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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　行方向及び列方向に配設された複数の選択線及びデータ線の各交点に、電流制御型の発
光素子と該発光素子に発光駆動電流を供給する発光駆動素子とを備えた複数の表示画素の
各々が配列された表示パネルを備えた表示装置において、
　所定のタイミングで、前記各選択線を介して、前記表示パネルの各行の前記各表示画素
に選択信号を順次印加して、各行の前記各表示画素を所定の選択期間毎に選択状態に設定
する選択駆動部と、
　所望の画像情報を表示するための表示データの輝度階調に応じた階調信号を生成し、前
記選択状態に設定された行の前記各表示画素に供給するデータ駆動部と、
　前記複数の表示画素に、該各表示画素を発光動作状態に設定する第１の電圧と非発光動
作状態に設定する第２の電圧の何れかを供給電圧として印加する電源駆動部と、
　を備え、
　前記データ駆動部は、少なくとも、
　前記各表示画素の前記発光駆動素子に固有のしきい値電圧を個別に検出するしきい値電
圧検出手段と、
　前記しきい値電圧検出手段により検出された前記しきい値電圧に対応するしきい値デー
タを、前記各表示画素に対応して記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記しきい値データに基づいて、前記各表示画素の前記発光
駆動素子の前記しきい値電圧を補償する補償電圧を生成する補償電圧生成手段と、
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　前記発光素子を所定の輝度階調で発光動作させるための所定の電圧値を有する階調電圧
を生成する階調電圧生成手段と、
　前記階調電圧と前記補償電圧とに基づく電圧成分を、前記各データ線を介して、前記階
調信号として、前記選択状態に設定された行の前記各表示画素に個別に供給する階調信号
生成手段と、
を有し、
　前記電源駆動部は、前記階調信号が供給された行の前記各表示画素に、前記選択期間を
含み該選択期間より長い期間に亘って、前記供給電圧として前記第２の電圧を印加して、
当該行の前記各表示画素を前記選択期間より長い期間に亘って前記非発光動作状態に設定
し、前記表示パネルに配列された前記複数の表示画素を、複数行ごとの複数のグループに
分け、前記各グループの前記各表示画素に対し、該各グループに含まれる前記各表示画素
の何れかが前記選択状態に設定されている期間に亘って、当該グループの前記各表示画素
に共通に前記第２の電圧を印加して、当該グループに含まれる前記各表示画素を前記非発
光動作状態に設定し、当該グループに含まれる前記各表示画素が前記選択期間に設定され
ていない期間に、当該グループの前記各表示画素に共通に前記第１の電圧を印加して、当
該グループに含まれる前記各表示画素を前記発光動作状態に設定することを特徴とする表
示装置。
【請求項２】
　前記データ駆動部は、前記表示画素の前記発光駆動素子に前記しきい値電圧よりも高電
位のしきい値検出用の電圧を個別に印加する検出用電圧印加手段を、さらに備え、
　前記しきい値電圧検出手段は、前記しきい値電圧検出用の電圧が前記発光駆動素子に印
加され、該しきい値電圧検出用の電圧に対応する電荷の一部が放電されて収束した後の電
圧を、前記発光駆動素子のしきい値電圧として個別に検出することを特徴とする請求項１
記載の表示装置。
【請求項３】
　前記表示画素の各々に設けられる前記発光駆動素子は、前記発光素子に前記発光駆動電
流を流す電流路と、前記発光駆動電流の供給状態を制御する制御端子を備え、
　前記検出用電圧印加手段は、前記発光駆動素子の前記制御端子と前記電流路の一端側と
の間に、前記しきい値検出用の電圧を印加し、
　前記しきい値電圧検出手段は、前記電流路に電流が流れなくなったときの前記発光駆動
素子の前記制御端子と前記電流路の一端側との間の電位差を、前記しきい値電圧として検
出することを特徴とする請求項２記載の表示装置。
【請求項４】
　前記しきい値電圧検出手段は、アナログ信号として検出した前記発光駆動素子のしきい
値電圧を、デジタル信号に変換して、前記しきい値データを生成する手段を備え、
　前記補償電圧生成手段は、前記記憶手段にデジタル信号として記憶された前記しきい値
データに基づいて、前記発光駆動素子の前記しきい値電圧を補償するアナログ信号からな
る前記補償電圧を生成する手段を備えていることを特徴とする請求項２又は３に記載の表
示装置。
【請求項５】
　前記階調電圧生成手段は、前記表示データの輝度階調が最低階調であるとき、前記階調
電圧として、前記発光素子を無発光動作させるための所定の電圧値を有する無発光表示電
圧を生成する手段を備えていることを特徴とする請求項２乃至４のいずれかに記載の表示
装置。
【請求項６】
　前記データ駆動部は、
　前記表示画素の各々から検出された前記しきい値電圧に対応する前記しきい値データを
、個別に取り込み、順次転送するしきい値取得手段と、
　前記表示画素の各々に対して、前記階調電圧を生成するための輝度階調データを、順次
個別に取り込み、保持するデータ取得手段と、
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を、さらに備え、
　前記記憶手段は、前記しきい値取得手段から転送された前記複数の表示画素ごとの前記
しきい値データを、前記複数の表示画素の各々に対応させて個別に記憶し、
　前記階調電圧生成手段は、前記データ取得手段に保持された前記複数の表示画素ごとの
前記輝度階調データに応じた前記階調電圧を生成し、
　前記階調信号生成手段は、前記選択状態に設定された行の前記各表示画素に対して、前
記階調電圧と前記補償電圧とに基づく電圧成分からなる前記階調信号を個別に供給するこ
とを特徴とする請求項２乃至５のいずれかに記載の表示装置。
【請求項７】
　前記データ取得手段と前記しきい値取得手段は、前記輝度階調データを順次個別に取り
込む構成と、前記しきい値データを個別に取り込み、順次転送する構成とが、共用化され
ていることを特徴とする請求項６記載の表示装置。
【請求項８】
　前記データ駆動部は、少なくとも、前記しきい値電圧検出手段により前記表示画素の前
記しきい値電圧を検出する信号経路、及び、前記階調信号生成手段により当該表示画素に
前記階調信号を供給する信号経路と、当該表示画素に対応して設けられた単一のデータ線
との接続を、選択的に切り換え制御する信号経路切換手段を備えることを特徴とする請求
項２乃至７のいずれかに記載の表示装置。
【請求項９】
　前記データ駆動部は、さらに、前記検出用電圧印加手段により前記表示画素に前記しき
い値検出用の電圧を印加する信号経路が、前記単一のデータ線に、選択的に接続されるよ
うに構成されていることを特徴とする請求項８記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記表示装置は、タイミング制御信号を供給することにより、少なくとも前記選択駆動
部、前記データ駆動部及び前記電源駆動部の各々を所定のタイミングで動作させる駆動制
御部を、さらに備え、
　前記駆動制御部は、前記選択駆動部及び前記データ駆動部により、前記表示パネルに配
列された全ての前記表示画素に、前記表示データに応じた前記階調信号を個別に供給し、
前記表示画素の各々に設けられた前記発光素子を当該表示データに応じた輝度階調で所定
のタイミングで発光動作させる動作期間中に、前記表示パネルの特定の行の前記発光駆動
素子に固有のしきい値電圧を検出するための前記タイミング制御信号を生成する手段を有
していることを特徴とする請求項２乃至９のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記駆動制御部は、前記選択駆動部及び前記データ駆動部により、前記動作期間ごとに
異なる行の前記表示画素について、前記発光駆動素子に固有のしきい値電圧を検出するた
めの前記タイミング制御信号を生成する手段を有していることを特徴とする請求項１０記
載の表示装置。
【請求項１２】
　前記駆動制御部は、前記選択駆動部及び前記データ駆動部により、前記動作期間ごとに
隣接する行の前記表示画素について、前記発光駆動素子に固有のしきい値電圧を検出する
動作を順次繰り返すための前記タイミング制御信号を生成する手段を有していることを特
徴とする請求項１０記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記表示画素の各々は、前記発光素子の発光動作を制御する発光駆動回路を備え、
　前記発光駆動回路は、少なくとも、第１の電流路と第１の制御端子を有し、前記第１の
電流路の一端に前記供給電圧が印加され、該第１の電流路の他端に前記発光素子との接続
接点が接続されたトランジスタ素子と、第２の電流路と第２の制御端子を有し、前記第２
の制御端子が前記選択線に接続され、前記第２の電流路の一端に前記供給電圧が印加され
、該第２の電流路の他端に前記トランジスタ素子の前記第１の制御端子が接続された第１
のスイッチ手段と、第３の電流路と第３の制御端子を有し、前記第３の制御端子が前記選
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択線に接続され、前記第３の電流路の一端に前記データ線が接続され、該第３の電流路の
他端に前記接続接点が接続された第２のスイッチ手段と、を備え、
　前記発光駆動素子は、前記トランジスタ素子であり、
　前記検出用電圧印加手段は、前記トランジスタ素子の前記第１の制御端子と前記接続接
点との間に、前記しきい値検出用の電圧を印加し、
　前記しきい値電圧検出手段は、前記トランジスタ素子の前記第１の制御端子と前記接続
接点との間の電位を、前記しきい値電圧として検出し、
　前記階調信号生成手段は、前記トランジスタ素子の前記第１の制御端子と前記接続接点
との間に、前記階調電圧と前記補償電圧とに基づく電圧成分を、前記階調信号として印加
することを特徴とする請求項２乃至１２のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記発光素子は、有機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする請求項１
乃至１３のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１５】
　行方向及び列方向に配設された複数の選択線及びデータ線の各交点に、電流制御型の発
光素子と該発光素子に発光駆動電流を供給する発光駆動素子とを備えた複数の表示画素の
各々が配列された表示パネルを備え、所定のタイミングで前記各選択線を介して、前記表
示パネルの各行の前記表示画素に選択信号を順次印加して、各行の前記各表示画素を所定
の選択期間毎に選択状態に設定するタイミングに同期して、前記各データ線を介して、所
望の画像情報を表示するための表示データの輝度階調に応じた階調信号を選択状態に設定
された行の前記各表示画素に供給することにより、前記各表示画素を所定の輝度階調で発
光動作させて、前記表示パネルに前記所望の画像情報を表示し、前記複数の表示画素に、
該各表示画素を発光動作状態に設定する第１の電圧と非発光動作状態に設定する第２の電
圧の何れかを供給電圧として印加する表示装置の駆動制御方法において、
　少なくとも、
　前記複数の表示画素の各々に設けられ、前記階調信号に基づいて所定の電流値を有する
発光駆動電流を前記発光素子に供給する発光駆動素子に、当該発光駆動素子に固有のしき
い値電圧よりも高電位のしきい値検出用の電圧を個別に印加する検出用電圧印加ステップ
と、
　前記しきい値電圧検出用の電圧に対応する電荷の一部が放電されて収束した後の電圧を
、前記発光駆動素子の前記しきい値電圧として個別に検出し、当該しきい値電圧に対応す
るしきい値データとして、前記表示画素ごとに記憶手段に記憶するしきい値電圧検出ステ
ップと、
　前記記憶手段に記憶された前記しきい値データに基づいて、前記表示画素ごとの前記発
光駆動素子の前記しきい値電圧を補償する補償電圧を個別に生成する補償電圧生成ステッ
プと、
　前記表示画素ごとの前記発光素子を所定の輝度階調で発光動作させるための所定の電圧
値を有する階調電圧を個別に生成する階調電圧生成ステップと、
　前記階調電圧と前記補償電圧とに基づく電圧成分からなる前記階調信号を、前記各デー
タ線を介して、前記選択状態に設定された行の前記各表示画素に個別に供給し、当該階調
信号に基づく電圧成分を、前記各表示画素の前記発光駆動素子に保持させるデータ書込み
ステップと、
　前記各表示画素の前記発光駆動素子に保持された前記電圧成分に基づいて生成された前
記発光駆動電流を前記発光素子の各々に供給して、当該発光素子を所定の輝度階調で発光
動作させる階調発光ステップと、
　前記階調信号が供給された行の前記各表示画素に、前記選択期間を含み該選択期間より
長い期間に亘って、前記供給電圧として前記第２の電圧を印加して、当該行の前記各表示
画素を前記選択期間より長い期間に亘って前記非発光動作状態に設定する非発光動作ステ
ップと、
　を含み、
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　前記非発光動作ステップは、更に、前記表示パネルに配列された前記複数の表示画素を
複数行ごとの複数のグループに分け、前記各グループの前記各表示画素に対し、該各グル
ープに含まれる前記各表示画素の何れかが前記選択状態に設定されている期間に亘って、
当該グループの前記各表示画素に共通に前記第２の電圧を印加して、当該グループに含ま
れる前記各表示画素を前記非発光動作状態に設定し、当該グループに含まれる前記各表示
画素が前記選択期間に設定されていない期間に、当該グループの前記各表示画素に共通に
前記第１の電圧を印加して、当該グループに含まれる前記各表示画素を前記発光動作状態
に設定するステップを含むことを特徴とする表示装置の駆動制御方法。
【請求項１６】
　前記検出用電圧印加ステップ及び前記しきい値電圧検出ステップは、少なくとも、前記
表示パネルに配列された全ての前記表示画素に対して、前記階調信号を個別に供給し、所
定のタイミングで前記表示画素を当該表示データに応じた輝度階調で発光動作させる一定
の動作期間中に、前記表示パネルの特定の行の前記表示画素について実行されることを特
徴とする請求項１５記載の表示装置の駆動制御方法。
【請求項１７】
　前記検出用電圧印加ステップ及び前記しきい値電圧検出ステップは、前記一定の動作期
間ごとに異なる行の前記表示画素について実行されることを特徴とする請求項１６記載の
表示装置の駆動制御方法。
【請求項１８】
　前記検出用電圧印加ステップ及び前記しきい値電圧検出ステップは、前記一定の動作期
間ごとに隣接する行の前記表示画素について順次実行されることを特徴とする請求項１６
記載の表示装置の駆動制御方法。
【請求項１９】
　前記データ書込みステップは、前記表示データの輝度階調が最低階調であるとき、所定
の電圧値を有する無発光表示電圧を含む前記階調信号を生成して前記表示画素に供給する
ことにより、当該表示画素の前記発光駆動素子に、少なくとも前記しきい値電圧以下の前
記電圧成分を保持させることを特徴とする請求項１５乃至１８のいずれかに記載の表示装
置の駆動制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその駆動制御方法に関し、特に、表示データに応じた電流を供
給することにより所定の輝度階調で発光する電流制御型（又は、電流駆動型）の発光素子
を、複数配列してなる表示パネル（表示画素アレイ）を備えた表示装置及びその表示装置
の駆動制御方法に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータや映像機器のモニタやディスプレイとして、軽量薄型で
低消費電力の表示デバイスの普及が著しい。特に、液晶表示装置（ＬＣＤ）は、近年普及
が著しい携帯電話やデジタルカメラ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、電子辞書等の携帯機器（
モバイル機器）の表示デバイスとして広く適用されている。
【０００３】
　このような液晶表示装置に続く次世代の表示デバイスとして、有機エレクトロルミネッ
センス素子（有機ＥＬ素子）や無機エレクトロルミネッセンス素子（無機ＥＬ素子）、あ
るいは、発光ダイオード（ＬＥＤ）等のような発光素子（自己発光型の光学要素）を、マ
トリクス状に配列した表示パネルを備えた発光素子型の表示デバイス（発光素子型ディス
プレイ）の本格的な普及に向けた研究開発が盛んに行われている。
【０００４】
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　特に、アクティブマトリックス駆動方式を適用した発光素子型ディスプレイは、上述し
た液晶表示装置に比較して、表示応答速度が速く、また、視野角依存性もなく、高輝度・
高コントラスト化、表示画質の高精細化等が可能であるとともに、液晶表示装置のように
バックライトを必要としないので、一層の薄型軽量化や低消費電力化が可能である、とい
う携帯機器への適用に極めて優位な特徴を有している。
【０００５】
　そして、このような発光素子型ディスプレイにおいては、発光素子の動作（発光状態）
を制御するための駆動制御機構や制御方法が種々提案されている。例えば、特許文献１等
には、表示パネルを構成する各表示画素ごとに、上記発光素子に加えて、該発光素子を発
光駆動制御するための複数のスイッチング素子からなる駆動回路（発光駆動回路）を備え
た構成が記載されている。
【０００６】
　以下、従来技術における発光駆動回路を備えた表示画素について簡単に説明する。
　図３５は、従来技術における発光素子型ディスプレイの要部を示す概略構成図であり、
図３６は、従来技術における発光素子型ディスプレイに適用可能な表示画素（発光駆動回
路及び発光素子）の要部構成例を示す等価回路図である。
【０００７】
　従来技術におけるアクティブマトリクス型の発光素子型ディスプレイ（有機ＥＬ表示装
置）は、概略、図３５に示すように、行、列方向に配設された複数の走査ライン（選択ラ
イン）ＳＬｐ及びデータライン（信号ライン）ＤＬｐの各交点近傍に、複数の表示画素Ｅ
Ｍｐがマトリクス状に配置された表示パネル１１０Ｐと、各走査ラインＳＬｐに接続され
た走査ドライバ（走査線駆動回路）１２０Ｐと、各データラインＤＬｐに接続されたデー
タドライバ（データ線駆動回路）１３０Ｐと、を備え、データドライバ１３０Ｐにおいて
表示データに応じた階調信号（後述する階調電流Ｉpix）を生成して、各データラインＤ
Ｌｐを介して各表示画素ＥＭｐに供給する構成を有している。
【０００８】
　ここで、特許文献１等に記載された表示画素ＥＭｐは、図３６に示すように、相互に並
行して配設された一対の走査ラインＳＬｐ１、ＳＬｐ２とデータラインＤＬｐとの各交点
近傍に、ゲート端子が走査ラインＳＬｐ１に、ソース端子及びドレイン端子がデータライ
ンＤＬｐ及び接点Ｎ１１１に各々接続された薄膜トランジスタＴｒ１１１と、ゲート端子
が走査ラインＳＬｐ２に、ソース端子及びドレイン端子が接点Ｎ１１１及び接点Ｎ１２２
に各々接続された薄膜トランジスタＴｒ１１２と、ゲート端子が接点Ｎ１１２に、ドレイ
ン端子が接点Ｎ１１１に各々接続され、ソース端子に高電源電圧Ｖddが印加された薄膜ト
ランジスタＴｒ１１３と、ゲート端子が接点Ｎ１１２に接続され、ソース端子に高電源電
圧Ｖddが印加された薄膜トランジスタＴｒ１１４と、を備えた発光駆動回路ＤＰ１、及び
、階発光駆動回路ＤＰ１の薄膜トランジスタＴｒ１１４のドレイン端子にアノード端子が
接続され、カソード端子に接地電位が印加された有機ＥＬ素子ＯＥＬを有して構成されて
いる。
【０００９】
　ここで、図３６において、薄膜トランジスタＴｒ１１１はｎチャネル型の電界効果型ト
ランジスタにより構成され、薄膜トランジスタＴｒ１１２乃至Ｔｒ１１４はｐチャネル型
の電界効果型トランジスタにより構成されている。また、ＣＰ１は、薄膜トランジスタＴ
ｒ１１３及びＴｒ１１４のゲート－ソース間に形成される寄生容量である。
【００１０】
　そして、このような構成を有する発光駆動回路ＤＰ１においては、薄膜トランジスタＴ
ｒ１１１乃至Ｔｒ１１４からなる４個のトランジスタ（スイッチング手段）を所定のタイ
ミングでオン、オフ制御することにより、以下に示すように、有機ＥＬ素子ＯＥＬを発光
制御する。
【００１１】
　すなわち、発光駆動回路ＤＰ１において、走査ドライバ１２０Ｐにより、走査ラインＳ
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Ｌｐ１にハイレベルの走査信号Ｖsel1を、走査ラインＳＬｐ２にローレベルの走査信号Ｖ
sel2を各々印加して表示画素を選択状態に設定すると、薄膜トランジスタＴｒ１１１、Ｔ
ｒ１１２及びＴｒ１１３がオン動作して、データドライバ１３０ＰによりデータラインＤ
Ｌｐに供給された、表示データに応じた階調電流Ｉpixが薄膜トランジスタＴｒ１１１及
びＴｒ１１３を介して流れる。このとき、Ｔｒ１１２によりＴｒ１１３のゲート・ドレイ
ン間が電気的に短絡されているため、Ｔｒ１１３は飽和領域で動作する。これにより、該
階調電流Ｉpixの電流レベルが薄膜トランジスタＴｒ１１３により電圧レベルに変換され
てゲート－ソース間に所定の電圧が生じる（書込動作）。この薄膜トランジスタＴｒ１１
３のゲート－ソース間に生じた電圧に応じて薄膜トランジスタＴｒ１１４がオン動作して
、高電源電圧Ｖddから所定の発光駆動電流が薄膜トランジスタＴｒ１１４及び有機ＥＬ素
子ＯＥＬを介して接地電位に流れ、有機ＥＬ素子ＯＥＬが発光する（発光動作）。
【００１２】
　次いで、例えば、走査ラインＳＬｐ２にハイレベルの走査信号Ｖsel2を印加すると、薄
膜トランジスタＴｒ１１２がオフ動作することにより、薄膜トランジスタＴｒ１１３のゲ
ート－ソース間に生じた電圧が寄生容量ＣＰ１により保持され、次に、走査ラインＳＬｐ
１にローレベルの走査信号Ｖsel1を印加すると、薄膜トランジスタＴｒ１１１がオフ動作
することにより、データラインＤＬｐと発光駆動回路ＤＰ１とが電気的に遮断される。こ
れにより、上記寄生容量ＣＰ１に保持された電圧に基づく電位差により、薄膜トランジス
タＴｒ１１４が継続してオン動作し、高電源電圧Ｖddから所定の発光駆動電流が薄膜トラ
ンジスタＴｒ１１４及び有機ＥＬ素子ＯＥＬを介して接地電位に流れ、有機ＥＬ素子ＯＥ
Ｌの発光動作が継続される。
【００１３】
　ここで、薄膜トランジスタＴｒ１１４を介して有機ＥＬ素子ＯＥＬに供給される発光駆
動電流は、表示データの輝度階調に基づいた電流値になるように制御され、この発光動作
は、次の表示データに応じた階調電流が各表示画素に書き込まれるまで、例えば、１フレ
ーム期間継続されるように制御される。
【００１４】
　このような回路構成を有する発光駆動回路ＤＰ１における駆動制御方法は、各表示画素
ＥＭｐ（薄膜トランジスタＴｒ１１３のソース－ドレイン間）に表示データに応じた電流
値を指定した階調電流Ｉpixを供給し、該電流値に応じて保持される電圧に基づいて、有
機ＥＬ素子ＯＥＬに流す発光駆動電流を制御して、所定の輝度階調で発光動作させている
ことから、電流階調指定方式（又は、電流階調印加方式）と呼ばれている。
【００１５】
【特許文献１】特開２００１－１４７６５９号公報　（第７頁～第８頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、上述したような電流階調指定方式を採用した発光駆動回路においては、
以下に示すような問題を有していた。
（１）すなわち、最下位又は比較的輝度の低い表示データに応じた階調電流を各表示画素
に書き込む場合（低階調表示時）、表示データの輝度階調に対応した小さい電流値の信号
電流を各表示画素に供給する必要がある。
【００１７】
　ここで、各表示画素に表示データ（階調電流）を書き込む動作は、データラインに寄生
する容量成分（配線容量及び表示画素を構成する保持容量）を所定の電圧まで充電するこ
とに相当するため、例えば、表示パネルの大型化等によりデータラインの配線長が長くな
るとともに、当該データラインに接続される表示画素の数が増加した場合、階調電流の電
流値が小さくなるほど（すなわち、低階調表示時ほど）、データラインの充電時間が長く
なって、表示画素への書込動作に長時間を要するようになり、予め設定された（規定の）
書込時間では表示画素に書き込まれる表示データが充分安定した状態（飽和状態）に達し
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ない、いわゆる、書込不足が生じる。これにより、表示データに応じた適切な輝度階調で
発光動作することができない表示画素が発生して、表示パネル内で輝度差が生じて表示画
質の劣化を招くという問題を有していた。
【００１８】
（２）また、表示パネルを高精細化するために、表示パネルに配設される走査ラインの数
を増加させて、各走査ラインの選択期間（すなわち、書込時間）を短く設定した場合にお
いても、階調電流の電流値が小さくなるほど、各表示画素への十分な書込動作が行われな
くなり、書込不足が発生して表示画質の劣化を招いたり、表示パネルの高精細化が制約さ
れるという問題を有していた。
【００１９】
（３）さらに、電流階調指定方式を採用した発光駆動回路は、上述した回路構成のほかに
、種々知られているが、例えば、発光駆動回路を構成する全てのスイッチング素子を、単
一のチャネル型の薄膜トランジスタを用いて構成した場合、製造プロセスが簡易で動作特
性（電子移動度）が均一なアモルファスシリコン薄膜トランジスタを適用することができ
るが、アモルファスシリコン薄膜トランジスタは、一般に駆動履歴によるしきい値電圧の
変動（Ｖthシフト）が顕著に生じることが知られている。
【００２０】
　そのため、発光駆動用のスイッチング素子のしきい値電圧の変動により、発光素子に供
給される発光駆動電流の電流値が、表示データに対応しなくなり、適切な輝度階調で発光
動作することができなくなる。このしきい値電圧の変動は、各表示画素（発光素子）の発
光履歴（薄膜トランジスタの駆動履歴）に起因するものであるため、各表示画素ごとに発
光特性にバラツキが生じ、表示画質の劣化を招くという問題も有していた。
【００２１】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑み、表示データに対応した適切な電流値を有す
る発光駆動電流を供給することにより、表示データに応じた適切な輝度階調で発光素子を
発光駆動させて、表示画質が良好かつ均質な表示装置及びその駆動制御方法を提供するこ
とを目的とする。
 
