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(57)【要約】
　プログラムし、モニタリングし、ディスプレイのピク
セルを駆動するための回路を提供する。回路は、全体的
に、記憶装置（例えばキャパシタ）に保存されるプログ
ラム情報による発光デバイスを介して電流を駆動するた
めにドライブトランジスタを含む。一つ以上のスイッチ
ングトランジスタは、全体的に、プログラミング、モニ
タリングおよび／またはエミッションのための回路を選
ぶために含まれる。回路は、プログラム情報がスイッチ
ングトランジスタの抵抗の中でそれぞれにドライブトラ
ンジスタに適用されることができるように都合よく選択
的にゲートを連結するエミッショントランジスタおよび
ドライブトランジスタのソース端子を組み込む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイアレイのピクセルを補償するためのシステムであって、
　プログラミングサイクル中、プログラミング情報によってプログラムされるピクセル回
路であって、エミッションサイクル中、プログラミング情報によって光を放射するように
駆動され、
　　エミッションサイクル中、光を放射するための発光デバイスと、
　　エミッションサイクル中、発光デバイスを介して電流を運ぶための駆動トランジスタ
と、
　　プログラミングサイクル中、プログラミング情報の少なくとも一部に基づいて電圧で
チャージされるストレージキャパシタと、
　　エミッションサイクル中、発光デバイス、駆動トランジスタ、および、ストレージキ
ャパシタのうちの少なくとも２つに選択的に接続するように配列されたエミッション制御
トランジスタと、を有し、ストレージキャパシタの電圧に酔って駆動トランジスタを介し
て発光デバイスを介して電流が運ばれることを特徴とする、ピクセル回路と、
　プログラミング情報によってストレージキャパシタをチャージすることによってデータ
ラインを介して前記ピクセル回路をプログラミングするためのドライバと、
　前記ピクセル回路のエージング劣化の電圧又は電流表示を抽出するためのモニタと、
　前記モニタおよびドライバを作動させるためのコントローラであって、
　　前記モニタから劣化の量の表示を受け取り、
　　発光デバイスから放射された光の量のデータ入力表示を受け取り、
　　劣化の量に基づいてピクセル回路に提供するための補償の量を決定し、
　　ピクセル回路をプログラムするためにドライバにプログラミング情報を提供する、
　ように構成され、前記プログラミング情報が、決定された補償の量および受け取られた
データ入力の少なくとも一部に基いていることを特徴とする、コントローラと、
を有することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記ピクセル回路が、
　駆動トランジスタのソース端子をデータラインに結合するために、選択ラインによって
作動されるデータスイッチトランジスタと、
を更に有し、
　前記データラインが、モニタリングサイクル中、駆動トランジスタを介して電流を測定
するためにモニタに結合されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記データスイッチトランジスタが、発光デバイスに結合され、モニタリングサイクル
中、駆動トランジスタを介した電流が発光デバイスを介して運ばれないように、モニタリ
ングサイクル中、前記データラインが、キャリブレーション電圧で固定され、前記キャリ
ブレーション電圧が、発光デバイスをターンオフするのに十分であることを特徴とする請
求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記モニタが、データスイッチトランジスタを介して発光デバイスの作動電圧をモニタ
リングするための電圧モニタを包含することを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記エミッション制御トランジスタが、駆動トランジスタのゲート端子とストレージキ
ャパシタとの間に接続され、プログラミングサイクル中、エミッション制御トランジスタ
がターンオフされる間、駆動トランジスタのゲート端子がストレージキャパシタから絶縁
されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　ストレージキャパシタとリファレンスラインとの間に接続されたリファレンススイッチ
トランジスタを更に有し、
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　前記ストレージキャパシタが、プログラミングサイクル中、前記リファレンスラインに
印加されたリファレンス電圧と、データラインに印加されたプログラミング電圧との間の
差によってチャージされることを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記リファレンスラインが、補償電圧を提供し、プログラミング位相中、補償電圧が、
コントローラによって決定された補償の量に基づいていることを特徴とする請求項６に記
載のシステム。
【請求項８】
　プログラミング及びモニタリングサイクル中、駆動トランジスタのソース端子をデータ
ラインに結合するために、選択ラインによって作動されるデータスイッチトランジスタと
、
　プログラミングサイクル中、駆動トランジスタがターンオフされるように、プログラミ
ングサイクル中、駆動トランジスタのゲート端子を第１のリファレンスラインに結合させ
るために、選択ラインによって作動される第１のリファレンススイッチトランジスタと、
　プログラミングサイクル中、データラインに印加されたプログラミング電圧と第２のリ
ファレンスラインのリファレンス電圧又は補償との間の差によって、データスイッチトラ
ンジスタ、第１のリファレンススイッチトランジスタ、および、第２のリファレンストラ
ンジスタがターンオンされる間、ストレージキャパシタがチャージされるように、第２の
リファレンスラインを、データスイッチトランジスタに接続されたものではなくストレー
ジキャパシタの端子に結合するために、選択ラインによって作動される第２のリファレン
ススイッチトランジスタと、
を更に有することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　ピクセル回路のモニタリングサイクル中、データラインが、駆動トランジスタを介して
電流を測定するためにモニタに結合されることを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　ディスプレイパネルを形成するために行および列に配列された複数の同様のピクセル回
路を更に有し、
　コントローラが、複数のピクセル回路の各々に関してエージング劣化の表示を受け取り
、複数のピクセル回路の各々に関して劣化の量を判断し、補償のそれぞれの所定の量によ
ってフクスのピクセル回路の各々をプログラムするように更に構成されることを特徴とす
る請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　エミッションサイクル中、エミッション制御トランジスタが駆動トランジスタのソース
端子およびゲート端子にわたってストレージキャパシタを結合し、
　前記ピクセル回路が更に、
　　駆動トランジスタのゲート端子に結合されたストレージキャパシタの端子にデータラ
インを結合するために、選択ラインによって作動されるデータスイッチトランジスタと、
　　エミッショントランジスタに結合されたストレージキャパシタの端子にモニタライン
を結合するために、選択ラインによって作動されるモニタリングスイッチトランジスタと
、
　を更に有し、
　　モニタリングサイクル中、モニタラインが、ドライブトランジスタを介して電流を測
定するためにモニタに結合されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　モニタリングサイクル中、モニタラインが、較正電圧で固定され、モニタリングサイク
ル中、駆動トランジスタを介した電流が、発光デバイスを介して運ばれないように、前記
較正電圧が、発光デバイスをターンオフするのに十分であることを特徴とする請求項１１
に記載のシステム。
【請求項１３】
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　ストレージキャパシタに印加された電圧が発光デバイスの内部キャパシタンスによって
影響されないようにするために、プログラミング位相中、発光デバイスからストレージキ
ャパシタを絶縁することによって、前記エミッション制御トランジスタが、ストレージキ
ャパシタと発光デバイスとの間に結合される、ことを特徴とする請求項１１に記載のシス
テム。
【請求項１４】
　前記エミッション制御トランジスタが、スイッチオフされる間、駆動トランジスタが、
発光デバイスに電流を運ばないようにすることによって、前記エミッション制御トランジ
スタが、発光デバイスと駆動トランジスタのソース端子との間に結合されることを特徴と
する請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　駆動トランジスタに結合されるエミッショントランジスタの端子がまた、モニタリング
スイッチトランジスタおよびストレージキャパシタに結合されることを特徴とする請求項
１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ピクセル回路が、
　駆動トランジスタのゲート端子に結合されるストレージキャパシタの端子にデータライ
ンを結合するために、第１の選択ラインによって作動されるデータスイッチトランジスタ
と、
　エミッショントランジスタに結合されたストレージキャパシタの端子にデータラインを
結合するために、第２の選択ラインによって作動されるモニタリングスイッチトランジス
タと、
を更に有し、
　モニタリング位相中、モニタラインが、駆動トランジスタを介して電流を測定するため
にモニタに結合されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記発光デバイスが、有機ＬＥＤであることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　発光デバイスを駆動するためのピクセル回路であって、
　駆動トランジスタにわたって印加された駆動電圧によって発光デバイスを介して電流を
駆動するための駆動トランジスタと、
　プログラミングサイクル中、駆動電圧でチャージされるストレージキャパシタと、
　エミッションサイクル中、電流が、ストレージキャパシタでチャージされる電圧によっ
て、駆動トランジスタを介して運ばれるように、駆動トランジスタ、発光デバイス、およ
びストレージキャパシタのうちの少なくとも２つを接続するためのエミッション制御トラ
ンジスタと、
　モニタリングサイクル中、駆動トランジスタを介して電流に基づいてエージング情報の
表示を受診するためにモニタに駆動トランジスタを介して電流パスを接続するための少な
くとも１つのスイッチトランジスタと
を有することを特徴とするピクセル回路。
【請求項１９】
　プログラムサイクル中、ピクセル回路がプログラムされている間、駆動トランジスタが
少なくとも１つのスイッチトランジスタを介して電流を運ばないように、エミッション制
御トランジスタが、発光デバイスと直列に接続されることを特徴とする請求項１８に記載
のピクセル回路。
【請求項２０】
　前記ピクセル回路が、少なくとも１つのスイッチトランジスタの抵抗と独立してプログ
ラムされることを特徴とする請求項１９に記載のピクセル回路。
【請求項２１】
　エミッション制御トランジスタを介したエミッションサイクル中、ストレージキャパシ
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タが駆動トランジスタのソース端子とゲート端子にわたって接続され、プログラミングサ
イクル中、ストレージキャパシタが、駆動トランジスタのソース端子またはゲート端子の
少なくとも１つから切断されることを特徴とする請求項１８に記載のピクセル回路。
【請求項２２】
　プログラムサイクル中、駆動トランジスタのゲート端子に結合されたストレージキャパ
シタの端子にデータラインを結合するために、選択ラインによって作動されるデータスイ
ッチトランジスタと、
を更に有し、
　少なくとも１つのスイッチトランジスタが、ピクセル回路の劣化の量の電流又は電圧表
示をモニタに運ぶために、選択ラインまたは別の選択ラインによって作動されるモニタリ
ングスイッチトランジスタであり、モニタリングサイクル中、モニタリングスイッチトラ
ンジスタが、エミッション制御トランジスタおよびストレージキャパシタの両方に結合さ
れることを特徴とする請求項１８に記載のピクセル回路。
【請求項２３】
　エミッショントランジスタおよびストレージキャパシタが、駆動トランジスタのソース
端子とゲート端子との間に直列に結合されることを特徴とする請求項１８に記載のピクセ
ル回路。
【請求項２４】
　前記発光デバイスが、有機ＬＥＤを包含することを特徴とする請求項１８に記載のピク
セル回路。
【請求項２５】
　発光デバイスを駆動するためのピクセル回路であって、
　　駆動トランジスタにわたって印加される駆動電圧によって発光デバイスを介して電流
を駆動するための駆動トランジスタと、
　　プログラミングサイクル中、駆動電圧でチャージされるストレージキャパシタと、
　　プログラミングサイクル中、ストレージキャパシタを駆動電圧でチャージするのに十
分な電圧を提供する１またはそれ以上のデータラインまたはリファレンスラインにストレ
ージキャパシタを接続するための１又はそれ以上のスイッチトランジスタと、
　　ストレージキャパシタが、発光デバイスのキャパシタンスと独立してチャージされる
ように、プログラミングサイクル中、発光デバイスからストレージキャパシタを切断する
ために、エミッションラインによって作動されるエミッション制御トランジスタと
を有することを特徴とするピクセル回路。
【請求項２６】
　エミッション制御トランジスタがターンオンされている間、発光デバイスが、駆動トラ
ンジスタから電流を受けるように、エミッション制御トランジスタが、駆動トランジスタ
と発光デバイスとの間に直列に接続されることを特徴とする請求項２５に記載のピクセル
回路。
【請求項２７】
　プログラミングサイクル中、プログラミング情報によってプログラムされ、エミッショ
ンサイクル中、プログラム情報によって光を発光するように駆動されるピクセル回路であ
って、
　　エミッションサイクル中、光を発光させるための発光デバイスと、
　　エミッションサイクル中、発光デバイスを介して光を運ぶための駆動トランジスタで
あって、電流が、駆動トランジスタのソース端子とゲートにわたる電圧によって運ばれる
ことを特徴とする駆動トランジスタと、
　　プログラミングサイクル中、プログラミング情報の少なくとも一部に基づく電圧でチ
ャージされるストレージキャパシタであって、駆動トランジスタのゲートとソース端子に
わたって接続されることを特徴とするストレージキャパシタと、
　　駆動トランジスタのソース端子をデータラインに接続する第１のスイッチトランジス
タと、
