
JP 5160748 B2 2013.3.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平期間の第１期間及び第２期間の間第１走査線に第１走査信号を順次供給し、前記第
１期間の間第２走査線に第２走査信号を順次供給し、前記第１期間及び第２期間と重畳さ
れるように発光制御線に発光制御信号を順次供給するための走査駆動部と、
　前記第１期間の間それぞれの出力線に複数のデータ信号を順次供給するためのデータ駆
動部と、
　前記それぞれの出力線ごとに設置されて前記出力線に供給されるデータ信号を複数のデ
ータ線に供給するためのデマルチプレクサーと、
　有機発光ダイオードと、
　前記データ線に第１電極が接続され、第１ノードに第２電極が接続され、前記第１走査
線にゲート電極が接続されていて、前記第１走査信号が供給される時ターンオンされて前
記データ信号を前記第１ノードに供給するための第２トランジスタと、
　前記第１ノードに一側端子が接続されて他側端子が第２ノードに接続されるストレージ
キャパシタと、
　前記有機発光ダイオードに第２電極が接続され、前記発光制御線にゲート電極が接続さ
れていて、前記発光制御信号が供給されない時ターンオンされる第６トランジスタと、
　第１電源に第１電極が接続され、前記第６トランジスタの第１電極に第２電極が接続さ
れ、前記第２ノードにゲート電極が接続されていて、前記第２ノードに印加される電圧値
に対応される電流を前記第１電源から、前記第６トランジスタ及び前記有機発光ダイオー
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ドを経由して第２電源に供給するための第１トランジスタと、
　前記第１トランジスタの第２電極に第１電極が接続され、前記第１トランジスタのゲー
ト電極に第２電極が接続され、前記第１走査線にゲート電極が接続されていて、前記第１
走査信号が供給される時ターンオンされて前記第１トランジスタをダイオード形態で接続
させるための第３トランジスタと、
　前記第１トランジスタの第２電極に第１電極が接続され、初期化電源に第２電極が接続
され、前記第２走査線にゲート電極が接続されていて、前記第２走査信号が供給される時
ターンオンされる第４トランジスタと、
　前記第１ノードに第１電極が接続され、前記初期化電源に第２電極が接続され、前記発
光制御線にゲート電極が接続されていて、前記発光制御信号が供給されない時ターンオン
される第５トランジスタと、を備えた画素回路と、
　を備えることを特徴とする発光表示装置。
【請求項２】
　前記デマルチプレクサーそれぞれは、
　前記出力線と前記複数のデータ線それぞれの間に接続される複数のスイッチング素子を
備えることを特徴とする請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項３】
　前記第１期間の間前記複数のスイッチング素子を順次ターンオンさせるために制御信号
を供給するデマルチプレクサー制御部をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の
発光表示装置。
【請求項４】
　前記データ駆動部は、
　前記第２期間の間輝度に寄与しないダミーデータ信号を供給することを特徴とする請求
項１～３のいずれか一つに記載の発光表示装置。
【請求項５】
　前記ダミーデータ信号は、
　前記第１期間に供給される最後のデータ信号であることを特徴とする請求項４に記載の
発光表示装置。
【請求項６】
　前記第２期間の間前記第２ノードの電圧値は、
　前記第１電源の電圧から前記第１トランジスタの閾値電圧を差し引いた値で設定される
ことを特徴とする請求項５に記載の発光表示装置。
【請求項７】
　前記第２期間以後に前記第５トランジスタがターンオンされて前記第１ノードの電圧値
がデータ信号の電圧から前記初期化電源の電圧に下降されることを特徴とする請求項６に
記載の発光表示装置。
【請求項８】
　前記第２期間以後にフローティング状態で設定された前記第２ノードの電圧値が前記第
１ノードの電圧下降量に対応されて下降されることを特徴とする請求項７に記載の発光表
示装置。
【請求項９】
　前記走査駆動部は、
　サンプリングパルスを順次生成するためのシフトレジスターと、
　隣接された二つのサンプリングパルスを組み合わせて前記第１走査信号、第２走査信号
及び発光制御信号を生成するための信号生成部を具備し、
　前記信号生成部は、
　前記二つのサンプリングパルスを論理演算して前記第１走査信号を生成するための第１
ナンドゲートと、
　前記二つのサンプリングパルスを論理演算して前記発光制御信号を生成するための第１
ノアゲートと、
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　前記第１ナンドゲートの出力と外部からのイネーブル信号を論理演算して前記第２走査
信号を生成するための第２ノアゲートと、
を備えることを特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記載の発光表示装置。
【請求項１０】
　前記シフトレジスターは、
