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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　行状に配された複数の走査線、列状に配された複数の映像信号線、及び、行列状に配さ
れた表示素子を備えており、
　表示素子は、発光部と、サンプリング用トランジスタと、駆動用トランジスタと、保持
容量とを含み、
　サンプリング用トランジスタと駆動用トランジスタとは、それぞれ、ゲートと、ソース
及びドレインの一方と、ソース及びドレインの他方とを備えており、
　サンプリング用トランジスタにあっては、ゲートは走査線に接続されており、ソース及
びドレインの一方は映像信号線に接続されており、
　駆動用トランジスタにあっては、ゲートはサンプリング用トランジスタのソース及びド
レインの他方と保持容量の一端とに接続されており、ソース及びドレインの一方は発光部
の一端と保持容量の他端とに接続されている表示装置の駆動方法であって、
　映像信号線には、基準電位と信号電位とが供給され、
　駆動用トランジスタのソース及びドレインの他方に供給される電源電圧を、第１電位か
ら、基準電位から第２電位を減じた差が駆動用トランジスタの閾電圧を超える第２電位に
切り換え、次いで、走査線からの制御信号に基づいてサンプリング用トランジスタを導通
状態として映像信号線から基準電位を駆動用トランジスタのゲートに印加し、以て、駆動
用トランジスタのゲート電位とソース及びドレインの一方の電位とを初期化する工程を備
えており、