【課題を解決するための手段】
【００３９】
　請求項１記載の発明は、行方向及び列方向に配設された複数の選択線及びデータ線の各
交点に、電流制御型の発光素子と該発光素子に発光駆動電流を供給する発光駆動素子とを
備えた複数の表示画素の各々が配列された表示パネルを備えた表示装置において、所定の
タイミングで、前記各選択線を介して、前記表示パネルの各行の前記各表示画素に選択信
号を順次印加して、各行の前記各表示画素を所定の選択期間毎に選択状態に設定する選択
駆動部と、所望の画像情報を表示するための表示データの輝度階調に応じた階調信号を生
成し、前記選択状態に設定された行の前記各表示画素に供給するデータ駆動部と、前記複
数の表示画素に、該各表示画素を発光動作状態に設定する第１の電圧と非発光動作状態に
設定する第２の電圧の何れかを供給電圧として印加する電源駆動部と、を備え、前記デー
タ駆動部は、少なくとも、前記各表示画素の前記発光駆動素子に固有のしきい値電圧を個
別に検出するしきい値電圧検出手段と、前記しきい値電圧検出手段により検出された前記
しきい値電圧に対応するしきい値データを、前記各表示画素に対応して記憶する記憶手段
と、前記記憶手段に記憶された前記しきい値データに基づいて、前記各表示画素の前記発
光駆動素子の前記しきい値電圧を補償する補償電圧を生成する補償電圧生成手段と、前記
発光素子を所定の輝度階調で発光動作させるための所定の電圧値を有する階調電圧を生成
する階調電圧生成手段と、前記階調電圧と前記補償電圧とに基づく電圧成分を、前記各デ
ータ線を介して、前記階調信号として、前記選択状態に設定された行の前記各表示画素に
個別に供給する階調信号生成手段と、を有し、前記電源駆動部は、前記階調信号が供給さ
れた行の前記各表示画素に、前記選択期間を含み該選択期間より長い期間に亘って、前記
供給電圧として前記第２の電圧を印加して、当該行の前記各表示画素を前記選択期間より
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長い期間に亘って前記非発光動作状態に設定し、前記表示パネルに配列された前記複数の
表示画素を、複数行ごとの複数のグループに分け、前記各グループの前記各表示画素に対
し、該各グループに含まれる前記各表示画素の何れかが前記選択状態に設定されている期
間に亘って、当該グループの前記各表示画素に共通に前記第２の電圧を印加して、当該グ
ループに含まれる前記各表示画素を前記非発光動作状態に設定し、当該グループに含まれ
る前記各表示画素が前記選択期間に設定されていない期間に、当該グループの前記各表示
画素に共通に前記第１の電圧を印加して、当該グループに含まれる前記各表示画素を前記
発光動作状態に設定することを特徴とする。
 
【００４０】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の表示装置において、前記データ駆動部は、前記
表示画素の前記発光駆動素子に前記しきい値電圧よりも高電位のしきい値検出用の電圧を
個別に印加する検出用電圧印加手段を、さらに備え、前記しきい値電圧検出手段は、前記
しきい値電圧検出用の電圧が前記発光駆動素子に印加され、該しきい値電圧検出用の電圧
に対応する電荷の一部が放電されて収束した後の電圧を、前記発光駆動素子のしきい値電
圧として個別に検出することを特徴とする。
 
【００４２】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載の表示装置において、前記表示画素の各々に設け
られる前記発光駆動素子は、前記発光素子に前記発光駆動電流を流す電流路と、前記発光
駆動電流の供給状態を制御する制御端子を備え、前記検出用電圧印加手段は、前記発光駆
動素子の前記制御端子と前記電流路の一端側との間に、前記しきい値検出用の電圧を印加
し、前記しきい値電圧検出手段は、前記電流路に電流が流れなくなったときの前記発光駆
動素子の前記制御端子と前記電流路の一端側との間の電位差を、前記しきい値電圧として
検出することを特徴とする。
 
【００４３】
　請求項４記載の発明は、請求項２又は３に記載の表示装置において、前記しきい値電圧
検出手段は、アナログ信号として検出した前記発光駆動素子のしきい値電圧を、デジタル
信号に変換して、前記しきい値データを生成する手段を備え、
　前記補償電圧生成手段は、前記記憶手段にデジタル信号として記憶された前記しきい値
データに基づいて、前記発光駆動素子の前記しきい値電圧を補償するアナログ信号からな
る前記補償電圧を生成する手段を備えていることを特徴とする。
 
【００４４】
　請求項５記載の発明は、請求項２乃至４のいずれかに記載の表示装置において、前記階
調電圧生成手段は、前記表示データの輝度階調が最低階調であるとき、前記階調電圧とし
て、前記発光素子を無発光動作させるための所定の電圧値を有する無発光表示電圧を生成
する手段を備えていることを特徴とする。
　請求項６記載の発明は、請求項２乃至５のいずれかに記載の表示装置において、前記デ
ータ駆動部は、前記表示画素の各々から検出された前記しきい値電圧に対応する前記しき
い値データを、個別に取り込み、順次転送するしきい値取得手段と、前記表示画素の各々
に対して、前記階調電圧を生成するための輝度階調データを、順次個別に取り込み、保持
するデータ取得手段と、を、さらに備え、前記記憶手段は、前記しきい値取得手段から転
送された前記複数の表示画素ごとの前記しきい値データを、前記複数の表示画素の各々に
対応させて個別に記憶し、前記階調電圧生成手段は、前記データ取得手段に保持された前
記複数の表示画素ごとの前記輝度階調データに応じた前記階調電圧を生成し、前記階調信
号生成手段は、前記選択状態に設定された行の前記各表示画素に対して、前記階調電圧と
前記補償電圧とに基づく電圧成分からなる前記階調信号を個別に供給することを特徴とす
る。
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【００４５】
　請求項７記載の発明は、請求項６記載の表示装置において、前記データ取得手段と前記
しきい値取得手段は、前記輝度階調データを順次個別に取り込む構成と、前記しきい値デ
ータを個別に取り込み、順次転送する構成とが、共用化されていることを特徴とする。
 
【００４６】
　請求項８記載の発明は、請求項２乃至７のいずれかに記載の表示装置において、前記デ
ータ駆動部は、少なくとも、前記しきい値電圧検出手段により前記表示画素の前記しきい
値電圧を検出する信号経路、及び、前記階調信号生成手段により当該表示画素に前記階調
信号を供給する信号経路と、当該表示画素に対応して設けられた単一のデータ線との接続
を、選択的に切り換え制御する信号経路切換手段を備えることを特徴とする。
 
【００４７】
　請求項９記載の発明は、請求項８記載の表示装置において、前記データ駆動部は、さら
に、前記検出用電圧印加手段により前記表示画素に前記しきい値検出用の電圧を印加する
信号経路が、前記単一のデータ線に、選択的に接続されるように構成されていることを特
徴とする。
 
【００５０】
　請求項１０記載の発明は、請求項２乃至９のいずれかに記載の表示装置において、前記
表示装置は、タイミング制御信号を供給することにより、少なくとも前記選択駆動部、前
記データ駆動部及び前記電源駆動部の各々を所定のタイミングで動作させる駆動制御部を
、さらに備え、前記駆動制御部は、前記選択駆動部及び前記データ駆動部により、前記表
示パネルに配列された全ての前記表示画素に、前記表示データに応じた前記階調信号を個
別に供給し、前記表示画素の各々に設けられた前記発光素子を当該表示データに応じた輝
度階調で所定のタイミングで発光動作させる動作期間中に、前記表示パネルの特定の行の
前記発光駆動素子に固有のしきい値電圧を検出するための前記タイミング制御信号を生成
する手段を有していることを特徴とする。
 
【００５１】
　請求項１１記載の発明は、請求項１０記載の表示装置において、前記駆動制御部は、前
記選択駆動部及び前記データ駆動部により、前記動作期間ごとに異なる行の前記表示画素
について、前記発光駆動素子に固有のしきい値電圧を検出するための前記タイミング制御
信号を生成する手段を有していることを特徴とする。
 
【００５２】
　請求項１２記載の発明は、請求項１０記載の表示装置において、前記駆動制御部は、前
記選択駆動部及び前記データ駆動部により、前記動作期間ごとに隣接する行の前記表示画
素について、前記発光駆動素子に固有のしきい値電圧を検出する動作を順次繰り返すため
の前記タイミング制御信号を生成する手段を有していることを特徴とする。
 
【００５３】
　請求項１３記載の発明は、請求項２乃至１２のいずれかに記載の表示装置において、前
記表示画素の各々は、前記発光素子の発光動作を制御する発光駆動回路を備え、前記発光
駆動回路は、少なくとも、第１の電流路と第１の制御端子を有し、前記第１の電流路の一
端に前記供給電圧が印加され、該第１の電流路の他端に前記発光素子との接続接点が接続
されたトランジスタ素子と、第２の電流路と第２の制御端子を有し、前記第２の制御端子
が前記選択線に接続され、前記第２の電流路の一端に前記供給電圧が印加され、該第２の
電流路の他端に前記トランジスタ素子の前記第１の制御端子が接続された第１のスイッチ
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手段と、第３の電流路と第３の制御端子を有し、前記第３の制御端子が前記選択線に接続
され、前記第３の電流路の一端に前記データ線が接続され、該第３の電流路の他端に前記
接続接点が接続された第２のスイッチ手段と、を備え、前記発光駆動素子は、前記トラン
ジスタ素子であり、前記検出用電圧印加手段は、前記トランジスタ素子の前記第１の制御
端子と前記接続接点との間に、前記しきい値検出用の電圧を印加し、前記しきい値電圧検
出手段は、前記トランジスタ素子の前記第１の制御端子と前記接続接点との間の電位を、
前記しきい値電圧として検出し、前記階調信号生成手段は、前記トランジスタ素子の前記
第１の制御端子と前記接続接点との間に、前記階調電圧と前記補償電圧とに基づく電圧成
分を、前記階調信号として印加することを特徴とする。
 
【００５４】
　請求項１４記載の発明は、請求項１乃至１３のいずれかに記載の表示装置において、前
記発光素子は、有機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする。
 
【００５５】
　請求項１５記載の発明は、行方向及び列方向に配設された複数の選択線及びデータ線の
各交点に、電流制御型の発光素子と該発光素子に発光駆動電流を供給する発光駆動素子と
を備えた複数の表示画素の各々が配列された表示パネルを備え、所定のタイミングで前記
各選択線を介して、前記表示パネルの各行の前記表示画素に選択信号を順次印加して、各
行の前記各表示画素を所定の選択期間毎に選択状態に設定するタイミングに同期して、前
記各データ線を介して、所望の画像情報を表示するための表示データの輝度階調に応じた
階調信号を選択状態に設定された行の前記各表示画素に供給することにより、前記各表示
画素を所定の輝度階調で発光動作させて、前記表示パネルに前記所望の画像情報を表示し
、前記複数の表示画素に、該各表示画素を発光動作状態に設定する第１の電圧と非発光動
作状態に設定する第２の電圧の何れかを供給電圧として印加する表示装置の駆動制御方法
において、少なくとも、前記複数の表示画素の各々に設けられ、前記階調信号に基づいて
所定の電流値を有する発光駆動電流を前記発光素子に供給する発光駆動素子に、当該発光
駆動素子に固有のしきい値電圧よりも高電位のしきい値検出用の電圧を個別に印加する検
出用電圧印加ステップと、前記しきい値電圧検出用の電圧に対応する電荷の一部が放電さ
れて収束した後の電圧を、前記発光駆動素子の前記しきい値電圧として個別に検出し、当
該しきい値電圧に対応するしきい値データとして、前記表示画素ごとに記憶手段に記憶す
るしきい値電圧検出ステップと、前記記憶手段に記憶された前記しきい値データに基づい
て、前記表示画素ごとの前記発光駆動素子の前記しきい値電圧を補償する補償電圧を個別
に生成する補償電圧生成ステップと、前記表示画素ごとの前記発光素子を所定の輝度階調
で発光動作させるための所定の電圧値を有する階調電圧を個別に生成する階調電圧生成ス
テップと、前記階調電圧と前記補償電圧とに基づく電圧成分からなる前記階調信号を、前
記各データ線を介して、前記選択状態に設定された行の前記各表示画素に個別に供給し、
当該階調信号に基づく電圧成分を、前記各表示画素の前記発光駆動素子に保持させるデー
タ書込みステップと、前記各表示画素の前記発光駆動素子に保持された前記電圧成分に基
づいて生成された前記発光駆動電流を前記発光素子の各々に供給して、当該発光素子を所
定の輝度階調で発光動作させる階調発光ステップと、前記階調信号が供給された行の前記
各表示画素に、前記選択期間を含み該選択期間より長い期間に亘って、前記供給電圧とし
て前記第２の電圧を印加して、当該行の前記各表示画素を前記選択期間より長い期間に亘
って前記非発光動作状態に設定する非発光動作ステップと、を含み、前記非発光動作ステ
ップは、更に、前記表示パネルに配列された前記複数の表示画素を複数行ごとの複数のグ
ループに分け、前記各グループの前記各表示画素に対し、該各グループに含まれる前記各
表示画素の何れかが前記選択状態に設定されている期間に亘って、当該グループの前記各
表示画素に共通に前記第２の電圧を印加して、当該グループに含まれる前記各表示画素を
前記非発光動作状態に設定し、当該グループに含まれる前記各表示画素が前記選択期間に
設定されていない期間に、当該グループの前記各表示画素に共通に前記第１の電圧を印加
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して、当該グループに含まれる前記各表示画素を前記発光動作状態に設定するステップを
含むことを特徴とする。
 
【００５６】
　請求項１６記載の発明は、請求項１５記載の表示装置の駆動制御方法において、前記検
出用電圧印加ステップ及び前記しきい値電圧検出ステップは、少なくとも、前記表示パネ
ルに配列された全ての前記表示画素に対して、前記階調信号を個別に供給し、所定のタイ
ミングで前記表示画素を当該表示データに応じた輝度階調で発光動作させる一定の動作期
間中に、前記表示パネルの特定の行の前記表示画素について実行されることを特徴とする
。
 
【００５８】
　請求項１７記載の発明は、請求項１６記載の表示装置の駆動制御方法において、前記検
出用電圧印加ステップ及び前記しきい値電圧検出ステップは、前記一定の動作期間ごとに
異なる行の前記表示画素について実行されることを特徴とする。
 
【００５９】
　請求項１８記載の発明は、請求項１６記載の表示装置の駆動制御方法において、前記検
出用電圧印加ステップ及び前記しきい値電圧検出ステップは、前記一定の動作期間ごとに
隣接する行の前記表示画素について順次実行されることを特徴とする。
 
【００６１】
　請求項１９記載の発明は、請求項１５乃至１８のいずれかに記載の表示装置の駆動制御
方法において、前記データ書込みステップは、前記表示データの輝度階調が最低階調であ
るとき、所定の電圧値を有する無発光表示電圧を含む前記階調信号を生成して前記表示画
素に供給することにより、当該表示画素の前記発光駆動素子に、少なくとも前記しきい値
電圧以下の前記電圧成分を保持させることを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００６６】
　本発明に係る表示装置及びその駆動制御方法によれば、表示パネルに配列された全ての
表示画素について、当該表示画素（発光駆動回路）に設けられた発光駆動用のスイッチン
グ素子（薄膜トランジスタ）に固有のしきい値電圧が個別に検出され、その後、各表示画
素への表示データの書込動作の際に、予め各表示画素について検出されたスイッチング素
子のしきい値電圧（しきい値データ）に基づいて、各表示画素のスイッチング素子に固有
のしきい値電圧相当の電圧成分を保持させるための補償電圧と、当該表示画素への表示デ
ータの輝度階調に応じた階調実効電圧とに基づく書込電圧（階調指定電圧）を選択状態の
各表示画素に印加することにより、スイッチング素子（薄膜トランジスタ）のしきい値電
圧が、経時変化や駆動履歴等に起因して変化（Ｖthシフト）した場合であっても、その影
響を抑制して、当該スイッチング素子に表示データに応じた適切な電圧成分（階調実効電
圧）を保持させることができ、発光素子を適正な輝度階調で発光動作させることができる
。
 
【００６７】
　これにより、経時変化や駆動履歴等に起因してしきい値電圧の変動を生じやすいアモル
ファスシリコン薄膜トランジスタであっても、発光駆動用のスイッチング素子として良好
に適用することができるので、動作特性（電子移動度）が均一な表示画素（発光駆動回路
）を簡易な製造プロセスで実現することができる。
【００６８】
　また、階調信号の書込動作において、各表示画素に設けられた上記スイッチング素子に
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固有のしきい値電圧に相当する電圧成分に上乗せして、表示データに応じた電圧成分が設
定された書込電圧を印加する電圧階調指定方式の駆動制御方法を適用することができるの
で、所定の書込期間中に表示データに応じた十分な電圧成分を迅速に書き込むことができ
、書込不足の発生を防止することができる。
　また、表示データの輝度階調が最低階調である無発光表示時においては、階調信号とし
て所定の電圧値を有する無発光表示電圧を印加することにより、発光駆動用のスイッチン
グ素子に保持させた電圧成分（電荷）を放電して、しきい値電圧よりも十分低い電圧に設
定することができるので、当該スイッチング素子が僅かな電圧変動の影響を受けてオン動
作する不安定状態を解消することができ、発光素子を良好に無発光状態（黒表示状態）に
保持することができる。
 
【００６９】
　また、本発明に係る表示装置及びその駆動制御方法によれば、表示画素（発光駆動回路
）に設けられた発光駆動用のスイッチング素子（薄膜トランジスタ）に固有のしきい値電
圧を検出する動作を、各フレーム期間ごとに、表示パネルに配列された異なる特定の行の
表示画素について実行することにより、画像情報の表示期間中（表示装置の表示駆動制御
期間中）、表示パネルに配列されたいずれかの行の表示画素について、しきい値電圧検出
動作実行時点のしきい値電圧（Ｖthシフトの状態）を常時モニタすることができるので、
表示データの書込動作時に各表示画素に印加する書込電圧に含まれる補償電圧を、Ｖthシ
フトの発生状態に適切に対応した電圧値に設定することができ、各表示画素のスイッチン
グ素子（薄膜トランジスタ）のしきい値電圧のＶthシフトの影響を良好に抑制して、表示
画素（発光素子）を適正な輝度階調で発光動作させることができる。
【００７０】
　また、本発明に係る表示装置及びその駆動制御方法においては、表示画素を発光動作状
態に設定する第１の電圧と非発光動作状態に設定する第２の電圧の何れかを各表示画素に
供給電圧として印加する電源駆動部を備え、該電源駆動部より、階調信号が供給された行
の各表示画素に、選択期間を含み該選択期間より長い期間に亘って、供給電圧として第２
の電圧を印加して、当該行の前記各表示画素を選択期間より長い期間に亘って非発光動作
状態に設定する構成を備えていることにより、表示動作中の各フレーム期間中に選択期間
より長い適当な期間の黒表示期間を挿入することができて、動画像の表示画質を向上させ
ることができる。そして、表示パネルに配列された複数の表示画素を複数行ごとの複数の
グループに分けたとき、各グループについて、当該グループに含まれる行の表示画素につ
いて、少なくとも書込動作が実行されている期間中は、当該グループ内の全ての表示画素
を無発光動作させて無発光表示状態（黒表示状態）に設定し、当該グループに含まれる全
ての行の表示画素に書込動作が終了した時点で、当該グループの全ての表示画素を一斉に
発光動作させる表示駆動制御を実行することにより、複数の画像情報（静止画像）を連続
的に表示することにより実現される動画像の表示動作に際して、所定の黒挿入率を設定す
ることができるので、当該動画像のボケやにじみの発生を抑制して、鮮明な表示画質を有
する表示装置を実現することができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００７１】
　以下、本発明に係る表示装置及びその駆動制御方法について、実施の形態を示して詳し
く説明する。
　まず、本発明に係る表示装置に適用される表示駆動装置及びその駆動制御方法について
、図面を参照して説明する。
 
