
JP 4207988 B2 2009.1.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動電流の供給によって発光する発光素子と、駆動電流を生成する駆動トランジスタと
、前記駆動トランジスタから前記発光素子に供給される駆動電流の経路上に配置され且つ
前記駆動トランジスタと同じ導電型の発光制御トランジスタと、前記駆動トランジスタと
前記発光制御トランジスタとの間のノードから分岐した経路上に配置された書込制御トラ
ンジスタと、を含み、前記発光制御トランジスタと前記書込制御トランジスタとは導電型
および寸法が共通する画素回路を駆動する方法であって、
　前記発光素子を発光させる発光期間において前記発光制御トランジスタが飽和領域でオ
ン状態となるように当該発光制御トランジスタのゲート電位を設定し、
　前記発光期間に先行する書込期間において、前記発光期間で前記発光制御トランジスタ
をオン状態とする電位に等しい電位を前記書込制御トランジスタのゲートに供給すること
で当該書込制御トランジスタをオン状態とし、前記駆動トランジスタと前記ノードと前記
書込制御トランジスタとを通過する電流によって前記駆動トランジスタのゲート電位を設
定する、
　ことを特徴とする画素回路の駆動方法。
【請求項２】
　前記駆動トランジスタと前記発光制御トランジスタとはＰチャネル型であり、
　前記駆動トランジスタは第１給電線と前記発光制御トランジスタとの間に介在し、前記
発光素子は前記発光制御トランジスタと第２給電線との間に介在し、
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　前記第１給電線の電位を基準としたときの前記第２給電線の電位を－ＶEL（－ＶEL＜０
）とし、前記発光素子における電圧降下が最大であるときの当該発光素子の両端間の電圧
を前記発光制御トランジスタ側の電極の電位を基準としてＶEL_MAX（ＶEL_MAX＜０）とし
、前記発光制御トランジスタの閾値電圧をＶT2（ＶT2＜０）としたときに、前記発光期間
における前記発光制御トランジスタのゲート電位ＶG_ONを、
ＶG_ON＞－ＶEL－ＶEL_MAX＋ＶT2
　を満たすように設定することを特徴とする請求項１に記載の画素回路の駆動方法。
【請求項３】
　前記駆動電流の電流量が最大であるときの前記駆動トランジスタのゲート－ソース間の
電圧をＶDATA_MAX（ＶDATA_MAX＜０）とし、前記駆動トランジスタの閾値電圧をＶT1（Ｖ
T1＜０）としたときに、前記発光期間における前記発光制御トランジスタのゲート電位Ｖ
G_ONを、
ＶG_ON＜ＶDATA_MAX－ＶT1＋ＶT2
　を満たすように設定することを特徴とする請求項２に記載の画素回路の駆動方法。
【請求項４】
　前記駆動トランジスタと前記発光制御トランジスタとはＮチャネル型であり、
　前記発光素子は第１給電線と前記発光制御トランジスタとの間に介在し、前記駆動トラ
ンジスタは前記発光制御トランジスタと第２給電線との間に介在し、
　前記第２給電線の電位を基準としたときの前記第１給電線の電位をＶEL（ＶEL＞０）と
し、前記発光素子における電圧降下が最大であるときの当該発光素子の両端間の電圧を前
記発光制御トランジスタ側の電極の電位を基準としてＶEL_MAX（ＶEL_MAX＞０）とし、前
記発光制御トランジスタの閾値電圧をＶT2（ＶT2＞０）としたときに、前記発光期間にお
ける前記発光制御トランジスタのゲート電位ＶG_ONを、
ＶG_ON＜ＶEL－ＶEL_MAX＋ＶT2
　を満たすように設定することを特徴とする請求項１に記載の画素回路の駆動方法。
【請求項５】
　前記駆動電流の電流量が最大であるときの前記駆動トランジスタのゲート－ソース間の
電圧をＶDATA_MAX（ＶDATA_MAX＞０）とし、前記駆動トランジスタの閾値電圧をＶT1（Ｖ
T1＞０）としたときに、前記発光期間における前記発光制御トランジスタのゲート電位Ｖ
G_ONを、
ＶG_ON＞ＶDATA_MAX－ＶT1＋ＶT2
　を満たすように設定することを特徴とする請求項４に記載の画素回路の駆動方法。
【請求項６】
　駆動電流の供給によって発光する発光素子と、駆動電流を生成する駆動トランジスタと
、前記駆動トランジスタから前記発光素子に供給される駆動電流の経路上に配置され且つ
前記駆動トランジスタと同じ導電型の発光制御トランジスタと、前記駆動トランジスタと
前記発光制御トランジスタとの間のノードとデータ線との間に介在する書込制御トランジ
スタと、を含み、前記発光制御トランジスタと前記書込制御トランジスタとは導電型およ
び寸法が共通する画素回路を駆動する回路であって、
　前記発光素子を発光させる発光期間において前記発光制御トランジスタが飽和領域でオ
ン状態となるように当該発光制御トランジスタのゲート電位を設定する発光制御回路と、
　前記発光期間に先行する書込期間において前記書込制御トランジスタをオン状態とする
書込制御回路と、
　前記書込期間において前記データ線に電流を流すことで前記駆動トランジスタのゲート
電位を設定するデータ供給回路と、
を具備し、
　前記書込期間にて前記書込制御回路が前記書込制御トランジスタのゲートに供給する電
位と、前記発光期間にて前記発光制御回路が前記発光制御トランジスタのゲートに供給す
る電位とは等しい、
ことを特徴とする画素回路の駆動回路。
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【請求項７】
　駆動電流の供給によって発光する発光素子と、駆動電流を生成する駆動トランジスタと
、前記駆動トランジスタから前記発光素子に供給される駆動電流の経路上に配置され且つ
前記駆動トランジスタと同じ導電型の発光制御トランジスタと、前記駆動トランジスタと
前記発光制御トランジスタとの間のノードとデータ線との間に介在する書込制御トランジ
スタと、を含む画素回路と、
　前記発光素子を発光させる発光期間において前記発光制御トランジスタが飽和領域でオ
ン状態となるように当該発光制御トランジスタのゲート電位を設定する発光制御回路と、
　前記発光期間に先行する書込期間において前記書込制御トランジスタをオン状態とする
書込制御回路と、
　前記書込期間において前記データ線に電流を流すことで前記駆動トランジスタのゲート
電位を設定するデータ供給回路と、
を具備し、
　前記発光制御トランジスタと前記書込制御トランジスタとは導電型および寸法が共通し
、
　前記書込期間にて前記書込制御回路が前記書込制御トランジスタのゲートに供給する電
位と、前記発光期間にて前記発光制御回路が前記発光制御トランジスタのゲートに供給す
る電位とは等しい、
　ことを特徴とする発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光ダイオード素子などの発光素子を制御する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光素子に供給される電流（以下「駆動電流」という）を制御するために薄膜トランジ
スタなどの能動素子を利用した発光装置が従来から提案されている。例えば特許文献１や
特許文献２には、図１８に示すように、駆動電流ＩDRの経路上に駆動トランジスタＴDRと
発光制御トランジスタＴELとを配置した構成が開示されている。駆動トランジスタＴDRは
、ゲートの電位に応じた駆動電流ＩDRを生成する。発光制御トランジスタＴELは、駆動ト
ランジスタＴDRと発光素子Ｅとの間に介在し、所定の期間（以下「発光期間」という）に
てオン状態に遷移することで発光素子Ｅに対する駆動電流ＩDRの供給を許可する。