(2) JP 5114889 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

　駆動用トランジスタのゲート電位とソース及びドレインの一方の電位とを初期化した後
、
　映像信号線から基準電位を駆動用トランジスタのゲートに印加した状態で、電源電圧を
第２電位から第１電位に切り換えることによって、駆動用トランジスタのソース及びドレ
インの一方の電位を基準電位から駆動用トランジスタの閾電圧を減じた電位に向かって近
づけ、
　次いで、映像信号線から信号電位を駆動用トランジスタのゲートに印加し、
　その後、走査線からの制御信号に基づいてサンプリング用トランジスタを非導通状態と
し、以て、駆動用トランジスタのゲート－ソース間電圧の値に応じたドレイン電流を発光
部に流す表示装置の駆動方法。
【請求項２】
　電源電圧の第１電位から第２電位への切り換えによって、発光部が発光状態から非発光
状態となる請求項１に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項３】
　発光部が発光状態にある期間の１フィールドに占める割合は、電源電圧の第１電位から
第２電位への切り換えのタイミングによって調節される請求項２に記載の表示装置の駆動
方法。
【請求項４】
　映像信号線から信号電位を駆動用トランジスタのゲートに印加しているときに駆動用ト
ランジスタのソース及びドレインの一方の電位が変化することによって、駆動用トランジ
スタのゲート－ソース間電圧の値が補正される請求項１に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項５】
　電源電圧の第１電位から第２電位への切り換えによって発光部が発光状態から非発光状
態となった後、走査線からの制御信号に基づいてサンプリング用トランジスタを非導通状
態とする迄、発光部は非発光状態にある請求項１に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項６】
　行状に配された複数の走査線、列状に配された複数の映像信号線、及び、行列状に配さ
れた表示素子を備えており、
　表示素子は、発光部と、サンプリング用トランジスタと、駆動用トランジスタと、保持
容量とを含み、
　サンプリング用トランジスタと駆動用トランジスタとは、それぞれ、ゲートと、ソース
及びドレインの一方と、ソース及びドレインの他方とを備えており、
　サンプリング用トランジスタにあっては、ゲートは走査線に接続されており、ソース及
びドレインの一方は映像信号線に接続されており、
　駆動用トランジスタにあっては、ゲートはサンプリング用トランジスタのソース及びド
レインの他方と保持容量の一端とに接続されており、ソース及びドレインの一方は発光部
の一端と保持容量の他端とに接続されている表示装置であって、
　映像信号線には、基準電位と信号電位とが供給され、
　駆動用トランジスタのソース及びドレインの他方に供給される電源電圧が、第１電位か
ら、基準電位から第２電位を減じた差が駆動用トランジスタの閾電圧を超える第２電位に
切り換えられ、次いで、走査線からの制御信号に基づいてサンプリング用トランジスタが
導通状態とされて映像信号線から基準電位が駆動用トランジスタのゲートに印加され、以
て、駆動用トランジスタのゲート電位とソース及びドレインの一方の電位とが初期化され
た後、
　映像信号線から基準電位が駆動用トランジスタのゲートに印加された状態で、電源電圧
が第２電位から第１電位に切り換えられることによって、駆動用トランジスタのソース及
びドレインの一方の電位が基準電位から駆動用トランジスタの閾電圧を減じた電位に向か
って近づけられ、
　次いで、映像信号線から信号電位が駆動用トランジスタのゲートに印加され、
　その後、走査線からの制御信号に基づいてサンプリング用トランジスタが非導通状態と
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され、以て、駆動用トランジスタのゲート－ソース間電圧の値に応じたドレイン電流が発
光部に流れる表示装置。
【請求項７】
　発光部と、サンプリング用トランジスタと、駆動用トランジスタと、保持容量とを含み
、
　サンプリング用トランジスタと駆動用トランジスタとは、それぞれ、ゲートと、ソース
及びドレインの一方と、ソース及びドレインの他方とを備えており、
　駆動用トランジスタにあっては、ゲートはサンプリング用トランジスタのソース及びド
レインの他方と保持容量の一端とに接続されており、ソース及びドレインの一方は発光部
の一端と保持容量の他端とに接続されている表示素子の駆動方法であって、
　サンプリング用トランジスタのソース及びドレインの一方には、基準電位と信号電位と
が供給され、ゲートには制御信号が供給され、
　駆動用トランジスタのソース及びドレインの他方に供給される電源電圧を、第１電位か
ら、基準電位から第２電位を減じた差が駆動用トランジスタの閾電圧を超える第２電位に
切り換え、次いで、制御信号に基づいてサンプリング用トランジスタを導通状態として基
準電位を駆動用トランジスタのゲートに印加し、以て、駆動用トランジスタのゲート電位
とソース及びドレインの一方の電位とを初期化する工程を備えており、
　駆動用トランジスタのゲート電位とソース及びドレインの一方の電位とを初期化した後
、
　基準電位を駆動用トランジスタのゲートに印加した状態で、電源電圧を第２電位から第
１電位に切り換えることによって、駆動用トランジスタのソース及びドレインの一方の電
位を基準電位から駆動用トランジスタの閾電圧を減じた電位に向かって近づけ、
　次いで、信号電位を駆動用トランジスタのゲートに印加し、
　その後、制御信号に基づいてサンプリング用トランジスタを非導通状態とし、以て、駆
動用トランジスタのゲート－ソース間電圧の値に応じたドレイン電流を発光部に流す表示
素子の駆動方法。
【請求項８】
　電源電圧の第１電位から第２電位への切り換えによって、発光部が発光状態から非発光
状態となる請求項７に記載の表示素子の駆動方法。
【請求項９】
　発光部が発光状態にある期間の１フィールドに占める割合は、電源電圧の第１電位から
第２電位への切り換えのタイミングによって調節される請求項８に記載の表示素子の駆動
方法。
【請求項１０】
　信号電位を駆動用トランジスタのゲートに印加しているときに駆動用トランジスタのソ
ース及びドレインの一方の電位が変化することによって、駆動用トランジスタのゲート－
ソース間電圧の値が補正される請求項７に記載の表示素子の駆動方法。
【請求項１１】
　電源電圧の第１電位から第２電位への切り換えによって発光部が発光状態から非発光状
態となった後、制御信号に基づいてサンプリング用トランジスタを非導通状態とする迄、
発光部は非発光状態にある請求項７に記載の表示素子の駆動方法。
【請求項１２】
　発光部と、サンプリング用トランジスタと、駆動用トランジスタと、保持容量とを含み
、
　サンプリング用トランジスタと駆動用トランジスタとは、それぞれ、ゲートと、ソース
及びドレインの一方と、ソース及びドレインの他方とを備えており、
　駆動用トランジスタにあっては、ゲートはサンプリング用トランジスタのソース及びド
レインの他方と保持容量の一端とに接続されており、ソース及びドレインの一方は発光部
の一端と保持容量の他端とに接続されている表示素子であって、
　サンプリング用トランジスタのソース及びドレインの一方には、基準電位と信号電位と
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が供給され、ゲートには制御信号が供給され、
　駆動用トランジスタのソース及びドレインの他方に供給される電源電圧が、第１電位か
ら、基準電位から第２電位を減じた差が駆動用トランジスタの閾電圧を超える第２電位に
切り換えられ、次いで、制御信号に基づいてサンプリング用トランジスタが導通状態とさ
れて基準電位が駆動用トランジスタのゲートに印加され、以て、駆動用トランジスタのゲ
ート電位とソース及びドレインの一方の電位とが初期化された後、
　映像信号線から基準電位が駆動用トランジスタのゲートに印加された状態で、電源電圧
が第２電位から第１電位に切り換えられることによって、駆動用トランジスタのソース及
びドレインの一方の電位が基準電位から駆動用トランジスタの閾電圧を減じた電位に向か
って近づけられ、
　次いで、映像信号線から信号電位が駆動用トランジスタのゲートに印加され、
　その後、走査線からの制御信号に基づいてサンプリング用トランジスタが非導通状態と
され、以て、駆動用トランジスタのゲート－ソース間電圧の値に応じたドレイン電流が発
光部に流れる表示素子。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示素子及びその駆動方法、並びに、表示素子を画素に用いたアクティブマ
トリクス型の表示装置及びその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光部として有機ＥＬデバイスを用いた平面自発光型の表示装置の開発が、近年盛んに
なっている。有機ＥＬデバイスは、有機薄膜に電界をかけると発光する現象を利用したデ
バイスである。有機ＥＬデバイスは、印加電圧が１０Ｖ以下で駆動するため低消費電力で
ある。また、有機ＥＬデバイスは、自ら光を発する自発光素子であるため照明部材を必要
とせず、軽量化及び薄型化が容易である。さらに、有機ＥＬデバイスの応答速度は、数μ
