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(57)【要約】
【課題】表示素子毎の状態を検出し補正することで、焼
付き等の部分的な劣化を改善する。
【解決手段】表示素子８の劣化の状態（抵抗変化）を、
電流源６に接続されるスイッチ２７と検出スイッチ４を
介して、検出部５で検出する。検出部５での検出結果に
基づいて、表示制御部３は、表示素子８に供給する表示
データを補正する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示素子と前記表示素子の発光量を表示データに応じて制御する画素制御部と前
記画素制御部に接続された表示用電源とからなる表示部と、前記表示部の表示素子に表示
データを入力すると共に前記表示素子の状態を出力する信号線とを有する画像表示装置に
おいて、
　前記信号線への表示データの入力と表示素子の状態の出力とを切り替える検出スイッチ
と、前記検出スイッチに接続された検出用電源と、前記検出スイッチからの表示素子の状
態を検出する検出部とを備え、
　前記表示素子の状態を信号線と検出スイッチとを介して検出部に入力することを特徴と
する表示装置
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置において、前記検出用電源が電流源であり、前記表示用電源
が電圧源であることを特徴とする表示装置
【請求項３】
　請求項１に記載の表示装置において、前記検出部は、前記表示素子とは別に設けた基準
素子の状態を保持して、表示素子の状態と比較することを特徴とする表示装置
【請求項４】
　請求項１に記載の表示装置において、前記検出部は、前記表示素子とは別に設けた複数
の基準素子を保持して、複数の表示素子の状態と比較することを特徴とする表示装置
【請求項５】
　請求項１に記載の表示装置において、前記検出部は、隣接する表示素子同士の状態を比
較することを特徴とする表示装置
【請求項６】
　請求項１に記載の表示装置において、前記検出部は、前記複数の表示素子の中から基準
素子として選択した表示素子の状態と、他の表示素子の状態とを比較することを特徴とす
る表示装置
【請求項７】
　請求項１に記載の表示装置において、前記検出部は、前記表示素子とは別に設けた基準
素子の状態と、表示素子の状態とを比較することを特徴とする表示装置
【請求項８】
　請求項５から７に記載の表示装置において、前記検出部に、検出用電源として２つの電
流源が接続されていることを特徴とする表示装置
【請求項９】
　請求項５から７に記載の表示装置において、前記検出部に、検出用電源に直列に接続さ
れた２つの並列抵抗が接続されていることを特徴とする表示装置
【請求項１０】
　請求項１に記載の表示装置において、前記検出部に、検出用電源として電圧源で動作す
る抵抗が接続されていることを特徴とする表示装置
【請求項１１】
　請求項１に記載の表示装置において、前記検出部は、抵抗ラダーに接続された複数の比
較器からなることを特徴とする表示装置
【請求項１２】
　請求項１に記載の表示装置において、前記検出部の結果を基に表示データを補正する表
示制御部を備えていることを特徴とする表示装置
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示素子に印加する電流量或いは発光時間に応じて輝度を制御可能な表示装
置に関し、特に、表示素子として有機ＥＬ（Electro Luminescence）や有機発光ダイオー
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ド（Organic Light Emitting Diode）に代表される自発光素子を有する表示装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　様々な情報処理装置の普及により、役割に応じた表示装置が種々存在する。その中で、
自発光型の表示装置が注目されており、特に、有機ＥＬディスプレイは注目を浴びてきて
いる。有機ＥＬや有機発光ダイオード等の発光素子は自発光型であるため、液晶ディスプ
レイで必要としているバックライトが不要で低消費電力に向いている。また、液晶ディス
プレイに比べて画素の視認性が高く、応答速度が速い等の利点がある。さらに、発光素子
はダイオードに似た特性をもつており、素子に流す電流量によって輝度を制御することが