　クロック信号及びクロックバー信号によって駆動され、
　前記クロック信号の上昇エッジに駆動されるシフトレジスターと前記クロック信号の下
降エッジに駆動されるシフトレジスターとが交互に配置されることを特徴とする請求項９
に記載の発光表示装置。
【請求項１１】
　前記イネーブル信号の一周期は、
　前記クロック信号の１／２周期と等しく設定されることを特徴とする請求項１０に記載
の発光表示装置。
【請求項１２】
　前記イネーブル信号の一周期でハイ信号を持つ期間は、
　ロー信号を持つ期間より狭く設定されることを特徴とする請求項１１に記載の発光表示
装置。
【請求項１３】
　前記第１ナンドゲートの出力端に接続される少なくとも一つのインバータをさらに備え
ることを特徴とする請求項９に記載の発光表示装置。
【請求項１４】
　前記第１ノアゲートの出力端に接続される少なくとも一つのインバータをさらに備える
ことを特徴とする請求項９に記載の発光表示装置。
【請求項１５】
　前記第２ノアゲートの出力端に接続される少なくとも一つのインバータをさらに備える
ことを特徴とする請求項９に記載の発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光表示装置に関し、特に、データ駆動部の出力線数を減少させることができ
るようにした発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、陰極線管（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）の短所である重さと体積を減ら
すことができる各種平板表示装置が開発されている。平板表示装置では、液晶表示装置（
Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、電界放出表示装置（Ｆｉｅｌｄ　Ｅ
ｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、プラズマ表示パネル（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ　Ｐａｎｅｌ）、及び発光表示装置（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｉｓｐｌａｙ）などがある。
【０００３】
　平板表示装置の中で発光表示装置は、電子と正孔の再結合によって光を発生する有機発
光ダイオードを利用して映像を表示する。このような、発光表示装置は、早い応答速度を
持つと同時に低い消費電力で駆動されるという長所がある。
【０００４】
　図１は、従来の一般的な発光表示装置を示す図面である。
【０００５】
　図１を参照すれば、従来の発光表示装置は、走査線Ｓ１ないしＳｎ及びデータ線Ｄ１な
いしＤｍの交差領域に形成された画素４０を含む画素部３０と、走査線Ｓ１ないしＳｎを
駆動するための走査駆動部１０と、データ線Ｄ１ないしＤｍを駆動するためのデータ駆動
部２０と、走査駆動部１０及びデータ駆動部２０を制御するためのタイミング制御部５０
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を備える。
【０００６】
　走査駆動部１０は、タイミング制御部５０からの走査駆動制御信号ＳＣＳに応答して走
査信号を生成し、生成された走査信号を走査線Ｓ１ないしＳｎに順次供給する。また、走
査駆動部１０は、走査駆動制御信号ＳＣＳに応答して発光制御信号を生成し、生成された
発光制御信号を発光制御線Ｅ１ないしＥｎに順次供給する。
【０００７】
　データ駆動部２０は、タイミング制御部５０からのデータ駆動制御信号ＤＣＳに応答し
てデータ信号を生成し、生成されたデータ信号をデータ線Ｄ１ないしＤｍに供給する。こ
の時、データ駆動部２０は、走査信号と同期されるようにデータ線Ｄ１ないしＤｍにデー
タ信号を供給する。
【０００８】
　タイミング制御部５０は、外部から供給される同期信号に対応してデータ駆動制御信号
ＤＣＳ及び走査駆動制御信号ＳＣＳを生成する。タイミング制御部５０から生成されたデ
ータ駆動制御信号ＤＣＳは、データ駆動部２０に供給され、走査駆動制御信号ＳＣＳは走
査駆動部１０に供給される。そして、タイミング制御部５０は外部から供給されるデータ
を再整列してデータ駆動部２０に供給する。
【０００９】
　画素部３０は、外部から第１電源ＥＬＶＤＤ及び第２電源ＥＬＶＳＳの供給を受ける。
ここで、第１電源ＥＬＶＤＤ及び第２電源ＥＬＶＳＳは、それぞれの画素４０に供給され
る。第１電源ＥＬＶＤＤ及び第２電源ＥＬＶＳＳの供給を受ける画素４０それぞれは、自
分に供給されるデータ信号に対応する光を生成する。そして、画素４０は発光制御信号に
対応して発光時間が制御される。
【００１０】
　このように駆動される従来の発光表示装置において、画素４０それぞれは走査線Ｓ１な
いしＳｎ及びデータ線Ｄ１ないしＤｍの交差部に位置される。ここで、データ駆動部２０
はｍ本のデータ線Ｄ１ないしＤｍそれぞれにデータ信号を供給できるようにｍ本の出力線
を備える。
【００１１】
　すなわち、従来の発光表示装置において、データ駆動部２０は、データ線Ｄ１ないしＤ