ｓ程度と非常に高速であるので、動画表示時の残像が発生しない。
【０００３】
　有機ＥＬデバイスを発光部として備えた表示素子を画素に用いた平面自発光型の表示装
置の中でも、とりわけ駆動素子として薄膜トランジスタを各画素に集積形成したアクティ
ブマトリクス型の表示装置の開発が盛んである。アクティブマトリクス型平面自発光表示
装置は、例えば、以下の特許文献１乃至特許文献５に記載されている。
【特許文献１】特開２００３－２５５８５６
【特許文献２】特開２００３－２７１０９５
【特許文献３】特開２００４－１３３２４０
【特許文献４】特開２００４－０２９７９１
【特許文献５】特開２００４－０９３６８２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のアクティブマトリクス型平面自発光表示装置は、プロセス変動に
より、発光部を駆動するトランジスタの閾電圧や移動度がばらついてしまう。また、有機
ＥＬデバイス等の発光部の特性が経時的に変動する。この様な駆動用トランジスタの特性
ばらつきや有機ＥＬデバイスの特性変動は、発光輝度に影響を与えてしまう。表示装置の
画面全体にわたって発光輝度を均一に制御するため、各画素回路内で上述したトランジス
タや有機ＥＬデバイスの特性変動を補正する必要がある。従来から、かかる補正機能を画
素毎に備えた表示装置が提案されている。しかしながら、従来の補正機能を備えた画素回
路は、補正用の電位を供給する配線と、スイッチング用のトランジスタと、スイッチング
用のパルスが必要であり、画素回路の構成が複雑である。画素回路の構成要素が多いこと
から、ディスプレイの高精細化の妨げとなっていた。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した従来の技術の課題に鑑み、本発明は画素回路の簡素化によりディスプレイの高
精細化を可能にする表示装置及びその駆動方法を提供することを基本的な目的とする。特
に、画素回路の配線容量や配線抵抗の影響を受けることなく、閾電圧の補正機能を安定化
することを目的としている。かかる目的を達成するために以下の手段を講じた。即ち、本
発明にかかる表示装置は、画素アレイ部とこれを駆動する駆動部とから成り、前記画素ア
レイ部は、行状の走査線と、列状の映像信号線と、両者が交差する部分に配された行列状
の画素（表示素子）と、画素の各行に対応して配された電源供給線とを備えている。前記
駆動部は、各走査線に順次制御信号を供給して画素を行単位で線順次走査する主スキャナ
と、該線順次走査に合わせて各電源供給線に第１電位と第２電位とに切り換わる電源電圧
を供給する電源スキャナと、該線順次走査に合わせて列状の映像信号線に映像信号となる
信号電位と基準電位を供給する信号セレクタとを備えている。前記画素は、発光部と、サ
ンプリング用トランジスタと、駆動用トランジスタと、保持容量とを含み、前記サンプリ
ング用トランジスタは、そのゲートが該走査線に接続されており、そのソース及びドレイ
ンの一方が該映像信号線に接続されており、他方が該駆動用トランジスタのゲートに接続
されており、前記駆動用トランジスタは、そのソース及びドレインの一方が該発光部に接
続されており、他方が該電源供給線に接続されており、前記保持容量は、該駆動用トラン
ジスタのソースとゲートの間に接続されている。前記サンプリング用トランジスタは、該
走査線から供給された制御信号に応じて導通し、該映像信号線から供給された信号電位を
サンプリングして該保持容量に保持し、前記駆動用トランジスタは、第１電位にある該電
源供給線から電流の供給を受け該保持された信号電位に応じて駆動電流を該発光部に流す
。前記電源スキャナは、該サンプリング用トランジスタが信号電位をサンプリングする前
に、第１タイミングで該電源供給線を第１電位から第２電位に切り換え、前記主スキャナ
は、該第１タイミングの後の第２タイミングで該サンプリング用トランジスタを導通させ
て、該映像信号線から基準電位を該駆動用トランジスタのゲートに印加するとともに該駆
動用トランジスタのソースを第２電位にセットし、前記電源スキャナは、該第２タイミン
グの後の第３タイミングで、該電源供給線を第２電位から第１電位に切り換えて、該駆動
用トランジスタの閾電圧に相当する電圧を該保持容量に保持しておくことを特徴とする。
【０００６】
　好ましくは、前記電源スキャナは、該電源供給線を第１電位から第２電位に落とす第１
タイミングを調整して、該発光部が発光している期間を調節可能にする。又、前記信号セ
レクタは、該サンプリング用トランジスタが導通した後、第４タイミングで該映像信号線
を基準電位から信号電位に切り換える一方、前記主スキャナは、該第４タイミングの後、
第５タイミングで該走査線に対する制御信号の印加を解除して該サンプリング用トランジ
スタを非導通状態とし、該第４タイミング及び第５タイミングの間の期間を適切に設定す
ることで、前記保持容量に信号電位を保持する際、該駆動用トランジスタの移動度に対す
る補正を信号電位に加える。又、前記主スキャナは、該保持容量に信号電位が保持された
第５タイミングで走査線に対する制御信号の印加を解除し、該サンプリング用トランジス
タを非導通状態にして該駆動用トランジスタのゲートを該映像信号線から電気的に切り離
し、以って、該駆動用トランジスタのソース電位の変動にゲート電位が連動しゲートとソ
ース間の電圧を一定に維持する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、有機ＥＬデバイス等の発光部を備えた表示素子を画素に用いたアクテ
ィブマトリクス型の表示装置において、各画素が駆動用トランジスタの閾電圧補正機能を
備えている。好ましくは、移動度補正機能や有機ＥＬデバイスの経時変動補正機能（ブー
トストラップ動作）等も備えており、高品位の画質を得ることが出来る。従来、この様な
補正機能を備えた画素回路は構成素子数が多いためレイアウト面積が大きくなり、ディス
プレイの高精細化には不向きであったが、本発明では、各画素に供給する電源電圧をスイ
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ッチングパルス化することで、構成素子数の削減化を図っている。電源電圧をスイッチン
グパルス化することで、閾電圧補正用のスイッチングトランジスタやそのゲートを走査す
る走査線が不要になる。結果として、画素回路の構成素子と配線が大幅に削減でき、画素
エリアを縮小することが可能となり、ディスプレイの高精細化を達成できる。
【０００８】
　駆動用トランジスタの閾電圧補正を行うためには、予め駆動用トランジスタのゲート電
位及びソース電位をリセットしておくことが必要である。本発明では、特に駆動用トラン
ジスタのソース及びゲートの電位をリセットするタイミングを調整することで、確実に閾
電圧補正動作を行うことが出来る。具体的には、駆動用トランジスタのゲート電位を基準
電位にリセットしソース電位を第２電位（電源電位のローレベル）にセットする際、予め
電源供給線を第２電位に落としておくことで、配線容量や配線抵抗の影響を受けることな
く、確実に閾電圧補正動作を行うことが出来る。この様に、本発明にかかる表示装置は、
画素回路内の配線容量に影響を受けることなく動作するため、高精細且つ大画面の表示装
置に適用することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。まず最初に、本発明の
理解を容易にし且つ背景を明らかにするため、図１を参照して表示装置の一般的な構成を
簡潔に説明する。図１は、一般的な表示装置の一画素分を示す模式的な回路図である。図
示する様に、この画素回路にあっては、直交配列した走査線１Ｅと映像信号線１Ｆの交差
部に、サンプリング用トランジスタ１Ａが配置されている。このサンプリング用トランジ
スタ１ＡはＮ型であり、そのゲートが走査線１Ｅに接続されており、ドレインが映像信号
線１Ｆに接続されている。このサンプリング用トランジスタ１Ａのソースには、保持容量
１Ｃの一方の電極と、駆動用トランジスタ１Ｂのゲートとが接続されている。駆動用トラ
ンジスタ１ＢはＮ型で、そのドレインには電源供給線１Ｇが接続されており、そのソース
には発光部１Ｄのアノードが接続されている。保持容量１Ｃの他方の電極と発光部１Ｄの
カソードは、接地配線１Ｈに接続されている。
【００１０】
　図２は、図１に示した画素回路の動作説明に供するタイミングチャートである。このタ
イミングチャートは、映像信号線（１Ｆ）から供給される映像信号の電位（映像信号線電
位）をサンプリングし、有機ＥＬデバイス等から成る発光部１Ｄを発光状態にする動作を
表している。走査線（１Ｅ）の電位（走査線電位）が高レベルに遷移することで、サンプ
リング用トランジスタ（１Ａ）はオン状態となり、映像信号線電位を保持容量（１Ｃ）に
充電する。これにより、駆動用トランジスタ（１Ｂ）のゲート電位（Ｖg）は上昇を開始
し、ドレイン電流を流し始める。その為、発光部（１Ｄ）のアノード電位は上昇し発光を
開始する。この後、走査線電位が低レベルに遷移すると保持容量（１Ｃ）に映像信号線電
位が保持され、駆動用トランジスタ（１Ｂ）のゲート電位が一定となり、発光輝度が次の
フレームまで一定に維持される。
【００１１】
　しかしながら、駆動用トランジスタ（１Ｂ）の製造プロセスのばらつきにより、各画素
ごとに閾電圧や移動度等の特性変動がある。この特性変動により、駆動用トランジスタ（