できる。このような自発光型表示装置における駆動方法については、下記特許文献１に挙
げられている。
【特許文献１】特開２００６－４８０１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　発光素子の特性として、使用期間や周囲環境により素子の内部抵抗値が変化する。特に
、使用期間が増大すると、経時的に内部抵抗が高くなり、素子に流れる電流が減少する性
質がある。そのため、例えば、メニュー表示など画面内の同一箇所の画素を点灯させてい
ると、その部分について、焼付きの現象が生じる。従来の補正では、基準素子の特性に応
じて電流を変化させ、表示領域を一律に補正するため、表示素子個々のバラつきには対応
できない。
【０００４】
　本発明の目的は、表示全体を一律に補正するのではなく、素子毎の状態を検出して補正
することで、焼付き等の部分的な劣化を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、表示用電源とは独立した検出用電源と、この検出用電源と表示素子の各々と
を独立して接続するスイッチと、表示素子の各々から検出された電圧を比較する検出部と
、この検出部からの検出結果に基づいて表示素子の各々に入力する表示データを補正する
ことを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明は、検出時にのみ使用する有効表示領域外に配置した基準素子と、有効表
示領域内の表示素子の各々とを順次比較する。発光時には、表示素子を定電圧駆動し、検
出時には、基準素子と表示素子とを定電流駆動する。このように、検出時に、１つの電流
源を基準及び比較に使用することで、電流源のバラつきによる影響をなくし、検出精度が
向上する。
【０００７】
　また、表示素子に流す電流を一定にすると、表示素子の両端電圧は素子劣化と共に上昇
するため、各表示素子の状態を順次検出して、表示素子毎に電圧を比較し差分を補正する
ことで、表示全体の均一性をとることができる。この場合は、基準素子を必要としない。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、焼付き等の部分的な劣化を改善できる。また、本発明の実施例１によ
れば、自発光表示における焼付き現象を解消することができる。実施例２によれば、実施
例１に対して更に検出時間を短縮できる。実施例３及び実施例４によれば、基準素子を必
要としないので構成を簡略化できる。実施例３から実施例７によれば、検出用電源を複数
もつため、実施例１で用いる保持部を必要としないので構成を簡略化できる。
【０００９】
　以上、本発明は、表示装置単体や組み込みパネル、情報処理端末の表示装置として利用
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可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を用いて、本発明の実施例を説明する。
【実施例１】
【００１１】
　図１は、表示パネル部における全体構成図である。表示パネル部はドライバ１と表示部
２で構成される。ドライバ１には、表示制御部３、検出スイッチ４、検出部５、検出用電
源６がある。表示部２には、表示用電源７、表示素子８、画素制御部９がある。
【００１２】
　図１において、外部からの表示データは、ドライバ１の表示制御部３に入力する。表示
制御部３は、入力表示データのタイミング制御や信号制御を行う。ドライバ１内での信号
の流れは大きく３種類あり、表示経路、検出経路、補正経路がある。
【００１３】
　表示経路は、入力表示データが、ドライバ１内の表示制御部３、検出スイッチ４を通り
表示部２に入り、表示部２内の画素制御部９を通して表示用電源７で表示素子８を駆動す
る流れである。検出経路は、表示部２内の表示素子８からスイッチ２７を通り、ドライバ
１内の検出スイッチ４を通り検出部５に行く流れである。補正経路は、ドライバ１内の検
出部５から表示制御部３に行き入力表示データを補正する流れである。
【００１４】
　検出スイッチ４は、表示時と検出時でのデータ方向を切り替えるものである。表示時に
は、表示用電源７を利用し表示部２の電源にする。検出時には、検出用電源６を利用し表
示部２の電源にする。
【００１５】
　本実施例では、電源の個数は２個であるが、構成によっては増減し、電源の種類に対し
