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(57)【要約】
【課題】使用するトランジスタの数を削減することで歩
留まりや開口率を向上させることができる電子回路、電
子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置の駆動
方法及び電子機器を提供する。
【解決手段】駆動トランジスタＱ１、トランジスタＱ２
、スイッチングトランジスタＱ３及び保持用キャパシタ
Ｃｏで画素回路２０を構成した。そして、駆動トランジ
スタＱ１を駆動させるための駆動電圧Ｖｄｄを供給する
第１の電源線ＶＬ１と、アクティブマトリクス部１２の
右端側に設けられた画素回路２０の列方向に沿って延設
された電圧供給線Ｌｏとの間に駆動電圧供給用トランジ
スタＱｖを接続した。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の単位回路を含む電子回路であって、
第１の電源線を含み、
前記複数の単位回路の各々は、電子素子に直列に接続されるともに前記第１の電源線に接
続された第１のトランジスタと、
前記第１のトランジスタのドレインと前記第１のトランジスタのゲートとの導通を制御す
る第２のトランジスタと、
前記第１のトランジスタの導通状態を設定するためのデータ電流を出力する電流源と前記
第１のトランジスタとの導通を制御する第３のトランジスタと、を備え、
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前記第３のトランジスタがオン状態にある期間のうち少なくとも１部の期間において、前
記第１の電源線は駆動電圧から電気的に切断され、
前記第３のトランジスタがオフ状態にある期間のうち少なくとも１部の期間において、前
記第１の電源線と前記電子素子との間に、前記第１のトランジスタに前記データ電流によ
り設定された前記第１のトランジスタの導通状態に応じた電流が流れることを特徴とする
電子回路。
【請求項２】
複数の単位回路を含む電子回路であって、
第１の電源線と、
前記第１の電源線の電位を制御する制御回路と、を含み、
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前記複数の単位回路の各々は、電子素子に直列に接続されるともに前記第１の電源線に接
続された第１のトランジスタと、
前記第１のトランジスタのドレインと前記第１のトランジスタとのゲートとの導通を制御
する第２のトランジスタと、
前記第１のトランジスタの導通状態を設定するためのデータ電流を出力する電流源と前記
第１のトランジスタとの導通を制御する第３のトランジスタと、を備え、
前記第３のトランジスタがオフ状態にある期間のうち少なくとも１部の期間において、前
記第１の電源線と前記電子素子との間に、前記第１のトランジスタに前記データ電流によ
り設定された前記第１のトランジスタの導通状態に応じた電流が流れることを特徴とする
電子回路。
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【請求項３】
複数の単位回路を含む電子回路であって、
前記複数の単位回路の各々は、
第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有する第１のトランジスタと、
第３の端子と第４の端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が接続され、
前記２の端子と前記第３の端子との電気的接続を制御する第２のトランジスタと、
第５の端子と第６の端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続された第３の
トランジスタと、を含み、
前記第１の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源
線に接続され、
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前記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第１の電源線への駆動
電圧の供給及び遮断を制御する制御回路を備えていることを特徴とする電子回路。
【請求項４】
複数の単位回路を含む電子回路であって、
前記複数の単位回路の各々は、
第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有する第１のトランジスタと、
第３の端子と第４の端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が接続され、
前記２の端子と前記第３の端子との電気的接続を制御する第２のトランジスタと、
第５の端子と第６の端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続された第３の
トランジスタと、
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第７の端子と第８の端子とを有し、前記第７の端子が前記第１の制御用端子及び前記第３
の端子に接続された容量素子と、を含み、
前記第１の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源
線に接続され、
前記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第１の電源線への駆動
電圧の供給及び遮断を制御する制御回路を備えていることを特徴とする電子回路。
【請求項５】
複数の単位回路を含む電子回路であって、
前記複数の単位回路の各々は、
第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有する第１のトランジスタと、
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第３の端子と第４の端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が接続され、
前記２の端子と前記第３の端子との電気的接続を制御する第２のトランジスタと、
第５の端子と第６の端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続された第３の
トランジスタと、
第７の端子と第８の端子とを有し、前記第７の端子が前記第１の制御用端子及び前記第３
の端子に接続された容量素子と、を含み、
前記第１の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源
線に接続され、
前記第８の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第８の端子と共に所定電位に
保持された第２の電源線に接続され、
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前記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第１の電源線への駆動