１Ｂ）に同一のゲート電位を与えても、画素毎にドレイン電流（駆動電流）が変動し、発
光輝度のばらつきになって現れる。また、有機ＥＬデバイス等から成る発光部（１Ｄ）の
特性の経時変動により、発光部（１Ｄ）のアノード電位が変動する。アノード電位の変動
は、駆動用トランジスタ（１Ｂ）のゲート－ソース間電圧の変動となって現れ、ドレイン
電流（駆動電流）の変動を引き起こす。この様な種々の原因による駆動電流の変動は、画
素ごとの発光輝度のばらつきとなって現れ、画質の劣化が起きる。
【００１２】
　図３Ａは、本発明にかかる表示装置の全体構成を示すブロック図である。図示する様に
、本表示装置１００は、画素アレイ部１０２とこれを駆動する駆動部（１０３，１０４，
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１０５）とから成る。画素アレイ部１０２は、行状の走査線ＷＳＬ１０１～１０ｍと、列
状の映像信号線ＤＴＬ１０１～１０ｎと、両者が交差する部分に配された行列状の画素（
ＰＸＬＣ）１０１と、各画素（表示素子）１０１の各行に対応して配された電源供給線Ｄ
ＳＬ１０１～１０ｍとを備えている。駆動部（１０３，１０４，１０５）は、各走査線Ｗ
ＳＬ１０１～１０ｍに順次制御信号を供給して画素１０１を行単位で線順次走査する主ス
キャナ（ライトスキャナＷＳＣＮ）１０４と、この線順次走査に合わせて各電源供給線Ｄ
ＳＬ１０１～１０ｍに第１電位と第２電位とに切り換わる電源電圧を供給する電源スキャ
ナ（ＤＳＣＮ）１０５と、この線順次走査に合わせて列状の映像信号線ＤＴＬ１０１～１
０ｎに映像信号となる信号電位と基準電位を供給する信号セレクタ（水平セレクタＨＳＥ
Ｌ）１０３とを備えている。
【００１３】
　図３Ｂは、図３Ａに示した表示装置１００に含まれる画素１０１の具体的な構成及び結
線関係を示す回路図である。図示する様に、この画素１０１は、有機ＥＬデバイス等で代
表される発光部３Ｄと、サンプリング用トランジスタ３Ａと、駆動用トランジスタ３Ｂと
、保持容量３Ｃとを含む。サンプリング用トランジスタ３Ａは、そのゲートが対応する走
査線ＷＳＬ１０１に接続されており、そのソース及びドレインの一方が対応する映像信号
線ＤＴＬ１０１に接続されており、他方が駆動用トランジスタ３Ｂのゲートｇに接続され
ている。駆動用トランジスタ３Ｂは、そのソースｓ及びドレインｄの一方が発光部３Ｄに
接続されており、他方が対応する電源供給線ＤＳＬ１０１に接続されている。本実施形態
では、駆動用トランジスタ３Ｂのドレインｄが電源供給線ＤＳＬ１０１に接続されている
一方、ソースｓが発光部３Ｄのアノードに接続されている。発光部３Ｄのカソードは接地
配線３Ｈに接続されている。尚、この接地配線３Ｈは、全ての画素１０１に対して共通に
配線されている。保持容量３Ｃは、駆動用トランジスタ３Ｂのソースｓとゲートｇの間に
接続されている。
【００１４】
　かかる構成において、サンプリング用トランジスタ３Ａは、走査線ＷＳＬ１０１から供
給された制御信号に応じて導通し、映像信号線ＤＴＬ１０１から供給された信号電位をサ
ンプリングして保持容量３Ｃに保持する。駆動用トランジスタ３Ｂは、第１電位にある電
源供給線ＤＳＬ１０１から電流の供給を受け、保持容量３Ｃに保持された信号電位に応じ
て駆動電流を発光部３Ｄに流す。電源スキャナ１０５は、サンプリング用トランジスタ３
Ａが信号電位をサンプリングする前に、第１タイミングで電源供給線ＤＳＬ１０１を第１
電位から第２電位に切り換える。主スキャナ１０４は、第１タイミングの後の第２タイミ
ングでサンプリング用トランジスタ３Ａを導通させて、映像信号線ＤＴＬ１０１から基準
電位を駆動用トランジスタ３Ｂのゲートｇに印加するとともに、駆動用トランジスタ３ｂ
のソースｓを第２電位にセットする。電源スキャナ１０５は、第２タイミングの後の第３
タイミングで、電源供給線ＤＳＬ１０１を第２電位から第１電位に切り換えて、駆動用ト
ランジスタ３Ｂの閾電圧Ｖthに相当する電圧を保持容量３Ｃに保持しておく。かかる閾電
圧補正機能により、本表示装置１００は画素毎にばらつく駆動用トランジスタ３Ｂの閾電
圧の影響をキャンセルすることが出来る。加えて、電源スキャナ１０５は、電源供給線Ｄ
ＳＬ１０１を第１電位から第２電位に落とす第１タイミングを調整して、発光部３Ｄが発
光している期間を調節可能にする。
【００１５】
　図３Ｂに示した画素１０１は、上述した閾電圧補正機能に加え、移動度補正機能を備え
ている。即ち、信号セレクタ（ＨＳＥＬ）１０３は、サンプリング用トランジスタ３Ａが
導通した後、第４タイミングで映像信号線ＤＴＬ１０１を基準電位から信号電位に切り換
える一方、主スキャナ（ＷＳＣＮ）１０４は、第４タイミングの後、第５タイミングで走
査線ＷＳＬ１０１に対する制御信号の印加を解除してサンプリング用トランジスタ３Ａを
非道通状態とし、第４タイミング及び第５タイミング間の期間を適切に設定することで、
保持容量３Ｃに信号電位を保持する際、駆動用トランジスタ３Ｂの移動度μに対する補正
を信号電位に加えている。
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【００１６】
　図３Ｂに示した画素回路１０１は、さらに、ブートストラップ機能も備えている。即ち
、主スキャナ（ＷＳＣＮ）１０４は、保持容量３Ｃに信号電位が保持された第５タイミン
グで走査線ＷＳＬ１０１に対する制御信号の印加を解除し、サンプリング用トランジスタ
３Ａを非導通状態にして駆動用トランジスタ３Ｂのゲートｇを映像信号線ＤＴＬ１０１か
ら電気的に切り離し、以って、駆動用トランジスタ３Ｂのソース電位（Ｖs）の変動にゲ
ート電位（Ｖg）が連動し、ゲートｇとソースｓ間の電圧Ｖgsを一定に維持することが出
来る。
【００１７】
　図４Ａは、図３Ｂに示した画素１０１の動作説明に供するタイミングチャートである。
時間軸を共通にして、走査線（ＷＳＬ１０１）の電位変化、電源供給線（ＤＳＬ１０１）
の電位変化及び映像信号線（ＤＴＬ１０１）の電位変化を表してある。また、これらの電
位変化と並行に、駆動用トランジスタ３Ｂのゲート電位（Ｖg）及びソース電位（Ｖs）の
変化も表してある。
【００１８】
　このタイミングチャートは、画素１０１の動作の遷移に合わせて、期間を（Ｂ）～（Ｇ
）のように便宜的に区切ってある。発光期間（Ｂ）では、発光部３Ｄが発光状態にある。
この後、第１タイミングで線順次走査の新しいフィールドに入り、先ず、最初の期間（Ｃ
）で電源供給線ＤＳＬ１０１を低電位Ｖcc_Lに遷移させることにより、駆動用トランジス
タ３Ｂのソース電位Ｖsが、Ｖcc_Lに近い電位まで低下する。電源供給線ＤＳＬ１０１の
配線容量が大きい場合はこの第１タイミングを早めて、電源供給線ＤＳＬ１０１を低電位
Ｖcc_Lに充電する時間を確保すれば良い。この様に閾値補正準備期間（Ｃ）を設け、電源
供給線ＤＳＬ１０１を低電位Ｖcc_Lに遷移させる時間を、電源供給線ＤＳＬ１０１の配線
抵抗や配線容量に決まる時定数に合わせて、十分確保することが出来る。この閾値補正準
備期間（Ｃ）の長さは、任意に設定することが可能である。
【００１９】
　第２タイミングで次の期間（Ｄ）に進み、走査線ＷＳＬ１０１をローレベルからハイレ
ベルに遷移させると、駆動用トランジスタ３Ｂのゲート電位Ｖgは、映像信号線ＤＴＬ１
０１の基準電位Ｖoとなり、ソース電位Ｖsは、即座にＶcc_Lに固定される。この期間（Ｄ
）も閾値補正準備期間に含まれる。この様に、閾値補正準備期間（Ｃ及びＤ）で、駆動用
トランジスタ３Ｂのゲート電位Ｖg及びソース電位Ｖsを初期化（リセット）することで、
閾電圧補正動作の準備が完了する。尚、この閾値補正準備期間（Ｃ及びＤ）は、発光部が
非発光状態となる為、閾値補正準備期間に入る第１タイミングの調整により、１フィール
ドに占める発光期間の割合を調節することが可能である。１フィールドに占める発光期間
の割合（デューティ）の調節は、画面輝度の調整を意味している。即ち、電源供給線ＤＳ
Ｌを高電位から低電位に落とす第１タイミングを制御することで、画面輝度の調節を行う
ことが出来る。これをＲＧＢ三原色の色別に行えば、画面のホワイトバランスを調整する
ことも出来る。
【００２０】
　閾値補正準備期間（Ｄ）が完了すると、第３タイミングで閾値補正期間（Ｅ）に進み、
実際に閾電圧補正動作が行われ、駆動用トランジスタ３Ｂのゲートｇとソースｓとの間に
閾電圧Ｖthに相当する電圧が保持される。実際には、Ｖthに相当する電圧が、駆動用トラ
ンジスタ３Ｂのゲートｇとソースｓとの間に接続された保持容量３Ｃに書き込まれること
になる。この後、第４タイミングでサンプリング期間／移動度補正期間（Ｆ）に進み、映
像信号の信号電位ＶinがＶthに足し込まれる形で保持容量３Ｃに書き込まれると共に、移
動度補正用の電圧ΔＶが保持容量３Ｃに保持された電圧から差し引かれる。
【００２１】
　この後、発光期間（Ｇ）に進み、信号電位Ｖinに応じた輝度で発光部が発光する。その
際、信号電位Ｖinは閾電圧Ｖthに相当する電圧と移動度補正用の電圧ΔＶとによって調整
されているため、発光部３Ｄの発光輝度は、駆動用トランジスタ３Ｂの閾電圧Ｖthや移動
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度μのばらつきの影響を受けることは無い。尚、発光期間（Ｇ）の最初（第５タイミング
）でブートストラップ動作が行われ、駆動用トランジスタ３Ｂのゲート－ソース間電圧Ｖ

