
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査線と、複数のデータ線と、前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差
部に対応して配置された複数の画素と、複数の第１の電源配線と、を含み、
　前記複数の画素の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線を介して供給される
走査信号により導通が制御される第１のスイッチトランジスタと、

画素電極と共通電極と電気光学
材料とにより構成される電気光学素子と、前記電気光学素子に接続された駆動トランジス
タと、第１の電極と第２の電極とにより容量を形成するキャパシタであって、前記第１の
電極を介して前記駆動トランジスタのゲートに接続されたキャパシタと、

を含み、
　前記キャパシタは、前記第１のスイッチトランジスタ及び前記複数のデータ線のうち対
応するデータ線を介して供給されるデータ信号を電荷量として保持し、前記駆動トランジ
スタの導通状態は前記キャパシタに保持された前記電荷量に応じて設定され、前記複数の
第１の電源配線のうち対応する第１の電源配線と前記電気光学素子は前記駆動トランジス
タを介して当該導通状態に応じて電気的に接続され、
　前記第２の電極は、前記駆動トランジスタと前記画素電極との間で接続され、
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前記第１のスイッチト
ランジスタに接続された第２のスイッチトランジスタと、

前記第２の電極
と第１の所定電位との電気的接続を制御するスイッチ手段と、

前記スイ
ッチ手段を導通することにより前記第１の所定電位に設定され、

前記複数のデータ線のうち対応するデータ線を介してデータ信号が供給される以前に前
記第１のスイッチトランジスタのデータ信号を保持する側の電極は、前記第２のスイッチ



　

　
【請求項２】
　
　 を特徴とする電気光学装置
。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の電気光学装置において、
　 あ
ることを特徴とする電気光学装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の電気光学装置において、
　前記駆動トランジスタは であることを特徴とする電気
光学装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の電気光学装置において、
　

ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の電気光学装置において、
　前記複数の画素の各々

ことを特徴とする電気光
学装置。
【請求項７】
　請求項 記載の電気光学装置において、
　 ことを特徴とする電気光学装置。
【請求項８】
　
　

　

　前
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トランジスタを導通することにより第２の所定電位に設定され、
前記第２のスイッチトランジスタの導通状態は、前記第１のスイッチトランジスタの導

通状態を制御する走査信号が供給される以前に供給される走査信号とは別の周期信号によ
り制御されること

を特徴とする電気光学装置。

請求項１に記載の電気光学装置において、
前記第１の所定電位は前記共通電極の電位と同一であること

前記駆動トランジスタはｎチャネルトランジスタもしくはｐチャネルトランジスタで

、アモルファス薄膜トランジスタ

前記複数の画素の各々に、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線を介して供給さ
れるデータ信号が、前記第１のスイッチトランジスタにより供給遮断される時までには前
記第２の電極は、前記第１の所定電位に設定されている

は、前記第１の所定電位を前記複数の画素の各々に含まれる前記
第２の電極に供給するための複数の第２の電源配線をさらに含む

１乃至６のいずれかに
前記電気光学素子は、有機ＥＬ素子である

マトリクス状に配置された複数の電気光学素子を駆動するための駆動装置であって、
複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の第１の電源配線と、前記複数の走査線と前

記複数のデータ線との交差部に対応して配置された複数の画素回路と、を含み、
前記複数の画素回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線を介して供給さ

れる走査信号により導通が制御される第１のスイッチトランジスタと、前記第１のスイッ
チトランジスタに接続された第２のスイッチトランジスタと、前記電気光学素子に供給す
る電流を、その導通状態によって制御する駆動トランジスタと、第１の電極と第２の電極
とにより容量を形成するキャパシタであって、前記第１の電極を介して前記駆動トランジ
スタのゲートに接続されたキャパシタと、前記第２の電極と第１の所定電位との電気的接
続を制御するスイッチ手段と、を含み、

記キャパシタは、前記第１のスイッチトランジスタ及び前記複数のデータ線のうち対
応するデータ線を介して供給されるデータ信号を電荷量として保持し、

前記駆動トランジスタの導通状態は前記キャパシタに保持された前記電荷量に応じて設
定され、当該導通状態に応じた電流レベルを有する電流が前記複数の第１の電源配線のう
ち対応する第１の電源配線から前記駆動トランジスタを介して前記複数の電気光学素子の
うち対応する電気光学素子に供給され、

前記第２の電極は、前記駆動トランジスタのソースに接続され、前記データ信号が前記
キャパシタに供給される前の少なくとも一部の期間において、前記駆動トランジスタの前
記ソースはスイッチ手段を介して第１の所定電位に電気的に接続され、



　

　

　 。
【請求項９】
　
　

 
【請求項１０】
　
　

【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばテレビやコンピュータなどの情報機器の表示等を行う電気光学装置に
関し、特に有機ＥＬ (Electro Luminescence)素子のような電気光学素子を駆動する駆動装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、有機ＥＬ表示装置が軽量、薄型、高輝度、広視野角という特徴を持つことか
ら携帯電話のような携帯用情報機器のモニタディスプレイとして注目されている。典型的
なアクティブマトリクス有機ＥＬ表示装置は、マトリクス状に配列される複数の表示画素
により画像を表示するように構成される。表示画素には、表示の最小単位となる画素ごと
に画素回路を備えている。この画素回路は、電気光学素子に供給される電流または電圧を
制御するための回路である。
【０００３】
　このような有機ＥＬ表示装置では、複数の走査線がこれら表示画素の行に沿って配置さ
れ、複数のデータ線がこれら表示画素の列に沿って配置され、複数の画素スイッチがこれ
ら走査線およびデータ線の交差位置近傍に配置される。各表示画素は少なくとも有機ＥＬ
素子、一対の電源端子間でこの有機ＥＬ素子に直列に接続される駆動トランジスタ、およ
びこの駆動トランジスタのゲート電圧を保持する保持キャパシタにより構成される。各画
素の選択スイッチは対応走査線から供給される走査信号に応答して導通し、対応データ線
から供給される映像信号（電圧もしくは電流）を直接もしくは画素回路特性のバラツキ補
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前記データ信号がキャパシタに供給される前の少なくとも一部の期間において、前記第
１のスイッチトランジスタのデータ信号を保持する側の電極は、前記第２のスイッチトラ
ンジスタを導通することにより第２の所定電位に設定され、

前記第２のスイッチトランジスタの導通状態は、前記第１のスイッチトランジスタの導
通状態を制御する走査信号が供給される以前に供給される走査信号とは別の周期信号によ
り制御されること

を特徴とする駆動装置

請求項８に記載の駆動装置において、
前記駆動トランジスタは、ｎチャネルトランジスタもしくはｐチャネルトランジスタで

あることを特徴とする駆動装置。

請求項８または９に記載の駆動装置において、
前記駆動トランジスタおよび前記第１のスイッチトランジスタは、アモルファス薄膜ト

ランジスタであることを特徴とする駆動装置。

請求項８乃至１０のいずれかに記載の駆動装置において、
前記第２のスイッチトランジスタ及び前記スイッチ手段は、共に走査信号とは別の共通の
信号により制御されることを特徴とする駆動装置。