ｍと同じ数の出力線を具備しなければならない。よって、データ駆動部２０の内部にはｍ
本の出力線が具備されるように複数のデータ駆動回路（Ｄｒｉｖｉｎｇ　Ｃｉｒｃｕｉｔ
）が含まれ、これによって製造コストが上昇されるという問題点が発生される。特に、画
素部３０の解像度及びインチが大きくなるほどデータ駆動部２０はさらに多くの出力線を
含み、これによって製造コストがさらに上昇される。
【００１２】
　一方、前記従来の走査駆動部及び発光表示装置に関する技術を記載した文献としては、
下記特許文献１ないし７等がある。
【特許文献１】韓国特許公開１０－２００５－００５１０７０号明細書
【特許文献２】韓国特許公開１０－２００４－００８５６５３号明細書
【特許文献３】韓国特許公開１０－２００４－０００８６８４号明細書
【特許文献４】韓国特許公開１０－２００３－００９６９００号明細書
【特許文献５】特開２００３－２２４４３７号公報
【特許文献６】特開２００５－４３４７０号公報
【特許文献７】特開２００５－４３８８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって、本発明の目的は、データ駆動部の出力線数を減少させることができるよう
にした発光表示装置を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記目的を果たすために、本発明による発光表示装置は、水平期間の第１期間及び第２
期間の間第１走査線に第１走査信号を順次供給し、前記第１期間の間第２走査線に第２走
査信号を順次供給し、前記第１期間及び第２期間と重畳されるように発光制御線に発光制
御信号を順次供給するための走査駆動部と、前記第１期間の間それぞれの出力線に複数の
データ信号を順次供給するためのデータ駆動部と、前記それぞれの出力線ごとに設置され
て前記出力線に供給されるデータ信号を複数のデータ線に供給するためのデマルチプレク
サーと、有機発光ダイオードと、前記データ線に第１電極が接続され、第１ノードに第２
電極が接続され、前記第１走査線にゲート電極が接続されていて、前記第１走査信号が供
給される時ターンオンされて前記データ信号を前記第１ノードに供給するための第２トラ
ンジスタと、前記第１ノードに一側端子が接続されて他側端子が第２ノードに接続される
ストレージキャパシタと、前記有機発光ダイオードに第２電極が接続され、前記発光制御
線にゲート電極が接続されていて、前記発光制御信号が供給されない時ターンオンされる
第６トランジスタと、第１電源に第１電極が接続され、前記第６トランジスタの第１電極
に第２電極が接続され、前記第２ノードにゲート電極が接続されていて、前記第２ノード
に印加される電圧値に対応される電流を前記第１電源から、前記第６トランジスタ及び前
記有機発光ダイオードを経由して第２電源に供給するための第１トランジスタと、前記第
１トランジスタの第２電極に第１電極が接続され、前記第１トランジスタのゲート電極に
第２電極が接続され、前記第１走査線にゲート電極が接続されていて、前記第１走査信号
が供給される時ターンオンされて前記第１トランジスタをダイオード形態で接続させるた
めの第３トランジスタと、前記第１トランジスタの第２電極に第１電極が接続され、初期
化電源に第２電極が接続され、前記第２走査線にゲート電極が接続されていて、前記第２
走査信号が供給される時ターンオンされる第４トランジスタと、前記第１ノードに第１電
極が接続され、前記初期化電源に第２電極が接続され、前記発光制御線にゲート電極が接
続されていて、前記発光制御信号が供給されない時ターンオンされる第５トランジスタと
、を備えた画素回路と、を備える。
【００１５】
　好ましくは、前記デマルチプレクサーそれぞれは、前記出力線と前記複数のデータ線そ
れぞれのの間に接続される複数のスイッチング素子を備える。
【００１６】
　前記第１期間の間前記複数のスイッチング素子を順次ターンオンさせるために制御信号
を供給するデマルチプレクサー制御部をさらに備える。
【００１７】
　前記データ駆動部は、前記第２期間の間輝度に寄与しないダミーデータ信号を供給する
発光表示装置を備える。
【発明の効果】
【００２３】
　上述したように、本発明による発光表示装置によれば、一つの出力線に供給されるデー
タ信号を複数のデータ線に分割して供給するので、出力線数を減少することができ、これ
によって製造コストを低減させることができる。
【００２４】
　そして、本発明ではデータキャパシタにデータ信号を保存し、第１走査信号が供給され
る期間の間保存されたデータ信号を画素に供給するので、安定した駆動を確保することが
できる。
【００２５】
　そして、本発明の画素は駆動トランジスタのゲート電極と初期化電源を供給するための
トランジスタが接続されないので、漏洩電流が発生されることを防止することができ、こ
れによって所望の輝度の映像を表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２７】
　以下、本発明の実施形態を添付した図面を参照して説明する。
【００２８】
　図２は、本発明の実施形態による発光表示装置を示す図面である。