ても電流源や電圧源等が構成によって変化する。画素制御部９は、表示時には表示データ
により表示用電源７の制御を行い、検出時には検出用電源６を用いて表示素子８の状態を
検出部５へ伝達する。
【００１６】
　図２は、図１に示す全体構成図の一例を示す図である。なお、本発明は表示装置に関す
るものであるが、ここでは、表示装置の一例として有機表示装置を例にして説明する。表
示装置内には、画素として、基準素子１０と表示素子１１がある。
【００１７】
　基準素子１０は、検出時にのみ使用する素子で、使用頻度を少なくし、素子劣化を抑え
た状態で検出比較の基準とする。表示素子１１は、駆動時には常時使用する素子である。
検出は、この２つの素子を比較し、その差から素子の状態を求めるもので、その結果から
表示制御部１７で補正量を演算し、表示素子１１にフィードバックする。
【００１８】
　なお、図２において、基準素子１０を設けているが、検出構成によっては、表示素子１
１を基準素子に割り当てることもできる。表示素子１１の駆動電源は、検出時と表示時と
で独立した形態をもつ。検出時には、検出用電流源１２を用い、表示時には、表示用電圧
源１３を用いる。検出用電流源１２と基準素子１０とはスイッチ１４で接続されている。
スイッチ１５は表示時にオンになるものである。検出用電流源１２と表示素子１１とはス
イッチ１６で接続されている。ここで、スイッチ１５とスイッチ１６は同時にオンになる
ことはない。
【００１９】
　表示制御部１７は、各スイッチや電源の制御及び検出と補正を行う。シフトレジスタ１
８は、スイッチ１６を制御するものである。このシフトレジスタ１８は、表示制御部１７
の中に組み込まれても、独立した制御部として配置されても構わないが、制御は表示制御
部１７が行う。
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【００２０】
　信号線１９は、表示時と検出時の両方で用いる共用線である。信号線１９に接続されて
いるスイッチ１５は、表示制御部１７が制御する制御信号２１で制御され、スイッチ１５
は、表示制御部１７が制御する制御信号２２で制御される。
【００２１】
　スイッチ１４とスイッチ２４がオンの時、保持部２３は、基準素子１０の電圧を保持し
、この値を基準電圧として、基準線６０に出力する。検出部２５は、基準線６０から入力
されるデータと検出線２０から入力されるデータとを比較し、その比較結果を表示制御部
１７に出力する。この比較には、データが電圧として検出されるので、コンパレータ等を
使用することができる。また、比較結果が微小の場合、検出部にアンプを設けて検出電圧
を増幅し、検出精度を上げることもできる。
【００２２】
　なお、表示用電圧源１３と表示素子１１とは画素制御部２６で接続されている。また、
検出用電流源１２と表示用電圧源１３のように電源を別々に設けているが、検出構成によ
っては、電流源又は電圧源のどちらかの電源にまとめてもよい。信号線１９と表示素子１
１とは、スイッチ２７で接続される。スイッチ２７は、表示制御部１７が制御するモード
選択信号２８で制御する。
【００２３】
　図３は、図２の構成で信号線１９の周辺について、更に詳細に表した構成例であり、表
示時の状態を示している。画素２９は、表示素子１１、画素制御部２６、モード切替スイ
ッチ２７から構成される。モード切替スイッチ２７はモード選択信号２８で制御する。ス
イッチ１５は、表示制御部１７が制御する制御信号２１で制御する。スイッチ１６は、表
示制御部１７が制御する制御信号２２で制御する。
【００２４】
　また、本実施例では、Ｒ、Ｇ、Ｂを時分割で制御する構成になっている。信号線１９と
ＲＧＢ各画素とは、Ｒ選択スイッチ３０、Ｇ選択スイッチ３１、Ｂ選択スイッチ３２で接
続する。Ｒ選択スイッチ３０はＲ選択信号３３で制御する。Ｇ選択スイッチ３１はＧ選択
信号３４で制御する。Ｂ選択スイッチ３２はＢ選択信号３５で制御する。Ｒの各画素とＲ
選択スイッチ３０は信号線３６で接続する。Ｇの各画素とＧ選択スイッチ３１は信号線３
７で接続する。Ｂの各画素とＢ選択スイッチ３２は信号線３８で接続する。モード選択信
号２８、Ｒ選択信号３３、Ｇ選択信号３４、Ｂ選択信号３５は表示制御部１７で制御して
も、他の独立した回路で制御してもよい。
【００２５】
　次に、図３の動作を説明する。表示時には、表示制御部１７からの制御信号２１と制御
