圧ＶSig_mを
書き込む。
【０３１９】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mをハイレベルに切り替える。他の制御線は従前の状態
を維持する。第１スイッチングトランジスタＴＲ1及び第２スイッチングトランジスタＴ
Ｒ2は導通状態である。他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。
【０３２０】
　直前の［期間－Ｈm-1］において、第２ノードＮＤ2の電位がＶofsの状態で、第１キャ
パシタＣS1には電圧Ｖthが保持されている。そして、第３ノードＮＤ3_Sには、導通状態
の第１スイッチングトランジスタを介して、映像信号電圧ＶSig_mが印加される。第２ノ
ードＮＤ2には基準電圧Ｖofsが印加されているので、第２キャパシタＣS2には、（Ｖofs

－ＶSig_m）といった電圧が保持される。結果として、第１キャパシタＣS1と第２キャパ
シタＣS2から成る容量部ＣＰは、（Ｖth＋Ｖofs－ＶSig_m）といった電圧を保持する。
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【０３２１】
　　［期間－Ｈ”m+1］（図４２、及び、図４７Ｂ参照）
　この期間から、次のフレーム発光期間が開始する。
【０３２２】
　具体的には、第１制御線ＷＳ１mと第２制御線ＷＳ２mをローレベルに切り替え、第４制
御線ＷＳ４mをハイレベルに切り替える。第４スイッチングトランジスタＴＲ4は導通状態
であり、他のスイッチングトランジスタは非導通状態である。具体的な動作は、上述した
［期間－Ｈm+1］において説明した動作と同様であるので、説明を省略する。
【０３２３】
　以上、本開示の実施形態について具体的に説明したが、本開示は、上述の実施形態に限
定されるものではなく、本開示の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。例えば、
上述の実施形態において挙げた数値、構造、基板、原料、プロセスなどはあくまでも例に
過ぎず、必要に応じて、これらと異なる数値、構造、基板、原料、プロセスなどを用いて
もよい。
【０３２４】
［変形例に係る表示装置］
　例えば、各種トランジスタをｐチャネル型とした構成例を、図４８に示し、その動作を
説明するための模式的なタイミングチャートを図４９に示す。また、他の構成例を図５０
に示す。
【０３２５】
［電子機器の説明、その他］
　以上説明した本開示の表示装置は、電子機器に入力された映像信号、若しくは、電子機
器内で生成した映像信号を、画像若しくは映像として表示するあらゆる分野の電子機器の
表示部（表示装置）として用いることができる。一例として、例えば、テレビジョンセッ
ト、デジタルスチルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話機等の携帯端末
装置、ビデオカメラ、ヘッドマウントディスプレイ（頭部装着型ディスプレイ）等の表示
部として用いることができる。
【０３２６】
　本開示の表示装置は、封止された構成のモジュール形状のものをも含む。一例として、
画素アレイ部に透明なガラス等の対向部が貼り付けられて形成された表示モジュールが該
当する。尚、表示モジュールには、外部から画素アレイ部への信号等を入出力するための
回路部やフレキシブルプリントサーキット（ＦＰＣ）などが設けられていてもよい。以下
に、本開示の表示装置を用いる電子機器の具体例として、デジタルスチルカメラ及びヘッ
ドマウントディスプレイを例示する。但し、ここで例示する具体例は一例に過ぎず、これ
に限られるものではない。
【０３２７】
（具体例１）
　図５１は、レンズ交換式一眼レフレックスタイプのデジタルスチルカメラの外観図であ
り、図５１Ａにその正面図を示し、図５１Ｂにその背面図を示す。レンズ交換式一眼レフ
レックスタイプのデジタルスチルカメラは、例えば、カメラ本体部（カメラボディ）３１
１の正面右側に交換式の撮影レンズユニット（交換レンズ）３１２を有し、正面左側に撮
影者が把持するためのグリップ部３１３を有している。
【０３２８】
　そして、カメラ本体部３１１の背面略中央にはモニタ３１４が設けられている。モニタ
３１４の上部には、ビューファインダ（接眼窓）３１５が設けられている。撮影者は、ビ
ューファインダ３１５を覗くことによって、撮影レンズユニット３１２から導かれた被写
体の光像を視認して構図決定を行うことが可能である。
【０３２９】
　上記の構成のレンズ交換式一眼レフレックスタイプのデジタルスチルカメラにおいて、
そのビューファインダ３１５として本開示の表示装置を用いることができる。すなわち、
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本例に係るレンズ交換式一眼レフレックスタイプのデジタルスチルカメラは、そのビュー
ファインダ３１５として本開示の表示装置を用いることによって作製される。
【０３３０】
（具体例２）
　図５２は、ヘッドマウントディスプレイの外観図である。ヘッドマウントディスプレイ
は、例えば、眼鏡形の表示部４１１の両側に、使用者の頭部に装着するための耳掛け部４
１２を有している。このヘッドマウントディスプレイにおいて、その表示部４１１として
本開示の表示装置を用いることができる。すなわち、本例に係るヘッドマウントディスプ
レイは、その表示部４１１として本開示の表示装置を用いることによって作製される。
【０３３１】
（具体例３）
　図５３は、シースルーヘッドマウントディスプレイの外観図である。シースルーヘッド