請求項８乃至１１のいずれかに記載の駆動装置において、
前記複数の画素回路の各々は、前記駆動トランジスタの前記ソースの電位を前記スイッチ
手段を介して前記第１の所定電位に設定するための複数の第２の電源配線をさらに含むこ
とを特徴とする駆動装置。

請求項１２に記載の駆動装置において、
前記第１の所定電位は、前記複数の第１の電源配線の電位及び前記複数の第２の電源配線
の電位のうち、いずれか電位の低い電位と同一であることを特徴とする駆動装置。



正処理した結果としての階調電圧を駆動トランジスタのゲートに印加する。駆動トランジ
スタはこの階調電圧に応じた駆動電流を有機ＥＬ素子に供給する。
【０００４】
　有機ＥＬ素子は赤、緑、または青の蛍光性有機化合物を含む薄膜である発光層を共通電
極（カソード）および画素電極（アノード）間に挟持した構造を有し、発光層に電子およ
び正孔を注入しこれらを再結合させることにより励起子を生成させ、この励起子の失活時
に生じる光放出により発光する。ボトムエミッション型の有機ＥＬ素子の場合は、電極は
ＩＴＯ等で構成される透明電極であり、共通電極（カソード）電極はアルカリ金属等をア
ルミニウム等の金属で低抵抗化した反射電極で構成される。この構成により、有機ＥＬ素
子単独では１０Ｖ以下の印加電圧で１００～１０００００ｃｄ／ｍ  2  程度の輝度を得る
ことができる。
【０００５】
　上記の有機ＥＬ表示装置の各画素回路は、特許文献１に開示されているように、能動素
子として薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を含む。この薄膜トランジスタは、例えば低温ポリ
シリコンＴＦＴによって形成される。
【０００６】
【特許文献１】特開平５－１０７５６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この種の表示装置において表示品位を向上させるためには、画素回路の電気的な特性が
すべての画素にわたって均一であることが望ましい。しかしながら、低温ポリシリコンＴ
ＦＴは、その再結晶化に際して特性のバラツキが生じやすく、また、結晶欠陥が発生する
場合もある。このため、低温ポリシリコンＴＦＴからなる薄膜トランジスタを用いた表示
装置においては、画素回路の電気的な特性をすべての画素にわたって均一化することが極
めて困難であった。特に、表示画像の高精細化や大画面化のために画素数が増加すると、
各画素回路の特性のバラツキが生じる可能性は更に高くなるから、表示品位の低下の問題
はいっそう顕著となる。また再結晶化のためのレーザーアニール装置の制約から基板サイ
ズをアモルファスＴＦＴ（α－ＴＦＴ）のように大サイズ化し、生産性を向上させること
が困難であった。
【０００８】
　一方α－ＴＦＴは、トランジスタのバラツキは比較的少なく交流駆動を行うＬＣＤにお
いて大基板サイズ化の量産実績があるものの、一方向に定常的にゲート電圧を印加し続け
ると、閾値電圧がシフトする結果、電流値が変わり、輝度が低下する等の画質に悪影響を
及ぼす。しかもα－ＴＦＴでは移動度が小さいため、高速応答でドライブできる電流にも
限界があり、ｎチャネルＴＦＴだけで構成されたものが実用になっているだけであった。
【０００９】
　さらに現在までのところ有機ＥＬ素子は、その使用材料からくる有機ＥＬ製作技術の制
限により、その構造はＴＦＴ基板側を画素電極（アノード）に、共通電極（カソード）を
素子の表面側にせざるを得ない。したがって図９に示す従来の画素回路において、共通電
極電源３８と有機ＥＬ素子１６の画素電極（アノード）とＰチャネル駆動ＴＦＴ６１の関
係は、図９に示すように駆動トランジスタを飽和領域で動作可能な接続関係に限られる。
さらに一般に有機ＥＬ素子の輝度を一定に保とうとした場合、時間の経過につれ有機ＥＬ
素子の高抵抗化が起こるため、一定電流で駆動しなければならない。このため駆動回路は
３つ以上のＴＦＴから構成され、その駆動ＴＦＴは負荷変動に関係なく一定電流を流せる
低温ポリシリコンのＰチャネルＴＦＴが用いられてきた。ちなみに図９において駆動トラ
ンジスタ６１がｎチャネルＴＦＴの場合、駆動トランジスタ６１のソース電極が有機ＥＬ
素子側（ソースフォロア）になり、負荷変動に対し電流値が変わってしまう。
【００１０】
　さらに駆動回路は、電源配線や走査線の他に画素への表示データ書込み準備信号や強制
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オフ信号を必要とし、これらを外部ドライバＩＣから供給することは、接続端子の接続ピ
ッチの制約があり、困難であった。一画素当り１～２本が限度であった。
　このため有機ＥＬ素子の駆動にα－ＴＦＴを使うことは、これまで不可能であると考え
られてきた。
【００１１】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、電気光学素子な
どの被駆動素子を駆動する回路においてα－ＴＦＴのような駆動能力の低い駆動素子でも
構成可能な駆動回路および駆動方法およびそれを用いた電気光学装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明に係る電気光学装置の第１の特徴は、複数の走査線
と、複数のデータ線と、前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差部に対応して配
置された複数の画素と、複数の第１の電源配線と、を含み、前記複数の画素の各々は、前
記複数の走査線のうち対応する走査線を介して供給される走査信号により導通が制御され
る第１のスイッチトランジスタと、画素電極と共通電極と電気光学材料とにより構成され
る電気光学素子と、前記電気光学素子に接続された駆動トランジスタと、第１の電極と第
２の電極とにより容量を形成するキャパシタであって、前記第１の電極を介して前記駆動
トランジスタのゲートに接続されたキャパシタと、を含み、前記キャパシタは、前記第１
のスイッチトランジスタ及び前記複数のデータ線のうち対応するデータ線を介して供給さ
れるデータ信号を電荷量として保持し、前記駆動トランジスタの導通状態は前記キャパシ
タに保持された前記電荷量に応じて設定され、前記複数の第１の電源配線のうち対応する
第１の電源配線と前記電気光学素子は前記駆動トランジスタを介して当該導通状態に応じ
て電気的に接続され、前記第２の電極は、前記駆動トランジスタと前記画素電極との間で
接続されている。
【００１３】
　この構成においては、駆動トランジスタのソース電極とゲート電極との間に電荷保持用
のキャパシタが設けられているため、電気光学素子が駆動トランジスタにソースフォロワ
接続されていても、駆動トランジスタのソースとゲート間電圧Ｖ G Sはソース電圧が変化し
ても維持される。これによりデータ線を介して供給されるデータ信号に応じた駆動電流が
電気光学素子に供給されることになり、電気光学素子を所定の特性で動作させることがで
きる。
【００１４】
　なお、本発明における電気光学装置に適用される電気光学素子は、電流の供給や電圧の
印加といった電気的な作用を、輝度や透過率の変化といった光学的な作用に変換し、また