信号２２によって、スイッチ１５がオン、スイッチ１６がオフになる。この状態で信号線
１９には、表示制御部１７からのデータが供給される。
【００２６】
　そして、Ｒの表示時は、時分割制御されたＲ選択スイッチ３０がオン、Ｇ選択スイッチ
３１がオフ、Ｂ選択スイッチ３２がオフ、モード切替スイッチ２８がオフの状態で、表示
制御部１７からのデータにより、画素制御部２６が表示用電圧源１３からの電圧を制御し
て表示素子１１に電圧を印加して、表示素子１１を発光させる。
【００２７】
　同様に、Ｇの表示時は、時分割制御されたＧ選択スイッチ３１がオン、Ｒ選択スイッチ
３０がオフ、Ｂ選択スイッチ３２がオフ、モード切替スイッチ２７がオフの状態で、表示
制御部１７からのデータにより、画素制御部２６が表示用電圧源１３からの電圧を制御し
て表示素子１１に電圧を印加して、表示素子１１を発光させる。
【００２８】
　また、Ｂの表示時は、時分割制御されたＢ選択スイッチ３２がオン、Ｒ選択スイッチ３
０がオフ、Ｇ選択スイッチ３１がオフ、モード切替スイッチ２７がオフの状態で、表示制
御部１７からのデータにより、画素制御部２６が表示用電圧源１３からの電圧を制御して
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表示素子１１に電圧を印加して、表示素子１１を発光させる。このように、各スイッチを
制御して順次表示素子を発光させる。
【００２９】
　図４は、図３と同様の構成で検出時の動作を示している。検出時には、表示制御部１７
からの制御信号２１と制御信号２２によって、スイッチ１５がオフ、スイッチ１６がオン
になる。この状態で信号線１９は検出線２０と接続される。検出時には、表示素子１１の
状態を読み出す必要があるので、画素制御部２６は表示用電圧源１３からの電圧を遮断す
る。検出対象の画素については、モード切替スイッチ２７をオンにすることで、表示素子
１１を信号線１９に接続する。
【００３０】
　Ｒの画素を検出するには、Ｒ選択スイッチ３０をオンにし、検出画素のモード切替スイ
ッチ２７をオンにする。検出線には、検出用電流源１２が接続されており、表示素子１１
の特性によって信号線１９には一定の電圧が生じ、表示素子１１の状態が検出線２０に表
れる。
【００３１】
　同様に、Ｇの画素を検出するには、Ｇ選択スイッチ３１をオンにし、検出画素のモード
切替スイッチ２７をオンにすることで、表示素子１１の状態が検出線２０に表れる。
【００３２】
　また、Ｂの画素を検出するには、Ｂ選択スイッチ３２をオンにし、検出画素のモード切
替スイッチ２７をオンにすることで表示素子１１の状態が検出線２０に表れる。
【００３３】
　図５は、検出線と表示素子に関する一構成例である。この構成では、電流源と基準素子
を設け、その基準素子と表示素子とを比較する。図５において、基準線６０は、基準電圧
を保持する保持部２３と接続する。検出線６１には、電流源６２が接続されている。表示
素子５０、表示素子５１、表示素子５２、その他全ての表示素子が、スイッチ６３に接続
され、基準素子５５がスイッチ６４に接続され、保持部２３が、スイッチ６５に接続され
ている。スイッチ６３、スイッチ６４、スイッチ６５は、表示制御部１７で制御する。
【００３４】
　次に、図５の動作を説明する。表示制御部１７は、スイッチ６４とスイッチ６５をオン
にし、スイッチ６３を全てオフにする。この状態で、電流源６２と基準素子５５が接続さ
れ、その時の電圧を保持部２３に保持する。以後、表示制御部１７の制御により、検出の
１サイクルが終わるまで、保持部２３はこの値を保持し、基準線６０にその値を出力し続
ける。
【００３５】
　基準素子５５の処理が終わると、表示制御部１７はシフトレジスタ１８を使用し、スイ
ッチ６３で表示素子５０を検出線６１に接続する。検出部２５は基準線６０と検出線６１
からの電圧の比較を行い、その結果を表示制御部１７に出力する。表示制御部１７は検出
部２５から結果が入力されたら、シフトレジスタ１８で表示素子５１をスイッチ６３で検
出線６１に接続する。そして、検出部２５は基準線６０と検出線６１からの電圧の比較を
行い、その結果を表示制御部１７に出力する。このように、基準素子５５を基準として表
示素子を比較する。
【００３６】
　図６は、図５に示す検出部２５の構成例を示している。図６において、基準電圧Ａと基
準電圧Ｂは、その一方を図５に示す基準線６０の値とし、もう一方をこの基準線６０の値
