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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子を含む複数の画素回路がマトリクス状に配列された画素回路マトリクスと、
　前記画素回路マトリクスに接続された複数の走査線と、
　前記画素回路マトリクスに接続された複数のデータ線と、
　前記複数の走査線上に第１と第２の走査信号を出力することによって前記画素回路マト
リクスの行を順次選択する走査線駆動回路と、
　前記発光素子の発光階調に応じた電圧を有するデータ信号を生成して前記複数のデータ
線上に出力するデータ線駆動回路と、
を備え、
　各画素回路は、
（ｉ）高位基準電圧と低位基準電圧との間の電流経路上に設けられた発光素子と、
（ｉｉ）前記電流経路上において前記発光素子のアノード電極に接続されており、ソース
及びドレインを構成する第１及び第２の電極と、ゲート電極とを有し、発光階調に応じた
電流を前記発光素子に流すための駆動トランジスタと、
（ｉｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第１の電極との間に接続された容量
素子と、
（ｉｖ）前記データ線と前記第１の電極との間の接続状態を、前記第２の走査信号に応じ
てオン状態又はオフ状態に切り換える第１のスイッチングトランジスタと、
（ｖ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第２の電極との間の接続状態を前記第２
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の走査信号に応じてオン状態又はオフ状態に切り換える第２のスイッチングトランジスタ
と、
（ｖｉ）前記発光素子の電流経路上に設けられ、前記第１の走査信号に応じて前記駆動ト
ランジスタ及び前記発光素子に電流が流れることを許容する第３のスイッチングトランジ
スタと、
（ｖｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と接地電位との間の寄生容量と、
を備え、
　前記走査線駆動回路は、前記データ信号の電圧に応じた電荷量を前記容量素子に保持さ
せるためのプログラミング期間の第１の期間において前記第１ないし第３のスイッチング
トランジスタをオン状態に設定した後、前記プログラミング期間の第２の期間において前
記第３のスイッチングトランジスタをオフ状態に設定するとともに前記第１と第２のスイ
ッチングトランジスタをオン状態に設定し、前記プログラミング期間から前記発光素子の
発光期間に切り替わる際に前記第３のスイッチングトランジスタをオン状態に切り換える
とともに前記第１と第２のスイッチングトランジスタをオフ状態に切り換えることによっ
て、前記容量素子に、前記駆動トランジスタのしきい値電圧に依存せず、かつ、前記デー
タ信号の電圧に依存する電荷量を保持させ、
　前記データ線駆動回路は、
（ａ）前記プログラミング期間の前記第１の期間に相当するプリチャージ期間において、
前記プログラミング期間中にダイオード接続する前記駆動トランジスタのドレイン側に所
定の電圧を印加し、
（ｂ）前記データ信号の電圧を、前記発光素子の発光時における前記アノード電極の電圧
よりも低い電圧に設定する、電気光学装置。
【請求項２】
　発光素子を含む複数の画素回路がマトリクス状に配列された画素回路マトリクスと、
　前記画素回路マトリクスに接続された複数の走査線と、
　前記画素回路マトリクスに接続された複数のデータ線と、
　前記複数の走査線上に走査信号を出力することによって前記画素回路マトリクスの行を
順次選択する走査線駆動回路と、
　前記発光素子の発光階調に応じた電圧を有するデータ信号を生成して前記複数のデータ
線上に出力するデータ線駆動回路と、
を備え、
　各画素回路は、
（ｉ）高位基準電圧と低位基準電圧との間の電流経路上に設けられた発光素子と、
（ｉｉ）前記電流経路上において前記発光素子のアノード電極に接続されており、ソース
及びドレインを構成する第１及び第２の電極と、ゲート電極とを有し、発光階調に応じた
電流を前記発光素子に流すための駆動トランジスタと、
（ｉｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第１の電極との間に接続された容量
素子と、
（ｉｖ）前記データ線と前記第１の電極との間の接続状態を、前記走査信号に応じてオン
状態又はオフ状態に切り換える第１のスイッチングトランジスタと、
（ｖ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第２の電極との間の接続状態を前記走査
信号に応じてオン状態又はオフ状態に切り換える第２のスイッチングトランジスタと、
（ｖｉ）前記発光素子の電流経路上に設けられ、前記走査信号に応じて前記駆動トランジ
スタ及び前記発光素子に電流が流れることを許容する第３のスイッチングトランジスタと
、
（ｖｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と接地電位との間の寄生容量と、
を備え、
　前記走査線駆動回路は、前記発光素子の発光期間から前記データ信号の電圧に応じた電
荷量を前記容量素子に保持させるためのプログラミング期間に切り替わる際に前記第３の
スイッチングトランジスタをオフ状態に切り替えるとともに前記第１と第２のスイッチン
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グトランジスタをオン状態に切り替えて、前記プログラミング期間における前記第３のト
ランジスタをオフ状態に設定するとともに前記第１と第２のスイッチングトランジスタを
オン状態に設定し、前記プログラミング期間から前記発光素子の発光期間に切り替わる際
に前記第３のスイッチングトランジスタをオン状態に切り換えるとともに前記第１と第２
のスイッチングトランジスタをオフ状態に切り換えることによって、前記容量素子に、前
記駆動トランジスタのしきい値電圧に依存せず、かつ、前記データ信号の電圧に依存する
電荷量を保持させ、
　前記データ線駆動回路は、
（ａ）前記プログラミング期間の前に設けられたプリチャージ期間において、前記プログ
ラミング期間中にダイオード接続する前記駆動トランジスタのドレイン側に所定の電圧を
印加し、
（ｂ）前記データ信号の電圧を、前記発光素子の発光時における前記アノード電極の電圧
よりも低い電圧に設定する、電気光学装置。
【請求項３】
　表示デバイスとして請求項１または請求項２に記載の電気光学装置を備える電子機器。