は光学的な作用を電気的な作用に変換する。このような電気光学素子の典型的な例は、画
素回路から供給される電流に応じた輝度にて発光する有機ＥＬ素子である。もっとも、こ
れ以外の電気光学素子を用いた装置にも本発明は適用され得る。
【００１５】
　また、好ましい態様において、複数の電気光学素子の各々は平面内の異なる位置に配置
される。例えば、複数の電気光学素子は、行方向および列方向にわたってマトリクス状に
配置される。
【００１６】
　上記課題を解決するために、本発明に係る電気光学装置の第２の特徴は、複数の走査線
と、複数のデータ線と、前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差部に対応して配
置された複数の画素と、複数の第１の電源配線と、を含み、前記複数の画素の各々は、前
記複数の走査線のうち対応する走査線を介して供給される走査信号により導通が制御され
る第１のスイッチトランジスタと、画素電極と共通電極と電気光学材料とにより構成され
る電気光学素子と、前記電気光学素子に接続された駆動トランジスタと、第１の電極と第
２の電極とにより容量を形成するキャパシタであって、前記第１の電極を介して前記駆動
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トランジスタのゲートに接続されたキャパシタと、を含み、前記キャパシタは、前記第１
のスイッチトランジスタ及び前記複数のデータ線のうち対応するデータ線を介して供給さ
れるデータ信号を電荷量として保持し、前記駆動トランジスタの導通状態は前記キャパシ
タに保持された前記電荷量に応じて設定され、前記複数ある第１の電源配線のうち対応す
る第１の電源配線と前記電気光学素子は前記駆動トランジスタを介して当該導通状態に応
じて電気的に接続され、前記第２の電極は、前記駆動トランジスタと前記画素電極との間
で接続され、前記第２の電極と第１の所定電位源との電気的接続を制御するスイッチ手段
を導通することにより前記第２の電極は前記第１の所定電位に設定される。
【００１７】
　この構成によれば、前記電荷保持用のキャパシタの第２の電極が接続される前記駆動ト
ランジスタのソース電極は、データ線を介して供給されるデータ信号が駆動トランジスタ
を駆動制御するように書き込まれるときに、スイッチ手段により接地電位もしくは所定の
電位に設定される。これによりソース電極と第２の電源の間に電気光学素子が接続されて
いても、データ信号は常に一定の電位に対して書き込みがされるので、駆動トランジスタ
の駆動電流はデータ信号に 1対 1に対応した値にすることができる。よって電気光学素子を
所定の特性で動作させることができる。
【００１８】
　本発明における電気光学装置におけるより具体的な態様において、前記所定電位は前記
共通電極の電位と同一である。この構成によれば、電気光学装置の電源数を増やさずに接
地電位を用いることができ、電源コストの削減につながる。
【００１９】
　本発明における電気光学装置におけるさらに具体的な態様において、前記駆動トランジ
スタはｎチャネルトランジスタもしくはｐチャネルトランジスタである。この態様によれ
ば、有機ＥＬ素子の従来の製造方法を変更せずにＴＦＴ基板を構成するトランジスタの性
能やＴＦＴ基板の生産性を考慮して最も最適なトランジスタを使って駆動回路の高性能化
を図ることができる。
【００２０】
　さらに好ましい態様において、前記駆動トランジスタは、アモルファス薄膜トタンジス
タ（α -ＴＦＴ）である。この構成によれば、駆動基板の大部分の面積を占める画素部分
を同一種のチャネルトランジスタで構成できるためＴＦＴ基板製造が容易となる。マトリ
クス状に電気光学素子を多数配置した大型の電気光学パネルを大サイズ技術の確立したア
モルファスＴＦＴ技術を用いて早期に実現することができる。またポリシリコンＴＦＴを
用いた場合にも、画素部分を同一種のチャネルトランジスタで構成することは、ＴＦＴの
製造条件を最適化しやすく好ましい。
【００２１】
　他の態様において、前記複数の画素の各々に、前記複数のデータ線のうち対応するデー
タ線を介してデータ信号が供給される以前に、前記第 1のスイッチトランジスタのデータ
信号を保持する側の電極は、前記第１の所定電位とは別電位である第２の所定電位に設定
されている。この構成によれば、前記駆動制御手段へデータ信号を書き込む前に所定の電
位に初期化がされるので、駆動トランジスタのゲート電圧が交流化できること、あるいは
駆動トランジスタの閾値補償検出をデータ信号の値に影響されずに行うことができること
で、駆動トランジスタの閾値変動を抑制することができる。
【００２２】
　さらに他の態様において、前記複数の画素の各々は、前記第 1のスイッチトランジスタ
のデータ信号を保持する側の電極と前記第２の所定電位との接続を制御する第２のスイッ
チトランジスタをさらに含み、前記第２のスイッチトランジスタの導通状態は、前記第１
のスイッチトランジスタの導通状態を制御する走査信号が供給される以前に供給される周
期信号により制御される。この構成によれば、前記駆動制御手段へデータ信号を書き込む
前に初期化が必要な場合において、データ信号の書込みタイミングに影響を与えない他の
期間を使って駆動制御手段の初期化が可能である。またこの初期化期間では有機ＥＬ素子
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は発光しないので、この初期化期間を動画ボケ対策としての消灯期間として用いてもよい
。
【００２３】
　さらに他の態様において、前記第２のスイッチトランジスタの導通状態を制御する前記
周期信号は、前記第１のスイッチトランジスタの導通状態を制御する走査信号が供給され
る以前に前記複数ある走査線のうちのいずれかを介して供給される。この構成によれば、
前記駆動制御手段へデータ信号を書き込む前に初期化が必要な場合において、周期的な書
込み準備信号を走査信号で兼用することができる。これによって走査ドライバの内部回路
規模や走査ドライバと有機ＥＬパネルとの接続端子数の増加を抑制し、また駆動制御手段
のサンプリング入力時間に影響を与えずに初期化できる。このことは、α -ＴＦＴのよう
な駆動能力の低いトランジスタを用いても大規模でＬＣＤより複雑なマトリクス駆動回路
の実現が容易になる。
【００２４】
　さらにリセット状態は、次のデータ信号の画素への書き込み時まで保持されるので、こ
の期間を表示オフ状態（駆動オフ状態）にできる。この表示オフ期間の長さは、どの走査
信号を書込み準備信号として使うかで決められる。よってアクティブ型ディスプレイにお
いては、動画ボケ対策の必要度に合わせて電気光学素子の動作時間デューティを適宜変更
できる。動作時間デューティは６０～１０％が好ましい。
【００２５】
　本発明の好ましい態様において、前記複数の画素の各々に、前記複数のデータ線のうち
対応するデータ線を介して供給されるデータ信号が、遅くとも前記第 1のスイッチトラン
ジスタにより供給遮断される時までには、前記第２の電極は前記第１の所定電位に設定さ
れている。この態様によれば、前記駆動トランジスタが有機ＥＬ素子をソース側に接続し
た場合であっても、データ信号の書込みが終了するタイミングまでには、前記駆動トラン