にオフセット値を加算又は減算して求めた値とする。基準電圧Ａ及び基準電圧Ｂと、図５
に示す検出線６１からの状態電圧とを比較する。比較に用いる基準値９４は基準電圧Ａと
基準電圧Ｂを抵抗ラダーで分割した値とする。比較器９５は、状態電圧と基準値９４を比
較し、その結果を表示制御部１７へ出力する。
【００３７】
　本実施例では、比較器９５が４個の構成になっているが、この個数及び抵抗ラダー９３
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の分割数は、比較精度に応じて増減させながら決定する。比較器９５で得られた検出結果
は表示制御部１７で処理され、入力表示データを補正して表示素子にフィードバックされ
る。
【００３８】
　図７は、検出のタイミングを示している。図７において、通常では、１水平期間には表
示期間１００と帰線期間１０１がある。検出Ａでは、表示期間１００と帰線期間１０１を
全て検出に用いて全画素を検出する。この場合、検出中は表示を一切行わない。検出Ｂで
は、表示期間１００はそのままとし、帰線期間１０１の全部又は一部を検出期間１０２に
割り当てる。この場合、表示しながらの検出になるため、検出Ａに対して、１画面全てを
検出するのに時間がかかるが、表示期間に対しては影響ない。
【００３９】
　図８は、表示制御部における処理を示すフローチャートである。処理１１０で検出処理
が開始されると、処理１１１で垂直カウンタをリセットする。処理１１２において検出期
間であるかを判定し、検出期間になると処理１１３において基準電圧を測定し、処理１１
４において処理１１３の結果である基準電圧を保持部で保持する。処理１１５で各画素を
切り替えるシフトレジスタをセットし、処理１１６で対象画素の状態を検出する。処理１
１７で検出部からの応答を待機する。検出部で検出されると処理１１８で検出状態を判定
し、検出できなかった場合、処理１１９でエラー処理をする。処理１１８で正常に検出さ
れると処理１２０で１ラインの検出が終了したか判定し、１ラインの途中であれば処理１
２１でシフトレジスタをシフトさせ、残りを検出する。処理１２０で１ラインの検出が終
了すると、処理１２２で補正処理を実施する。処理１２３で１画面の検出が終了したか判
定し、１画面の途中であれば垂直カウンタをカウントアップし、残りを検出する。処理１
２３で１画面の検出が終了すると、処理１２５で検出を終了する。
【実施例２】
【００４０】
　図９は、実施例１の図５に関しての別構成をとる実施例である。この構成は、基準素子
を複数まとめて検出する。基準素子をｎ個用意すると、検出する表示素子はｎ個となる。
また、１個を検出する場合と比較して、電流源の電流供給量をｎ倍とすることで、検出精
度がｎ倍になる。
【００４１】
　図９において、基準線６０は基準電圧を保持する保持部２３と接続する。検出線６１に
は、共通の電流源６２が接続されている。表示素子Ａ５０、表示素子Ｂ５１、表示素子Ｃ
５２、表示素子Ｄ５３、その他全ての画素がスイッチ６３で接続され、基準素子Ａ５６と
基準素子Ｂ５７がスイッチ６４で接続され、保持部２３がスイッチ６５で接続されている
。スイッチ６３、スイッチ６４、スイッチ６５は表示制御部１７で制御する。
【００４２】
　次に、図９の動作を説明する。表示制御部１７は、スイッチ６４とスイッチ６５をオン
にし、スイッチ６３を全てオフにする。この状態で、電流源６２と基準素子Ａ５６と基準
素子Ｂ５７が接続され、その時の電圧を保持部２３に保持する。以後、表示制御部１７の
制御により、検出の１サイクルが終わるまで、保持部２３はこの値を保持し、基準線６０
にその値を出力し続ける。
【００４３】
　本実施例では、基準素子が２個であるので、基準素子の特性が同等であれば電流源６２
の電流は半分ずつ基準素子に流れる。また、特性が異なった場合は、平均特性になる。基
準素子の処理が終わると、表示制御部１７はシフトレジスタ１８を使用し、スイッチ６３
で表示素子Ａ５０及び表示素子Ｂ５１を検出線６１に接続する。検出量は各画素の平均量
になる。検出部２５は、基準線６０と検出線６１からの電圧の比較を行い、その比較結果
を表示制御部１７に出力する。表示制御部１７は、検出部２５から結果が入力されたら、
シフトレジスタ１８で表示素子Ｃ５２及び表示素子Ｄ５３をスイッチ６３で検出線６１に
接続する。次に、検出部２５は、基準線６０と検出線６１からの電圧の比較を行い、その