【特許文献１】米国特許第６２２９５０６号明細書
【特許文献２】特開２００３－２２０４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　駆動トランジスタＴDRの動作点の大半は飽和領域内に設定されるが、駆動電流ＩDRは、
チャネル長変調効果によって駆動トランジスタＴDRのドレイン－ソース間の電圧に応じて
変動する。一方、各発光素子Ｅの電気的な特性には誤差（設計値からの誤差や各素子間の
バラツキ）がある。例えば、駆動電流ＩDRの電流量と発光素子Ｅの両端間の電圧との関係
は発光素子Ｅごとに相違し得る。両端間の電圧が発光素子Ｅごとに相違すると各駆動トラ
ンジスタＴDRのドレイン－ソース間の電圧が変動する。したがって、各駆動トランジスタ
ＴDRのゲートを同電位に設定した場合であっても、各発光素子Ｅに供給される駆動電流Ｉ
DR（さらには各発光素子Ｅの光量）は発光素子Ｅの電気的な特性に応じて相違するという
問題がある。以上の事情に鑑みて、本発明は、発光素子の電気的な特性が駆動電流に与え
る影響を低減するという課題の解決を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　以上の課題を解決するために、本発明は、駆動電流の供給によって発光する発光素子と
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、駆動電流を生成する駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタから前記発光素子に供
給される駆動電流の経路上に配置され且つ前記駆動トランジスタと同じ導電型の発光制御
トランジスタと、前記駆動トランジスタと前記発光制御トランジスタとの間のノードから
分岐した経路上に配置された書込制御トランジスタと、を含み、前記発光制御トランジス
タと前記書込制御トランジスタとは導電型および寸法が共通する画素回路を駆動する方法
であって、前記発光素子を発光させる発光期間において前記発光制御トランジスタが飽和
領域でオン状態となるように当該発光制御トランジスタのゲート電位を設定し、前記発光
期間に先行する書込期間において、前記発光期間で前記発光制御トランジスタをオン状態
とする電位に等しい電位を前記書込制御トランジスタのゲートに供給することで当該書込
制御トランジスタをオン状態とし、このときに前記駆動トランジスタと前記ノードと前記
書込制御トランジスタとを通過する電流によって前記駆動トランジスタのゲート電位を設
定する、ことを特徴とする。
　以上の課題を解決するために、本発明は、駆動電流の供給によって発光する発光素子と
駆動電流を生成する駆動トランジスタとを含み、駆動トランジスタから発光素子に供給さ
れる駆動電流の経路上に駆動トランジスタと同じ導電型の発光制御トランジスタが配置さ
れた画素回路を駆動する方法であって、発光素子を発光させる発光期間において発光制御
トランジスタが飽和領域でオン状態となるように当該発光制御トランジスタのゲート電位
を設定することを特徴とする。
【０００５】
　本発明によれば、発光期間において発光制御トランジスタが飽和領域で動作するから、
発光制御トランジスタと発光素子との間の電位が発光素子の電気的な特性に応じて変動し
ても、発光制御トランジスタと駆動トランジスタとの間の電位（駆動トランジスタのドレ
インン電位）の変動は抑制される。したがって、発光素子の電気的な特性が駆動電流に与
える影響を低減することができる。
【０００６】
　本発明の第１の態様（例えば後述する第１実施形態）において、駆動トランジスタと発
光制御トランジスタとはＰチャネル型であり、駆動トランジスタは第１給電線（例えば図
３の給電線Ｌ1）と発光制御トランジスタとの間に介在し、発光素子は発光制御トランジ
スタと第２給電線（例えば図３の給電線Ｌ2）との間に介在し、第１給電線の電位を基準
としたときの第２給電線の電位を－ＶEL（－ＶEL＜０）とし、発光素子における電圧降下
が最大であるときの当該発光素子の両端間の電圧を発光制御トランジスタ側の電極の電位
を基準としてＶEL_MAX（ＶEL_MAX＜０）とし、発光制御トランジスタの閾値電圧をＶT2（
ＶT2＜０）としたときに、発光期間における発光制御トランジスタのゲート電位ＶG_ONは
、「ＶG_ON＞－ＶEL－ＶEL_MAX＋ＶT2」を満たすように設定される。以上の態様によれば
、発光制御トランジスタを確実に飽和領域で動作させることができる。
【０００７】
　さらに好適な態様において、駆動電流の電流量が最大であるときの駆動トランジスタの
ゲート－ソース間の電圧をＶDATA_MAX（ＶDATA_MAX＜０）とし、駆動トランジスタの閾値
電圧をＶT1（ＶT1＜０）としたときに、発光期間における発光制御トランジスタのゲート
電位ＶG_ONは、「ＶG_ON＜ＶDATA_MAX－ＶT1＋ＶT2」を満たすように設定される。この態
様によれば、駆動トランジスタが飽和領域で動作するから、駆動トランジスタを安定的な
定電流源として利用することが可能となる。
【０００８】
　本発明の第２の態様（例えば後述する第２実施形態）において、駆動トランジスタと発
光制御トランジスタとはＮチャネル型であり、発光素子は第１給電線（例えば図８の給電
線Ｌ1）と発光制御トランジスタとの間に介在し、駆動トランジスタは発光制御トランジ
スタと第２給電線（例えば図８の給電線Ｌ2）との間に介在し、第２給電線の電位を基準
としたときの第１給電線の電位をＶEL（ＶEL＞０）とし、発光素子における電圧降下が最
大であるときの当該発光素子の両端間の電圧を発光制御トランジスタ側の電極の電位を基
準としてＶEL_MAX（ＶEL_MAX＞０）とし、発光制御トランジスタの閾値電圧をＶT2（ＶT2
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＞０）としたときに、発光期間における発光制御トランジスタのゲート電位ＶG_ONは、「
ＶG_ON＜ＶEL－ＶEL_MAX＋ＶT2」を満たすように設定される。以上の態様によれば、発光
制御トランジスタを確実に飽和領域で動作させることができる。
【０００９】
　さらに好適な態様において、駆動電流の電流量が最大であるときの駆動トランジスタの
ゲート－ソース間の電圧をＶDATA_MAX（ＶDATA_MAX＞０）とし、駆動トランジスタの閾値
電圧をＶT1（ＶT1＞０）としたときに、発光期間における発光制御トランジスタのゲート
電位ＶG_ONは、「ＶG_ON＞ＶDATA_MAX－ＶT1＋ＶT2」を満たすように設定される。この態
様によれば、駆動トランジスタが飽和領域で動作するから、駆動トランジスタを安定的な
定電流源として利用することが可能となる。
【００１０】
　本発明に係る駆動方法の別の態様（例えば後述する第４実施形態）において、画素回路
は、駆動トランジスタと発光制御トランジスタとの間のノード（例えば図１２のノードＮ
1）から分岐した経路上に配置された書込制御トランジスタ（例えば図１２のトランジス
タＳＷ1）を含み、発光制御トランジスタと書込制御トランジスタとは導電型および寸法
が共通し、発光期間に先行する書込期間において、発光期間で発光制御トランジスタをオ
ン状態とする電位に等しい電位を書込制御トランジスタのゲートに供給することで当該書
込制御トランジスタをオン状態とし、このときに駆動トランジスタとノードと書込制御ト
ランジスタとを通過する電流（例えば図１２の電流ＩDATA）によって駆動トランジスタの
ゲート電位を設定する。以上の態様によれば、書込期間にて書込制御トランジスタのゲー
トに供給される電位と発光期間にて発光制御トランジスタのゲートに供給される電位とが