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　を包含するピクセル回路と、
　駆動トランジスタのソース端子に接続されるストレージキャパシタの端子に電圧を印加
することによってデータラインを介してピクセル回路をプログラミングするためのドライ
バと、
　ピクセル回路のエージング劣化の電圧または電流表示を抽出するためのモニタと、
　前記モニタおよび前記ドライバを作動させるためのコントローラであって、
　　劣化の量の表示をモニタから受け取り、
　　発光デバイスから発光された光の量のデータ入力表示を受け取り、
　　劣化の量に基づいてピクセル回路に提供するための補償の量を判断し、
　　ピクセル回路をプログラムするようにドライバにプログラミング情報を提供する
　ように構成されるコントローラと
を有し、
　　前記プログラミング情報が、補償の所定の量および受け取られたデータ入力の少なく
とも一部に基いている
ことを特徴とするディスプレイシステム。
【請求項２８】
　前記ピクセル回路が、駆動トランジスタのゲート端子をリファレンスラインに接続する
第２のスイッチトランジスタを更に包含することを特徴とする請求項２７に記載のディス
プレイシステム。
【請求項２９】
　第１および第２のスイッチトランジスタが、共通の選択ラインによって作動されること
を特徴とする請求項２８に記載のディスプレイシステム。
【請求項３０】
　ストレージキャパシタが、データラインの電圧とリファレンス電圧との間の差によって
チャージされるように、プログラミングサイクル中、前記コントローラが、リファレンス
ラインにリファレンス電圧を印加するように更に構成されることを特徴とする請求項２９
に記載のディスプレイシステム。
【請求項３１】
　プログラミングサイクル中、前記コントローラが、補償電圧をリファレンスラインに印
加するように更に構成され、
　前記補償電圧が、補償の所定の量に基いていることを特徴とする請求項２９に記載のデ
ィスプレイシステム。
【請求項３２】
　ディスプレイパネルを形成するために行および列のアレイに配置された複数の同様のピ
クセル回路を更に有し、
　前記コントローラが、ディスプレイパネルの各ピクセル回路に関するエージング劣化の
表示を抽出し、ディスプレイパネルの各ピクセル回路に関する補償の量を判断し、それぞ
れの補償の所定の量によってディスプレイパネルの各ピクセル回路をプログラムするよう
に構成されることを特徴とする請求項２７に記載のディスプレイシステム。
【請求項３３】
　前記発光デバイスが、発光ダイオードを包含することを特徴とする請求項２７に記載の
ディスプレイシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]　本開示は全体的に、ディスプレイに用いられる回路、および、ディスプレイを
駆動し、調整し、プログラムする方法に関し、特に、アクティブ・マトリックス有機発光
ダイオードディスプレイのようなディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　[0002]　ディスプレイは、回路を表示情報によってプログラムされ、表示情報に従う光
を発するために選択的に制御するためのトランジスタを有している個々の回路（すなわち
ピクセル回路）によって、各々制御される発光デバイスのアレイから作製されることがで
きる。基板に製作される薄膜トランジスタ（「TFT」）は、この種のディスプレイに組み
込まれることができる。ディスプレイがエージングするにつれ、TFTはディスプレイパネ
ル全体の、そして、時間にわたる非同一の挙動を示す傾向がある。補償技術は、ディスプ
レイ全体のイメージ均一性を達成して、ディスプレイの劣化を説明するためにディスプレ
イエージングのようなディスプレイに適用されることができる。
【０００３】
　[0003]　ディスプレイパネル全体のバリエーションを占め、時間とともに時間を測定す
るモニタシステムを利用するためにディスプレイに補償にピクセル回路のエージング（す
なわち劣化）と関連する従属するパラメータを提供する。測定された情報は、それからい
かなる測定された劣化もプログラミングにされる調整によって説明されることを確実にす
るために次のプログラミングにピクセル回路を知らせるために用いることができる。この
種のモニタされたピクセル回路は、追加的なトランジスタおよび／またはラインの使用が
選択的にピクセル回路をモニタシステムに連結し、情報を読み出すことを提供することを
必要とすることができる。追加的なトランジスタおよび／またはラインの組入は、望まし
くなくピクセル-ピッチ（すなわち「ピクセル密度」）を減少させることができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　[0004] 本開示の態様は、補償をピクセルエージングに提供するように構成されるモニ
タされたディスプレイに、適切なピクセル回路を提供する。本願明細書において開示され
るピクセル回路構成は、モニタが電流および／またはピクセル回路の性能劣化の量を表す
電圧を測定することができるように、モニタがモニタスイッチ・トランジスタを介してピ
クセル回路のノードにアクセスするのを許す。本開示の態様は、更にスイッチングトラン
ジスタの抵抗から独立しているピクセルをプログラムすることを考慮に入れるピクセル回
路構成を提供する。ストレージキャパシタに対する費用がプログラム動作の間、ドライブ
トランジスタで電流に影響を受けないように、本願明細書において開示されるピクセル回
路構成はドライブトランジスタからピクセル回路の範囲内でストレージキャパシタを分離
するためのトランジスタを含む。
【０００５】
　[0005]　本開示のいくつかの実施形態によれば、ディスプレイアレイのピクセルに補償
するシステムが、提供される。システムは、ピクセル回路、ドライバ、モニタおよびコン
トローラを含むことができる。ピクセル回路は、プログラム・サイクルの間、プログラム
情報によってプログラムされて、エミッションサイクルの間、プログラム情報に従う光を
発するようにされる。ピクセル回路は、発光デバイス、ドライブトランジスタ、ストレー
ジキャパシタおよびエミッション制御トランジスタを含む。発光デバイスは、エミッショ
ンサイクルの間、光を発する。ドライブトランジスタは、エミッションサイクルの間、発
光デバイスによる電流を運搬する。ストレージキャパシタは、プログラム・サイクルの間
、ある程度少なくともプログラム情報に基づく電圧でチャージされる。エミッション制御
トランジスタは、ドライブトランジスタおよびストレージキャパシタの間、エミッション
サイクル、発光デバイスのうちの少なくとも2つを選択的に接続するために配置され、電
流はストレージキャパシタの電圧に従うドライブトランジスタを経た発光デバイスによっ
て運搬される。ドライバは、プログラム情報によるストレージキャパシタを満たすことに
よってデータ・ラインを経たピクセル回路をプログラムする。モニタは、電圧またはピク
セル回路のエージング性能劣化を表す電流を抜き取るためにある。コントローラは、モニ
タおよびドライバを作動する。コントローラは、モニタから劣化の量の指示を受け入れ、
発光デバイスから発される輝きの量を表すデータ入力を受信し、劣化の量に基づいてピク
セル回路に与えるために補償の量を決定し、ピクセル回路をプログラムするためにドライ
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バにプログラム情報を提供するるように構成される。プログラム情報は、受け取られるデ
ータ入力上の一部および補償の決定された量において少なくとも基礎を形成される。
【０００６】
　[0006]　本開示のいくつかの実施形態によれば、発光デバイスを動かすためのピクセル
回路は、提供される。ピクセル回路は、ドライブトランジスタ、ストレージキャパシタ、
エミッション制御トランジスタおよび少なくとも一つのスイッチ・トランジスタを含む。
ドライブトランジスタは、ドライブトランジスタ全体に印加される駆動電圧による発光デ
バイスによる駆動電流のためにある。ストレージキャパシタは、駆動電圧については、プ
ログラム・サイクルの間、充電される。エミッション制御トランジスタはドライブトラン
ジスタ、発光デバイスおよびストレージキャパシタのうちの少なくとも2つを接続し、ス
トレージキャパシタにチャージする電圧によるエミッションサイクルの間、電流はドライ
ブトランジスタで運搬される。少なくとも一つのスイッチ・トランジスタは、モニタサイ
クルの間、ドライブトランジスタで電流に基づいてエージング情報の指示を受け入れるた
めのモニタに、電流経路をドライブトランジスタ経由で接続するためにある。
【０００７】
　[0007]　本開示のいくつかの実施形態によれば、ピクセル回路は提供される。ピクセル
回路は、ドライブトランジスタ、ストレージキャパシタ、一つ以上のスイッチ・トランジ
スタおよびエミッション制御トランジスタを含む。ドライブトランジスタは、ドライブト
ランジスタ全体に印加される駆動電圧による発光デバイスによる駆動電流のためにある。
ストレージキャパシタは、駆動電圧については、プログラム・サイクルの間、充電される
。一つ以上のスイッチ・トランジスタは、ストレージキャパシタを、プログラム・サイク
ルの間、ストレージキャパシタに駆動電圧を課すのに十分な電圧を印加している一つ以上
のデータ・ラインまたはリファレンスラインに接続する。エミッション制御トランジスタ
は、輝線によって作動される。エミッション制御トランジスタはプログラム・サイクルの
間、発光デバイスからストレージキャパシタを分離し、発光デバイスの静電容量から独立
しているストレージキャパシタは満たされる。
【０００８】
　[0008]　本開示のいくつかの実施形態によってディスプレイシステムは提供される。デ
ィスプレイシステムは、ピクセル回路、ドライバ、モニタおよびコントローラを含む。ピ
クセル回路は、プログラム・サイクルの間、プログラム情報によってプログラムされて、
エミッションサイクルの間、プログラム情報に従う光を発するようにされる。ピクセル回
路は、エミッションサイクルの間、光を発するための発光デバイスを含む。ピクセル回路
も、エミッションサイクルの間、発光デバイスによる電流を運搬するためのドライブトラ
ンジスタを含む。電流は、ゲート全体の電圧およびドライブトランジスタのソース端子に
よって運搬されることができる。ピクセル回路も、プログラム・サイクルの間、ある程度
少なくともプログラム情報に基づく電圧でチャージされるためのストレージキャパシタを
含む。ストレージキャパシタは、ドライブトランジスタのゲートおよびソース端子全体に
接続される。ピクセル回路も、データ・ラインにドライブトランジスタのソース端子を接
続している第1のスイッチ・トランジスタを含む。ドライバは、電圧をドライブトランジ
スタのソース端子に接続しているストレージキャパシタの端子に印加することによってデ
ータ・ラインを経たピクセル回路をプログラムする。モニタは、電圧またはピクセル回路
のエージング性能劣化を表す電流を抜き取る。コントローラは、モニタおよびドライバを
作動する。コントローラは、モニタから劣化の量の指示を受け入れ、発光デバイスから発
される輝きの量を表すデータ入力を受信し、劣化の量に基づいてピクセル回路に与えるた
めに補償の量を決定し、ピクセル回路をプログラムするためにドライバにプログラム情報
を提供する、ように形成される。プログラム情報は、受け取られるデータ入力上の一部お
よび補償の決定された量において少なくとも基礎を形成される。
【０００９】
　[0009]　前述の更なる態様および本発明の実施形態は、図面を参照して、さまざまな実
施形態および／または態様の詳細な説明からみて、当業者にとって明らかである。
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【００１０】
　[0010]　本発明の前述の、そして他の効果は、図面を参照して以下の詳細な説明を読む
と即座に明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】[0011]　図1は、ピクセルの劣化をモニタして、それゆえ、補償を提供するシス
テムの典型的な構成を例示する。
【図２Ａ】[0012]　図2Aは、ピクセルに関する典型的な駆動回路の回路図である。
【図２Ｂ】[0013]　図2Bは、図2Aに示されるピクセルのための典型的な動作サイクルの概
略タイミング図である。
【図３Ａ】[0014]　図3Aは、ピクセルに関する典型的なピクセル回路構成のための回路図
である。
【図３Ｂ】[0015]　図3Bは、図3Aにおいて例示されるピクセルを作動するためのタイミン
グ図である。
【図４Ａ】[0016]　図4Aは、ピクセルのための典型的なピクセル回路構成のための回路図
である。
【図４Ｂ】[0017]　図4Bは、図4Aにおいて例示されるピクセルを作動するためのタイミン
グ図である。
【図５Ａ】[0018]　図5Aは、ピクセルのための典型的なピクセル回路構成のための回路図
である。
【図５Ｂ】[0019]　図5Bは、プログラム位相およびエミッション位相の図5Aにおいて例示
されるピクセルを作動するためのタイミング図である。
【図５Ｃ】[0020]　図5Cは、ドライブトランジスタの態様を測定するためにTFTモニタ位
相の図5Aにおいて例示されるピクセルを作動するためのタイミング図である。
【図５Ｄ】[0021]　図5Dは、OLEDの態様を測定するためにOLEDモニタ位相の図5Aにおいて
例示されるピクセルを作動するためのタイミング図である。
【図６Ａ】[0022]　図6Aは、ピクセルのための典型的なピクセル回路構成のための回路図
である。
【図６Ｂ】[0023]　図6Bは、プログラム位相およびエミッション位相の図6Aにおいて例示
されるピクセル240を作動するためのタイミング図である。
【図６Ｃ】[0024]　図6Cは、ドライブトランジスタのモニタ態様に図6Aにおいて例示され
るピクセルを作動するためのタイミング図である。
【図６Ｄ】[0025]　図6Dは、OLEDの態様を測定するために図6Aにおいて例示されるピクセ
ルを作動するためのタイミング図である。
【図７Ａ】[0026]　図7Aは、ピクセルのための回路を駆動している典型的なピクセルのた
めの回路図である。
【図７Ｂ】[0027]　図7Bは、プログラム位相およびエミッション位相の図7Aにおいて例示
されるピクセルを作動するためのタイミング図である。
【図７Ｃ】[0028]　図7Cは、ドライブトランジスタの態様を測定するためにTFTモニタ位
相の図7Aにおいて例示されるピクセルを作動するためのタイミング図である。
【図７Ｄ】[0029]　図7Dは、OLEDの態様を測定するためにOLEDモニタ位相の図7Aにおいて
例示されるピクセルを作動するためのタイミング図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　[0030]　本発明はさまざまな変更態様および別の実施形態に影響され、特定の実施形態
を例証として図面に示し、本願明細書において詳述する。しかし、本発明は、開示される
特定の形式に限定されないことは、理解されなければならない。むしろ、本発明は全ての
変更態様をカバーすることであり、等価の範囲および変形例は、添付の特許請求の範囲に
記載の本発明の精神と範囲に入る。
【００１３】