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比較結果を表示制御部１７に出力する。このようにして、複数画素をまとめた場合の比較
検出をする。
【実施例３】
【００４４】
　図１０は、実施例１の図５に関しての別構成をとる実施例である。この構成では表示素
子以外に基準素子を設けず、電流源を２つ設け、隣同士の表示素子を比較し、表示素子間
での均衡を保つ構成である。基準線４０及び検出線４１にはスイッチ４２とスイッチ４３
とで全ての表示素子が接続できる。また、電流源を基準線４０と検出線４１にそれぞれ電
流源４４と電流源４５として独立して設ける。スイッチ４２とスイッチ４３は制御部１７
で制御する。
【００４５】
　次に、図１０の動作を説明する。表示素子の状態を検出する場合は、表示素子Ａ５０と
表示素子Ｂ５１、表示素子Ｂ５１と表示素子Ｃ５２の順で比較する。表示素子Ａ５０をス
イッチ４２で基準線４０に接続し、表示素子Ｂ５１をスイッチ４３で検出線４１に接続す
る。検出部２５は、基準線４０と検出線４１からの電圧の比較を行い、その結果を表示制
御部１７に出力する。表示制御部１７は、検出部２５から結果が入力されたら、表示素子
Ｂ５１をスイッチ４２で基準線４０に接続し、表示素子Ｃ５２をスイッチ４３で検出線４
１に接続する。次に、検出部２５は、基準線４０と検出線４１からの電圧の比較を行い、
その結果を表示制御部１７に出力する。このように隣接する表示素子同士を比較する。比
較の結果、差のある表示素子への入力表示データについて補正を行う。
【実施例４】
【００４６】
　図１１は、実施例１の図５に関しての別構成をとる実施例である。この構成では表示素
子以外に基準素子を設けず、電流源を２つ設け、表示素子の１つを基準素子として設定し
、他の表示素子を比較する。
【００４７】
　図１１において、基準線４０には表示素子の１つを代表として接続する。基準線４０に
は表示素子Ａ５０と電流源４４を接続している。本実施例では、基準線４０に１つの表示
素子しか接続していないが、複数の表示素子をスイッチで選択して基準線４０に接続でき
るようにした方がよい。表示素子Ｂ５１、表示素子Ｃ５２、表示素子Ｄ５３はスイッチ４
３で検出線４１に接続する。検出線４１には電流源４５が接続されている。
【００４８】
　次に、図１１の動作を説明する。表示素子の状態を検出する場合は、表示素子Ａ５０と
表示素子Ｂ５１、表示素子Ａ５０と表示素子Ｃ５２、表示素子Ａ５０と表示素子Ｄ５３の
順で比較する。表示素子Ａ５０を基準線４０に固定接続し、表示素子Ｂ５１をスイッチ４
３で検出線４１に接続する。検出部２５は、基準線４０と検出線４１からの電圧の比較を
行い、その結果を表示制御部１７に出力する。表示制御部１７は、検出部２５から結果が
入力されたら、表示素子Ｃ５２をスイッチ４３で検出線４１に接続する。次に、検出部２
５は、基準線４０と検出線４１からの電圧の比較を行い、その結果を表示制御部１７に出
力する。このように表示素子Ａ５０を基準として他の表示素子を比較する。
【実施例５】
【００４９】
　図１２は、実施例１の図５に関しての別構成をとる実施例である。この構成では電流源
を２つ設け、基準素子と表示素子を比較する。基準線４０には基準素子５５と電流源４４
が接続されている。本実施例では、基準線４０に基準素子を１つしか接続していないが、
数個の基準素子をスイッチで選択して基準線４０に接続できるようにした方がよい。表示
素子Ａ５０、表示素子Ｂ５１、表示素子Ｃ５２は、スイッチ４３で検出線４１に接続する
。検出線４１には電流源４５が接続されている。
【００５０】
　次に、図１２の動作を説明する。基準素子と表示素子の状態を検出する場合は、基準素



(9) JP 2008-102404 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

子５５と表示素子Ａ５０、基準素子５５と表示素子Ｂ５１、基準素子５５と表示素子Ｃ５
２の順で比較する。基準素子５５を基準線４０に固定接続し、表示素子Ａ５０をスイッチ
４３で検出線４１に接続する。検出部２５は、基準線４０と検出線４１からの電圧の比較
を行い、その結果を表示制御部１７に出力する。表示制御部１７は、検出部２５から結果
が入力されたら、表示素子Ｂ５１をスイッチ４３で検出線４１に接続する。次に、検出部
２５は、基準線４０と検出線４１からの電圧の比較を行い、その結果を表示制御部１７に
