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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に配置される複数の信号線と、
　前記信号線に略直交して配置される複数の走査線と、
　これら信号線および走査線の交点付近に配置される複数の画素スイッチと、
　前記複数の画素スイッチによりそれぞれ選択される複数の表示画素と、
　前記複数の信号線にアナログ映像信号を出力する信号線駆動回路と、
を備えた表示装置であって、
　前記複数の表示画素の各々は、外部に放出する光の発光色がそれぞれ異なる２種類以上
の発光素子の１つを含み、前記走査線方向に異なる種類の発光素子が順次配列するよう配
置され、
　前記信号線駆動回路は、
　　　　　前記発光色毎の発光特性に対応して互いに異なる階調基準電圧群を発生する少
なくとも２個の電圧発生器と、
　　　　　前記少なくとも２個の電圧発生器から発生される階調基準電圧群を切り換える
切換回路と、
　　　　　前記複数の信号線を各々所定数の信号線からなる複数の信号線ブロックに区分
し、前記信号線ブロック毎に外部から入力されるデジタル信号を前記切換回路により得ら
れる前記発光色毎の対応階調基準電圧群に基づきアナログ信号にそれぞれ変換する複数の
ＤＡコンバータを含み、前記アナログ信号をアナログ映像信号としてシリアルに出力する
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変換回路と、
　　　　　前記変換回路から各信号線ブロックに対して出力される前記発光色毎のアナロ
グ映像信号を前記信号線ブロックの対応信号線に順次振り分ける信号線選択回路と、
　　　　を備え、前記階調基準電圧群の基準電圧は前記ＤＡコンバータによる変換におい
て前記発光色毎の発光特性に対してガンマ補正を行うようにそれぞれ選定されていること
を特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記表示画素は、外部に放出する光の発光色が異なる３種の表示素子の１つを含んで構
成されることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記信号線ブロックは前記所定数として３の自然数倍の前記信号線を含むことを特徴と
する請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記少なくとも２個の電圧発生器が第１発光色用表示画素によって使用される第１電圧
発生器、並びに第２および第３発光色用表示画素によって使用される第２電圧発生器から
なり、前記第１発光色用表示画素を前記第１、第２および第３発光色用表示画素の中央に
配置することを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記少なくとも２個の電圧発生器が第１発光色用表示画素によって使用される第１電圧
発生器、並びに第２および第３発光色用表示画素によって使用される第２電圧発生器から
なり、前記第１発光色用表示画素に対応した信号線を前記第２および第３発光色用表示画
素に対応した信号線の中央に配置することを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記切換回路は、偶数番目の信号線ブロックに対応するＤＡコンバータに第１電圧発生
器を接続し、奇数番目の信号線ブロックに対応するＤＡコンバータに第２電圧発生器を接
続する動作を行うことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記切換回路は、第１電圧発生器あるいは第２電圧発生器のどちらか一方を各信号線ブ
ロックに対応するＤＡコンバータに接続する動作を行うことを特徴とする請求項２に記載
の表示装置。
【請求項８】
　前記信号線駆動回路は赤、緑、および青画素用に３種の階調基準電圧群をそれぞれ発生
する３個の基準電圧発生器を含むことを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記信号線選択回路が前記基板上に組み込まれることを特徴とする請求項１に記載の表
示装置。
【請求項１０】
　前記ＤＡコンバータがさらに前記基板上に組み込まれることを特徴とする請求項９に記
載の表示装置。
【請求項１１】
　前記切換回路がさらに前記基板に組み込まれることを特徴とする請求項２に記載の表示
装置。
【請求項１２】
　前記電圧発生器がさらに前記基板に組み込まれることを特徴とする請求項１１に記載の
表示装置。
【請求項１３】
　前記信号線選択回路は、各水平走査期間において、最初の選択期間に隣接する信号線ブ
ロックの隣接する信号線へ同時に前記アナログ映像信号を供給し、前記選択期間に続く次
の選択期間では各信号線ブロック内で隣接する信号線を順次選択することを特徴とする請
求項１に記載の表示装置。
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【請求項１４】
　前記信号線選択回路の信号線選択順序は所定水平走査期間毎に逆転されることを特徴と
する請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記信号線選択回路の信号線選択順序は垂直走査期間毎に逆転されることを特徴とする
請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記信号線選択回路の信号線選択順序は各水平走査期間毎に逆転され、さらに各垂直走
査期間毎に逆転されることを特徴とする請求項１２に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は複数の表示画素が発光特性の異なる複数種の発光素子により構成される表示装置
に関し、例えば赤色、緑色、または青色で発光する有機ＥＬ(Electro Luminescence)素子
を発光素子として用いた表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年では、有機ＥＬ表示装置が軽量、薄型、高輝度という特徴を持つことから携帯用情報
機器のモニタディスプレイとして注目されている。典型的な有機ＥＬ表示装置は、マトリ
クス状に配列される複数の表示画素により画像を表示するように構成される。この有機Ｅ
Ｌ表示装置では、複数の走査線がこれら表示画素の行に沿って配置され、複数の信号線が
これら表示画素の列に沿って配置され、複数の画素スイッチがこれら走査線および信号線
の交差位置近傍に配置される。各表示画素は有機ＥＬ素子、一対の電源端子間でこの有機
ＥＬ素子に直列に接続される駆動素子、およびこの駆動素子のゲート電圧を保持する容量
素子により構成される。各画素スイッチは対応走査線から供給される走査信号に応答して
導通し、対応信号線から供給されるアナログ映像信号を駆動素子のゲートに書き込む。駆
動素子はこのアナログ映像信号に応じた駆動電流を有機ＥＬ素子に供給する。
【０００３】
有機ＥＬ素子は赤、緑、または青の蛍光性有機化合物を含む薄膜である発光層をカソード
電極およびアノード電極間に挟持した構造を有し、発光層に電子および正孔を注入しこれ
らを再結合させることにより励起子を生成させ、この励起子の失活時に生じる光放出によ
り発光する。アノード電極はＩＴＯ等で構成される透明電極であり、カソード電極はアル
ミニウム等の金属で構成される反射電極である。この構成により、有機ＥＬ素子は１０Ｖ
以下の印加電圧でも１００～１０００００ｃｄ／ｍ２程度の輝度を得ることができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、有機ＥＬ表示装置が例えば赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、および青色（Ｂ）で発光
する有機ＥＬ素子を用いた複数の表示画素を有する場合、発光効率および電流－輝度特性
のような発光特性がこれらＲＧＢの表示画素間で異なることが一般的である。従って、こ
れら複数の表示画素を階調データに対応して一様に駆動すると、ＲＧＢのホワイトバラン
スおよび階調の乱れが生じる。
【０００５】
このような問題をガンマ補正により解消しようとすると、これら表示画素の駆動回路の規
模が増大し、携帯情報機器への組み込みが困難になり易い。
【０００６】
本発明の目的は、全体的な回路規模を増大させることなく表示品質を向上させることが可
能な表示装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　　本発明の一観点によれば、基板上に配置される複数の信号線と、信号線に略直交して
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配置される複数の走査線と、これら信号線および走査線の交点付近に配置される複数の画
素スイッチと、複数の画素スイッチによりそれぞれ選択される複数の表示画素と、複数の
信号線にアナログ映像信号を出力する信号線駆動回路とを備えた表示装置であって、複数
の表示画素の各々は、外部に放出する光の発光色がそれぞれ異なる２種類以上の発光素子
の１つを含み、走査線方向に異なる種類の発光素子が順次配列するよう配置され、信号線
駆動回路は互いに異なる階調基準電圧群を発生する少なくとも２個の電圧発生器と、複数
の信号線を各々所定数の信号線からなる複数の信号線ブロックに区分し、種類に応じた複
数の階調基準電圧群に基づき、信号線ブロック毎に外部から入力されるデジタル信号をア
ナログ信号に変換するＤＡコンバータを含み、アナログ信号をアナログ映像信号としてシ
リアルに出力する変換回路と、変換回路からのアナログ映像信号を信号線ブロックの対応
する信号線に順次振り分ける信号線選択回路とを備えた表示装置が提供される。
【０００８】
この表示装置では、複数の信号線が所定数の信号線からなる複数の信号線ブロックに区分
され、ＤＡコンバータが種類に応じた複数の階調基準電圧群に基づき、信号線ブロック毎
に外部から入力されるデジタル信号をアナログ信号に変換してこのアナログ信号をアナロ
グ映像信号としてシリアルに出力し、信号線選択回路がこの変換回路からのアナログ映像
信号を信号線ブロックの対応する信号線に順次振り分ける。この場合、各信号線ブロック
毎にデジタル信号をアナログ形式に変換するためのハードウェアを共通化できる。これに
より変換出力部の回路規模が大幅に減少するため、階調基準電圧発生部の規模が複数の階