電圧の供給及び遮断を制御する制御回路を備えていることを特徴とする電子回路。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれかに記載の電子回路において、
前記単位回路の各々に含まれるトランジスタは、前記第１のトランジスタ、前記第２のト
ランジスタ及び前記第３のトランジスタのみであることを特徴とする電子回路。
【請求項７】
請求項３乃至６のいずれか１つに記載の電子回路において、
前記第２の端子には電子素子が接続されていることを特徴とする電子回路。
【請求項８】
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請求項１乃至７のいずれか１つに記載の電子回路において、
前記電子素子が電流駆動素子であることを特徴とする電子回路。
【請求項９】
請求項２乃至５のいずれか１つに記載の電子回路において、前記制御回路は第９の端子と
第１０の端子とを備えた第４のトランジスタであり、
前記第９の端子は前記駆動電圧に接続され、前記第１０の端子は前記第１の電源線に接続
されていることを特徴とする電子回路。
【請求項１０】
複数の単位回路を含む電子回路の駆動方法であって、
前記電子回路は、
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第１の電源線を含み、
前記複数の単位回路の各々は、電子素子に直列に接続されるともに前記第１の電源線に接
続された第１のトランジスタと、
前記第１のトランジスタのドレインと前記第１のトランジスタとのゲートとの導通を制御
する第２のトランジスタと、
前記第１のトランジスタの導通状態を設定するためのデータ電流を出力する電流源と前記
第１のトランジスタとの導通を制御する第３のトランジスタと、を備え、
前記第３のトランジスタをオン状態として前記データ電流を前記第１のトランジスタに供
給し、前記第１のトランジスタの導通状態を設定する第１のステップと、
前記第３のトランジスタをオフ状態とし、前記第１の電源線と前記電子素子との間に前記
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第１のトランジスタの前記導通状態に応じた電流を流す第２のステップと、を含み、
前記第１のステップの前記データ電流を前記第１のトランジスタに供給する期間の少なく
とも１部の期間において、前記第１の電源線を駆動電圧から電気的に切り離し、
前記第２のステップを行っている期間の少なくとも１部の期間において、前記第１のトラ
ンジスタの前記ドレイン及びソースのいずれか一方に前記第１の電源線を介して前記駆動
電圧を印加すること、
を特徴とする電子回路の駆動方法。
【請求項１１】
第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有する第１のトランジスタと、
第３の端子と第４の端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が接続され、
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前記第２の端子に前記第４の端子が接続された第２のトランジスタと、
第５の端子と第６の端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続された第３の
トランジスタと、
第７の端子及び第８の端子を有し、前記第７の端子が前記第１の制御用端子及び前記第３
の端子に接続された容量素子と、を含む単位回路を複数備え、
前記第１の端子は前記複数の単位回路のうちの一連の単位回路の前記第１の端子と共に第
１の電源線に接続されている電子回路の駆動方法であって、
前記第１の電源線を駆動電圧から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前
記第１の端子を前記駆動電圧から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第
３のトランジスタをオン状態とすることにより、前記第１のトランジスタを経由して流れ
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る電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を
前記第１の制御用端子に印加して、前記第１の端子と前記第２の端子との間の導通状態を
設定するステップと、
前記第３のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第１の端
子を前記駆動電圧に電気的に接続にするステップと、
を含むことを特徴とする電子回路の駆動方法。
【請求項１２】
第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有する第１のトランジスタと、
第３の端子と第４の端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が接続され、
前記第２の端子に前記第４の端子が接続された第２のトランジスタと、
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第５の端子と第６の端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続された第３の
トランジスタと、
第７の端子及び第８の端子を有し、前記第７の端子が前記第１の制御用端子及び前記第３
の端子に接続された容量素子と、を含む単位回路を複数備え、
前記第１の端子は前記複数の単位回路のうちの一連の単位回路の前記第１の端子と共に第
１の電源線に接続されるとともに、
前記第８の端子は前記複数の単位回路のうちの一連の単位回路の前記第８の端子と共に第
２の電源線に接続されている電子回路の駆動方法であって、
前記第１の電源線を駆動電圧から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前
記第１の端子を前記駆動電圧から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第
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３のトランジスタがオン状態とすることにより、前記第１のトランジスタを経由して流れ
る電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を
前記第１の制御用端子に印加して、前記第１の端子と前記第２の端子との間の導通状態を
設定するステップと、
前記第３のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第１の端
子を前記駆動電圧に電気的に接続するステップと
を含むことを特徴とする電子回路の駆動方法。
【請求項１３】
複数の走査線と、
複数のデータ線と、
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複数の第１の電源線と、
複数の単位回路と、を含み、
前記複数の単位回路の各々は、
電気光学素子に直列に接続されるともに前記第１の電源線のうち対応する第１の電源線に
接続された第１のトランジスタと、
前記第１のトランジスタの前記ドレインと前記第１のトランジスタとのゲートとの導通を