出力する。このように基準素子５５を基準として表示素子を比較する。
【実施例６】
【００５１】
　図１３は、実施例１の図５に関しての別構成をとる実施例である。この構成では、電流
源４６を、抵抗４７を通した基準線４０と、抵抗４８を通した検出線４１で共通で使用す
る。基準線４０には、基準素子５５と抵抗４７を通して電流源４６を接続している。
【００５２】
　本実施例では、基準線４０に基準素子を１つしか接続していないが、複数の基準素子を
スイッチで選択して基準線４０に接続できるようにした方がよい。表示素子Ａ５０、表示
素子Ｂ５１、表示素子Ｃ５２は、スイッチ４３で検出線４１に接続する。検出線４１には
抵抗４８を通して電流源４６が接続されている。
【００５３】
　次に、図１３の動作を説明する。基準素子と表示素子とを検出する場合は、基準素子５
５と表示素子Ａ５０、基準素子５５と表示素子Ｂ５１、基準素子５５と表示素子Ｃ５２の
順で比較する。基準素子５５を基準線４０に固定接続し、表示素子Ａ５０をスイッチ４３
で検出線４１に接続する。
【００５４】
　電流源４６が共通していることから、基準素子５５と表示素子Ａ５０が等しくなければ
、基準線４０と検出線４１との間には微小電圧差が生じる。基準素子５５と表示素子Ａ５
０が等しい場合は、基準線４０と検出線４１の間には電圧差は生じない。検出部２５は、
基準線４０と検出線４１からの電圧の比較を行い、その結果を表示制御部１７に出力する
。表示制御部１７は、検出部２５から結果が入力されたら、表示素子Ｂ５１をスイッチ４
３で検出線４１に接続する。次に、検出部２５は、基準線４０と検出線４１からの電圧の
比較を行い、その結果を表示制御部１７に出力する。このように基準素子５５を基準とし
て表示素子を比較する。
【実施例７】
【００５５】
　図１４は、実施例１の図５に関しての別構成をとる実施例である。この構成では、電流
源の代わりに電圧源を用いて、基準素子と表示素子のアノードを電圧源に接続した。この
電圧源と定抵抗で基準素子と表示素子動作させる。基準線７０には、基準素子８５と抵抗
７２が接続される。検出線７１には、抵抗７３が接続されている。表示素子Ａ８０、表示
素子Ｂ８１、表示素子Ｃ８２、その他全ての表示素子が、スイッチ７４で接続される。ス
イッチ７４は表示制御部１７で制御する。
【００５６】
　次に、図１４の動作を説明する。基準線７０には、電圧源に直列に接続された基準素子
８５と抵抗７２との接続点に基準電圧が表れる。基準素子と表示素子とを検出する場合は
、基準素子８５と表示素子Ａ８０、基準素子８５と表示素子Ｂ８１、基準素子８５と表示
素子Ｃ８２の順で比較する。表示制御部１７により表示素子Ａ８０をスイッチ７４で検出
線７１に接続する。検出部２５は、基準線７０と検出線７１からの電圧の比較を行い、そ
の結果を表示制御部１７に出力する。表示制御部１７は、検出部２５から結果が入力され
たら、表示素子Ｂ８１をスイッチ７４で検出線７１に接続する。次に、検出部２５は、基
準線７０と検出線７１からの電圧の比較を行い、その結果を表示制御部１７に出力する。
このように、基準素子８５を基準として表示素子を比較する。
【図面の簡単な説明】
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【００５７】
【図１】全体構成図
【図２】図１の詳細構成図
【図３】表示モードを示す図
【図４】検出モードを示す図
【図５】実施例１の基準素子と表示素子の構成図
【図６】検出部の構成図
【図７】動作期間を表す図
【図８】表示制御部のフローチャート
【図９】実施例２の基準素子と表示素子の構成図
【図１０】実施例３の表示素子の構成図
【図１１】実施例４の表示素子の構成図
【図１２】実施例５の基準素子と表示素子の構成図
【図１３】実施例６の基準素子と表示素子の構成図
【図１４】実施例７の基準素子と表示素子の構成図
【符号の説明】
【００５８】
１…ドライバ、２…表示部、３…表示制御部、４…検出スイッチ、５…検出部、６…検出
用電源、７…表示用電源、８…表示素子、９…画素制御部、１０…基準素子、１１…表示
素子、１２…検出用電源、１３…表示用電源、１７…表示制御部、１８…シフトレジスタ
部、２３…保持部、２５…検出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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