【００２９】
　図２を参照すれば、本発明の実施形態による発光表示装置は、走査駆動部１１０、デー
タ駆動部１２０、画素部１３０、タイミング制御部１５０、デマルチプレクサーブロック
部１６０、デマルチプレクサー制御部１７０及びデータキャパシタＣを備える。ここで、
走査駆動部１１０は、本発明に係る走査駆動装置を適用したものである。
【００３０】
　画素部１３０は、第１走査線Ｓ１１ないしＳ１ｎ、第２走査線Ｓ２１ないしＳ２ｎ、発
光制御線Ｅ１ないしＥｎ及びデータ線ＤＬ１ないしＤＬｍによって区画された領域に位置
される複数の画素１４０を備える。画素１４０それぞれは、データ線ＤＬから自分に供給
されるデータ信号に対応される光を発生する。
【００３１】
　走査駆動部１１０は、タイミング制御部１５０から走査駆動制御信号ＳＣＳの供給を受
ける。走査駆動制御信号ＳＣＳの供給を受けた走査駆動部１１０は、第１走査線Ｓ１１な
いしＳ１ｎローゼ１走査信号を順次供給し、第２走査線Ｓ２１ないしＳ２ｎローゼ２走査
信号を順次供給する。ここで、同一画素１４０に供給される第１走査信号及び第２走査信
号は、同一時点に供給され、第１走査信号の幅が第２走査信号の幅より広く設定される。
【００３２】
　また、走査駆動部１１０は、走査駆動制御信号ＳＣＳに応答して発光制御信号を生成し
、生成された発光制御信号を発光制御線Ｅ１ないしＥｎに順次供給する。ここで、発光制
御信号は、第１走査信号と重畳されるように供給されて第１走査信号の幅より広い幅で設
定される。
【００３３】
　これを詳しく説明すれば、本実施形態において１水平期間１Ｈは、図４ａに示されたよ
うに第１期間Ｔ１及び第２期間Ｔ２に分割される。走査駆動部１１０は、第１期間Ｔ１の
間第１走査信号及び第２走査信号を供給し、第２期間Ｔ２の間第１走査信号のみを供給す
る。そして、走査駆動部１１０は、第１期間Ｔ１及び第２期間Ｔ２の間発光制御信号を供
給する。言い換えると、走査駆動部１１０は、水平期間の第１期間及び第２期間の間は第
１走査線に第１走査信号を順次供給し、前記第１期間の間はさらに第２走査線に第２走査
信号も順次供給し、前記第１期間及び第２期間と重畳されるように発光制御線に発光制御
信号を順次供給することになる。
【００３４】
　データ駆動部１２０は、タイミング制御部１５０からデータ駆動制御信号ＤＣＳの供給
を受ける。データ駆動制御信号ＤＣＳの供給を受けたデータ駆動部１２０は、データ信号
を出力線Ｄ１ないしＤｍ／ｉに供給する。ここで、データ駆動部１２０は、それぞれの出
力線Ｄ１ないしＤｍ／ｉごとに図４ａまたは図４ｂのようにｊ（ｊは２以上の自然数）ま
たはｊ＋１個のデータ信号を順次供給する。
【００３５】
　これを詳しく説明すれば、データ駆動部１２０は、１水平期間１Ｈ中第１期間Ｔ１の間
、実際画素に供給されるデータ信号Ｒ、Ｇ、Ｂを順次供給する。すなわち、実際画素に供
給されるデータ信号Ｒ、Ｇ、Ｂは、第１走査信号及び第２走査信号すべてが供給される第
１期間Ｔ１の間のみに供給される。そして、データ駆動部１２０は、１水平期間１Ｈ中第
２期間Ｔ２の間ダミーデータ信号ＤＤを供給する。ここで、ダミーデータＤＤは、映像に
寄与しないデータ信号として多様に設定されうる。実際に、ダミーデータ信号ＤＤは、図
４ｂのように第１期間Ｔ１に供給された最後のデータ信号Ｂに選択されうる。ダミーデー
タ信号ＤＤが第１期間Ｔ１に供給された最後のデータ信号Ｂに選択されれば、データ駆動
部１２０のスイッチング回数が低減されて消費電力が低減される。
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【００３６】
　タイミング制御部１５０は、外部から供給される同期信号に対応してデータ駆動制御信
号ＤＳＣ及び走査駆動制御信号ＳＣＳを生成する。タイミング制御部１５０から生成され
たデータ駆動制御信号ＤＣＳは、データ駆動部１２０に供給され、走査駆動制御信号ＳＣ
Ｓは走査駆動部１１０に供給される。
【００３７】
　デマルチプレクサーブロック部１６０は、ｍ／ｉ個のデマルチプレクサー１６２を備え
る。つまり、デマルチプレクサーブロック部１６０は、出力線Ｄ１ないしＤｍ／ｉと同じ
数のデマルチプレクサー１６２を具備し、それぞれのデマルチプレクサー１６２は、出力
線Ｄ１ないしＤｍ／ｉの中でいずれか一つとそれぞれ接続される。このようなデマルチプ
レクサー１６２は、第１期間Ｔ１に供給されるｊ個のデータ信号をｊ本のデータ線ＤＬに
供給する。
【００３８】
　このように一つの出力線Ｄに供給されるデータ信号をｊ本のデータ線ＤＬに供給すれば
、データ駆動部１２０に含まれた出力線数が急激に減少される。例えば、ｊを３に仮定す
れば、データ駆動部１２０に含まれた出力線数は従来の１／３水準に減少され、これによ
ってデータ駆動部１２０内部に含まれたデータ駆動回路の数も減少されるようになる。す
なわち、本実施形態ではデマルチプレクサー１６２を利用して一つの出力線Ｄに供給され
るデータ信号をｊ本のデータ線ＤＬに供給することで製造コストを低減することができる
よいう長所がある。
【００３９】
　デマルチプレクサー制御部１７０は、出力線Ｄに供給されるｊ個のデータ信号がｊ本の