制御する第２のトランジスタと、
前記第１のトランジスタと前記複数のデータ線のうち対応するデータ線との導通を制御し
、前記複数の走査線のうち対応する走査線を介して供給される走査信号により制御される
第３のトランジスタと、を備え、
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前記第３のトランジスタがオン状態にある期間のうち少なくとも１部の期間において、
前記対応する第１の電源線は駆動電圧から電気的に切り離されるとともに、前記対応する
データ線から供給されるデータ電流が前記第１のトランジスタに流れることにより前記第
１のトランジスタの導通状態が設定され、
前記第３のトランジスタがオフ状態にある期間のうち少なくとも１部の期間において、
前記第１のトランジスタの前記ドレイン及びソースのうちいずれか一方に前記駆動電圧が
印加され、前記対応する第１の電源線と前記電気光学素子との間に、前記データ電流によ
り設定された前記第１のトランジスタの前記導通状態に応じた電流が流れること、
を特徴とする電気光学装置。
【請求項１４】
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複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の単位回路と、を備えた電気光学装置であって
、
前記複数の単位回路の各々は、
第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有する第１のトランジスタと、
第３の端子と第４の端子と第２の制御用端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３
の端子が接続された第２のトランジスタと、
第５の端子と第６の端子と第３の制御用端子とを有し、前記第５の端子が前記第１の端子
に接続され、前記第６の端子が前記複数のデータ線のうちの一つのデータ線に接続され、
前記第３の制御用端子が複数の走査線のうちの一つの走査線に接続された第３のトランジ
スタと、
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第７の端子と第８の端子とを有し、前記第７の端子が前記第１の制御用端子及び前記第３
の端子に接続された容量素子と、
前記第２の端子に接続された電気光学素子と、を含み、
前記第１の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源
線に接続され、
前記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記電源線への駆動電圧の
供給及び遮断を制御する制御回路を備えていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１５】
複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の単位回路と、を備えた電気光学装置であって
、
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前記複数の単位回路の各々は、
第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有する第１のトランジスタと、
第３の端子と第４の端子と第２の制御用端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３
の端子が接続され、前記２の端子と前記第４の端子との電気的接続を制御する第２のトラ
ンジスタと、
第５の端子と第６の端子と第３の制御用端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子
が接続され、前記第６の端子が前記複数のデータ線のうちの一つのデータ線に接続され、
前記第３の制御用端子が複数の走査線のうちの一つの走査線に接続された第３のトランジ
スタと、
第７の端子と第８の端子とを有し、前記第７の端子が前記第１の制御用端子及び前記第３
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の端子に接続された容量素子と、を含み、
前記第１の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源
線に接続され、
前記第８の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第８の端子と共に所定電位に
保持された第２の電源線に接続され、
前記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第１の電源線への駆動
電圧の供給及び遮断を制御する制御回路を備えていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１６】
請求項１３乃至１５のいずれかに記載の電気光学装置において、
前記単位回路の各々に含まれるトランジスタは、前記第１のトランジスタ、前記第２のト
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ランジスタ及び前記第３のトランジスタのみであることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１７】
請求項１４または１５に記載の電気光学装置において、
前記制御回路は第９の端子と第１０の端子とを備えた第４のトランジスタであり、
前記第９の端子は前記駆動電圧に接続され、前記第１０の端子は前記第１の電源線に接続
されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１８】
請求項１３乃至１７のいずれか１つに記載の電気光学装置において、
前記電気光学素子はＥＬ素子であることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１９】

20

電気光学装置の駆動方法であって、
前記電気光学装置は、
複数の走査線と、
複数のデータ線と、
複数の第１の電源線と、
複数の単位回路と、を含み、
前記複数の単位回路の各々は、
電気光学素子に直列に接続されるともに前記第１の電源線のうち対応する第１の電源線に
接続された第１のトランジスタと、
前記第１のトランジスタの前記ドレインと前記第１のトランジスタとのゲートとの導通を
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制御する第２のトランジスタと、
前記第１のトランジスタと前記複数のデータ線のうち対応するデータ線との導通を制御し
、前記複数の走査線のうち対応する走査線を介して供給される走査信号により制御される
第３のトランジスタと、を備え、
前記第３のトランジスタがオン状態及び前記対応する第１の電源線が駆動電圧から電気的
に切り離された状態で、前記対応するデータ線から供給されるデータ電流を前記第１のト
ランジスタに流すことにより、前記第１のトランジスタの導通状態を設定する第１のステ
ップと、
前記第３のトランジスタがオフ状態及び前記第１のトランジスタの前記ドレイン及びソー
スのうちいずれか一方に前記対応する第１の電源線を介して前記駆動電圧が印加された状