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　[0031]　図1は、典型的なディスプレイシステム50の線図である。ディスプレイシステ
ム50は、アドレス・ドライバ8、データ・ドライバ4、コントローラ2、メモリ記憶装置6お
よびディスプレイパネル20を含む。ディスプレイパネル20は、行および列に配置されるピ
クセル10の列を含む。各々のピクセル10は、個々にプログラム可能な輝き値を有する光を
発するために個々にプログラム可能である。コントローラ2は、ディスプレイパネル20に
表示される情報を表すデジタルデータを受信する。コントローラ2は、データドライバ4及
びスケジューリング信号34が示す情報を表示する表示パネル20の画素10を駆動するための
アドレスドライバ8に信号32を送信する。
表示パネル20に関連付けられた複数の画素10は、このようにディスプレイアレイ（「ディ
スプレイスクリーン」）が動的に制御装置2が受信し、入力デジタルデータに応じた情報
を表示するように適合して包含する。例えば、ディスプレイスクリーンはコントローラ2
によって受け取られるビデオ・データの流れから、ビデオ情報を表示することができる。
供給電圧14は、定出力電圧を印加することができるかまたはコントローラ2から信号によ
って制御される調節可能な電源でありえる。ディスプレイシステム50はまた、それによっ
て画素10のためのプログラミング時間を減少させるために、表示パネル20における画素10
にバイアス電流を提供するために電流源またはシンク（図示せず）からの機能を組み込む
ことができる。
【００１４】
　[0032]　説明の便宜上、図1のディスプレイシステム50は、ディスプレイパネル20の4つ
のピクセル10だけで例示される。類似したピクセル（例えばピクセル10）の列を含むディ
スプレイスクリーンによって、ディスプレイシステム50が実装されることができ、ディス
プレイスクリーンが行の特定の数およびピクセルの列に限られていないと理解される。例
えば、ディスプレイシステム50は多くの行を有するディスプレイスクリーンおよび共通に
モバイル手段、モニタ・ベースの手段および／または投影装置のためのディスプレイにお
いて利用できるピクセルの列によって実装されることができる。
【００１５】
　[0033]　ドライブトランジスタおよび発光デバイスを全体として含む駆動回路（「ピク
セル回路」）によって、ピクセル10は作動される。以下のとおり、ピクセル10はピクセル
回路に関連することができる。発光デバイスは任意の有機発光ダイオードであるが、しか
し、本開示の実現形態は電流駆動発光デバイスを含む他のエレクトロルミネセンス装置を
有するピクセル回路にあてはまる。ピクセル10のドライブトランジスタは任意にｎ型であ
るかｐ型アモルファスシリコン薄膜トランジスタであるが、しかし、本開示の実現形態は
トランジスタの特定の極性を有するピクセル回路にまたは薄膜トランジスタを有するピク
セル回路だけに限られない。ピクセル回路10はまた、プログラム情報を格納して、ピクセ
ル回路10が対象にされた後に発光デバイスを動かすことができるためのストレージキャパ
シタを含むことができる。このように、ディスプレイパネル20はアクティブ・マトリック
スディスプレイアレイでありえる。
【００１６】
　[0034]　図１に図示したように、ディスプレイパネル20の左上ピクセルとして例示する
ピクセル10は、選択されたライン24j、供給ライン26j、データ・ライン22iおよびモニタ
ライン28iに連結する。実施において、供給電圧14は、また、ピクセル10に第２の供給ラ
インを提供することができる。例えば、各々のピクセルはVddでチャージされる第1の供給
ラインおよびVssに連結する第２の供給ラインに連結することができ、ピクセル回路10は
ピクセル回路のエミッション位相の間、2本の供給ライン間の駆動電流を促進するために
第１および第２の供給ラインの間であることができる。ディスプレイパネル20の左上ピク
セル10は、1ピクセル、ディスプレイパネル20の「jth（第ｊ行）」および「ith（第ｉ列
）」のディスプレイパネルにおいて一致することができる。同様に、ディスプレイパネル
20の右上ピクセル10は、「jth」行および「mth」列を表し;左下ピクセル10は、「ｎth」
行および「ith」列を表し;右下ピクセル10は、「ｎth」行および「ith」列を表す。ピク
セル10の各々は、適当な選択ライン（例えば、選択ライン24jおよび24n）、供給ライン（
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例えば供給ライン26jおよび26n）、データ・ライン（例えばデータ・ライン22iおよび22m
）およびモニタのライン（例えばモニタライン28iおよび28m）に連結する。本開示の態様
が、更なる接続（例えば追加的な選択ラインへの接続）を有するピクセルに、そして、よ
り少しの接続（例えばモニタ線への接続が欠如しているピクセル）を有するピクセルにあ
てはまる点に注意される。
【００１７】
　[0035]　ディスプレイパネル20に示される左上ピクセル10に関し、選択された第24jは
、アドレス・ドライバ8によって提供され、例えば、スイッチまたはトランジスタを起動
させることによってピクセル10のプログラム動作がデータ・ライン22iがピクセル10をプ
ログラムすることができることを可能にするために利用されることができる。データ・ラ
イン22iは、データ・ドライバ4からピクセル10までプログラム情報を伝達する。例えば、
データ・ライン22iはピクセル10が輝きの所望の量を発するようにプログラムするように
プログラム電圧またはプログラム電流をピクセル10に印加するために利用することができ
る。データ・ライン22iを経たデータ・ドライバ4によって供給されるプログラム電圧（ま
たはプログラム電流）は、ピクセル10にコントローラ2によって受け取られるデジタルデ
ータに従う輝きの所望の量を有する光を発させるために適当な電圧（または電流）である
。プログラム電圧（またはプログラム電流）はピクセル10（例えばストレージキャパシタ
）の中で、記憶装置に充電するためにピクセル10のプログラム動作の間、ピクセル10に印
加されることができ、それによってピクセル10がプログラム動作に続いているエミッショ
ン動作の間、輝きの所望の量を有する光を発することを可能にする。例えば、ピクセル10
の記憶装置はエミッション作動中、電圧をゲートの一つ以上に印加するプログラム動作ま
たはドライブトランジスタのソース端子の間、充電されることがあり、それによってドラ
イブトランジスタに記憶装置に保存される電圧による発光デバイスによる駆動電流を運搬
させる。
【００１８】
　[0036]　通常、ピクセル10で、ピクセル10のエミッション作動中、ドライブトランジス
タによって発光デバイスによって伝達される駆動電流は、第1の供給第26j行によって出力
されて、第２の供給ライン（図示せず）に排出される電流である。第１の供給ライン22j
および第２の供給ラインは、電源14に連結する。第１の供給ライン第26jは陽供給電圧（
例えば「Vdd」としての回路設計において一般に呼称する電圧）を印加することができ、
第２の供給ラインは負の供給電圧（例えば「vss」としての回路設計において一般に呼称
する電圧）を印加することができる。供給ライン（例えば供給ライン26j）のどちらか一
方が接地点電圧でまたは他の基準電圧で固定する所で、本開示の実現形態は理解されるこ
とができる。
【００１９】
　[0037] ディスプレイシステム50も、モニタシステム12を含む。ディスプレイパネル20
の左上ピクセル10を再び参照すると、モニタライン28iは、ピクセル10をモニタシステム1
2に接続する。モニタシステム12は、データ・ドライバ4と統合されることができ、または
別々の独立のシステムでありえる。特に、モニタシステム12はピクセル10のモニタ動作の
間、データ・ライン22iの電流および／または電圧をモニタすることによって任意に実装
されることができる、モニタライン28iは完全に省略されることができる。その上、ディ
スプレイシステム50はモニタシステム12またはモニタライン28iなしで実装されることが
できる。モニタライン28iによって、モニタシステム12がピクセル10と関連する電流また
は電圧を測定し、それによってピクセル10の性能劣化を表す情報を抜き取ることができる
。例えば、測定された電流に基づき、および、測定値の間、ドライブトランジスタに印加
される電圧に基づいてモニタライン28i（それによって、そして、ピクセル10の中でドラ
イブトランジスタの中を流れることは決定する電流）を経て、モニタシステム12は、ドラ
イブトランジスタまたはそれのシフトの出発点電圧を抜き取ることができる。
【００２０】
　[0038]　モニタシステム12はまた、発光デバイスの作動電圧を抜き取ることができる（
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電圧が発光デバイス全体に落ちて、例えば発光デバイスが、光を発するために作動してい
る）。モニタシステム12は、それからディスプレイシステム50が抜き取られた劣化情報を
メモリ6に格納することができるようにコントローラ2および／またはメモリ6に信号32を
通信することができる。ピクセル10の次のプログラムおよび／またはエミッション作動中
、劣化情報はメモリ信号36を経たコントローラ2によって、メモリ6から取り出される、コ
ントローラ2はそれから次のプログラミングの引き出された劣化情報および／またはピク
セル10のエミッション動作を補償する。例えば、一旦劣化情報が抜き取られるならば、ピ
クセル10がピクセル10の性能劣化から独立している輝きの所望の量を有する光を発するよ
うに、データ・ライン22iを経たピクセル10へ運搬されるプログラム情報はピクセル10の
次のプログラム動作中、適切に調整されることができる。ある実施形態では、ピクセル10
の中のドライブトランジスタの閾値電圧の増加は、ピクセル10に印加されるプログラム電
圧を適切に増やすことで補償されることができる。
【００２１】
　[0039]　図2Aは、ピクセル100のための典型的な駆動回路の回路図である。図1Aに示さ
れる駆動回路は、プログラムに利用され、モニタして、ピクセル100を動かして、有機発
光ダイオード（「OLED」）で、駆動電流を運搬するためのドライブトランジスタ114を含
む110。OLED 110は、OLED 110を通過する電流に従う光を発して、いかなる電流駆動発光
デバイスもと取り替えられることができる。ピクセル100は、図1と関連して記載されてい
るディスプレイシステム50のディスプレイパネル20において利用されることができる。
【００２２】
　[0040]　ピクセル100のための駆動回路も、ストレージキャパシタ118、スイッチングト
ランジスタ116およびデータスイッチングトランジスタ112を含む。ピクセル100は、基準
電圧ライン102行、選択ライン104、電源ライン106行およびデータ/モニタライン108に連
結する。ドライブトランジスタ114は、ドライブトランジスタ114のゲート端子およびドラ
イブトランジスタ114のソース端子全体のゲート-ソース電圧（「Vgs」）に従う電源ライ
ン106から、電流を引き出す。例えば、ドライブトランジスタ114の飽和モードで、ドライ
ブトランジスタを通過している電流は、Ids =β（Vgs－Vt)2によって与えられることがで
き、ここでβは、駆動トランジスタ114のデバイス特性に依存するパラメータであり、Ids
は駆動用トランジスタ114のソース端子は駆動トランジスタ114のドレイン端子からの電流
であり、Vtは、駆動トランジスタ114の閾値電圧である。
【００２３】
　[0041]　ピクセル100では、ストレージキャパシタ118はドライブトランジスタ114のゲ
ート端子およびソース端子全体に連結される。ストレージキャパシタ118は、ゲート側端
子118gととして便宜上参照される第1の端子118グラム、及びソース側端子118Sとして便宜
上参照される第二端子118Sを有する。蓄積容量118のゲート側端子118gが電気的に駆動ト
ランジスタ114のゲート端子に接続されている。蓄積容量118のソース側端子118Sは、電気
的に駆動トランジスタ114のソース端子に接続されている。したがって、駆動トランジス
タ114のゲート・ソース間電圧Vgsは、ストレージ・キャパシタ118にチャージされた電圧
である。更に下で説明されるように、ストレージキャパシタ118はピクセル100のエミッシ
ョン位相の間、それによってドライブトランジスタ114全体の駆動電圧を維持することが
できる。
【００２４】
　[0042] ドライブトランジスタ114のドレイン端子は、電気的に電源ライン106に連結す
る。ドライブトランジスタ114のソース端子は、電気的にOLED 110の陽極端子に連結する
。OLED 110の陰極端子は、接地点に接続していることができ、または任意に第２の電源線
（例えば供給ラインVss）に接続することができる。このように、OLED 110はドライブト
ランジスタ114の電流経路と直列に接続される。一旦、OLEDの陽極および陰極端子全体の
電圧劣化がOLED 110の作動電圧（「VOLED」）が成し遂げられるならば、OLED 110はOLED 
110を通過している電流に従う光を発する。すなわち、陽極端子の電圧および陰極端子の
電圧の違いが作動電圧VOLEDより大きいときに、OLED 110は光をつけて発する。陰極電圧
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に対する陽極がVOLED未満のときに、電流はOLED 110を通過しない。
【００２５】
　[0043]　スイッチングトランジスタ116は、選択ライン104（例えば、選択ライン104が
高水準、116が向けられるスイッチングトランジスタおよび選択ライン104が低いレベルに
ある時であるときに、スイッチングトランジスタはオフにされる）によって作動される。
オンにされるときに、スイッチングトランジスタ116は基準電圧ライン102行に電気的にド
ライブトランジスタ（および、ストレージキャパシタ118のゲート側端子118g）のゲート
端子を連結する。図1Bと関連しての下で更に記載されているように、基準電圧ライン102
は接地点電圧または固定された他の基準電圧（「Vref」）に維持されることができ、補償
をピクセル100の性能劣化に提供するためにピクセル100のプログラム位相の間、任意に調
整されることができる。データスイッチングトランジスタ112は、スイッチングトランジ
スタ116として同様に選択ライン104によって作動される。なお、これは、トランジスタ11
2のスイッチングのデータは、必要に応じて画素100の実装では第2選択ラインにより動作
させることができることに留意されたい。オンにされるとき、データスイッチングトラン
ジスタ112はデータ/モニタライン108に、電気的にドライブトランジスタ（および、スト
レージキャパシタ118のソース側端子118s）のソース端子を連結する。
【００２６】
　[0044]　図2Bは、図2Aに示されるピクセル100のための典型的な動作サイクルの概略タ
イミング図である。ピクセル100は、モニタ位相121、プログラム位相122およびエミッシ
ョン位相123において作動されることができる。モニタ位相121の間、選択ライン104は高