【請求項４】
　画素回路マトリクスを備えた電気光学装置の駆動方法であって、
　各画素回路は、
（ｉ）高位基準電圧と低位基準電圧との間の電流経路上に設けられた発光素子と、
（ｉｉ）前記電流経路上において前記発光素子のアノード電極に接続されており、ソース
及びドレインを構成する第１及び第２の電極と、ゲート電極とを有し、発光階調に応じた
電流を前記発光素子に流すための駆動トランジスタと、
（ｉｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第１の電極との間に接続された容量
素子と、
（ｉｖ）データ線と前記第１の電極との間の接続状態を、第２の走査信号に応じてオン状
態又はオフ状態に切り換える第１のスイッチングトランジスタと、
（ｖ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第２の電極との間の接続状態を前記第２
の走査信号に応じてオン状態又はオフ状態に切り換える第２のスイッチングトランジスタ
と、
（ｖｉ）前記発光素子の電流経路上に設けられ、第１の走査信号に応じて前記駆動トラン
ジスタ及び前記発光素子に電流が流れることを許容する第３のスイッチングトランジスタ
と、
（ｖｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と接地電位との間の寄生容量と、
を備え、
　前記方法は、
（ａ）前記データ信号の電圧に応じた電荷量を前記容量素子に保持させるためのプログラ
ミング期間の第１の期間において前記第１ないし第３のスイッチングトランジスタをオン
状態に設定した後、前記プログラミング期間の第２の期間において前記第３のスイッチン
グトランジスタをオフ状態に設定するとともに前記第１と第２のスイッチングトランジス
タをオン状態に設定する工程と、
（ｂ）前記プログラミング期間から前記発光素子の発光期間に切り替わる際に前記第３の
スイッチングトランジスタをオン状態に切り換えるとともに前記第１と第２のスイッチン
グトランジスタをオフ状態に切り換えることによって、前記容量素子に、前記駆動トラン
ジスタのしきい値電圧に依存せず、かつ、前記データ信号の電圧に依存する電荷量を保持
させる工程と、
を備え、
　前記プログラミング期間の前記第１の期間に相当するプリチャージ期間において、前記
プログラミング期間中にダイオード接続する前記駆動トランジスタのドレイン側に所定の
電圧を印加し、
　前記データ信号の電圧を、前記発光素子の発光時における前記アノード電極の電圧より
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も低い電圧に設定する、方法。
【請求項５】
　画素回路マトリクスを備えた電気光学装置の駆動方法であって、
　各画素回路は、
（ｉ）高位基準電圧と低位基準電圧との間の電流経路上に設けられた発光素子と、
（ｉｉ）前記電流経路上において前記発光素子のアノード電極に接続されており、ソース
及びドレインを構成する第１及び第２の電極と、ゲート電極とを有し、発光階調に応じた
電流を前記発光素子に流すための駆動トランジスタと、
（ｉｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第１の電極との間に接続された容量
素子と、
（ｉｖ）データ線と前記第１の電極との間の接続状態を、走査信号に応じてオン状態又は
オフ状態に切り換える第１のスイッチングトランジスタと、
（ｖ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第２の電極との間の接続状態を前記走査
信号に応じてオン状態又はオフ状態に切り換える第２のスイッチングトランジスタと、
（ｖｉ）前記発光素子の電流経路上に設けられ、前記走査信号に応じて前記駆動トランジ
スタ及び前記発光素子に電流が流れることを許容する第３のスイッチングトランジスタと
、
（ｖｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と接地電位との間の寄生容量と、
を備え、
　前記方法は、
（ａ）前記発光素子の発光期間から前記データ信号の電圧に応じた電荷量を前記容量素子
に保持させるためのプログラミング期間に切り替わる際に前記第３のスイッチングトラン
ジスタをオフ状態に切り替えるとともに前記第１と第２のスイッチングトランジスタをオ
ン状態に切り替えて、前記プログラミング期間における前記第３のスイッチングトランジ
スタをオフ状態に設定するとともに前記第１と第２のスイッチングトランジスタをオン状
態に設定する工程と、
（ｂ）前記プログラミング期間から前記発光素子の発光期間に切り替わる際に前記第３の
スイッチングトランジスタをオン状態に切り換えるとともに前記第１と第２のスイッチン
グトランジスタをオフ状態に切り換えることによって、前記容量素子に、前記駆動トラン
ジスタのしきい値電圧に依存せず、かつ、前記データ信号の電圧に依存する電荷量を保持
させる工程と、
を備え、
　前記プログラミング期間の前に設けられたプリチャージ期間において、前記プログラミ
ング期間中にダイオード接続する前記駆動トランジスタのドレイン側に所定の電圧を印加
し、
　前記データ信号の電圧を、前記発光素子の発光時における前記アノード電極の電圧より
も低い電圧に設定する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電気光学装置の駆動技術に関し、特に、電気光学装置に用いる発光素子用
の駆動トランジスタのしきい値電圧を補償する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機エレクトロルミネッセンス素子や発光ポリマー素子などと呼ばれる自発光型
の有機発光ダイオード素子（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄ
ｅ素子、以下「ＯＬＥＤ素子」と呼ぶ）の電気光学的特性を利用した表示装置が注目され
ている。
【０００３】
　ＯＬＥＤ素子の発光階調の調整は、ＯＬＥＤ素子に流れる電流量を制御するトランジス
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タ（「駆動トランジスタ」と呼ぶ）のゲート／ソース間電圧を調整することによって行わ
れるのが一般的である。しかし、現実には、駆動トランジスタを流れる電流量は、駆動ト
ランジスタのしきい値電圧にも依存する。駆動トランジスタのしきい値電圧は、画素回路
毎にばらつくことが多いので、従来は、しきい値電圧のバラツキによって階調が必ずしも