調基準電圧群を発生するために増大しても、全体的な回路規模を増大させることが回避さ
れる。また、この変換において異なる発光素子の種類に対して独立なガンマ補正を行うこ
とができる。従って、全体的な回路規模を増大させることなく表示品質を向上させること
が可能である。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置について添付図面を参照して説明す
る。有機ＥＬ表示装置は有機ＥＬパネルとこの有機ＥＬパネルを駆動する外部回路とを有
する。
【００１０】
図１はこの有機ＥＬパネル１０の構成を示す。この有機ＥＬパネル１０は、ガラス等の絶
縁基板上で表示部ＤＳを構成するように略マトリクス状に配置される複数の表示画素ＰＸ
、これら表示画素ＰＸの行に沿って配置される複数の走査線１１、これら表示画素ＰＸの
列に沿って配置される複数の信号線１２、これら走査線１１および信号線１２の交差位置
近傍にそれぞれ配置される複数の画素スイッチ１３、表示部ＤＳの外側に配置され複数の
走査線１１を駆動する走査線ドライバ１４、および表示部ＤＳの外側に配置され複数の信
号線１２を駆動する信号線ドライバ１５を備える。各表示画素ＰＸは赤色（Ｒ）、緑色（
Ｇ）、および青色（Ｂ）のいずれかの発光色で発光する有機ＥＬ素子１６、一対の電源端
子ＶＤＤ，ＶＳＳ間でこの有機ＥＬ素子１６に直列に接続され、例えばＰチャネル薄膜ト
ランジスタでなる駆動素子１７、およびこの駆動素子１７のゲート電圧を保持する容量素
子１８により構成される。電源端子ＶＤＤおよびＶＳＳは外部電源電圧により例えば＋１
２．５Ｖおよび０Ｖの電位に設定される。表示画素ＰＸは各行で赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）
、および青色（Ｂ）で発光する３種の有機ＥＬ素子１６を規則的に配列して構成され、発
光効率および電流－輝度特性のような発光特性が発光色に依存して互いに異なる。
【００１１】
各画素スイッチ１３は例えばＮチャネル薄膜トランジスタにより構成され、対応走査線１
１から供給される走査信号により制御され、対応信号線１２に供給されるアナログ映像信
号を駆動素子１７のゲートに印加すると共に、アナログ映像信号を容量素子１８に書き込
む。駆動素子１７はこのアナログ映像信号に応じた駆動電流Ｉｄを有機ＥＬ素子１６に供
給する。有機ＥＬ素子１６は蛍光性有機化合物を含む薄膜である発光層をカソード電極お
よびアノード電極間に挟持した構造を有し、発光層に電子および正孔を注入しこれらを再
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結合させることにより励起子を生成させ、この励起子の失活時に生じる光放出により発光
する。ここで、例えば画素スイッチ１３を構成するＮチャネル薄膜トランジスタおよび駆
動素子１７を構成するＰチャネル薄膜トランジスタは、その半導体層に多結晶シリコン膜
を用いて構成されている。また、走査線ドライバ１４および信号線ドライバ１５は、画素
スイッチ１３および駆動素子１７と同一工程で形成される多結晶シリコン膜を用いたＮチ
ャネル薄膜トランジスタあるいはＰチャネル薄膜トランジスタにより構成され、同一絶縁
基板上に一体的に形成される。
【００１２】
走査線ドライバ１４は外部回路から供給される垂直走査制御信号を受け取り、この垂直走
査制御信号の制御により１フレーム期間（１Ｆ）において順次複数の走査線１１に走査信
号を供給する。すなわち、画素スイッチ１３は各走査線１１毎に互いに異なる１水平書込
期間において走査信号により駆動される。信号線ドライバ１５は外部回路から供給される
デジタル映像信号および水平走査制御信号を受け取り、この水平走査制御信号の制御によ
り各水平走査期間においてデジタル映像信号の階調データＤＡＴＡを順次階調電圧に変換
し、これら階調電圧を複数の信号線１２にアナログ映像信号として出力する。
【００１３】
各行の画素スイッチ１３は対応走査線１１から供給される走査信号により１水平書込期間
に導通し、走査信号が再び１フレーム期間後に供給されるまで非導通となる。駆動素子１
７はこれら画素スイッチ１３を介して容量素子１８に保持されたアナログ映像信号に対応
した駆動電流Ｉｄを有機ＥＬ素子１６にそれぞれ供給する。このアナログ映像信号は容量
素子１８に書き込まれ所定期間保持し、映像信号の更新周期である１フレーム期間（１Ｆ
）毎に更新される。
【００１４】
図２は信号線ドライバ１５の構成をさらに詳細に示す。ここで、有機ＥＬパネルとして、
対角１０．４型ＸＧＡのパネルを例にとり説明する。
【００１５】
信号線ドライバ１５は複数の表示画素ＰＸを行方向において各々２以上の所定数、例えば
画面を４分割して得られる複数の小領域をそれぞれ駆動可能に構成される。つまり７６８
画素（２５６×ＲＧＢ）を一単位とした小領域をそれぞれ独立して駆動し、画面に対して
４並列に駆動する。
【００１６】
詳しく説明すると、信号線ドライバ１５は、３種の有機ＥＬ素子１６の発光特性にそれぞ
れ割り当てられる３つ階調基準電圧群ＶＲ１～ＶＲｍ、ＶＧ１～ＶＧｍ、ＶＢ１～ＶＢｍ
を発生する基準電圧発生部２０、各小領域を構成する所定数の表示画素ＰＸに対して供給
されるデジタル形式の階調データＤＡＴＡをアナログ変換し、表示画素ＰＸに対応したア
ナログ映像信号として出力する変換出力部２１、基準電圧発生部２０により発生される３
つの階調基準電圧群ＶＲ１～ＶＲｍ、ＶＧ１～ＶＧｍ、ＶＢ１～ＶＢｍの各々を所定のタ
イミングで選択する基準電圧群切換回路２３Ａおよびアナログ映像信号を対応する信号線
に出力する信号線切換回路２３Ｂを含む。
【００１７】
この信号線ドライバ１５より出力されるアナログ映像信号は、走査線ドライバ１４より出
力される走査信号に基づいて、対応する表示画素ＰＸに供給される。
【００１８】
基準電圧発生部２０は赤、緑および青用の階調基準電圧群ＶＲ１～ＶＲｍ、ＶＧ１～ＶＧ
ｍ、ＶＢ１～ＶＢｍをそれぞれ発生する電圧発生器２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂを有する。電
圧発生器２０Ｒは基準電源端子ＶＲＬおよびＶＲＨ間に供給される赤用電源電圧を抵抗分
割することにより赤用階調基準電圧群、すなわちｍ個の基準電圧ＶＲ１～ＶＲｍを発生す
る分圧回路である。電圧発生器２０Ｇは基準電源端子ＶＧＬおよびＶＧＨ間に供給される
緑用電源電圧を抵抗分割することにより緑用階調基準電圧群、すなわちｍ個の基準電圧Ｖ
Ｇ１～ＶＧｍを発生する分圧回路である。基準電圧発生器２０Ｂは基準電源端子ＶＢＬお
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よびＶＢＨ間に供給される青用電源電圧を抵抗分割することにより青用階調基準電圧群、
すなわちｍ個の基準電圧ＶＢ１～ＶＢｍを発生する分圧回路である。ここで、赤、緑およ
び青用の階調基準電圧群の基準電圧はそれぞれ有機ＥＬ素子１６間のホワイトバランスお
よび階調の乱れを解消するガンマ補正を行うように選定される。
【００１９】
基準電圧群切換回路２３Ａは選択的に高レベルに設定される切換制御信号ＶＣＯＮＴ１、
ＶＣＯＮＴ２、およびＶＣＯＮＴ３の制御によりこれら電圧発生器２０Ｒ，２０Ｇ，２０
Ｂからの赤、緑、および青用階調基準電圧群の選択を切り換える。基準電圧群切換回路２
３Ａは切換制御信号ＶＣＯＮＴ１が高レベルであるときに基準電圧ＶＲ１～ＶＲｍを選択
するｍ個のスイッチ、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２が高レベルであるときに基準電圧ＶＧ１
～ＶＧｍを選択するｍ個のスイッチ、および切換制御信号ＶＣＯＮＴ３が高レベルである
ときに基準電圧ＶＢ１～ＶＢｍを選択するｍ個のスイッチを含む。赤、緑および青用の階
調基準電圧群の各々は基準電圧切換回路２３Ａからｍ本の基準電圧信号線を介して変換出
力部２１に供給される。また、これら切換制御信号は、水平走査期間においてＲＧＢ各色
に対応した基準電圧を順次出力するよう制御される。
【００２０】
変換出力部２１は複数の小領域毎に設けられ、それぞれ独立して動作する複数の変換回路
２４およびこれら変換回路２４にそれぞれ接続される複数の出力回路２５を含む。各変換
回路２４は水平走査制御信号を順次次段に転送するシフトレジスタ２４Ａ、このシフトレ
ジスタ２４の各段の出力により階調データＤＡＴＡを順次直並列変換し、ラッチするラッ
チ回路２４Ｂ、およびロード信号ＬＯＡＤの制御によりラッチ回路２４Ｂから並列的に出
力される階調データＤＡＴＡをアナログ形式の階調電圧にそれぞれ変換するＤ／Ａ変換器
２４Ｃを含む。このＤ／Ａ変換器２４Ｃは、所定出力数分のＤＡＣを配置してなり、例え
ば赤の表示画素ＰＸに対する階調データＤＡＴＡが供給される場合、Ｄ／Ａ変換器２４Ｃ
は基準電圧群切換回路２３Ａにより選択される赤用階調基準電圧群を参照して階調データ
ＤＡＴＡをアナログ形式に変換する。同様に緑の表示画素ＰＸに対する階調データＤＡＴ
Ａが供給される場合、Ｄ／Ａ変換器２４Ｃは基準電圧群切換回路２３Ａにより選択される
緑用階調基準電圧群を参照して階調データＤＡＴＡをアナログ形式に変換する。さらに、
同様に青の表示画素ＰＸに対する階調データＤＡＴＡが供給される場合、Ｄ／Ａ変換器２
４Ｃは基準電圧群切換回路２３Ａにより選択される青用階調基準電圧群を参照して階調デ
ータＤＡＴＡをアナログ形式に変換する。各出力回路２５には対応小領域の表示画素に対
してＤ／Ａ変換器２４Ｃから得られる階調電圧をそれぞれ所定割合で増幅し、アナログ映
像信号として出力する出力アンプ２５Ａが、各ＤＡＣに対応して配置される。
【００２１】
また信号線切換回路２３Ｂは、出力回路２５の各出力アンプ２５Ａから供給されるアナロ
グ映像信号を対応する信号線に振り分ける。つまり、所定数の信号線、ここではＲＧＢ各
色に対応する表示画素ＰＸに対応する信号線を少なくともを含む３×ｎ（ｎ＝１，２，３
，・・・）本の信号線からなる信号線ブロック毎に、且つＤＡＣに対応して配置されるス
イッチ回路を備え、所定のタイミングで対応する信号線を選択し、アナログ映像信号を対
応信号線に出力する。この実施例では３本の信号線を１信号線ブロックとし、信号線ブロ
ック毎にスイッチ回路が配置される。そして、各スイッチ回路は、対応する信号線ブロッ
クの信号線数に応じた数のスイッチで構成され、切換制御信号ＡＳＷ１、ＡＳＷ２、およ
びＡＳＷ３の制御により各出力アンプ２５Ａに対して３本の対応隣接信号線１２を切り換