gs＝Ｖin－Ｖo＋Ｖth－ΔＶを一定に維持したまま、駆動用トランジスタ３Ｂのゲート電
位Ｖg及びソース電位Ｖsが上昇する。
【００２２】
　引き続き、図４Ｂ～図４Ｇを参照して、図３Ｂに示した画素１０１の動作を詳細に説明
する。尚、図４Ｂ～図４Ｇの図番は、図４Ａに示したタイミングチャートの各期間（Ｂ）
～（Ｇ）にそれぞれ対応している。理解を容易にするため、図４Ｂ～図４Ｇにあっては、
説明の都合上、発光部３Ｄの容量成分を容量素子３Ｉとして図示してある。先ず、図４Ｂ
に示すように発光期間（Ｂ）では、電源供給線ＤＳＬ１０１が高電位Ｖcc_H（第１電位）
にあり、駆動用トランジスタ３Ｂが駆動電流Ｉdsを発光部３Ｄに供給している。図示する
様に、駆動電流Ｉdsは高電位Ｖcc_Hにある電源供給線ＤＳＬ１０１から駆動用トランジス
タ３Ｂを介して発光部３Ｄを通り、共通接地配線３Ｈに流れ込んでいる。
【００２３】
　続いて、期間（Ｃ）に入ると、図４Ｃに示すように、電源供給線ＤＳＬ１０１を高電位
Ｖcc_Hから低電位Ｖcc_Lに切り換える。これにより、電源供給線ＤＳＬ１０１はＶcc_Lま
で放電され、さらに、駆動用トランジスタ３Ｂのソース電位ＶsはＶcc_Lに近い電位まで
遷移する。電源供給線ＤＳＬ１０１の配線容量が大きい場合は、比較的早いタイミングで
電源供給線ＤＳＬ１０１を高電位Ｖcc_Hから低電位Ｖcc_Lに切り換えると良い。この期間
（Ｃ）を十分に確保することで、配線容量やその他の画素寄生容量の影響を受けないよう
にしておく。
【００２４】
　次に、期間（Ｄ）に進むと図４Ｄに示すように、走査線ＷＳＬ１０１を低レベルから高
レベルに切り換えることで、サンプリング用トランジスタ３Ａが導通状態になる。このと
き、映像信号線ＤＴＬ１０１は基準電位Ｖoにある。よって、駆動用トランジスタ３Ｂの
ゲート電位Ｖgは、導通したサンプリング用トランジスタ３Ａを通じて映像信号線ＤＴＬ
１０１の基準電位Ｖoとなる。これと同時に、駆動用トランジスタ３Ｂのソース電位Ｖsは
即座に低電位Ｖcc_Lに固定される。以上により、駆動用トランジスタ３Ｂのソース電位Ｖ