く、スイッチングトランジスタ116およびデータスイッチングトランジスタ112は両方とも
ターンオンされる。データ/モニタライン108は、較正電圧（「Vcal」）で固定される。デ
ータスイッチングトランジスタ112がターンオンされるので、較正電圧VcalはOLED 110の
陽極端子に適用される。OLED 110の陽極および陰極端子全体に印加される電圧がOLED 110
の作動電圧VOLED未満であるように、Vcalの値は選択され、したがって、OLED 110は電流
を引かない。OLED 110（すなわち、OLED 110が電流を引かないことを確実にするのに十分
な）をオフにするのに十分なレベルで、Vcalをセットすることによって、モニタ相121の
間のドライブトランジスタ114による流れる電流は、OLED 110を通過しなくて、データ/モ
ニタライン108で、その代わりに進行する。このように、モニタ位相121の間、Vcalでデー
タ/モニタライン108を固定することによって、データ/モニタライン108上の電流は、ドラ
イブトランジスタ114で引かれている電流である。データ/モニタライン108は、それから
モニタ相121の間の電流を判断して、それによってピクセル100の性能劣化を表す情報を抜
き取るモニタシステム（例えば図1に示されるモニタシステム12）に連結することができ
る。例えば、リファレンス電流値を有するモニタ位相121の間、データ/モニタライン108
行に判断される電流を分析することによって、ドライブトランジスタの閾値電圧（「Vt」
）は、決定されることができる。閾値電圧のこの種の決定は、基準電圧Vrefの値に基づい
て、測定された電流を予想される電流と比較することによって行われることができ、較正
電圧Vcalはドライブトランジスタ114のゲートおよび、それぞれ、ソース端子にあてはま
る。例えば、関係
Imeas = Ids =β(Vgs - Vt)2 = β(Vref - Vcal - Vt)2

は以下のように再配置して与えられる
Vt = Vref - Vcal - ( Imeas /β) 1/2

　[0045]　さらにまたは代わりに、画素100の劣化（例えば、Vtの値）を比較し、比較に
応じて増分的に更新されるImeasと予想電流とImeasの値の推定値との間に形成されること
を特徴と段階的な方法に従って抽出することができる（例えば、Imeasが期待電流よりも
より小さいか、大きいかを決定することに基づいて）。上記の説明がモニタ位相121の間
、データ/モニタライン108上の電流を判断することを述べると共に、電流をデータ/モニ
タライン108に取り付けられると共に、モニタ位相121がデータ/モニタライン108の電圧を
測定することを含むことができる点に注意すべきである。さらに、モニタ位相121は間接
的に、例えば、負荷全体の電圧劣化を測定することによってデータ/モニタライン108上の
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電流を判断することを含むことができ、電流コンベヤを経て提供されるデータ/モニタラ
イン108上の電流にまたはデータ/モニタライン108上の電流を受信する現在の制御電圧源
から、電圧出力を測定することによって関する電流を判断する。
【００２７】
　[0046]　プログラム位相122の間、選択ライン104は高いままであり、スイッチングトラ
ンジスタ116およびデータスイッチングトランジスタ112は、したがって、オンにされるま
まである。基準電圧ライン102は、Vrefで固定するままであることができるかまたは適当
な補償電圧（「Vcomp」）によって、任意にピクセル100（例えばモニタ位相121の間、決
定される劣化）の性能劣化を説明するように調整されることができる。例えば、Vcompは
ドライブトランジスタ114の閾値電圧Vtの変動を説明するのに十分な電圧である。電圧Vre
f（またはVcomp）は、ストレージキャパシタ118のゲート-側端子118gに適用される。また
、プログラム位相122の間、データ/モニタライン108はプログラム電圧（「Vprog）に合う
。そして、それはストレージキャパシタ118のソース-側端子118sに適用される。プログラ
ム位相122の間、ストレージキャパシタ118は基準電圧ライン102上のVref（またはVcomp）
およびデータ/モニタライン108上のVprogの違いによって与えられる電圧を任される。
【００２８】
　[0047]　本開示の一態様によれば、ピクセル100の性能劣化は、プログラム位相122の間
、ストレージキャパシタ118の補償電圧Vcompをゲート側端子118gに適用することで補償さ
れる。例えば、ピクセル100が機械の応力、エージング、温度バリエーション、その他の
ために解体するにつれて、ドライブトランジスタ114の閾値電圧Vtはシフトすることがで
き（例えば、増加する）、したがって、より大きいゲート-ソース電圧Vgsはドライブトラ
ンジスタ114全体にOLED 110で所望の駆動電流を維持することを必要とする。実装形態で
は、データ/モニタライン108を経たモニタ位相121の間、Vtの変動は最初に測定されるこ
とができ、そうすると、Vcompがプログラム電圧Vprogから切り離す補償電圧を印加するこ
とによるプログラム位相122の間、Vtの変動はストレージキャパシタ118のゲート-側端子1
18gを補償することができる。さらにまたは代わりに、補償はストレージキャパシタ118の
ソース側端子118sに適用されるプログラム電圧Vprogの調整を経て提供されることができ
る。さらに、OLED 110がプログラム位相122の間、光を発するのが防止されるように、プ
ログラム電圧Vprogは好ましくはプログラム位相122の間、OLED 110をオフにするのに十分
な電圧である。
【００２９】
　[0048]　ピクセル100のエミッション位相123の間、選択ライン104は低く、スイッチン
グトランジスタ116およびデータスイッチングトランジスタ112は両方ともオフにされる。
ストレージキャパシタ118はVref（またはVcomp）の違いによって与えられる駆動電圧でチ
ャージされるままであり、Vprogはプログラム位相122の間、ストレージキャパシタ118全
体に印加される。スイッチングトランジスタ116およびデータスイッチングトランジスタ1
12がオフにされたあと、ストレージキャパシタ118は駆動電圧を維持し、ドライブトラン
ジスタ114は電源ライン106から駆動電流を引き出す。OLED 110に通される電流の量に従う
光を発するOLED 110で、駆動電流は、それから運搬される。エミッション位相123の間、O
LED 110（および、ストレージキャパシタのソース-側端子118s）の陽極端子は、OLED 110
の作動電圧VOLEDに、プログラム位相122の間、適用されるプログラム電圧Vprogから変化
することができる。さらに、駆動電流がOLED 110に通されるにつれて、OLED 110の陽極端
子はエミッション位相123のコースを通じて、変化することができる（例えば、増加する
）。しかし、エミッション位相123の間、OLED 110の陽極の電圧が変化することができる
まさにその時、ストレージキャパシタ118はドライブトランジスタ114のゲート端子の電圧
がドライブトランジスタ114のゲート-ソース電圧を維持するように自動調整する。例えば
、ソース側端子118s上の調整（例えば、増加）は、プログラム位相122の間、ストレージ
キャパシタ118に負った駆動電圧を維持するためにゲート-側端子118gに反映される。
【００３０】
　[0049]　図2Aにおいて例示される駆動回路がｎ型トランジスタ（薄膜トランジスタであ
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りえて、アモルファスシリコンから形成されることができる）で例示されると共に、図2A
において例示される駆動回路および図2Bにおいて例示される操作のサイクルは一つ以上の
Ｐ型トランジスタを有し、薄膜トランジスタ以外のトランジスタを有する相補型回路まで
広げられることができる。
【００３１】
　[0050] 図3Aは、ピクセル130のための典型的なピクセル回路構成のための回路図である
。ピクセル130のための駆動回路は、ピクセル130をプログラムして、モニタして、動かす
ために利用される。ピクセル130は、OLED 146で駆動電流を運搬するためのドライブトラ
ンジスタ148を含む。OLED 146は、図2Aに示されるOLED 110と類似していて、OLED 146を
通過している電流に従う光を発する。OLED 146は、いかなる電流駆動発光デバイスもと取
り替えられることができる。ピクセル130は、ピクセル130と関連して記載されている接続
線を含む適切な修正については、図1と関連して記載されているディスプレイシステム50
のディスプレイパネル20において利用されることができる。
【００３２】
　[0051] ピクセル130のための駆動回路もストレージキャパシタ156、第1のスイッチング
トランジスタ152および第２のスイッチングトランジスタ154を含み、データがトランジス
タ144およびエミッショントランジスタ150を切替える。ピクセル130は、基準電圧ライン1
40、データ/基準線132、電源ライン136、データ/モニタライン138、選択ライン134および
輝線142に連結する。ドライブトランジスタ148は、ドライブトランジスタ148のゲート端
子およびドライブトランジスタ148のソース端子全体のゲート-ソース電圧（「Vgs」）お
よびドライブトランジスタ148の閾値電圧（「Vt」）に従う電源ライン136から、電流を引
き出す。ドライブトランジスタ148のドレイン－ソース電流およびゲート-ソース電圧との
関係は、図2Aおよび2Bと関連して記載されているドライブトランジスタ114の動作と類似
している。
【００３３】
　[0052]　ピクセル130において、ストレージキャパシタ156はエミッショントランジスタ
150によるドライブトランジスタ148のゲート端子およびソース端子全体に連結される。ス
トレージキャパシタ156は第一末端156gを有し、それは便宜のためにゲート-側端子156gお
よび第２の端子156sと称され、それは便宜のためにソース-側端子156sと称される。スト
レージキャパシタ156のゲート-側端子156gは、電気的にエミッショントランジスタ150に
よるドライブトランジスタ148のゲート端子に連結する。ストレージキャパシタ156のソー
ス-側端子156sは、電気的にドライブトランジスタ148のソース端子に連結する。このよう
に、エミッショントランジスタ150がオンにされるとき、ドライブトランジスタ148のゲー
ト-ソース電圧Vgsはストレージキャパシタ156にチャージする電圧である。エミッション
トランジスタ150は、輝線142によって作動される（例えば、発光トランジスタ150が輝線1
42がハイに設定されるときに表示され、逆も同様である）。更に下で説明されるように、
ストレージキャパシタ156はピクセル130のエミッション位相の間、それによってドライブ
トランジスタ148全体の駆動電圧を維持することができる。
【００３４】
　[0053] ドライブトランジスタ148のドレイン端子は、電気的に電源ライン136に連結す
る。ドライブトランジスタ148のソース端子は、電気的にOLED 146の陽極端子に連結する
。OLED 146の陰極端子は、接地点に接続していることができるかまたは任意に第２の電源
線（例えば供給ラインVss）に接続していることができる。このように、OLED 146はドラ
イブトランジスタ148の電流経路と直列に接続される。一旦、OLED 146の陽極および陰極
端子全体の電圧劣化が2A図および2Bと関連して提供されるOLED 110の説明と同様のOLED 1
46の作動電圧（「VOLED」）を成し遂げるならば、OLED 146はOLED 146を通過している電
流に従う光を発する。
【００３５】
　[0054]　第1のスイッチングトランジスタ152、第２のスイッチングトランジスタ154お
よびデータスイッチングトランジスタ144は、選択ライン134（例えば、選択ライン134が1
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52、154が向けられ、選択ライン134が低いレベルにある高水準によって作動される各々で
ある（トランジスタ144）にあるとき、スイッチングトランジスタ144、152、154はオフに
される）。オンにされるとき、第1のスイッチングトランジスタ152は基準電圧ライン140
に電気的にドライブトランジスタ148のゲート端子を連結する。図3Bと関連しての下で更
に記載されているように、基準電圧ライン140は固定された第1の基準電圧（「Vref1」）
に維持されることができる。データスイッチングトランジスタ144および／または第２の
スイッチングトランジスタ154は、ピクセル130の実施態様の第２の選択ラインによって、
任意に作動されることができる。オンにされるときに、第２のスイッチングトランジスタ
154はデータ/基準線132にストレージキャパシタ156のゲート-側端子156gを電気的に連結
する。オンにされるときに、データスイッチングトランジスタ144はストレージキャパシ
タ156のデータ/モニタライン138行をソース-側端子156sに電気的に連結する。
【００３６】
　[0055]　図3Bは、図3Aにおいて例示されるピクセル130を作動するためのタイミング図
である。図3Bに示すように、ピクセル130はモニタ位相124、プログラム位相125およびエ
ミッション位相126において作動されることができる。
【００３７】
　[0056]　ピクセル130のモニタ位相124の間、輝線142が低く設定されると共に、選択ラ
イン134は高く設定される。エミッショントランジスタ150がオフにされると共に、第1の
スイッチングトランジスタ152、第２のスイッチングトランジスタ154およびデータスイッ
チングトランジスタ144は全てターンオンされる。データ/モニタライン138は較正電圧（
「Vcal」）で固定され、基準電圧ライン140は第1の基準電圧Vref1で固定される。基準電
圧ライン140は第1のスイッチングトランジスタ152で第1の基準電圧Vref1をドライブトラ
ンジスタ148のゲート端子に適用し、データ/モニタライン138はデータスイッチングトラ
ンジスタ144で較正電圧Vcalをドライブトランジスタ148のソース端子に適用する。第1の
基準電圧Vref1および較正電圧Vcalは、このようにドライブトランジスタ148のゲート-ソ
ース潜在的Vgsを固定する。ドライブトランジスタ148は、このように定められるゲート-
ソース電位差に従う電源ライン136から電流を引き出す。較正電圧Vcalはまた、OLED 146
の陽極に適用され、都合よくOLED 146をオフにするのに十分な電圧であるのに選ばれる。
例えば、較正電圧Vcalは、陽極全体の電圧劣化およびOLED 146の陰極端子にOLED 146の作
動電圧VOLED未満にさせることがありえる。OLED 146をオフにすることによって、ドライ
ブトランジスタ148による電流は、OLED 146でよりむしろ完全にデータ/モニタライン138
に向けられる。図2Aおよび2Bのピクセル100と関連して、モニタ位相121の説明と類似し、