【００７２】
　図１は、本発明に適用される表示駆動装置、及び、該表示駆動装置により駆動制御され
る表示画素の一実施形態を示す要部構成図である。ここでは、表示装置の表示パネルに配
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置される特定の表示画素と、当該表示画素を発光駆動制御する表示駆動装置との関係につ
いて説明する。
 
【００７３】
　＜表示駆動装置＞
　図１に示すように、本実施形態に係る表示駆動装置１００は、概略、シフトレジスタ・
データレジスタ部１１０と、表示データラッチ部１２０と、階調電圧生成部１３０と、し
きい値検出電圧アナログ－デジタル変換器（以下、「検出電圧ＡＤＣ」と略記し、図中で
は、「ＶthＡＤＣ」と表記する）１４０と、しきい値補償電圧デジタル－アナログ変換器
（以下、「補償電圧ＤＡＣ」と略記し、図中では、「ＶthＤＡＣ」と表記する）１５０と
、しきい値データラッチ部（図中では、「Ｖthデータラッチ部」と表記する）１６０と、
フレームメモリ１７０と、電圧加算部１８０と、データライン入出力切換部１９０と、を
備えた構成を有している。
【００７４】
　シフトレジスタ・データレジスタ部（データ取得手段、しきい値取得手段）１１０は、
図示を省略した、シフト信号を順次出力するシフトレジスタと、該シフト信号に基づいて
、少なくとも外部から供給されるデジタル信号からなる輝度階調データを順次取り込むデ
ータレジスタと、を備えた構成を有している。より具体的には、外部から順次供給される
、表示パネルの１行分の表示画素ＰＸに対応した表示データ（輝度階調データ）を順次取
り込み、後述する表示データラッチ部１２０に転送する動作、又は、検出電圧ＡＤＣ１４
０によりデジタル信号に変換され、しきい値データラッチ部１６０に保持された１行分の
表示画素ＰＸのしきい値電圧（しきい値検出データ）を順次取り込み、後述するフレーム
メモリ１７０に転送する動作、もしくは、フレームメモリ１７０から特定の１行分の表示
画素ＰＸのしきい値補償データを順次取り込み、しきい値データラッチ部１６０に転送す
る動作のいずれかを選択的に実行する。なお、これらの各動作については、詳しく後述す
る。
【００７５】
　表示データラッチ部１２０は、上記シフトレジスタ・データレジスタ部１１０により外
部から取り込まれ、転送された１行分の表示画素ＰＸの表示データ（輝度階調データ）を
保持する。
　階調電圧生成部（階調電圧生成手段）１３０は、有機ＥＬ素子（電流制御型の発光素子
）ＯＥＬを表示データに対応した輝度階調で発光動作、又は、無発光動作させるための階
調信号として、有機ＥＬ素子ＯＥＬを所定の輝度階調で発光動作させるための、所定の電
圧値を有する階調実効電圧（階調電圧）Ｖreal、又は、有機ＥＬ素子ＯＥＬを発光動作さ
せずに黒表示（最低輝度階調）状態に設定するための、所定の電圧値を有する無発光表示
電圧Ｖzeroのいずれかを選択的に供給する機能を備えている。
【００７６】
　ここで、階調信号として表示データに応じた電圧値を有する階調実効電圧Ｖrealを供給
する構成としては、例えば、図示を省略した電源供給手段から供給される階調基準電圧に
基づいて、上記表示データラッチ部１２０に保持された各表示データのデジタル信号電圧
を、アナログ信号電圧に変換するデジタル－アナログ変換器（Ｄ／Ａコンバータ）と、所
定のタイミングで当該アナログ信号電圧を上記階調実効電圧Ｖrealとして出力する出力回
路と、を備えた構成を適用することができる。なお、階調実効電圧Ｖrealの詳細について
は、後述する。
【００７７】
　検出電圧ＡＤＣ（しきい値電圧検出手段）１４０は、後述する各表示画素ＰＸに設けら
れた発光素子（例えば、有機ＥＬ素子ＯＥＬ）に発光駆動電流を供給するスイッチング素
子（薄膜トランジスタＴｒ１３）のしきい値電圧（又は、当該しきい値電圧に対応する電
圧成分）をアナログ信号電圧として取り込み（測定し）、デジタル信号電圧からなるしき
い値検出データに変換する。
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【００７８】
　補償電圧ＤＡＣ（補償電圧生成手段、検出用電圧印加手段）１５０は、各表示画素ＰＸ
に設けられた上記スイッチング素子のしきい値電圧を補償するためのデジタル信号電圧か
らなるしきい値補償データを、アナログ信号電圧からなる補償電圧（しきい値補償電圧）
Ｖpthに変換する。また、後述する駆動制御方法に示すように、上記検出電圧ＡＤＣ１４
０によりスイッチング素子のしきい値電圧を測定する動作（しきい値電圧検出動作）にお
いて、スイッチング素子を構成する薄膜トランジスタのゲート－ソース間（コンデンサＣ
ｓの両端）に、当該スイッチング素子のしきい値電圧よりも高い電位差が設定（電圧成分
が保持）されるように、所定の検出用電圧Ｖpvを出力することができるように構成されて
いる。
【００７９】
　また、しきい値データラッチ部１６０は、１行分の各表示画素ＰＸごとに、上記検出電
圧ＡＤＣ１４０により変換、生成されたしきい値検出データを取り込んで保持し、当該し
きい値検出データをシフトレジスタ・データレジスタ部１１０を介して、後述するフレー
ムメモリ１７０に順次転送する動作、又は、フレームメモリ１７０から上記しきい値検出
データに応じた１行分の各表示画素ＰＸごとのしきい値補償データを順次取り込んで保持
し、当該しきい値補償データを補償電圧ＤＡＣ１５０に転送する動作のいずれかを選択的
に実行する。
【００８０】
　また、フレームメモリ（記憶手段）１７０は、表示パネルに配列された各表示画素ＰＸ
への表示データ（輝度階調データ）の書込動作に先立って、上記検出電圧ＡＤＣ１４０及
びしきい値データラッチ部１６０により１行分の各表示画素ＰＸごとに検出されたしきい
値電圧に基づくしきい値検出データを、シフトレジスタ・データレジスタ部１１０を介し
て順次取り込み、表示パネル１画面（１フレーム）分の各表示画素ＰＸごとに個別に記憶
するとともに、当該しきい値検出データをしきい値補償データとして、もしくは、当該し
きい値検出データに応じたしきい値補償データを、シフトレジスタ・データレジスタ部１
１０を介して順次出力し、しきい値データラッチ部１６０（補償電圧ＤＡＣ１５０）へ転
送する。
【００８１】
　電圧加算部（階調信号生成手段）１８０は、階調電圧生成部１３０から出力される電圧
成分と、補償電圧ＤＡＣ１５０から出力される電圧成分とを加算して、後述するデータラ
イン入出力切換部１９０を介して表示パネルの列方向に配設されるデータラインＤＬに出
力する機能を備えている。具体的には、各表示画素ＰＸにおけるしきい値電圧を検出する
しきい値電圧検出動作時においては、補償電圧ＤＡＣ１５０から出力される検出用電圧Ｖ
pvを出力し、表示画素ＰＸ（発光素子）の発光動作を伴う階調表示動作時においては、階
調電圧生成部１３０から出力される階調実効電圧Ｖrealと、補償電圧ＤＡＣ１５０から出
力される補償電圧Ｖpthとを合算して、その総和となる電圧成分を階調指定電圧Ｖdataと
して出力し、また、表示画素ＰＸ（発光素子）の発光動作を伴わない無発光表示動作（黒
表示動作）時においては、階調電圧生成部１３０から出力される無発光表示電圧Ｖzeroと
補償電圧Ｖpthとを合算した階調指定電圧Ｖdata(0)（又は、無発光表示電圧Ｖzero）を出
力する機能を備えている。
【００８２】
　また、データライン入出力切換部（信号経路切換手段）１９０は、データラインＤＬを
介して各表示画素ＰＸに設けられた上記スイッチング素子（薄膜トランジスタ）のしきい
値電圧を、検出電圧ＡＤＣ１４０に取り込み、測定するための電圧検出側スイッチ１９１
と、上記電圧加算部１８０から選択的に出力される検出用電圧Ｖpv、階調実効電圧Ｖreal
、又は、無発光表示電圧Ｖzero（又は、階調指定電圧Ｖdata(0)）をデータラインＤＬを
介して各表示画素ＰＸに供給するための電圧印加側スイッチ１９２と、を備えた構成を有
している。
【００８３】
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　ここで、電圧検出側スイッチ１９１及び電圧印加側スイッチ１９２は、例えば、チャネ
ル極性が異なる薄膜トランジスタ（電界効果型トランジスタ）により構成することができ
、図１に示すように、電圧検出側スイッチ１９１としてｐチャネル型の薄膜トランジスタ
を適用し、また、電圧印加側スイッチ１９２としてｎチャネル型の薄膜トランジスタを適
用することができる。これらの薄膜トランジスタのゲート端子（制御端子）は同一の信号
線に接続され、当該信号線に印加される切換制御信号ＡＺの信号レベルに基づいて、各々
オン、オフ状態が制御される。
【００８４】
　＜表示画素＞
　また、本実施形態に係る表示画素ＰＸは、図１に示すように、表示パネルの行方向（図
面左右方向）に配設された選択ラインＳＬと列方向（図面上下方向）に配設されたデータ
ラインＤＬとの各交点近傍に配置され、各々、例えば有機ＥＬ素子ＯＥＬからなる電流制
御型の発光素子と、当該発光素子に表示データに応じた電流値を有する発光駆動電流を供
給するための発光駆動回路ＤＣと、を備えた構成を有している。
【００８５】
　発光駆動回路ＤＣは、例えば、ゲート端子（第２の制御端子）が選択ラインＳＬに、ド
レイン端子及びソース端子（第２の電流路の一端、他端）が所定の供給電圧Ｖscが印加さ
れる供給電圧ラインＶＬ及び接点Ｎ１１に各々接続された薄膜トランジスタ（第１のスイ
ッチ手段）Ｔｒ１１と、ゲート端子（第３の制御端子）が選択ラインＳＬに、ソース端子
及びドレイン端子（第３の電流路の一端、他端）がデータラインＤＬ及び接点Ｎ１２に各
々接続された薄膜トランジスタ（第２のスイッチ手段）Ｔｒ１２と、ゲート端子（第１の
制御端子）が接点Ｎ１１にドレイン端子及びソース端子（第１の電流路の一端、他端）が
供給電圧ラインＶＬ及び接点（接続接点）Ｎ１２に各々接続された薄膜トランジスタ（発
光駆動素子）Ｔｒ１３と、接点Ｎ１１及び接点Ｎ１２間（薄膜トランジスタＴｒ１３のゲ
ート－ソース端子間）に接続されたコンデンサＣｓと、を備えた構成を有している。ここ
で、薄膜トランジスタＴｒ１３は、上述した表示駆動装置１００において、上記検出電圧
ＡＤＣ１４０及びしきい値データラッチ部１６０によりしきい値電圧が測定される対象と
なる発光駆動用のトランジスタ素子に相当する。
 