える。つまり、ここでは信号線切換回路２３Ｂは切換制御信号ＡＳＷ１が高レベルである
ときに各出力回路２５の出力アンプ２５Ａに対して赤画素用の対応信号線１２をそれぞれ
選択する（全信号線数／１信号線ブロック内の信号線数）個のスイッチ、切換制御信号Ａ
ＳＷ２が高レベルであるときに各出力回路２５の出力アンプ２５Ａに対して緑画素用の対
応信号線１２をそれぞれ選択する（全信号線数／１信号線ブロック内の信号線数）個のス
イッチ、および切換制御信号ＡＳＷ３が高レベルであるときに各出力回路２５の出力アン
プ２５Ａに対して青画素用の対応信号線１２をそれぞれ選択する（全信号線数／１信号線
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ブロック内の信号線数）個のスイッチを含む。
【００２２】
図３はこの有機ＥＬ表示装置の動作を示す。この有機ＥＬ表示装置では、赤画素、緑画素
、および青画素用の階調データＤＡＴＡが各行毎にデジタル映像信号として順次供給され
る。具体的には、各行に対応する赤画素用の階調データＤＡＴＡ、緑画素用の階調データ
ＤＡＴＡ、および青画素用の階調データＤＡＴＡがそれぞれ期間Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３で供給
される。各変換回路２４では、ラッチ回路２４Ｂが赤画素用の階調データＤＡＴＡを期間
Ｔ１で順次ラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ２でＤ／Ａ変換器２４Ｃに供
給する。期間Ｔ２では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ１が高レベルに維持され
る。これにより、Ｄ／Ａ変換器２４Ｃは電圧発生器２０Ｒからの階調基準電圧群ＶＲ１～
ＶＲｍを参照して赤画素用の階調データＤＡＴＡをアナログ形式の階調電圧にそれぞれ変
換し、各信号線ブロックに対応する出力アンプ２５Ａに並列的に供給する。これら階調電
圧は、出力アンプ２５Ａにて増幅され、アナログ映像信号として信号線ブロックの赤画素
用の対応信号線１２にそれぞれ供給される。さらにこの期間Ｔ２では、ラッチ回路２４Ｂ
が緑画素用の階調データＤＡＴＡを順次ラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ
３にＤ／Ａ変換器２４Ｃに供給する。期間Ｔ３では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡ
ＳＷ２が高レベルに維持される。これにより、Ｄ／Ａ変換器２４Ｃが電圧発生器２０Ｇか
らの階調基準電圧群ＶＧ１～ＶＧｍを参照して緑用の階調データＤＡＴＡをアナログ形式
の階調電圧にそれぞれ変換し、出力アンプ２５Ａに並列的に供給する。これら階調電圧は
、出力アンプ２５Ａにて増幅され、アナログ映像信号として各信号線ブロックの緑画素用
の対応信号線１２にそれぞれ供給される。さらに期間Ｔ３では、ラッチ回路２４Ｂが青画
素用の階調データＤＡＴＡを順次ラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ４でＤ
／Ａ変換器２４Ｃに供給する。期間Ｔ４では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ３およびＡＳＷ３
が高レベルに維持される。これにより、Ｄ／Ａ変換器２４Ｃが電圧発生器２０Ｂからの階
調基準電圧群ＶＢ１～ＶＢｍを参照して青画素用の階調データＤＡＴＡをアナログ形式の
階調電圧にそれぞれ変換し、出力アンプ２５Ａに並列的に供給する。これら階調電圧は、
出力アンプ２５Ａにて増幅され、アナログ映像信号として各信号線ブロックの青画素用の
対応信号線１２にそれぞれ供給される。
【００２３】
上述の実施形態の有機ＥＬ表示装置では、信号線ブロック毎に複数の信号線を切替えて駆
動するとともに、各表示画素に対応する色の階調基準電圧群を切り替えて駆動するので、
各信号線ブロックの階調データを階調電圧に変換するためのハードウェアを共通化できる
。これにより変換出力部２１の回路規模が大幅に減少するため、階調基準電圧発生部２０
の規模が複数の階調基準電圧群を発生するために増大しても、全体的な回路規模を増大さ
せることが回避される。また、階調データが赤、緑および青の有機ＥＬ素子１６の発光特
性に割り当てられた３つの階調基準電圧群を参照して階調電圧に変換されるため、この変
換において異なる発光特性に対して独立なガンマ補正を行い、ＲＧＢホワイトバランスお
よび階調の乱れを解消することができる。従って、全体的な回路規模を増大させることな
く表示品質を向上させることが可能である。
【００２４】
尚、この実施形態では、図４に示すように基準電圧発生部２０、基準電圧群切換回路２３
Ａ、変換出力部２１、信号線切換回路２３Ｂが表示部ＤＳと共に表示パネル１０上に配置
される。しかし、基準電圧発生部２０は図５に示すように表示パネル１０から独立した駆
動回路基板３０上に配置されてもよい。また、基準電圧群切換回路２３Ａは図６に示すよ
うに基準電圧発生部２０と一緒に駆動回路基板３０上に配置してもよい。さらに、変換出
力部２１は図７に示すように基準電圧発生部２０および基準電圧群切換回路２３Ａと一緒
に駆動回路基板３０上に配置してもよい。
【００２５】
ところで、第１実施形態では、信号線選択回路２３Ｂは図３に示すように各小領域で赤画
素、緑画素、青画素に対応する信号線がそれぞれ同時に選択されるように設定される。一
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般に各表示画素ＰＸの駆動素子１７のゲートは画素スイッチ１３がオフすることにより電
気的にフローティング状態となるため、このゲート配線と容量結合した隣接信号線１２の
電位変動の影響を受けやすい。赤画素用、緑画素用、および青画素用信号線１２が水平走
査期間毎に図８の（ａ）に示すような順序で駆動されると、画面両端部の信号線１２を除
いて赤画素用信号線１２は２回、緑画素用信号線１２は１回、青画素用信号線は０回、水
平走査期間毎に電位変動することになり、本来の階調電圧を維持できなくなる。すなわち
、これら信号線１２が上述の順序で駆動されると、隣接する信号線への映像信号の書込み
により、複数の信号線１２の電位が不均一に変動し易い。この電位変動を全体的に低減す
るためには、例えば図８の（ｂ）－１,（ｂ）－２，（ｃ）－１,（ｃ）－２，（ｄ），ま
たは（ｅ）に示すような順序でこれら信号線１２を駆動することが好ましい。
【００２６】
以下、本発明の第２実施形態に係る有機ＥＬ表示装置について図９を参照して説明する。
この有機ＥＬ表示装置は上述のような隣接信号線１２の電位変動の影響を均一化するよう
に構成されることを除いて図２に示す第１実施形態の有機ＥＬ表示装置と同様である。こ
のため、図９において同様部分を同一参照符号で表し、その説明を簡略化または省略する
。
【００２７】
具体的には、図９に示すように、各信号線ブロックに対応して配置されるＤＡＣにそれぞ
れ独立に供給される階調データＤＡＴＡ１，ＤＡＴＡ２，…が供給される。さらに、基準
電圧群切換回路２３Ａが複数の信号線ブロックにそれぞれ割り当てられるスイッチ群ＳＳ
１，ＳＳ２，…を有する。これらスイッチ群ＳＳ１，ＳＳ３，ＳＳ５，…は奇数番目の信
号線ブロックに割り当てられ、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１が高レベルであるときに基準電
圧ＶＲ１～ＶＲｍを選択するｍ個のスイッチ、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２が高レベルであ
るときに基準電圧ＶＧ１～ＶＧｍを選択するｍ個のスイッチ、および切換制御信号ＶＣＯ
ＮＴ３が高レベルであるときに基準電圧ＶＢ１～ＶＢｍを選択するｍ個のスイッチを含み
、赤、緑および青用の階調基準電圧群の各々を奇数番目の信号線ブロックに割り当てられ
た対応ＤＡＣに供給する。また、スイッチ群ＳＳ２，ＳＳ４，ＳＳ６，…は偶数番目の信
号線ブロックに割り当てられ、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１が高レベルであるときに基準電
圧ＶＢ１～ＶＢｍを選択するｍ個のスイッチ、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２が高レベルであ
るときに基準電圧ＶＧ１～ＶＧｍを選択するｍ個のスイッチ、および切換制御信号ＶＣＯ
ＮＴ３が高レベルであるときに基準電圧ＶＲ１～ＶＲｍを選択するｍ個のスイッチを含み
、赤、緑および青用の階調基準電圧群の各々を変換出力部２１の対応変換回路２４に供給
する。すなわち、スイッチ群ＳＳ１，ＳＳ３，ＳＳ５，…とスイッチ群ＳＳ２，ＳＳ４，
ＳＳ６，…とは互いに逆相となるように赤、緑および青用の階調基準電圧群を切り換える
。
【００２８】
信号線切換回路２３Ｂは複数の信号線ブロックにそれぞれ割り当てられるスイッチ群ＤＤ
１，ＤＤ２，…を有する。スイッチ群ＤＤ１，ＤＤ３，ＤＤ５，…は奇数番目の信号線ブ
ロックにそれぞれ割り当てられ、各々切換制御信号ＡＳＷ１が高レベルであるときに出力
回路２５に対して赤画素用の対応信号線１２を選択するスイッチ、切換制御信号ＡＳＷ２
が高レベルであるときに出力回路２５に対して緑画素用の対応信号線１２を選択するのス
イッチ、および切換制御信号ＡＳＷ３が高レベルであるときに出力回路２５に対して青画
素用の対応信号線１２を選択するスイッチを含む。スイッチ群ＤＤ２，ＤＤ４，ＤＤ６，
…は偶数番目の信号線ブロックにそれぞれ割り当てられ、各々切換制御信号ＡＳＷ１が高
レベルであるときに出力回路２５に対して青画素用の対応信号線１２を選択するスイッチ
、切換制御信号ＡＳＷ２が高レベルであるときに出力回路２５に対して緑画素用の対応信
号線１２を選択するのスイッチ、および切換制御信号ＡＳＷ３が高レベルであるときに出
力回路２５に対して赤画素用の対応信号線１２を選択するスイッチを含む。各スイッチ群
ＤＤ１，ＤＤ２，…は出力回路２５から得られた赤用のアナログ映像信号を赤画素用の対
応信号線１２に供給し、出力回路２５から得られた緑用のアナログ映像信号を緑画素用の
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対応信号線１２に供給し、さらに出力回路２５から得られた青用のアナログ映像信号をそ
れぞれ青画素用の対応信号線１２に供給する。すなわち、スイッチ群ＤＤ１，ＤＤ３，Ｄ