ピクセル130のデータ/モニタライン138で判断される電流は、ピクセル130（例えばドライ
ブトランジスタ148の閾値電圧Vtを表す情報）のための劣化情報を抜き取るために用いる
ことができる。
【００３８】
　[0057]　プログラム位相125の間、選択ライン134は高く設定され、輝線142は低く設定
される。発光トランジスタ150がオフしている間、モニタ位相124、第1スイッチングトラ
ンジスタ152、第2スイッチングトランジスタ154と、トランジスタ144のスイッチングのデ
ータと同様に、すべてオンする。データ/モニタライン138は、プログラム電圧（「Vprog
」）に設定され、基準電圧線140は、第1基準電圧Vref1に固定され、データ/基準線132は
、第2の基準電圧（「電圧Vref2」に設定される）。プログラム位相125の間、プログラム
電圧Vprogがストレージキャパシタ156のソース-側端子156sに適用されると共に、第２の
基準電圧Vref2はこのようにストレージキャパシタ156のゲート-側端子156gに適用される
。実施において、データ/基準線132は、プログラム位相125の間、第２の基準電圧Vref2で
固定するままであることができるよりはむしろ、補償電圧（「Vcomp」）にセット（調整
）されることができる。ストレージキャパシタ156は、それから第２の基準電圧Vref2（ま
たは補償電圧Vcomp）およびプログラム電圧Vprogの違いによって満たされる。本開示の実
現形態もプログラム電圧Vprogがデータ/基準線132に適用されるプログラム位相125の動作
を含み、一方、データ/モニタライン138は第２の基準電圧Vref2でまたは補償電圧Vcompで
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固定される。いずれの動作でも、ストレージキャパシタ156はVprogおよびVref2（またはV
comp）の違いによって与えられる電圧でチャージされる。図2Aおよび2Bに関連して説明し
た画素100の動作と同様に、 ゲート側端子156グラムに印加される補償電圧Vcompは、例え
ばモニタ位相124の間に測定劣化、画素回路130の劣化を考慮して適切な電圧である（例え
ば、駆動トランジスタ148の閾値電圧Vtの増加）。
【００３９】
　[0058]　プログラム電圧Vprogは、プログラム位相125の間、OLED 146の陽極端子に適用
される。プログラム電圧Vprogは、都合よくプログラム位相125の間、OLED 146をオフにす
るのに十分であるように選ばれる。例えば、プログラム電圧Vprogは、都合よく陽極全体
の電圧劣化およびOLED 146の陰極端子にOLED 146の作動電圧VOLED未満にさせることがあ
りえる。さらにまたは代わりに、第２の基準電圧Vref2がデータ/モニタライン138に適用
される実施態様で、第２の基準電圧Vref2は、外れた状態のOLED 146を維持する電圧であ
るのに選ばれることができる。
【００４０】
　[0059]　プログラム位相125の間、ストレージキャパシタ156がデータ/基準線132および
／またはデータ/モニタライン138行を経たプログラム情報を受信すると共に、ドライブト
ランジスタ148は都合よくストレージキャパシタ156から分離される。ドライブトランジス
タ148をエミッショントランジスタ150（それは、プログラム位相125の間、それられる）
を有するストレージキャパシタ156から分離することによって、ドライブトランジスタ148
は都合よくプログラム位相の間、125をオンにするのを防止される。図2Aのピクセル回路1
00は、プログラム位相122の間、ドライブトランジスタ114をストレージキャパシタ118か
ら分離する手段を欠いている回路の実施形態を提供する。実施形態として、プログラム相
122の間のピクセル100で、電圧はドライブトランジスタ114をつけるのに十分なストレー
ジキャパシタ全体に決められる。一旦、ストレージキャパシタ118の電圧が充分であると
、ドライブトランジスタ114は電源ライン106から電流を引くことを開始する。電流はOLED
 110の中を流れず、それはプログラム位相122（その代わりにデータスイッチングトラン
ジスタ112によるドライブトランジスタ114の流れによる電流）の間、一方に偏る後退であ
る。電流がデータスイッチングトランジスタ112で運搬されるにつれて、電圧劣化は、し
たがって、データスイッチングトランジスタ112の非零点抵抗のために、データスイッチ
ングトランジスタ112全体に開発される。データスイッチングトランジスタ112全体の電圧
劣化は、ソース-側端子118sに適用される電圧にデータ/モニタライン108上のプログラム
電圧Vprogと異なるストレージキャパシタ118を生じさせる。違いは、データスイッチング
トランジスタ112による流れる電流およびデータスイッチングトランジスタ112の固有の抵
抗によって与えられる。
【００４１】
　[0060]　再び図3Aおよび3Bに関連して、ピクセル130のエミッショントランジスタ150は
、プログラム位相125の間、ストレージキャパシタ156に決められる電圧がプログラム位相
125の間、ドライブトランジスタ148のゲート-ソース端子全体に、印加されないことを確
実にすることによって上記の結果について述べる。エミッショントランジスタ150は、ド
ライブトランジスタがピクセル130のプログラム位相125の間、ターンオンされないことを
確実にするためにドライブトランジスタ148からストレージキャパシタ156の端子のうちの
１つを分離する。エミッショントランジスタ150は、スイッチングトランジスタ144の抵抗
から独立している電圧を有するピクセル回路130を（例えば、ストレージキャパシタ156を
満たして）プログラムすることを考慮に入れる。
さらに、Vref1およびVprogの違いによって与えられるゲート-ソース電圧がドライブトラ
ンジスタ148がプログラム位相125の間、スイッチを入れるのを防止するのに十分であるよ
うに、基準電圧ライン140行に適用される第1の基準電圧Vref1は選ばれることができる。
【００４２】
　[0061] ピクセル130のエミッション位相126の間、輝線142が高い間、選択ライン134は
低く設定される。第1のスイッチングトランジスタ152、第２のスイッチングトランジスタ
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154およびデータスイッチングトランジスタ144は、全てオフにされる。エミッショントラ
ンジスタ150は、エミッション位相126の間、オンにされる。エミッショントランジスタ15
0をオンにすることによって、ストレージキャパシタ156はドライブトランジスタ148のゲ
ート端子およびソース端子全体に接続される。ドライブトランジスタ148は、ストレージ
キャパシタ156に保存されて、ゲート全体に適用される駆動電圧およびドライブトランジ
スタ148のソース端子に従う電源ライン136行から、駆動電流を引き出す。データスイッチ
ングトランジスタ144がオフにされるので、OLED 146の陽極端子はデータ/モニタライン13
8によって、プログラム電圧にもはやセットされず、したがって、OLED 146はターンオン
され、OLED 146の陽極端子の電圧はOLED 146の作動電圧VOLEDに適応する。蓄積容量156は
、自己調節ソース端子及び/又は1つ以上の他のバリエーションを考慮するように、駆動ト
ランジスタ148のゲート端子の電圧によって蓄電容量156にチャージ駆動電圧を維持する。
例えば、例えば、ソース-側端子の156sの電圧が作動電圧VOLEDで定まっているOLED 146の
陽極端子のために、エミッションサイクル126の間、変化する場合、ストレージキャパシ
タ156はドライブトランジスタ148のゲート端子の電圧がゲート全体の駆動電圧およびドラ
イブトランジスタ148のソース端子を維持するように調整する。
【００４３】
　[0062]　図3Aにおいて例示される駆動回路がｎ型トランジスタ（それは薄膜トランジス
タでよく、アモルファスシリコンから形成されることができる）で例示されると共に、ピ
クセル130のための図3Aおよび図3Bにおいて例示される操作のサイクルにおいて例示され
る駆動回路は一つ以上のＰ型トランジスタを有し、薄膜トランジスタ以外のトランジスタ
を有する相補型回路まで広げられることができる。
【００４４】
　[0063]　図4Aは、ピクセル160のための典型的なピクセル回路構成のための回路図であ
る。ピクセル160のための駆動回路は、ピクセル160をプログラムし、モニタし、動かすた
めに利用される。ピクセル160は、OLED 172で駆動電流を運搬するためのドライブトラン
ジスタ174を含む。OLED 172は、図1Aに示されるOLED 110と類似していて、OLED 172を通
過している電流に従う光を発する。OLED 172は、いかなる電流駆動発光デバイスと取り替
えられることができる。ピクセル160は、データ・ドライバ、アドレス・ドライバ、その
他に対する適切な接続方針については、図1と関連して記載されているディスプレイシス
テム50のディスプレイパネル20において利用されることができる。
【００４５】
　[0064]　ピクセル160のための駆動回路も、ストレージキャパシタ182、データスイッチ
ングトランジスタ180、モニタ・トランジスタ178およびエミッショントランジスタ176を
含む。ピクセル160は、データ・ライン162、電源ライン166行、モニタライン168行、選択
ライン164および輝線170に連結する。ドライブトランジスタ174は、ドライブトランジス
タ174のゲート端子およびドライブトランジスタ174のソース端子全体のゲート-ソース電
圧（「Vgs」）およびドライブトランジスタ174の閾値電圧（「Vt」）に従う電源ライン16
6から、電流を引き出す。ドライブトランジスタ174のドレイン－ソース電流およびゲート
-ソース電圧との関係は、図2Aおよび2Bと関連して記載されているドライブトランジスタ1
14の動作と類似している。
【００４６】
　[0065]　ピクセル160において、ストレージキャパシタ182はエミッショントランジスタ
176によるドライブトランジスタ174のゲート端子およびソース端子全体に連結される。ス
トレージキャパシタ182は第一末端182gを有し、便宜のためにゲート-側端子182gおよび第
２の端子182sと称され、便宜のためにソース-側端子182sと称される。ゲート-側端子182g
は、ストレージキャパシタ182の、電気的にドライブトランジスタ174のゲート端子に連結
する。ソース-側端子182sは、ストレージキャパシタ182の、電気的にエミッショントラン
ジスタ176によるドライブトランジスタ174のソース端子に連結する。このように、エミッ
ショントランジスタ176がオンにされるときに、ドライブトランジスタ174のゲート-ソー
ス電圧Vgsはストレージキャパシタ182にチャージする電圧である。エミッショントランジ
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スタ176は、輝線170によって作動される（例えば、輝線170が設定された高いとき、エミ
ッショントランジスタ176はオンにされ、逆もまた同様である）。更に下で説明されるよ
うに、ストレージキャパシタ182はピクセル160のエミッション位相の間、それによってド
ライブトランジスタ174全体の駆動電圧を維持することができる。
【００４７】
　[0066] ドライブトランジスタ174のドレイン端子は、電気的に電源ライン166に連結す
る。ドライブトランジスタ174のソース端子は、電気的にOLED 172の陽極端子に連結する
。OLED 172の陰極端子は、接地点に接続していることができ、または任意に第２の電源線
（例えば供給ラインVss）に接続していることができる。このように、OLED 172はドライ
ブトランジスタ174の電流経路と直列に接続される。一旦、OLED 172の陽極および陰極端
子全体の電圧劣化が図2Aおよび2Bと関連して提供されるOLED 110の説明と同様のOLED 172
の作動電圧（「VOLED」）を成し遂げるならば、OLED 172はOLED 172を通過している電流
に従う光を発する。
【００４８】
　[0067]　データスイッチングトランジスタ180及びモニター用トランジスタ178は、それ
ぞれ、セレクトライン168によって操作される（選択線168がハイレベルのとき、トランジ
スタ178、180がオンとなり、選択線168がローレベルのとき、トランジスタ178、180をOFF
にする）。オンにされるときに、データスイッチングトランジスタ180はデータ・ライン1
62に電気的にドライブトランジスタ174のゲート端子を連結する。データスイッチングト
ランジスタ180および／またはモニタ・トランジスタ178は、ピクセル160の実施態様の第
２の選択ラインによって、任意に作動されることができる。オンにされるときに、モニタ
・トランジスタ178はモニタライン164行にストレージキャパシタ182のソース-側端子182s
を電気的に連結する。オンにされるときに、データスイッチングトランジスタ180はスト
レージキャパシタ182のデータ・ライン162をゲート-側端子182gに電気的に連結する。
【００４９】
　[0068]　図4Bは、図4Aにおいて例示されるピクセル160を作動するためのタイミング図
である。図4Bに示すように、ピクセル160はモニタ位相127、プログラム位相128およびエ
ミッション位相129において作動されることができる。
【００５０】
　[0069]　ピクセル160のモニタ位相127の間、選択ライン164および輝線170は、両方の設
定された高さである。データスイッチングトランジスタ180、モニタ・トランジスタ178お
よびエミッショントランジスタ170は、全てターンオンされる。データ・ライン162は第1
の較正電圧（「Vcal」）で固定され、モニタライン168は第２の較正電圧（「Vcal2」）で
固定する。第1の較正電圧Vcal1は、データスイッチングトランジスタ180でドライブトラ
ンジスタ174のゲート端子に適用される。第２の較正電圧Vcal2は、モニタ・トランジスタ
178およびエミッショントランジスタ176によるドライブトランジスタ174のソース端子に
適用される。第1の較正電圧Vcal1および第２の較正電圧Vcal2はそれによってドライブト
ランジスタ174のゲート-ソース潜在的Vgsを固定し、ドライブトランジスタ174はそのゲー
ト-ソース潜在的Vgsに従う電源ライン166から、電流を引き出す。第２の較正電圧Vcal2は
また、OLED 172の陽極に適用されて、都合よくOLED 172をオフにするのに十分な電圧であ
るのに選ばれる。モニタ位相127の間、OLED 172をオフにすることは、ドライブトランジ
スタ174による流れる電流がOLED 174を通過しないことを確実にして、エミッショントラ
ンジスタ176およびモニタ・トランジスタ178を経たモニタライン168に、その代わりに伝
えられる。図2Aおよび2Bのピクセル100と関連して、モニタ位相121の説明と類似してい、
モニタライン168で判断される電流は、ピクセル160（例えばドライブトランジスタ174の