正確に再現されない場合があった。また、駆動トランジスタがアモルファスシリコンで構
成される場合には、駆動トランジスタのしきい値電圧が経時変化し易いという問題があっ
た。
【０００４】
　このため、従来から、画素回路毎のしきい値電圧の差異を補償して、正確に発光階調を
再現できる技術が望まれていた。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１３３２４０号公報
【０００６】
　なお、発光素子の階調を正確に制御したいという要望は、アモルファスシリコン製の駆
動トランジスタを用いた装置に限らず、一般に、発光素子をそれぞれ有する複数の画素回
路を備えた電気光学装置に共通する問題であった。
【０００７】
　また、発光素子を用いた電気光学装置では、データ電圧を用いて画素回路の発光階調を
設定する処理（「プログラミング」と呼ばれる）の際に発光素子が発光してしまうという
問題もあった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、駆動トランジスタのしきい値電圧を補償して、発光素子の発光階調を正確に
再現するための技術を提供することを第１の目的とする。また、プログラミング時に発光
素子による発光を抑制ための技術を提供することを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による電気光学装置は、
　発光素子を含む複数の画素回路がマトリクス状に配列された画素回路マトリクスと、
　前記画素回路マトリクスに接続された複数の走査線と、
　前記画素回路マトリクスに接続された複数のデータ線と、
　前記複数の走査線上に第１と第２の走査信号を出力することによって前記画素回路マト
リクスの行を順次選択する走査線駆動回路と、
　前記発光素子の発光階調に応じた電圧を有するデータ信号を生成して前記複数のデータ
線上に出力するデータ線駆動回路と、
を備え、
　各画素回路は、
（ｉ）高位基準電圧と低位基準電圧との間の電流経路上に設けられた発光素子と、
（ｉｉ）前記電流経路上において前記発光素子のアノード電極に接続されており、ソース
及びドレインを構成する第１及び第２の電極と、ゲート電極とを有し、発光階調に応じた
電流を前記発光素子に流すための駆動トランジスタと、
（ｉｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第１の電極との間に接続された容量
素子と、
（ｉｖ）前記データ線と前記第１の電極との間の接続状態を、前記第２の走査信号に応じ
てオン状態又はオフ状態に切り換える第１のスイッチングトランジスタと、
（ｖ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第２の電極との間の接続状態を前記第２
の走査信号に応じてオン状態又はオフ状態に切り換える第２のスイッチングトランジスタ
と、
（ｖｉ）前記発光素子の電流経路上に設けられ、前記第１の走査信号に応じて前記駆動ト
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ランジスタ及び前記発光素子に電流が流れることを許容する第３のスイッチングトランジ
スタと、
（ｖｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と接地電位との間の寄生容量と、
を備え、
　前記走査線駆動回路は、前記データ信号の電圧に応じた電荷量を前記容量素子に保持さ
せるためのプログラミング期間の第１の期間において前記第１ないし第３のスイッチング
トランジスタをオン状態に設定した後、前記プログラミング期間の第２の期間において前
記第３のスイッチングトランジスタをオフ状態に設定するとともに前記第１と第２のスイ
ッチングトランジスタをオン状態に設定し、前記プログラミング期間から前記発光素子の
発光期間に切り替わる際に前記第３のスイッチングトランジスタをオン状態に切り換える
とともに前記第１と第２のスイッチングトランジスタをオフ状態に切り換えることによっ
て、前記容量素子に、前記駆動トランジスタのしきい値電圧に依存せず、かつ、前記デー
タ信号の電圧に依存する電荷量を保持させ、
　前記データ線駆動回路は、
（ａ）前記プログラミング期間の前記第１の期間に相当するプリチャージ期間において、
前記プログラミング期間中にダイオード接続する前記駆動トランジスタのドレイン側に所
定の電圧を印加し、
（ｂ）前記データ信号の電圧を、前記発光素子の発光時における前記アノード電極の電圧
よりも低い電圧に設定する。
【００１０】
　なお、「第１及び第２の電極」は、ソース又はドレインとして機能する電極を意味して
いる。この電気光学装置によれば、容量素子に保持される電荷量が、データ信号の電圧に
依存するが駆動トランジスタのしきい値電圧には依存しないので、駆動トランジスタのし
きい値電圧に依存せずに発光素子の発光階調を正確に再現することができる。すなわち、
駆動トランジスタのしきい値電圧を補償した発光を行うことができる。また、プログラミ
ング期間の開始時における駆動トランジスタのドレイン側の電圧が安定するので、プログ
ラミングをより確実に行うことが可能である。さらに、プログラミング時に発光素子を発
光させないので、画質を向上させることができる。
【００１１】
　また、本発明の別の電気光学装置は、
　発光素子を含む複数の画素回路がマトリクス状に配列された画素回路マトリクスと、
　前記画素回路マトリクスに接続された複数の走査線と、
　前記画素回路マトリクスに接続された複数のデータ線と、
　前記複数の走査線上に走査信号を出力することによって前記画素回路マトリクスの行を
順次選択する走査線駆動回路と、
　前記発光素子の発光階調に応じた電圧を有するデータ信号を生成して前記複数のデータ
線上に出力するデータ線駆動回路と、
を備え、
　各画素回路は、
（ｉ）高位基準電圧と低位基準電圧との間の電流経路上に設けられた発光素子と、
（ｉｉ）前記電流経路上において前記発光素子のアノード電極に接続されており、ソース
及びドレインを構成する第１及び第２の電極と、ゲート電極とを有し、発光階調に応じた
電流を前記発光素子に流すための駆動トランジスタと、
（ｉｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第１の電極との間に接続された容量
素子と、
（ｉｖ）前記データ線と前記第１の電極との間の接続状態を、前記走査信号に応じてオン
状態又はオフ状態に切り換える第１のスイッチングトランジスタと、
（ｖ）前記駆動トランジスタのゲート電極と前記第２の電極との間の接続状態を前記走査