Ｄ５，…とスイッチ群ＤＤ２，ＤＤ４，ＤＤ６，…とは互いに逆相となるように赤、緑お
よび青画素用の信号線１２をそれぞれ切り換える。
【００２９】
図１０はこの有機ＥＬ表示装置の動作を示す。この有機ＥＬ表示装置では、赤画素、緑画
素、および青画素用の階調データＤＡＴＡ１，ＤＡＴＡ２，…がデジタル映像信号として
奇数番目および偶数番目の信号線ブロックに対して順次供給される。具体的には、ある信
号線ブロックに赤画素用の階調データＤＡＴＡ１、緑画素用の階調データＤＡＴＡ１、お
よび青画素用の階調データＤＡＴＡ１がそれぞれ期間Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３で供給される。ま
た、これと並行して、これに隣接する信号線ブロックに青画素用の階調データＤＡＴＡ２
、緑画素用の階調データＤＡＴＡ２、および赤画素用の階調データＤＡＴＡ２がそれぞれ
期間Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３で供給される。このように、各信号線ブロックに対応してそれぞれ
並べ替えられた階調データＤＡＴＡｎが供給され、ラッチ回路２４Ｂにて各期間Ｔ１，Ｔ
２，Ｔ３にラッチした階調データＤＡＴＡｎが、ロード信号ＬＯＡＤに応答して順次Ｄ／
Ａ変換器２４Ｃの各ＤＡＣに供給される。
【００３０】
各変換回路２４の奇数段目では、ラッチ回路２４Ｂが赤画素用の階調データＤＡＴＡ１を
期間Ｔ１でラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ２で奇数段目のＤＡＣに供給
する。期間Ｔ２では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ１が高レベルに維持される
。これにより、ＤＡＣは電圧発生器２０Ｒからの階調基準電圧群ＶＲ１～ＶＲｍを参照し
て赤画素用の階調データＤＡＴＡ１をアナログ形式の階調電圧に変換し、出力回路２５に
供給する。この階調電圧は出力アンプ２５Ａにて増幅され、アナログ映像信号として信号
線ブロックの赤画素用の対応信号線１２に供給される。さらにこの期間Ｔ２では、ラッチ
回路２４Ｂが緑画素用の階調データＤＡＴＡ１をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答し
て期間Ｔ３にＤＡＣに供給する。期間Ｔ３では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳＷ
２が高レベルに維持される。これにより、奇数段目のＤＡＣが電圧発生器２０Ｇからの階
調基準電圧群ＶＧ１～ＶＧｍを参照して緑用の階調データＤＡＴＡ１をアナログ形式の階
調電圧に変換し、奇数段目の出力アンプに供給する。この階調電圧は出力アンプ２５Ａに
て増幅され、アナログ映像信号として信号線ブロックの緑素用の対応信号線１２に供給さ
れる。さらに期間Ｔ３では、ラッチ回路２４Ｂが青画素用の階調データＤＡＴＡ１をラッ
チし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ４で奇数段目のＤＡＣに供給する。期間Ｔ４
では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ３およびＡＳＷ３が高レベルに維持される。これにより、
Ｄ／Ａ変換器２４Ｃが電圧発生器２０Ｂからの階調基準電圧群を参照して青画素用の階調
データＤＡＴＡ１をアナログ形式の階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。この階
調電圧は出力アンプ２５Ａにて増幅され、アナログ映像信号として奇数段目の信号線ブロ
ックにおいて青画素用の対応信号線１２に供給される。
【００３１】
他方、各変換回路２４の偶数段目では、ラッチ回路２４Ｂが青画素用の階調データＤＡＴ
Ａ２を期間Ｔ１でラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ２で偶数段目のＤＡＣ
に供給する。期間Ｔ２では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ１が高レベルに維持
される。これにより、ＤＡＣは電圧発生器２０Ｂからの階調基準電圧群を参照して青画素
用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。この階調電圧
を出力アンプ２５Ａにて増幅し、アナログ映像信号として偶数段目の信号線ブロックにお
いて青画素用の対応信号線１２に供給される。さらにこの期間Ｔ２では、ラッチ回路２４
Ｂが緑画素用の階調データＤＡＴＡ２をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ
３にＤＡＣに供給する。期間Ｔ３では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳＷ２が高レ
ベルに維持される。これにより、偶数段目のＤＡＣが電圧発生器２０Ｇからの階調基準電
圧群を参照して緑用の階調データＤＡＴＡ２をアナログ形式の階調電圧に変換し、出力回
路２５に供給する。この階調電圧は出力アンプ２５Ａにて増幅され、アナログ映像信号と
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して偶数段目の信号線ブロックにおいて緑素用の対応信号線１２に供給される。さらに期
間Ｔ３では、ラッチ回路２４Ｂが赤画素用の階調データＤＡＴＡ２をラッチし、ロード信
号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ４でＤＡＣに供給する。期間Ｔ４では、切換制御信号ＶＣＯ
ＮＴ３およびＡＳＷ３が高レベルに維持される。これにより、偶数段目のＤＡＣが電圧発
生器２０Ｒからの階調基準電圧群を参照して赤画素用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧
に変換し、出力回路２５に供給する。この階調電圧を出力アンプ２５Ａにて増幅し、アナ
ログ映像信号として信号線ブロックの赤画素用の対応信号線１２に供給される。
【００３２】
このように１水平走査期間で複数の信号線１２が駆動されると、後続の水平走査期間では
階調データ、階調基準電圧群の選択順序、信号線選択順序がそれぞれ逆にされ上述の動作
が繰り返され、１画面の表示が行われる。さらに次のフレーム期間（垂直走査期間）につ
いても水平走査期間では階調データ、階調基準電圧群の選択順序、信号線選択順序が各水
平走査期間毎にそれぞれ逆に設定される。これにより、複数の信号線１２が図８の（ｅ）
に示すように最も電位変動を低減可能な順序で駆動される。尚、切換制御信号ＶＣＯＮＴ
１およびＡＳＷ１、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳＷ２、切換制御信号ＶＣＯＮＴ
３およびＡＳＷ３の立ち上げタイミングは信号線１２が図８の（ｂ）－１、（ｂ）－２，
（ｃ）－１,（ｃ）－２，および（ｄ）に示す順序のいずれかで駆動されるように設定さ
れてもよい。
【００３３】
また、上述の第１実施形態と同様に信号線ブロックを３×ｎ本の隣接信号線（ここではｎ
＝１）で構成する場合について説明したが、第２実施形態においてはこれに限定されず、
所定数の信号線により信号線ブロックを構成することができ、１つのＤＡＣに対して各色
の電圧発生器を選択可能な基準電圧群切換回路のスイッチ群を１組備えていることが重要
である。
【００３４】
上述の第２実施形態の有機ＥＬ表示装置では、１水平走査期間に複数の信号線１２を駆動
する際、信号線の駆動順序を最適化することによりフローティング状態による電位変化の
回数を減らし、またこれら信号線１２の駆動順序を所定の垂直走査期間および水平走査期
間の少なくとも一方で変化させることにより、第１実施形態と同様の効果に加えて書込電
圧が変動する画素を時間的あるいは空間的に分散させることができる。
【００３５】
以下、本発明の第３実施形態に係る有機ＥＬ表示装置について図１１を参照して説明する
。この有機ＥＬ表示装置は上述のような隣接信号線１２の電位変動の影響を均一化すると
共に電圧発生器を色間で共通化するように構成されることを除いて図９に示す第２実施形
態の有機ＥＬ表示装置と同様である。このため、図１１において同様部分を同一参照符号
で表し、その説明を簡略化または省略する。
【００３６】
具体的には、ガンマ特性がほぼ同じ発光材料を用いる色間で、例えば赤用および青用の階
調基準電圧群を共通化するものである。図１１に示すように、基準電圧発生部２０が赤お
よび青用の階調基準電圧群を発生する電圧発生器２０ＲＢおよび緑用の階調基準電圧群を
発生する電圧発生器２０Ｇを有する。電圧発生器２０ＲＢは基準電源端子ＶＲＢＬおよび
ＶＲＢＨ間に供給される赤および青用電源電圧を階調データＤＡＴＡの階調数ｍに対応し
て抵抗分割することにより赤および青用階調基準電圧群、すなわちｍ個の基準電圧ＶＲＢ
１～ＶＲＢｍを発生する分圧回路である。電圧発生器２０Ｇは基準電源端子ＶＧＬおよび
ＶＧＨ間に供給される緑用電源電圧を階調データＤＡＴＡの階調数ｍに対応して抵抗分割
することにより緑用階調基準電圧群、すなわちｍ個の基準電圧ＶＧ１～ＶＧｍを発生する
分圧回路である。ここで、赤および青用並びに緑用の階調基準電圧群の基準電圧はそれぞ
れ有機ＥＬ素子１６間のホワイトバランスおよび階調の乱れを解消するガンマ補正を行う
ように選定される。
【００３７】
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さらに、基準電圧群切換回路２３Ａが複数の信号線ブロックにそれぞれ割り当てられるス
イッチ群ＳＳ１，ＳＳ２，…を有する。これらスイッチ群ＳＳ１，ＳＳ２、…は、切換制
御信号ＶＣＯＮＴ１が高レベルであるときに基準電圧ＶＲＢ１～ＶＲＢｍを選択するｍ個
のスイッチ、および切換制御信号ＶＣＯＮＴ２が高レベルであるときに基準電圧ＶＧ１～
ＶＧｍを選択するｍ個のスイッチを含み、赤および青用と緑用の階調基準電圧群の各々を
信号線ブロックに割り当てられた対応ＤＡＣに供給する。
【００３８】
信号線切換回路２３Ｂは複数の信号線ブロックにそれぞれ割り当てられるスイッチ群ＤＤ
１，ＤＤ２，…を有する。スイッチ群ＤＤ１，ＤＤ３，ＤＤ５，…は奇数番目の信号線ブ
ロックにそれぞれ割り当てられ、各々切換制御信号ＡＳＷ１が高レベルであるときに出力
回路２５に対して赤画素用の対応信号線１２を選択するスイッチ、切換制御信号ＡＳＷ２