同電位とされるから、駆動トランジスタと発光制御トランジスタとの間のノードの電位は
書込期間と発光期間とで略一致する。したがって、書込期間で駆動トランジスタに流れる
電流量と発光期間で駆動トランジスタに流れる電流量とを高精度に一致させることが可能
となる。
【００１１】
　本発明に係る駆動回路は、駆動電流の供給によって発光する発光素子と、駆動電流を生
成する駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタから前記発光素子に供給される駆動電
流の経路上に配置され且つ前記駆動トランジスタと同じ導電型の発光制御トランジスタと
、前記駆動トランジスタと前記発光制御トランジスタとの間のノードとデータ線との間に
介在する書込制御トランジスタと、を含み、前記発光制御トランジスタと前記書込制御ト
ランジスタとは導電型および寸法が共通する画素回路を駆動する回路であって、前記発光
素子を発光させる発光期間において前記発光制御トランジスタが飽和領域でオン状態とな
るように当該発光制御トランジスタのゲート電位を設定する発光制御回路と、前記発光期
間に先行する書込期間において前記書込制御トランジスタをオン状態とする書込制御回路
と、前記書込期間において前記データ線に電流を流すことで前記駆動トランジスタのゲー
ト電位を設定するデータ供給回路と、を具備し、前記書込期間にて前記書込制御回路が前
記書込制御トランジスタのゲートに供給する電位と、前記発光期間にて前記発光制御回路
が前記発光制御トランジスタのゲートに供給する電位とは等しい、ことを特徴とする。
　本発明に係る駆動回路は、駆動電流の供給によって発光する発光素子と駆動電流を生成
する駆動トランジスタとを含み、駆動トランジスタから発光素子に供給される駆動電流の
経路上に駆動トランジスタと同じ導電型の発光制御トランジスタが配置された画素回路を
駆動する回路であって、発光素子を発光させる発光期間において発光制御トランジスタが
飽和領域でオン状態となるように当該発光制御トランジスタのゲート電位を設定する発光
制御回路を具備する。以上の構成によれば、発光期間において発光制御トランジスタが飽
和領域で動作するから、発光素子の電気的な特性が駆動電流に与える影響は低減される。
【００１２】
　本発明に係る発光装置は、駆動電流の供給によって発光する発光素子と、駆動電流を生
成する駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタから前記発光素子に供給される駆動電
流の経路上に配置され且つ前記駆動トランジスタと同じ導電型の発光制御トランジスタと
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、前記駆動トランジスタと前記発光制御トランジスタとの間のノードとデータ線との間に
介在する書込制御トランジスタと、を含む画素回路と、前記発光素子を発光させる発光期
間において前記発光制御トランジスタが飽和領域でオン状態となるように当該発光制御ト
ランジスタのゲート電位を設定する発光制御回路と、前記発光期間に先行する書込期間に
おいて前記書込制御トランジスタをオン状態とする書込制御回路と、前記書込期間におい
て前記データ線に電流を流すことで前記駆動トランジスタのゲート電位を設定するデータ
供給回路と、を具備し、前記発光制御トランジスタと前記書込制御トランジスタとは導電
型および寸法が共通し、前記書込期間にて前記書込制御回路が前記書込制御トランジスタ
のゲートに供給する電位と、前記発光期間にて前記発光制御回路が前記発光制御トランジ
スタのゲートに供給する電位とは等しい、ことを特徴とする。
　本発明に係る発光装置は、駆動電流の供給によって発光する発光素子と駆動電流を生成
する駆動トランジスタとを含み、駆動トランジスタから発光素子に供給される駆動電流の
経路上に駆動トランジスタと同じ導電型の発光制御トランジスタが配置された画素回路と
、発光素子を発光させる発光期間において発光制御トランジスタが飽和領域でオン状態と
なるように当該発光制御トランジスタのゲート電位を設定する発光制御回路とを具備する
。以上の構成によれば、発光期間において発光制御トランジスタが飽和領域で動作するか
ら、発光素子の電気的な特性が駆動電流に与える影響は低減される。
【００１３】
　画素回路は、駆動トランジスタと発光制御トランジスタとの間のノードとデータ線との
間に介在する書込制御トランジスタを含み、発光期間に先行する書込期間において書込制
御トランジスタをオン状態とする書込制御回路と、書込期間においてデータ線に電流を流
すことで駆動トランジスタのゲート電位を設定するデータ供給回路とを具備し、発光制御
トランジスタと書込制御トランジスタとは導電型および寸法が共通し、書込期間にて書込
制御回路が書込制御トランジスタのゲートに供給する電位と、発光期間にて発光制御回路
が発光制御トランジスタのゲートに供給する電位とは等しい。以上の態様によれば、書込
期間における書込制御トランジスタのゲートと発光期間における発光制御トランジスタの
ゲートとが同電位とされるから、書込期間で駆動トランジスタに流れる電流量と発光期間
で駆動トランジスタに流れる電流量とを高精度に一致させることが可能となる。
【００１４】
　本発明に係る発光装置は各種の電子機器に利用される。本発明に係る電子機器の典型例
は、発光装置を表示装置として利用した機器（例えばパーソナルコンピュータや携帯電話
機）である。もっとも、本発明に係る発光装置の用途は画像の表示に限定されない。例え
ば、光線の照射によって感光体ドラムなどの像担持体に潜像を形成するための露光装置（
露光ヘッド）、液晶装置の背面側に配置されてこれを照明する装置（バックライト）、あ
るいは、スキャナなどの画像読取装置に搭載されて原稿を照明する装置など各種の照明装
置など、様々な用途に本発明の発光装置を適用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
＜Ａ：第１実施形態＞
　図１は、画像を表示する手段として各種の電子機器に採用される発光装置の具体的な形
態を示すブロック図である。同図に示すように、発光装置Ｄは、多数の画素回路Ｐが配列
された素子アレイ部１０と、各画素回路Ｐを制御するための周辺回路（電源回路２０・書
込制御回路２２・発光制御回路２４・データ供給回路２６）とを具備する。各画素回路Ｐ
は、電流の供給によって発光する発光素子Ｅを含む。
【００１６】
　素子アレイ部１０には、Ｘ方向に延在するｍ本の選択線１２と、各選択線１２に対をな
してＸ方向に延在するｍ本の発光制御線１４と、Ｘ方向に直交するＹ方向に延在するｎ本
のデータ線１６とが形成される（ｍおよびｎの各々は２以上の自然数）。各画素回路Ｐは
、選択線１２および発光制御線１４の対とデータ線１６との各交差に対応して配置される
。したがって、これらの画素回路Ｐは、Ｘ方向およびＹ方向にわたって縦ｍ行×横ｎ列の
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マトリクス状に配列する。
【００１７】
　電源回路２０は、発光装置Ｄで使用される電圧を生成する手段である。電源回路２０は
、高位側の電源電位ＶHと低位側の電源電位ＶLとを生成する。電源電位ＶHは各部の電圧
の基準となる電位（０Ｖ）であり、給電線Ｌ1を介して素子アレイ部１０に供給される。
電源電位ＶLは電源電位ＶHよりも電圧ＶELだけ低位であり、給電線Ｌ2を介して素子アレ
イ部１０に供給される。また、電源回路２０は、発光制御回路２４で使用されるオン電位