閾値電圧Vtを表す情報）のための劣化情報を抜き取るために用いることができる。
【００５１】
　[0070]　プログラム位相128の間、選択ライン164は高く設定され、輝線170は低く設定
される。エミッショントランジスタ176がオフにされると共に、データスイッチングトラ
ンジスタ180およびモニタ・トランジスタ178はオンにされる。データ・ライン162はプロ
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グラム電圧（「Vprog」）にセットされ、モニタライン168は基準電圧（「Vref」）で固定
する。モニタライン164は、任意に基準電圧Vrefよりむしろ補償電圧（「Vcomp」）にセッ
トされることができる。ゲート-側端子182gはストレージキャパシタ182のプログラム電圧
Vprogにセットされ、ソース-側端子182sは基準電圧Vref（または補償電圧Vcomp）にセッ
トされる。ストレージキャパシタ182は、プログラム電圧Vprogおよび基準電圧Vref（また
は補償電圧Vcomp）の違いによって、それによって満たされる。プログラム位相128の間、
ストレージキャパシタ182にチャージする電圧は、駆動電圧と称する。駆動電圧は、OLED 
172に光の所望の量を発させる所望の駆動電流を起こすためにドライブトランジスタ174全
体に適用されるための適当な電圧である。図2Aおよび2Bと関連してピクセル100の動作と
類似して、ソース-側端子182sに、任意に適用される補償電圧Vcompは、ピクセル回路160
（例えばモニタ位相127（例えばドライブトランジスタ174の閾値電圧Vtの増加）の間、測
定される劣化）の性能劣化を説明する適当な電圧である。さらにまたは代わりに、ピクセ
ル160の性能劣化の補償は、ゲート-側端子182gに適用されるプログラム電圧Vprogの調整
によって、占められることができる。
【００５２】
　[0071]　プログラム位相128の間、ドライブトランジスタ174はエミッショントランジス
タ176によってストレージキャパシタ182から分離され、それはプログラム位相128の間、
ストレージキャパシタ182からドライブトランジスタ174のソース端子を分離する。図3Aお
よび3Bと関連したエミッショントランジスタ150の動作の記述にとって、類似して都合よ
くプログラム位相128の間、ドライブトランジスタ174およびストレージキャパシタ182を
分離することは、ドライブトランジスタ182がプログラム位相128の間、オンにするのを防
止する。ドライブトランジスタ174が動いているようになるのを防止することによって、
電流がスイッチングトランジスタで運搬されないとき、プログラム位相128の間、ストレ
ージキャパシタ182に印加される電圧は都合よくスイッチングトランジスタの抵抗から独
立している。ピクセル160の構成において、エミッショントランジスタ176はまた、プログ
ラム位相128の間、都合よくOLED 172からストレージキャパシタ182を分離し、それはスト
レージキャパシタ182がプログラム位相128の間、OLED 172の内部静電容量によって影響さ
れるのを防止する。
【００５３】
　[0072]　ピクセル160のエミッション位相129の間、輝線170が高い間、選択ライン164は
低く設定される。データスイッチングトランジスタ180およびモニタ・トランジスタ178は
オフにされ、エミッショントランジスタ176はエミッション位相129の間、オンにされる。
エミッショントランジスタ176をオンにすることによって、ストレージキャパシタ182はド
ライブトランジスタ174のゲート端子およびソース端子全体に接続される。ドライブトラ
ンジスタ174は、ストレージキャパシタ182に保存される駆動電圧に従う電源ライン166か
ら、駆動電流を引き出す。OLED 172はターンオンされ、OLED 172の陽極端子の電圧はOLED
 172の作動電圧VOLEDに適応する。蓄積容量182は、自己調節ソース端子及び/又は1つ以上
の他のバリエーションを考慮するように、駆動トランジスタ174のゲート端子の電圧によ
って駆動電圧を維持する。例えば、ソース-側端子182sの電圧が作動電圧VOLEDで定まって
いるOLED 172の陽極端子のために、エミッションサイクル129の間、変化する場合、スト
レージキャパシタ182はドライブトランジスタ174のゲート端子の電圧がゲート全体の駆動
電圧およびドライブトランジスタ174のソース端子を維持するように調整する。
【００５４】
　[0073]　図4Aにおいて例示される駆動回路がｎ型トランジスタ（それは薄膜トランジス
タでありえて、アモルファスシリコンから形成されることができる）で例示されると共に
、ピクセル160のための図4Aおよび図4Bにおいて例示される操作のサイクルにおいて例示
される駆動回路は一つ以上のＰ型トランジスタを有し、薄膜トランジスタ以外のトランジ
スタを有する相補型回路まで広げられることができる。
【００５５】
　[0074]　図5Aは、ピクセル200のための典型的なピクセル回路構成のための回路図であ
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る。ピクセル200のための駆動回路は、ピクセル200をプログラムし、モニタし、動かすた
めに利用される。ピクセル200は、OLED 220で駆動電流を運搬するためのドライブトラン
ジスタ214を含む。OLED 220は、図2Aに示されるOLED 110と類似し、OLED 220を通過して
いる電流に従う光を発する。OLED 220は、いかなる電流駆動発光デバイスと取り替えられ
ることができる。ピクセル200は、データ・ドライバ、アドレス・ドライバ、モニタシス
テムその他への適切な線接続については、図1と関連して記載されているディスプレイパ
ネル20およびディスプレイシステム50に組み込まれることができる。
【００５６】
　[0075]　ピクセル200のための駆動回路も、ストレージキャパシタ218、データスイッチ
ングトランジスタ216、モニタ・トランジスタ212およびエミッショントランジスタ222を
含む。ピクセル200は、データ・ライン202、電源ライン206行、モニタライン208、選択ラ
イン204および輝線210に連結する。ドライブトランジスタ214は、ドライブトランジスタ2
14のゲート端子およびドライブトランジスタ214のソース端子全体のゲート-ソース電圧（
「Vgs」）およびドライブトランジスタ214の閾値電圧（「Vt」）に従って電源ライン206
から、電流を引き出す。ドライブトランジスタ214のドレイン－ソース電流およびゲート-
ソース電圧との関係は、図2Aおよび2Bと関連して記載されているドライブトランジスタ11
4の動作と類似している。
【００５７】
　[0076]　ピクセル200において、ストレージキャパシタ218はエミッショントランジスタ
222によるドライブトランジスタ214のゲート端子およびソース端子全体に連結される。ス
トレージキャパシタ218は第一末端218gを有し、それは便宜のためにゲート-側端子218gお
よび第２の端子218sと称され、便宜のためにソース-側端子218sと称される。ゲート-側端
子218gは、ストレージキャパシタ218の電気的にドライブトランジスタ214のゲート端子に
連結する。ストレージキャパシタ218のソース-側端子218sは、エミッショントランジスタ
222によるドライブトランジスタ214のソース端子に電気的に連結する。このように、エミ
ッショントランジスタ222がオンにされるときに、ドライブトランジスタ214のゲート-ソ
ース電圧Vgsはストレージキャパシタ218にチャージする電圧である。エミッショントラン
ジスタ222は、輝線210によって作動される（例えば、輝線210が設定された高さであると
き、エミッショントランジスタ222はオンにされ、逆もまた同様である）。更に下で説明
されるように、ストレージキャパシタ218はピクセル200のエミッション位相の間、それに
よってドライブトランジスタ214全体の駆動電圧を維持することができる。
【００５８】
　[0077] ドライブトランジスタ214のドレイン端子は、電気的に電源ライン206行に連結
する。ドライブトランジスタ214のソース端子は、電気的にエミッショントランジスタ222
によるOLED 220の陽極端子に連結する。OLED 220の陰極端子は、接地点に接続しているこ
とができ、または任意に第２の電源線（例えば供給ラインVss）に接続することができる
。このように、OLED 220はドライブトランジスタ214の電流経路と直列に接続される。一
旦、OLED 220の陽極および陰極端子全体の電圧劣化が、図2Aおよび2Bと関連して提供され
るOLED 110の説明と同様のOLED 220の作動電圧（「VOLED」）を成し遂げるならば、OLED 
220はOLED 220を通過している電流に従う光を発する。
【００５９】
　[0078]　データスイッチングトランジスタ216およびモニタ・トランジスタ212は、選択
ライン204（例えば、選択ライン204が216が向けられる、そして、選択ライン204が低いレ
ベルにある高水準（トランジスタ212）にあるとき、トランジスタ212、216はオフにされ
る）によって作動される各々である。オンにされるとき、データスイッチングトランジス
タ216はデータ・ライン202に電気的にドライブトランジスタ214のゲート端子を連結する
。データスイッチングトランジスタ216および／またはモニタ・トランジスタ212は、ピク
セル200の実施態様の第２の選択ラインによって、任意に作動されることができる。オン
にされるとき、モニタ・トランジスタ212はモニタライン208行にストレージキャパシタ21
8の218s電気的にソース-側端子を連結する。オンにされるときに、データスイッチングト



(22) JP 2014-517940 A 2014.7.24

10

20

30

40

50

ランジスタ216はストレージキャパシタ218のデータ・ライン202をゲート-側端子218gに電
気的に連結する。
【００６０】
　[0079]　図5Bは、プログラム位相およびエミッション位相の図5Aにおいて例示されるピ
クセル200を作動するためのタイミング図である。図5Bに示すように、ピクセル200はプロ
グラム位相223およびエミッション位相224において作動されることができる。図5Cは、ド
ライブトランジスタ214の態様を測定するためにTFTモニタ位相225の図5Aにおいて例示さ
れるピクセル200を作動するためのタイミング図である。図5Dは、OLED 220の態様を測定
するためにOLEDモニタ位相226の図5Aにおいて例示されるピクセル200を作動するためのタ
イミング図である。
【００６１】
　[0080]　ピクセル200を作動（「ドライブ」）するための典型的な実施において、ピク
セル200はビデオディスプレイで各々のフレームのためのプログラム位相223およびエミッ
ション位相224によって作動されることができる。画素200はまた、任意により、駆動トラ
ンジスタ214または220のOLED、またはその両方に画素200の劣化を監視するための監視フ
ェーズ225、226のいずれか又は両方で動作することができる。ピクセル200は間欠的に（
周期的に）モニタ位相225、226においてまたはソートによって作動されることができ、動
的に要求するディスプレイのピクセルを決定し、識別する優先順位アルゴリズムはしたが
って、補償を提供するための劣化情報を更新した。従って、画素200を介して表示されて
いる単一のフレームに対応する駆動シーケンスは、プログラム相223と発光相224を含むこ
とができ、監視フェーズ225,226のどちらか一方または両方を任意にすることができる。
【００６２】
　[0081]　プログラム位相223の間、選択ライン204は高く設定され、輝線210は低く設定
される。エミッショントランジスタ222がオフにされると共に、データスイッチングトラ
ンジスタ216およびモニタ・トランジスタ212はオンにされる。データ・ライン202はプロ
グラム電圧（「Vprog」）にセットされる、そして、モニタライン208は基準電圧（「Vref
」）で固定する。モニタライン208は、任意に基準電圧Vrefよりむしろ補償電圧（「Vcomp
」）にセットされることができる。ゲート-側端子218gはストレージキャパシタ218のプロ
グラム電圧Vprogにセットされ、ソース-側端子218sは基準電圧Vref（または補償電圧Vcom
p）にセットされる。ストレージキャパシタ218は、プログラム電圧Vprogおよび基準電圧V
ref（または補償電圧Vcomp）の違いによって、それによって満たされる。プログラム位相
223の間、ストレージキャパシタ218にチャージする電圧は、駆動電圧と称する。駆動電圧
は、OLED 220に光の所望の量を発させる所望の駆動電流を起こすためにドライブトランジ
スタ全体に適用されるために適当な電圧である。図2Aおよび2Bと関連して記載されている
ピクセル100の動作と類似して、ソース-側端子218sに、任意に適用される補償電圧Vcomp
は、モニタ位相225、226（例えばドライブトランジスタ214の閾値電圧Vtの増加）の間、
測定される劣化のような、ピクセル回路200の性能劣化を説明する適当な電圧である。さ
らにまたは代わりに、ピクセル200の性能劣化の補償は、ゲート-側端子218gに適用される
プログラム電圧Vprogの調整によって、占められることができる。
【００６３】
　[0082]　さらに、図3Aおよび3Bと関連して記載されているピクセル130と類似して、エ
ミッショントランジスタ222は、ドライブトランジスタ214がプログラム位相223の間、ス
トレージキャパシタ218から分離されることを確実にする。ドライブトランジスタ214から
ストレージキャパシタ218のソース-側端子218sを切ることによって、エミッショントラン
ジスタ222は、電流がスイッチングトランジスタの中を流れるように、ドライブトランジ
スタがプログラミングの間、ターンオンされないことを確実にする。前述のように、ドラ
イブトランジスタ214をエミッショントランジスタ222を経たストレージキャパシタ218か
ら分離することは、プログラム位相223の間、ストレージキャパシタ218にチャージする電
圧がスイッチングトランジスタの抵抗から独立していることを確実にする。
【００６４】
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　[0083]　ピクセル200のエミッション位相224の間、輝線210が高い間、選択ライン204は
低く設定される。データスイッチングトランジスタ216およびモニタ・トランジスタ212は
オフにされ、エミッショントランジスタ222はエミッション位相224の間、オンにされる。
エミッショントランジスタ214をオンにすることによって、ストレージキャパシタ218はド
ライブトランジスタ214のゲート端子およびソース端子全体に接続される。ドライブトラ
ンジスタ214は、ストレージキャパシタ218に保存される駆動電圧に従う電源ライン206か
ら、駆動電流を引き出す。OLED 220はターンオンされ、OLED 220の陽極端子の電圧はOLED
 220の作動電圧VOLEDに適応する。蓄積容量218は、自己調節ソース端子及び/又は1つ以上