が高レベルであるときに出力回路２５に対して緑画素用の対応信号線１２を選択するのス
イッチ、および切換制御信号ＡＳＷ３が高レベルであるときに出力回路２５に対して青画
素用の対応信号線１２を選択するスイッチを含む。スイッチ群ＤＤ２，ＤＤ４，ＤＤ６，
…は偶数番目の信号線ブロックにそれぞれ割り当てられ、各々切換制御信号ＡＳＷ１が高
レベルであるときに出力回路２５に対して青画素用の対応信号線１２を選択するスイッチ
、切換制御信号ＡＳＷ２が高レベルであるときに出力回路２５に対して緑画素用の対応信
号線１２を選択するのスイッチ、および切換制御信号ＡＳＷ３が高レベルであるときに出
力回路２５に対して赤画素用の対応信号線１２を選択するスイッチを含む。各スイッチ群
ＤＤ１，ＤＤ２，…は出力回路２５から得られた赤用のアナログ映像信号を赤画素用の対
応信号線１２に供給し、出力回路２５から得られた緑用のアナログ映像信号を緑画素用の
対応信号線１２に供給し、さらに出力回路２５から得られた青用のアナログ映像信号をそ
れぞれ青画素用の対応信号線１２に供給する。すなわち、スイッチ群ＤＤ１，ＤＤ３，Ｄ
Ｄ５，…とスイッチ群ＤＤ２，ＤＤ４，ＤＤ６，…とは互いに逆相となるように赤、緑お
よび青画素用の信号線１２をそれぞれ切り換える。
【００３９】
図１２はこの有機ＥＬ表示装置の動作を示す。この有機ＥＬ表示装置では、赤画素、緑画
素、および青画素用の階調データＤＡＴＡ１，ＤＡＴＡ２，…が各水平走査期間毎にデジ
タル映像信号として信号線ブロックに対して供給される。具体的には、奇数番目の信号線
ブロックには赤画素用の階調データＤＡＴＡ１、緑画素用の階調データＤＡＴＡ１、およ
び青画素用の階調データＤＡＴＡ１がそれぞれ期間Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３で供給される。また
、これと並行して、偶数番目の信号線ブロックには、青画素用の階調データＤＡＴＡ２、
緑画素用の階調データＤＡＴＡ２、および赤画素用の階調データＤＡＴＡ２がそれぞれ期
間Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３で供給される。
【００４０】
各変換回路２４の奇数段目では、ラッチ回路２４Ｂが赤画素用の階調データＤＡＴＡ１を
期間Ｔ１でラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ２で奇数段目のＤＡＣに供給
する。期間Ｔ２では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ１が高レベルに維持される
。これにより、ＤＡＣは電圧発生器２０ＲＢからの階調基準電圧群ＶＲＢ１～ＶＲＢｍを
参照して赤用の階調データＤＡＴＡ１を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。こ
の階調電圧は出力回路２５にて増幅され、アナログ映像信号として信号線ブロックの赤画
素用の対応信号線１２に供給される。さらにこの期間Ｔ２では、ラッチ回路２４Ｂが緑画
素用の階調データＤＡＴＡ１をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ３にＤＡ
Ｃに供給する。期間Ｔ３では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳＷ２が高レベルに維
持される。これにより、ＤＡＣが電圧発生器２０Ｇからの階調基準電圧群ＶＧ１～ＶＧｍ
を参照して緑用の階調データＤＡＴＡ１を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。
この階調電圧は出力回路２５にて増幅されアナログ映像信号として信号線ブロックの緑素
用の対応信号線１２に供給される。さらに期間Ｔ３では、ラッチ回路２４Ｂが青画素用の
階調データＤＡＴＡ１をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ４でＤＡＣに供
給する。期間Ｔ４では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ３が高レベルに維持され
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る。これにより、ＤＡＣが電圧発生器２０ＲＢからの階調基準電圧群ＶＲＢ１～ＶＲＢｍ
を参照して青画素用の階調データＤＡＴＡ１を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給す
る。この階調電圧は出力回路２５にて増幅されアナログ映像信号として信号線ブロックの
青画素用の対応信号線１２に供給される。
【００４１】
他方、各変換回路２４の偶数段目では、ラッチ回路２４Ｂが青画素用の階調データＤＡＴ
Ａ２を期間Ｔ１でラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ２でＤＡＣに供給する
。期間Ｔ２では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ１が高レベルに維持される。こ
れにより、ＤＡＣは電圧発生器２０ＲＢからの階調基準電圧群ＶＲＢ１～ＶＲＢｍを参照
して青画素用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。こ
の階調電圧は出力回路２５にて増幅され、アナログ映像信号として信号線ブロックの青画
素用の対応信号線１２に供給される。さらにこの期間Ｔ２では、ラッチ回路２４Ｂが緑画
素用の階調データＤＡＴＡ２をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ３にＤＡ
Ｃに供給する。期間Ｔ３では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳＷ２が高レベルに維
持される。これにより、ＤＡＣが電圧発生器２０Ｇからの階調基準電圧群ＶＧ１～ＶＧｍ
を参照して緑用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。
この階調電圧は出力回路にて増幅され、アナログ映像信号として信号線ブロックの緑素用
の対応信号線１２に供給される。さらに期間Ｔ３では、ラッチ回路２４Ｂが赤画素用の階
調データＤＡＴＡ２をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ４でＤＡＣに供給
する。期間Ｔ４では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ３が高レベルに維持される
。これにより、ＤＡＣが電圧発生器２０ＲＢからの階調基準電圧群ＶＲＢ１～ＶＲＢｍを
参照して赤画素用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する
。この階調電圧は出力回路２５にて増幅され、アナログ映像信号として信号線ブロックの
赤画素用の対応信号線１２に供給される。
【００４２】
このように１水平走査期間で複数の信号線１２が駆動されると、後続の水平走査期間では
階調データ、階調基準電圧群の選択順序、信号線選択順序がそれぞれ逆にされ上述の動作
が繰り返され、１画面の表示が行われる。さらに次のフレーム期間（垂直走査期間）につ
いても水平走査期間では階調データ、階調基準電圧群の選択順序、信号線選択順序が各水
平走査期間毎にそれぞれ逆に設定される。これにより、複数の信号線１２が図８の（ｅ）
に示すように最も電位変動を低減可能な順序で駆動される。尚、切換制御信号ＶＣＯＮＴ
１およびＡＳＷ１、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳＷ２、切換制御信号ＶＣＯＮＴ
３およびＡＳＷ３の立ち上げタイミングは信号線１２が図８の（ｂ）－１,（ｂ）－２，
（ｃ）－１,（ｃ）－２，および（ｄ）に示す順序のいずれかで駆動されるように設定さ
れてもよい。
【００４３】
上述の第３実施形態の有機ＥＬ表示装置では、第２実施形態と同様に１水平走査期間に複
数の信号線１２を駆動する際、信号線の駆動順序を最適化することによりフローティング
状態による電位変化の回数を減らし、またこれら信号線１２の駆動順序を所定の垂直走査
期間および水平走査期間の少なくとも一方で変化させることにより階調電圧が変動する画
素を時間的あるいは空間的に分散させることができる。さらに、基準電圧発生部２０にお
いて、電圧発生器２０ＲＢにより発生される階調基準電圧群が赤および青用の階調データ
のＤ／Ａ変換に共通に用いられるため、信号線ドライバ１５の規模をさらに縮小できる。
【００４４】
以下、本発明の第４実施形態に係る有機ＥＬ表示装置について図１３を参照して説明する
。この有機ＥＬ表示装置は上述のような隣接信号線１２の電位変動の影響を均一化する一
方で異なる色間で電圧発生器を共通化するもので、例えば電圧発生器を赤および緑につい
て共通化するように構成されること、また各信号線ブロックが３×２本（６本）の信号線
から構成されることを除いて図９に示す第２実施形態の有機ＥＬ表示装置と同様である。
このため、図１３において同様部分を同一参照符号で表し、その説明を簡略化または省略
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する。
【００４５】
具体的には、図１３に示すように、基準電圧発生部２０が赤および緑用の階調基準電圧群
をそれぞれ発生する電圧発生器２０ＲＧおよび青用の階調基準電圧群を発生する電圧発生
器２０Ｂを有する。電圧発生器２０ＲＧは基準電源端子ＶＲＧＬおよびＶＲＧＨ間に供給
される赤用電源電圧を抵抗分割することにより赤用階調基準電圧群、すなわちｍ個の基準
電圧ＶＲ１～ＶＲｍを発生し、また、基準電源端子ＶＲＧＬおよびＶＲＧＨ間に供給され
る緑用電源電圧を抵抗分割することにより緑用階調基準電圧群、すなわちｍ個の基準電圧
ＶＧ１～ＶＧｍ、を発生する分圧回路である。電圧発生器２０Ｂは基準電源端子ＶＢＬお
よびＶＢＨ間に供給される青用電源電圧を抵抗分割することにより青用階調基準電圧群、
すなわちｍ個の基準電圧ＶＢ１～ＶＢｍを発生する分圧回路である。ここで、赤および緑
用並びに青用の階調基準電圧群の基準電圧はそれぞれ有機ＥＬ素子１６間のホワイトバラ
ンスおよび階調の乱れを解消するガンマ補正を行うように選定される。
【００４６】
また、信号線切換回路２３Ｂは第１実施形態と同様に構成されるが、基準電圧群切換回路