ＶG_ONおよびオフ電位ＶG_OFFとを生成する。本実施形態におけるオン電位ＶG_ONはオフ
電位ＶG_OFFよりも低位である。なお、オン電位ＶG_ONおよびオフ電位ＶG_OFFの詳細につ
いては後述する。
【００１８】
　書込制御回路２２は、ｍ本の選択線１２の各々を順番に選択するための選択信号ＧWT[1
]～ＧWT[m]を生成して各選択線１２に出力する手段（例えばｍビットのシフトレジスタ）
である。図２に示すように、第ｉ行（ｉは１≦ｉ≦ｍを満たす自然数）の選択線１２に供
給される選択信号ＧWT[i]は、ひとつのフレーム期間（１Ｖ）のうち第ｉ番目の書込期間
（水平走査期間）ＰWTにてローレベル（選択）となり、それ以外の期間にてハイレベル（
非選択）を維持する。
【００１９】
　図１の発光制御回路２４は、発光素子Ｅが実際に発光する期間（以下「発光期間」とい
う）を規定するための発光制御信号ＧEL[1]～ＧEL[m]を生成して各発光制御線１４に出力
する手段（例えばｍビットのシフトレジスタ）である。図２に示すように、第ｉ行の発光
制御線１４に供給される発光制御信号ＧEL[i]は、選択信号ＧWT[i]がローレベルとなる書
込期間ＰWTの経過後（終点）から所定の時間長にわたる発光期間ＰELにてオン電位ＶG_ON
となり、それ以外の期間にてオフ電位ＶG_OFFを維持する。
【００２０】
　図１のデータ供給回路２６は、各発光素子Ｅの階調（光量）を指定するデータ信号Ｓ[1
]～Ｓ[n]を生成して各データ線１６に出力する手段（例えばｎ個の電圧出力型Ｄ／Ａ変換
器）である。選択信号ＧWT[i]がローレベルとなる書込期間ＰWTにて第ｊ列目のデータ線
１６に供給されるデータ信号Ｓ[j]は、第ｉ行に属する第ｊ列目の画素回路Ｐに指定され
た階調に応じた電位ＶDATAに制御される。
【００２１】
　次に、図３を参照して、各画素回路Ｐの具体的な構成を説明する。なお、同図において
は第ｉ行に属する第ｊ列目のひとつの画素回路Ｐのみが図示されているが、素子アレイ部
１０を構成する各画素回路Ｐは同様の構成である。図３に示すように、各画素回路Ｐの発
光素子Ｅは、給電線Ｌ1と給電線Ｌ2とを結ぶ経路上に配置される。本実施形態の発光素子
Ｅは、相互に対向する陽極と陰極との間に有機ＥＬ（Electroluminescence）材料の発光
層が介在する有機発光ダイオード素子である。発光素子Ｅは、陽極と陰極との間に流れる
駆動電流ＩDRの電流量に応じた光量（輝度）で発光する。発光素子Ｅの陰極は給電線Ｌ2
に接続される。
【００２２】
　駆動電流ＩDRの経路上（給電線Ｌ1と発光素子Ｅとの間）にはＰチャネル型の駆動トラ
ンジスタＴDRが配置される。駆動トランジスタＴDRは、ゲートの電位に応じた電流量の駆
動電流ＩDRを生成する手段である。駆動トランジスタＴDRのソースは給電線Ｌ1に接続さ
れる。駆動トランジスタＴDRのゲートとソース（給電線Ｌ1）との間には容量素子Ｃ1が介
在する。また、駆動トランジスタＴDRのゲートとデータ線１６との間には、両者の電気的
な接続（導通／非導通）を制御するＰチャネル型のトランジスタＳＷ1が介在する。第ｉ
行に属する各トランジスタＳＷ1のゲートは第ｉ行の選択線１２に対して共通に接続され
る。
【００２３】
　駆動トランジスタＴDRのドレインと発光素子Ｅの陽極との間（すなわち駆動トランジス
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タＴDRから発光素子Ｅに供給される駆動電流ＩDRの経路上）には、両者の電気的な接続を
制御する発光制御トランジスタＴELが配置される。発光制御トランジスタＴELの導電型は
駆動トランジスタＴDRと同じＰチャネル型である。第ｉ行に属する各発光制御トランジス
タＴELのゲートは第ｉ行の発光制御線１４に対して共通に接続される。電源回路２０が生
成するオン電位ＶG_ONは、発光制御トランジスタＴELのゲートに供給されたときに発光制
御トランジスタＴELをオン状態とするレベルに設定され、オフ電位ＶG_OFFは、発光制御
トランジスタＴELをオフ状態とするレベルに設定される。
【００２４】
　書込期間ＰWTにて選択信号ＧWT[i]がローレベルに遷移すると、第ｉ行に属する各トラ
ンジスタＳＷ1が同時にオン状態に変化する。第ｉ行に属する第ｊ列目の画素回路Ｐにお
いては、駆動トランジスタＴDRのゲートにデータ信号Ｓ[j]の電位ＶDATAが供給されると
ともに、電位ＶDATAに応じた電荷が容量素子Ｃ1に蓄積される。電位ＶDATAは、発光素子
Ｅに指定された所望の光量に応じて設定される電位であり、発光素子Ｅの光量が最大であ
るときに駆動トランジスタＴDRが飽和領域で動作するように選定される。一方、書込期間
ＰWTにおいて発光制御信号ＧEL[i]はオフ電位ＶG_OFFとなるから、発光制御トランジスタ
ＴELがオフ状態を維持することで駆動電流ＩDRの経路は遮断されて発光素子Ｅは消灯する
。
【００２５】
　書込期間ＰWTが経過すると選択信号ＧWT[i]がハイレベルに遷移するから、各トランジ
スタＳＷ1はオフ状態に変化する。駆動トランジスタＴDRのゲートは、書込期間ＰWTの経
過後の発光期間ＰELにおいても容量素子Ｃ1によって電位ＶDATAに維持される。一方、発
光期間ＰELにおいては発光制御信号ＧEL[i]がオン電位ＶG_ONに設定されるから、発光制
御トランジスタＴELがオン状態となって駆動電流ＩDRの経路が確立される。したがって、
駆動トランジスタＴDRのゲートの電位ＶDATAに応じた電流量の駆動電流ＩDRが、給電線Ｌ
1から駆動トランジスタＴDRと発光制御トランジスタＴELとを経由して発光素子Ｅに供給
される。したがって、発光素子Ｅは電位ＶDATAに応じた光量で発光する。
【００２６】
　ところで、飽和領域で動作するトランジスタのドレイン－ソース間に流れる電流ＩDは
以下の式(1)で表現される。
ＩD＝（β／２）（ＶGS－ＶT）2（１＋λ・ＶDS）　……(1)
　式(1)の「β」はトランジスタの利得係数であり、「ＶT」はトランジスタの閾値電圧で
ある。また、「ＶGS」はトランジスタのゲート－ソース間の電圧であり、「ＶDS」はトラ
ンジスタのドレイン－ソース間の電圧である。「λ」は、チャネル長変調係数であり、飽
和領域にて電圧ＶDSが単位量だけ変化したときの電流ＩDの変化量（傾き）を示す。式(1)
から理解されるように、駆動トランジスタＴDRが発光期間ＰELにて飽和領域で動作すると
は言っても、駆動電流ＩDR（式(1)の電流ＩDに相当する）は駆動トランジスタＴDRのドレ
イン－ソース間の電圧ＶDS（より具体的には駆動トランジスタＴDRと発光制御トランジス
タＴELとの間のノードＮ1の電位）に依存する。
【００２７】
　一方、発光素子Ｅの電気的な特性は、発光装置Ｄが使用される環境の温度や発光素子Ｅ
の形成時から経過した時間など様々な要因によって変化する。また、ひとつの発光装置Ｄ
においても各発光素子Ｅの電気的な特性にはバラツキがある。以上のように発光素子Ｅの
特性にバラツキがあると、発光素子Ｅと発光制御トランジスタＴELとの間のノードＮ2（
発光素子Ｅの陽極）の電位は当該発光素子Ｅの特性に応じて変動する。いま、発光制御ト
ランジスタＴELが発光期間ＰELにて非飽和領域（線形領域）で動作するとすれば、ノード
Ｎ1の電位（駆動トランジスタＴDRの電圧ＶDS）はノードＮ2の電位に応じて変化するから
、式(1)から理解されるように駆動電流ＩDRの電流量が発光素子Ｅの特性に応じて変動し
、この結果として各発光素子Ｅの光量（階調）にバラツキが発生するという問題がある。
【００２８】
　以上の問題を解決するために、本実施形態においては、発光期間ＰELにおいて発光制御