sが映像信号線ＤＴＬの基準電位Ｖoより十分低い電位Ｖcc_Lに初期化（リセット）される
。具体的には、駆動用トランジスタ３Ｂのゲート－ソース間電圧Ｖgs（ゲート電位Ｖgと
ソース電位Ｖsの差）が駆動用トランジスタ３Ｂの閾電圧Ｖthより大きくなるように、電
源供給線ＤＳＬ１０１の低電位Ｖcc_L（第２電位）を設定する。
【００２５】
　次に、閾値補正期間（Ｅ）に進むと、図４（Ｅ）に示すように、電源供給線ＤＳＬ１０
１の電位が低電位Ｖcc_Lから高電位Ｖcc_Hに遷移し、駆動用トランジスタ３Ｂのソース電
位Ｖsが上昇を開始する。やがて、駆動用トランジスタ３Ｂのゲート－ソース間電圧Ｖgs

が閾電圧Ｖthとなったところで、電流がカットオフする。このようにして、駆動用トラン
ジスタ３Ｂの閾電圧Ｖthに相当する電圧が、保持容量３Ｃに書き込まれる。これが閾電圧
補正動作である。このとき、電流が専ら保持容量３Ｃ側に流れ、発光部３Ｄ側には流れな
いようにするため、発光部３Ｄがカットオフとなるように共通接地配線３Ｈの電位を設定
しておく。
【００２６】
　次に、サンプリング期間／移動度補正期間（Ｆ）に進むと、図４Ｆに示すように、第１
のタイミングで映像信号線ＤＴＬ１０１の電位が基準電位Ｖoから信号電位Ｖinに遷移し
、駆動用トランジスタ３Ｂのゲート電位ＶgはＶinとなる。このとき発光部３Ｄは始めカ
ットオフ状態（ハイインピーダンス状態）にあるため、駆動用トランジスタ３Ｂのドレイ
ン電流Ｉdsは発光部の容量成分３Ｉに流れ込む。これにより、発光部の容量成分３Ｉは充
電を開始する。よって、駆動用トランジスタ３Ｂのソース電位Ｖsは上昇を開始し、第２
のタイミングで駆動用トランジスタ３Ｂのゲート－ソース間電圧ＶgsはＶin－Ｖo＋Ｖth

－ΔＶとなる。このようにして、信号電位Ｖinのサンプリングと補正量ΔＶの調整が行わ
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れる。Ｖinが高いほどＩdsは大きくなり、ΔＶの絶対値も大きくなる。したがって、発光
輝度レベルに応じた移動度補正が行える。また、Ｖinを一定とした場合、駆動用トランジ
スタ３Ｂの移動度μが大きいほどΔＶの絶対値も大きくなる。換言すると、移動度μが大
きいほど負帰還量ΔＶが大きくなるので、画素ごとの移動度μのばらつきを取り除くこと
が可能である。
【００２７】
　最後に、発光期間（Ｇ）になると、図４Ｇに示すように、走査線ＷＳＬ１０１が低電位
側に遷移し、サンプリング用トランジスタ３Ａはオフ状態となる。これにより、駆動用ト
ランジスタ３Ｂのゲートｇは映像信号線ＤＴＬ１０１から切り離される。同時に、ドレイ
ン電流Ｉdsが発光部３Ｄを流れ始める。これにより、発光部３Ｄのアノード電位は駆動電
流Ｉdsに応じて上昇する。上昇量をＶelと表す。発光部３Ｄのアノード電位の上昇は、即
ち、駆動用トランジスタ３Ｂのソース電位Ｖsの上昇に他ならない。駆動用トランジスタ
３Ｂのソース電位Ｖsが上昇すると、保持容量３Ｃのブートストラップ動作により、駆動
用トランジスタ３Ｂのゲート電位Ｖgも連動して上昇する。ゲート電位Ｖgの上昇量Ｖelは
ソース電位Ｖsの上昇量に等しくなる。故に、発光期間中、駆動用トランジスタ３Ｂのゲ
ート－ソース間電圧ＶgsはＶin－Ｖo＋Ｖth－ΔＶで一定に保持される。
【００２８】
　図５Ａは、図３Ｂに示した表示装置の駆動方法の参考例を示すタイミングチャートであ
る。理解を容易にするため、図４Ａに示した本発明の駆動方法のタイミングチャートと対
応する部分には、対応する参照番号を付してある。異なる点は、この参考例が閾値補正準
備期間（Ｃ及びＤ）で、先に走査線をローレベルからハイレベルに切り換え、その後、電
源供給線を高電位から低電位に切り換えていることである。前述したように、本発明にか
かる駆動方法は、先に電源供給線を高電位から低電位に切り換え、後で走査線をローレベ
ルからハイレベルに切り換えている。尚、この参考例においては、閾値補正準備期間（Ｃ
及びＤ）の後の閾値補正期間（Ｅ）、サンプリング期間／移動度補正期間（Ｆ）及び発光
期間（Ｇ）は、本発明にかかる表示装置の駆動方法と同じである。
【００２９】
　引き続き、図５Ｂ，５Ｃ及び５Ｄを参照して、図５Ａに示した参考例にかかる表示装置
の駆動方法をさらに説明する。先ず、図５Ｂに示すように発光期間（Ｂ）では、電源供給
線ＤＳＬ１０１が高電位Ｖcc_H（第１電位）にあり、駆動用トランジスタ３Ｂが駆動電流
Ｉdsを発光部３Ｄに供給している。図示する様に、駆動電流Ｉdsは高電位Ｖcc_Hにある電
源供給線ＤＳＬ１０１から駆動用トランジスタ３Ｂを介して発光部３Ｄを通り、共通接地
配線３Ｈに流れ込んでいる。
【００３０】
　続いて、期間（Ｃ）に入ると、図５Ｃに示すように、走査線ＷＳＬ１０１がローレベル
からハイレベルに切り換わり、サンプリング用トランジスタ３Ａがオン状態になる。これ
により、駆動用トランジスタ３Ｂのゲート電位Ｖgは、映像信号線ＤＴＬ１０１の基準電
位Ｖoになる。
【００３１】
　続いて、期間（Ｄ）に進むと、図５Ｄに示すように、電源供給線ＤＳＬ１０１が高電位
Ｖcc_Hから映像信号線ＤＴＬ１０１の基準電位Ｖoより十分低い低電位Ｖcc_Lに遷移する
。これにより、駆動用トランジスタ３Ｂのソース電位Ｖsも映像信号線ＤＴＬ１０１の基
準電位Ｖoより十分低い電位Ｖcc_Lとなる。具体的には、駆動用トランジスタ３Ｂのゲー
ト－ソース間電圧Ｖgs（ゲート電位Ｖgとソース電位Ｖsの差）が、駆動用トランジスタ３
Ｂの閾電圧Ｖth以上となるように、電源供給線ＤＳＬ１０１の低電位Ｖcc_Lを設定してい
る。以上により、駆動用トランジスタ３Ｂのゲート及びソースがそれぞれ所定の電位にリ
セットされ、閾電圧補正の準備動作が完了する。
【００３２】
　図６は、図３Ｂに示した表示装置において、ドライブスキャナ（ＤＳＣＮ）１０５によ
り選択的に駆動される電源供給線ＤＳＬ１０１の配線抵抗Ｒp1～Ｒpn及び配線容量Ｃp1～
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Ｃpnを示す模式図である。図示の電源供給線ＤＳＬ１０１の時定数τは、ほぼ以下の式で
表される。
　　　τ＝（Ｒp1＋Ｒp2＋・・・Ｒpn）×（Ｃp1＋Ｃp2＋・・・Ｃpn）
表示装置の画素アレイ部が高精細画面で大画面化するほど、この時定数τは大きくなる。
【００３３】
　ここで、図５Ｄに示した参考例の動作では、電源供給線ＤＳＬ１０１を、高電位Ｖcc_H