40

態で、前記対応する第１の電源線と前記電気光学素子との間に、前記データ電流により設
定された前記第１のトランジスタの前記導通状態に応じた電流を流す第２のステップを含
むこと、
を特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２０】
第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有する第１のトランジスタと、
第３の端子と第４の端子と第２の制御用端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３
の端子が接続され、前記第２の端子に前記第４の端子が接続された第２のトランジスタと
、
第５の端子と第６の端子と第３の制御用端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子
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が接続された第３のトランジスタと、
第７の端子と第８の端子を有し、前記第７の端子が前記第１の制御用端子及び前記第３の
端子に接続された容量素子と、
前記第２の端子に接続された電気光学素子と、
を含む単位回路を複数備え、
前記第６の端子が複数のデータ線のうち１つのデータ線と接続され、
前記第３の制御用端子が複数の走査線のうち１つの走査線と接続され、
前記第１の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源
線に接続されている電気光学装置の駆動方法であって、
前記第１の電源線を駆動電圧から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前

10

記第１の端子を、前記駆動電圧から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記
第３のトランジスタがオン状態とすることにより、前記第１のトランジスタを経由して流
れる電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧
を前記第１の制御用端子に印加して、前記第１の端子と前記第２の端子との間の導通状態
を設定するステップと、
前記第３のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第１の端
子を前記第１の電源線を介して前記駆動電圧に電気的に接続するステップと
を含むことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２１】
第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有する第１のトランジスタと、
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第３の端子と第４の端子と第２の制御用端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３
の端子が接続され、前記第２の端子に前記第４の端子が接続された第２のトランジスタと
、
第５の端子と第６の端子と第３の制御用端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子
が接続された第３のトランジスタと、
第７の端子と第８の端子を有し、前記第７の端子が前記第１の制御用端子及び前記第３の
端子に接続された容量素子と、
前記第２の端子に接続された電気光学素子と、
を含む単位回路を複数備え、
前記第６の端子が複数のデータ線のうち１つのデータ線と接続され、
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前記第３の制御用端子が複数の走査線のうち１つの走査線と接続され、
前記第１の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源
線に接続されるとともに、
前記第８の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第８の端子と共に第２の電源
線に接続されている電気光学装置の駆動方法であって、
前記第１の電源線を駆動電圧から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前
記第１の端子を前記駆動電圧から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第
３のトランジスタがオン状態とすることにより、前記第１のトランジスタを経由して流れ
る電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を
前記第１の制御用端子に印加して、前記第１の端子と前記第２の端子との間の導通状態を
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設定するステップと、
前記第３のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第１の端
子を前記第１の電源線を介して前記駆動電圧に電気的に接続するステップと
を含むことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２２】
請求項１乃至９のいずれか１つに記載の電子回路を実装したことを特徴とする電子機器。
【請求項２３】
請求項１３乃至１８のいずれか１つに記載の電気光学装置を実装したことを特徴とする電
子機器。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子回路、電子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法及び
電子機器に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、広く表示装置として用いられる複数の電気光学素子を備えた電気光学装置は、高精
彩化あるいは大画面化が求められており、これに呼応して、複数の電気光学素子の各々を
駆動するための画素回路を備えたアクティブマトリクス駆動型電気光学装置のパッシブ駆
動型電気光学装置に対する比重はより高まっている。しかしながら、より一層の高精彩化
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あるいは大画面化を達成するためには、電気光学素子をそれぞれ精密に制御する必要があ
る。そのためには、画素回路を構成する能動素子の特性バラツキを補償しなければならな
い。
【０００３】
能動素子の特性バラツキの補償方法として、例えば、特性バラツキを補償するための、ダ
イオード接続したトランジスタを含む画素回路を備えた表示装置（例えば、特許文献１を
参照）が提案されている。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１−２７２２３３号公報
【０００５】
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【発明が解決しようとする課題】