ジスタの駆動電流を制御するゲート電圧の基準となるソース電圧が所定電位に設定される
ので、前記キャパシタには前記所定電位を基準としてデータ信号に対応する電荷を蓄積す
ることができる。これによって駆動トランジスタの駆動電流は、データ信号に 1対 1に対応
した値にすることができる。よって有機ＥＬ素子を所定の輝度で発光させることができる
。
【００２６】
　より好ましい態様において、前記複数の画素の各々は、前記第１の所定電位を前記複数
の画素の各々に含まれる前記第２の電極に供給するための複数の第２の電源配線をさらに
含む。この構成によれば、第 1の所定電位を独立して前記各々の画素に供給できる。
【００２７】
　他の態様において、前記複数の第 1の電源配線と前記複数の第２の電源配線とは同一メ
タル配線層部分を有し、互いに交差して設けられている。この構成によれば、第 1の電源
配線を他の信号線や電源配線に優先して配置できるので、第 1の電源配線を低インピーダ
ンスおよび低クロストークで電源供給できる。またＴＦＴの遮光層をメタル配線を使って
効率よく形成することができる。
【００２８】
　上記課題を解決するために、本発明に係わる電気光学装置の第３の特徴は、複数の走査
線と、複数のデータ線と、前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差部に対応して
配置された複数の画素と、複数の第１の電源配線と、を含み、
  前記複数の画素の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線を介して供給される
走査信号により導通が制御される第１のスイッチトランジスタと、画素電極と共通電極と
電気光学材料とにより構成される電気光学素子と、前記電気光学素子に接続された駆動ト
ランジスタと、第１の電極と第２の電極とにより容量を形成するキャパシタであって、前
記第１の電極を介して前記駆動トランジスタのゲートに接続されたキャパシタと、を含み
、
  前記キャパシタは、前記第１のスイッチトランジスタ及び前記複数のデータ線のうち対
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応するデータ線を介して供給されるデータ信号を電荷量として保持し、前記駆動トランジ
スタの導通状態は前記キャパシタに保持された前記電荷量に応じて設定され、前記複数の
第１の電源配線のうち対応する第１の電源配線と前記電気光学素子は前記駆動トランジス
タを介して当該導通状態に応じて電気的に接続され、
　前記第１のスイッチトランジスタの導通状態を制御する前記走査信号が供給される以前
に、前記複数の走査線のうちいずれかを介して供給される走査信号によって前記電気光学
素子が非能動に設定される。
【００２９】
　この構成によれば、動画ボケ対策のために１フレーム毎に表示ブランク期間を設ける場
合や表示の明るさを広い範囲に調節するためのデューティ駆動する場合等の付加的な調節
機能を実現するには、各画素駆動回路に走査信号と異なるタイミングの周期的制御線が走
査線方向に別に必要になるが、本発明によれば接続端子数を増やさずに走査線の組み合わ
せで制御できるので、より高精細で表現力の優れたディスプレイを実現できる。
【００３０】
　さらに他の態様において、前記電気光学素子は、有機ＥＬ素子である。この構成によれ
ば、有機ＥＬ素子は駆動電圧が低く発光材料等の進歩によって次第に少ない駆動電流で高
輝度の発光が可能になってきているので、大サイズのディスプレイを比較的低消費電力で
実現できる。
【００３１】
　本発明に係る駆動装置の好ましい態様において、マトリクス状に配置された複数の電気
光学素子を駆動するための駆動装置であって、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数
の第１の電源配線と、前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差部に対応して配置
された複数の画素回路と、を含み、前記複数の画素回路の各々は、前記複数の走査線のう
ち対応する走査線を介して供給される走査信号により導通が制御される第１のスイッチト
ランジスタと、前記電気光学素子に供給する電流を、その導通状態によって制御する駆動
トランジスタと、第１の電極と第２の電極とにより容量を形成するキャパシタであって、
前記第１の電極を介して前記駆動トランジスタのゲートに接続されたキャパシタと、を含
み、前記キャパシタは、前記第１のスイッチトランジスタ及び前記複数のデータ線のうち
対応するデータ線を介して供給されるデータ信号を電荷量として保持し、前記駆動トラン
ジスタの導通状態は前記キャパシタに保持された前記電荷量に応じて設定され、当該導通
状態に応じた電流レベルを有する電流が前記複数の第１の電源配線のうち対応する第１の
電源配線から前記駆動トランジスタを介して前記複数の電気光学素子のうち対応する電気
光学素子に供給され、前記第２の電極は、前記駆動トランジスタのソースに接続され、前
記データ信号が前記キャパシタに供給される前の少なくとも一部の期間において、前記駆
動トランジスタの前記ソースはスイッチ手段を介して第１の所定電位に電気的に接続され
る。
【００３２】
　この構成によれば、この駆動装置における前記電荷保持用のキャパシタの第２の電極が
接続される前記駆動トランジスタのソース電極は、データ線を介して供給されるデータ信
号が駆動トランジスタを駆動制御するように書き込まれるときに、スイッチ手段により接
地電位もしくは所定の電位に設定される。これによりソース電極と第２の電源の間に電気
光学素子を接続するようにしても、データ信号は常に一定の電位に対して書き込みがされ
るので、駆動トランジスタの駆動電流はデータ信号に 1対 1に対応した値を供給することが
できる。よってこの駆動装置は、電気光学素子を接続すれば、電気光学素子を所定の特性
で動作させることができる。
【００３３】
　他の好ましい態様において、前記駆動トランジスタは、ｎチャネルトランジスタもしく
はｐチャネルトランジスタである。この態様によれば、有機ＥＬ素子の従来の製造方法を
変更せずにＴＦＴ基板を構成するトランジスタの性能やＴＦＴ基板の生産を考慮して最も
最適なトランジスタを使って駆動回路の高性能化を図ることができる。
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【００３４】
　さら他の好ましい態様において、前記駆動トランジスタおよび前記第１のスイッチトラ
ンジスタは、アモルファス薄膜トタンジスタである。この態様によれば、駆動基板の大部
分の面積を占める画素部分を同一種のチャネルトランジスタで構成できるためＴＦＴ基板
製造が容易となり、マトリクス状に電気光学素子を多数配置した大型の電気光学パネルを
大サイズ化技術の確立したアモルファスＴＦＴ技術を用いて早期に実現することができる
。
【００３５】
　他の好ましい態様において、前記データ信号が前記キャパシタに供給される前の少なく
とも一部の期間において、前記第 1のスイッチトランジスタのデータ信号を保持する側の
電極は、前記第１の所定電位とは別電位である第２の所定電位となるように設定される。