データ線ＤＬに分割されて供給されうるように１水平期間中第１期間Ｔ１の間ｊ個の制御
信号をデマルチプレクサー１６２それぞれに供給する。ここで、デマルチプレクサー制御
部１７０に供給されるｊ個の制御信号は、図４ａ及び図４ｂに示したように、お互いに重
畳されないように順次供給される。
【００４０】
　一方、デマルチプレクサー制御部１７０がタイミング制御部１５０の外部に設置された
ように示されたが、本発明の実施形態でデマルチプレクサー制御部１７０は、タイミング
制御部１５０の内部に設置することも可能である。
【００４１】
　データキャパシタＣは、データ線ＤＬごとに設置される。このようなデータキャパシタ
Ｃは、データ線ＤＬに供給されるデータ信号を臨時保存し、保存されたデータ信号を画素
１４０に供給する。ここで、データキャパシタＣは、データ線ＤＬに等価的に形成される
寄生キャパシタで利用されうる。また、データ線ＤＬごとに外部キャパシタが追加的に設
置されてデータキャパシタＣで利用されうる。ただし、データキャパシタＣの容量は、図
５のようにそれぞれの画素ごとに含まれたストレージキャパシタＣの容量より大きく設定
される。
【００４２】
　図３は、図２に示されたデマルチプレクサーの内部回路図を示す図面である。
【００４３】
　図３では説明の便宜性のためにｊを３に仮定する。そして、図３に示されたデマルチプ
レクサーは一番目出力線Ｄ１に接続されたと仮定する。
【００４４】
　図３を参照すれば、デマルチプレクサー１６２それぞれは、第１スイッチング素子Ｔ１
１（またはトランジスタ）、第２スイッチング素子Ｔ１２及び第３スイッチング素子Ｔ１
３を備える。
【００４５】
　第１スイッチング素子Ｔ１１は、第１出力線Ｄ１と第１データ線ＤＬ１の間に接続され
る。このような第１スイッチング素子Ｔ１１は、第１制御信号ＣＳ１が供給される時ター
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ンオンされて第１出力線Ｄ１に供給されるデータ信号を第１データ線ＤＬ１に供給する。
第１データ線ＤＬ１に供給されたデータ信号は、画素１４０に供給されると同時に第１デ
ータキャパシタＣ１に保存される。
【００４６】
　第２スイッチング素子Ｔ１２は、第１出力線Ｄ１と第２データ線ＤＬ２の間に接続され
る。このような第２スイッチング素子Ｔ１２は、第２制御信号ＣＳ２が供給される時ター
ンオンされて第１出力線Ｄ１に供給されるデータ信号を第２データ線ＤＬ２に供給する。
第２データ線ＤＬ２に供給されたデータ信号は、画素１４０に供給されると同時に第２デ
ータキャパシタＣ２に保存される。
【００４７】
　第３スイッチング素子Ｔ１３は、第１出力線Ｄ１と第３データ線ＤＬ３の間に接続され
る。このような第３スイッチング素子Ｔ１３は、第３制御信号ＣＳ３が供給される時ター
ンオンされて第１出力線Ｄ１に供給されるデータ信号を第３データ線ＤＬ３に供給する。
第３データ線ＤＬ３に供給されたデータ信号は、画素１４０に供給されると同時に第３デ
ータキャパシタＣ３に保存される。このようなデマルチプレクサー１６２の詳細な動作過
程を画素１４０の構造と結合して後述する。
【００４８】
　図５は、図２に示された画素の構造を示す回路図である。図５では説明の便宜性のため
に第ｍデータ線Ｄｍ、第１ｎ走査線Ｓ１ｎ、第２ｎ走査線Ｓ２ｎ及び第ｎ発光走査線Ｅｎ
と接続された画素を示する。
【００４９】
　図５を参照すれば、本実施形態の画素１４０は有機発光ダイオードＯＬＥＤと、データ
線Ｄｍ、走査線Ｓ１ｎ、Ｓ２ｎ及び発光制御線Ｅｎに接続されて有機発光ダイオードＯＬ
ＥＤに供給される電流量を制御するための画素回路１４２を備える。
【００５０】
　有機発光ダイオードＯＬＥＤのアノード電極は、画素回路１４２に接続され、カソード
電極は第２電源ＥＬＶＳＳに接続される。ここで、第２電源ＥＬＶＳＳの電圧値は、第１
電源ＥＬＶＤＤの電圧値より低く設定される。このような、有機発光ダイオードＯＬＥＤ
は、画素回路１４２から供給される電流量に対応して所定輝度の光を生成する。
【００５１】
　画素回路１４２は、第１ｎ走査線Ｓ１ｎ及び第２ｎ走査線Ｓ２ｎに走査信号が供給され
る時、データ線Ｄｍからデータ信号の供給を受け、このデータ信号に対応されて有機発光
ダイオードＯＬＥＤに供給される電流量を制御する。このために、画素回路１４２は、第
１ないし第６トランジスタＭ１ないしＭ６とストレージキャパシタＣを備える。
【００５２】
　第２トランジスタＭ２の第１電極はデータ線Ｄｍに接続され、第２電極は第１ノードＮ
１に接続される。そして、第２トランジスタＭ２のゲート電極は第１ｎ走査線Ｓ１ｎに接
続される。このような第２トランジスタＭ２は、第１ｎ走査線Ｓ１ｎに第１走査信号が供
給される時ターンオンされてデータ線Ｄｍまたはデータキャパシタに供給されるデータ信
号を第１ノードＮ１に供給する。
【００５３】
　第１トランジスタＭ１は駆動トランジスタであり、その第１電極は第１電源ＥＬＶＤＤ
に接続され、第２電極は第６トランジスタＭ６の第１電極に接続される。そして、第１ト
ランジスタＭ１のゲート電極は第２ノードＮ２に接続される。このような第１トランジス