ところで、能動素子の特性バラツキを補償する画素回路は、一般に４つ以上のトランジス
タにより構成され、そのため、歩留まりや開口率の低下を招くこととなる。
【０００６】
本発明の一つの目的は、上記問題点を解消することであって、画素回路、あるいは単位回
路を構成するトランジスタの個数を削減することができる電子回路、電子回路の駆動方法
、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法及び電子機器を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の電子回路は、複数の単位回路を含む電子回路であって、第１の電源線を含
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み、前記複数の単位回路の各々は、電子素子に直列に接続されるともに前記第１の電源線
に接続された第１のトランジスタと、前記第１のトランジスタのドレインと前記第１のト
ランジスタのゲートとの導通を制御する第２のトランジスタと、前記第１のトランジスタ
の導通状態を設定するためのデータ電流を出力する電流源と前記第１のトランジスタとの
導通を制御する第３のトランジスタと、を備え、前記第３のトランジスタがオン状態にあ
る期間のうち少なくとも１部の期間において、前記第１の電源線は駆動電圧から電気的に
切断され、前記第３のトランジスタがオフ状態にある期間のうち少なくとも１部の期間に
おいて、前記第１の電源線と前記電子素子との間に、前記第１のトランジスタに前記デー
タ電流により設定された前記第１のトランジスタの導通状態に応じた電流が流れることを
特徴とする。
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上記の電子回路において、「前記第１のトランジスタのドレインと前記第１のトランジス
タのゲートとの導通を制御する」とは、前記第１のトランジスタの前記ドレインと前記第
１のトランジスタの前記ゲートとを直接電気的に接続する場合ばかりではなく、前記第３
のトランジスタなど、他のトランジスタなどの素子、あるいは配線を介して電気的に接続
する場合も含む。
【０００８】
本発明の第２の電子回路は、複数の単位回路を含む電子回路であって、第１の電源線と、
前記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第１の電源線への駆動
電圧の供給及び遮断を制御する制御回路と、を含み、前記複数の単位回路の各々は、電子
素子と、前記電子素子に直列に接続されるともに前記第１の電源線に接続された第１のト
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ランジスタと、前記第１のトランジスタのドレインと前記第１のトランジスタとのゲート
との導通を制御する第２のトランジスタと、前記第１のトランジスタの導通状態を設定す
るためのデータ電流を出力する電流源と前記第１のトランジスタとの導通を制御する第３
のトランジスタと、を備え、前記第３のトランジスタがオフ状態にある期間のうち少なく
とも１部の期間において、前記第１の電源線と前記電子素子との間に、前記第１のトラン
ジスタに前記データ電流により設定された前記第１のトランジスタの導通状態に応じた電
流が流れることを特徴とする。
【０００９】
上記の電子回路において、「ドレイン」はデータ電流が前記第１のトランジスタを流れる
際の前記第１のトランジスタのチャネルを挟む２つの端子の電位の相対的な関係と前記第
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１のトランジスタの導電型によって決定される。例えば、前記第１のトランジスタがｐ型
である場合は、前記第１のトランジスタの前記２つの端子のうち電位が低い端子を「ドレ
イン」と言い、前記第１のトランジスタがｎ型である場合は、前記第１のトランジスタの
前記２つの端子のうち電位が高い端子を「ドレイン」と言う。
上記の電子回路において、「電子素子」とは、例えば、電気光学素子、抵抗素子、ダイオ
ード等である。
【００１０】
本発明における第３の電子回路は、複数の単位回路を含む電子回路であって、前記複数の
単位回路の各々は、第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有する第１のトラン
ジスタと、第３の端子と第４の端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が

20

接続され、前記２の端子と前記第３の端子との電気的接続を制御する第２のトランジスタ
と、第５の端子と第６の端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続された第
３のトランジスタと、第７の端子と第８の端子とを有し、前記第７の端子が前記第１の制
御用端子及び前記第３の端子に接続された容量素子と、を含み、前記第１の端子は前記複
数の単位回路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源線に接続され、前記第１
の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第１の電源線への駆動電圧の供
給及び遮断を制御する制御回路を備えている。
【００１１】
上記の第１のトランジスタ、第１の端子、第２の端子及び第１の制御用端子は、例えば、
後述する実施形態の図３の画素回路においては、駆動トランジスタＱ１、駆動トランジス
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タＱ１のソース、駆動トランジスタＱ１のドレイン、駆動トランジスタＱ１のゲートに対
応している。
【００１２】
また、第２のトランジスタ、第３の端子、第４の端子及び第２の制御用端子は、それぞれ
、トランジスタＱ２、トランジスタＱ２のソース、トランジスタＱ２のドレイン、トラン
ジスタＱ２のゲートに対応している。
さらに、第３のトランジスタ、第５の端子、第６の端子、第３の制御用端子は、それぞれ
、スイッチングトランジスタＱ３、スイッチングトランジスタＱ３のソース、スイッチン
グトランジスタＱ３のドレイン、スイッチングトランジスタＱ３のゲートに対応している
。
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また、容量素子、第７の端子及び第８の端子は、それぞれ、保持用キャパシタＣｏ、保持
用キャパシタＣｏの第１の電極Ｌａ及び保持用キャパシタＣｏの第２の電極Ｌｂに対応し
ている。
これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタの数を削減された単位回路を構
成することができる。
【００１３】
本発明における第４の電子回路は、複数の単位回路を含む電子回路であって、前記複数の
単位回路の各々は、第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有する第１のトラン
ジスタと、第３の端子と第４の端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が
接続され、前記２の端子と前記第４の端子との電気的接続を制御する第２のトランジスタ