(9) JP 4207988 B2 2009.1.14

10

20

30

40

50

トランジスタＴELが飽和領域内でオン状態となるように電源回路２０がオン電位ＶG_ONを
生成する。いま、式(1)においてチャネル長変調係数λが充分に小さいとすると、トラン
ジスタに流れる電流ＩDは以下の式(2)に近似される。
　ＩD＝（β／２）（ＶGS－ＶT）2　……(2)
　式(2)から把握されるように、飽和領域で動作するトランジスタに流れる電流ＩDは、ゲ
ート－ソース間の電圧ＶGSと閾値電圧ＶTとによって決定される。換言すると、電流ＩDが
固定されれば、ゲート－ソース間の電圧ＶGSも所定値に固定される。発光制御トランジス
タＴELが飽和領域にて動作する場合について検討すると、発光制御トランジスタＴELのゲ
ート－ソース間の電圧ＶGSは、駆動トランジスタＴDRが生成する駆動電流ＩDRに応じて定
まる。したがって、ノードＮ1の電位は、発光制御トランジスタＴELのゲートに供給され
るオン電位ＶG_ONに応じて決定され、発光素子Ｅの特性のバラツキに起因したノードＮ2
の電位の変動に影響されない。なお、式(2)においては発光制御トランジスタＴELのチャ
ネル長変調効果の影響を無視したが、チャネル長変調係数λは充分に小さいから、式(1)
のようにチャネル長変調効果を考慮した場合であっても、発光制御トランジスタＴELが非
飽和領域で動作する場合と比較すると、発光素子Ｅの特性のバラツキに起因したノードＮ
1の電位の変動は充分に抑制される。以上のように本実施形態によれば発光制御トランジ
スタＴELの動作点を飽和領域内に設定することでノードＮ1の電位の変動が抑制されるか
ら、発光素子Ｅの電気的な特性にバラツキがある場合であっても、データ信号Ｓ[j]の電
位ＶDATAに応じた駆動電流ＩDRを高精度に生成することが可能となる。
【００２９】
　なお、駆動電流ＩDRの電流量がゼロに近い場合、発光制御トランジスタＴELのゲート－
ソース間の電圧ＶGSは、発光制御トランジスタＴELの閾値電圧ＶT2に充分に近い。すなわ
ち、発光制御トランジスタＴELのゲートに供給されるオン電位ＶG_ONとノードＮ1（発光
制御トランジスタＴELのソース）の電位ＶN1との差分値（発光制御トランジスタＴELのゲ
ート－ソース間の電圧ＶGS）は閾値電圧ＶT2に近似する（ＶG_ON－ＶN1≒ＶT2）。したが
って、ノードＮ1の電位ＶN1はオン電位ＶG_ONと閾値電圧ＶT2との差分値の近傍に維持さ
れる（ＶN1≒ＶG_ON－ＶT2）。つまり、発光素子Ｅの特性はノードＮ1の電位ＶN1に殆ど
影響しない。
【００３０】
　次に、発光制御トランジスタＴELを飽和領域で動作させるために必要となるオン電位Ｖ
G_ONの条件を検討する。発光制御トランジスタＴELが飽和領域で動作するためには、発光
制御トランジスタＴELのドレイン－ソース間の電圧ＶDSが、ゲート－ソース間の電圧ＶGS
と閾値電圧ＶT2（ＶT2＜０）との差分値を下回る（ＶDS＜ＶGS－ＶT2）必要がある。ノー
ドＮ2の電位をＶN2とすると、以上の条件は以下の式(a1)で表現される。
ＶN2＜ＶG_ON－ＶT2　……(a1)
【００３１】
　発光素子Ｅにおける電圧降下が最大となるときの発光素子Ｅの両端間の電圧をＶEL_MAX
とする。電圧ＶEL_MAXは、発光素子Ｅの特性のバラツキの範囲と駆動電流ＩDRの電流量と
を考慮して陽極の電圧を基準に決定される（ＶEL_MAX＜０）。すなわち、電圧ＶEL_MAXは
、素子アレイ部１０を構成する多数の発光素子Ｅのうち電気的な特性の誤差に起因して両
端間の電圧が最大となる発光素子に対して最大の電流値の駆動電流ＩDRを供給した場合（
最も高い階調を指定した場合）の当該発光素子Ｅの両端間の電圧である。式(a1)における
電位ＶN2の最大値は「－ＶEL－ＶEL_MAX」であるから、発光制御トランジスタＴELを飽和
領域で動作させるためのオン電位ＶG_ONの範囲は以下の式(a2)で表現される。
ＶG_ON＞－ＶEL－ＶEL_MAX＋ＶT2　……(a2)
【００３２】
　ところで、本実施形態における駆動トランジスタＴDRは発光素子Ｅの光量（階調）が変
動する範囲の大部分にて飽和領域で動作する。駆動トランジスタＴDRが飽和領域で動作す
るためには、ドレイン－ソース間の電圧ＶDSが、ゲート－ソース間の電圧ＶGSと閾値電圧
ＶT1（ＶT1＜０）との差分値を下回ること（ＶDS＜ＶGS－ＶT1）が必要である。データ信
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号Ｓ[j]の電位ＶDATAの最大値をＶDATA_MAXとすると、以上の条件は以下の式(a3)で表現
される。なお、電位ＶDATA_MAXは、駆動電流ＩDRの電流量が最大となる場合（すなわち最
も高い階調をした場合）の駆動トランジスタＴDRのゲートの電位である（ＶDATA_MAX＜０
）。
ＶN1＜ＶDATA_MAX－ＶT1　……(a3)
【００３３】
　さらに、発光期間ＰELにおいては発光制御トランジスタＴELがオン状態に変化するため
には、発光制御トランジスタＴELのゲート－ソース間の電圧が閾値電圧ＶT2を下回る必要
がある。すなわち、以下の式(a4)が成立する。
ＶG_ON－ＶN1＜ＶT2　……(a4)
　式(a3)と式(a4)とから以下の式(a5)が導出される。
ＶG_ON＜ＶDATA_MAX－ＶT1＋ＶT2　……(a5)
【００３４】
　式(a2)と式(a5)とから、オン電位ＶG_ONは、図４のように式(a6)を満たす範囲内から選
定される。
ＶDATA_MAX－ＶT1＋ＶT2＞ＶG_ON＞－ＶEL－ＶEL_MAX＋ＶT2　……(a6)
　なお、オフ電位ＶG_OFFは、発光制御トランジスタＴELがオフ状態となる電圧であれば
足りる。例えば高位側の電源電位ＶH（０Ｖ）がオフ電位ＶG_OFFとして使用される。
【００３５】
　次に、発光制御トランジスタＴELを発光期間ＰELにて飽和領域で動作させた場合の効果
を、発光制御トランジスタＴELを非飽和領域で動作させた場合（以下「対比例」という）
との対比によって説明する。以下では給電線Ｌ2の電源電位ＶLを「－ＶEL＝－18（Ｖ）」
に設定した場合を想定する。本実施形態におけるオン電位ＶG_ONは「－９（Ｖ）」であり
、対比例におけるオン電位ＶG_ONは「－18（Ｖ）」である。また、図５に示すように、発
光素子Ｅが特性Ａである場合と特性Ｂである場合とを想定する。同図に示すように、駆動
電流ＩDRを同じ電流量に設定した場合であっても、特性Ｂの発光素子Ｅにおける両端間の
電圧は特性Ａの発光素子Ｅよりも高くなる。
【００３６】
　図６は、電位ＶDATAの振幅（絶対値）と駆動電流ＩDRとの関係を特性Ａおよび特性Ｂに
ついて示すグラフである。グラフ(a)は本実施形態による結果を示し、グラフ(b)は対比例
による結果を示す。グラフ(b)に示すように、対比例においては、電位ＶDATAが同電位で
あっても、駆動電流ＩDRは発光素子Ｅの特性に応じて相違する。これに対し、本実施形態
においては。発光素子Ｅが特性Ａおよび特性Ｂの何れであっても、電位ＶDATAが共通する
場合には駆動電流ＩDRの電流値は高精度に一致する。
【００３７】
　次に、図７は、電位ＶDATAの振幅と各ノード（Ｎ1，Ｎ2）の電位との関係を特性Ａおよ
び特性Ｂについて示すグラフである。図６と同様に、グラフ(a)は本実施形態による結果
を示し、グラフ(b)は対比例による結果を示す。グラフ(b)に示すように、発光制御トラン
ジスタＴELが非飽和領域で動作すると、ノードＮ2の電位は発光素子Ｅの特性に応じて相
違し、さらにノードＮ1の電位はノードＮ2の電位に応じて変動する。一方、グラフ(a)に