この構成によれば、前記駆動制御手段へデータ信号を書き込む前に所定の電位に初期化が
されるので、駆動トランジスタのゲート電圧が交流化できること、あるいは駆動トランジ
スタの閾値補償検出をデータ信号の値に影響されずに行うことができることで、駆動トラ
ンジスタの閾値変動を抑制することができる。
【００３６】
　他の好ましい態様において、前記複数の画素回路の各々は、前記第 1のスイッチトラン
ジスタのデータ信号を保持する側の電極と前記第２の所定電位との接続を制御する第２の
スイッチトランジスタをさらに含み、前記第２のスイッチトランジスタの導通状態は、前
記第１のスイッチトランジスタの導通状態を制御する走査信号が供給される以前に供給さ
れる周期信号により制御される。この構成によれば、前記駆動制御手段へデータ信号を書
き込む前に初期化が必要な場合において、データ信号の書込みタイミングに影響を与えな
い他の期間を使って駆動制御手段の初期化が可能である。
【００３７】
  前記第２のスイッチトランジスタの導通状態を制御する前記周期信号は、前記第１のス
イッチトランジスタの導通状態を制御する走査信号が供給される以前に前記複数の走査線
のうちのいずれかを介して供給される。この構成によれば、前記駆動制御手段へデータ信
号を書き込む前に書込み準備が必要な場合において、書込み準備信号を先行する走査信号
で兼用することができる。これによって走査ドライバの内部回路規模や走査ドライバと有
機ＥＬパネルとの接続端子数の増加を抑制し、また駆動制御手段のデータ信号サンプリン
グ入力時間に影響を与えずに初期化できる。このことは、α -ＴＦＴのような駆動能力の
低いトランジスタを用いても大規模なマトリクス駆動回路の実現を容易にする。
【００３８】
　より具体的な態様において、前記第２のスイッチトランジスタ及び前記スイッチ手段は
、共に共通の信号により制御される。この構成によれば、前記第２のスイッチトランジス
タ及び前記スイッチ手段を制御する信号線数を最少化できるとともに、前記駆動トランジ
スタのゲートに接続されたキャパシタに正確にデータ信号を蓄積することができる。
【００３９】
　他の好ましい態様において、前記複数の画素回路の各々は、前記駆動トランジスタの前
記ソースの電位を前記スイッチ手段を介して前記第１の所定電位に設定するための複数の
第２の電源配線をさらに含む。この構成によれば、第 1の所定電位を独立して前記各々の
画素に供給できる。
【００４０】
　さらに他の好ましい態様において、前記複数の第 1の電源配線と前記複数の第２の電源
配線とは同一メタル配線層部分を有し、互いに交差して設けられている。この構成によれ
ば、第 1の電源配線を他の信号線や電源配線に優先して配置できるので、第 1の電源配線は
低インピーダンスおよび低クロストークで電源供給できる。またＴＦＴの遮光層は、電源
メタル配線を使って効率よく形成することができる。
【００４１】
　具体的な他の態様において、前記第１の所定電位は、前記複数の第１の電源配線及び前
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記複数の第２の電源配線のうち、いずれか電位の低い電位と同一もしくは略同一である。
この構成によれば、第 1の所定電位を第２の電源配線から供給できるので、電源構成を簡
略化できる。
【００４２】
　他の好ましい態様として、マトリクス状に配置された複数の電気光学素子を駆動するた
めの駆動装置であって、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の第１の電源配線と、
前記複数の走査線と前記複数のデータ線との交差部に対応して配置された複数の画素回路
と、を含み、
  前記複数の画素回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線を介して供給さ
れる走査信号により導通が制御される第１のスイッチトランジスタと、
  前記電気光学素子に供給する電流を、その導通状態によって制御する駆動トランジスタ
と、第１の電極と第２の電極とにより容量を形成するキャパシタであって、前記第１の電
極を介して前記駆動トランジスタのゲートに接続されたキャパシタと、を含み、前記キャ
パシタは、前記第１のスイッチトランジスタ及び前記複数のデータ線のうち対応するデー
タ線を介して供給されるデータ信号を電荷量として保持し、前記駆動トランジスタの導通
状態は前記キャパシタに保持された前記電荷量に応じて設定され、当該導通状態に応じた
電流レベルを有する電流が前記複数の第１の電源配線のうち対応する第１の電源配線から
前記駆動トランジスタを介して前記複数の電気光学素子の対応する電気光学素子に供給さ
れ、前記第２の電極は、前記駆動トランジスタのソースに接続され、少なくとも前記キャ
パシタが前記データ信号に対応する電荷量を保持している期間は、前記駆動トランジスタ
の前記ソースと前記ゲートとの電位差を一定とするための手段を備えた。この構成によれ
ば、前記キャパシタに保持された電荷量が保持され、駆動トランジスタのソースに対する
ゲートとの電位差が不変である。このため電気光学素子に対して駆動トランジスタがソー
スフォロア接続されてもデータ信号に対応する駆動電流を流すことができる。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、従来の製法を用いた電気光学素子をα‐ＴＦＴなどのモノチャネルＴ
ＦＴで構成された駆動回路で駆動できるので、従来不可能であった大サイズの電気光学装
置を実現できる。特に有機ＥＬディスプレイに適用した場合、極めて薄く高画質な大画面
ディスプレイを実現するアクティブ基板を得ることができる。また輪郭のシャープな動画
や表示の明るさを広い範囲に調節するために、各画素駆動回路に複数の異なる種類の周期
的制御線が走査線方向に必要な場合でも、接続端子数を増やさずに走査線の組み合わせで
制御できるので、より高精細で表現力の優れたディスプレイを実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　（実施例１）
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。以下に示す形態は本発明
の一態様を示すものであり、この発明を限定するものではなく、本発明の範囲内で任意に
変更可能である。また、以下に示す各図においては、各構成要素を図面上で認識され得る
程度の大きさとするため、各構成要素の寸法や比率などを実際のものとは適宜に異ならせ
てある。
【００４５】
　まず、画像を表示するための装置として本発明に係る電気光学装置を有機ＥＬ表示装置
に適用した形態を説明する。図６は、この有機ＥＬ表示装置１１０の構成を示す。有機Ｅ
Ｌ表示装置１１０は、有機ＥＬパネル１１１および有機ＥＬパネル１１１を駆動する外部
駆動回路を含む表示モジュール１００、さらに周辺制御部により構成される。
【００４６】
　この表示モジュール１００は、有機ＥＬパネル１１１と外部駆動回路から構成される。
有機ＥＬパネル１１１は、ガラス基板上において画像を表示するためにマトリクス状に配
置される複数の表示画素ＰＸ、これら表示画素ＰＸの行に沿って配置される複数の走査線