から映像信号線ＤＴＬ１０１の基準電位Ｖoより十分低い電位Ｖcc_Lに遷移させる場合に
、確実に低電位Ｖcc_Lに近づけるため、およそ５×τの充放電時間が必要となる。
【００３４】
　図７は、参考例の動作説明に供するタイミングチャートである。図５Ａに示した参考例
と基本的に同じタイミングチャートであるが、特に準備期間（Ｄ）として電源供給線ＤＳ
Ｌ１０１が電位Ｖcc_Lに遷移するまで必要な５×τの時間が確保できなかった場合を表し
ている。図示する様に、この参考例では準備期間（Ｄ）で電位Ｖcc_Lへの遷移時間が不足
しているため、駆動用トランジスタ３Ｂのソース電位ＶsがＶcc_Lに到達することが出来
ず、結果として駆動用トランジスタ３Ｂのゲート－ソース間電圧ＶgsはＶs1にしかならず
、駆動用トランジスタ３Ｂの閾電圧Ｖthを超える値を確保できない。したがって、次の閾
値補正期間（Ｅ）に入っても、正常な閾電圧補正動作が不可能になる。本発明は、参考例
のこの問題を解決するものであり、先に電源供給線を高電位から低電位に切り換えること
で、確実に駆動用トランジスタのソース電位ＶsをＶcc_Lにリセットし、以って、閾電圧
補正動作が確実に行えるようにしている。
【００３５】
　以下、本発明にかかる表示装置が備えている閾電圧補正機能、移動度補正機能及びブー
トストラップ機能を、さらに詳細に説明する。図８は、駆動用トランジスタの電流電圧特
性を示すグラフである。特に、駆動用トランジスタが飽和領域で動作しているときのドレ
イン－ソース間電流（ドレイン電流）Ｉdsは、Ｉds＝（１／２）・μ・（Ｗ／Ｌ）・Ｃox

・（Ｖgs－Ｖth）
2で表される。ここで、μは移動度を示し、Ｗはゲート幅を表し、Ｌは

ゲート長を表し、Ｃoxは単位面積あたりのゲート酸化膜容量を示す。このトランジスタ特
性式から明らかなように、閾電圧Ｖthが変動すると、Ｖgsが一定であっても、ドレイン－
ソース間電流Ｉdsが変動する。ここで、本発明にかかる画素は、前述したように発光時の
ゲート－ソース間電圧ＶgsがＶin－Ｖo＋Ｖth－ΔＶで表されるため、これを上述のトラ
ンジスタ特性式に代入すると、ドレイン－ソース間電流Ｉdsは、Ｉds＝（１／２）・μ・
（Ｗ／Ｌ）・Ｃox・（Ｖin－Ｖo－ΔＶ）2で表されることになり、閾電圧Ｖthに依存しな
い。結果として、閾電圧Ｖthが製造プロセスにより変動しても、ドレイン－ソース間電流
Ｉdsは変動せず、有機ＥＬデバイスの発光輝度も変動しない。
【００３６】
　何ら対策を施さないと、図８に示すように閾電圧がＶthのときＶgsに対応する駆動電流
がＩdsとなるのに対し、閾電圧Ｖth’のとき同じゲート電圧Ｖgsに対応する駆動電流Ｉds

’はＩdsと異なってしまう。
【００３７】
　図９Ａは同じく駆動用トランジスタの電流電圧特性を示すグラフである。移動度がμと
μ’で異なる２個の駆動用トランジスタについて、それぞれ特性カーブを挙げてある。グ
ラフから明らかなように、移動度がμとμ’で異なると、一定のＶgsであってもドレイン
－ソース間電流がＩdsとＩds’のようになり、変動してしまう。
【００３８】
　図９Ｂは、映像信号線電位のサンプリング時及び移動度補正時における画素の動作を説
明するもので、理解を容易にするため、発光部３Ｄの容量成分３Ｉも表してある。映像信
号線電位のサンプリング時、サンプリング用トランジスタ３Ａはオン状態であるため、駆
動用トランジスタ３Ｂのゲート電位Ｖgは映像信号線電位Ｖinとなり、駆動用トランジス
タ３Ｂのゲート－ソース間電圧ＶgsはＶin－Ｖo＋Ｖthになる。このとき、駆動用トラン
ジスタ３Ｂはオン状態となり、さらに、発光部３Ｄはカットオフ状態であるため、ドレイ
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ン－ソース間電流Ｉdsが発光部の容量成分３Ｉに流れ込む。ドレイン－ソース間電流Ｉds

が発光部の容量成分３Ｉに流れ込むと、発光部の容量成分３Ｉは充電を開始し、発光部３
Ｄのアノード電位（したがって、駆動用トランジスタ３Ｂのソース電位Ｖs）が上昇を開
始する。駆動用トランジスタ３Ｂのソース電位ＶsがΔＶだけ上昇すると、駆動用トラン
ジスタ３Ｂのゲート－ソース間電圧ＶgsはΔＶだけ減少する。これが負帰還による移動度
補正動作であり、ゲート－ソース間電圧Ｖgsの減少量ΔＶは、ΔＶ＝Ｉds・ｔ／Ｃelで決
定され、ΔＶが移動度補正のためのパラメータとなる。ここで、Ｃelは発光部の容量成分
３Ｉの容量値を示し、ｔは移動度補正期間を示す。
【００３９】
　図９Ｃは、移動度補正期間ｔを決定する画素回路の動作タイミングを説明する模式図で
ある。図示の例は、映像信号線電位の立ち上がりに傾斜をつけることで、移動度補正期間
ｔを映像信号線電位に自動的に追従させて、その最適化を図っている。図示する様に、移
動度補正期間ｔは走査線ＷＳＬ１０１と映像信号線ＤＴＬ１０１の位相差で決定され、さ
らに、映像信号線ＤＴＬ１０１の電位によっても決定される。移動度補正パラメータΔＶ
はΔＶ＝Ｉds・ｔ／Ｃelである。この式から明らかなように、駆動用トランジスタ３Ｂの
ドレイン－ソース間電流Ｉdsが大きいほど、移動度補正パラメータΔＶは大きくなる。逆
に、駆動用トランジスタ３Ｂのドレイン－ソース間電流Ｉdsが小さいとき、移動度補正パ
ラメータΔＶは小さくなる。この様に、移動度補正パラメータΔＶはドレイン－ソース間
電流Ｉdsに応じて決まる。その際、移動度補正期間ｔは必ずしも一定である必要はなく、
逆にＩdsに応じて調整することが好ましい場合がある。例えば、Ｉdsが大きい場合には移
動度補正期間ｔは短めにし、逆に、Ｉdsが小さい場合には移動度補正期間ｔは長めに設定
することが良い。そこで、図９Ｃに示した実施例では、少なくとも映像信号線電位の立ち
上がりに傾斜をつけることで、映像信号線ＤＴＬ１０１の電位が高いとき（Ｉdsが大きい
とき）補正期間ｔが短くなり、映像信号線ＤＴＬ１０１の電位が低いとき（Ｉdsが小さい
とき）補正期間ｔは長くなるように、自動的に調整している。
【００４０】
　図９Ｄは、移動度補正時における駆動用トランジスタ３Ｂの動作点を説明するグラフで
ある。製造プロセスにおける移動度μ，μ’のバラつきに対して、上述した移動度補正を
かけることによって最適の補正パラメータΔＶ及びΔＶ’が決定され、駆動用トランジス
タ３Ｂのドレイン－ソース間電流Ｉds及びＩds’が決定される。仮に移動度補正をかけな
いと、ゲート－ソース間電圧Ｖgsに対して、移動度がμとμ’で異なると、これに応じて
ドレイン－ソース間電流もＩds0とＩds0’で違ってしまう。これに対処するため移動度μ
及びμ’に対してそれぞれ適切な補正ΔＶ及びΔＶ’をかけることで、ドレイン－ソース
間電流がＩds及びＩds’となり、同レベルとなる。図９Ｄのグラフから明らかなように、
移動度μが高いとき補正量ΔＶが大きくなる一方、移動度μ’が小さいとき補正量ΔＶ’
も小さくなるように、負帰還をかけている。
【００４１】
　図１０Ａは、有機ＥＬデバイスで構成される発光部３Ｄの電流－電圧特性を示すグラフ
である。発光部３Ｄに電流Ｉelが流れるとき、アノード－カソード間電圧Ｖelは一意的に
決定される。図４Ｇに示したように発光期間中、走査線ＷＳＬ１０１が低電位側に遷移し
、サンプリング用トランジスタ３Ａがオフ状態になると、発光部３Ｄのアノードは駆動用
トランジスタ３Ｂのドレイン－ソース間電流Ｉdsで決定されるアノード－カソード間電圧
Ｖel分だけ上昇する。
【００４２】
　図１０Ｂは、発光部３Ｄのアノード電位上昇時における駆動用トランジスタ３Ｂのゲー
ト電位Ｖgとソース電位Ｖsの電位変動を示すグラフである。発光部３Ｄのアノード上昇電
圧がＶelのとき、駆動用トランジスタ３ＢのソースもＶelだけ上昇し、保持容量３Ｃのブ
ートストラップ動作により駆動用トランジスタ３ＢのゲートもＶel分上昇する。この為、
ブートストラップ前に保持された駆動用トランジスタ３Ｂのゲート－ソース間電圧Ｖgs＝
Ｖin－Ｖo＋Ｖth－ΔＶは、ブートストラップ後もそのまま保持される。また、発光部３