【００８６】
　また、有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬは、アノード端子が上記発光駆動回路ＤＣの接
点Ｎ１２に接続され、カソード端子には共通電圧Ｖcomが印加されている。ここで、共通
電圧Ｖcomは、後述する表示駆動動作において、表示データに応じた階調信号（階調電流
、又は、無発光表示電圧）が発光駆動回路ＤＣに供給される書込動作期間においては、低
電位（Ｖｓ）に設定される供給電圧Ｖscと等電位であるか、あるいは、当該供給電圧Ｖsc
よりも高い電位であって、かつ、有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬに発光駆動電流が供給
されて所定の輝度階調で発光動作する発光動作期間においては、高電位（Ｖｅ）に設定さ
れる供給電圧Ｖscよりも低電位となる、任意の電位（例えば、接地電位ＧＮＤ）に設定さ
れている（Ｖｓ≦Ｖcom＜Ｖｅ）。
【００８７】
　ここで、コンデンサＣｓは、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間に形成され
る寄生容量であってもよいし、該寄生容量に加えて接点Ｎ１１及び接点Ｎ１２間にさらに
容量素子を並列に接続したものであってもよい。また、薄膜トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ
１３については、特に限定するものではないが、例えば薄膜トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ
１３を全てｎチャネル型の薄膜トランジスタにより構成することにより、ｎチャネル型の
アモルファスシリコン薄膜トランジスタを良好に適用することができる。この場合、すで
に確立されたアモルファスシリコン製造技術を適用して、素子特性（電子移動度等）の安
定したアモルファスシリコン薄膜トランジスタからなる発光駆動回路を比較的簡易な製造
プロセスで製造することができる。以下の説明においては、薄膜トランジスタＴｒ１１～
Ｔｒ１３を全てｎチャネル型の薄膜トランジスタにより構成した場合について説明する。
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また、上記においては、発光駆動回路ＤＣにより発光駆動される発光素子を有機ＥＬ素子
ＯＥＬとしたが、本発明における発光素子は有機ＥＬ素子ＯＥＬに限定されるものではな
く、電流制御型の発光素子であれば、例えば発光ダイオード等の他の発光素子であっても
よい。
【００８８】
　＜表示駆動装置・表示画素の駆動制御方法＞
　次いで、上述したような構成を有する表示駆動装置において、表示画素の発光素子を発
光動作させて階調表示を行う場合の駆動制御方法（駆動制御動作）について、図面を参照
して説明する。
【００８９】
　本実施形態に係る表示駆動装置１００における駆動制御動作は、大別して、後述する表
示駆動動作（書込動作、発光動作）に先立つ任意のタイミングで、表示パネルに配列され
た各表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）に設けられた発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ
１３（スイッチング素子；発光駆動素子）のしきい値電圧を測定して記憶するしきい値電
圧検出動作（しきい値電圧検出期間；第１のステップ）と、当該しきい値電圧検出動作の
終了後、各表示画素ＰＸに設けられた発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３に、当該薄
膜トランジスタＴｒ１３に固有のしきい値電圧相当の電圧成分（補償電圧）と、表示デー
タに応じた階調信号（所定の電圧値を有する階調実効電圧）とを合算した階調指定電圧を
書き込んで、階調信号に応じた所望の輝度階調で有機ＥＬ素子ＯＥＬを発光動作させる表
示駆動動作（表示駆動期間）と、を含んで構成されている。
【００９０】
　以下、各制御動作について説明する。
　（しきい値電圧検出動作）
　図２は、本実施形態に係る表示駆動装置におけるしきい値電圧検出動作を示すタイミン
グチャートである。また、図３は、本実施形態に係る表示駆動装置における電圧印加動作
を示す概念図であり、図４は、本実施形態に係る表示駆動装置における電圧収束動作を示
す概念図であり、図５は、本実施形態に係る表示駆動装置における電圧読取動作を示す概
念図である。また、図６は、ｎチャネル型の薄膜トランジスタにおいて、ゲート－ソース
間電圧を所定の条件に設定し、ドレイン－ソース間電圧を変調した際のドレイン－ソース
間電流特性の一例を表した図である。
【００９１】
　本実施形態に係る表示駆動装置におけるしきい値電圧検出動作は、図２に示すように、
所定のしきい値電圧検出期間Ｔdec内に、表示駆動装置１００からデータラインＤＬを介
して、表示画素ＰＸにしきい値電圧検出用の電圧（検出用電圧Ｖpv）を印加して、表示画
素ＰＸの発光駆動回路ＤＣに設けられた発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート
－ソース間に上記検出用電圧Ｖpvに対応する電圧成分を保持させる（すなわち、コンデン
サＣｓに検出用電圧Ｖpvに応じた電荷を蓄積する）電圧印加期間（検出用電圧印加ステッ
プ）Ｔpvと、当該電圧印加期間Ｔpvに薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間に保
持した電圧成分（コンデンサＣｓに蓄積された電荷）の一部を放電して、薄膜トランジス
タＴｒ１３のドレイン－ソース間電流Ｉdsのしきい値電圧Ｖth13に相当する電圧成分（電
荷）のみを薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間に保持させる（コンデンサＣｓ
に残留させる）電圧収束期間Ｔcvと、当該電圧収束期間Ｔcvの経過後に、薄膜トランジス
タＴｒ１３のゲート－ソース間に保持された電圧成分（コンデンサＣｓに残留する電荷に
基づく電圧値；しきい値電圧Ｖth13）を測定して、デジタルデータに変換してフレームメ
モリ１７０の所定の記憶領域に格納（記憶）する電圧読取期間（しきい値電圧検出ステッ
プ）Ｔrvと、を含むように設定されている（Ｔdec≧Ｔpv＋Ｔcv＋Ｔrv）。
【００９２】
　ここで、上記薄膜トランジスタＴｒ１３のドレイン－ソース間電流Ｉdsのしきい値電圧
Ｖth13とは、当該ドレイン－ソース間に僅かな電圧をさらに加えることによって薄膜トラ
ンジスタＴｒ１３のドレイン－ソース間電流Ｉdsが流れ始める動作境界となる薄膜トラン
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ジスタＴｒ１３のゲート－ソース間電圧Ｖgsのことである。特に、本実施形態に係る電圧
読取期間Ｔrvにおいて測定されるしきい値電圧Ｖth13は、薄膜トランジスタＴｒ１３の製
造初期状態のしきい値電圧に対して、駆動履歴（発光履歴）や使用時間等により変動（Ｖ
thシフト）が生じた後の、当該しきい値電圧検出動作の実行時点におけるしきい値電圧を
示す。
【００９３】
　以下、しきい値電圧検出動作に係る各動作期間についてさらに詳しく説明する。
　　（電圧印加期間）
　まず、電圧印加期間Ｔpvにおいては、図２、図３に示すように、発光駆動回路ＤＣの選
択ラインＳＬにオンレベル（ハイレベル）の選択信号Ｓselが印加され、また、供給電圧
ラインＶＬには、低電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）が印加される。ここで、低電位の供給
電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）は、共通電圧Ｖcom以下の電圧であればよく、例えば、接地電位ＧＮ
Ｄでもよい。
【００９４】
　一方、このタイミングに同期して、切換制御信号ＡＺがハイレベルに設定されて電圧印
加側スイッチ１９２がオン状態、電圧検出側スイッチ１９１がオフ状態に設定されるとと
もに、階調電圧生成部１３０からの出力が停止、又は、遮断されることにより、補償電圧
ＤＡＣ１５０から出力されるしきい値電圧の検出用電圧Ｖpvが、電圧加算部１８０及びデ
ータライン入出力切換部１９０（電圧印加側スイッチ１９２）を介して、データラインＤ
Ｌに印加される。
【００９５】
　これにより、表示画素ＰＸを構成する発光駆動回路ＤＣに設けられた薄膜トランジスタ
Ｔｒ１１及びＴｒ１２がオン動作して、供給電圧Ｖscが薄膜トランジスタＴｒ１１を介し
て薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート端子及びコンデンサＣｓの一端側（接点Ｎ１１）に
印加されるとともに、データラインＤＬに印加された上記検出用電圧Ｖpvが、薄膜トラン
ジスタＴｒ１２を介して薄膜トランジスタＴｒ１３のソース端子及びコンデンサＣｓの他
端側（接点Ｎ１２）に印加される。
【００９６】
　ここで、表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）において、有機ＥＬ素子ＯＥＬに発光駆動
電流を供給するｎチャネル型の薄膜トランジスタＴｒ１３について、所定のゲート－ソー
ス間電圧Ｖgsのときに、ドレイン－ソース間電圧Ｖdsを変調した場合のドレイン－ソース
間電流Ｉdsの変化特性を検証すると、図６に示すような特性図で表すことができる。
【００９７】
　図６において、横軸は薄膜トランジスタＴｒ１３の分圧とそれに直列に接続された有機
ＥＬ素子ＯＥＬの分圧を表し、縦軸は薄膜トランジスタＴｒ１３のドレイン－ソース間の
電流Ｉdsの電流値を表している。図中の一点鎖線は、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート
－ソース間のしきい値電圧の境界線であり、当該境界線の左側が不飽和領域であり、右側
が飽和領域となっている。実線は、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間電圧Ｖ
gsを最高輝度階調での発光動作時の電圧Ｖgsmax、及び、最高輝度階調以下の任意の（異
なる）輝度階調での発光動作時の電圧Ｖgs1（＜Ｖgsmax）、Ｖgs2（＜Ｖgs1）にそれぞれ
固定したときに、薄膜トランジスタＴｒ１３のドレイン－ソース間電圧Ｖdsを変調したと
きのドレイン－ソース間電流Ｉdsの変化特性を示している。破線は、有機ＥＬ素子ＯＥＬ
を発光動作させる場合の負荷特性線（ＥＬ負荷線）であり、当該ＥＬ負荷線の右側の電圧
は、供給電圧Ｖsc－共通電圧Ｖcom間電圧（一例として、図中では２０Ｖ）における有機
ＥＬ素子ＯＥＬの分圧となり、ＥＬ負荷線の左側が薄膜トランジスタＴｒ１３のドレイン
－ソース間の電圧Ｖdsに相当する。この有機ＥＬ素子ＯＥＬの分圧は、輝度階調が高くな
る程、つまり薄膜トランジスタＴｒ１３のドレイン－ソース間電流Ｉds（発光駆動電流≒
階調電流）の電流値が増大する程、漸次増大する。
【００９８】
　図６において、不飽和領域では、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間電圧Ｖ
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gsを一定に設定した場合であっても、薄膜トランジスタＴｒ１３のドレイン－ソース間電
圧Ｖdsが高くなるにつれてドレイン－ソース間電流Ｉdsの電流値が顕著に大きくなる（変
化する）。一方、飽和領域では、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間電圧Ｖgs
を一定に設定した場合、ドレイン－ソース間電圧Ｖdsが高くなっても薄膜トランジスタＴ
ｒ１３のドレイン－ソース間電流Ｉdsはあまり増加せず、ほぼ一定となる。
【００９９】
　ここで、電圧印加期間Ｔpvにおいて、補償電圧ＤＡＣ１５０からデータラインＤＬ（さ
らには、表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）の薄膜トランジスタＴｒ１３のソース端子）
に印加される上記検出用電圧Ｖpvは、低電位に設定された供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）よりも
十分低く、かつ、図６に示した特性図において、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソ
ース間電圧Ｖgsが飽和特性を示す領域のドレイン－ソース間電圧Ｖdsが得られるような電
圧値に設定されている。本実施形態においては、上記検出用電圧Ｖpvとして、例えば、補
償電圧ＤＡＣ１５０からデータラインＤＬに印加可能な最大電圧に設定するものであって
もよい。
【０１００】
　さらに、検出用電圧Ｖpvは、次の（１）式を満たすように設定されている。
　　｜Ｖｓ－Ｖpv｜＞Ｖth12＋Ｖth13　　　・・・（１）
　上記（１）式において、Ｖth12は、薄膜トランジスタＴｒ１２のゲート端子にオンレベ
ルの選択信号Ｓselが印加されたときの薄膜トランジスタＴｒ１２のドレイン－ソース間
のしきい値電圧である。また、薄膜トランジスタ１３のゲート端子及びドレイン端子には
ともに低電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）が印加され、互いにほぼ等電位となっているので
、Ｖth13は、薄膜トランジスタＴｒ１３のドレイン－ソース間電圧のしきい値電圧であり
、当該薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間のしきい値電圧でもある。なお、Ｖ
th12＋Ｖth13は経時的に徐々に高くなっていくが、常に（１）式を満たすように（Ｖｓ－
Ｖpv）の電位差が大きく設定されている。
【０１０１】
　このように、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間（すなわち、コンデンサＣ
ｓの両端）に、薄膜トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth13よりも大きな電位差Ｖcp
（両端電位Ｖｃ）が印加されることにより、この電圧Ｖcpに応じた大電流の検出用電流Ｉ
pvが、供給電圧ラインＶＬから薄膜トランジスタＴｒ１３のドレイン－ソース間を介して
、補償電圧ＤＡＣ１５０に向けて強制的に流れる。したがって、速やかにコンデンサＣｓ
の両端に該検出用電流Ｉpvに基づく電位差に対応する電荷が蓄積される（すなわち、コン
デンサＣｓに電圧Ｖcpが充電される）。なお、電圧印加期間Ｔpvにおいては、コンデンサ
Ｃｓに電荷が蓄積されるばかりでなく、供給電圧ラインＶＬからデータラインＤＬに至る
電流ルートのその他の容量成分にも、検出用電流Ｉpvが流れるため電荷の蓄積が行われる
。
【０１０２】
　このとき、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソード端子には、上記供給電圧ラインＶＬに印加さ
れる低電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）以上の共通電圧Ｖcom（＝ＧＮＤ）が印加されてい
るので、有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード－カソード間は、無電界状態又は逆バイアス状態
に設定されることになり、有機ＥＬ素子ＯＥＬには発光駆動電流が流れず発光動作は行わ
れない。
【０１０３】
　　（電圧収束期間）
　次いで、上記電圧印加期間Ｔpv終了後の電圧収束期間Ｔcvにおいては、図２、図４に示
すように、選択ラインＳＬにオンレベルの選択信号Ｓselが印加され、また、供給電圧ラ
インＶＬに低電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）が印加された状態で、切換制御信号ＡＺがロ
ーレベルに切換設定されることにより、電圧検出側スイッチ１９１がオン状態に設定され
るとともに、電圧印加側スイッチ１９２がオフ状態に設定される。また、補償電圧ＤＡＣ
１５０からの検出用電圧Ｖpvの出力が停止される。これにより、薄膜トランジスタＴｒ１
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１、Ｔｒ１２はオン状態を保持するため、表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）は、データ
ラインＤＬとの電気的な接続状態は保持されるものの、当該データラインＤＬへの電圧印
加が遮断されるので、コンデンサＣｓの他端側（接点Ｎ１２）はハイインピーダンス状態
に設定される。
【０１０４】
　このとき、上述した電圧印加期間ＴpvにおいてコンデンサＣｓに蓄積された電荷（両端
電位Ｖｃ＝Ｖcp＞Ｖth13）により薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート電圧が保持されるこ
とになり、薄膜トランジスタＴｒ１３はオン状態を保持して当該ドレイン－ソース間に電
流が流れ続けるので、薄膜トランジスタＴｒ１３のソース端子側（接点Ｎ１２；コンデン
サＣｓの他端側）の電位がドレイン端子側（供給電圧ラインＶＬ側）の電位に近づくよう
に徐々に上昇していく。
【０１０５】
　これにより、コンデンサＣｓに蓄積された電荷の一部が放電されて、薄膜トランジスタ
Ｔｒ１３のゲート－ソース間電圧Ｖgsが低下することになり、最終的に薄膜トランジスタ
Ｔｒ１３のしきい値電圧Ｖth13に収束するように変化する。また、これに伴って、薄膜ト
ランジスタＴｒ１３のドレイン－ソース間電流Ｉdsが減少して、最終的に当該電流の流れ
が停止する。
【０１０６】
　なお、この電圧収束期間Ｔcvにおいても、有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード端子（接点Ｎ
１２）の電位は、カソード端子側の共通電圧Ｖcomと同等であるか、又は、それ未満の電
位を有しているので、有機ＥＬ素子ＯＥＬには依然として無電圧又は逆バイアス電圧が印
加されることになり、有機ＥＬ素子ＯＥＬは発光動作しない。
【０１０７】
　　（電圧読取期間）
　次いで、上記電圧収束期間Ｔcv経過後の電圧読取期間Ｔrvにおいては、図２、図５に示
すように、電圧収束期間Ｔcvと同様に、選択ラインＳＬにオンレベルの選択信号Ｓselが
印加され、また、供給電圧ラインＶＬに低電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）が印加され、切
換制御信号ＡＺがローレベルに設定された状態で、データラインＤＬに電気的に接続され
た検出電圧ＡＤＣ１４０及びしきい値データラッチ部１６０により、当該データラインＤ
Ｌの電位（検出電圧Ｖdec）を測定する。
【０１０８】
　ここで、上記電圧収束期間Ｔcv経過後のデータラインＤＬは、オン状態に設定された薄
膜トランジスタＴｒ１２を介して、薄膜トランジスタＴｒ１３のソース端子（接点Ｎ１２
）側に接続された状態にあり、また、上述したように、当該薄膜トランジスタＴｒ１３の
ソース端子（接点Ｎ１２）側の電位は、薄膜トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth13
相当の電荷が蓄積されたコンデンサＣｓの他端側の電位に相当する。
【０１０９】
　一方、当該薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート端子（接点Ｎ１１）側の電位は、薄膜ト
ランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth13相当の電荷が蓄積されたコンデンサＣｓの一端
側の電位であって、このとき、オン状態に設定された薄膜トランジスタＴｒ１１を介して
、低電位の供給電圧Ｖscに接続された状態にある。
【０１１０】
　これにより、検出電圧ＡＤＣ１４０により測定されるデータラインＤＬの電位は、薄膜
トランジスタＴｒ１３のソース端子側の電位、又は、当該電位に対応する電位に相当する
ことになるので、当該検出電圧Ｖdecと予め設定電圧が判明している低電位の供給電圧Ｖs
c（例えば、接地電位ＧＮＤ）との差分（電位差）に基づいて、薄膜トランジスタＴｒ１
３のゲート－ソース間電圧Ｖgs（コンデンサＣｓの両端電位Ｖｃ）、すなわち、薄膜トラ
ンジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth13、又は、当該しきい値電圧Ｖth13に対応する電圧
を検出することができる。
【０１１１】
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　そして、このようにして検出された薄膜トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth13（
アナログ信号電圧）は、検出電圧ＡＤＣ１４０によりデジタル信号電圧からなるしきい値
検出データに変換されて、しきい値データラッチ部１６０に一旦保持された後、１行分の
各表示画素ＰＸのしきい値検出データを、シフトレジスタ・データレジスタ部１１０によ
り順次読み出して、フレームメモリ１７０の所定の記憶領域に格納（記憶）する。ここで
、各表示画素ＰＸの発光駆動回路ＤＣに設けられた薄膜トランジスタＴｒ１３のしきい値
電圧Ｖth13は、各表示画素ＰＸにおける駆動履歴（発光履歴）等により変動（Ｖthシフト
）の度合いが異なるため、フレームメモリ１７０には、各表示画素ＰＸ固有のしきい値検
出データが記憶されることになる。
【０１１２】
　このような一連のしきい値電圧検出動作は、後述する表示駆動動作に先立つ任意のタイ
ミング、例えば、システム（表示装置）の起動時や休止状態からの復起時等に実行され、
後述する表示装置の駆動制御方法においても説明するように、表示パネルに配列された全
ての表示画素について所定のしきい値電圧検出期間内に実行される。
【０１１３】
　（表示駆動動作：階調表示動作）
　まず、上述したような構成を有する表示駆動装置及び表示画素において、発光素子を所
望の輝度階調で発光動作（階調表示動作）させる場合の駆動制御方法について、図面を参
照して説明する。
【０１１４】
　図７は、本実施形態に係る表示駆動装置において階調表示動作を行う場合の駆動制御方
法を示すタイミングチャートである。また、図８は、本実施形態に係る駆動制御方法（階
調表示動作）においてデータ書込動作を示す概念図であり、図９は、本実施形態に係る駆
動制御方法（階調表示動作）において発光動作を示す概念図である。
【０１１５】
　本実施形態に係る表示駆動装置における表示駆動動作は、図７に示すように、所定の表
示駆動期間（１処理サイクル期間）Ｔcyc内に、表示駆動装置１００からデータラインＤ
Ｌを介して、表示画素ＰＸに所定の補償電圧Ｖpthと表示データに応じた階調実効電圧Ｖr
ealとに基づく電圧、例えば、補償電圧Ｖpthと階調実効電圧Ｖrealとを合算した総和とな
る電圧、を階調指定電圧Ｖdataとして印加して、表示画素ＰＸの発光駆動回路ＤＣに設け
られた発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間に、当該薄膜トランジ
スタＴｒ１３のドレイン－ソース間電流Ｉdsのしきい値電圧Ｖth13相当の電圧成分、及び
、表示データ（階調実効電圧）に応じた電圧成分を保持させる（書き込む）書込動作期間
（第２乃至第４のステップ、データ書込ステップ）Ｔwrtと、上記薄膜トランジスタＴｒ
１３のゲート－ソース間に保持された全電圧成分（コンデンサＣｓに蓄積された総電荷量
）に基づいて、表示データに応じた電流値を有する発光駆動電流を有機ＥＬ素子ＯＥＬに
流して、所定の輝度階調で発光動作させる発光動作期間（階調発光ステップ）Ｔemと、を
含むように設定されている（Ｔcyc≧Ｔwrt＋Ｔem）。
【０１１６】
　ここで、本実施形態に係る表示駆動期間Ｔcycに適用される１処理サイクル期間は、例
えば、表示画素ＰＸが１フレームの画像のうちの１画素分の画像情報を表示するのに要す
る期間に設定される。すなわち、後述する表示装置の駆動制御方法において説明するよう
に、複数の表示画素ＰＸを行方向及び列方向にマトリクスに配列した表示パネルに、１フ
レームの画像を表示する場合、上記１処理サイクル期間Ｔcycは、１行分の表示画素ＰＸ
が１フレームの画像のうちの１行分の画像を表示するのに要する期間に設定される。
【０１１７】
　以下、表示駆動動作に係る各動作期間についてさらに詳しく説明する。
　　（書込動作期間）
　まず、書込動作期間Ｔwrtにおいては、図７、図８に示すように、発光駆動回路ＤＣの
選択ラインＳＬにオンレベル（ハイレベル）の選択信号Ｓselが印加され、また、供給電
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圧ラインＶＬには、低電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ；例えば、接地電位ＧＮＤ）が印加さ
れる。
【０１１８】
　これにより、発光駆動回路ＤＣに設けられた薄膜トランジスタＴｒ１１及びＴｒ１２が
オン動作して、供給電圧Ｖscが薄膜トランジスタＴｒ１１を介して薄膜トランジスタＴｒ
１３のゲート端子（接点Ｎ１１；コンデンサＣｓの一端側）に印加されるとともに、薄膜
トランジスタＴｒ１３のソース端子（接点Ｎ１２）が薄膜トランジスタＴｒ１２を介して
、データラインＤＬに電気的に接続される。
【０１１９】
　一方、このタイミングに同期して、切換制御信号ＡＺがハイレベルに設定されて電圧印
加側スイッチ１９２がオン状態、電圧検出側スイッチ１９１がオフ状態に設定されるとと
もに、電圧加算部１８０に対して、補償電圧ＤＡＣ１５０により生成された補償電圧Ｖpt
hが出力される（第２のステップ、補償電圧生成ステップ）とともに、階調電圧生成部１
３０により生成された階調実効電圧Ｖrealが出力される（第３のステップ、階調電圧生成
ステップ）。
【０１２０】
　電圧加算部１８０においては、補償電圧ＤＡＣ１５０から出力される補償電圧Ｖpthと
階調電圧生成部１３０から出力される階調実効電圧Ｖrealが合算されて、その総和となる