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と、第５の端子と第６の端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続された第
３のトランジスタと、第７の端子と第８の端子とを有し、前記第７の端子が前記第１の制
御用端子及び前記第３の端子に接続された容量素子と、を含み、前記第１の端子は前記複
数の単位回路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源線に接続され、前記第８
の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第８の端子と共に所定電位に保持され
た第２の電源線に接続され、前記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは
、前記第１の電源線への駆動電圧の供給及び遮断を制御する制御回路を備えている。
これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタの数を削減して単位回路を構成
することができることに加えて、容量素子に電圧を安定して保持させることができる。
【００１４】

10

上記の電子回路において、前記単位回路の各々に含まれるトランジスタは、前記第１のト
ランジスタ、前記第２のトランジスタ及び前記第３のトランジスタのみである。
これによれば、使用するトランジスタの数を従来のものに比べて１つ削減して単位回路を
構成することができる。
上記の電子回路において、前記第２の端子には電子素子が接続されている。
これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタが１つ少ない回路で電子素子を
制御することができる。
上記の電子回路において、前記電子素子は電流駆動素子であってもよい。
これによれば、従来のものと比べて使用するトランジスタが１つ少ない回路で電流駆動素
子を制御することができる。
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上記の電子回路において、前記制御回路は第９の端子と第１０の端子とを備えた第４のト
ランジスタであり、前記第９の端子は前記駆動電圧に接続され、前記第１０の端子は前記
第１の電源線に接続されていてもよい。
これによれば、制御回路を容易に構成することができる。
【００１５】
本発明の第１の電子回路の駆動方法は、複数の単位回路を含む電子回路の駆動方法であっ
て、前記電子回路は、第１の電源線を含み、前記複数の単位回路の各々は、電子素子に直
列に接続されるともに前記第１の電源線に接続された第１のトランジスタと、前記第１の
トランジスタのドレインと前記第１のトランジスタとのゲートとの導通を制御する第２の
トランジスタと、前記第１のトランジスタの導通状態を設定するためのデータ電流を出力
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する電流源と前記第１のトランジスタとの導通を制御する第３のトランジスタと、を備え
、前記第３のトランジスタをオン状態として前記データ電流を前記第１のトランジスタに
供給し、前記第１のトランジスタの導通状態を設定する第１のステップと、前記第３のト
ランジスタをオフ状態とし、前記第１の電源線と前記電子素子との間に前記第１のトラン
ジスタの前記導通状態に応じた電流を流す第２のステップと、を含み、前記第１のステッ
プの前記データ電流を前記第１のトランジスタに供給する期間の少なくとも１部の期間に
おいて、前記第１の電源線を駆動電圧から電気的に切り離し、前記第２のステップを行っ
ている期間の少なくとも１部の期間において、前記第１のトランジスタの前記ドレイン及
びソースのいずれか一方に前記第１の電源線を介して前記駆動電圧を印加すること、を特
徴とする。
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【００１６】
本発明の第２の電子回路の駆動方法は、第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを
有する第１のトランジスタと、第３の端子と第４の端子とを有し、前記第１の制御用端子
に前記第３の端子が接続され、前記第２の端子に前記第４の端子が接続された第２のトラ
ンジスタと、第５の端子と第６の端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続
された第３のトランジスタと、第７の端子及び第８の端子を有し、前記第７の端子が前記
第１の制御用端子及び前記第３の端子に接続された容量素子と、を含む単位回路を複数備
え、前記第１の端子は前記複数の単位回路のうちの一連の単位回路の前記第１の端子と共
に第１の電源線に接続されている電子回路の駆動方法であって、前記第１の電源線を駆動
電圧から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前記第１の端子を前記駆動
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電圧から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第３のトランジスタをオン
状態とすることにより、前記第１のトランジスタを経由して流れる電流の電流レベルに応
じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を前記第１の制御用端子に
印加して、前記第１の端子と前記第２の端子との間の導通状態を設定するステップと、前
記第３のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第１の端子
を前記駆動電圧に電気的に接続にするステップと、を含む。
【００１７】
本発明の第３電子回路の駆動方法は、第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子とを有
する第１のトランジスタと、第３の端子と第４の端子とを有し、前記第１の制御用端子に
前記第３の端子が接続され、前記第２の端子に前記第４の端子が接続された第２のトラン
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ジスタと、第５の端子と第６の端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続さ
れた第３のトランジスタと、第７の端子及び第８の端子を有し、前記第７の端子が前記第
１の制御用端子及び前記第３の端子に接続された容量素子と、を含む単位回路を複数備え
、前記第１の端子は前記複数の単位回路のうちの一連の単位回路の前記第１の端子と共に
第１の電源線に接続されるとともに、前記第８の端子は前記複数の単位回路のうちの一連
の単位回路の前記第８の端子と共に第２の電源線に接続されている電子回路の駆動方法で
あって、前記第１の電源線を駆動電圧から電気的に切り離すことにより、前記一連の単位
回路の前記第１の端子を前記駆動電圧から電気的に切り離し、かつ、前記一連の単位回路