タＭ１は第２ノードＮ２に印加される電圧に対応される電流を有機発光ダイオードＯＬＥ
Ｄに供給する。
【００５４】
　第３トランジスタＭ３の第１電極は第１トランジスタＭ１の第２電極に接続され、第２
電極は第１トランジスタＭ１のゲート電極に接続される。そして、第３トランジスタＭ３
のゲート電極は第１ｎ走査線Ｓ１ｎに接続される。このような第３トランジスタＭ３は第
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１ｎ走査線Ｓ１ｎに第１走査信号が供給される時ターンオンされて第１トランジスタＭ１
をダイオード形態で接続させる。
【００５５】
　第４トランジスタＭ４の第１電極は第１トランジスタＭ１の第２電極に接続され、第２
電極は初期化電源Ｖｉｎｔに接続される。そして、第４トランジスタＭ４のゲート電極は
第２ｎ走査線Ｓ２ｎに接続される。このような第４トランジスタＭ４は第２ｎ走査線Ｓ２
ｎに第２走査信号が供給される時ターンオンされる。
【００５６】
　第５トランジスタＭ５の第１電極は第１ノードＮ１に接続され、第２電極は初期化電源
Ｖｉｎｔに接続される。そして、第５トランジスタＭ５のゲート電極は発光制御線Ｅｎに
接続される。このような第５トランジスタＭ５は発光制御線Ｅｎから発光制御信号が供給
されない時ターンオンされて第１ノードＮ１の電圧値を初期化電源Ｖｉｎｔの電圧値に変
更する。
【００５７】
　第６トランジスタＭ６の第１電極は第１トランジスタＭ１の第２電極に接続され、第２
電極は有機発光ダイオードＯＬＥＤのアノード電極に接続される。そして、第６トランジ
スタＭ６のゲート電極は発光制御線Ｅｎに接続される。このような第６トランジスタＭ６
は発光制御信号が供給されない時ターンオンされて第１トランジスタＭ１から供給される
電流を有機発光ダイオードＯＬＥＤに供給する。
【００５８】
　ストレージキャパシタＣは、第１ノードＮ１と第２ノードＮ２の間に設置されて所定の
電圧を充電する。
【００５９】
　図６は、デマルチプレクサーと画素の連結構造を詳しく示す図面である。ここで、一つ
のデマルチプレクサーには、赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂの画素が接続されると仮定する（
すなわち、ｊ＝３）
　図４ａ及び図６を結付して動作過程を詳しく説明すれば、まず、１水平期間中第１期間
Ｔ１の間第１ｎ走査線Ｓ１ｎに第１走査信号が供給されると同時に第２ｎ走査線Ｓ２ｎに
第２走査信号が供給される。第１期間Ｔ１の間第１走査信号及び第２走査信号が供給され
れば、画素１４０Ｒ、１４０Ｇ、１４０Ｂそれぞれに含まれた第２トランジスタＭ２、第
３トランジスタＭ３及び第４トランジスタＭ４がターンオンされる。そして、第１期間Ｔ
１の間順次供給される第１制御信号ＣＳ１ないし第３制御信号ＣＳ３によって第１スイッ
チング素子Ｔ１１、第２スイッチング素子Ｔ１２及び第３スイッチング素子Ｔ１３が順次
ターンオンされる。
【００６０】
　第１制御信号ＣＳ１によって第１スイッチング素子Ｔ１１がターンオンされれば、第１
出力線Ｄ１に供給されたデータ信号Ｒが第１データ線ＤＬ１に供給される。この時、第１
データ線ＤＬ１に供給されたデータ信号Ｒは、第１データキャパシタＣ１に保存されるこ
同時に画素１４０Ｒの第１ノードＮ１に供給される。すると、画素１４０Ｒの第１ノード
Ｎ１は、データ信号Ｒの電圧値で設定され、第２ノードＮ２は初期化電源Ｖｉｎｔの電圧
値で設定される。
【００６１】
　第２制御信号ＣＳ２によって第２スイッチング素子Ｔ１２がターンオンされれば、第１
出力線Ｄ１に供給されたデータ信号Ｇが第２データ線ＤＬ２に供給される。この時、第２
データ線ＤＬ２に供給されたデータ信号Ｇは、第２データキャパシタＣ２に保存されると
同時に画素１４０Ｇの第１ノードＮ１に供給される。すると、画素１４０Ｇの第１ノード
Ｎ１は、データ信号Ｇの電圧値で設定され、第２ノードＮ２は初期化電源Ｖｉｎｔの電圧
値で設定される。
【００６２】
　第３制御信号ＣＳ３によって第３スイッチング素子Ｔ１３がターンオンされれば、第１
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出力線Ｄ１に供給されたデータ信号Ｂが第３データ線ＤＬ３に供給される。この時、第３
データ線ＤＬ３に供給されたデータ信号Ｂは第３データキャパシタＣ３に保存されると同
時に画素１４０Ｂの第１ノードＮ１に供給される。すると、画素１４０Ｂの第１ノードＮ
１は、データ信号Ｂの電圧値で設定され、第２ノードＮ２は初期化電源Ｖｉｎｔの電圧値
で設定される。
【００６３】
　以後、第２期間Ｔ２の間第２走査信号の供給が中断される。すると、画素１４０Ｒ、１
４０Ｇ、１４０Ｂそれぞれに含まれた第４トランジスタＭ４がターンオフされる。この時
、画素１４０Ｒ、１４０Ｇ、１４０Ｂそれぞれに含まれた第１トランジスタＭ１がダイオ
ード形態で接続されるので、第２ノードＮ２の電圧値は、第１電源ＥＬＶＤＤの電圧値か
ら第１トランジスタＭ１の閾値電圧を差し引いた値で設定される（すなわち、第２期間Ｔ