マウントディスプレイ５１１は、本体部５１２、アーム５１３及び鏡筒５１４で構成され
る。
【０３３２】
　本体部５１２は、アーム５１３及び眼鏡５００と接続される。具体的には、本体部５１
２の長辺方向の端部はアーム５１３と結合され、本体部５１２の側面の一側は接続部材を
介して眼鏡５００と連結される。尚、本体部５１２は、直接的に人体の頭部に装着されて
もよい。
【０３３３】
　本体部５１２は、シースルーヘッドマウントディスプレイ５１１の動作を制御するため
の制御基板や、表示部を内蔵する。アーム５１３は、本体部５１２と鏡筒５１４とを接続
させ、鏡筒５１４を支える。具体的には、アーム５１３は、本体部５１２の端部および鏡
筒５１４の端部とそれぞれ結合され、鏡筒５１４を固定する。また、アーム５１３は、本
体部５１２から鏡筒５１４に提供される画像に係るデータを通信するための信号線を内蔵
する。
【０３３４】
　鏡筒５１４は、本体部５１２からアーム５１３を経由して提供される画像光を、接眼レ
ンズを通じて、シースルーヘッドマウントディスプレイ５１１を装着するユーザの目に向
かって投射する。このシースルーヘッドマウントディスプレイ５１１において、本体部５
１２の表示部に、本開示の表示装置を用いることができる。
【０３３５】
　尚、本開示の技術は以下のような構成も取ることができる。
［１］
　表示素子が配置された表示部と表示部を駆動する駆動部とを備えており、
　表示素子は、電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部
と、容量部が保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタ
と、容量部に映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動部は、
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧を書き込
む、
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表示装置。
［２］
　駆動部は、表示部の表示素子を順次走査すると共に、
　連続した複数フレームのうちの一部のフレームにおいて、駆動トランジスタの閾値電圧
に応じた電圧を第１キャパシタに保持させる動作を行う、
上記［１］に記載の表示装置。
［３］
　駆動部は、
　第１ノードに基準電圧を印加すると共に第２ノードと第３ノードとに初期化電圧を印加
することによって、容量部が保持する電圧が駆動トランジスタの閾値電圧を超えるように
設定した後、
　第１ノードに基準電圧を印加し且つ第２ノードと第３ノードとを導通させた状態で駆動
トランジスタの一方のソース／ドレイン領域に駆動電圧を印加することによって第２ノー
ドと第３ノードの電位を基準電圧から駆動トランジスタの閾値電圧を減じた電圧に近づけ
ることで、駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタに保持させる、
上記［１］または［２］に記載の表示装置。
［４］
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、及び、
第４スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は第２ノード
に接続され、他方のソース／ドレイン領域は第３ノードに接続されており、
　第４スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第１ノードに接続されており、
　基準電圧は、第４スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第１ノー
ドに印加され、
　第２ノードと第３ノードとは、第３スイッチングトランジスタが導通状態とされること
によって導通状態とされる、
上記［３］に記載の表示装置。
［５］
　初期化電圧は、第１スイッチングトランジスタを介して、データ線から供給される、
上記［４］に記載の表示装置。
［６］
　初期化電圧は、駆動トランジスタを介して、給電線から供給される、
上記［４］に記載の表示装置。
［７］
　表示素子は、第５スイッチングトランジスタを更に備えており、
　駆動トランジスタの他方のソース／ドレイン領域と発光部の一端とは、第５スイッチン
グトランジスタを介して接続されている、
上記［４］に記載の表示素子。
［８］
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、第４ス
イッチングトランジスタ、及び、第５スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第１ノードに接続されており、
　第２ノードは、第４スイッチングトランジスタを介して、駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域および発光部の一端と接続されており、
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　第３ノードは、第５スイッチングトランジスタを介して、駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域および発光部の一端と接続されており、
　基準電圧は、第３スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第１ノー
ドに印加され、