示すように、本実施形態においても、ノードＮ2の電位は発光素子Ｅの特性に応じて変動
する。しかしながら、発光制御トランジスタＴELが飽和領域で動作するから、発光素子Ｅ
が特性Ａおよび特性Ｂの何れであってもノードＮ1の電位は変わらない。
【００３８】
　ところで、発光素子Ｅの特性に拘わらずノードＮ1の電位を所定値に維持するための構
成としては、例えば、発光制御トランジスタＴELとは別個のトランジスタ（以下「緩衝用
トランジスタ」という）を発光制御トランジスタＴELと駆動トランジスタＴDRとの間に介
在させた構成も考えられる。発光期間ＰELにおいては、発光制御トランジスタＴELを対比
例と同様に非飽和領域で動作させるとともに、緩衝用トランジスタを飽和領域で動作させ
ることでノードＮ1の電位に対する発光素子Ｅの特性の影響を緩和する。しかしながら、
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画素回路Ｐを構成するトランジスタの個数が緩衝用トランジスタの分だけ増加するという
問題がある。これに対し、本実施形態においては、発光素子Ｅに対する駆動電流ＩDRの供
給の可否を制御するスイッチング素子としての作用と、発光素子Ｅの電気的な特性がノー
ドＮ1の電位に与える影響を緩和する作用とが、ひとつの発光制御トランジスタＴELによ
って実現される。したがって、緩衝用トランジスタが配置された構成と比較して画素回路
Ｐの構成が簡素化されるという利点がある。
【００３９】
＜Ｂ：第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。なお、以下の各形態のうち作用や機能
が第１実施形態と共通する要素については、以上と同じ符号を付して、その詳細な説明を
適宜に省略する。
【００４０】
　図８は、本実施形態における画素回路Ｐの構成を示す回路図である。同図に示すように
、画素回路Ｐを構成する各トランジスタ（駆動トランジスタＴDR・発光制御トランジスタ
ＴEL・トランジスタＳＷ1）はＮチャネル型である。したがって、給電線Ｌ1および給電線
Ｌ2と画素回路Ｐの各要素との関係が第１実施形態とは逆転している。すなわち、発光素
子Ｅの陽極は給電線Ｌ1に接続され、駆動トランジスタＴDRのソースは給電線Ｌ2に接続さ
れる。給電線Ｌ2の電位ＶLは各部の電圧の基準となる電位（０Ｖ）である。給電線Ｌ1の
電位ＶHは電圧ＶELだけ高位である（ＶEL＞０）。発光制御トランジスタＴELは、発光素
子Ｅの陰極と駆動トランジスタＴDRのドレインとの間に介在する。トランジスタＳＷ1や
容量素子Ｃ1の配置は第１実施形態と同様である。
【００４１】
　発光制御信号ＧEL[i]は、第１実施形態と同様に、発光期間ＰELにてオン電位ＶG_ONと
なり、それ以外の期間にてオフ電位ＶG_OFFを維持する。ただし、発光制御トランジスタ
ＴELはＮチャネル型であるから、オン電位ＶG_ONはオフ電位ＶG_OFFよりも高位である。
オン電位ＶG_ONは、第１実施形態と同様に、発光制御トランジスタＴELが飽和領域で動作
するように選定される。オン電位ＶG_ONの条件について詳述すると以下の通りである。
【００４２】
　まず、飽和領域で動作するためには、発光制御トランジスタＴELのドレイン－ソース間
の電圧ＶDSが、ゲート－ソース間の電圧ＶGSと閾値電圧ＶT2（ＶT2＞０）との差分値を上
回る（ＶDS＞ＶGS－ＶT2）必要があるから、以下の式(b1)が成立する。
ＶN2＞ＶG_ON－ＶT2　……(b1)
【００４３】
　式(b1)における電位ＶN2の最大値が「ＶEL－ＶEL_MAX」であることを考慮すると、式(b
1)から以下の式(b2)が導出される（ＶEL_MAX＞０）。
ＶG_ON＜ＶEL－ＶEL_MAX＋ＶT2　……(b2)
【００４４】
　また、駆動トランジスタＴDRを飽和領域で動作させるためには、駆動トランジスタＴDR
のドレイン－ソース間の電圧ＶDSが、ゲート－ソース間の電圧ＶGSと閾値電圧ＶT1（ＶT1
＞０）との差分値を上回る（ＶDS＞ＶGS－ＶT1）必要があるから、以下の式(b3)が成立す
る。式(b3)における電位ＶDATA_MAX（ＶDATA_MAX＞０）は、駆動電流ＩDRの電流量が最大
となるときの駆動トランジスタＴDRのゲートの電位（電位ＶDATAの最大値）である。
ＶN1＞ＶDATA_MAX－ＶT1　……(b3)
　さらに、発光期間ＰELにおいて発光制御トランジスタＴELはオン状態に変化するから、
以下の式(b4)が成立する。
ＶG_ON－ＶN1＞ＶT2　……(b4)
　式(b3)と式(b4)とから以下の式(b5)が導出される。
ＶG_ON＞ＶDATA_MAX－ＶT1＋ＶT2　……(b5)
【００４５】
　式（b2）と式(b5)とから、本実施形態のオン電位ＶG_ONは、図９のように式(b6)を満た
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す範囲から選定される。
ＶDATA_MAX－ＶT1＋ＶT2＜ＶG_ON＜ＶEL－ＶEL_MAX＋ＶT2　……(b6)
　なお、オフ電位ＶG_OFFは、発光制御トランジスタＴELがオフ状態となる電位であれば
足りる。例えば低位側の電源電位ＶL（０Ｖ）がオフ電位ＶG_OFFとして使用される。
【００４６】
　以上に説明したように、本実施形態においても発光制御トランジスタＴELが発光期間Ｐ
ELにて飽和領域で動作するから、各発光素子Ｅの電気的な特性が駆動電流ＩDRに与える影
響を低減することが可能である。
【００４７】
＜Ｃ：第３実施形態＞
　図１０は、本発明の第３実施形態に係る画素回路Ｐの構成を示す回路図である。同図に
示すように、本実施形態の画素回路Ｐは、第１実施形態の要素に加えて、トランジスタＳ
Ｗ2と容量素子Ｃ2とを含む。トランジスタＳＷ2は、駆動トランジスタＴDRのゲートとド
レインとの間に介在して両者の電気的な接続を制御するＰチャネル型のトランジスタであ
る。トランジスタＳＷ2のゲートには駆動回路（図示略）から制御線１８を介して制御信
号ＧCP[i]が供給される。容量素子Ｃ2は、電極Ｅ1と電極Ｅ2とを含む。電極Ｅ1は、駆動
トランジスタＴDRのゲートに接続される。トランジスタＳＷ1は、電極Ｅ2とデータ線１６
との間に介在して両者の電気的な接続を制御する。
【００４８】
　図１１は、第ｉ行に属する第ｊ列目の画素回路Ｐに供給される信号の波形を示すタイミ
ングチャートである。同図に示すように、書込期間ＰWTの直前にはリセット期間ＰRSと補
償期間ＰCPとが設定される。選択信号ＧWT[i]は、リセット期間ＰRSと補償期間ＰCPと書
込期間ＰWTとにおいてローレベルとなり、発光期間ＰELにてハイレベルとなる。発光制御
信号ＧEL[i]は、リセット期間ＰRSと発光期間ＰELとにおいてオン電位ＶG_ONとなり、補
償期間ＰCPと書込期間ＰWTとにおいてオフ電位ＶG_OFF（ＶG_OFF＞ＶG_ON）となる。制御
信号ＧCP[i]は、リセット期間ＰRSと補償期間ＰCPとにおいてローレベルとなり、書込期
間ＰWTと発光期間ＰELとにおいてハイレベルとなる。
【００４９】
　次に、ひとつの画素回路Ｐの動作を説明する。まず、リセット期間ＰRSにおいては、発
光制御信号ＧEL[i]がオン電位ＶG_ONとなるから発光制御トランジスタＴELはオン状態を
維持する。また、制御信号ＧCP[i]はローレベルに遷移するから、駆動トランジスタＴDR
はトランジスタＳＷ2を介してダイオード接続される。したがって、リセット期間ＰRSに
おいては、駆動トランジスタＴDRのゲート（電極Ｅ1）は発光素子Ｅの電気的な特性に応