の前記第３のトランジスタがオン状態とすることにより、前記第１のトランジスタを経由
して流れる電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記電荷量に応じ
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た電圧を前記第１の制御用端子に印加して、前記第１の端子と前記第２の端子との間の導
通状態を設定するステップと、前記第３のトランジスタをオフ状態にするとともに、前記
一連の単位回路の前記第１の端子を前記駆動電圧に電気的に接続するステップとを含む。
上記の電子回路の駆動方法によれば、前記単位回路内のトランジスタ数を可能な限り少な
くすることができる。
【００１８】
本発明の第１の電気光学装置は、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の第１の電源
線と、複数の単位回路と、を含み、前記複数の単位回路の各々は、電気光学素子に直列に
接続されるともに前記第１の電源線のうち対応する第１の電源線に接続された第１のトラ
ンジスタと、前記第１のトランジスタのドレインと前記第１のトランジスタとのゲートと
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の導通を制御する第２のトランジスタと、前記第１のトランジスタと前記複数のデータ線
のうち対応するデータ線との導通を制御し、前記複数の走査線のうち対応する走査線を介
して供給される走査信号により制御される第３のトランジスタと、を備え、前記第３のト
ランジスタがオン状態にある期間のうち少なくとも１部の期間において、前記対応する第
１の電源線は駆動電圧から電気的に切り離されるとともに、前記対応するデータ線から供
給されるデータ電流が前記第１のトランジスタに流れることにより前記第１のトランジス
タの導通状態が設定され、前記第３のトランジスタがオフ状態にある期間のうち少なくと
も１部の期間において、前記第１のトランジスタの前記ドレイン及びソースのうちいずれ
か一方に前記駆動電圧が印加され、前記対応する第１の電源線と前記電気光学素子との間
に、前記データ電流により設定された前記第１のトランジスタの前記導通状態に応じた電
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流が流れること、を特徴とする。
【００１９】
上記の電気光学装置において、「前記第１のトランジスタのドレインと前記第１のトラン
ジスタのゲートとの導通を制御する」とは、前記第１のトランジスタの前記ドレインと前
記第１のトランジスタの前記ゲートとを直接電気的に接続する場合ばかりではなく、前記
第３のトランジスタなど、他のトランジスタなどの素子、あるいは前記対応するデータ線
などの配線を介して電気的に接続する場合も含む。
【００２０】
本発明の第２の電気光学装置は、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の単位回路と
、を備えた電気光学装置であって、前記複数の単位回路の各々は、第１の端子と第２の端
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子と第１の制御用端子とを有する第１のトランジスタと、第３の端子と第４の端子と第２
の制御用端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が接続された第２のトラ
ンジスタと、第５の端子と第６の端子と第３の制御用端子とを有し、前記第５の端子が前
記第１の端子に接続され、前記第６の端子が前記複数のデータ線のうちの一つのデータ線
に接続され、前記第３の制御用端子が複数の走査線のうちの一つの走査線に接続された第
３のトランジスタと、第７の端子と第８の端子とを有し、前記第７の端子が前記第１の制
御用端子及び前記第３の端子に接続された容量素子と、を含み、前記第１の端子は前記複
数の単位回路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源線に接続され、前記第１
の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記電源線への駆動電圧の供給及び
遮断を制御する制御回路を備えている。
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【００２１】
本発明の第３の電気光学装置は、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の単位回路と
、を備えた電気光学装置であって、前記複数の単位回路の各々は、第１の端子と第２の端
子と第１の制御用端子とを有する第１のトランジスタと、第３の端子と第４の端子と第２
の制御用端子とを有し、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が接続され、前記２の端
子と前記第４の端子との電気的接続を制御する第２のトランジスタと、第５の端子と第６
の端子と第３の制御用端子とを有し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続され、前記
第６の端子が前記複数のデータ線のうちの一つのデータ線に接続され、前記第３の制御用
端子が複数の走査線のうちの一つの走査線に接続された第３のトランジスタと、第７の端
子と第８の端子とを有し、前記第７の端子が前記第１の制御用端子及び前記第３の端子に
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接続された容量素子と、を含み、前記第１の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の
前記第１の端子と共に第１の電源線に接続され、前記第８の端子は前記複数の単位回路の
他の単位回路の前記第８の端子と共に所定電位に保持された第２の電源線に接続され、前
記第１の電源線の電位を複数の電位に設定する、あるいは、前記第１の電源線への駆動電
圧の供給及び遮断を制御する制御回路を備えている。
上記の電気光学装置においては、前記単位回路内のトランジスタ数を可能な限り少なくす
ることができる。
【００２２】
上記の電気光学装置において、前記単位回路の各々に含まれるトランジスタは、前記第１
のトランジスタ、前記第２のトランジスタ及び前記第３のトランジスタのみであることが
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好ましい。
【００２３】
上記の電気光学装置において、前記制御回路は第９の端子と第１０の端子とを備えた第４
のトランジスタであり、前記第９の端子は前記駆動電圧に接続され、前記第１０の端子は
前記第１の電源線に接続されていることが好ましい。
【００２４】
これによれば、制御回路を容易に構成することができる。
上記の電気光学装置において、前記電気光学素子は、例えば、ＥＬ素子であってもよい。
中でも有機ＥＬ素子などの電流駆動素子が好適である。
【００２５】
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本発明の第１の電気光学装置の駆動方法は、電気光学装置の駆動方法であって、前記電気