の他のバリエーションを考慮するように、駆動トランジスタ218のゲート端子の電圧によ
って駆動電圧を維持する。例えば、ソース-側端子218sの電圧が作動電圧VOLEDで定まって
いるOLED 220の陽極端子のために、エミッションサイクル224の間、変化する場合、スト
レージキャパシタ218はドライブトランジスタ214のゲート端子の電圧がゲート全体の駆動
電圧およびドライブトランジスタ214のソース端子を維持するように調整する。
【００６５】
　[0084]　ピクセル200のTFTモニタ位相225の間、選択ライン204および輝線210は、両方
の設定された高さである。データスイッチングトランジスタ216、モニタ・トランジスタ2
12およびエミッショントランジスタ222は全てターンオンされる。データ・ライン202は第
1の較正電圧（「Vcal1」）で固定し、モニタライン208は第２の較正電圧（「Vcal2」）で
固定する。第1の較正電圧Vcal1は、データスイッチングトランジスタ216でドライブトラ
ンジスタ214のゲート端子に適用される。第２の較正電圧Vcal2は、モニタ・トランジスタ
212およびエミッショントランジスタ222によるドライブトランジスタ214のソース端子に
適用される。第1の較正電圧Vcal1および第２の較正電圧Vcal2はそれによってドライブト
ランジスタ214のゲート-ソース潜在的Vgsを固定する、そして、ドライブトランジスタ214
はそのゲート-ソース潜在的Vgsに従う電源ライン206から、電流を引き出す。第２の較正
電圧Vcal2は、また、OLED 220の陽極に適用されて、都合よくOLED 220をオフにするのに
十分な電圧であるのに選ばれる。TFTモニタ位相225の間、OLED 220をオフにすることは、
ドライブトランジスタ214による流れる電流がOLED 220を通過しないことを確実にして、
エミッショントランジスタ222およびモニタ・トランジスタ212を経たモニタライン208に
、その代わりに伝えられる。図2Aおよび2Bのピクセル100と関連して、モニタ位相121の説
明と類似し、モニタライン208に判断される電流は、ピクセル200（例えばドライブトラン
ジスタ214の閾値電圧Vtを表す情報）のための劣化情報を抜き取るために用いることがで
きる。
【００６６】
　[0085]　ピクセル200のOLEDモニタ位相226の間、輝線210が低く設定されると共に、選
択ライン204は高く設定される。エミッショントランジスタ222がオフにされると共に、デ
ータスイッチングトランジスタ216およびモニタ・トランジスタ212はオンにされる。デー
タ線202は、基準電圧Vrefに固定され、モニタ線源又はモニタライン208上に固定された電
流をシンクする。モニタライン208上の固定された電流は、モニタ・トランジスタ212によ
るOLED 220に印加されて、OLED 220にその作動電圧VOLEDで定まらせる。このように、固
定された電流をモニタライン208に印加して、モニタライン208の電圧を測定することによ
って、OLED 220の作動電圧VOLEDは、抽出されることができる。
【００６７】
　[0086]　また、図5Bから5Dでは、輝線は、一般に、選択ラインが特定のレベルに設定さ
れるよりも長い期間の各動作フェーズ内レベルに設定されることに注意する。遅延するか
、短くなるかまたは長くなることによって、ピクセル200の態様は、次の操作のサイクル
の前により正確に安定した位置に取りかかることができ、値の継続期間が操作のサイクル
の間、選択ライン204および／または輝線210によって決定される。例えば、プログラムに
関して、輝線210を選択ライン204をセットする前に低く設定して、操作のサイクル223に
よって、ドライブトランジスタ214がデータスイッチングトランジスタ216を経たドライブ
トランジスタに適用されている新しいプログラム情報の前に、駆動電流をやめることがで
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きる。ピクセル200の異なった操作のサイクルの前後で遅延させるかまたは固定時間を提
供するこの特徴がピクセル200のために例示されると共に、類似した変更態様は、ピクセ
ル100、130、170、その他のような、本願明細書において開示される他の回路の操作のサ
イクルまでなされることができる。
【００６８】
　[0087]　図5Aにおいて例示される駆動回路が、ｎ型トランジスタ（それは薄膜トランジ
スタであり、アモルファスシリコンから形成されることができる）で例示されると共に、
ピクセル200のための図5Aおよび5dで図5Bにおいて例示される操作のサイクルにおいて例
示される駆動回路は一つ以上のＰ型トランジスタを有し、薄膜トランジスタ以外のトラン
ジスタを有する相補型回路まで広げられることができる。
【００６９】
　[0088]　図6Aは、ピクセル240のための典型的なピクセル回路構成のための回路図であ
る。ピクセル240のための駆動回路は、ピクセル240をプログラムし、モニタし、動かすた
めに利用される。ピクセル240は、OLED 256で駆動電流を運搬するためのドライブトラン
ジスタ252を含む。OLED 256は、図2Aに示されるOLED 110と類似し、OLED 256を通過して
いる電流に従う光を発する。OLED 256は、いかなる電流駆動発光デバイスと取り替えられ
ることができる。ピクセル240は、データ・ドライバ、アドレス・ドライバ、モニタシス
テム、その他への適切な線接続については、図1と関連して記載されているディスプレイ
パネル20およびディスプレイシステム50に組み込まれることができる。
【００７０】
　[0089]　ピクセル240のための駆動回路も、ストレージキャパシタ262、データスイッチ
ングトランジスタ260、モニタ・トランジスタ258およびエミッショントランジスタ254を
含む。ピクセル240は、データ/モニタライン242、電源ライン246、第1の選択ライン244、
第２の選択ライン245および輝線250に連結する。ドライブトランジスタ252は、ドライブ
トランジスタ252のゲート端子およびドライブトランジスタ252のソース端子全体のゲート
-ソース電圧（「Vgs」）およびドライブトランジスタ252の閾値電圧（「Vt」）に従う電
源ライン246から、電流を引き出す。ドライブトランジスタ252のドレイン－ソース電流お
よびゲート-ソース電圧との関係は、2A図および2Bと関連して記載されているドライブト
ランジスタ114の動作と類似する。
【００７１】
　[0090]　ピクセル240において、ストレージキャパシタ262はエミッショントランジスタ
254によるドライブトランジスタ252のゲート端子およびソース端子全体に連結される。ス
トレージキャパシタ262は第一末端262gを有し、それは便宜のためにゲート-側端子262gお
よび第２の端子262sと称され、それは便宜のためにソース-側端子262sと称される。ゲー
ト-側端子262gは、ストレージキャパシタ262の、ドライブトランジスタ252のゲート端子
に電気的に連結する。ソース-側端子262sは、ストレージキャパシタ262の、エミッション
トランジスタ254によるドライブトランジスタ252のソース端子に電気的に連結する。この
ように、エミッショントランジスタ254がオンにされるとき、ドライブトランジスタ252の
ゲート-ソース電圧Vgsはストレージキャパシタ262にチャージする電圧である。エミッシ
ョントランジスタ254は、輝線250によって作動される（例えば、輝線250が設定された高
さであるとき、エミッショントランジスタ254はオンにされ、逆もまた同様である）。更
に下で説明されるように、ストレージキャパシタ262はピクセル240のエミッション位相の
間、それによってドライブトランジスタ252全体の駆動電圧を維持することができる。
【００７２】
　[0091]　ドライブトランジスタ252のドレイン端子は、電気的に電源ライン246に連結す
る。ドライブトランジスタ252のソース端子は、電気的にエミッショントランジスタ254に
よるOLED 256の陽極端子に連結する。OLED 256の陰極端子は、接地点に接続していること
ができ、または任意に第２の電源線（例えば供給ラインVss）に接続していることができ
る。このように、OLED 256はドライブトランジスタ252の電流経路と直列に接続される。
一旦、OLED 256の陽極および陰極端子全体の電圧劣化が2A図および2Bと関連して提供され
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るOLED 110の説明と同様のOLED 256の作動電圧（「VOLED」）を成し遂げるならば、OLED 
256はOLED 256を通過している電流に従う光を発する。
【００７３】
　[0092]　データスイッチングトランジスタ260は、第1の選択ライン244によって作動す
る（例えば、第1選択ライン244がハイのとき、トランジスタ260のスイッチングデータが
ターンオンされ、第1選択ライン244がローに設定されたときに、スイッチングトランジス
タのデータがオフにされる）。モニタ・トランジスタ258は、第２の選択ライン245によっ
て同様に作動される。オンにされるときに、データスイッチングトランジスタ260はデー
タ/モニタライン242に、ストレージキャパシタ262のゲート-側端子262gを電気的に連結す
る。オンにされるときに、モニタ・トランジスタ258はデータ/モニタライン242に、スト
レージキャパシタ218のソース-側端子218sを電気的に連結する。
【００７４】
　[0093]　図6Bは、プログラム位相およびエミッション位相の図6Aにおいて例示されるピ
クセル240を作動するためのタイミング図である。図6Bに示すように、ピクセル240はプロ
グラム位相227およびエミッション位相228において作動されることができる。図6Cは、ド
ライブトランジスタ252のモニタ態様に、図6Aにおいて例示されるピクセル240を作動する
ためのタイミング図である。図6Dは、OLED 256の態様を測定するために図6Aにおいて例示
されるピクセル240を作動するためのタイミング図である。
【００７５】
　[0094]　ピクセル240を作動（「ドライブ」）するための典型的な実施において、ピク
セル240はビデオディスプレイで各々のフレームのためのプログラム位相227およびエミッ
ション位相228において作動されることができる。画素240はまた、必要に応じて、モニタ
相のいずれかまたは両方が原因で、駆動トランジスタ252または256のOLED、またはその両
方に画素200の劣化を監視で動作させることができる。
【００７６】
　[0095]　 プログラム・フェーズ227の間、第1のセレクトライン244はハイに設定され、
第二選択ライン245はローに設定され、輝線250がローに設定される。エミッショントラン
ジスタ254およびモニタ・トランジスタ258がオフにされると共に、データスイッチングト
ランジスタ260はターンオンされる。データ/モニタライン242は、プログラム電圧（「Vpr
og」）にセットされる。プログラム電圧Vprogは、補償をピクセル240の性能劣化に提供す
るために補償情報によって任意に調整されることができる。ゲート-側端子262gはストレ
ージキャパシタ262のプログラム電圧Vprogにセットされ、電流がOLED 256の中を流れない
と共に、ソース-側端子の218sはOLED 256の陽極端子に対応する電圧で定まる。ストレー
ジキャパシタ262は、プログラム電圧Vprogによってそれによって満たされる。プログラム
位相227の間、ストレージキャパシタ262にチャージする電圧は、駆動電圧と称する。駆動
電圧は、OLED 256に光の所望の量を発させる所望の駆動電流を起こすためにドライブトラ
ンジスタ252全体に適用されるために適当な電圧である。
【００７７】
　[0096]　さらに、図4Aおよび4Bと関連して記載されているピクセル160と類似し、エミ
ッショントランジスタ254は、ドライブトランジスタ252がプログラム位相227の間、スト
レージキャパシタ262から分離されることを確実にする。ドライブトランジスタ252からス
トレージキャパシタ262のソース-側端子262sを切ることによって、エミッショントランジ
スタ254は、電流がスイッチングトランジスタの中を流れるように、ドライブトランジス
タ252がプログラミングの間、ターンオンされないことを確実にする。前述のように、ド
ライブトランジスタ252をエミッショントランジスタ254を経たストレージキャパシタ262
から分離することは、プログラム位相227の間、ストレージキャパシタ262にチャージする
電圧がスイッチングトランジスタの抵抗から独立していることを確実にする。
【００７８】
　[0097]　ピクセル240のエミッション位相228の間、輝線250が高い間、第1の選択ライン
244および第２の選択ライン245は低く設定される。データスイッチングトランジスタ260
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およびモニタ・トランジスタ258はオフにされ、エミッショントランジスタ254はエミッシ
ョン位相228の間、オンにされる。エミッショントランジスタ254をオンにすることによっ
て、ストレージキャパシタ262はドライブトランジスタ252のゲート端子およびソース端子
全体に接続される。ドライブトランジスタ252は、ストレージキャパシタ262に保存される
駆動電圧に従う電源ライン246から、駆動電流を引き出す。OLED 256はターンオンされ、O
LED 256の陽極端子の電圧はOLED 256の作動電圧VOLEDに適応する。蓄積容量262は、自己
調節ソース端子及び/又は1つ以上の他のバリエーションを考慮するように、駆動トランジ
スタ252のゲート端子の電圧によって駆動電圧を維持する。例えば、例えば、ソース-側端
子262sの電圧が作動電圧VOLEDで定まっているOLED 256の陽極端子のために、エミッショ
ンサイクル228の間、変化する場合、ストレージキャパシタ262はドライブトランジスタ25
2のゲート端子の電圧がゲート全体の駆動電圧およびドライブトランジスタ252のソース端
子を維持するように調整する。
【００７９】
　[0098]　TFTモニタ動作は、充電位相229および読み込まれた位相230を含む。充電位相2
29の間、第２の選択ライン245および輝線250が低く設定されると共に、第1の選択ライン2
44は高く設定される。プログラム位相227と類似し、ゲート-側端子262gは、ストレージキ
ャパシタ262の、データ/モニタライン242行に適用される第1の較正電圧（「Vcal1」）で
チャージされる。次に、読み込まれた位相230の間、第1の選択ライン244は低く設定され
、第２の選択ライン245および輝線250は高く設定される。データ/モニタライン242は、第
２の較正電圧（「Vcal2」）にセットされる。ドライブトランジスタ252による流れる電流
がデータ/モニタライン242へと流れるように、Vcal2が都合よく逆転させる第２の較正電
圧はOLED 256に付勢する。電流が判断されると共に、データ/モニタライン242は第２の較
正電圧Vcal2に維持される。測定された電流を第1の較正電圧Vcal1および第２の較正電圧V
cal2と比較することは、ドライブトランジスタ252（前の説明と同様の）に関連した劣化