10

20

30

40

50

(10) JP 3772889 B2 2006.5.10



１１、これら表示画素ＰＸの列に沿って配置される複数のデータ線１２、および複数の画
素電源線３５を備える。また外部駆動回路は、複数の走査線を駆動する走査線ドライバ１
４、表示画素ＰＸ内の有機ＥＬ素子に駆動電流を供給する画素電源供給回路１９およびデ
ータ線に画素駆動信号を出力するデータ線ドライバ１５よりなる。画素電源供給回路１９
は、表示画素ＰＸの構成の違いによっては必要のない場合がある。
【００４７】
　第１の実施例である図１の表示画素回路においては、各表示画素ＰＸは有機ＥＬ素子１
６、一対の第１と第２の電源端子Ｖ Eと接地電源端子ＧＮＤ間で、この有機ＥＬ素子１６
に直列に接続されたｎチャネル薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）である駆動トランジスタ１７
、この駆動トランジスタ１７のゲート電圧を保持する保持キャパシタ１８、有機ＥＬ素子
１６の端子間を略同電位とするｎチャネルの導通トランジスタ２２、データ線１２から映
像信号を選択的に駆動トランジスタ１７のゲートに印加する画素選択スイッチ１３、駆動
トランジスタ１７のゲート電位を所定電位（Ｖ ee）に初期化するリセットトランジスタ２
３により構成される。
【００４８】
　電源端子Ｖ Eは例えば＋２８Ｖの所定電位に設定され、接地電源端子ＧＮＤは所定電位
より低い例えば０Ｖの電位に設定される。画素回路を構成するすべてのトランジスタはｎ
チャネルＴＦＴからなる。各画素選択スイッチ１３は、対応走査線１１から供給される走
査信号により駆動されたときに対応データ線１２から供給される映像信号の階調電圧Ｖ si
gを駆動トランジスタ１７のゲートに印加する。駆動トランジスタ１７はこの階調電圧Ｖ s
igに応じた駆動電流Ｉ dを有機ＥＬ素子１６に供給する。有機ＥＬ素子１６は、駆動電流 I
ｄに応じた輝度で発光する。
【００４９】
　データ線ドライバ１５は、各水平走査期間において表示コントローラ１０３から出力さ
れる映像信号をデジタル形式からアナログ形式に変換して映像信号の電圧を複数のデータ
線１２に並列的に供給する。走査線ドライバ１４は各垂直走査期間において順次複数の走
査線１１に走査信号を供給する。各行の画素選択スイッチ１３は、これら走査線１１のう
ちの対応する１本から共通に供給される走査信号により１水平走査期間だけ導通し、走査
信号が再び１垂直走査期間後に供給されるまでの期間（１フレーム）非導通となる。１行
分の駆動トランジスタ１７は、これら画素選択スイッチ１３の導通により、それぞれが接
続するデータ線１２から供給される映像信号の電圧に対応した駆動電流を有機ＥＬ素子１
６にそれぞれ供給する。
【００５０】
　また、走査線ドライバ１４は、各走査信号の出力に先だって駆動トランジスタ１７のゲ
ートと電源Ｖ ee間に接続されたリセットトランジスタ２３を導通させ、一時的に駆動トラ
ンジスタのゲート電位を所定の電圧Ｖ eeにして有機ＥＬ素子に駆動電流が流れないように
、周期的な書き込み準備信号Ｒを出力するよう構成される。書き込み準備信号Ｒは、図６
に示すように各走査線より一行分もしくは特定行分前段の画素回路に対して出力される走
査線の信号を用いてもよい。これは走査線の配線追加で実現でき、有機ＥＬパネル１１１
と走査線ドライバとの接続端子数を増加させない。ちなみに初段画素回路に接続される書
き込み準備信号線３６は、走査線ドライバ１４の後段から出力される走査線を用いればよ
い。このリセット状態は、次のデータ信号の画素への書き込み時まで保持されるので、こ
の期間を強制的な表示オフ期間（駆動オフ期間）にできる。この表示オフ期間の長さは、
どの走査信号を書き込み準備信号として使うかで決められる。よってアクティブ型ディス
プレイにおいては、動画ボケ対策の必要度に合わせて有機ＥＬ素子１６の発光時間デュー
ティを適宜変更できる。発光時間デューティは６０～１０％が好ましい。
【００５１】
　表示画素ＰＸは、さらに駆動トランジスタ１７のゲート電極とソース電極間に接続され
る保持キャパシタ１８、および駆動トランジスタ１７のソース電極およびＧＮＤ電極間に
接続される導通トランジスタ２２を含む。導通トランジスタ２２のゲート電極には、走査
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線１１が接続され、画素選択スイッチ１３の導通と同時に導通する。これによって有機Ｅ
Ｌ素子１６の端子間電圧に影響されずに、保持キャパシタ１８には対応データ線１２から
供給される映像信号の階調電圧Ｖ sigが蓄積される。この導通トランジスタ２２が導通し
ている間は有機ＥＬ素子１６に電流が流れないので、有機ＥＬ素子１６は発光しない。な
お導通トランジスタ２２が導通するときと同期して、電源Ｖ Eと駆動トランジスタ１７の
間に非導通にするためのスイッチを設けてもよい。
【００５２】
　次に走査線が非選択状態になり画素選択スイッチ１３および導通トランジスタ２２が非
導通になると、保持キャパシタ１８に蓄えられた電圧に対応する定電流が駆動トランジス
タ１７から有機ＥＬ素子１６へ供給され、有機ＥＬ素子が発光する。この場合、駆動トラ
ンジスタ１７のソース電位は有機ＥＬ素子１６の電位の上昇に応じて上昇しソースフォロ