じた電圧に初期化される。また、リセット期間ＰRSおよび補償期間ＰCPにおいては、選択
信号ＧWT[i]によってトランジスタＳＷ1がオン状態とされた状態で、データ信号Ｓ[j]が
基準電位ＶREFに維持される。したがって、電極Ｅ2は基準電位ＶREFに維持される。
【００５０】
　次いで、補償期間ＰCPが開始すると、発光制御信号ＧEL[i]がオフ電位ＶG_OFFに遷移す
ることで発光制御トランジスタＴELはオフ状態に変化する。したがって、補償期間ＰCPの
終点が到来するまでに、駆動トランジスタＴDRのゲート（容量素子Ｃ2の電極Ｅ1）は、給
電線Ｌ1の電源電位ＶH（０Ｖ）と駆動トランジスタＴDRの閾値電圧ＶT1との差分値（ＶH
－ＶT1）に収束する。
【００５１】
　書込期間ＰWTにおいては、制御信号ＧCP[i]がハイレベルに遷移することで駆動トラン
ジスタＴDRのダイオード接続が解除されたうえで、トランジスタＳＷ1がオン状態に維持
されたままデータ信号Ｓ[j]が基準電位ＶREFから電位ＶDATAに変更される。駆動トランジ
スタＴDRのゲートのインピーダンスは充分に高いから、電極Ｅ1の電位（駆動トランジス
タＴDRのゲートの電位）は、電極Ｅ2の電位の変化分（基準電位ＶREFと電位ＶDATAとの差
分値）に応じて変動する。すなわち、駆動トランジスタＴDRのゲートは電位ＶDATAに応じ
た電位に設定される。書込期間ＰWTの経過後の発光期間ＰELにおいては、発光制御信号Ｇ
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EL[i]がオン電位ＶG_ONに設定されることで発光制御トランジスタＴELがオン状態となる
から、駆動トランジスタＴDRのゲートの電位に応じた駆動電流ＩDRが発光制御トランジス
タを経由して発光素子Ｅに供給される。したがって、発光素子Ｅは電位ＶDATAに応じた光
量で発光する。
【００５２】
　以上のように、本実施形態においては、駆動トランジスタＴELのゲートの電位を、補償
期間ＰCPにおいて閾値電圧ＶT1に対応する電位に収束させ、書込期間ＰWTにて容量素子Ｃ
2を利用して変動させることで電位ＶDATAに応じた電位に設定する。したがって、駆動ト
ランジスタＴELの閾値電圧ＶT1の誤差を補償して、電位ＶDATAに応じた駆動電流ＩDRを高
精度に生成することが可能となる。
【００５３】
　本実施形態におけるオン電位ＶG_ONは、第１実施形態の式(a6)と同様に、発光制御トラ
ンジスタＴELおよび駆動トランジスタＴDRを飽和領域で動作させる式(c)の範囲内から選
定される。したがって、本実施形態においても第１実施形態と同様の効果が奏される。
ＶDATA_MAX－ＶT1＋ＶT2＞ＶG_ON＞－ＶEL－ＶEL_MAX＋ＶT2　……(c)
　ただし、本実施形態における電位ＶDATA_MAXは、駆動電流ＩDRの電流量が最大となるよ
うに電位ＶDATAを選定したときに書込期間ＰWTにて設定される駆動トランジスタＴDRのゲ
ートの電位であり、データ線１６の電位ＶDATAとは相違する。
【００５４】
＜Ｄ：第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。以上の各形態においては、データ線１
６の電位ＶDATAに応じて発光素子Ｅの光量が設定される電圧プログラミング方式の画素回
路Ｐを例示した。これに対し、本実施形態の画素回路Ｐは、データ線１６の電流ＩDATAに
応じて発光素子Ｅの光量が設定される電流プログラミング方式である。
【００５５】
　図１２は、画素回路Ｐの構成を示す回路図である。同図に示すように、本実施形態の画
素回路Ｐは、駆動トランジスタＴDRや発光制御トランジスタＴELと同じＰチャネル型のト
ランジスタＳＷ1とトランジスタＳＷ2とを含む。トランジスタＳＷ1は、駆動トランジス
タＴDRと発光制御トランジスタＴELとの間のノードＮ1から分岐してデータ線１６に至る
経路上に配置され、駆動トランジスタＴDRのドレインとデータ線１６との電気的な接続を
制御する。トランジスタＳＷ1と発光制御トランジスタＴELとは、相互に近接した位置に
同じ寸法（チャネル長やチャネル幅）で形成される。トランジスタＳＷ2は、駆動トラン
ジスタＴDRのゲートとドレインとの電気的な接続を制御する。トランジスタＳＷ1および
トランジスタＳＷ2の各々のゲートは選択線１２に接続される。
【００５６】
　図１３は、本実施形態の発光装置Ｄの構成を示すブロック図である。同図に示すように
、電源回路２０は、発光制御回路２４に加えて書込制御回路２２にもオン電位ＶG_ONとオ
フ電位ＶG_OFFとを供給する（ＶG_ON＜ＶG_OFF）。図１４に示すように、書込制御回路２
２は、選択信号ＧWT[i]を、書込期間ＰWTにてオン電位ＶG_ONに設定し、それ以外の期間
（発光期間ＰELを含む）にてオフ電位ＶG_OFFに設定する。発光制御信号ＧEL[i]の波形は
第１実施形態と同様である。
【００５７】
　データ供給回路２６は、選択信号ＧWT[i]がオン電位ＶG_ONとなる書込期間ＰWTにおい
て、データ信号Ｓ[j]を、第ｉ行に属する第ｊ列目の画素回路Ｐに指定された階調に応じ
た電流ＩDATAに設定する手段（例えばｎ個の電流出力型Ｄ／Ａ変換器）である。
【００５８】
　以上の構成において、書込期間ＰWTにて選択信号ＧWT[i]がオン電位ＶG_ONに遷移する
と、駆動トランジスタＴDRはトランジスタＳＷ2を介してダイオード接続される。また、
オン電位ＶG_ONの供給によってトランジスタＳＷ1はオン状態に変化するから、図１２に
破線の矢印で示すように、給電線Ｌ1から駆動トランジスタＴDRとノードＮ1とトランジス
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タＳＷ1とを経由してデータ信号Ｓ[j]の電流ＩDATAが第ｊ列目のデータ線１６に流れ込む
。したがって、容量素子Ｃ1には電流ＩDATAに応じた電圧が保持される。
【００５９】
　書込期間ＰWTの経過後の発光期間ＰELにおいては、選択信号ＧWT[i]がオフ電位ＶG_OFF
に設定されることでトランジスタＳＷ1とトランジスタＳＷ2とがオフ状態に変化する。そ
して、発光制御信号ＧEL[i]がオン電位ＶG_ONに遷移して発光制御トランジスタＴELがオ
ン状態に変化すると、駆動トランジスタＴDRのゲートの電位（直前の書込期間ＴWTにて容
量素子Ｃ1に保持された電位）に応じた駆動電流ＩDRが発光制御トランジスタＴELを経由
して発光素子Ｅに供給される。したがって、発光素子Ｅは電流ＩDATAに応じた光量で発光
する。
【００６０】
　本実施形態におけるオン電位ＶG_ONは、第１実施形態の式(a6)と同様に、発光制御トラ
ンジスタＴELを飽和領域で動作させる式(d)の範囲内から選定される。したがって、本実
施形態においても第１実施形態と同様の効果が奏される。
ＶDATA_MAX－ＶT1＋ＶT2＞ＶG_ON＞－ＶEL－ＶEL_MAX＋ＶT2　……(d)
　ただし、式(d)における電位ＶDATA_MAXは、駆動電流ＩDRの電流量が最大となるように
電流ＩDATAを選定したときに書込期間ＰWTで設定される駆動トランジスタＴDRのゲートの
電位（ＶDATA_MAX＜０）である。
【００６１】
　また、本実施形態においては、トランジスタＳＷ1と発光制御トランジスタＴELとが同
じ特性（同じ導電型および同じ寸法）で近接して形成されたうえで、トランジスタＳＷ1
と発光制御トランジスタＴELとが同じオン電位ＶG_ONによってオン状態とされる。この構
成によれば、ノードＮ1の電位（駆動トランジスタＴDRのドレインの電位）は書込期間ＰW