２は第１トランジスタＭ１の閾値電圧を補償する期間である）。そして、データキャパシ
タＣｄａｔａ１、Ｃｄａｔａ２、Ｃｄａｔａ３に保存された電圧値によって画素１４０Ｒ
、１４０Ｇ、１４０Ｂそれぞれの第１ノードＮ１は、データ信号の電圧値を維持する。
【００６４】
　以後、第１走査信号の供給が中断されて画素１４０Ｒ、１４０Ｇ、１４０Ｂそれぞれに
含まれた第２トランジスタＭ２及び第３トランジスタＭ３がターンオフされる。そして、
発光制御信号の供給が中断されて画素１４０Ｒ、１４０Ｇ、１４０Ｂそれぞれに含まれた
第５トランジスタＭ５及び第６トランジスタＭ６がターンオンされる。
【００６５】
　第５トランジスタＭ５がターンオンされれば、画素１４０Ｒ、１４０Ｇ、１４０Ｂそれ
ぞれに含まれた第１ノードＮ１の電圧値が初期化電源Ｖｉｎｔの電圧値に下降される。つ
まり、第１ノードＮ１の電圧値は、データ信号の電圧値から初期化電源Ｖｉｎｔの電圧値
に下降される。この場合、画素１４０Ｒ、１４０Ｇ、１４０Ｂそれぞれに含まれた第２ノ
ードＮ２がフローティング状態で設定されるので、第２ノードＮ２の電圧値も第１ノード
Ｎ１の電圧値に対応して下降される。例えば、第２ノードＮ２の電圧値は第１電源ＥＬＶ
ＤＤから第１トランジスタＭ１の閾値電圧を差し引いた電圧値でデータ信号の電圧ほど下
降される。
【００６６】
　すると、画素１４０Ｒ、１４０Ｇ、１４０Ｂそれぞれに含まれた第１トランジスタＭ１
は、第２ノードＮ２に印加された電圧値に対応される電流を、第６トランジスタＭ６を経
由して有機発光ダイオードＯＬＥＤに供給し、これによって有機発光ダイオードＯＬＥＤ
から所定輝度の光が生成される。この場合、第１トランジスタＭ１に供給される電流量は
データ信号によって決定される。つまり、第２ノードＮ２から下降される電圧値がデータ
信号の電圧値によって決定されるので、有機発光ダイオードＯＬＥＤに供給される電流量
はデータ信号によって決定される。また、第２ノードＮ２の初期電圧値は、第１電源ＥＬ
ＶＤＤから第１トランジスタＭ１の閾値電圧を差し引いた値で決定されるので、第１トラ
ンジスタＭ１の閾値電圧と無関係に画素部１３０で均一な画像を表示することができる。
【００６７】
　このような本実施形態ではデマルチプレクサー１６２を利用して一つの出力線Ｄ１に供
給されるデータ信号をｊ本のデータ線ＤＬに供給することができるので、製造コストを低
減することができるという長所がある。そして、本実施形態ではデータキャパシタＣを利
用して第１ノードＮ１の電圧値は、データ信号の電圧値に維持するので、安定的に画像を
表示することができる。また、本発議画素１４０から初期化電源Ｖｉｎｔを供給する第４
トランジスタＭ４は第１トランジスタＭ１の第２電極に接続される。よって、第１トラン
ジスタＭ１のゲート電極から初期化電源Ｖｉｎｔで漏洩電流が流れず、これによって所望
の輝度の映像を表示することができるという長所がある
　図７は、図２に示された走査駆動部を詳しく示す図面である。また、図８は、図７に示
された走査駆動部の動作過程を示す波形図である。
【００６８】
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　図７及び図８を参照すれば、本発明の実施形態による走査駆動部１１０は、サンプリン
グパルスＳＰ１、ＳＰ２．．．を順次生成するためのシフトレジスター２１１ａ、２１１
ｂ．．．と、２個のサンプリングパルスを組み合わせて第１走査信号、第２走査信号、及
び発光制御信号を生成するための信号生成部２１２ａ、２１２ｂ．．．を備える。
【００６９】
　シフトレジスター２１１ａ、２１１ｂ．．．は、図８に示されたように順次サンプリン
グパルスＳＰ１、ＳＰ２．．．を生成する。このために、クロック信号Ｃｌｋの上昇エッ
ジに駆動されるシフトレジスター２１１ａ、２１１ｃ．．．とクロック信号Ｃｌｋの下降
エッジに駆動されるシフトレジスター２１１ｂ、２１１ｄ．．．が交互に配置される。
【００７０】
　これを詳しく説明すれば、第１シフトレジスター２１１ａは外部からスタートパルスＳ
Ｐの供給を受ける。スタートパルスＳＰの供給を受けた第１シフトレジスター２１１ａは
、クロック信号Ｃｌｋの上昇エッジ及びクルロックバー信号／Ｃｌｋの下降エッジに駆動
されて第１サンプリングパルスＳＰ１を生成する。ここで、第１サンプリングパルスＳＰ
１は、クロック信号Ｃｌｋの一周期の間出力される（すなわち、スタートパルスＳＰの供
給が中断されて次のクロック信号Ｃｌｋが供給される期間）。
【００７１】
　第１サンプリングパルスＳＰ１の供給を受けた第２シフトレジスター２１１ｂは、クロ
ック信号Ｃｌｋの下降エッジ及びクルロックバー信号／Ｃｌｋの上昇エッジに駆動されて
第２サンプリングパルスＳＰ２を生成する。ここで、第２サンプリングパルスＳＰ２は、
クロック信号Ｃｌｋの一周期の間出力される。実際に、シフトレジスター２１１ａ、２１
１ｂ、２１１ｃ．．．は、上述した過程を繰り返しながら図８のように順次サンプリング
パルスＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３．．．を出力する。
【００７２】