(13) JP 5114889 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

Ｄの経時劣化によりそのアノード電位が変動しても、駆動用トランジスタ３Ｂのゲート－
ソース間電圧は常にＶin－Ｖo＋Ｖth－ΔＶで一定に保持される。
【００４３】
　図１０Ｃは、図３Ｂで説明した本発明の画素構成に、寄生容量７Ａ及び７Ｂを付加した
回路図である。この寄生容量７Ａ及び７Ｂは駆動用トランジスタ３のゲートｇに寄生して
いる。前述したブートストラップ動作能力は保持容量の容量値をＣs、寄生容量７Ａ，７
Ｂの容量値をそれぞれＣw，Ｃpとした場合に、Ｃs／（Ｃs＋Ｃw＋Ｃp）で表され、これが
１に近いほどブートストラップ動作能力が高い。つまり発光部３Ｄの経時劣化に対する補
正能力が高いことを示している。本発明では駆動用トランジスタ３Ｂのゲートｇに接続す
る素子数を最小限にとどめており、Ｃpをほとんど無視できる。したがって、ブートスト
ラップ動作能力はＣs／（Ｃs＋Ｃw）で表され、限りなく１に近いことになり、発光部３
Ｄの経時劣化に対する補正能力が高いことを示している。
【００４４】
　図１１は、本発明にかかる表示装置の他の実施形態を示す模式的な回路図である。理解
を容易にするため、図３Ｂに示した先の実施形態と対応する部分には対応する参照番号を
付してある。異なる点は、図３Ｂに示した実施形態がＮチャネル型のトランジスタを用い
て画素回路を構成しているのに対し、図１１の実施形態はＰチャネル型のトランジスタを
用いて画素回路を構成していることである。図１１の画素回路も、図３Ｂに示した画素回
路とまったく同様に閾電圧補正動作、移動度補正動作及びブートストラップ動作を行うこ
とが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】一般的な画素構成を示す回路図である。
【図２】図１に示した画素回路の動作説明に供するタイミングチャートである。
【図３Ａ】本発明にかかる表示装置の全体構成を示すブロック図である。
【図３Ｂ】本発明にかかる表示装置の実施形態を示す回路図である。
【図４Ａ】図３Ｂに示した実施形態の動作説明に供するタイミングチャートである。
【図４Ｂ】同じく動作説明に供する回路図である。
【図４Ｃ】同じく動作説明に供する回路図である。
【図４Ｄ】同じく動作説明に供する回路図である。
【図４Ｅ】同じく動作説明に供する回路図である。
【図４Ｆ】同じく動作説明に供する回路図である。
【図４Ｇ】同じく動作説明に供する回路図である。
【図５Ａ】表示装置の駆動方法の参考例を示すタイミングチャートである。
【図５Ｂ】同じく参考例の動作説明に供する回路図である。
【図５Ｃ】同じく参考例の動作説明に供する回路図である。
【図５Ｄ】同じく参考例の動作説明に供する回路図である。
【図６】表示装置の配線容量及び配線抵抗を示す模式的な回路図である。
【図７】表示装置の駆動方法の他の参考例を示すタイミングチャートである。
【図８】駆動用トランジスタの電流－電圧特性を示すグラフである。
【図９Ａ】同じく駆動用トランジスタの電流－電圧特性を示すグラフである。
【図９Ｂ】本発明にかかる表示装置の動作説明に供する回路図である。
【図９Ｃ】同じく動作説明に供する波形図である。
【図９Ｄ】同じく動作説明に供する電流－電圧特性グラフである。
【図１０Ａ】発光部の電流－電圧特性を示すグラフである。
【図１０Ｂ】駆動用トランジスタのブートストラップ動作を示す波形図である。
【図１０Ｃ】本発明にかかる表示装置の動作説明に供する回路図である。
【図１１】本発明にかかる表示装置の他の実施形態を示す回路図である。
【符号の説明】
【００４６】
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１００…表示装置、１０１…画素（表示素子）、１０２…画素アレイ部、１０３…水平セ
レクタ、１０４…ライトスキャナ、１０５…電源スキャナ、３Ａ…サンプリング用トラン
ジスタ、３Ｂ…駆動用トランジスタ、３Ｃ…保持容量、３Ｄ…発光部

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図４Ｃ】
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【図４Ｄ】 【図４Ｅ】

【図４Ｆ】 【図４Ｇ】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】 【図９Ｃ】
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【図９Ｄ】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】 【図１１】



(20) JP 5114889 B2 2013.1.9

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２３Ｄ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６７０Ｊ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ          　　　　　

    審査官  佐野　潤一

(56)参考文献  特開２００８－０３２８６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２７１０９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２９５１３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３１０３１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／０６０９０２（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｇ　　　３／３０　　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　３／２０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