Tと発光期間ＰELとで一致する。したがって、書込期間ＰWTにおける電流ＩDATAの電流量
と発光期間ＰELにおける駆動電流ＩDRの電流量とを高精度に一致させることが可能となる
。すなわち、発光素子Ｅの光量を電流ＩDATAに応じて高精度に制御することができる。
【００６２】
＜Ｅ：変形例＞
　以上の各形態には様々な変形を加えることができる。具体的な変形の態様を例示すれば
以下の通りである。なお、以下の各態様を適宜に組み合わせてもよい。
【００６３】
（１）変形例１　
　第１実施形態から第３実施形態においても、第４実施形態と同様に、電源回路２０が生
成したオン電位ＶG_ONおよびオフ電位ＶG_OFFを、書込制御回路２２が生成する選択信号
ＧWT[1]～ＧWT[m]の電圧として利用してもよい。以上の構成によれば、電源回路２０が生
成する電圧の総数が削減されるから、電源回路２０の回路規模の縮小や消費電力の低減が
実現される。
【００６４】
（２）変形例２　
　第３および第４実施形態においては画素回路ＰがＰチャネル型のトランジスタで構成さ
れる場合を例示したが、第２実施形態と同様に、図１０や図１２の各トランジスタは適宜
にＮチャネル型に変更される。また、画素回路Ｐを構成する総てのトランジスタが同じ導
電型である必要はない。すなわち、駆動トランジスタＴDRと発光制御トランジスタＴElと
が同じ導電型であれば、トランジスタＳＷ1やトランジスタＳＷ2の導電型は任意に変更さ
れる。
【００６５】
（３）変形例３　
　以上の各形態のように駆動トランジスタＴDRが飽和領域で動作する構成によれば、駆動
電流ＩDRを安定的に生成する定電流源として駆動トランジスタＴDRを動作させることが可
能となる。しかしながら、発光制御トランジスタＴELが飽和領域内で動作すれば本発明の
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所期の効果は奏されるから、駆動トランジスタＴDRの動作点が飽和領域内にあることまで
は本発明において必ずしも必要ではない。例えば、第１実施形態における式(a5)や第２実
施形態における式(b5)は成立しなくてもよい。
【００６６】
（４）変形例４　
　以上の各形態においては発光素子Ｅとして有機発光ダイオード素子を例示したが、これ
以外の発光素子を利用した様々な発光装置にも本発明は適用される。例えば、無機ＥＬ材
料からなる発光層を含む発光素子や発光ダイオード素子、電界放出（ＦＥ：Field　Emiss
ion）素子、表面導電型電子放出（ＳＥ：Surface-conduction　Electron-emitter）素子
、弾道電子放出（ＢＳ：Ballistic　electron　Surface　emitting）素子など様々な発光
素子を本発明に適用することができる。
【００６７】
＜Ｆ：応用例＞
　次に、本発明に係る電子機器について説明する。図１５から図１７には、以上に例示し
た発光装置Ｄを表示装置として採用した電子機器の形態が図示されている。
【００６８】
　図１５は、発光装置Ｄを採用したモバイル型のパーソナルコンピュータの構成を示す斜
視図である。パーソナルコンピュータ２０００は、画像を表示する発光装置Ｄと、電源ス
イッチ２００１やキーボード２００２が設置された本体部２０１０とを具備する。発光装
置Ｄは有機発光ダイオード素子を発光素子Ｅとして使用しているので、視野角が広く見易
い画面を表示できる。
【００６９】
　図１６は、発光装置Ｄを適用した携帯電話機の構成を示す斜視図である。携帯電話機３
０００は、複数の操作ボタン３００１およびスクロールボタン３００２と、画像を表示す
る発光装置Ｄとを備える。スクロールボタン３００２を操作することによって、発光装置
Ｄに表示される画面がスクロールされる。
【００７０】
　図１７は、発光装置Ｄを適用した携帯情報端末（ＰＤＡ：Personal Digital Assistant
s）の構成を示す斜視図である。情報携帯端末４０００は、複数の操作ボタン４００１お
よび電源スイッチ４００２と、画像を表示する発光装置Ｄとを備える。電源スイッチ４０
０２を操作すると、住所録やスケジュール帳といった様々な情報が発光装置Ｄに表示され
る。
【００７１】
　なお、本発明に係る発光装置が適用される電子機器としては、図１５から図１７に示し
た機器のほか、デジタルスチルカメラ、テレビ、ビデオカメラ、カーナビゲーション装置
、ページャ、電子手帳、電子ペーパー、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、プリンタ、スキャナ、複写機、ビデオプレーヤ、タッチパネル
を備えた機器等などが挙げられる。また、本発明に係る発光装置の用途は画像の表示に限
定されない。例えば、電子写真方式の画像形成装置においては、用紙などの記録材に形成
されるべき画像に応じて感光体を露光する露光装置（ラインヘッド）が使用されるが、こ
の種の露光装置としても本発明の発光装置は利用される。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】第１実施形態に係る発光装置の構成を示すブロック図である。
【図２】選択信号および発光制御信号の波形を示すタイミングチャートである。
【図３】画素回路の構成を示す回路図である。
【図４】オン電位ＶG_ONの範囲を説明するための概念図である。
【図５】発光素子の端子間の電圧と電流との関係を示すグラフである。
【図６】電位ＶDATAと駆動電流ＩDRとの関係を示すグラフである。
【図７】電位ＶDATAと各ノードの電位との関係を示すグラフである。
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【図８】第２実施形態に係る画素回路の構成を示す回路図である。
【図９】オン電位ＶG_ONの範囲を説明するための概念図である。
【図１０】第３実施形態に係る画素回路の構成を示す回路図である。
【図１１】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１２】第４実施形態に係る画素回路の構成を示す回路図である。
【図１３】発光装置の構成を示すブロック図である。
【図１４】選択信号および発光制御信号の波形を示すタイミングチャートである。
【図１５】本発明を適用した電子機器の形態（パーソナルコンピュータ）を示す斜視図で
ある。
【図１６】本発明を適用した電子機器の形態（携帯電話機）を示す斜視図である。
【図１７】本発明を適用した電子機器の形態（携帯情報端末）を示す斜視図である。
【図１８】発光素子を駆動するための構成を示す回路図である。
【符号の説明】
【００７３】
Ｄ……発光装置、１０……素子アレイ部、Ｐ……画素回路、１２……選択線、１４……発
光制御線、１６……データ線、２０……電源回路、Ｌ1，Ｌ2……給電線、２２……書込制
御回路、２４……発光制御回路、２６……データ供給回路、Ｅ……発光素子、ＴDR……駆
動トランジスタ、ＴEL……発光制御トランジスタ、ＳＷ1，ＳＷ2……トランジスタ、Ｎ1
，Ｎ2……ノード、ＶG_ON……オン電位、ＶG_OFF……オフ電位、ＩDR……駆動電流、ＶT1
……駆動トランジスタの閾値電圧、ＶT2……発光制御トランジスタの閾値電圧、ＧWT[i]
（ＧWT[1]～ＧWT[m]）……選択信号、ＧEL[i]（ＧEL[1]～ＧEL[m]）……発光制御信号、
Ｓ[j]（Ｓ[1]～Ｓ[n]）……データ信号。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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