　信号生成部２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃ．．．は、シフトレジスター２１１ａ、２１
１ｂ、２１１ｃ．．．のそれぞれの出力端ごとに設置される。このような信号生成部２１
２ａ、２１２ｂ、２１２ｃ．．．は、お互いに隣接された２個のサンプリングパルスを組
み合わせて第１走査信号、第２走査信号及び発光制御信号を生成する。このために、第１
信号生成部２１２ａは、第１ナンドゲートＮＡＮＤ１、第１ノアゲートＮＯＲ１、第２ノ
アゲートＮＯＲ２及びインバータＩＮ１、ＩＮ２、ＩＮ３、ＩＮ４を備える。
【００７３】
　第１ナンドゲートＮＡＮＤ１は、第１サンプリングパルスＳＰ１及び第２サンプリング
パルスＳＰ２を否定論理積演算する。すると、図８に示されたように第１サンプリングパ
ルスＳＰ１及び第２サンプリングパルスＳＰ２がハイ論理を持つ区間の間ロー信号が出力
され、それ以外の期間の間にはハイ信号が出力される。ここで、第１ナンドゲートＮＡＮ
Ｄ１から出力された信号は、第１走査信号として第１１走査線Ｓ１１に直接供給されるか
、または、少なくとも一つのインバータＩＮ１、ＩＮ２を経由して第１１走査線Ｓ１１に
供給される。
【００７４】
　第１ノアゲートＮＯＲ１は、第１サンプリングパルスＳＰ１及び第２サンプリングパル
スＳＰ２を否定論理合演算する。すると、図９に示されたように第１サンプリングパルス
ＳＰ１及び第２サンプリングパルスＳＰ２の中で少なくとも一つがハイ論理を持つ区間の
間ロー信号が出力され、それ以外の期間の間にはハイ信号が出力される。ここで、第１ノ
アゲートＮＯＲ１から出力された信号は、インバータＩＮ３を経由して発光制御信号とし
て発光制御線Ｅ１に供給される。
【００７５】
　第２ノアゲートＮＯＲ２は、第１ナンドゲートＮＡＮＤ１の出力とイネーブルＥＮ信号
を否定論理合蓮山する。ここで、イネーブルＥＮ信号の一周期は、クロック信号Ｃｌｋの
１／２周期と同じく設定され、一部期間の間ハイ信号を持って残りの期間中ロー信号を持
つ。実際に、イネーブルＥＮ信号の一周期でハイ信号を持つ一部期間は、ロー信号を持つ
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【００７６】
　実際に、第２ノアゲートＮＯＲ２は、図８に示されたように第１ナンドゲートＮＡＮＤ
１の出力及びイネーブルＥＮ信号がロー論理を持つ区間の間ハイ信号を出力し、それ以外
の期間の間にはロー信号を出力する。ここで、第２ノアゲートＮＯＲ２から出力された信
号は、インバータＩＮ４を経由して第２走査信号として第２１走査線Ｓ２１に供給される
。
【００７７】
　本実施形態に含まれた信号生成部２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃ．．．は、上述した過
程を繰り返しながら、すなわち隣接された２個のサンプリングパルスを組み合わせて第１
走査信号、第２走査信号及び発光制御信号を生成する。つまり、本実施形態の走査駆動部
１１０は、画素１４０が駆動されうるように第１走査信号、第２走査信号及び発光制御信
号を安定的に生成することができる。そして、走査駆動部１１０のみで第１走査信号、第
２走査信号及び発光制御信号を生成することができるので、回路を単純化することができ
るという長所がある。
【００７８】
　以上添付した図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明したが、これは例示
的なものに過ぎず、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、多様な変形及
び均等な他の実施形態が可能であるということを理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】従来の発光表示装置を示す図面である。
【図２】本発明の実施形態による発光表示装置を示す図面である。
【図３】図２に示されたデマルチプレクサーを示す図面である。
【図４ａ】図２に示された発光表示装置の駆動方法を示す波形図である。
【図４ｂ】図２に示された発光表示装置の駆動方法を示す波形図である。
【図５】図２に示された画素を詳しく示す回路図である。
【図６】図５に示された画素とデマルチプレクサーの接続を示す図面である。
【図７】図２に示された走査駆動部を示す図面である。
【図８】図７に示された走査駆動部の駆動方法を示す波形図である。
【符号の説明】
【００８０】
２、１４２、２４２…画素回路、
４、１４０、２４０…画素、
１１０、２１０…走査駆動部、
１２０、２２０…データ駆動部、
１３０、２３０…画素部、
１５０、２５０…タイミング制御部、
２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃ、２１１ｄ…シフトレジスター、
２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃ、２１２ｄ…信号生成部。
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