２３Ａのスイッチ群ＳＳ１，ＳＳ２，…は次のように構成される。すなわち、スイッチ群
ＳＳ１，ＳＳ３，ＳＳ５，…は奇数番目の信号線ブロックに割り当てられ、切換制御信号
ＶＣＯＮＴ１が高レベルであるときに基準電圧ＶＲ１～ＶＲｍを選択するｍ個のスイッチ
、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２が高レベルであるときに基準電圧ＶＧ１～ＶＧｍを選択する
ｍ個のスイッチ、および切換制御信号ＶＣＯＮＴ３が高レベルであるときに基準電圧ＶＢ
１～ＶＢｍを選択するｍ個のスイッチを含み、赤および青用と緑用の階調基準電圧群の各
々を奇数番目の信号線ブロックに割り当てられた対応変換回路２４に供給する。また、ス
イッチ群ＳＳ２，ＳＳ４，ＳＳ６，…は偶数番目の信号線ブロックに割り当てられ、切換
制御信号ＶＣＯＮＴ１が高レベルであるときに基準電圧ＶＢ１～ＶＢｍを選択するｍ個の
スイッチ、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２が高レベルであるときに基準電圧ＶＧ１～ＶＧｍを
選択するｍ個のスイッチ、および切換制御信号ＶＣＯＮＴ３が高レベルであるときに基準
電圧ＶＲ１～ＶＲｍを選択するｍ個のスイッチを含み、赤および青用と緑用の階調基準電
圧群の各々を変換出力部２１の対応ＤＡＣ２４Ｃに供給する。
【００４７】
図１４は信号線ドライバ１５の動作を示す。この信号線ドライバ１５では、赤画素、緑画
素、および青画素用の階調データＤＡＴＡ１，ＤＡＴＡ２，…が各水平走査期間毎にデジ
タル映像信号として奇数番目および偶数番目の信号線ブロックに対して順次供給される。
具体的には、赤画素Ｒ１用、緑画素Ｇ１用、青画素Ｂ１用、赤画素Ｒ２用、緑画素Ｇ２用
、および青画素Ｂ２用の階調データＤＡＴＡ１が水平走査期間から水平ブランキング期間
を除いた水平書込期間を６分割した期間Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３，Ｔ４，Ｔ５，Ｔ６でそれぞれ
供給される。また、これと並行して、青画素Ｂ４用、緑画素Ｇ４用、赤画素Ｒ４用、青画
素Ｂ３用、緑画素Ｇ３用、赤画素Ｒ３用の階調データＤＡＴＡ２が期間Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３
，Ｔ４，Ｔ５，Ｔ６でそれぞれ供給される。
【００４８】
例えば信号線ブロックの奇数段目では、ラッチ回路２４Ｂが赤画素Ｒ１用の階調データＤ
ＡＴＡ１を期間Ｔ１でラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ２でＤＡＣ２４Ｃ
に供給する。期間Ｔ２では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ１が高レベルに維持
される。これにより、ＤＡＣ２４Ｃは電圧発生器２０ＲＧからの階調基準電圧群（基準電
圧ＶＲ１～ＶＲｍ）を参照して赤画素Ｒ１用の階調データＤＡＴＡ１を階調電圧に変換し
、出力回路２５に供給する。この階調電圧はアナログ映像信号として信号線ブロックにお
いて赤画素Ｒ１用の対応信号線１２に供給される。さらにこの期間Ｔ２では、ラッチ回路
２４Ｂが緑画素Ｇ１用の階調データＤＡＴＡ１をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答し
て期間Ｔ３にＤＡＣ２４Ｃに供給する。期間Ｔ３では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２および
ＡＳＷ２が高レベルに維持される。これにより、Ｄ／Ａ変換器２４Ｃが電圧発生器２０Ｒ
Ｇからの階調基準電圧群（基準電圧ＶＧ１～ＶＧｍ）を参照して緑画素Ｇ１用の階調デー
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タＤＡＴＡ１を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。この階調電圧はアナログ映
像信号として信号線ブロックにおいて緑素Ｇ１用の対応信号線１２に供給される。さらに
期間Ｔ３では、ラッチ回路２４Ｂが青画素Ｂ１用の階調データＤＡＴＡ１をラッチし、ロ
ード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ４でＤＡＣ２４Ｃに供給する。期間Ｔ４では、切換制
御信号ＶＣＯＮＴ３およびＡＳＷ３が高レベルに維持される。これにより、ＤＡＣ２４Ｃ
が電圧発生器２０Ｂからの階調基準電圧群（基準電圧ＶＢ１～ＶＢｍ）を参照して青画素
Ｂ１用の階調データＤＡＴＡ１を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。この階調
電圧はアナログ映像信号として信号線ブロックにおいて青画素Ｂ１用の対応信号線１２に
供給される。さらにこの期間Ｔ４では、ラッチ回路２４Ｂが赤画素Ｒ２用の階調データＤ
ＡＴＡ１をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ５にＤＡＣ２４Ｃに供給する
。この期間Ｔ５では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ４が高レベルに維持される
。これにより、ＤＡＣ２４Ｃは電圧発生器２０ＲＢからの階調基準電圧群（基準電圧ＶＲ
１～ＶＲｍ）を参照して赤画素Ｒ２用の階調データＤＡＴＡ１を階調電圧に変換し、出力
回路２５に供給する。この階調電圧はアナログ映像信号として信号線ブロックにおいて赤
画素Ｒ２用の対応信号線１２に供給される。さらにこの期間Ｔ５では、ラッチ回路２４Ｂ
が緑画素Ｇ２用の階調データＤＡＴＡ１をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間
Ｔ６にＤＡＣ２４Ｃに供給する。期間Ｔ６では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳＷ
５が高レベルに維持される。これにより、ＤＡＣ２４Ｃが電圧発生器２０ＲＧからの階調
基準電圧群（基準電圧ＶＧ１～ＶＧｍ）を参照して緑画素Ｇ２用の階調データＤＡＴＡ１
を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。この階調電圧はアナログ映像信号として
信号線ブロックにおいて緑素Ｇ２用の対応信号線１２に供給される。さらに期間Ｔ６では
、ラッチ回路２４Ｂが青画素Ｂ２用の階調データＤＡＴＡ１をラッチし、ロード信号ＬＯ
ＡＤに応答して期間Ｔ７でＤＡＣ変換器２４Ｃに供給する。期間Ｔ７では、切換制御信号
ＶＣＯＮＴ３およびＡＳＷ６が高レベルに維持される。これにより、ＤＡＣ２４Ｃが電圧
発生器２０Ｂからの階調基準電圧群（基準電圧ＶＢ１～ＶＢｍ）を参照して青画素Ｂ２用
の階調データＤＡＴＡ１を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。この階調電圧は
信号線ブロックにおいて青画素Ｂ２用の対応信号線１２に供給される。
【００４９】
他方、例えば信号線ブロックの偶数段目では、ラッチ回路２４Ｂが青画素Ｂ４用の階調デ
ータＤＡＴＡ２を期間Ｔ１でラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ２でＤＡＣ
２４Ｃに供給する。期間Ｔ２では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ１が高レベル
に維持される。これにより、ＤＡＣ２４Ｃは電圧発生器２０Ｂからの階調基準電圧群（基
準電圧ＶＢ１～ＶＢｍ）を参照して青画素Ｂ４用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧に変
換し、出力回路２５に供給する。この階調電圧はアナログ映像信号として信号線ブロック
において青画素Ｂ４用の対応信号線１２に供給される。さらにこの期間Ｔ２では、ラッチ
回路２４Ｂが緑画素Ｇ４用の階調データＤＡＴＡ２をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応
答して期間Ｔ３にＤＡＣ２４Ｃに供給する。期間Ｔ３では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２お
よびＡＳＷ２が高レベルに維持される。これにより、ＤＡＣ２４Ｃが電圧発生器２０ＲＧ
からの緑用階調基準電圧群（基準電圧ＶＧ１～ＶＧｍ）を参照して緑画素Ｇ４用の階調デ
ータＤＡＴＡ２を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。この階調電圧はアナログ
映像信号として信号線ブロックにおいて緑画素Ｇ４用の対応信号線１２に供給される。さ
らに期間Ｔ３では、ラッチ回路２４Ｂが赤画素Ｒ４用の階調データＤＡＴＡ２をラッチし
、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ４でＤＡＣ２４Ｃに供給する。期間Ｔ４では、切
換制御信号ＶＣＯＮＴ３およびＡＳＷ３が高レベルに維持される。これにより、ＤＡＣ２
４Ｃが電圧発生器２０ＲＧからの赤用階調基準電圧群（基準電圧ＶＲ１～ＶＲｍ）を参照
して赤画素Ｒ４用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する
。この階調電圧はアナログ映像信号として信号線ブロックにおいて赤画素Ｒ４用の対応信
号線１２に供給される。さらにこの期間Ｔ４では、ラッチ回路２４Ｂが青画素Ｂ３用の階
調データＤＡＴＡ２をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ５でＤＡＣ２４Ｃ
に供給する。期間Ｔ５では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ４が高レベルに維持
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される。これにより、ＤＡＣ２４Ｃは電圧発生器２０Ｂからの階調基準電圧群（基準電圧
ＶＢ１～ＶＢｍ）を参照して青画素Ｂ３用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧に変換し、
出力回路２５に供給する。この階調電圧はアナログ映像信号として信号線ブロックにおい
て青画素Ｂ３用の対応信号線１２に供給される。さらにこの期間Ｔ５では、ラッチ回路２