電圧成分が階調指定電圧Ｖdataとして、データライン入出力切換部１９０（電圧印加側ス
イッチ１９２）を介してデータラインＤＬに印加される。ここで、階調指定電圧Ｖdataの
電圧極性は、供給電圧ラインＶＬから薄膜トランジスタＴｒ１３、接点Ｎ１２、薄膜トラ
ンジスタＴｒ１２、データラインＤＬを介して、電圧加算部１８０方向に電流が流れる極
性に設定される。
【０１２１】
　これにより、表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）に設けられた薄膜トランジスタＴｒ１
１がオン動作して、低電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）が薄膜トランジスタＴｒ１１を介し
て薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート及びコンデンサＣｓの一端側（接点Ｎ１１）に印加
されるとともに、薄膜トランジスタＴｒ１２がオン動作して、データラインＤＬを介して
上記供給電圧Ｖscに対して低電位に設定された階調指定電圧Ｖdataが薄膜トランジスタＴ
ｒ１３のソース端子側（接点Ｎ１２；コンデンサＣｓの他端側）に印加されることにより
、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間（コンデンサＣｓの両端）に、当該階調
指定電圧Ｖdataと低電位の供給電圧Ｖscとの差分に相当する電圧成分（供給電圧Ｖscが接
地電位ＧＮＤの場合には、階調指定電圧Ｖdata相当の電圧成分）が保持される（第４のス
テップ、データ書込みステップ）。
【０１２２】
　すなわち、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間に接続されたコンデンサＣｓ
の両端に、薄膜トランジスタＴｒ１３に固有のしきい値電圧Ｖth13と階調実効電圧Ｖreal
との総和（Ｖth13＋Ｖreal）に相当する電位差が生じることにより、当該電位差に応じた
電荷が蓄積される。この書込動作により薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間に
形成される電位差は、当該薄膜トランジスタＴｒ１３に固有のしきい値電圧Ｖth13を上回
る電圧値となるため、薄膜トランジスタＴｒ１３はオン動作して、供給電圧ラインＶＬか
ら薄膜トランジスタＴｒ１３、接点Ｎ１２、薄膜トランジスタＴｒ１２、データラインＤ
Ｌを介して、表示駆動装置１００（電圧加算部１８０）方向に電流が流れる。
【０１２３】
　ここで、書込動作期間Ｔwrtにおいて、補償電圧ＤＡＣ１５０から出力される補償電圧
Ｖpthは、上述したしきい値電圧検出動作において、検出電圧ＡＤＣ１４０及びしきい値
データラッチ部１６０により各表示画素ＰＸごとに検出され、フレームメモリ１７０に各
表示画素ＰＸごとに個別に記憶されたしきい値検出データに基づいて、各表示画素ＰＸ（
発光駆動回路ＤＣ）の薄膜トランジスタＴｒ１３に固有のしきい値電圧Ｖth13を補償する
電圧値を有するものであって、上記補償電圧Ｖpthの印加により、当該薄膜トランジスタ
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Ｔｒ１３のゲート－ソース間（コンデンサＣｓの両端）にしきい値電圧Ｖth13相当の電圧
成分を保持させることができる電圧値に設定されている。
【０１２４】
　より具体的には、上述したように、表示画素ＰＸに設けられる発光駆動回路ＤＣを構成
する薄膜トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ１３として、ｎチャネル型のアモルファスシリコン
薄膜トランジスタを適用した場合、アモルファスシリコン薄膜トランジスタのしきい値電
圧が変動する現象（Ｖthシフト）が発生しやすいという素子特性を有している。ここで、
Ｖthシフトにおけるしきい値電圧の変動量は、当該薄膜トランジスタの駆動履歴や使用時
間等に起因するため、各薄膜トランジスタごとに当該変動量が異なる。
【０１２５】
　そこで、本実施形態においては、上記しきい値電圧検出動作により、各表示画素ＰＸに
おいて、有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬの発光輝度を設定する発光駆動用の薄膜トラン
ジスタＴｒ１３について、Ｖthシフト後のしきい値電圧検出動作実行時点におけるしきい
値電圧を個別に検出して、フレームメモリ１７０にしきい値検出データとして記憶し、当
該表示画素について表示データを書き込む際に、各薄膜トランジスタに固有のしきい値電
圧相当の電圧成分を保持させることにより、上記Ｖthシフトによるしきい値電圧の変動分
を補償するようにしている。
【０１２６】
　したがって、薄膜トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth13が発光履歴（駆動履歴）
等によりＶthシフトした場合であっても、階調信号（表示データ）に適切に対応した電圧
成分（階調実効電圧Ｖreal）を書込動作期間Ｔwrt内に迅速かつ十分に書き込むことがで
きる。
【０１２７】
　また、このとき、供給電圧ラインＶＬには、低電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）が印加さ
れ、さらに、接点Ｎ１２には、供給電圧Ｖscよりもさらに低い階調指定電圧Ｖdataが印加
されることから、有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード端子（接点Ｎ１２）に印加される電位は
カソード端子の電位Ｖcom（ＧＮＤ）以下になるので、有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス
電圧が印加されることになり、有機ＥＬ素子ＯＥＬには発光駆動電流が流れず、発光動作
は行われない。
【０１２８】
　　（発光動作期間）
　次いで、書込動作期間Ｔwrt終了後の発光動作期間Ｔemにおいては、図７、図９に示す
ように、選択ラインＳＬにオフレベル（ローレベル）の選択信号Ｓselが印加され、供給
電圧ラインＶＬに高電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｅ）が印加される。また、このタイミング
に同期して、階調電圧生成部１３０による上記階調実効電圧Ｖreal、及び、補償電圧ＤＡ
Ｃ１５０による補償電圧Ｖpthの出力動作が停止される。
【０１２９】
　これにより、発光駆動回路ＤＣに設けられた薄膜トランジスタＴｒ１１及びＴｒ１２が
オフ動作して、供給電圧Ｖscの薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート端子（接点Ｎ１１；コ
ンデンサＣｓの一端側）及びドレイン端子への印加が遮断されるとともに、データライン
ＤＬと薄膜トランジスタＴｒ１３のソース端子（接点Ｎ１２；コンデンサＣｓの他端側）
との電気的な接続が遮断されるので、上述した書込動作期間ＴwrtにおいてコンデンサＣ
ｓに蓄積された電荷が保持される。
【０１３０】
　なお、発光動作期間Ｔemにおいて、供給電圧ラインＶＬに印加される高電位の供給電圧
Ｖsc（＝Ｖｅ）は、有機ＥＬ素子ＯＥＬを最高輝度階調（ＭＳＢ）で発光動作させる際に
必要となるアノード電圧以上の電圧値（有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソード側に接続された電
圧Ｖcomに対して、順バイアスとなる正の電圧）になるように設定されている。
【０１３１】
　具体的には、高電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｅ）は、下記の（２）式を満たすような電圧
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値に設定される。
　　｜Ｖｅ－Ｖcom｜＞Ｖdsmax＋Ｖelmax　　　・・・（２）
　上記（２）式において、Ｖdsmaxは、最高輝度階調で発光動作させる際の階調指定電圧
Ｖdataを印加する場合に、薄膜トランジスタＴｒ１３のドレイン－ソース間が発光動作期
間Ｔemで図６に示した飽和領域に達するような薄膜トランジスタＴｒ１３のドレイン－ソ
ース間の最高電圧値である。また、Ｖelmaxは、最高輝度階調時の有機ＥＬ素子ＯＥＬの
分圧である。
【０１３２】
　このように、上記書込動作時にコンデンサＣｓに充電された電圧成分の総和（Ｖth13＋
Ｖreal）がコンデンサＣｓの両端電位Ｖｃとして保持されることにより、薄膜トランジス
タＴｒ１３のゲート－ソース間電圧Ｖgs（すなわち、接点Ｎ１１の電位）が保持されるこ
とになり、薄膜トランジスタＴｒ１３はオン状態を維持する。
【０１３３】
　したがって、発光動作期間Ｔemに、図１０に示すように、供給電圧ラインＶＬから薄膜
トランジスタＴｒ１３、接点Ｎ１２を介して、有機ＥＬ素子ＯＥＬ方向に発光駆動電流Ｉ
emが流れ、有機ＥＬ素子ＯＥＬが該発光駆動電流Ｉemの電流値に応じた所定の輝度階調で
発光する。ここで、発光動作期間ＴemにコンデンサＣｓに保持される電荷（両端電位Ｖｃ
）は、上述したように、薄膜トランジスタＴｒ１３において階調指定電圧Ｖdata（Ｖth13
＋Ｖreal）に対応する電位差に相当するので、有機ＥＬ素子ＯＥＬに流れる発光駆動電流
Ｉemは、階調指定電圧Ｖdataに含まれる階調実効電圧Ｖrealに基づいて、所定の発光状態
（輝度階調）に対応する電流値（Ｉem≒Ｉdata）を有することになり、有機ＥＬ素子ＯＥ
Ｌは表示データ（階調実効電圧）に応じた輝度階調で継続的に発光する。
【０１３４】
　このように、本実施形態に係る表示駆動装置及び表示画素によれば、表示データの書込
動作期間に薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間にしきい値電圧Ｖth13相当の電
圧成分、及び、表示データに応じた階調実効電圧Ｖreal相当の電圧成分の総和を保持させ
ることにより、実質的に階調実効電圧Ｖrealに応じた電圧成分（階調電圧Ｖdata）に基づ
いて、有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬに流す発光駆動電流Ｉemを制御して、所定の輝度
階調で発光動作させる電圧階調指定方式の駆動制御方法を適用することができる。
【０１３５】
　したがって、発光素子を発光動作させる際の輝度階調（特に、低階調動作）に応じて、
表示データ（階調信号）の書込不足が発生する電流階調指定方式に比較して、低階調動作
時においても、階調信号（階調指定電圧）を各表示画素に迅速に書き込むことができ、全
ての輝度階調において表示データに応じた適切な発光動作を実現することができる。
【０１３６】
　特に、書込動作時に、発光素子の発光輝度を設定するための階調実効電圧に加え、しき
い値電圧検出動作により取得した各表示画素のスイッチング素子に固有のしきい値電圧相
当の電圧成分を保持させることにより、スイッチング素子の駆動履歴や使用時間等に起因
してしきい値電圧が変動するＶthシフトが発生した場合であっても、当該スイッチング素
子を確実に動作境界付近に設定した状態に、表示データに応じた電圧成分を上乗せして保
持させた状態に設定することができるので、アモルファスシリコン薄膜トランジスタをス
イッチング素子に適用した場合であってもＶthシフトの影響を抑制して、表示データに応
じた適切な発光動作を実現することができる。
【０１３７】
　また、階調指定電圧として、階調実効電圧と、各表示画素のスイッチング素子に固有の
しきい値電圧とを合算した電圧値になるように設定することができるので、階調実効電圧
を、スイッチング素子のしきい値電圧を考慮することなく、表示データ（輝度階調データ
）のみに対応した電圧値に設定することができる。したがって、階調電圧生成部における
階調実効電圧生成のための処理負担が軽減される。
【０１３８】
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　なお、本実施形態においては、表示駆動動作に先立って実行されるしきい値電圧検出動
作において、電圧印加期間Ｔpvに各表示画素ＰＸの発光駆動回路ＤＣ（薄膜トランジスタ
Ｔｒ１３のソース端子側）に印加する検出用電圧Ｖpvを、補償電圧ＤＡＣ１５０から電圧
加算部１８０及び電圧印加側スイッチ１９２を介して、データラインＤＬに印加する表示
駆動装置の構成及び駆動制御方法を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、
例えば、以下に示すように、検出用電圧ＶpvをデータラインＤＬに印加するための専用電
源を備えるものであってもよい。
【０１３９】
　図１０は、本実施形態に係る表示駆動装置の他の構成例を示す要部構成図である。ここ
で、上述した実施形態と同等の構成についてはその説明を省略する。
　本構成例に係る表示駆動装置は、図１０に示すように、上述した表示駆動装置１００の
構成（図１参照）に加え、補償電圧ＤＡＣ１５０とは別個に、検出用電圧Ｖpvを出力する
検出用電圧電源１５１を備えた構成を有するとともに、電圧加算部１８０への電圧成分の
入力源として上記補償電圧ＤＡＣ１５０（補償電圧Ｖpth）、及び、階調電圧生成部１３
０（階調実効電圧Ｖreal、無発光表示電圧Ｖzero）に加え、当該検出用電圧電源１５１（
検出用電圧Ｖpv）が接続された構成を有している。
【０１４０】
　これによれば、上述した電圧印加期間Ｔpvにおいて、補償電圧ＤＡＣ１５０及び階調電
圧生成部１３０からの出力を停止、又は、遮断した状態に設定する制御のみで、検出用電
圧電源１９０からの検出用電圧Ｖpvを、電圧加算部１８０を介してデータラインＤＬに印
加することができるので、補償電圧ＤＡＣ１５０における検出用電圧Ｖpvの出力動作のた
めの処理負担を軽減することができる。
【０１４１】
　（表示駆動動作：無発光表示動作）
　次いで、上述したような構成を有する表示駆動装置及び表示画素において、発光素子を
発光動作させない無発光表示（黒表示）動作を行う場合の駆動制御方法について、図面を
参照して説明する。
【０１４２】
　図１１は、本実施形態に係る表示駆動装置において無発光表示動作を行う場合の駆動制
御方法の一例を示すタイミングチャートである。また、図１２は、本実施形態に係る駆動
制御方法（無発光表示動作）においてデータ書込動作を示す概念図であり、図１３は、本
実施形態に係る駆動制御方法（無発光表示動作）において無発光動作を示す概念図である
。ここで、上述した階調表示動作と同等の駆動制御についてはその説明を簡略化又は省略
する。
【０１４３】
　本実施形態に係る表示駆動装置における駆動制御動作は、図１１に示すように、上述し
たしきい値電圧検出動作（しきい値電圧検出期間Ｔdec）の後に、各表示画素ＰＸに設け
られた発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３に固有のしきい値電圧Ｖth13相当の電圧成
分を保持させる補償電圧Ｖpthと、当該しきい値電圧Ｖth13相当の電圧成分を放電して、
十分低い電圧を保持させるための無発光表示電圧Ｖzeroとを合算した階調指定電圧Ｖdata
(0)を印加して、有機ＥＬ素子ＯＥＬを無発光状態に設定する表示駆動動作（表示駆動期
間）を実行する制御方法により構成されている。
【０１４４】
　なお、有機ＥＬ素子ＯＥＬを無発光状態に設定するための階調指定電圧Ｖdata(0)とし
ては、上述した電圧加算部１８０により補償電圧Ｖpthと無発光表示電圧Ｖzeroとを合算
した電圧成分を用いる手法のほか、例えば、各表示画素ＰＸに設けられた発光駆動用の薄
膜トランジスタＴｒ１３に固有のしきい値電圧Ｖth13よりも十分低い電圧成分を保持させ
ることができる一定の電圧値を有する無発光表示電圧Ｖzeroのみを用いる手法を適用する
ものであってもよい。
【０１４５】
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　すなわち、上述した階調表示動作を実行する際の駆動制御動作においては、当該表示駆
動動作（表示駆動期間Ｔcyc）における書込動作期間Ｔwrtから発光動作期間Ｔemに移行す
る際に、供給電圧Ｖscが低電位（Ｖs）から高電位（Ｖｅ）に変位するように設定される
。このため、薄膜トランジスタＴｒ１１に寄生する容量成分等に保持される電荷の変位に
より、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート端子（接点Ｎ１１）に印加される電位（ゲート
電位）が上昇してしまうという現象が生じる。
【０１４６】
　ここで、表示データに基づく輝度階調が最低階調（黒表示状態）の場合、当該輝度階調
に対応させて階調実効電圧の電圧値を微小な状態又は０Ｖとした場合、階調指定電圧Ｖda
taは実質的に補償電圧Ｖpthと同等となり、書込動作期間ＴwrtにおいてコンデンサＣｓに
充電される電圧（両端電位Ｖｃ）は、薄膜トランジスタＴｒ１３に固有のしきい値電圧Ｖ
th13の近傍となる。そのため、上記書込動作期間Ｔwrtから発光動作期間Ｔemへの移行に
より、僅かなゲート電位の変動が生じた場合であっても、薄膜トランジスタＴｒ１３がオ
ン動作して発光駆動電流Ｉemが流れてしまい、表示データに応じた無発光表示（黒表示）
動作が実現されなくなる（すなわち、無発光表示動作が不安定になる）可能性がある。
【０１４７】
　このような無発光表示動作を安定化させるためには、発光動作期間Ｔemにおいて、コン
デンサＣｓに充電された電圧成分が放電されて、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソ
ース間電圧Ｖgs（コンデンサＣｓの両端電位Ｖｃ）が、当該薄膜トランジスタＴｒ１３に
固有のしきい値電圧Ｖth13よりも十分低く設定されていること、より望ましくは、０Ｖ（
すなわち、接点Ｎ１１と接点Ｎ１２が等電位）に設定されていることが望ましい。
【０１４８】
　このような電圧状態を実現するために、従来技術に示したような電流階調指定方式の駆
動制御方法を適用した場合、黒表示に対応した微小な電流値の階調電流（階調信号）を供
給して書込動作を行う必要があり、コンデンサＣｓに蓄積された電荷を放電してゲート－
ソース間電圧Ｖgsを所望の電荷量（電圧値）にするために比較的長い時間を必要とする。
特に、１つ前の表示駆動期間（１処理サイクル期間）Ｔcycの書込動作期間Ｔwrtにおいて
、コンデンサＣｓに充電された電圧成分（両端電位Ｖｃ）が最高輝度階調電圧に近い程、
コンデンサＣｓに蓄積されている電荷量が多いため、所望の電圧値になるように電荷を放
電するためにより長い時間を要することとなる。
【０１４９】
　そこで、本実施形態に係る表示駆動装置においては、図１に示すように、階調電圧生成
部１３０に、表示データに応じた所定の輝度階調で有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬを発
光動作させるための階調実効電圧Ｖrealを生成して供給する手段に加え、有機ＥＬ素子Ｏ
ＥＬを発光動作させずに最も暗い表示（黒表示）動作をさせるための無発光表示電圧Ｖze
roを生成して供給する手段を備え、最低輝度階調（黒表示状態）時に、補償電圧ＤＡＣ１
５０により生成される補償電圧Ｖpthと無発光表示電圧Ｖzeroとに基づく電圧成分（階調
指定電圧Ｖdata(0)）を、データラインＤＬに印加する、もしくは、無発光表示電圧Ｖzer
oを直接印加するように構成されている。
【０１５０】
　なお、本実施形態においては、階調電圧生成部１３０により無発光表示電圧Ｖzeroを生
成して出力する場合について示すが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、
階調電圧生成部１３０とは別個に無発光表示電圧Ｖzeroを出力するための専用電源を備え
るものであってもよい。
【０１５１】
　そして、このような構成を有する表示駆動装置における駆動制御方法は、上述したしき
い値電圧検出動作の終了後の表示駆動動作において、図１１に示すように、所定の表示駆
動期間（１処理サイクル期間）Ｔcyc内に、表示画素ＰＸに補償電圧Ｖpthと無発光表示電
圧Ｖzero（上述した階調実効電圧Ｖrealに相当する）とに基づく電圧、例えば、補償電圧
Ｖpthと無発光表示電圧Ｖzeroとを合算した総和となる電圧、を階調指定電圧Ｖdata(0)と
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して印加して、発光駆動回路ＤＣに設けられた発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３の
ゲート－ソース間（コンデンサＣｓの両端）に保持された（残留する）電荷のほぼ全てを
放電して、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間電圧Ｖgsを０Ｖに設定する書込
動作期間Ｔwrtと、有機ＥＬ素子ＯＥＬを発光動作させない（無発光動作させる）発光動
作期間Ｔemと、を含むように設定されている（Ｔcyc≧Ｔwrt＋Ｔem）。
【０１５２】
　すなわち、上述した階調表示動作を実行する際の駆動制御動作と同様に、書込動作期間
Ｔwrtにおいて、図１２に示すように、表示駆動装置１００（階調電圧生成部１３０）か
ら、例えば、低電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）と等電位の階調指定電圧（補償電圧と無発
光表示電圧との総和）をデータライン入出力切換部１９０及びデータラインＤＬを介して
、表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）に設けられた発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１
３のゲート－ソース間（コンデンサＣｓ）、具体的には、当該薄膜トランジスタＴｒ１３
のソース端子側（接点Ｎ１２）に直接印加して、上記ゲート－ソース間電圧Ｖgs（コンデ
ンサＣｓの両端電位Ｖｃ）を０Ｖに設定する。
【０１５３】
　このように、コンデンサＣｓに蓄積された電荷のほぼ全てが放電され、薄膜トランジス
タＴｒ１３のゲート－ソース電圧Ｖgsが、当該薄膜トランジスタＴｒ１３に固有のしきい
値電圧Ｖth13よりも十分低い電圧値（略０Ｖ）に設定されるので、書込動作期間Ｔwrtか
ら発光動作期間Ｔemに移行する際に、供給電圧Ｖscが低電位（Ｖs）から高電位（Ｖｅ）
に変位して薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート電位（接点Ｎ１１の電位）が僅かながら上
昇したとしても、図１３に示すように、薄膜トランジスタＴｒ１３はオン動作せず（オフ
状態を保持して）、有機ＥＬ素子ＯＥＬには発光駆動電流Ｉemが供給されず、発光動作は
行われない（無発光状態となる）。
【０１５４】
　これにより、無発光表示動作時に、データラインＤＬを介して無発光表示データに対応
した電流値を有する階調信号（階調電流）を供給して、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲー
ト－ソース間に接続されたコンデンサＣｓに蓄積された電荷のほぼ全てを放電する場合に
比較して、無発光表示データの書込動作に要する時間を短縮しつつ、有機ＥＬ素子ＯＥＬ
の無発光状態（無発光表示動作）を確実に実現することができる。したがって、上述した
通常の階調表示を行うための表示駆動動作に加え、無発光表示を行うための表示駆動動作
を、表示データ（輝度階調データ）に応じて切換制御することにより、所望の階調数（例
えば、２５６階調）の発光動作を、比較的高輝度かつ鮮明に実現することができる。
【０１５５】
　なお、本実施形態に係る表示画素ＰＸにおいては、図１に示したように、発光駆動回路
ＤＣに設けられる薄膜トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ１３として、いずれもｎチャネル型の
アモルファスシリコン薄膜トランジスタを適用した構成を示したが、ポリシリコン薄膜ト
ランジスタを適用するものであってもよく、さらに、全てｐチャネル型のアモルファスシ
リコン薄膜トランジスタを適用するものであってもよい。ここで、全てｐチャネル型を適
用した場合、信号のオンレベル、オフレベルのハイ、ローが反転するように設定される。
【０１５６】
　ここで、表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）に設けられる薄膜トランジスタＴｒ１１～
Ｔｒ１３として、アモルファスシリコン薄膜トランジスタを適用した場合、上述したよう
に、すでに確立されたアモルファスシリコン製造技術を適用して、素子特性（電子移動度
等）の均一なアモルファスシリコン薄膜トランジスタからなる発光駆動回路を比較的簡易
な製造プロセスで製造することができる。
【０１５７】
　そして、この場合、アモルファスシリコン薄膜トランジスタにおいては、駆動履歴によ
るしきい値電圧の変動（Ｖthシフト）が顕著であるが、本発明に適用される表示駆動装置
及びその駆動制御方法によれば、表示データの書込動作において、各表示画素ＰＸ（発光
駆動回路ＤＣ）に設けられる発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３に固有のしきい値電
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圧（Ｖthシフトにより変動した後のしきい値電圧）を検出して、当該しきい値電圧に対応
する電圧成分を、階調実効電圧とともに印加して保持させるように制御されるので、各表
示画素ＰＸにおいて薄膜トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧の変動状況にかかわらず、
常に動作境界となる状態（変動したしきい値電圧を補償した状態）に、表示データに応じ
た階調実効電圧が上乗せして保持された状態に設定することができ、当該階調実効電圧に
応じた輝度階調で有機ＥＬ素子を発光動作させることができる。
 