ア様の状態になるが、保持キャパシタ１８によって駆動トランジスタのソースおよびゲー
ト電極間の電位は保持される。また電源端子Ｖ Eは、駆動トランジスタ１７が飽和領域で
動作するに必要な電圧が供給されている。これにより駆動トランジスタ１７は、ゲート電
位に対応する定電流を有機ＥＬ素子１６に供給し、次の書込み準備信号Ｒが入力されるま
での１フレーム期間、一定輝度で有機ＥＬ素子１６が発光することになる。
【００５３】
　この一連のタイミングチャートを示したのが図２である。図中、駆動トランジスタ１７
のドレインからみたゲート電圧Ｖ G Dは、交流的に変化する。これにより画質を維持するた
めに特性安定性が特に要求される駆動トランジスタ１７の閾値変動が抑制される。またα
－ＴＦＴの駆動能力が劣る面に関しては、低温ポリシリコンＴＦＴの場合に比べて１０数
V電圧を高くすれば低温ポリシリコンと同等の駆動能力が得られる。
【００５４】
　なお上記の説明では、導通トランジスタ２２のソース電極は、有機ＥＬ素子１６の共通
電極（カソード）と接続したが、有機ＥＬ素子１６が発光しない範囲の特定電圧供給線を
設けて接続してもよい。この特定電圧値は、有機ＥＬ素子１６の閾値電圧に近い値にして
おけば、有機ＥＬ素子に寄生するキャパシタによる発光遅延を抑制する効果もある。また
駆動トランジスタ１７の特性バラツキを抑制するために、駆動トランジスタ１７を複数の
トランジスタを並列接続した構成としてもよい。
（実施例２）
【００５５】
　図３は、本発明の第２の実施形態を示す表示画素回路である。この図の表示画素ＰＸは
、画素選択スイッチ１３および駆動トランジスタ１７のゲート電極間に直列に接続される
キックキャパシタ２０、駆動トランジスタ１７のゲート電極およびドレイン電極間に接続
されるバイアストランジスタ２１、駆動トランジスタ１７のゲート電極およびソース電極
間に接続される保持キャパシタ１８、有機ＥＬの画素電極および共通電極（カソード）間
を短絡する導通トランジスタ２２、および画素選択スイッチ１３およびキックキャパシタ
２０の接続点と電源Ｖ ee間に接続されるリセットトランジスタ２３で構成される駆動トラ
ンジスタ１７の閾値補償回路を含む。
【００５６】
　表示画素回路中の各トランジスタはｎチャネルＴＦＴで構成され、画素選択スイッチ１
３は外部からの走査信号ＳＥＬで制御され、バイアストランジスタ２１、導通トランジス
タ２２およびリセットトランジスタ２３は外部からの書き込み準備信号Ｒで制御される。
この制御により、バイアストランジスタ２１は所定電圧Ｖｅｅがリセットトランジスタ２
３を介して供給される間だけ導通し、同時に導通トランジスタ２２が導通して接地電位Ｇ
ＮＤが駆動トランジスタ１７のソース電極に供給される。このとき有機ＥＬ素子１６は発
光しない。
【００５７】
　この閾値補償回路では、周期的に入来する走査信号ＳＥＬに先立って書き込み準備信号
Ｒがリセットトランジスタ２３のゲート電極に与えられ、所定電圧Ｖｅｅがリセットトラ
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ンジスタ２３を介して供給されると同時にバイアストランジスタ２１および導通トランジ
スタ２２が導通する。このとき電源ＶＥＬはハイインピーダンス状態になっているが、電
源線３５にある残留電荷からバイアストランジスタ２１を介して流れる電流により、ゲー
ト電圧が駆動トランジスタ１７の閾値電圧Ｖ thに等しくなるまで駆動トランジスタ１７の
ゲート電極およびキックキャパシタ２０間のノード電位が上昇する。
【００５８】
　ノード電位が安定した後、書き込み準備信号Ｒが非能動状態（“Ｌ”レベル）になるこ
とによって、リセットトランジスタ２３、導通トランジスタ２２およびバイアストランジ
スタ２１が非導通となる。これによって保持キャパシタ１８の第２電極はＧＮＤ電位に設
定され、有機ＥＬ素子１６は非発光状態となる。この状態は、電源ＶＥＬがハイインピー
ダンス状態の間保持される。即ち、書き込み準備信号Ｒと走査信号ＳＥＬとの入力タイミ
ングに時間差があっても前記の状態は保持され、有機ＥＬ素子１６は発光しない。次に走
査信号が画素選択スイッチ１３のゲート電極に与えられて映像信号電圧が供給されると、
これにより駆動トランジスタ１７のゲート電極およびキックキャパシタ２０間のノード電
位Ｖ G 2が、閾値電圧Ｖ thを映像信号電圧に加えたレベルとなる。次に前記走査信号ＳＥＬ
が非選択状態になり画素選択スイッチ１３が非導通になってから電源ＶＥＬが供給され、
Ｖ th補償された所定の駆動電流が電源ＶＥＬから駆動トランジスタ１７を介して有機ＥＬ
素子１６に流れる。ここで、実施例１で説明したように駆動トランジスタ１７のソース電
位は有機ＥＬ素子の電極間電位の上昇に応じて上昇しソースフォロア様の状態になるが、
保持キャパシタ１８によって駆動トランジスタのソースおよびゲート電極間の電位は保持
される。これにより駆動電流は所定電圧Ｖｅｅと映像信号電圧との電位差により決定され
ることになり、駆動トランジスタ１７の閾値電圧Ｖ thにバラツキがあっても、駆動電流は
影響されなくなる。
【００５９】
　この一連のタイミング動作を示したものが図４である。表示中は、この一連の動作が周
期的に繰り返される。図中、駆動トランジスタ１７のドレインからみたゲート電圧Ｖ G 2 D