信号に応じてオン状態又はオフ状態に切り換える第２のスイッチングトランジスタと、
（ｖｉ）前記発光素子の電流経路上に設けられ、前記走査信号に応じて前記駆動トランジ
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スタ及び前記発光素子に電流が流れることを許容する第３のスイッチングトランジスタと
、
（ｖｉｉ）前記駆動トランジスタのゲート電極と接地電位との間の寄生容量と、
を備え、
　前記走査線駆動回路は、前記発光素子の発光期間から前記データ信号の電圧に応じた電
荷量を前記容量素子に保持させるためのプログラミング期間に切り替わる際に前記第３の
スイッチングトランジスタをオフ状態に切り替えるとともに前記第１と第２のスイッチン
グトランジスタをオン状態に切り替えて、前記プログラミング期間における前記第３のト
ランジスタをオフ状態に設定するとともに前記第１と第２のスイッチングトランジスタを
オン状態に設定し、前記プログラミング期間から前記発光素子の発光期間に切り替わる際
に前記第３のスイッチングトランジスタをオン状態に切り換えるとともに前記第１と第２
のスイッチングトランジスタをオフ状態に切り換えることによって、前記容量素子に、前
記駆動トランジスタのしきい値電圧に依存せず、かつ、前記データ信号の電圧に依存する
電荷量を保持させ、
　前記データ線駆動回路は、
（ａ）前記プログラミング期間の前に設けられたプリチャージ期間において、前記プログ
ラミング期間中にダイオード接続する前記駆動トランジスタのドレイン側に所定の電圧を
印加し、
（ｂ）前記データ信号の電圧を、前記発光素子の発光時における前記アノード電極の電圧
よりも低い電圧に設定する。
【００１２】
　この電気光学装置によっても、容量素子に保持される電荷量が、データ信号の電圧に依
存するが駆動トランジスタのしきい値電圧には依存しないので、駆動トランジスタのしき
い値電圧に依存せずに発光素子の発光階調を正確に再現することができる。すなわち、駆
動トランジスタのしきい値電圧を補償した発光を行うことができる。また、プログラミン
グ期間の開始時における駆動トランジスタのドレイン側の電圧が安定するので、プログラ
ミングをより確実に行うことが可能である。さらに、プログラミング時に発光素子を発光
させないので、画質を向上させることができる。
【００１５】
　本発明による他の電気光学装置は、
　発光素子と容量素子とを含む画素回路と、
　前記画素回路に接続されたデータ線と、
　前記発光素子の発光階調に応じた電圧を有するデータ信号を生成して前記データ線上に
出力するデータ線駆動回路と、
を備え、
　前記データ線駆動回路は、
（ｉ）前記画素回路内の容量素子に前記発光素子の発光階調に応じた電荷量を書き込むた
めのプログラミングを実行するとともに、
（ｉｉ）前記プログラミング中における前記発光素子のアノード電圧が発光閾値電圧より
も低くなるように、前記データ信号の電圧を設定する。
【００１６】
　このような電気光学装置では、プログラミング期間において、プログラミング対象の画
素が発光することを防止することができる。
【００１７】
　なお、本発明は、種々の形態で実現することが可能であり、例えば、画素回路、画素回
路のための駆動回路、電気光学装置、電気光学装置を備えた電子機器、それらの装置の駆
動方法、それらの方法または装置の機能を実現するためのコンピュータプログラム、その
コンピュータプログラムを記録した記録媒体、そのコンピュータプログラムを含み搬送波
内に具現化されたデータ信号、等の形態で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】
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【００１８】
　次に、本発明の実施の形態を実施例に基づいて以下の順序で説明する。
A．第１実施例：
B．第２実施例：
C．電子機器への適用例：
D．変形例
【００１９】
A．第１実施例：
　図１は、本発明の一実施例としての電気光学装置の構成を概略的に示すブロック図であ
る。この電気光学装置１００は、画素領域２００と、走査線駆動回路３００と、データ線
駆動回路４００と、制御回路５００とを備えている。電気光学装置１００は、画素領域２
００に画像を表示させる画像表示装置である。なお、以下の説明では、図１に示すＸ方向
を行方向とも呼び、Ｙ方向を列方向とも呼ぶものとする。
【００２０】
　画素領域２００には、Ｘ方向（行方向）に伸びるｍ本の走査線３１０が、互いに平行に
配設されている。また、画素領域２００には、Ｘ方向と直交するＹ方向（列方向）に伸び
るｎ本のデータ線４０２が、互いに平行に配設されている。そして、任意の１行分の走査
線３１０と、任意の１列分のデータ線４０２とが交差する位置に、１つの画素回路２１０
が設けられている。すなわち、画素領域２００には、ｍ行ｎ列の画素回路２１０が設けら
れている。
【００２１】
　走査線駆動回路３００は、１行目～ｍ行目の各走査線３１０に対応した走査信号Ｙ１～
Ｙｍを生成し、これらの走査信号Ｙ１～Ｙｍをそれぞれに対応する走査線３１０に出力す
る。データ線駆動回路４００は、画素回路２１０が表示する階調を制御するための階調信
号Ｘ１～Ｘｎを生成し、データ線４０２を介して各画素回路２１０に供給する。なお、階
調信号Ｘ１～Ｘｎを「データ信号」とも呼ぶ。
【００２２】
　図２は、ｉ行目ｊ列目の画素回路の一例を示す説明図である。なお、本実施例では、１
行分の走査線３１０は、２本のサブ走査線３１０ａ，３１０ｂを含んでいる。２本のサブ
走査線３１０ａ，３１０ｂには、走査信号Ｓcan1，Ｓcan2がそれぞれ出力される。これら
については後述する。
【００２３】
　画素回路２１０は、自発光素子であるＯＬＥＤ素子２２０と、容量素子２３０と、４つ
のトランジスタ２４１～２４４とを備えている。４つのトランジスタ２４１～２４４は、
いずれもｎチャネル型のＴＦＴである。
【００２４】
　第４のトランジスタ２４４は、ＯＬＥＤ素子２２０に流れる電流を調整する駆動トラン
ジスタとしての機能を有している。容量素子２３０は、この駆動トランジスタのゲートと
ソースとの間に接続されている。この容量素子２３０は、データ信号Ｘｊの電圧Ｖdataに
応じた電荷を保持し、この電荷に応じて駆動トランジスタ２４４のゲート／ソース間電圧
を設定する機能を有している。一般に、データ信号Ｘｊに応じて容量素子２３０に電荷を
保持させる（書き込む）動作は、「プログラミング」と呼ばれている。また、データ信号
Ｘｊの電圧Ｖdataに応じてプログラミングを行う方式は、「電圧プログラミング」と呼ば