【０１５８】
　また、本実施形態においては、図１に示したように、各表示画素ＰＸに設けられる発光
駆動回路ＤＣにより生成された発光駆動電流を、発光素子である有機ＥＬ素子ＯＥＬに流
し込む形態の回路構成を示して説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
　図１４は、本発明に適用される表示駆動装置により駆動制御される表示画素の他の実施
形態を示す要部構成図である。ここで、上述した実施形態と同等の構成については、同一
又は同等の符号を付して説明する。
 
【０１５９】
　例えば、図１４に示すように、表示画素ＰＸ２として、ゲート端子が選択ラインＳＬに
、ソース端子及びドレイン端子が接点Ｎ２１及び接点Ｎ２２に各々接続された薄膜トラン
ジスタＴｒ２１と、ゲート端子が選択ラインＳＬに、ソース端子及びドレイン端子がデー
タラインＤＬ及び接点Ｎ２２に各々接続された薄膜トランジスタＴｒ２２と、ゲート端子
が接点Ｎ２１に、ドレイン端子が接点Ｎ２２に各々接続され、ソース端子に共通電圧Ｖco
m（例えば、接地電位ＧＮＤ）が印加された薄膜トランジスタＴｒ２３と、接点Ｎ２１に
一端側が接続され、他端側に共通電圧Ｖcomが印加されたコンデンサＣｓと、からなる発
光駆動回路ＤＣ２、及び、アノード端子が所定の供給電圧Ｖscが印加される供給電圧ライ
ンＶＬに接続され、カソード端子が接点Ｎ２１に各々接続された有機ＥＬ素子ＯＥＬを備
えた構成を適用することができる。
【０１６０】
　この表示画素ＰＸ２においては、書込動作期間に階調指定電圧に応じた電圧成分が、発
光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ２３のゲート－ソース間（コンデンサＣｓの両端）に保
持され、発光動作期間に当該電圧成分に基づいて薄膜トランジスタＴｒ２３がオン動作し
て、供給電圧ラインＶＬから有機ＥＬ素子ＯＥＬ、接点Ｎ２２及び薄膜トランジスタＴｒ
２３を介して、共通電圧Ｖcom方向に所定の電流値を有する発光駆動電流が流れる（発光
駆動回路ＤＣ２により引き抜く）ことにより、有機ＥＬ素子ＯＥＬが表示データ（階調指
定電圧）に応じた所定の輝度階調で発光動作させることができる。
【０１６１】
　さらに、本実施形態においては、図１、図１４に示したように、各表示画素ＰＸに設け
られる発光駆動回路ＤＣとして、３個の薄膜トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ１３を備えた回
路構成を示して説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、電圧階
調指定方式に対応した発光駆動回路であって、単一の薄膜トランジスタを用いて、表示デ
ータに応じて印加された階調指定電圧に対応した電圧成分（電荷）をコンデンサ又は寄生
容量に保持（蓄積）する電圧保持機能、及び、該保持された電圧成分に基づいて発光素子
（有機ＥＬ素子）に供給する発光駆動電流を制御する発光駆動機能を実現するものであれ
ば、他の回路構成を有するものであってもよいことはいうまでもない。
【０１６２】
　＜表示装置＞
　次に、本発明に係る表示装置及びその駆動制御方法について、図面を参照して説明する
。
　図１５は、本発明に係る表示装置の全体構成の一例を示す概略ブロック図であり、図１
６は、本実施形態に係る表示装置に適用される表示パネル及びその周辺回路（選択ドライ
バ、電源ドライバ）の一例を示す概略構成図である。ここで、上述した実施形態に示した
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表示駆動装置及び表示画素（発光駆動回路）と同等の構成については、同一又は同等の符
号を付して、上述した図面を適宜参照しながら説明する。
【０１６３】
　図１５、図１６に示すように、本実施形態に係る表示装置２００は、概略、行方向に配
設された複数の選択ライン（選択線）ＳＬと列方向に配設された複数のデータライン（デ
ータ線）ＤＬとの各交点近傍に、上述した実施形態と同等の回路構成を有する発光駆動回
路ＤＣ及び有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬを備えた複数の表示画素ＰＸがｎ行×ｍ列（
ｎ、ｍは、任意の正の整数）からなるマトリクス状に配列された表示パネル２１０と、該
表示パネル２１０の選択ラインＳＬに接続され、各選択ラインＳＬごとに順次所定のタイ
ミングで選択信号Ｓselを印加する選択ドライバ（選択駆動部）２２０と、選択ラインＳ
Ｌの各々に並行して行方向に配設された供給電圧ラインＶＬに接続され、各供給電圧ライ
ンＶＬごとに順次所定のタイミングで所定の電圧レベルの供給電圧Ｖscを印加する電源ド
ライバ（電源駆動部）２３０と、表示パネル２１０のデータラインＤＬに接続され、上述
したしきい値電圧検出期間Ｔdecに、各データラインＤＬを介して各列の表示画素ＰＸ（
発光駆動回路ＤＣ）に設けられた発光駆動用のスイッチング素子（薄膜トランジスタ）の
当該時点のしきい値電圧を検出するとともに、表示駆動期間Ｔcycに、各データラインＤ
Ｌを介して各列の表示画素ＰＸに、当該表示画素ＰＸのスイッチング素子に固有のしきい
値電圧に対応した補償電圧Ｖpth、及び、各表示データに応じた階調実効電圧Ｖreal（又
は、無発光表示電圧Ｖzero）に基づく電圧、例えば補償電圧Ｖpthと階調実効電圧Ｖreal
との総和からなる電圧、を階調指定電圧Ｖdataとして供給するデータドライバ（データ駆
動部）２４０と、後述する表示信号生成回路２６０から供給されるタイミング信号に基づ
いて、少なくとも上記選択ドライバ２２０及び電源ドライバ２３０、データドライバ２４
０の動作状態を制御する選択制御信号及び電源制御信号、データ制御信号（タイミング制
御信号）を生成して出力するシステムコントローラ２５０と、例えば、表示装置２００の
外部から供給される映像信号に基づいて、デジタル信号からなる表示データ（輝度階調デ
ータ）を生成してデータドライバ２４０に供給するとともに、該表示データに基づいて表
示パネル２１０に所定の画像情報を表示するためのタイミング信号（システムクロック等
）を抽出、又は、生成して上記システムコントローラ２５０に供給する表示信号生成回路
２６０と、を備えて構成されている。
【０１６４】
　以下、上記各構成について具体的に説明する。
　（表示パネル）
　図１５に示した表示パネル２１０に配列された各表示画素ＰＸは、上述した実施形態（
図１、図１４参照）に示した表示画素と同様に、選択ドライバ２２０から選択ラインＳＬ
を介して印加される選択信号Ｓsel、及び、電源ドライバ２３０から供給電圧ラインＶＬ
を介して印加される供給電圧Ｖsc、データドライバ２４０からデータラインＤＬを介して
供給される階調指定電圧Ｖdataに基づいて、表示データに応じた発光駆動電流Ｉemを生成
する発光駆動回路ＤＣと、該発光駆動回路ＤＣから供給される発光駆動電流Ｉemの電流値
に応じて所定の輝度階調で発光動作する有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬと、を有して構
成されている。なお、本実施形態においては、上述した実施形態（図１参照）と同様に、
発光素子として有機ＥＬ素子ＯＥＬを適用した場合について示すが、発光駆動電流の電流
値に応じて所定の輝度階調で発光動作を行う電流制御型の発光素子であれば、他の発光素
子であってもよい。
【０１６５】
　（選択ドライバ）
　選択ドライバ２２０は、システムコントローラ２５０から供給される選択制御信号に基
づいて、各選択ラインＳＬにオンレベル（上述した表示画素においては、ハイレベル）の
選択信号Ｓselを印加することにより、各行ごとの表示画素ＰＸを選択状態に設定する。
具体的には、各行の表示画素ＰＸについて、しきい値電圧検出期間Ｔdec、及び、表示駆
動期間Ｔcycにおける書込動作期間Ｔwrt中、選択信号Ｓselを当該行の選択ラインＳＬに
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印加する動作を、所定のタイミングで各行ごとに順次実行することにより、各行ごとの表
示画素ＰＸを順次選択状態に設定する。
【０１６６】
　ここで、選択ドライバ２２０は、例えば、図１６に示すように、後述するシステムコン
トローラ２５０から選択制御信号として供給される選択クロック信号ＳＣＫ及び選択スタ
ート信号ＳＳＴに基づいて、各行の選択ラインＳＬに対応するシフト信号を順次出力する
周知のシフトレジスタ２２１と、該シフトレジスタ２２１から出力されるシフト信号を所
定の信号レベル（オンレベル）に変換して、システムコントローラ２５０から選択制御信
号として供給される出力制御信号ＳＯＥに基づいて、各選択ラインＳＬに選択信号Ｓsel
として出力する出力回路部（出力バッファ）２２２と、を備えた構成を有している。
【０１６７】
　（電源ドライバ）
　電源ドライバ２３０は、システムコントローラ２５０から供給される電源制御信号に基
づいて、各行の表示画素ＰＸについて、発光動作期間中のみ高電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖ
ｅ）を当該行の供給電圧ラインＶＬに印加し、発光動作期間以外の動作期間（しきい値電
圧検出期間Ｔdec、及び、表示駆動期間Ｔcycにおける書込動作期間Ｔwrt）中、低電位の
供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）を印加する。
【０１６８】
　ここで、電源ドライバ２３０は、例えば、図１６に示すように、上述した選択ドライバ
２２０と同様に、システムコントローラ２５０から電源制御信号として供給されるクロッ
ク信号ＶＣＫ及びスタート信号ＶＳＴに基づいて、各行の供給電圧ラインＶＬに対応する
シフト信号を順次出力する周知のシフトレジスタ２３１と、シフト信号を所定の電圧レベ
ル（電圧値Ｖｅ、Ｖｓ）に変換して、電源制御信号として供給される出力制御信号ＶＯＥ
に基づいて、各供給電圧ラインＶＬに供給電圧Ｖscとして出力する出力回路部２３２と、
を備えた構成を有している。
【０１６９】
　（データドライバ）
　データドライバ２４０は、上述した実施形態に示した表示駆動装置１００と同様に、少
なくとも、図１に示したシフトレジスタ・データレジスタ部１１０と、表示データラッチ
部１２０と、階調電圧生成部１３０と、検出電圧ＡＤＣ１４０と、補償電圧ＤＡＣ１５０
と、しきい値データラッチ部１６０と、フレームメモリ１７０と、電圧加算部１８０と、
データライン入出力切換部１９０と、を備えた構成を有している。
【０１７０】
　なお、図１においては、単一の表示画素ＰＸに対応する構成を示したが、本実施形態に
係るデータドライバ２４０においては、表示パネル２１０の列方向に配列される各データ
ラインＤＬごとに、上記データライン入出力切換部１９０が設けられ、当該データライン
入出力切換部１９０を構成する電圧検出側スイッチ１９１及び電圧印加側スイッチ１９２
を上述した駆動制御方法に基づいて切り換え制御することにより、各列の表示画素ＰＸに
対して各データラインＤＬを介して、同時並行して、もしくは、各列ごとに順次、検出用
電圧Ｖpv、階調指定電圧Ｖdataのいずれかを印加する動作、もしくは、検出電圧Ｖdecを
測定する動作が選択的に実行される。
【０１７１】
　すなわち、本実施形態に係るデータドライバ（表示駆動装置）２４０に設けられるシフ
トレジスタ・データレジスタ部１１０は、システムコントローラ２５０から供給されるデ
ータ制御信号（シフトクロック信号、サンプリングスタート信号）に基づいて、１行分の
各列の表示画素ＰＸ（又は、各列のデータラインＤＬ）に対応して生成されるシフト信号
の出力タイミングに基づいて、表示信号生成回路２６０から供給される１行分の表示デー
タを順次取り込む。
　表示データラッチ部１２０は、データ制御信号（データラッチ信号）に基づいて、上記
シフトレジスタ・データレジスタ部１１０により取り込まれた１行分の表示データが転送
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されて、各列の表示画素ＰＸごとに保持される。
【０１７２】
　階調電圧生成部１３０は、上記表示データラッチ部１２０に保持された各表示データに
基づいて、当該表示データに応じた電圧値を有する階調実効電圧Ｖreal、又は、無発光表
示電圧Ｖzeroを生成して、電圧加算部１８０に出力する。
【０１７３】
　具体的には、上記表示データが有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬの発光動作を伴う通常
の階調表示を行うための階調表示データの場合には、例えば、階調基準電圧に基づいて、
当該表示データに対応する電圧値を有するアナログ信号電圧に変換し（デジタル－アナロ
グ変換処理）、階調指定電圧Ｖdataとして電圧加算部１８０に出力し、一方、上記表示デ
ータが有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬの発光動作を伴わない無発光表示データの場合に
は、所定の無発光表示電圧Ｖzeroを電圧加算部１８０に出力する。
【０１７４】
　なお、無発光表示電圧Ｖzeroは、上述した駆動制御方法（無発光表示動作）に示したよ
うに、後述する電圧加算部１８０における補償電圧Ｖpthとの合算により生成される階調
指定電圧Ｖdata(0)の書込動作により、表示画素ＰＸを構成する発光駆動回路ＤＣに設け
られた発光駆動用のスイッチング素子（薄膜トランジスタＴｒ１３）のゲート－ソース間
（コンデンサＣｓ）に蓄積された電荷を十分に放電して、ゲート－ソース間電圧Ｖgs（コ
ンデンサＣｓの両端電位Ｖｃ）を少なくとも当該薄膜トランジスタＴｒ１３に固有のしき
い値電圧Ｖth13以下、望ましくは、０Ｖに設定する（又は、０Ｖに近似させる）ために必
要な任意の電圧値に設定されている。ここで、無発光表示電圧Ｖzero、及び、階調電流Ｉ
dataを生成するための階調基準電圧は、例えば、図示を省略した電源供給手段等から供給
される。
【０１７５】
　検出電圧ＡＤＣ１４０は、表示パネル２１０における各行の表示画素ＰＸへの表示デー
タ（階調指定電圧）の書込動作及び発光動作に先立つしきい値電圧検出動作において、選
択状態に設定された行の各列の表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）に設けられた発光駆動
用のスイッチング素子（薄膜トランジスタＴｒ１３）の、当該しきい値電圧検出動作の実
行時点のしきい値電圧（又は、当該しきい値電圧に対応する電圧成分）を、各データライ
ンＤＬを介して検出電圧Ｖdecとして同時並行して、もしくは、順次測定し、デジタル信
号電圧からなるしきい値検出データに変換して、しきい値データラッチ部１６０に出力す
る。
【０１７６】
　補償電圧ＤＡＣ１５０は、上記しきい値電圧検出動作において、選択状態に設定された
行の各列の表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣに設けられた発光駆動用のスイッチング素子
）に、所定の検出用電圧Ｖpvを各データラインＤＬを介して同時並行して、もしくは、順
次出力する。
【０１７７】
　また、補償電圧ＤＡＣ１５０は、表示パネル２１０における各行の表示画素ＰＸへの表
示データ（階調指定電圧）の書込動作において、選択状態に設定された行の各列の表示画
素ＰＸに設けられた上記スイッチング素子に固有のしきい値電圧を補償するためのしきい
値補償データに基づいて補償電圧Ｖpthを生成し、電圧加算部１８０に出力する。
【０１７８】
　しきい値データラッチ部１６０は、上記しきい値電圧検出動作において、選択状態に設
定された行の各列の表示画素ＰＸごとに、上記検出電圧ＡＤＣ１４０により変換、生成さ
れたしきい値検出データを取り込んで保持した後、シフトレジスタ・データレジスタ部１
１０により当該１行分のしきい値検出データが取り出されて、フレームメモリ１７０に順
次転送される。
【０１７９】
　また、しきい値データラッチ部１６０は、上記書込動作において、シフトレジスタ・デ
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ータレジスタ部１１０によりフレームメモリ１７０から順次取り出された、選択状態に設
定された行の各列の表示画素ＰＸごとのしきい値検出データに応じたしきい値補償データ
を取り込んで保持し、各列ごとに補償電圧ＤＡＣ１５０に転送する。
【０１８０】
　そして、電圧加算部１８０は、上記書込動作において、選択状態に設定された行の各列
の表示画素ＰＸについて、上記階調電圧生成部１３０により生成された階調実効電圧Ｖre
al、又は、無発光表示電圧Ｖzeroと、補償電圧ＤＡＣ１５０により生成された補償電圧Ｖ
pthとを合算し、総和となる電圧成分を各列のデータラインＤＬを介して同時並行して、
もしくは、順次、当該行の各列の表示画素ＰＸに出力する。
【０１８１】
　（システムコントローラ）
　システムコントローラ２５０は、選択ドライバ２２０及び電源ドライバ２３０、データ
ドライバ２４０の各々に対して、動作状態を制御する選択制御信号及び電源制御信号、デ
ータ制御信号を生成して出力することにより、各ドライバを所定のタイミングで動作させ
て、所定の電圧レベルを有する選択信号Ｓsel及び供給電圧Ｖsc、階調指定電圧Ｖdata（
又は、無発光表示電圧Ｖzero）を生成して出力させ、各表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ
）におけるしきい値電圧検出動作（電圧印加動作、電圧収束動作、電圧読取動作）、及び
、表示駆動動作（書込動作、発光動作）を実行させて、映像信号に基づく所定の画像情報
を表示パネル２１０に表示させる制御を行う。
【０１８２】
　（表示信号生成回路）
　表示信号生成回路２６０は、例えば、表示装置２００の外部から供給される映像信号か
ら輝度階調信号成分を抽出し、表示パネル２１０の１行分ごとに、該輝度階調信号成分を
デジタル信号からなる表示データ（輝度階調データ）としてデータドライバ２４０のシフ
トレジスタ・データレジスタ部に供給する。ここで、上記映像信号が、テレビ放送信号（
コンポジット映像信号）のように、画像情報の表示タイミングを規定するタイミング信号
成分を含む場合には、表示信号生成回路２６０は、上記輝度階調信号成分を抽出する機能
のほかに、タイミング信号成分を抽出してシステムコントローラ２５０に供給する機能を
有するものであってもよい。この場合においては、上記システムコントローラ２５０は、
表示信号生成回路２６０から供給されるタイミング信号に基づいて、選択ドライバ２２０
や電源ドライバ２３０、データドライバ２４０に対して個別に供給する各制御信号を生成
する。
【０１８３】
　なお、本実施形態に係る表示装置においては、表示パネル２１０の周辺に、選択ライン
ＳＬに接続された選択ドライバ２２０、及び、供給電圧ラインＶＬに接続された電源ドラ
イバ２３０を個別に設けた構成を示したが、上述した表示駆動装置（データドライバ２４
０に相当する）の駆動制御方法（図７、図１１参照）において説明したように、特定の行
の表示画素ＰＸについて、（選択ドライバ２２０から）選択ラインＳＬに印加される選択
信号Ｓselと、（電源ドライバ２３０から）供給電圧ラインＶＬに印加される供給電圧Ｖs
cとは、相互に信号レベルが反転関係になるように設定されるので、表示パネル２１０に
配列された各表示画素ＰＸを行単位で独立して表示駆動動作（特に、発光動作）を行う場
合（具体的には、後述する表示装置２００の駆動制御方法の第１の例の場合）には、選択
ドライバ２２０により生成される選択信号Ｓselの信号レベルを反転し（レベル反転処理
）、さらに、所定の電圧レベルを有するようにレベル変換して（レベル変換処理）、当該
行の供給電圧ラインＶＬに印加するように構成することにより、電源ドライバ２３０をな
くした構成を適用することができる。
【０１８４】
　＜表示装置の駆動制御方法（その１）＞
　次いで、本実施形態に係る表示装置における駆動制御方法（駆動制御動作）について説
明する。
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　図１７は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第１の例を模式的に示したタイ
ミングチャ－トである。ここで、上述した実施形態に示した表示駆動装置及び表示画素（
発光駆動回路）における場合と同等の駆動制御方法（図２、図７参照）については、その
説明を簡略化する。なお、本実施形態においては、説明の都合上、便宜的に表示パネルに
１２行（ｎ＝１２；第１行～第１２行）の表示画素が配列された構成を有しているものと
して説明する。
【０１８５】
　本実施形態に係る表示装置２００の駆動制御動作の第１の例は、概略、図１７に示すよ
うに、まず、表示パネル２１０に画像情報を表示するための表示駆動動作（図２、図７に
示した表示駆動期間）に先立って、表示パネル２１０に配列された全ての表示画素ＰＸつ
いて、各表示画素ＰＸに設けられた発光駆動回路ＤＣにおいて有機ＥＬ素子（発光素子）
ＯＥＬの発光状態を制御する発光駆動用のスイッチング素子（薄膜トランジスタ）のしき
い値電圧（又は、当該しきい値電圧に対応する電圧成分）を検出するしきい値電圧検出動
作（しきい値電圧検出期間Ｔdec）を実行し、その後、１フレーム期間Ｔfr（約１６．７
ｍsec）内に、表示パネル２１０の各行ごとの表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）に、上
記スイッチング素子のしきい値電圧相当の補償電圧と表示データに応じた階調実効電圧か
らなる電圧成分を保持させ（しきい値電圧を補償して表示データを書き込み）、各行の表
示画素ＰＸ（有機ＥＬ素子ＯＥＬ）を上記表示データ（階調実効電圧）に応じた輝度階調
で発光動作させる表示駆動動作（表示駆動期間Ｔcyc）を、全行について順次繰り返し、
表示パネル２１０一画面分の画像情報を表示する。
【０１８６】
　ここで、しきい値電圧検出動作（しきい値電圧検出期間Ｔdec）は、上述した実施形態
と同様に、表示パネル２１０の各行ごとの表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）に対して、
所定の検出用電圧Ｖpvを印加する電圧印加動作（電圧印加期間Ｔpv）と、該検出用電圧Ｖ
pvに基づく電圧成分を各スイッチング素子（薄膜トランジスタＴｒ１３）の当該検出時点
でのしきい値電圧に収束させる電圧収束動作（電圧収束期間Ｔcv）と、各表示画素ＰＸに
おける電圧収束後のしきい値電圧Ｖth13を測定して（読み取り）、各表示画素ＰＸごとに
しきい値検出データとして記憶する電圧読取動作（電圧読取期間）と、からなる一連の駆
動制御を、各行ごとに所定のタイミングで順次実行する。
【０１８７】
　ここで、図１７に示したタイミングチャートにおいて、しきい値電圧検出期間Ｔdecの
各行の斜線で示したハッチング部分は、各々、上述した実施形態に示した電圧印加動作及
び電圧収束動作、電圧読取動作からなる一連のしきい値電圧検出動作を表しており、各行
ごとのしきい値電圧検出動作が時間的に重ならないように、タイミングをずらして順次実
行される。
【０１８８】
　また、表示駆動動作（表示駆動期間Ｔcyc）についても、上述した実施形態と同様に、
１フレーム期間Ｔfr内に、表示パネル２１０の各行ごとの表示画素ＰＸ（発光駆動回路Ｄ
Ｃ）に対して、上記しきい値電圧検出動作により各表示画素ＰＸ（発光駆動用のスイッチ
ング素子）について検出され、記憶されたしきい値検出データ（しきい値補償データ）に
基づいて、各表示画素ＰＸのしきい値電圧を補償する補償電圧Ｖpthを生成し、補償電圧
Ｖpthと表示データに応じた階調実効電圧Ｖrealとに基づく電圧成分、例えば、補償電圧
Ｖpthと階調実効電圧Ｖrealとの総和となる電圧成分（階調指定電圧ＶＩdata、Ｖdata(0)
）を書き込む書込動作（書込動作期間Ｔwrt）と、所定のタイミングで上記表示データ（
階調実効電圧）に応じた輝度階調で各表示画素ＰＸ（有機ＥＬ素子ＯＥＬ）を発光させる
発光動作（発光動作期間Ｔem）と、からなる一連の駆動制御を、各行ごとに所定のタイミ
ングで順次実行する。
【０１８９】
　ここで、図１７に示したタイミングチャートにおいて、表示駆動期間Ｔcycの各行のク
ロスメッシュで示したハッチング部分は、各々、上述した実施形態に示した表示データの
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書込動作を表しており、特に、本実施形態においては、各行ごとの書込動作が時間的に重
ならないようにタイミングをずらして順次実行され、書込動作が終了した行の表示画素Ｐ
Ｘから順に発光動作が実行される。すなわち、各行の表示駆動動作のうち、発光動作のみ
が各行間で相互に時間的に重なるように（部分的に並行して）実行される。
【０１９０】
　以下、本実施形態に係る表示駆動動作の第１の例について、さらに詳しく説明する。
　図１７に示すように、表示駆動動作（表示駆動期間Ｔcyc）の書込動作期間Ｔwrt（図中
、クロスメッシュで表示）においては、選択ドライバ２２０から表示パネル２１０の特定
の行（例えば、ｉ行目；１≦ｉ≦１２）の選択ラインＳＬに対して、図７、図１１に示し
たように、オンレベル（ハイレベル）の選択信号Ｓselを印加することにより、当該ｉ行
の表示画素ＰＸを選択状態に設定する。また、当該書込動作期間Ｔwrtにおいては、電源
ドライバ２３０から当該ｉ行の供給電圧ラインＶＬに対して、低電位の供給電圧Ｖsc（＝
Ｖｓ）が印加される。
【０１９１】
　そして、このタイミング（以下、便宜的に「選択タイミング」と記す）に同期して、デ
ータドライバ２４０に設けられた補償電圧ＤＡＣ１５０から、各表示画素ＰＸ（発光駆動
回路ＤＣ）に設けられたスイッチング素子（薄膜トランジスタ）のしきい値電圧を補償す
るための個別の補償電圧Ｖpthが生成されて電圧加算部１８０に出力され、一方、階調電
圧生成部１３０から、各表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）の表示データに応じた階調実
効電圧Ｖreal（又は、無発光表示電圧Ｖzero）が生成されて電圧加算部１８０に出力され
る。
【０１９２】
　これにより、当該電圧加算部１８０において、補償電圧Ｖpthと階調実効電圧Ｖreal（
又は、無発光表示電圧Ｖzero）が合算（加算）されて、その総和となる電圧成分を階調指
定電圧Ｖdata（又は、階調指定電圧Ｖdata(0)）として、各データラインＤＬに対して印
加することにより、当該ｉ行の各表示画素ＰＸのスイッチング素子の制御端子（具体的に
は、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース端子間；コンデンサＣｓの両端）に、当
該スイッチング素子（薄膜トランジスタＴｒ１３）に固有のしきい値電圧相当の電圧成分
、及び、階調実効電圧（表示データ）に応じた電圧成分が保持（電荷が蓄積、又は、放電
）される。
【０１９３】
　ここで、上述した駆動制御方法と同様に、表示信号生成回路２６０からデータドライバ
２４０に供給される表示データが、有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬの発光動作を伴う階
調表示データ（０ビット以外の階調値；階調表示動作）の場合には、階調電圧生成部１３
０により当該表示データに応じた階調実効電圧Ｖrealが生成され、一方、上記表示データ
が、有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬの発光動作を伴わない無発光表示データ（０ビット
の階調値；無発光表示動作））の場合には、階調電圧生成部１３０により所定の無発光表
示電圧Ｖzeroが生成される。
【０１９４】
　したがって、階調指定電圧として階調実効電圧Ｖrealを含む電圧成分（Ｖdata）が供給
された表示画素ＰＸにおいては、当該表示画素ＰＸ（発光駆動用の薄膜トランジスタのゲ
ート－ソース間）に固有のしきい値電圧（Ｖth13）相当の電圧成分に加えて、階調実効電
圧Ｖrealに基づく電圧成分が上乗せして充電されることになる。
【０１９５】
　また、階調指定電圧として無発光表示電圧Ｖzeroを含む電圧成分（Ｖdata(0)）が供給
された表示画素ＰＸにおいては、当該表示画素ＰＸに固有のしきい値電圧（Ｖth13）相当
の電圧成分（電荷）を含めたほとんど全ての電圧成分が放電されて、結果的に無発光表示
データに対応した電圧（０Ｖ）が発光駆動用のスイッチング素子（薄膜トランジスタのゲ
ート－ソース間）に設定されることになる。
【０１９６】
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　次いで、図１７に示すように、表示駆動動作（表示駆動期間Ｔcyc）の発光動作期間Ｔe