は、ＧＮＤ電位を挟んで交流的に変化する。これにより画質を維持するために特性安定性
が特に要求される駆動トランジスタ１７の閾値変動が抑制される。
【００６０】
　なお駆動トランジスタ１７は、特性バラツキを抑制するために図７に示すように駆動ト
ランジスタの配置を上下、左右の２方向もしくは複数トランジスタに分割し並列接続する
ようにしてもよい。あるいは電界が一様になりやすいリングゲート構造にしてもよい。
（実施例３）
【００６１】
　本発明の第３の実施形態を図５に示す表示画素回路および図１０のタイミングチャート
に基づき説明する。この図５の表示画素ＰＸは、実施例１および２と異なる電流プログラ
ム型の画素回路である。この図５の表示画素ＰＸは、データ線５８に接続される画素選択
スイッチ５０、画素選択スイッチ５０および接地電源配線６０（ＧＮＤ）に接続される変
換トランジスタ５２、変換トランジスタ５２のゲート電極とドレイン電極間を接続するバ
イアストランジスタ５１、変換トランジスタ５２のゲート電極にゲート電極が接続され変
換トランジスタ５２とカレントミラー回路を構成する駆動トランジスタ５３、駆動トラン
ジスタ５３のゲート電極と有機ＥＬ素子１６の間に接続されるキャパシタ５５、有機ＥＬ
素子１６の画素電極 (アノード )と共通電極（カソード）間を接続する導通トランジスタ５
４、駆動トランジスタ５３のドレイン電極に接続される電源ＶＥＬから構成される。
【００６２】
　表示画素回路中の各トランジスタはｎチャネルＴＦＴで構成され、画素選択スイッチ５
０および導通トランジスタ５４は、外部からの走査信号ＳＥＬで制御され、バイアストラ
ンジスタ５１は、外部からの周期的なイレーズ信号ＥＲで制御される。
【００６３】
　先ず、電流プログラム時には走査信号ＳＥＬおよびイレーズ信号ＥＲを選択状態にする
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。ただしイレーズ信号ＥＲは、図１０に示すように走査信号ＳＥＬに先行して選択状態に
しバイアストランジスタ５１を導通させ駆動トランジスタ５３のゲート電極をほぼオフ電
位にしてもよい。この場合イレーズ信号ＥＲは、走査信号ＳＥＬおよび前記走査信号ＳＥ
Ｌより前に供給される複数の走査線出力のうちのいずれか一つを論理和（ＯＲ）して用い
てもよい。これにより実施例１，２で説明した動画ボケ対策のための表示オフ期間を設定
できる。これにより各画素の１フレーム期間のうち非発光期間が周期的に必ず挿入され、
動画像の輪郭がボケて見える現象を防止できる。動画ボケ対策のための発光時間の割合は
、全期間の６０～１０％が好ましい。
【００６４】
　次いで走査信号ＳＥＬが選択状態になると導通トランジスタ５４は導通し、駆動トラン
ジスタ５３のソース電極の電位Ｖ ELCは接地電源ＧＮＤと略同電位となる。またこのとき
画素選択スイッチ５０とバイアストランジスタ５１は導通しているので、データ線５８に
映像信号に対応する電流源ＣＳを接続することにより、変換トランジスタ５２に映像信号
の輝度情報に応じた信号電流 Iwが流れる。電流源ＣＳは、図６のデータ線ドライバ１５内
にあって輝度情報に応じて制御される可変電流源である。このとき変換トランジスタ５２
のゲート電極およびドレイン電極は、バイアストランジスタ５１で短絡されているので、
変換トランジスタ５２は飽和領域で動作する。このときの変換トランジスタ５２のゲート
・ソース間電圧Ｖ gsは、保持キャパシタ５５に蓄積される。走査信号ＳＥＬが選択状態の
間、導通トランジスタ５４が導通しているので、駆動トランジスタ５３のゲート電極にバ
イアス電圧Ｖ gsが印加されていても有機ＥＬ素子１６には電流Ｉ ELは流れない。
【００６５】
　次に走査信号ＳＥＬおよびイレーズ信号ＥＲが非選択状態になる。これによって画素選
択スイッチ（トランジスタ）５０、バイアストランジスタ５１および導通トランジスタ５
４は非導通となり、キャパシタ５５に蓄積されたゲート・ソース間電圧Ｖ gsは、保持され
る。よって変換トランジスタ５２とカレントミラーの関係にある駆動トランジスタ５３は
、変換トランジスタ５２と駆動トランジスタ５３のサイズ比で減流された駆動電流を電源
ＶＥＬから有機ＥＬ素子１６に流し込む。以上の動作が１フレーム毎に周期的に繰り返さ
れ、表示が行われる。
【００６６】
　ここで、実施例１で説明したように駆動トランジスタ５３のソース電位Ｖ ELCは有機Ｅ
Ｌ素子１６の電位の上昇に応じて上昇しソースフォロア様の状態になるが、保持キャパシ
タ５５によって駆動トランジスタ５３のソースおよびゲート電極間の電位は、電流プログ
ラム時の値が保持される。これによって有機ＥＬ素子１６には、映像信号の輝度情報に応
じた定電流が流れ、次の電流プログラムがされるまでの期間（１フレーム）発光輝度を維
持するように駆動される。変換トランジスタ５２および駆動トランジスタ５３のゲート電
位は、一方向のバイアスが印加され閾値変動が起き易いが、電流プログラム時に閾値変動
を吸収するように補償される。
【００６７】
　なお電流プログラム時の保持電圧Ｖ gsの精度を上げるために、駆動トランジスタ５３と
電源ＶＥＬの間にスイッチトランジスタを設けるか、あるいは実施例２のように電源ＶＥ
Ｌをハイインピーダンスにして有機ＥＬ素子１６に電流を流さないようにしてもよい。ま
た、有機ＥＬ素子の製造方法が進歩し、アノードコモン型の有機ＥＬ素子が容易に製造可
能になり、有機ＥＬ素子１６を駆動トランジスタ５３のドレイン側に接続できるようにな
れば、有機ＥＬ素子１６と並列に接続される導通トランジスタ５４は不要としてもよい。
だだし、画素回路への電流プログラム時に有機ＥＬ素子１６を非発光にする場合には必要
である。また、電流プログラム時に導通トタンジスタ５４のソース電極を接地電源ＧＮＤ
とは別電源に接続し、ドレイン電極を有機ＥＬ素子１６と駆動トランジスタ５３の接続点
に接続して有機ＥＬ素子１６や駆動トランジスタ５３に逆バイアスを印加するようにして
もよい。
【００６８】
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　図７は、図３の表示画素ＰＸ周辺の平面構造を示し、図８は図７に示す A－ B線に沿った
断面構造を示す。図８に示すメタル配線層３５は表示画素ＰＸの行毎に設けられる電源線
ＶＥＬであり、駆動トランジスタ１７、導通トランジスタ２２、画素選択スイッチ１３お
よびバイアストランジスタ２１の領域に配置され、図７および図８に示すようにトランジ
スタのチャネル領域を覆うように形成される。保持キャパシタ１８はメタル配線層３５お
よびゲート配線１７Ｇ間の容量結合により形成され、キックキャパシタ２０はゲート配線
１７Ｇおよび画素選択スイッチ１３のソース電極メタル配線３９間の容量結合により形成
される。キックキャパシタ２０および保持キャパシタ１８の容量値は、ノードＶ G1および
ノードＶ G2に寄生的に形成される容量値に比べて極めて大きな値を持つ。
【００６９】
　図７では、ボトムエミッションを想定し有機ＥＬ素子１６をＴＦＴ配置領域と分離して
配置しているが、平坦化された層間膜４４上に画素領域全面を使う形で有機ＥＬ素子を形
成するトップエミッション構造とすることも可能である。この場合においても接地電源配
線３８（ＧＮＤ）および発光素子１６の駆動電源配線であるＶＥＬ電源線３５は、図８に
示すメタル配線層（３５や３９等）と同一層内の部分をもち、接地電源配線３８（ＧＮＤ
）はＶＥＬ電源線３５と交差して配置される。発光素子１６の接地電源ＧＮＤである共通
電極は、発光素子層の最上面電極として別に形成されるので、接地電源配線３８（ＧＮＤ
）には、直接発光素子１６の駆動電流を流さなくともよい。このため半導体アイランドを
使ってＶＥＬ電源線３５と立体交差する部分を形成しても画素回路の動作特性に影響を与
え難い。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　次に本発明に適用可能な発光素子について説明する。
　本発明が適用可能な発光素子は、低分子、高分子もしくはデンドリマー等の発光有機材
料を用いた有機ＥＬ素子、フィールドエミッション素子（ＦＥＤ）、表面伝導型エミッシ
ョン素子（ＳＥＤ）、弾道電子放出素子（ＢＳＤ）、発光ダイオード（ＬＥＤ）などの自
発光素子が好適に挙げられる。
【００７１】
　なお、本発明が適用され得る駆動装置は、上記した発光素子を用いたディスプレイ、光
書き込み型のプリンタや電子複写機などの書き込みヘッド、などが挙げられる。また本発
明の電気光学装置は、大画面テレビ、コンピュータモニター、表示兼用照明装置、携帯電
話機、ゲーム機、電子ペーパー、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、カーナビゲーシ
ョン装置、カーステレオ、運転操作パネル、プリンタ、スキャナ、複写機、ビデオプレー
ヤ、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサなど、画像を表示する機能を備えた各
種の機器に適用され得る。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る画素回路の構成を示す図である。
【図２】図１の画素回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る画素回路の構成を示す図である。
【図４】図３の画素回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図５】本発明の第３の実施形態に係る画素回路の構成を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係る電気光学装置の構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る画素回路の平面レイアウト例を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る画素回路の断面を示す図である。
【図９】従来の画素回路を示す図である。
【図１０】図５の画素回路の動作を説明するタイミングチャートである。
【符号の説明】
【００７３】
ＰＸ…画素
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１１…走査線
１２…データ線
１３…画素選択スイッチ
１４…走査線ドライバ
１５…データ線ドライバ
１６…発光素子（有機ＥＬ素子）
１７……駆動トランジスタ
１８……保持キャパシタ
１９……画素電源供給回路
２０……キックキャパシタ
２１……バイアストランジスタ
２２……導通トランジスタ
２３……リセットトランジスタ
３５……電源線（ＶＥＬ）
３６……書込み準備信号線
３７……電源線（Ｖ E）
３８……電源線（ＧＮＤ）
３９……ソースメタル配線
７０……電源線（Ｖｅｅ）
１００……表示モジュール
１０１……電源
１０２……フレームメモリ
１０３……表示コントローラ
１０４……Ｉ /Ｏ
１０５……マイクロプロセッサ
１１０……有機ＥＬ表示装置
１１１……有機ＥＬパネル
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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