れている。第１ないし第３のトランジスタ２４１～２４３は、プログラミングの動作と、
ＯＬＥＤ素子２２０の発光動作とを制御するためのスイッチングトランジスタとして機能
する。これらの動作については後述する。
【００２５】
　ＯＬＥＤ素子２２０は、アノード電極２２０Ａとカソード電極２２０Ｃとの間に発光層
が狭持されており、順方向電流に応じた輝度で発光する。発光層としては、各画素回路２
１０のＯＬＥＤ素子２２０の発光色（例えばＲ、Ｇ、Ｂの３色の内のいずれか１色）に応
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じた有機ＥＬ材料が用いられている。ＯＬＥＤ素子２２０のカソード電極２２０Ｃは、す
べての画素回路２１０に対して共通となっている。
【００２６】
　ＯＬＥＤ素子２２０は、電源電位ＶEL（高位基準電圧）と接地電位（低位基準電圧）と
の間の電流経路上に設けられている。すなわち、電源電位ＶELと接地電位との間には、第
３のトランジスタ２４３と、駆動トランジスタ２４４と、ＯＬＥＤ素子２２０とが直列に
接続されている。ＯＬＥＤ素子２２０のカソード電極２２０Ｃは接地されており、アノー
ド電極２２０Ａは駆動トランジスタ２４４のソースに接続されている。駆動トランジスタ
２４４のドレインは、第３のトランジスタ２４３のソースに接続されている。第３のトラ
ンジスタ２４３のドレインは、電源電位ＶELに接続されている。第３のトランジスタ２４
３のゲートは、第１のサブ走査線３１０ａに接続されている。
【００２７】
　第１のトランジスタ２４１は、データ線４０２と、駆動トランジスタ２４４のソース側
のノードｎ１との間に設けられており、第２の走査信号Ｓcan2に応じてこれらの間の接続
状態をオン／オフする。第２のトランジスタ２４２は、駆動トランジスタ２４４のドレイ
ン側のノードｎ２とゲートとの間に設けられており、第２の走査信号Ｓcan2に応じてこれ
らの間の接続状態をオン／オフする。第１と第２のトランジスタ２４１，２４２のゲート
は、いずれも第２のサブ走査線３１０ｂに接続されている。
【００２８】
　図３（ａ）～（ｉ）は、電気光学装置１００の全体動作を示すタイミングチャートであ
る。ここでは、画素領域２００（図１）が８行で構成されているものと仮定しており、図
３（ａ）～（ｈ）に８本の走査信号Ｙ１～Ｙ８を示している。これらの走査信号Ｙ１～Ｙ
８のレベル変化は、図２に示す第２の走査信号Ｓcan2によるものである。
【００２９】
　１行目の走査線３１０に出力される走査信号Ｙ１は、１垂直走査期間Ｔｖ内において、
１垂直走査期間の最初のタイミングから１水平走査期間Ｔｈの間Ｈレベルとなり、その他
の期間はＬレベルとなるパルス信号である。また、２行目の走査線３１０に出力される走
査信号Ｙ２は、走査信号Ｙ１がＨレベルからＬレベルとなるタイミングから１水平走査期
間Ｔｈの間Ｈレベルとなるパルス信号である。このように走査信号Ｙ１～Ｙ８は、１垂直
走査期間Ｔｖ内において、１水平走査期間Ｔｈの間だけＨレベルとなり、かつＨレベルと
なる期間が順々にずれているようなパターンを、１垂直走査期間Ｔｖ毎に繰り返す信号と
なっている。１垂直走査期間Ｔｖを「１フレーム期間」または「１フレーム」とも呼ぶ。
ｉ行目の走査線３１０に供給される走査信号ＹｉがＨレベルになると、ｉ行目の走査線３
１０に接続された複数の画素回路２１０が選択され、各画素回路２１０内の容量素子２３
０に、データ信号Ｘｊ（図３（ｉ））の電圧Ｖdataに応じた容量が設定される。走査線駆
動回路３００は、最初に１行目の走査線３１０に接続された複数の画素回路２１０のプロ
グラミングを行い、その後、２行目以降の走査線３１０に接続された画素回路２１０を１
行ずつ順に８行目までプログラミングを行い、以降、１行目に戻って画素回路２１０のプ
ログラミングを繰り返し行うこととなる。各画素回路２１０は、プログラミングされた後
は、次のプログラミングが開始されるまでの間、一定の階調で発光を継続する。
【００３０】
　図４は、第１実施例におけるプログラミング期間と発光期間の動作の詳細を示す説明図
である。図４（Ａ）には、２つの走査信号Ｓcan1，Ｓcan2と、データ信号電圧Ｖdataのタ
イミングチャートが示されている。プログラミング期間Ｔprは、図３の１水平走査期間Ｔ
ｈに相当する。また、発光期間Ｔemは、プログラミング期間Ｔpr以外の期間を意味してい
る。
【００３１】
　プログラミング期間Ｔprは、第１の期間Ｔp1と第２の期間Ｔp2とに区分されている。第
１の期間Ｔp1では、第１と第２の走査信号Ｓcan1，Ｓcan2はいずれもＨレベルに設定され
る。
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【００３２】
　図４（Ｂ）は、第１の期間Ｔp1における画素回路２１０の等価回路を示している。第１
の期間Ｔp1では、第１ないし第３のトランジスタ２４１～２４３がいずれもオンとなるの
で、図４（Ｂ）に示す等価回路では、駆動トランジスタ２４４のドレインがゲートと電源
電位ＶELとに接続された状態となる。また、駆動トランジスタ２４４のソース側のノード
ｎ１には、データ信号電圧Ｖdataが印加される。この状態では、駆動トランジスタ２４４
はダイオード接続されているので、そのゲートの電圧は電源電位ＶELとなる。
【００３３】
　なお、プログラミング期間Ｔｐ中は、ＯＬＥＤ素子２２０を発光させないことが好まし
い。このためには、データ信号電圧Ｖdataを、ＯＬＥＤ素子２２０の発光時のアノード電
圧ＶELAよりも小さい値に設定することが好ましく、特に、ＯＬＥＤ素子２２０の発光閾
値電圧よりも小さな値に設定することが好ましい。但し、プログラミング期間Ｔｐ中にＯ
ＬＥＤ素子２２０の発光を許容してもよい。
【００３４】
　図４（Ｃ）は、第２の期間Ｔp2における画素回路２１０の等価回路を示している。第２
の期間Ｔp2では、第１の走査信号Ｓcan1がＬレベルに下がるので、第３のトランジスタ２
４３がオフとなり、図４（Ｃ）に示す等価回路では、駆動トランジスタ２４４のドレイン
側のノードｎ２が電源電位ＶELから切断される。なお、駆動トランジスタ２４４のソース
側のノードｎ１には、データ信号電圧Ｖdataが印加されたままである。駆動トランジスタ
２４４はダイオード接続されているので、そのゲート電圧は次第に低下してゆき、最終的
にはソースの電圧Ｖdataにしきい値電圧Ｖthを加算した値（Ｖdata＋Ｖth）となる。また
、容量素子２３０に保持される電荷量は、しきい値電圧Ｖthに依存せず、データ信号電圧
Ｖdataのみに依存している。
【００３５】