m（図中、ドットハッチングで表示）においては、図７、図１１に示したように、選択ド
ライバ２２０から当該ｉ行の選択ラインＳＬに対して、オフレベル（ローレベル）の選択
信号Ｓselを印加することにより、当該ｉ行の各表示画素ＰＸを非選択状態に設定する。
また、データドライバ２４０に設けられた階調電圧生成部１３０から各データラインＤＬ
への階調指定電圧の印加が遮断される。
【０１９７】
　そして、このタイミングに同期して、電源ドライバ２３０から当該ｉ行の供給電圧ライ
ンＶＬに対して、高電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｅ）が印加されることにより、当該ｉ行の
各表示画素ＰＸ（発光駆動用の薄膜トランジスタのゲート－ソース間）に充電された電圧
成分に基づいて、表示データ（階調実効電圧）に応じた発光駆動電流Ｉemが有機ＥＬ素子
ＯＥＬに供給され、所定の輝度階調で発光動作、又は、無発光動作が行われる。
【０１９８】
　ここで、各表示画素ＰＸに書き込まれた階調指定電圧が、有機ＥＬ素子ＯＥＬの発光動
作を伴う階調表示データ（０ビット以外の階調値）に基づく場合には、有機ＥＬ素子ＯＥ
Ｌに階調実効電圧に応じた電流値を有する発光駆動電流Ｉemが供給されて、表示データに
対応した所定の輝度階調で有機ＥＬ素子ＯＥＬが発光動作（階調表示動作）し、一方、上
記階調信号が、有機ＥＬ素子ＯＥＬの発光動作を伴わない無発光表示データ（０ビットの
階調値）に基づく場合には、有機ＥＬ素子ＯＥＬには発光駆動電流Ｉemが供給されず、発
光動作が行われない（無発光表示動作；黒表示動作）。
【０１９９】
　このような発光動作（又は、無発光動作）は、当該ｉ行の表示画素ＰＸにおいて、上記
書込動作の終了タイミングに同期して（終了直後から）開始され、当該ｉ行について次の
書込動作の開始タイミング（開始直前）まで、例えば、１フレーム期間Ｔfr継続して実行
される。
【０２００】
　また、当該ｉ行の表示画素ＰＸについての上記書込動作の終了タイミングに同期して（
終了直後から）、隣接する（ｉ＋１）行目の表示画素ＰＸについて、上記と同様の書込動
作が開始され、当該書込動作の終了タイミングに同期して（終了直後から）、当該（ｉ＋
１）行についての発光動作が開始される。
【０２０１】
　これにより、図１７に示したように、１フレーム期間Ｔfr内に、表示パネル２１０の各
行ごとの表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）に対して、書込動作により各表示画素ＰＸに
表示データ（階調実効電圧）に応じた適切な電圧成分を充電させる動作を、各行間で相互
に時間的に重ならないように、タイミングをずらして順次実行し、かつ、当該書込動作が
終了した行の表示画素ＰＸから順に所定の輝度階調で発光動作（又は、無発光動作）を、
各行間で相互に一部時間的に重なるように実行する駆動制御動作が実現される。
【０２０２】
　このように、本実施形態に係る表示装置及びその駆動制御方法によれば、上述した電流
階調指定方式の駆動制御方法に対応した表示駆動装置及び表示画素を、各々データドライ
バ及び表示パネルに適用した構成を有していることにより、通常の階調表示動作時（無発
光表示動作時以外）においては、表示データに応じた階調実効電圧の電圧値に基づいて、
発光素子（有機ＥＬ素子）に供給する発光駆動電流を制御することができるとともに、各
表示画素（発光駆動回路）に設けられる発光駆動用のスイッチング素子に固有のしきい値
電圧に対応する電圧成分を、表示データ（階調実効電圧）とともに印加して保持させるこ
とができ、各表示画素において上記スイッチング素子のしきい値電圧の変動状況（Ｖthシ
フトにより変動した後のしきい値電圧）にかかわらず、常に動作境界となる状態（しきい
値電圧を補償した状態）に、表示データに応じた階調実効電圧が上乗せして保持された状
態に設定することができるので、各表示画素（発光駆動回路）に設けられた発光駆動用の
スイッチング素子（薄膜トランジスタ）の素子特性（しきい値電圧）のバラツキや経時変
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化の影響を受けることなく、長期間にわたり安定的に、表示データに応じた輝度階調で発
光素子（有機ＥＬ素子）を発光動作させることができる。
【０２０３】
　また、本実施形態に係る表示装置及びその駆動制御方法によれば、各表示画素への表示
データの書込動作において、各表示画素（発光駆動回路）に設けられる発光駆動用のスイ
ッチング素子に固有のしきい値電圧に対応する電圧成分と、表示データ（階調実効電圧）
に応じた電圧成分とに基づく階調指定電圧を、各表示画素に設けられた発光駆動用のスイ
ッチング素子（薄膜トランジスタ）に直接印加して保持させる電圧階調指定方式の駆動制
御方法を適用することができる。
【０２０４】
　したがって、電流階調指定方式の駆動制御方法に比較して、表示データに応じた電圧成
分を迅速かつ適切に書き込むことができるので、各表示画素における書込不足の発生を抑
制することができ、また、各表示画素に設けられた発光駆動用のスイッチング素子（薄膜
トランジスタ）のＶthシフトの影響を受けることがないので、映像信号に応じた適切な輝
度階調で所望の画像情報を、長期間にわたり良好に表示することができる。
【０２０５】
　また、無発光表示時においては、表示データ（０ビットの階調値）に応じた所定の無発
光表示電圧Ｖzeroを含む階調指定電圧Ｖdata(0)を各表示画素に供給することにより、発
光駆動用のスイッチング素子（薄膜トランジスタのゲート－ソース間）に保持された電圧
成分のほとんど全てを迅速に放電することができるので、発光素子（有機ＥＬ素子）への
発光駆動電流の供給を確実に遮断することができ、無発光表示動作を安定的に実現するこ
とができる。
【０２０６】
　さらに、本実施形態に係る表示装置及びその駆動制御方法によれば、表示パネルの各行
において、１フレーム期間のうち、書込動作期間以外の期間では、次の書込動作期間の開
始タイミングまで、発光動作が継続するように駆動制御されるので、各表示画素（発光素
子）の発光時間を十分長く設定することができ、画像情報を高い発光輝度で表示すること
ができる。これは換言すると、各表示画素の発光輝度を低減した場合であっても十分な輝
度で画像情報を表示することができることを意味しており、したがって、画像情報の表示
に係る消費電力を削減することができる。
【０２０７】
　次に、本実施形態に係る表示装置に適用可能な駆動制御方法の第２の例について、図面
を参照して説明する。
　図１８は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例を模式的に示したタイ
ミングチャ－トである。ここで、上述した第１の例（図１７参照）と同等の駆動制御方法
については、その説明を簡略化する。また、図中の各ハッチング部については上述した第
１の例と同等の動作状態を示す。また、図１９は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御
方法の第２の例を実現するための表示装置の一例を示す要部構成図である。ここで、上述
した実施形態に示した表示装置と同等の構成については、同等の符号を付して説明する。
【０２０８】
　本実施形態に係る表示装置２００の駆動制御動作の第２の例は、図１８に示すように、
まず、上述した第１の例と同様に、表示パネル２１０に配列された全ての表示画素ＰＸつ
いて、しきい値電圧検出動作を各行ごとに所定のタイミングで順次実行し、当該しきい値
電圧検出期間Ｔdecの終了後、１フレーム期間Ｔfr内に、表示パネル２１０の各行ごとの
表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）に対して、上記補償電圧及び階調実効電圧からなる階
調指定電圧を書き込む動作を、全行について順次繰り返し、所定のタイミングで、予めグ
ループ分けした複数行の表示画素ＰＸ（有機ＥＬ素子ＯＥＬ）を上記表示データ（階調実
効電圧）に応じた輝度階調で一斉に発光動作させる表示駆動動作（表示駆動期間Ｔcyc）
を実行することにより、表示パネル２１０一画面分の画像情報が表示される。
【０２０９】
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　ここで、本実施形態に係る表示駆動動作の第２の例は、具体的には、まず、表示パネル
２１０に配列された全ての表示画素ＰＸを複数行ごとに予めグループ分けする。例えば、
図１８に示すように、表示パネル２１０を構成する１２行の表示画素ＰＸを、相互に隣接
する１～４行目、５～８行目、９～１２行目のように、４行分の表示画素ＰＸを一組とし
てグループ分けする。
【０２１０】
　そして、１フレーム期間Ｔfr内に、表示パネル２１０の各行ごとの表示画素ＰＸ（発光
駆動回路ＤＣ）に対して、上記書込動作をタイミングをずらして順次実行する。次いで、
上記各グループにおいて、当該グループに含まれる全ての行の表示画素ＰＸへの書込動作
が終了したグループについて、発光動作が実行される。
【０２１１】
　例えば、１～４行目の表示画素ＰＸを一組とするグループにおいては、１行目の表示画
素ＰＸから順に、上記書込動作が実行され、４行目の表示画素ＰＸについて書込動作が終
了したタイミングで、各表示画素ＰＸに書き込まれた表示データ（階調実効電圧）に基づ
いて、当該グループの４行分の表示画素ＰＸが一斉に発光動作する。この発光動作は、１
行目の表示画素ＰＸに対して、次の書込動作が開始されるタイミングまで継続される。
【０２１２】
　また、上記４行目の表示画素ＰＸについて書込動作が終了したタイミングで、５～８行
目の表示画素ＰＸを一組とするグループにおいて、５行目の表示画素ＰＸから順に、上記
書込動作が実行される。以下、同様の動作が次のグループの１２行目の表示画素ＰＸにつ
いて書込動作が終了するまで繰り返し実行される。
【０２１３】
　このように、書込動作を各行ごとに所定のタイミングで順次実行し、予め設定された各
グループについて、当該グループに含まれる全ての行の表示画素ＰＸに書込動作が終了し
た時点で、当該グループの全ての表示画素ＰＸを一斉に発光動作させるように駆動制御さ
れる。したがって、第２の例に係る表示駆動動作においては、同一グループの他の行の表
示画素ＰＸに対して、書込動作が実行されている期間中は、当該グループ内の全ての表示
画素が無発光動作して無発光表示状態（黒表示状態）に設定されるように制御される。
【０２１４】
　このような表示駆動動作は、例えば、図７、図１１に示したように、書込動作の際に、
電源ドライバ２３０により当該行の供給電圧ラインＶＬに対して印加されていた低電位の
供給電圧Ｖsc（＝Ｖｓ）を、同一グループに含まれる行の表示画素ＰＸに対する書込動作
が実行されている期間中、継続して印加し、当該グループに含まれる全ての行に対する書
込動作が終了した後に、当該グループの全ての行の供給電圧ラインＶＬに対して高電位の
供給電圧Ｖsc（＝Ｖｅ）を印加するように制御することにより実現することができる。
【０２１５】
　また、同様の駆動制御は、各グループごとに単一の供給電圧Ｖscが同時に印加されるよ
うに、例えば、図１９に示すように、単一の供給電圧ラインＶＬを分岐させて、１～４行
目（又は、５～８行目、９～１２行目）の表示画素ＰＸに共有して接続された構成を適用
し、電源ドライバ２３０から印加される単一の供給電圧Ｖscが同一グループに含まれる全
ての行の表示画素ＰＸに印加されるようにすることによっても実現することができる。な
お、本実施形態においても、図１６に示した場合と同様に、表示パネル２１０の各行ごと
に個別の選択ラインＳＬが配設され、選択ドライバ２２０から個別の選択信号Ｓselが異
なるタイミングで印加される。
【０２１６】
　したがって、このような表示装置の駆動制御方法（表示駆動動作）によれば、上述した
第１の例に係る駆動制御方法と同様の作用効果を得ることができるとともに、同一グルー
プ内の各行の表示画素に書込動作を実行する期間中、表示画素（発光素子）の発光動作が
行われず、無発光状態（黒表示状態）に設定することができる。
【０２１７】
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　ここで、図１８に示したタイミングチャートにおいては、表示パネル２１０を構成する
１２行の表示画素ＰＸを、３組にグループ分けして、各グループごとに異なるタイミング
で一斉に発光動作を実行するように制御されるので、１フレーム期間Ｔfrにおける上記無
発光動作による黒表示期間の比率（黒挿入率）を概ね３３％に設定することができる。こ
こで、人間の視覚において、動画像をボケやにじみがなく鮮明に視認するためには、一般
に、概ね３０％以上の黒挿入率を有していることが目安になるので、本駆動制御方法によ
れば、良好な表示画質を有する表示装置を実現することができる。
【０２１８】
　次に、本実施形態に係る表示装置に適用可能な駆動制御方法の第３の例について、図面
を参照して説明する。
　図２０は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第３の例を模式的に示したタイ
ミングチャ－トである。ここで、上述した第２の例（図１８参照）と同等の駆動制御方法
については、その説明を簡略化する。
【０２１９】
　本実施形態に係る表示装置２００の駆動制御動作の第３の例は、図２０に示すように、
上述した第２の例と同様に、表示駆動動作に先立って、表示パネル２１０に配列された全
ての表示画素ＰＸついて、しきい値電圧検出動作を各行ごとに所定のタイミングで順次実
行した後、１フレーム期間Ｔfr内に、表示パネル２１０に配列され、相互に隣接しない複
数行の表示画素ＰＸを一組とした各グループにおいて、当該グループに含まれる各行ごと
の表示画素ＰＸに対して、上記書込動作をタイミングをずらして順次実行する表示駆動動
作を、各グループについて順次実行する。
【０２２０】
　ここで、本実施形態に係る表示駆動動作においては、具体的には、表示パネル２１０に
配列された全ての表示画素ＰＸを、例えば、図２０に示すように、表示パネル２１０を構
成する１２行の表示画素ＰＸを、１、４、７、１０行目、２、５、８、１１行目、３、６
、９、１２行目のように、各々４行分の表示画素ＰＸを一組として３グループに分ける。
【０２２１】
　例えば、１、４、７、１０行目の表示画素ＰＸを一組とするグループにおいて、１行目
の表示画素ＰＸから順に、上記書込動作が実行され、１０行目の表示画素ＰＸについて書
込動作が終了したタイミングで、各表示画素ＰＸに書き込まれた表示データ（階調信号）
に基づいて、当該グループの４行分の表示画素ＰＸが一斉に発光動作する。この発光動作
は、１行目の表示画素ＰＸに対して、次の書込動作が開始されるタイミングまで継続され
る。
【０２２２】
　また、上記１０行目の表示画素ＰＸについて書込動作が終了したタイミングで、２、５
、８、１１行目の表示画素ＰＸを一組とするグループにおいて、２行目の表示画素ＰＸか
ら順に、上記書込動作が実行される。以下、同様の動作が次のグループの１２行目の表示
画素ＰＸについて書込動作が終了するまで繰り返し実行される。
【０２２３】
　このように、各グループの各行ごとに、書込動作を所定のタイミングで順次実行し、当
該グループに含まれる全ての行の表示画素ＰＸに書込動作が終了した時点で、当該グルー
プの全ての表示画素ＰＸを一斉に発光動作させるように駆動制御される。したがって、第
３の例に係る表示駆動動作においても、上述した第２の例と同様に、同一グループの他の
行の表示画素ＰＸに対して、書込動作が実行されている期間中は、当該グループ内の全て
の表示画素が無発光表示状態（黒表示状態）に設定される。
【０２２４】
　また、このような表示駆動動作は、上述した第２の例と同様に、例えば、同一グループ
の他の行の表示画素ＰＸに対して、書込動作が実行されている期間中、電源ドライバ２３
０から当該グループの各行の供給電圧ラインＶＬに印加される供給電圧Ｖscを低電位（Ｖ
ｓ）の状態に保持し、同一グループの全ての行の表示画素ＰＸに対する書込動作が終了し
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た後、当該グループに含まれる全ての行の供給電圧ラインＶＬに高電位の供給電圧Ｖsc（
＝Ｖｅ）を印加するように制御することにより実現することができる。なお、上述した第
２の例（図１９参照）と同様に、各グループに含まれる全ての行の表示画素ＰＸに対して
、単一の供給電圧Ｖscが印加されるように、供給電圧ラインＶＬを分岐して配設するよう
にした構成を適用するものであってもよい。
【０２２５】
　したがって、このような表示装置の駆動制御方法（表示駆動動作）によれば、上述した
第２の例に係る駆動制御方法と同様に、表示パネル２１０を構成する１２行の表示画素Ｐ
Ｘを、複数組にグループ分けして、各グループごとに異なるタイミングで一斉に発光動作
を実行するように制御されるので、１フレーム期間Ｔfr中に所定の期間、無発光動作（黒
表示動作）が実行される。特に、本駆動制御方法においては、当該無発光動作による黒表
示期間の比率（黒挿入率）を概ね３３％に設定することができるので、動画像のボケやに
じみを抑制して鮮明さを向上させた表示装置を実現することができる。
【０２２６】
　なお、上述した第２、第３の例に係る駆動制御方法においては、表示パネル２１０を構
成する表示画素ＰＸを、３組にグループ分けした場合について説明したが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、例えば、上記グループ数を適宜増減させて設定したものであ
ってもよいことはいうまでもない。
【０２２７】
　以下に、上述した第２、第３の例に係る駆動制御方法の変形例を示す。
　図２１は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例の変形例（その１）を
模式的に示したタイミングチャ－トであり、図２２は、本実施形態に係る表示装置の駆動
制御方法の第３の例の変形例（その１）を模式的に示したタイミングチャ－トである。ま
た、図２３は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例の変形例（その２）
を模式的に示したタイミングチャ－トであり、図２４は、本実施形態に係る表示装置の駆
動制御方法の第３の例の変形例（その２）を模式的に示したタイミングチャ－トである。
【０２２８】
　上述した第２及び第３の例に係る表示装置の駆動制御方法の変形例（その１）において
は、例えば、図２１、図２２に示すように、表示パネル２１０を構成する表示画素ＰＸを
、４組にグループ分けして（図２１では１～３行目、４～６行目、７～９行目、１０～１
２行目の４グループ、図２２では１、５、９行目、２、６、１０行目、３、７、１１行目
、４、８、１２行目の４グループ）、各グループごとに異なるタイミングで一斉に発光動
作を実行するように制御する。この場合、１フレーム期間Ｔfrにおける上記無発光動作に
よる黒表示期間の比率（黒挿入率）は２５％となり、上述したような動画像のボケやにじ
みが視認されない目安である３０％をやや下回るものの、比較的良好な表示画質を有する
表示装置を実現することができる。
【０２２９】
　また、上述した第２及び第３の例に係る表示装置の駆動制御方法の変形例（その２）に
おいては、例えば、図２３、図２４に示すように、表示パネル２１０を構成する表示画素
ＰＸを、２組にグループ分けして（図２３では１～６行目、７～１２行目の２グループ、
図２４では奇数行目、偶数行目の２グループ）、各グループごとに異なるタイミングで一
斉に発光動作を実行するように制御する。この場合、１フレーム期間Ｔfrにおける上記無
発光動作による黒表示期間の比率（黒挿入率）は５０％となり、上述したような動画像の
ボケやにじみが視認されない目安である３０％を上回るものの、発光動作期間が１フレー
ム期間Ｔfrの半分に過ぎなくなるため、画像情報を十分な発光輝度で表示することができ
なくなる。そこで、各表示画素の発光輝度を適宜増大させることにより、画像情報を十分
な輝度で、かつ、良好な表示画質で表示することができる。
【０２３０】
　次に、本実施形態に係る表示装置に適用可能な駆動制御方法の第４の例について、図面
を参照して説明する。
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　図２５は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第４の例を模式的に示したタイ
ミングチャ－トである。ここで、上述した第１～第３の例（図１７～図２４参照）と同等
の駆動制御方法については、その説明を簡略化する。また、図２６は、本実施形態に係る
表示装置の駆動制御方法の第４の例を実現するための表示装置の一例を示す要部構成図で
ある。ここで、上述した実施形態に示した表示装置と同等の構成については、同等の符号
を付して説明する。
【０２３１】
　本実施形態に係る表示装置２００の駆動制御動作の第４の例は、図２５に示すように、
上述した第１～第３の例と同様に、表示駆動動作に先立って、表示パネル２１０に配列さ
れた全ての表示画素ＰＸついて、しきい値電圧検出動作を各行ごとに所定のタイミングで
順次実行した後、１フレーム期間Ｔfrの前半（例えば、１フレーム期間Ｔfrの１／２の期
間）で、表示パネル２１０に配列された各行ごとの表示画素ＰＸに対して、上記書込動作
をタイミングをずらして順次実行し、１フレーム期間Ｔfrの後半（例えば、１フレーム期
間Ｔfrの１／２の期間）で、表示パネル２１０に配列された全ての行の表示画素ＰＸを、
表示データに応じた輝度階調で一斉に発光動作させる表示駆動動作を実行する。
【０２３２】
　このように、全ての行の表示画素ＰＸに書込動作が終了した時点で、全ての表示画素Ｐ
Ｘを一斉に発光動作させるように駆動制御することにより、書込動作が実行されている期
間中は、いずれの行の表示画素ＰＸにおいても発光動作が行われず、全ての表示画素ＰＸ
が無発光表示動作（黒表示動作）するように制御される。
【０２３３】
　このような表示駆動動作は、例えば、各行の表示画素ＰＸに対して、書込動作が実行さ
れている期間中、電源ドライバ２３０から全ての行の供給電圧ラインＶＬに印加される供
給電圧Ｖscを低電位（Ｖｓ）の状態に保持し、全ての行の表示画素ＰＸに対する書込動作
が終了した後、全ての行の供給電圧ラインＶＬに高電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｅ）を印加
するように制御することにより実現することができる。
【０２３４】
　同様の駆動制御は、全ての表示画素ＰＸに対して単一の供給電圧Ｖscが同時に印加され
るように、例えば、図２６に示すように、単一の供給電圧ラインＶＬを全ての行に対応さ
せて分岐し、表示パネル２１０に配列された全ての表示画素ＰＸに共有して接続された構
成を適用し、電源ドライバ２３０から印加される単一の供給電圧Ｖscが全ての行の表示画
素ＰＸに印加されるようにすることによっても実現することができる。この場合の電源ド
ライバ２３０の構成は、高電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｅ）と低電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖ
ｓ）を、例えば、システムコントローラ２５０から供給される電源制御信号に基づく所定
のタイミングで選択的に出力する機能を有していればよいので、少なくとも図１６に示し
たようなシフトレジスタ回路を備えていなくてもよい。なお、本実施形態においても、図
１６に示した場合と同様に、表示パネル２１０の各行ごとに個別の選択ラインＳＬが配設
され、選択ドライバ２２０から個別の選択信号Ｓselが異なるタイミングで印加される。
【０２３５】
　したがって、このような表示装置の駆動制御方法（表示駆動動作）によれば、表示駆動
期間（１フレーム期間Ｔfr）を、前半と後半に２分割して、前半で各行の表示画素に順次
書込動作が実行され、後半で全ての表示画素が一斉に発光動作を実行するように制御され
るので、１フレーム期間Ｔfrにおける上記無発光動作による黒表示期間の比率（黒挿入率
）は５０％となり、上述したような動画像のボケやにじみが視認されない目安である３０
％を上回るものの、発光動作期間が１フレーム期間Ｔfrの半分に過ぎないため、画像情報
を十分な発光輝度で表示することができず、また、各行における書込動作期間が短縮され
るため、表示データ（階調信号）を十分書き込む時間が確保されなくなる可能性があるが
、各表示画素の発光輝度を適宜増大させ、さらに、階調電流の電流値を増加させることに
より、画像情報を十分な輝度で、かつ、良好な表示画質で表示することができる。
【０２３６】
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　＜表示装置の駆動制御方法（その２）＞
　上述した第１乃至第４の例に示した表示装置の駆動制御方法においては、表示パネルに
配列された各行の表示画素に、階調指定電圧（補償電圧と階調実効電圧とに基づく電圧成
分）を書き込んで、所定の輝度階調で発光動作させる表示駆動動作に先立って、表示パネ
ルに配列された全ての表示画素に対して、しきい値電圧検出動作を実行する場合について
説明したが、本発明に係る駆動制御方法はこれに限定されるものではなく、各表示画素（
発光素子）を発光動作させて所望の画像情報を表示動作させつつ、当該表示駆動期間中に
上記しきい値電圧検出動作を実行するものであっても良い。
【０２３７】
　以下に、上述した第１乃至第４の例に係る各駆動制御方法について、表示駆動期間中に
しきい値電圧検出動作を実行する（事前にしきい値電圧検出期間を設けない）形態の駆動
制御動作について説明する。
　図２７は、本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第５の例を模式的に示したタイミン
グチャ－トである。ここで、上述した第１の例（図１８参照）と同等の駆動制御方法につ
いては、その説明を簡略化する。
【０２３８】
　本発明に係る表示装置２００の駆動制御動作の第５の例は、概略、図２７に示すように
、１フレーム期間（約１６．７ｍsec；一定の動作期間）内に、表示パネル２１０に配列
された表示画素ＰＸのうち特定の行の表示画素について、各表示画素ＰＸに設けられた発
光駆動回路ＤＣにおいて有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬの発光状態を制御する発光駆動
用のスイッチング素子（薄膜トランジスタ；発光駆動素子）のしきい値電圧（又は、当該
しきい値電圧に対応する電圧成分）を検出するしきい値電圧検出動作（しきい値電圧検出
期間Ｔdec）と、表示パネル２１０の各行ごとの表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）につ
いて、発光駆動用のスイッチング素子に固有のしきい値電圧に対応する電圧成分と表示デ
ータ（階調実効電圧）に応じた電圧成分とに基づく階調指定電圧を書き込み、各行の表示
画素ＰＸ（有機ＥＬ素子ＯＥＬ）を上記表示データ（階調実効電圧）に応じた輝度階調で
発光動作させる表示駆動動作（表示駆動期間Ｔcyc）とを、全行について順次繰り返し、
表示パネル２１０一画面分の画像情報を表示する。
【０２３９】
　ここで、しきい値電圧検出動作（しきい値電圧検出期間Ｔdec）は、上述した表示駆動
装置における駆動制御方法（図２参照）と同様に、表示パネル２１０の特定の行の表示画
素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）に対して、電圧印加動作（電圧印加期間Ｔpv）と、電圧収束
動作（電圧収束期間Ｔcv）と、電圧読取動作（電圧読取期間）と、からなる一連の駆動制
御を実行する。
　特に、第５の例に係る表示装置の駆動制御動作においては、連続するフレーム期間にお
いて、各フレーム期間ごとに特定の１行分の表示画素ＰＸについて、上記一連の駆動制御
からなるしきい値電圧検出動作を順次実行する。
【０２４０】
　具体的には、図２７に示すように、表示画素ＰＸが１２行配列された表示パネル２１０
においては、第１フレームにおいて、１行目の表示画素ＰＸについてしきい値電圧検出動
作が実行されて、当該しきい値検出データがフレームメモリの対応する記憶領域に格納さ
れた後、表示パネル２１０に配列された全ての表示画素ＰＸについて、１行目から１２行
目まで各行ごとに上述した書込動作及び発光動作からなる表示駆動動作が順次実行される
。
【０２４１】
　次いで、第２フレームにおいて、１行目の表示画素ＰＸについて、表示駆動動作（書込
動作）が実行された後、２行目の表示画素ＰＸについてしきい値電圧検出動作が実行され
、その後、表示パネル２１０の２行目から１２行目までの表示画素ＰＸについて各行ごと
に表示駆動動作（書込動作、発光動作）が順次実行される。
【０２４２】