情報を引き出すことを考慮に入れる。
【００８０】
　[0099]　OLEDモニタ動作も、充電位相231および読み込まれた位相232を含む。充電位相
231の間、第２の選択ライン245および輝線250が低く設定されると共に、第1の選択ライン
244は高く設定される。データスイッチングトランジスタ260は、ターンオンされて、スト
レージキャパシタ262の、較正電圧（「Vcalである」）をゲート-側端子262gに印加する。
読み込まれた位相232の間、電圧がOLED 256の作動電圧（「VOLED」）を抜き取るために測
定されると共に、データ/モニタライン242上の電流は固定する。
【００８１】
　[00100]　ピクセル240は都合よくデータ・ラインおよびモニタのラインを単一の線に組
み込む。そして、それによってピクセル240がこの種の組合せを欠いているピクセルと比
較したより小さい領域で包まれて、それによってピクセル密度およびディスプレイスクリ
ーン決定を増やすことができる。
【００８２】
　[00101]　図6Aにおいて例示される駆動回路がｎ型トランジスタ（それは薄膜トランジ
スタであり、アモルファスシリコンから形成されることができる）で例示されると共に、
ピクセル240のための図6Aおよび6dで図6Bにおいて例示される操作のサイクルにおいて例
示される駆動回路は一つ以上のＰ型トランジスタを有し、薄膜トランジスタ以外のトラン
ジスタを有する相補型回路まで広げられることができる。
【００８３】
　[00102]　図7Aは、ピクセル270のための回路を駆動している典型的なピクセルのための
回路図である。ピクセル270は構造的に図2Aのピクセル100と類似している。但し、次の場
合は除く－ピクセル270はドライブトランジスタ284およびOLED 288間の追加的なエミッシ
ョントランジスタ286を組み込む、そして、それを除いて、データ・ライン272およびモニ
タライン278の構成はピクセル100と異なる。エミッショントランジスタ286はまた、スト
レージキャパシタ292およびOLED 288の間に位置する。そうすると、ピクセル270のプログ
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ラム位相の間、ストレージキャパシタ292は電気的にOLED 288から分離されることができ
る。プログラミングの間、OLED 288からストレージキャパシタ292を分離することは、影
響され、またはOLED 288の静電容量のために混乱することからストレージキャパシタ292
のプログラミングを予防する。エミッショントランジスタ286によって導かれる違いおよ
びデータおよびモニタのラインの構成に加えて、ピクセル270はまた、ピクセル100（後述
するように更に下記の）と違って作動することができる。
【００８４】
　[00103]　図7Bは、プログラム位相およびエミッション位相の図7Aにおいて例示される
ピクセル270を作動するためのタイミング図である。図7Bに示すように、ピクセル270はプ
ログラム位相233およびエミッション位相234において作動されることができる。図7Cは、
ドライブトランジスタ284の態様を測定するためにTFTモニタ位相235の図7Aにおいて例示
されるピクセル270を作動するためのタイミング図である。図7Dは、OLED 288の態様を測
定するためにOLEDモニタ位相236の図7Aにおいて例示されるピクセル270を作動するための
タイミング図である。
【００８５】
　[00104]　ピクセル270を作動（「ドライブ」）するための典型的な実施において、ピク
セル270はビデオディスプレイで各々のフレームのためのプログラム位相233およびエミッ
ション位相234によって作動されることができる。画素270はまた、任意により、駆動トラ
ンジスタ284または288のOLED、またはその両方に画素270の劣化を監視するための監視フ
ェーズ235、236のいずれか又は両方で動作することができる。ピクセル270は間欠的に（
周期的に）モニタ位相235、236においてまたはソートによって作動されることができ、動
的に要求するディスプレイのピクセルを決定して、識別する優先順位アルゴリズムはした
がって、補償を提供するための劣化情報を更新した。従って、画素270を介して表示され
ている単一のフレームに対応する駆動シーケンスは、プログラム段階233及び発光段階234
を含むことができ、監視フェーズ235,236のどちらか一方または両方を任意にすることが
できる。
【００８６】
　[00105]　プログラム位相233の間、選択ライン274は高く設定される、そして、輝線280
は低く設定される。エミッショントランジスタ286がオフにされると共に、データスイッ
チングトランジスタ290およびモニタ・トランジスタ282はオンにされる。データ・ライン
272はプログラム電圧（「Vprog」）にセットされ、モニタライン278は基準電圧（「Vref
」）で固定する。モニタライン278は、任意に基準電圧Vrefよりむしろ補償電圧（「Vcomp
」）にセットされることができる。ストレージキャパシタ292のゲート-側端子292gはプロ
グラム電圧Vprogにセットされ、ソース-側端子292sは基準電圧Vref（または補償電圧Vcom
p）にセットされる。ストレージキャパシタ292は、プログラム電圧Vprogおよび基準電圧V
ref（または補償電圧Vcomp）の違いによって、それによって満たされる。プログラム位相
233の間、ストレージキャパシタ292にチャージする電圧は、駆動電圧と称する。駆動電圧
は、OLED 288に光の所望の量を発させる所望の駆動電流を起こすためにドライブトランジ
スタ全体に適用されるために適当な電圧である。図2Aおよび2Bと関連して記載されている
ピクセル100の動作と類似し、ソース-側端子292sに、任意に適用される補償電圧Vcompは
、モニタ位相235、236（例えばドライブトランジスタ284の閾値電圧Vtの増加）の間、測
定される劣化のような、ピクセル回路270の性能劣化を説明する適当な電圧である。さら
にまたは代わりに、ピクセル270の性能劣化の補償は、ゲート-側端子292gに適用されるプ
ログラム電圧Vprogの調整によって、占められることができる。
【００８７】
　[00106]　ピクセル270のエミッション位相234の間、輝線280が高い間、選択ライン274
は低く設定される。データスイッチングトランジスタ290およびモニタ・トランジスタ282
はオフにされ、エミッショントランジスタ286はエミッション位相234の間、オンにされる
。エミッショントランジスタ286をオンにすることによって、ストレージキャパシタ292は
ドライブトランジスタ284のゲート端子およびソース端子全体に接続される。ドライブト
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ランジスタ284は、ストレージキャパシタ292に保存される駆動電圧に従う電源ライン276
から、駆動電流を引き出す。OLED 288はターンオンされ、OLED 288の陽極端子の電圧はOL
ED 288の作動電圧VOLEDに適応する。蓄積容量292は、自己調節ソース端子及び/又は1つ以
上の他のバリエーションを考慮するように、駆動トランジスタ284のゲート端子の電圧に
よって駆動電圧を維持する。例えば、ソース-側端子292sの電圧が作動電圧VOLEDで定まっ
ているOLED 288の陽極端子のために、エミッションサイクル234の間、変化する場合、ス
トレージキャパシタ292はドライブトランジスタ284のゲート端子の電圧がゲート全体の駆
動電圧およびドライブトランジスタ284のソース端子を維持するように調整する。
【００８８】
　[00107]　ピクセル270のTFTモニタ位相235の間、輝線280が低く設定されると共に、選
択ライン274は高く設定される。エミッショントランジスタ286がオフにされると共に、デ
ータスイッチングトランジスタ290およびモニタ・トランジスタ282はオンにされる。デー
タ・ライン272は第1の較正電圧（「Vcal1」）で固定され、モニタライン278は第２の較正
電圧（「Vcal2」）で固定する。第1の較正電圧Vcal1は、データスイッチングトランジス
タ290でドライブトランジスタ284のゲート端子に適用される。第２の較正電圧Vcal2は、
モニタ・トランジスタ282によるドライブトランジスタ284のソース端子に適用される。第
1の較正電圧Vcal1および第２の較正電圧Vcal2はそれによってドライブトランジスタ284の
ゲート-ソース潜在的Vgsを固定し、ドライブトランジスタ284はそのゲート-ソース潜在的
Vgsに従う電源ライン276から、電流を引き出す。エミッショントランジスタ286はオフに
され、それはTFTモニタ位相235の間、ドライブトランジスタ284の電流経路から、OLED 28
8を取り除く。ドライブトランジスタ284からの電流は、このようにモニタ・トランジスタ
282を経たモニタライン278に運搬される。図2Aおよび2Bのピクセル100と関連して、モニ
タ位相121の説明と類似し、モニタライン278に判断される電流は、ピクセル270（例えば
ドライブトランジスタ284の閾値電圧Vtを表す情報）のための劣化情報を抜き取るために
用いることができる。
【００８９】
　[00108]　ピクセル270のOLEDモニタ位相236の間、選択ライン274および輝線280は、高
く設定される。データスイッチングトランジスタ290、モニタ・トランジスタ282およびエ
ミッショントランジスタ286は、全てターンオンされる。データ・ライン272は、基準電圧
Vrefおよびモニタ線ソースで固定するかまたはモニタライン278上の固定された電流をシ
ンクする。モニタライン278上の固定された電流は、モニタ・トランジスタ282によるOLED
 288に印加され、OLED 288にその作動電圧VOLEDで定まらせる。このように、固定された
電流をモニタライン278に印加して、モニタライン278の電圧を測定することによって、OL
ED 288の作動電圧VOLEDは、抽出されることができる。
【００９０】
　[00109]　図7Aにおいて例示される駆動回路がｎ型トランジスタ（それは薄膜トランジ
スタであり、アモルファスシリコンから形成されることができる）で例示されると共に、
ピクセル270のための図7Aおよび7dで図7Bにおいて例示される操作のサイクルにおいて例
示される駆動回路は一つ以上のＰ型トランジスタを有し、薄膜トランジスタ以外のトラン
ジスタを有する相補型回路まで広げられることができる。
【００９１】
　[00110]　本願明細書において一般に開示される回路は、接続されているかまたはお互
いに連結している回路構成要素に関連する。多くの例において、すなわち、関連される接
続は、導電ライン以外の接続ポイント間の回路要素なしで、直結を経てなされる。常に明
確に言及されないにもかかわらず、この種の接続はさまざまな接続ポイントの間で堆積す
る伝導性の透明な酸化物によって、例えばディスプレイパネルの基板に定められる導電チ
ャネルによってなされることができる。インジウム・スズ酸化物は、そのような伝導性の
透明な酸化物である。ある事例では、連結されおよび／または接続される構成要素は接続
の段階間の容量継手を経て連結されることができる。そうすると、接続の段階は直列に容
量性素子経由で接続される。直接接続されないと共に、この種の容量結合された接続によ
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他の段階で反映される電圧の変化を経て互いに影響することができる。
【００９２】
　[00111]　さらに、いくつかの例では、接続の2つの段階の間の他の回路要素については
、本願明細書において記載されているさまざまな接続および結合は、非直結によって提供
されることができる。通常、接続の段階の間で配置される一つ以上回路要素は、ダイオー
ド、レジスタ、トランジスタ、スイッチその他でありえる。接続が非直接である場合、接
続の2つの点間の電圧及び/又は電流が十分に接続の2つの点は、それぞれ別の（電圧変化
を介して、電流の変化に影響を与えることができるように関係していると、接続回路素子
を介して、関連しているなど）は、依然として実質的に本明細書に記載したのと同じ機能
を実現している。いくつかの実施形態において、電圧および／または電流レベルは、従来
技術において回路設計の当業者によって認められることができるように、非直結を提供し
ている追加的な回路要素を占めるように調整されることができる。
【００９３】
　[00112]　 本明細書に開示された回路のいずれかは、例えば、ポリシリコン、アモルフ
ァスシリコン、有機半導体、金属酸化物、及び従来のCMOSを含む多くの異なる製造技術に
従って製造することができる。本願明細書において開示される回路のいずれかは、それら
の補完的な回路建築相対物によって修正されることができる（例えば、ｎ型トランジスタ
は、Ｐ型トランジスタで代えることができ、逆も同じである）。
【００９４】
　[00113]　２つ以上のコンピュータ・システムまたは装置は、本願明細書において記載
されているコントローラのいかなる一つもと置換されることができる。従って、所望に応
じ、このような冗長性、レプリケーションなどの分散処理の原理および利点は、本明細書
に記載のコントローラのロバスト性および性能を高めるために実施することができる。
【００９５】
　[00114]　 本明細書に記載の実施例判定方法及びプロセスの動作は、機械可読命令によ
って実行することができる。これらの実施形態では、機械可読命令は、(a)プロセッサ、
（b）コントローラおよび／または（c）一つ以上の他の適切なプロセッシングデバイスに
よって実行されるアルゴリズムを包含する。該アルゴリズムは、例えば、フラッシュメモ
リ、CD-ROM、フロッピーディスク、ハードディスク、デジタル・ビデオ（多用途）ディス
ク（DVD）または他のメモリ装置のような有形の媒体にストアされたソフトウェアで具現
化されるが、当業者は、容易にアルゴリズム全体および/またはその部分は、代わりに周
知の方法（例えば、アプリケーション特定の集積回路（ASIC）、プログラム可能な論理装
置（PLD）、フィールド・プログラム可能な論理装置（FPLD）、フィールド・プログラム
可能なゲート・アレイ（FPGA）、離散的な論理、その他によって実行されることができる
）でプロセッサおよび/またはファームウェアや専用ハードウェアにおいて具現化以外の
デバイスによって実行され得ることを理解するであろう。例えば、ベースラインデータ判
定方法の要素のいずれかまたは全ては、ソフトウェア、ハードウェア、および/またはフ
ァームウェアによって実施することができる。また、いくつかまたは表される機械読み込
み可能な命令の全ては、手動で実行されることができる。
【００９６】
　[00115]　本発明の具体例およびアプリケーションを例示し、記載してきたけれども、
本発明が本願明細書において開示される正確な構造および組成物に限られていないと理解
され、そのさまざまな変更態様、変化およびバリエーションは添付の特許請求の範囲に記
載の本発明の精神と範囲から逸脱することなく、前述の説明から明らかでありえる。
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