　なお、前述した第１の期間Ｔp1で第３のトランジスタ２４３をオンさせていた理由は、
仮に第１の期間Ｔp1に第３のトランジスタ２４３をオフさせて図４（Ｃ）の等価回路状態
にすると、駆動トランジスタ２４４がオンしない可能性があるためである。但し、データ
信号電圧Ｖdataが十分低い場合には、第１の期間Ｔp1を省略することができる。このよう
に、第１の期間Ｔp1は省略できるので、第２の期間Ｔp2を狭義の「プログラミング期間」
と呼ぶことができる。
【００３６】
　図４（Ｄ）は、発光期間Ｔemにおける画素回路２１０の等価回路を示している。発光期
間Ｔemでは、第１の走査信号Ｓcan1が再びＨレベルに立ち上がるので、第３のトランジス
タ２４３がオンとなる。また、第２の走査信号Ｓcan2がＬレベルに下がるので、第１と第
２のトランジスタ２４１，２４２がオフとなる。この結果、図４（Ｄ）に示す等価回路で
は、駆動トランジスタ２４４のドレインが電源電位ＶELに接続され、また、ゲートとドレ
イン間が切断される。
【００３７】
　このときの駆動トランジスタ２４４のゲートの電圧Ｖgは、以下の（１）式で与えられ
る。
　Ｖg＝Ｖdata＋Ｖth＋ｋΔＶn1　　...（１）
ここで、ΔＶn1は駆動トランジスタ２４４のソース側のノードｎ１における電圧の変化量
であり、（ＶELA－Ｖdata）に等しい。ＶELAは、ＯＬＥＤ素子２２０の発光時のアノード
電圧である。
【００３８】
　また、上記（１）式のｋは、容量素子２３０の容量Ｃａと、駆動トランジスタ２４４の
ゲートの寄生容量Ｃｐ（図４（Ｄ））とに応じて決まる定数であり、ノードｎ１の電圧変
化ΔＶn1と、これによる駆動トランジスタ２４４のゲートの電圧変化との比を示している
。この定数ｋは、以下の（２）式で与えられる。
　ｋ＝Ｃａ／（Ｃａ＋Ｃｐ）　　　　...（２）



(11) JP 4747552 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

　なお、寄生容量Ｃｐの主なものは、駆動トランジスタ２４４のゲート容量である。
【００３９】
　上記（１）式にΔＶn1＝（ＶELA－Ｖdata）を代入すると、以下の（３）式が得られる
。
　Ｖg＝Ｖdata＋Ｖth＋ｋ（ＶELA－Ｖdata）
　　　＝（１－ｋ）Ｖdata＋Ｖth＋ｋ・ＶELA　　...（３）
【００４０】
　発光期間Ｔemにおける駆動トランジスタ２４４のソース電圧Ｖsは、ＯＬＥＤ素子２２
０のアノード電圧ＶELAに等しい。上記（３）式を利用すると、駆動トランジスタ２４４
及びＯＬＥＤ素子２２０に流れる電流Ｉは、以下の（４）式で与えられる。
　Ｉ＝０．５β｛（Ｖg－Ｖs）－Ｖth｝２

　　＝０．５β｛（（１－ｋ）Ｖdata＋Ｖth＋ｋ・ＶELA－ＶELA）－Ｖth｝２

　　＝０．５β｛（１－ｋ）Ｖdata－（１－ｋ）ＶELA｝２　　　　　　...（４）
ここで、βは駆動トランジスタ２４４の利得係数である。
【００４１】
　上記（４）式から理解できるように、ＯＬＥＤ素子２２０の電流値Ｉは、駆動トランジ
スタ２４４のしきい値電圧Ｖthに依存しない。従って、電気光学装置１００内の個々の画
素回路２１０においてしきい値電圧Ｖthのバラツキがあっても、各画素回路２１０で正確
な発光階調を再現することができる。換言すれば、図４の動作では、しきい値電圧Ｖthを
補償したプログラミングが行われている。また、データ信号電圧Ｖdataは、上記（４）式
を考慮して、各発光階調に適した値に設定される。この際、定数ｋとアノード電圧ＶELA
の値は、実験的に決定された値が使用される。
【００４２】
　このように、第１実施例では、ＯＬＥＤ素子２２０を流れる電流値Ｉがしきい値電圧Ｖ
thに依存しないように容量素子２３０をプログラミングしているので、各画素回路２１０
において正確な発光階調を再現することが可能である。
【００４３】
　また、データ信号電圧ＶdataをＯＬＥＤ素子２２０の発光時のアノード電圧ＶELAより
も小さい値に設定することによって、プログラミング期間Ｔpr中にＯＬＥＤ素子２２０を
発光させないようにしているので、高画質な画像を表示することが可能である。
【００４４】
　なお、第１の期間Ｔp1は、駆動トランジスタ２４４のドレインを一定電圧（第１実施例
ではＶEL）にチャージするプリチャージ期間であると考えることも可能である。プリチャ
ージ電圧としては、ＶEL以外の任意の電圧値を採用することができる。このようなプリチ
ャージ期間Ｔp1を設けないと、狭義のプログラミング期間Ｔp2の直前における駆動トラン
スジスタ２４４のドレイン電圧のレベルによっては、プログラミング期間Ｔp2においてし
きい値電圧Ｖthの補償が十分でなく、発光階調がずれてしまう可能性がある。これに対し
て、プリチャージ期間Ｔp1を設けるようにすれば、プログラミング期間Ｔp2開始時のドレ
イン電圧が常に一定なので、プログラミング期間Ｔp2中におけるしきい値電圧Ｖthの補償
をより確実に行うことが可能である。
【００４５】
B．第２実施例：
　図５は、第２実施例における画素回路２１０ａの構成を示す回路図である。図２に示し
た画素回路２１０との大きな差異は、容量素子２３０と第２のトランジスタ２４２の位置
が入れ替わっている点にある。すなわち、容量素子２３０は、駆動トランジスタ２４４の
ゲートとドレインとの間に接続されている。また、第２のトランジスタ２４２は、駆動ト
ランジスタ２４４のゲートとソースとの間に接続されている。この変更に伴って、第１の
トランジスタ２４１の位置も、駆動トランジスタ２４４のドレイン側に接続されるように
変更されている。第３のトランジスタ２４３ａは、ｐチャネルＴＦＴに変更されている。
また、走査線３１０は１本のみであり、１つの走査信号Ｓcanが３つのトランジスタ２４
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１，２４２，２４３ａのゲートにそれぞれ供給されている。走査線３１０が１本で済む理
由は後述する。なお、第２実施例ではｐチャネルＴＦＴを使用するので、アモルファスシ
リコンではなく、ポリシリコンを用いてトランジスタが形成される。
【００４６】
　図６は、第２実施例におけるプログラミング期間と発光期間の動作の詳細を示す説明図
である。図６（Ａ）には、走査信号Ｓcanと、データ信号電圧Ｖdataのタイミングチャー
トが示されている。
【００４７】
　プログラミング期間Ｔprは、第１実施例のような２つの期間には区分されていない。走
査信号Scanは、プログラミング期間ＴprにおいてＨレベルとなり、それ以外の期間である
発光期間ＴemにおいてＬレベルとなる。
【００４８】