(42) JP 5240534 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

　次いで、第３フレームにおいて、１行目及び２行目の表示画素ＰＸについて、表示駆動
動作（書込動作）が実行された後、３行目の表示画素ＰＸについてしきい値電圧検出動作
が実行され、その後、表示パネル２１０の３行目から１２行目までの表示画素ＰＸについ
て各行ごとに表示駆動動作（書込動作、発光動作）が順次実行される。
【０２４３】
　以下同様に、第１２フレームまで、対応する行の表示画素ＰＸについてしきい値電圧検
出動作を順次繰り返し実行することにより、フレームメモリに表示パネル２１０一画面分
に配列された全表示画素ＰＸについてのしきい値データ（しきい値電圧）が記憶される。
　すなわち、本発明に係る表示装置の駆動制御方法（しきい値電圧検出動作）においては
、各フレーム期間において、表示パネル２１０のいずれかの行の表示画素ＰＸについてし
きい値電圧検出動作が実行され、表示パネル２１０の行数分のフレーム期間を１サイクル
として、常時最新のしきい値電圧が検出（モニタ）される。
【０２４４】
　また、表示駆動動作（表示駆動期間Ｔcyc）についても、上述した第１の例に係る表示
装置の駆動制御方法（図１７参照）と同様に、図２７に示すように、１フレーム期間内に
、表示パネル２１０の各行ごとの表示画素ＰＸ（発光駆動回路ＤＣ）に対して、書込動作
（書込動作期間Ｔwrt）と、発光動作（発光動作期間Ｔem）と、からなる一連の駆動制御
を、各行ごとに所定のタイミングで順次実行する。
【０２４５】
　特に、第５の例に係る表示装置の駆動制御動作においては、１フレーム期間内に特定の
行の表示画素ＰＸについて、上記しきい値電圧検出動作が実行されるとともに、当該しき
い値電圧検出動作及び各行ごとの書込動作が相互に時間的に重ならないように、タイミン
グをずらして順次実行され、書込動作が終了した行の表示画素ＰＸから順に発光動作が実
行される。すなわち、各行の表示駆動動作のうち、発光動作のみが各行間で相互に時間的
に重なるように（部分的に並行して）実行される。
【０２４６】
　ここで、各行の書込動作（書込動作期間Ｔwrt）においては、上述した第１の例に係る
駆動制御方法と同様に、各行の表示画素ＰＸに対して、各表示画素ＰＸ（発光駆動回路Ｄ
Ｃ）に設けられたスイッチング素子（薄膜トランジスタ）のしきい値電圧を補償するため
の補償電圧Ｖpthと、表示データに応じた階調実効電圧Ｖrealとに基づく階調指定電圧Ｖd
ataが書き込まれるが、上述したしきい値電圧検出動作において説明したように、表示パ
ネル２１０に配列された表示画素ＰＸのスイッチング素子のしきい値電圧は、各フレーム
期間ごとに特定の１行分の表示画素ＰＸについて検出されるように駆動制御されるので、
システム起動直後や休止状態からの復起直後等においては、前回検出された表示画素ＰＸ
について検出され、フレームメモリに記憶されたしきい値電圧に基づいて、上記補償電圧
Ｖpthが生成される。
【０２４７】
　したがって、第５の例に係る表示装置の駆動制御動作においても、階調指定電圧Ｖdata
が供給された表示画素ＰＸにおいて、当該行の各表示画素ＰＸ（発光駆動用の薄膜トラン
ジスタのゲート－ソース間）の発光駆動用のスイッチング素子に固有のしきい値電圧（Ｖ
th13）相当の電圧成分に上乗せして、階調実効電圧Ｖrealに基づく電圧成分が充電される
ことになり、当該書込動作終了後の発光動作（発光動作期間Ｔem）において、各表示画素
ＰＸ（発光駆動用の薄膜トランジスタのゲート－ソース間）に充電された電圧成分に基づ
いて、表示データ（階調実効電圧）に応じた発光駆動電流Ｉemが有機ＥＬ素子ＯＥＬに供
給され、所定の輝度階調で発光動作、又は、無発光動作が行われる。
【０２４８】
　このような発光動作（又は、無発光動作）は、各行の表示画素ＰＸにおいて、上記書込
動作の終了タイミングに同期して（終了直後から）開始され、当該行について次の書込動
作の開始タイミング（開始直前）まで、例えば、１フレーム期間継続して実行される。ま
た、各行（例えば、ｉ行目；１≦ｉ≦１２）の表示画素ＰＸについての上記書込動作の終
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了タイミングに同期して（終了直後から）、隣接する行（ｉ＋１行目）の表示画素ＰＸに
ついて書込動作が開始される。なお、上述したように、しきい値電圧検出動作（しきい値
検出期間Ｔdec）が実行される行（例えば、ｉ行目）においては、当該行の１つ前の行（
ｉ－１行目）についての書込動作の終了後、当該行について上記しきい値電圧検出動作を
実行した後、書込動作を実行する。
【０２４９】
　したがって、このような表示装置の駆動制御方法（表示駆動動作）によれば、上述した
第１の例に係る駆動制御方法と同様の作用効果を得ることができるとともに、表示パネル
に配列された各行の表示画素への表示データの書込動作、及び、発光素子の発光動作に先
立って、各フレーム期間ごとに表示パネルに配列されたいずれかの行（特定の行）の表示
画素について、しきい値電圧検出動作実行時点の発光駆動用のスイッチング素子のしきい
値電圧（Ｖthシフトの状態）を常時モニタすることができるので、通常の表示駆動動作（
書込動作及び発光動作）を規定する各フレーム期間に先立って、特別にしきい値電圧検出
期間を設ける必要がなく、システム起動後、直ぐに表示駆動動作（フレーム期間）に移行
することができる。
【０２５０】
　したがって、電圧階調指定方式の駆動制御方法を適用した表示装置において、Ｖthシフ
トが生じやすいアモルファスシリコン薄膜トランジスタからなる表示画素（発光駆動回路
）を備えた表示パネルを適用した場合であっても、各表示画素に設けられた発光駆動用の
スイッチング素子（薄膜トランジスタ）のＶthシフトの影響を抑制することができるとと
もに、低階調表示時に書込不足が生じることがないので、映像信号に応じた適切な輝度階
調で所望の画像情報を、長期間にわたり良好に表示することができる。
【０２５１】
　次に、本発明に係る表示装置における駆動制御方法の第６の例について、図面を参照し
て説明する。
　図２８は、本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第６の例を模式的に示したタイミン
グチャ－トであり、図２９は、本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第７の例を模式的
に示したタイミングチャ－トである。ここで、上述した第２及び第３の例（図１８、図２
０参照）と同等の駆動制御方法については、その説明を簡略化する。
【０２５２】
　本発明に係る表示装置２００の駆動制御動作の第６及び第７の例は、図２８、図２９に
示すように、表示パネル２１０に配列された表示画素ＰＸについて、相互に隣接する複数
行ごとに、又は、相互に隣接しない複数行ごとに予めグループ分けし、１フレーム期間内
に、特定のグループの特定の行の表示画素ＰＸの発光駆動用のスイッチング素子（薄膜ト
ランジスタ）についてしきい値電圧を検出するしきい値電圧検出動作（しきい値電圧検出
期間Ｔdec）と、１フレーム期間内に、表示パネル２１０の各行ごとの表示画素ＰＸに対
して、上記しきい値電圧を補償する補償電圧と表示データに応じた階調実効電圧とに基づ
く階調指定電圧Ｖdataを書き込む書込動作（書込動作期間Ｔwrt）を全行について順次繰
り返し、所定のタイミングで各グループごとの複数行の表示画素ＰＸ（有機ＥＬ素子ＯＥ
Ｌ）を表示データに応じた輝度階調で一斉に発光動作させる表示駆動動作と、を実行する
ことにより、表示パネル２１０一画面分の画像情報が表示される。
【０２５３】
　ここで、第６及び第７の例に係る駆動制御動作は、具体的には、上述した第２及び第３
の例に係る駆動制御方法と同様に、表示パネル２１０を構成する表示画素ＰＸを、３組に
グループ分けして（図２８では１～４行目、５～８行目、９～１２行目の３グループ、図
２９では１、４、７、１０行目、２、５、８、１１行目、３、６、９、１２行目の３グル
ープ）、各フレーム期間ごとに特定のグループの特定の行の表示画素ＰＸについてしきい
値電圧検出動作を実行するとともに、各グループごとに異なるタイミングで各行の表示画
素ＰＸについて書込動作を実行した後、当該グループに含まれる全ての行の表示画素ＰＸ
への書込動作が終了したグループについて、一斉に発光動作を実行するように制御する。
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【０２５４】
　このように、第６及び第７の例に係る駆動制御方法においても、上述した第５の例に係
る駆動制御方法と同様に、各フレーム期間ごとに特定の行の表示画素ＰＸについてしきい
値電圧検出動作を順次繰り返し実行することにより、各フレーム期間において、表示パネ
ル２１０のいずれかの行の表示画素ＰＸについてしきい値電圧検出動作が実行され、表示
パネルの行数分のフレーム期間を１サイクルとして、常時最新のしきい値電圧が検出（モ
ニタ）される。また、同一グループの他の行の表示画素ＰＸに対して、しきい値電圧検出
動作及び書込動作が実行されている期間中は、当該グループ内の全ての表示画素が無発光
動作して無発光表示状態（黒表示状態）に設定されるように制御される。
【０２５５】
　また、このような表示駆動動作は、上述した第２及び第３の例と同様に、例えば、同一
グループに含まれる他の行の表示画素ＰＸに対して、しきい値電圧検出動作及び書込動作
が実行されている期間中、電源ドライバ２３０から当該グループの各行の供給電圧ライン
ＶＬに印加される供給電圧Ｖscを低電位（Ｖｓ）の状態に保持し、同一グループの全ての
行の表示画素ＰＸに対する書込動作が終了した後、当該グループに含まれる全ての行の供
給電圧ラインＶＬに高電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｅ）を印加するように制御することによ
り実現することができる。なお、上述した第２及び第３の例（図１９参照）と同様に、各
グループに含まれる全ての行の表示画素ＰＸに対して、単一の供給電圧Ｖscが印加される
ように、供給電圧ラインＶＬを分岐して配設するようにした構成を適用するものであって
もよい。
【０２５６】
　したがって、このような表示装置の駆動制御方法（表示駆動動作）によれば、上述した
第５の例に係る駆動制御方法と同様の作用効果を得ることができるとともに、同一グルー
プ内の各行の表示画素にしきい値電圧検出動作及び書込動作を実行する期間中、表示画素
（発光素子）の発光動作が行われず、無発光動作（黒表示動作）が行われ、この場合、１
フレーム期間Ｔfrにおける上記無発光動作による黒表示期間の比率（黒挿入率）は概ね３
３％となり、動画像をボケやにじみがなく鮮明に視認するための黒挿入率の目安である概
ね３０％以上に設定することができ、良好な表示画質を有する表示装置を実現することが
できる。
【０２５７】
　なお、本発明に係る表示装置の駆動制御方法においては、上述した第６及び第７の例に
示したように、表示パネル２１０を構成する表示画素ＰＸを、３組にグループ分けした場
合に限定されるものではなく、上述した第２及び第３の例と同様に、上記グループ数を適
宜増減させて設定したものであってもよい。
【０２５８】
　図３０は、本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第６の例の変形例（その１）を模式
的に示したタイミングチャ－トであり、図３１は、本発明に係る表示装置の駆動制御方法
の第７の例の変形例（その１）を模式的に示したタイミングチャ－トである。また、図３
２は、本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第７の例の変形例（その２）を模式的に示
したタイミングチャ－トであり、図３３は、本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第７
の例の変形例（その２）を模式的に示したタイミングチャ－トである。
【０２５９】
　上述した第６及び第７の例に係る表示装置の駆動制御方法の変形例（その１）において
は、例えば、図３０、図３１に示すように、表示パネル２１０を構成する表示画素ＰＸを
、４組にグループ分けして（図３０では１～３行目、４～６行目、７～９行目、１０～１
２行目の４グループ、図３１では１、５、９行目、２、６、１０行目、３、７、１１行目
、４、８、１２行目の４グループ）、各フレーム期間ごとに特定の行の表示画素ＰＸにつ
いてしきい値電圧検出動作を実行するとともに、各グループごとに異なるタイミングで各
行の表示画素ＰＸについて書込動作を実行した後、一斉に発光動作を実行するように制御
する。この場合、１フレーム期間における上記無発光動作による黒表示期間の比率（黒挿
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入率）は概ね２５％となり、上述したような動画像のボケやにじみが視認されない目安で
ある３０％をやや下回るものの、比較的良好な表示画質を有する表示装置を実現すること
ができる。
【０２６０】
　また、上述した第６及び第７の例に係る表示装置の駆動制御方法の変形例（その２）に
おいては、例えば、図３２、図３３に示すように、表示パネル２１０を構成する表示画素
ＰＸを、２組にグループ分けして（図３２では１～６行目、７～１２行目の２グループ、
図３３では奇数行目、偶数行目の２グループ）、各フレーム期間ごとに特定の行の表示画
素ＰＸについてしきい値電圧検出動作を実行するとともに、各グループごとに異なるタイ
ミングで各行の表示画素ＰＸについて書込動作を実行した後、一斉に発光動作を実行する
ように制御する。
【０２６１】
　この場合、１フレーム期間における上記無発光動作による黒表示期間の比率（黒挿入率
）は概ね５０％となり、上述したような動画像のボケやにじみが視認されない目安である
３０％を上回るものの、発光動作期間が１フレーム期間の半分に過ぎなくなるため、画像
情報を十分な発光輝度で表示することができなくなる。そこで、各表示画素の発光輝度を
適宜増大させることにより、画像情報を十分な輝度で、かつ、良好な表示画質で表示する
ことができる。
【０２６２】
　次に、本発明に係る表示装置における駆動制御方法の第８の例について、図面を参照し
て説明する。
　図３４は、本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第８の例を模式的に示したタイミン
グチャ－トである。ここで、上述した第４の例（図２５参照）と同等の駆動制御方法につ
いては、その説明を簡略化する。
【０２６３】
　本発明に係る表示装置２００の駆動制御動作の第８の例は、図３４に示すように、１フ
レーム期間の前半（例えば、１フレーム期間の１／２の期間）で、まず、表示パネル２１
０に配列された特定の行の表示画素ＰＸの発光駆動用のスイッチング素子（薄膜トランジ
スタ）について、しきい値電圧検出動作（しきい値電圧検出期間Ｔdec）を実行した後、
表示パネル２１０に配列された全ての行の表示画素ＰＸに対して、書込動作を各行ごとに
タイミングをずらして順次実行し、１フレーム期間の後半（例えば、１フレーム期間の１
／２の期間）で、表示パネル２１０に配列された全ての行の表示画素ＰＸを、表示データ
に応じた輝度階調で一斉に発光動作させる表示駆動動作を実行することにより、表示パネ
ル２１０一画面分の画像情報が表示される。
【０２６４】
　このように、各フレーム期間ごとに特定の行の表示画素ＰＸについてしきい値電圧検出
動作を実行するとともに、各フレーム期間の後半で、全ての表示画素ＰＸを一斉に発光動
作させるように駆動制御することにより、しきい値電圧検出動作及び書込動作が実行され
ている各フレーム期間の前半は、いずれの行の表示画素ＰＸにおいても発光動作が行われ
ず、全ての表示画素ＰＸが無発光表示動作（黒表示動作）するように制御される。
【０２６５】
　また、このような表示駆動動作は、上述した第４の例と同様に、例えば、各行の表示画
素ＰＸに対して、しきい値電圧検出動作及び書込動作が実行されている期間中、電源ドラ
イバ２３０から全ての行の供給電圧ラインＶＬに印加される供給電圧Ｖscを低電位（Ｖｓ
）の状態に保持し、全ての行の表示画素ＰＸに対するしきい値電圧検出動作及び書込動作
が終了した後、全ての行の供給電圧ラインＶＬに高電位の供給電圧Ｖsc（＝Ｖｅ）を印加
するように制御することにより実現することができる。なお、上述した第４の例（図２６
参照）と同様に、全ての行の表示画素ＰＸに対して、単一の供給電圧Ｖscが印加されるよ
うに、供給電圧ラインＶＬを分岐して配設するようにした構成を適用するものであっても
よい。
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【０２６６】
　したがって、このような表示装置の駆動制御方法（表示駆動動作）によれば、上述した
第４の例に係る駆動制御方法と同様に、各フレーム期間を、前半と後半に２分割して、前
半で特定の行の表示画素に対してしきい値電圧検出動作を実行した後、各行の表示画素に
順次書込動作が実行され、後半で全ての表示画素が一斉に発光動作を実行するように制御
されるので、１フレーム期間Ｔfrにおける上記無発光動作による黒表示期間の比率（黒挿
入率）は概ね５０％となり、上述したような動画像のボケやにじみが視認されない目安で
ある３０％を上回るものの、発光動作期間が１フレーム期間Ｔfrの半分に過ぎないため、
画像情報を十分な発光輝度で表示することができず、また、各行における書込動作期間が
短縮されるため、表示データ（階調信号）を十分書き込む時間が確保されなくなる可能性
があるが、各表示画素の発光輝度を適宜増大させ、さらに、階調電流の電流値を増加させ
ることにより、画像情報を十分な輝度で、かつ、良好な表示画質で表示することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０２６７】
【図１】本発明に適用される表示駆動装置、及び、該表示駆動装置により駆動制御される
表示画素の一実施形態を示す要部構成図である。
【図２】本実施形態に係る表示駆動装置におけるしきい値電圧検出動作を示すタイミング
チャートである。
【図３】本実施形態に係る表示駆動装置における電圧印加動作を示す概念図である。
【図４】本実施形態に係る表示駆動装置における電圧収束動作を示す概念図である。
【図５】本実施形態に係る表示駆動装置における電圧読取動作を示す概念図である。
【図６】ｎチャネル型の薄膜トランジスタにおいて、ゲート－ソース間電圧を所定の条件
に設定し、ドレイン－ソース間電圧を変調した際のドレイン－ソース間電流特性の一例を
表した図である。
【図７】本実施形態に係る表示駆動装置において階調表示動作を行う場合の駆動制御方法
を示すタイミングチャートである。
【図８】本実施形態に係る駆動制御方法（階調表示動作）においてデータ書込動作を示す
概念図である。
【図９】本実施形態に係る駆動制御方法（階調表示動作）において発光動作を示す概念図
である。
【図１０】本実施形態に係る表示駆動装置の他の構成例を示す要部構成図である。
【図１１】本実施形態に係る表示駆動装置において無発光表示動作を行う場合の駆動制御
方法の一例を示すタイミングチャートである。
【図１２】本実施形態に係る駆動制御方法（無発光表示動作）においてデータ書込動作を
示す概念図である。
【図１３】本実施形態に係る駆動制御方法（無発光表示動作）において無発光動作を示す
概念図である。
【図１４】本発明に適用される表示駆動装置により駆動制御される表示画素の他の実施形
態を示す要部構成図である。
【図１５】本発明に係る表示装置の全体構成の一例を示す概略ブロック図である。
【図１６】本実施形態に係る表示装置に適用される表示パネル及びその周辺回路（選択ド
ライバ、電源ドライバ）の一例を示す概略構成図である。
【図１７】本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第１の例を模式的に示したタイミ
ングチャートである。
【図１８】本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例を模式的に示したタイミ
ングチャートである。
【図１９】本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例を実現するための表示装
置の一例を示す要部構成図である。
【図２０】本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第３の例を模式的に示したタイミ
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ングチャートである。
【図２１】本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例の変形例（その１）を模
式的に示したタイミングチャートである。
【図２２】本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第３の例の変形例（その１）を模
式的に示したタイミングチャートである。
【図２３】本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例の変形例（その２）を模
式的に示したタイミングチャートである。
【図２４】本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第３の例の変形例（その２）を模
式的に示したタイミングチャートである。
【図２５】本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第４の例を模式的に示したタイミ
ングチャートである。
【図２６】本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第４の例を実現するための表示装
置の一例を示す要部構成図である。
【図２７】本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第５の例を模式的に示したタイミング
チャートである。
【図２８】本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第６の例を模式的に示したタイミング
チャートである。
【図２９】本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第７の例を模式的に示したタイミング
チャートである。
【図３０】本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第６の例の変形例（その１）を模式的
に示したタイミングチャートである。
【図３１】本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第７の例の変形例（その１）を模式的
に示したタイミングチャートである。
【図３２】本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第７の例の変形例（その２）を模式的
に示したタイミングチャートである。
【図３３】本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第７の例の変形例（その２）を模式的
に示したタイミングチャートである。
【図３４】本発明に係る表示装置の駆動制御方法の第８の例を模式的に示したタイミング
チャートである。
【図３５】従来技術における発光素子型ディスプレイの要部を示す概略構成図である。
【図３６】従来技術における発光素子型ディスプレイに適用可能な表示画素（発光駆動回
路及び発光素子）の要部構成例を示す等価回路図である。
【符号の説明】
【０２６８】
　ＰＸ　　　　表示画素
　ＤＣ　　　　発光駆動回路
　ＳＬ　　　　選択ライン
　ＤＬ　　　　データライン
　ＶＬ　　　　供給電圧ライン
　Ｔｒ１１～Ｔｒ１３　　　薄膜トランジスタ
　Ｃｓ　　　　コンデンサ
　ＯＥＬ　　　有機ＥＬ素子
　１００　　　表示駆動装置
　１１０　　　シフトレジスタ・データレジスタ部
　１２０　　　表示データラッチ部
　１３０　　　階調電圧生成部
　１４０　　　検出電圧ＡＤＣ
　１５０　　　補償電圧ＤＡＣ
　１６０　　　しきい値データラッチ部
　１７０　　　フレームメモリ
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　１８０　　　電圧加算部
　１９０　　　データライン入出力切換部
　２００　　　表示装置
　２１０　　　表示パネル
　２２０　　　選択ドライバ
　２３０　　　電源ドライバ
　２４０　　　データドライバ
　２５０　　　システムコントローラ
　２６０　　　表示信号生成回路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(52) JP 5240534 B2 2013.7.17

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】
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