４Ｂが緑画素Ｇ３用の階調データＤＡＴＡ２をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して
期間Ｔ６にＤＡＣ２４Ｃに供給する。期間Ｔ６では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡ
ＳＷ５が高レベルに維持される。これにより、ＤＡＣ２４Ｃが電圧発生器２０ＲＧからの
階調基準電圧群（基準電圧ＶＧ１～ＶＧｍ）を参照して緑画素Ｇ３用の階調データＤＡＴ
Ａ２を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。この階調電圧はアナログ映像信号と
して信号線ブロックにおいて緑画素Ｇ３用の対応信号線１２に供給される。さらに期間Ｔ
６では、ラッチ回路２４Ｂが赤画素Ｒ３用の階調データＤＡＴＡ２をラッチし、ロード信
号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ７でＤＡＣ２４Ｃに供給する。期間Ｔ７では、切換制御信号
ＶＣＯＮＴ３およびＡＳＷ６が高レベルに維持される。これにより、ＤＡＣ２４Ｃが電圧
発生器２０ＲＧからの階調基準電圧群（基準電圧ＶＲ１～ＶＲｍ）を参照して赤画素Ｒ３
用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。この階調電圧
はアナログ映像信号として信号線ブロックにおいて赤画素Ｒ３用の対応信号線１２に供給
される。
【００５０】
このように１水平走査期間で複数の信号線１２が駆動されると、後続の１水平走査期間毎
に階調データ、階調基準電圧群の選択順序、信号線選択順序がそれぞれ逆にされ上述の動
作が繰り返され、１画面の表示が行われる。さらに次のフレーム期間（垂直走査期間）に
ついても１水平走査期間毎に階調データ、階調基準電圧群の選択順序、信号線選択順序が
各水平走査期間毎にそれぞれ逆に設定される。尚、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳ
Ｗ１、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳＷ２、切換制御信号ＶＣＯＮＴ３およびＡＳ
Ｗ３、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ４、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳ
Ｗ５、切換制御信号ＶＣＯＮＴ３およびＡＳＷ６の立ち上げタイミングを設定してもよい
。
【００５１】
上述の第４実施形態の有機ＥＬ表示装置では、第３実施形態と同様に１水平走査期間に複
数の信号線１２を駆動する際、信号線の駆動順序を最適化することによりフローティング
状態による電位変化の回数を減らし、またこれら信号線１２の駆動順序を一定垂直走査期
間および一定水平走査期間の少なくとも一方で変化させることにより階調電圧が変動する
画素を時間的あるいは空間的に分散させることができる。さらに、基準電圧発生部２０に
おいて、電圧発生器２０ＲＧの基準電圧端子ＶＲＧＨ、ＶＲＧＬに供給される基準電圧を
可変とし、赤画素および緑画素用階調基準電圧群をそれぞれ出力することができるため、
信号線ドライバ１５の規模を縮小できる。
【００５２】
以下、本発明の第５実施形態に係る有機ＥＬ表示装置について図１５を参照して説明する
。この有機ＥＬ表示装置は上述のような隣接信号線１２の電位変動の影響を均一化すると
共に、発光色間で電圧発生器の共有化をさらに進めるように構成されることを除いて図１
１に示す第３実施形態の有機ＥＬ表示装置とほぼ同様である。第３実施形態においては、
ガンマ特性のほぼ同じ発光材料がＲとＢの場合について説明したが、本実施形態ではＲと
Ｇがほぼ同じである場合について説明する。このため、図１５において同様部分を同一参
照符号で表し、その説明を簡略化または省略する。ちなみに、複数の画素ＰＸは行方向に
おいて赤、青、緑という順序に配列される。
【００５３】
具体的には、ガンマ特性がほぼ同じ発光材料を用いる色間で、ここでは赤用および緑用の
階調基準電圧群を共通化し、青用の階調電圧群を独立とするもので、かつ１カラー画素の
配列順は赤、青、緑の画素の順となり、青用の画素が１カラー画素の中央にくるよう配置
される。つまり、青用画素に接続する信号線は、１カラー画素の両隣となる赤用画素に接
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続する信号線および青用画素に接続する信号線間に配置される。図１５に示すように、基
準電圧発生部２０が赤および緑用の階調基準電圧群を発生する電圧発生器２０ＲＧおよび
青用の階調基準電圧群を発生する電圧発生器２０Ｂを有する。電圧発生器２０ＲＧは基準
電源端子ＶＲＧＬおよびＶＲＧＨ間に供給される赤および緑用電源電圧を抵抗分割するこ
とにより赤および緑用階調基準電圧群、すなわちｍ個の基準電圧ＶＲＧ１～ＶＲＧｍを発
生する分圧回路である。電圧発生器２０Ｂは基準電源端子ＶＢＬおよびＶＢＨ間に供給さ
れる青用電源電圧を抵抗分割することにより青用階調基準電圧群、すなわちｍ個の基準電
圧ＶＢ１～ＶＢｍを発生する分圧回路である。ここで、赤および緑用並びに青用の階調基
準電圧群の基準電圧はそれぞれ有機ＥＬ素子１６間のホワイトバランスおよび階調の乱れ
を解消するガンマ補正を行うように選定される。
【００５４】
さらに、基準電圧群切換回路２３Ａが複数の信号線ブロックにそれぞれ割り当てられる２
組のスイッチ群ＳＳ１，ＳＳ２有する。これらスイッチ群ＳＳ１，ＳＳ２は、切換制御信
号ＶＣＯＮＴ１が高レベルであるときに基準電圧ＶＲＧ１～ＶＲＧｍを選択するｍ個のス
イッチ、および切換制御信号ＶＣＯＮＴ２が高レベルであるときに基準電圧ＶＢ１～ＶＢ
ｍを選択するｍ個のスイッチをそれぞれ含み、赤および緑用の階調基準電圧群の各々と青
用の階調基準電圧群の各々を信号線ブロックに割り当てられた対応ＤＡＣ２４Ｃに供給す
る。
【００５５】
信号線切換回路２３Ｂは複数の信号線ブロックにそれぞれ割り当てられるスイッチ群ＤＤ
１，ＤＤ２，…を有する。スイッチ群ＤＤ１，ＤＤ３，ＤＤ５，…は奇数番目の信号線ブ
ロックにそれぞれ割り当てられ、各々切換制御信号ＡＳＷ１が高レベルであるときに出力
回路２５に対して赤画素用の対応信号線１２を選択するスイッチ、切換制御信号ＡＳＷ２
が高レベルであるときに出力回路２５に対して青画素用の対応信号線１２を選択するのス
イッチ、および切換制御信号ＡＳＷ３が高レベルであるときに出力回路２５に対して緑画
素用の対応信号線１２を選択するスイッチを含む。スイッチ群ＤＤ２，ＤＤ４，ＤＤ６，
…は偶数番目の信号線ブロックにそれぞれ割り当てられ、各々切換制御信号ＡＳＷ１が高
レベルであるときに出力回路２５に対して緑画素用の対応信号線１２を選択するスイッチ
、切換制御信号ＡＳＷ２が高レベルであるときに出力回路２５に対して青画素用の対応信
号線１２を選択するのスイッチ、および切換制御信号ＡＳＷ３が高レベルであるときに出
力回路２５に対して赤画素用の対応信号線１２を選択するスイッチを含む。各スイッチ群
ＤＤ１，ＤＤ２，…は出力回路２５から得られた赤用のアナログ映像信号を赤画素用の対
応信号線１２に供給し、出力回路２５から得られた青用のアナログ映像信号を青画素用の
対応信号線１２に供給し、さらに出力回路２５から得られた緑用のアナログ映像信号をそ
れぞれ緑画素用の対応信号線１２に供給する。すなわち、スイッチ群ＤＤ１，ＤＤ３，Ｄ
Ｄ５，…とスイッチ群ＤＤ２，ＤＤ４，ＤＤ６，…とは互いに逆相となるように赤、青お
よび緑画素用の信号線１２をそれぞれ切り換える。
【００５６】
図１６はこの有機ＥＬ表示装置の動作を示す。この有機ＥＬ表示装置では、赤画素、青画
素、および緑画素用の階調データＤＡＴＡ１，ＤＡＴＡ２，…が各水平走査期間毎にデジ
タル映像信号として信号線ブロックに対して供給される。具体的には、奇数番目の信号線
ブロックには赤画素用の階調データＤＡＴＡ１、青画素用の階調データＤＡＴＡ１、およ
び緑画素用の階調データＤＡＴＡ１がそれぞれ期間Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３で供給される。また
、これと並行して、偶数番目の信号線ブロックには、緑画素用の階調データＤＡＴＡ２、
青画素用の階調データＤＡＴＡ２、および赤画素用の階調データＤＡＴＡ２がそれぞれ期
間Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３で供給される。
【００５７】
各変換回路２４の奇数段目では、ラッチ回路２４Ｂが赤画素用の階調データＤＡＴＡ１を
期間Ｔ１でラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ２で奇数段目のＤＡＣに供給
する。期間Ｔ２では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ１が高レベルに維持される
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。これにより、ＤＡＣは電圧発生器２０ＲＧからの階調基準電圧群ＶＲＧ１～ＶＲＧｍを
参照して赤用の階調データＤＡＴＡ１を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。こ
の階調電圧は出力回路２５にて増幅され、アナログ映像信号として信号線ブロックの赤画
素用の対応信号線１２に供給される。さらにこの期間Ｔ２では、ラッチ回路２４Ｂが青画
素用の階調データＤＡＴＡ１をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ３にＤＡ
Ｃに供給する。期間Ｔ３では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳＷ２が高レベルに維
持される。これにより、ＤＡＣが電圧発生器２０Ｂからの階調基準電圧群ＶＢ１～ＶＢｍ
を参照して青用の階調データＤＡＴＡ１を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。
この階調電圧は出力回路２５にて増幅されアナログ映像信号として信号線ブロックの青素
用の対応信号線１２に供給される。さらに期間Ｔ３では、ラッチ回路２４Ｂが緑画素用の
階調データＤＡＴＡ１をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ４でＤＡＣに供