　但し、プログラミング期間Ｔprの前に、プログラミング期間Ｔprにおいてダイオード接
続する駆動トランジスタ２４４のドレインを一定電圧にチャージするプリチャージ期間を
設けることも可能である。ここで、「プログラミング期間Ｔprにおいてダイオード接続す
る駆動トランジスタ２４４のドレイン」とは、ダイオード接続時におけるドレインを意味
しており、図６（Ｂ）の例では、駆動トランジスタ２４４の下側（ノードｎ１側）のソー
ス／ドレイン電極を意味している。プリチャージ電圧としては、駆動トランジスタ２４４
のしきい値Ｖthを採用してもよく、また、これ以外の任意の電圧値を採用してもよい。ま
た、プリチャージを行うために、プリチャージ用のトランジスタを画素回路内に設けるよ
うにしてもよい。プリチャージ期間を設けるようにすれば、プログラミング期間Ｔpr開始
時のドレイン電圧が常に一定になるので、プログラミング期間Ｔpr中におけるしきい値電
圧Ｖthの補償をより確実に行うことが可能である。
【００４９】
　図６（Ｂ）は、プログラミング期間Ｔprにおける画素回路２１０ａの等価回路を示して
いる。第２実施例のプログラミング期間Ｔprでは、第１と第２のトランジスタ２４１，２
４２がいずれもオンとなるが、第３のトランジスタ２４３はオフに保たれる。この結果、
図６（Ｂ）に示す等価回路では、駆動トランジスタ２４４のソース側のノードｎ１とゲー
トとが接続状態となる。また、駆動トランジスタ２４４のドレイン側のノードｎ２には、
データ信号電圧Ｖdataが印加される。なお、ここでの説明における「駆動トランジスタ２
４４のソース」という用語は、発光期間Ｔemにおいてソースとなる電極を意味している。
【００５０】
　第２実施例においても、データ信号電圧Ｖdataは、発光時におけるＯＬＥＤ素子２２０
のアノード電圧ＶELAよりも小さな値に設定される。プログラミング期間Tprの初期には、
駆動トランジスタ２４４のソース側のノードｎ１の電圧はＯＬＥＤ素子２２０の発光時の
アノード電圧ＶELAに近い値を有しており、ドレイン側のノードｎ２の電圧はこれよりも
低い電圧Ｖdataとなっている。従って、図６（Ｂ）に示すように、プログラミング期間Ｔ
prでは、駆動トランジスタ２４４のソースとドレインとの関係が、発光期間Ｔemにおける
関係と逆になる。すなわち、ノードｎ１側がドレインとして機能し、ノードｎ２側がソー
スとして機能する。このとき、駆動トランジスタ２４４のゲートとドレイン（ノードｎ１
）とが接続されたダイオード接続が実現されるので、そのゲート電圧は、ソース側のノー
ドｎ２の電圧Ｖdataにしきい値電圧Ｖthを加算した値（Ｖdata＋Ｖth）となる。また、こ
のとき容量素子２３０に保持される電荷量は、しきい値電圧Ｖthに依存せず、データ信号
電圧Ｖdataのみに依存する。
【００５１】
　一般に良く知られているように、トランジスタのソースとドレインとは互いに交換可能
である。そこで、本明細書では、ソース又はドレインとして機能する電極を「ソース／ド
レイン電極」とも呼ぶ。ソース／ドレイン電極がソースとして機能するか、ドレインとし
て機能するかは、２つのソース／ドレイン電極に印加される電圧の関係によって決定され
る。
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【００５２】
　なお、第２実施例の画素回路２１０ａでは、プログラミング期間Ｔprにおいて駆動トラ
ンジスタ２４４をオン状態にするために、駆動トランジスタ２４４の２つのソース／ドレ
イン電極の一方を電源電位ＶELに接続する必要は無い。そこで、第２実施例では、プログ
ラミング期間Ｔprの全体を通じて第３のトランジスタ２４３ａをオフに設定している。こ
の点は、図４（Ｂ）に示した第１実施例と異なる点である。また、この動作は、第３のト
ランジスタ２４３ａをｐチャネルＴＦＴとして構成し、そのゲートに走査信号Ｓcanを与
えることによって実現されている。この構成によれば、１行分の走査線３１０が１本で済
むので、回路構成が単純になり、開口率も向上するという利点がある。
【００５３】
　図６（Ｃ）は、発光期間Ｔemにおける画素回路２１０ａの等価回路を示している。発光
期間Ｔemでは、走査信号ＳcanがＬレベルに下がるので、第１と第２のトランジスタ２４
１，２４２がオフとなり、第３のトランジスタ２４３ａがオンとなる。この結果、図６（
Ｃ）に示すように、駆動トランジスタ２４４のドレイン側のノードｎ２が電源電位ＶELに
接続され、また、ゲートとソース間が切断される。
【００５４】
　このときの駆動トランジスタ２４４のゲート電圧Ｖgは、以下の（５）式で与えられる
。
　Ｖg＝Ｖdata＋Ｖth＋ｋΔＶn2　　...（５）
ここで、ΔＶn2は駆動トランジスタ２４４のドレイン側のノードｎ２における電圧の変化
量であり、（ＶEL－Ｖdata）に等しい。また、上記（５）式の定数ｋは、上述した（２）
式で与えられる値である。
【００５５】
　上記（５）式にΔＶn2＝（ＶEL－Ｖdata）を代入すると、以下の（６）式が得られる。
　Ｖg＝Ｖdata＋Ｖth＋ｋ（ＶEL－Ｖdata）
　　　＝（１－ｋ）Ｖdata＋Ｖth＋ｋ・ＶEL　　...（６）
【００５６】
　また、発光期間Ｔemにおける駆動トランジスタ２４４のソース電圧Ｖsは、ＯＬＥＤ素
子２２０のアノード電圧ＶELAに等しい。上記（６）式を利用すると、駆動トランジスタ
２４４及びＯＬＥＤ素子２２０に流れる電流Ｉは、以下の（７）式で与えられる。
　Ｉ＝０．５β｛（Ｖg－Ｖs）－Ｖth｝２

　　＝０．５β｛（（１－ｋ）Ｖdata＋Ｖth＋ｋ・ＶEL－ＶELA）－Ｖth｝２

　　＝０．５β｛（１－ｋ）Ｖdata＋ｋ・ＶEL－ＶELA｝２　　　　　　...（７）
【００５７】
　上記（７）式から理解できるように、第２実施例においても、ＯＬＥＤ素子２２０を流
れる電流値Ｉがしきい値電圧Ｖthに依存しないように容量素子２３０をプログラミングし
ているので、各画素回路２１０において正確な発光階調を再現することが可能である。
【００５８】
　また、データ信号電圧ＶdataをＯＬＥＤ素子２２０の発光時のアノード電圧ＶELAより
も小さい値に設定することによってプログラミング期間Ｔpr中にＯＬＥＤ素子２２０を発
光させないようにしているので、高画質な画像を表示することが可能である。
【００５９】
C．電子機器への適用例：
　上記各実施例において説明した電気光学装置１００は、電子機器に適用することができ
る。図７は、電気光学装置を適用したモバイル型のパーソナルコンピュータの概略構成を
示す説明図である。パーソナルコンピュータ８００は、表示ユニットとしての電気光学装