　初期化電圧は給電線から供給されると共に、導通状態の第４スイッチングトランジスタ
及び第５スイッチングトランジスタを介して、第２ノードと第３ノードとに印加される、
上記［３］に記載の表示装置。
［９］
　駆動部は、
　第１ノードに基準電圧を印加すると共に第２ノードと第３ノードとに初期化電圧を印加
することによって、容量部が保持する電圧が駆動トランジスタの閾値電圧を超えるように
設定した後、
　第１ノードに基準電圧を印加した状態で駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領
域に駆動電圧を印加することによって第３ノードの電位を基準電圧から駆動トランジスタ
の閾値電圧を減じた電圧に近づけることで、駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を
第１キャパシタに保持させる、
上記［１］または［２］に記載の表示装置。
［１０］
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、及び、
第４スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には初期化電
圧が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第１ノードに接続されており、
　駆動トランジスタの他方のソース／ドレイン領域と発光部の一端とは、第４スイッチン
グトランジスタを介して接続されており、
　基準電圧は、第３スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第１ノー
ドに印加され、
　初期化電圧は、第２スイッチングトランジスタが導通状態とされることによって第２ノ
ードに印加され、
　第２スイッチングトランジスタの導通状態／非導通状態は、第１スイッチングトランジ
スタと共通の制御線によって制御される、
上記［９］に記載の表示装置。
［１１］
　駆動部は、
　第２ノード及び第３ノードに基準電圧を印加すると共に、第１ノードと駆動トランジス
タの一方のソース／ドレイン領域を導通させた状態で給電線から駆動電圧を供給すること
によって、容量部が保持する電圧が駆動トランジスタの閾値電圧を超えるように設定した
後、
　第２ノード及び第３ノードに基準電圧を印加した状態で、給電線と駆動トランジスタと
の接続を遮断することによって、第１ノードの電位を基準電圧に駆動トランジスタの閾値
電圧を加えた電位に近づけることで、駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キ
ャパシタに保持させる、
上記［１］に記載の表示装置。
［１２］
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、第４ス
イッチングトランジスタ、及び、第５スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第３スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は第２ノード
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に接続され、他方のソース／ドレイン領域は第３ノードに接続されており、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第４スイッチ
ングトランジスタを介して接続されており、
　給電線と駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第５スイッチング
トランジスタを介して接続されており、
　基準電圧は、第２スイッチングトランジスタ及び第３スイッチングトランジスタが導通
状態とされることによって、第２ノード及び第３ノードに印加され、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域とは、第４スイッチング
トランジスタが導通状態とされることによって導通状態とされ、
　給電線と駆動トランジスタとの接続は、第５スイッチングトランジスタを非導通状態と
することによって遮断される、
上記［１１］に記載の表示装置。
［１３］
　表示素子は、第６スイッチングトランジスタを更に備えており、
　駆動トランジスタの他方のソース／ドレイン領域と発光部の一端とは、第６スイッチン
グトランジスタを介して接続されている、
上記［１２］に記載の表示素子。
［１４］
　表示素子は、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ、及び、
第４スイッチングトランジスタを更に備えており、
　第２スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域には基準電圧
が印加され、他方のソース／ドレイン領域は、第２ノードに接続されており、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第３スイッチ
ングトランジスタを介して接続されており、
　給電線と駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域との間は、第４スイッチング
トランジスタを介して接続されており、
　基準電圧は、
　第１ノードにあっては、第１スイッチングトランジスタを介してデータ線から供給され
て印加され、第２ノードにあっては、第２スイッチングトランジスタが導通状態とされる