給する。期間Ｔ４では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ３が高レベルに維持され
る。これにより、ＤＡＣが電圧発生器２０ＲＧからの階調基準電圧群ＶＲＧ１～ＶＲＧｍ
を参照して緑画素用の階調データＤＡＴＡ１を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給す
る。この階調電圧は出力回路２５にて増幅されアナログ映像信号として信号線ブロックの
緑画素用の対応信号線１２に供給される。
【００５８】
他方、各変換回路２４の偶数段目では、ラッチ回路２４Ｂが緑画素用の階調データＤＡＴ
Ａ２を期間Ｔ１でラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ２でＤＡＣに供給する
。期間Ｔ２では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ１が高レベルに維持される。こ
れにより、ＤＡＣは電圧発生器２０ＲＧからの階調基準電圧群ＶＲＧ１～ＶＲＧｍを参照
して緑画素用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。こ
の階調電圧は出力回路２５にて増幅され、アナログ映像信号として信号線ブロックの緑画
素用の対応信号線１２に供給される。さらにこの期間Ｔ２では、ラッチ回路２４Ｂが青画
素用の階調データＤＡＴＡ２をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ３にＤＡ
Ｃに供給する。期間Ｔ３では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳＷ２が高レベルに維
持される。これにより、ＤＡＣが電圧発生器２０Ｂからの階調基準電圧群ＶＢ１～ＶＢｍ
を参照して青用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する。
この階調電圧は出力回路にて増幅され、アナログ映像信号として信号線ブロックの青素用
の対応信号線１２に供給される。さらに期間Ｔ３では、ラッチ回路２４Ｂが赤画素用の階
調データＤＡＴＡ２をラッチし、ロード信号ＬＯＡＤに応答して期間Ｔ４でＤＡＣに供給
する。期間Ｔ４では、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１およびＡＳＷ３が高レベルに維持される
。これにより、ＤＡＣが電圧発生器２０ＲＧからの階調基準電圧群ＶＲＧ１～ＶＲＧｍを
参照して赤画素用の階調データＤＡＴＡ２を階調電圧に変換し、出力回路２５に供給する
。この階調電圧は出力回路２５にて増幅され、アナログ映像信号として信号線ブロックの
赤画素用の対応信号線１２に供給される。
【００５９】
このように１水平走査期間で複数の信号線１２が駆動されると、後続の水平走査期間では
階調データ、階調基準電圧群の選択順序、信号線選択順序がそれぞれ逆にされ上述の動作
が繰り返され、１画面の表示が行われる。さらに次のフレーム期間（垂直走査期間）につ
いても水平走査期間では階調データ、階調基準電圧群の選択順序、信号線選択順序が各水
平走査期間毎にそれぞれ逆に設定される。これにより、複数の信号線１２が図８の(ｃ)－
1に示すように電位変動を低減可能な順序で駆動される。尚、切換制御信号ＶＣＯＮＴ１
およびＡＳＷ１、切換制御信号ＶＣＯＮＴ２およびＡＳＷ２、切換制御信号ＶＣＯＮＴ３
およびＡＳＷ３の立ち上げタイミングは信号線１２が図８の(ｂ)－1～(ｃ)－2に示す順序
のいずれかで駆動されるように設定されてもよい。さらに、フレーム毎に駆動順序を変え
、図８（ｄ），（ｅ）に示すような駆動に設定してもよい。また、信号線切換回路２３Ｂ
の接続関係を変更し、図８の（ａ）に示すような駆動を行ってもよい。
【００６０】
上述の第５実施形態の有機ＥＬ表示装置では、１水平走査期間に複数の信号線１２を駆動
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する際、信号線の駆動順序を最適化することによりフローティング状態による電位変化の
回数を減らし、またこれら信号線１２の駆動順序を所定の垂直走査期間および水平走査期
間の少なくとも一方で変化させることにより階調電圧が変動する画素を時間的あるいは空
間的に分散させることができる。さらに、基準電圧発生部２０において、電圧発生器２０
ＲＧにより発生される階調基準電圧群が赤および緑用の階調データのＤ／Ａ変換に共通に
用いられるため、信号線ドライバ１５の規模をさらに縮小できる。
【００６１】
尚、本実施形態では、図１７に示すように基準電圧発生部２０、基準電圧群切換回路２３
Ａ、変換出力部２１、信号線切換回路２３Ｂが表示部ＤＳと共に表示パネル１０上に配置
される。しかし、基準電圧発生部２０は図１８に示すように表示パネル１０から独立した
駆動回路基板３０上に配置されてもよい。また、基準電圧群切換回路２３Ａは図１９に示
すように基準電圧発生部２０と一緒に駆動回路基板３０上に配置してもよい。さらに、変
換出力部２１は図２０に示すように基準電圧発生部２０および基準電圧群切換回路２３Ａ
と一緒に駆動回路基板３０上に配置してもよい。
【００６２】
ところで、本実施形態では、信号線選択回路２３Ｂは各小領域で赤画素、青画素、緑画素
に対応する信号線がそれぞれ同時に選択されるように設定される。一般に各表示画素ＰＸ
の駆動素子１７のゲートは画素スイッチ１３がオフすることにより電気的にフローティン
グ状態となるため、このゲート配線と容量結合した隣接信号線１２の電位変動の影響を受
けやすい。赤画素用、青画素用、および緑画素用信号線１２が水平走査期間毎に図８の（
ａ）に示すような順序で駆動されると、画面両端部の信号線１２を除いて赤画素用信号線
１２は２回、青画素用信号線１２は１回、緑画素用信号線は０回、水平走査期間毎に電位
変動することになり、本来の階調電圧を維持できなくなる。すなわち、これら信号線１２
が上述の順序で駆動されると、隣接する信号線への映像信号の書込みにより、複数の信号
線１２の電位が不均一に変動し易い。この電位変動を全体的に低減するためには、例えば
図８の(ｂ)－1～（ｅ）に示すいずれかの順序でこれら信号線１２を駆動することが好ま
しい。上述の実施形態では、複数の信号線１２が図８の（ｅ）に示すように最も電位変動
の影響を低減可能な順序で駆動される。例えば図８の(ｂ)－1または(ｂ)－2に示すように
１垂直走査期間毎または１水平走査期間毎に駆動順序を逆にしない場合でも、電位変動の
影響を２回受けるような画素を無くすことができる。
【００６３】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、全体的な回路規模を増大させることなく表示品質を向上さ
せることが可能な表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の構成を概略的に示す回路図であ
る。
【図２】図１に示す信号線ドライバの構成を示す回路図である。
【図３】図２に示す信号線ドライバの動作を示すタイムチャートである。
【図４】図２に示す基準電圧発生部、基準電圧群切換回路、変換出力部、信号線切換回路
、および表示部を組み込んだ表示パネルを示す図である。
【図５】図２に示す基準電圧発生部が組み込まれた駆動回路基板を基準電圧群切換回路、
変換出力部、信号線切換回路、および表示部が組み込まれた表示パネルと共に示す図であ
る。
【図６】図２に示す基準電圧発生部および基準電圧群切換回路が組み込まれた駆動回路基
板を変換出力部および信号線切換回路が組み込まれた表示パネルと共に示す図である。
【図７】図２に示す基準電圧発生部、基準電圧群切換回路、および変換出力部が組み込ま
れた駆動回路基板を信号線切換回路が組み込まれた表示パネルと共に示す図である。
【図８】赤画素、緑画素、および青画素用信号線の電位が変動する回数をこれら信号線の
駆動順序との関係を説明するための図である。
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【図９】本発明の第２実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の信号線ドライバの構成を示す回
路図である。
【図１０】図９に示す信号線ドライバの動作を示すタイムチャートである。
【図１１】本発明の第３実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の信号線ドライバの構成を示す
回路図である。
【図１２】図１１に示す信号線ドライバの動作を示すタイムチャートである。
【図１３】本発明の第４実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の信号線ドライバの構成を示す
回路図である。
【図１４】図１３に示す信号線ドライバの動作を示すタイムチャートである。
【図１５】本発明の第５実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の信号線ドライバの構成を示す
回路図である。
【図１６】図１５に示す信号線ドライバの動作を示すタイムチャートである。
【図１７】図１５に示す第５実施形態において基準電圧発生部、基準電圧群切換回路、変
換出力部、信号線切換回路、および表示部を組み込んだ表示パネルを示す図である。
【図１８】図１７に示す基準電圧発生部が組み込まれた駆動回路基板を基準電圧群切換回
路、変換出力部、信号線切換回路、および表示部が組み込まれた表示パネルと共に示す図
である。
【図１９】図１７に示す基準電圧発生部および基準電圧群切換回路が組み込まれた駆動回
路基板を変換出力部および信号線切換回路が組み込まれた表示パネルと共に示す図である
。
【図２０】図１７に示す基準電圧発生部、基準電圧群切換回路、および変換出力部が組み
込まれた駆動回路基板を信号線切換回路が組み込まれた表示パネルと共に示す図である。
【符号の説明】
ＰＸ…表示画素
ＤＳ…表示部
１０…表示パネル
１４…走査線ドライバ
１５…信号線ドライバ
１６…有機ＥＬ素子
２０…基準電圧発生部
２１…変換出力部
２３…選択部
２３Ａ…基準電圧群切換回路
２３Ｂ…信号線切換回路
２４…変換回路
２４Ａ…シフトレジスタ
２４Ｂ…ラッチ回路
２４Ｃ…Ｄ／Ａ変換器
２５…出力回路
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