置１００と、本体部８３０と、電源スイッチ８１０と、キーボード８２０とを備えている
。この電気光学装置１００は、ＯＬＥＤ素子２２０（図２）を用いているので、視野角が
広く見やすい表示ユニットとなる。
【００６０】
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　電気光学装置１００が適用される電子機器としては、他に、携帯電話機、情報携帯端末
（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、デジタルスチ
ルカメラ、テレビ、ビューファインダ型・モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナ
ビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション
、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた機器等が挙げられる。これらの電子機
器の表示部として、電気光学装置１００が適用可能である。また、光書込型のプリンタや
電子複写機などの書込ヘッドにも適用可能である。
【００６１】
D．変形例
　なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱し
ない範囲において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形
も可能である。
【００６２】
D１．変形例１：
　図４に示した第１実施例の構成において、第２のトランジスタ２４２のドレインと第２
のノードｎ２との間に容量素子を追加してもよい。換言すれば、駆動トランジスタ２４４
のゲート／ソース間と、ゲート／ソース間との両方に容量素子を設けるようにしてもよい
。この構成には、次のような利点がある。すなわち、図４（Ｄ）に示した発光状態におい
て、駆動トランジスタ２４４のゲート電圧は（Ｖdata＋Ｖth＋ｋΔＶn1）となるものとし
たが、プログラミング期間（特に第２の期間Ｔpr2）が十分に長くない場合には駆動トラ
ンジスタ２４４のゲート電圧がこの値（Ｖdata＋Ｖth＋ｋΔＶn1）に達せず、（Ｖdata＋
Ｖth＋α）となる可能性がある。ここで、αはｋΔＶn1よりも小さな値である。換言すれ
ば、プログラミング期間Ｔpr2におけるしきい値電圧Ｖthの補償が十分で無い可能性があ
る。この場合には、発光期間Ｔemにおいて、駆動トランジスタ２４４のゲート電圧が低い
ので、駆動トランジスタ２４４がオンせず、発光しない可能性も否定できない。これに対
して、第２のトランジスタ２４２のドレインと第２のノードｎ２との間に容量素子を追加
すれば、プログラミング期間Ｔpr2が短い場合にも、発光期間Tem（図４（Ｄ））において
駆動トランジスタ２４４のゲート電圧が十分に上昇するので、駆動トランジスタ２４４が
確実にオンし、ＯＬＥＤ２０を発光させることが可能である。
【００６３】
　なお、第２実施例においても同様に、駆動トランジスタ２４４のゲート／ソース間と、
ゲート／ソース間との両方に容量素子を設けるようにしてもよい。
【００６４】
D２．変形例２：
　上記第１実施例では、画素回路内のトランジスタをアモルファスシリコンで構成し、ま
た、第２実施例ではトランジスタをポリシリコンで構成していたが、本発明は他の半導体
材料を用いて画素回路内のトランジスタを構成した場合にも適用可能である。
【００６５】
　また、上記各実施例では、画素回路内のトランジスタの各トランジスタをｎチャネルタ
イプとするかｐチャネルタイプとするかは任意であり、上記実施例と異なるタイプにする
ことも可能である。
【００６６】
D３．変形例３：
　上記各実施例の特徴の一部のみを備えた画素回路や電気光学装置を構成することも可能
である。例えば、本発明の一実施形態として、プログラミング期間中において発光素子が
発光しないようにデータ信号電圧Ｖdataの値を設定する電気光学装置を構成することも可
能である。より正確に言えば、この電気光学装置では、プログラミング期間における発光
素子のアノード電圧がその発光閾値電圧よりも低くなるように、データ信号電圧Ｖdataが
設定される。このような電気光学装置では、プログラミング期間において、プログラミン
グ対象の画素が発光することを防止できるという利点がある。なお、画素回路はマトリク
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ス状に配列されている必要は無く、任意の配列方法を採用することが可能である。
【００６７】
D４．変形例４：
　上記各実施例では、自発光素子としてＯＬＥＤ素子２２０を用いた電気光学装置１００
を例に用いて説明したが、他の自発光素子を用いることも可能である。例えば、自発光素
子として、無機ＥＬ素子、フィールドエミッション素子（ＦＥＤ）、表面電動型エミッシ
ョン素子（ＳＥＤ）、弾道電子放出素子（ＢＳＤ）、発光ダイオード（ＬＥＤ）等を用い
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の一実施例としての電気光学装置の構成を概略的に示すブロック図である
。
【図２】第１実施例の画素回路の構成を示す回路図である。
【図３】電気光学装置の全体の動作を示すタイミングチャートである。
【図４】第１実施例におけるプログラミング期間と発光期間の動作の詳細を示す説明図で
ある。
【図５】第２実施例の画素回路の構成を示す回路図である。
【図６】第２実施例におけるプログラミング期間と発光期間の動作の詳細を示す説明図で
ある。
【図７】電気光学装置を適用したモバイル型のパーソナルコンピュータの概略構成を示す
説明図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１００...電気光学装置
　２００...画素領域
　２１０...画素回路
　２２０...ＯＬＥＤ素子
　２２０Ａ...アノード電極
　２２０Ｃ...カソード電極
　２３０...容量素子
　２４１...第１のトランジスタ
　２４２...第２のトランジスタ
　２４３...第３のトランジスタ
　２４４...第４のトランジスタ（駆動トランジスタ）
　３００...走査線駆動回路
　３１０...走査線
　３１０ａ，３１０ｂ...サブ走査線
　４００...データ線駆動回路
　４０２...データ線
　５００...制御回路
　８００...パーソナルコンピュータ
　８１０...電源スイッチ
　８２０...キーボード
　８３０...本体部
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