ことによって第２ノードに印加され、
　第１ノードと駆動トランジスタの一方のソース／ドレイン領域とは、第３スイッチング
トランジスタが導通状態とされることによって導通状態とされ、
　給電線と駆動トランジスタとの接続は、第４スイッチングトランジスタを非導通状態と
することによって遮断される、
上記［１１］に記載の表示装置。
［１５］
　表示素子が配置された表示部と表示部を駆動する駆動部とを備えた表示装置の駆動方法
であって、
　表示素子は、電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部
と、容量部が保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタ
と、容量部に映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動部は、
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　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧を書き込
む、
表示装置の駆動方法。
　［１６］
　電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部と、容量部が
保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタと、容量部に
映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧が書き込
まれる、
表示素子。
［１７］
　表示装置を備えた電子機器であって、
　表示装置は、表示素子が配置された表示部と表示部を駆動する駆動部とを備えており、
　表示素子は、電流駆動型の発光部と、第１キャパシタ及び第２キャパシタを含む容量部
と、容量部が保持した電圧に応じた電流を発光部に流すｎチャネル型の駆動トランジスタ
と、容量部に映像信号電圧を書き込む第１スイッチングトランジスタとを含んでおり、
　容量部にあっては、第１キャパシタの一端は駆動トランジスタのゲート電極に接続され
て第１ノードを構成し、第１キャパシタの他端と第２キャパシタの一端とは接続されて第
２ノードを構成し、第２キャパシタの他端は発光部の一端と駆動トランジスタの他方のソ
ース／ドレイン領域とに接続されて第３ノードを構成し、
　駆動トランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域は給電線に接続され、他方
のソース／ドレイン領域は発光部に接続されており、
　第１スイッチングトランジスタにあっては、一方のソース／ドレイン領域がデータ線に
接続され、他方のソース／ドレイン領域が第３ノードに接続されており、
　駆動部は、
　駆動トランジスタの閾値電圧に応じた電圧を第１キャパシタが保持している状態で、導
通状態の第１スイッチングトランジスタを介して第２キャパシタに映像信号電圧を書き込
む、
電子機器。
【符号の説明】
【０３３６】
１，２，３，４，５，６，７，８，９・・・表示装置、１０・・・表示部、１１・・・表
示素子、１２・・・駆動回路、１３・・・容量部、２０・・・駆動部、２１・・・データ
線駆動部、２２・・・電源部、２３・・・制御線駆動部、３１・・・支持体、３２・・・
透明な基板、４１・・・ゲート電極、４２・・・ゲート絶縁層、４３・・・半導体層、４
４・・・チャネル形成領域、４５Ａ・・・一方のソース／ドレイン領域、４５Ｂ・・・他
方のソース／ドレイン領域、４６・・・一方の電極、４７・・・他方の電極、４８，４９
・・・配線、５０・・・層間絶縁層、６１・・・アノード電極、６２・・・正孔輸送層、
発光層、及び、電子輸送層、６３・・・カソード電極、６４・・・第２層間絶縁層、６５
，６６・・・コンタクトホール、３１１・・・カメラ本体部、３１２・・・撮影レンズユ
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ニット、３１３・・・グリップ部、３１４・・・モニタ、３１５・・・ビューファインダ
、５００・・・眼鏡、５１１・・・シースルーヘッドマウントディスプレイ、５１２・・
・本体部、５１３・・・アーム、５１４・・・鏡筒、ＤＴＬ・・・データ線、ＤＳ・・・
給電線、ＷＳ１・・・第１制御線（走査線）、ＷＳ２・・・第２制御線、ＷＳ３・・・第
３制御線、ＷＳ４・・・第４制御線、ＷＳ５・・・第５制御線、ＷＳ６・・・第６制御線
、ＷＳ７・・・第７制御線、ＴＲDrv・・・駆動トランジスタ、ＴＲ1・・・第１スイッチ
ングトランジスタ、ＴＲ2・・・第２スイッチングトランジスタ、ＴＲ3・・・第３スイッ
チングトランジスタ、ＴＲ4・・・第４スイッチングトランジスタ、ＴＲ5・・・第５スイ
ッチングトランジスタ、ＴＲ6・・・第６スイッチングトランジスタ、ＴＲ7・・・第７ス
イッチングトランジスタ、ＣＰ・・・容量部、ＣS1・・・第１キャパシタ、ＣS2・・・第
２キャパシタ、ＮＤ1_G・・・第１ノード、ＮＤ2・・・第２ノード、ＮＤ3_S・・・第３
ノード、ＥＬＰ・・・有機エレクトロルミネッセンス発光部、ＣEL・・・発光部ＥＬＰの
容量、Ｖini・・・初期化電圧、Ｖofs・・・基準電圧、Ｖccp・・・駆動電圧、ＶSig・・
・映像信号電圧、Ｖth・・・駆動トランジスタＴＲDrvの閾値電圧、Ｖcath・・・発光部
ＥＬＰのカソード電極に印加される電圧、Ｖth-EL・・・発光部ＥＬＰの閾値電圧
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