光学装置は、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の第１の電源線と、複数の単位回
路と、を含み、前記複数の単位回路の各々は、電気光学素子に直列に接続されるともに前
記第１の電源線のうち対応する第１の電源線に接続された第１のトランジスタと、前記第
１のトランジスタの前記ドレインと前記第１のトランジスタとのゲートとの導通を制御す
る第２のトランジスタと、前記第１のトランジスタと前記複数のデータ線のうち対応する
データ線との導通を制御し、前記複数の走査線のうち対応する走査線を介して供給される
走査信号により制御される第３のトランジスタと、を備え、前記第３のトランジスタがオ
ン状態及び前記対応する第１の電源線が駆動電圧から電気的に切り離された状態で、前記
対応するデータ線から供給されるデータ電流を前記第１のトランジスタに流すことにより
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、前記第１のトランジスタの導通状態を設定する第１のステップと、前記第３のトランジ
スタがオフ状態及び前記第１のトランジスタの前記ドレイン及びソースのうちいずれか一
方に前記対応する第１の電源線を介して前記駆動電圧が印加された状態で、前記対応する
第１の電源線と前記電気光学素子との間に、前記データ電流により設定された前記第１の
トランジスタの前記導通状態に応じた電流を流す第２のステップを含むこと、を特徴とす
る。
【００２６】
本発明の第２の電気光学装置の駆動方法は、第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子
とを有する第１のトランジスタと、第３の端子と第４の端子と第２の制御用端子とを有し
、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が接続され、前記第２の端子に前記第４の端子
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が接続された第２のトランジスタと、第５の端子と第６の端子と第３の制御用端子とを有
し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続された第３のトランジスタと、第７の端子と
第８の端子を有し、前記第７の端子が前記第１の制御用端子及び前記第３の端子に接続さ
れた容量素子と、前記第２の端子に接続された電気光学素子と、含む単位回路を複数備え
、前記第６の端子が複数のデータ線のうち１つのデータ線と接続され、前記第３の制御用
端子が複数の走査線のうち１つの走査線と接続され、前記第１の端子は前記複数の単位回
路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源線に接続されている電気光学装置の
駆動方法であって、前記第１の電源線を駆動電圧から電気的に切り離すことにより、前記
一連の単位回路の前記第１の端子を、前記駆動電圧から電気的に切り離し、かつ、前記一
連の単位回路の前記第３のトランジスタがオン状態とすることにより、前記第１のトラン
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ジスタを経由して流れる電流の電流レベルに応じた電荷量を前記容量素子に保持し、前記
電荷量に応じた電圧を前記第１の制御用端子に印加して、前記第１の端子と前記第２の端
子との間の導通状態を設定するステップと、前記第３のトランジスタをオフ状態にすると
ともに、前記一連の単位回路の前記第１の端子を前記第１の電源線を介して前記駆動電圧
に電気的に接続するステップとを含む。
【００２７】
本発明の第３の電気光学装置の駆動方法は、第１の端子と第２の端子と第１の制御用端子
とを有する第１のトランジスタと、第３の端子と第４の端子と第２の制御用端子とを有し
、前記第１の制御用端子に前記第３の端子が接続され、前記第２の端子に前記第４の端子
が接続された第２のトランジスタと、第５の端子と第６の端子と第３の制御用端子とを有
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し、前記第１の端子に前記第５の端子が接続された第３のトランジスタと、第７の端子と
第８の端子を有し、前記第７の端子が前記第１の制御用端子及び前記第３の端子に接続さ
れた容量素子と、前記第２の端子に接続された電気光学素子と、を含む単位回路を複数備
え、前記第６の端子が複数のデータ線のうち１つのデータ線と接続され、前記第３の制御
用端子が複数の走査線のうち１つの走査線と接続され、前記第１の端子は前記複数の単位
回路の他の単位回路の前記第１の端子と共に第１の電源線に接続されるとともに、前記第
８の端子は前記複数の単位回路の他の単位回路の前記第８の端子と共に第２の電源線に接
続されている電気光学装置の駆動方法であって、前記第１の電源線を駆動電圧から電気的
に切り離すことにより、前記一連の単位回路の前記第１の端子を前記駆動電圧から電気的
に切り離し、かつ、前記一連の単位回路の前記第３のトランジスタがオン状態とすること
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により、前記第１のトランジスタを経由して流れる電流の電流レベルに応じた電荷量を前
記容量素子に保持し、前記電荷量に応じた電圧を前記第１の制御用端子に印加して、前記
第１の端子と前記第２の端子との間の導通状態を設定するステップと、前記第３のトラン
ジスタをオフ状態にするとともに、前記一連の単位回路の前記第１の端子を前記第１の電
源線を介して前記駆動電圧に電気的に接続するステップとを含む。
【００２８】
上記の電気光学装置の駆動方法によれば、電気光学素子に供給する電流あるいは電圧を決
定するトランジスタの特性バラツキを補償するとともに、画素回路を構成するトランジス
タを可能な限り削減することができる。
【００２９】
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本発明における第１の電子機器は、上記の電子回路を実装したことを特徴とする。
上記の電子回路は、前記電子機器の表示ユニットやメモリ部等のアクティブな機能を有す
るアクティブ駆動部に用いることができる。
【００３０】
本発明における第２の電子機器は、上記のの電気光学装置を実装したことを特徴とする。
上記の電気光学装置は、高精度に電気光学素子の状態を制御できるとともに高開口率を有
しているので、表示品質が優れた表示ユニットを有した電子機器を提供することができる
。
又、上記の電気光学装置は、画素回路を構成するトランジスタの数を可能な限り少なくし
ているので、製造コストを抑制することができる。

10

【００３１】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
以下、本発明を具体化した第１実施形態を図１〜４に従って説明する。図１は、電気光学
装置としての有機ＥＬディスプレイの回路構成を示すブロック回路図である。図２は、表
示パネル部及びデータ線駆動回路の回路構成を示すブロック回路図である。図３は画素回
路の回路図である。図４は、画素回路の駆動方法を説明するためのタイミングチャートで
ある。
【００３２】
有機ＥＬディスプレイ１０は、信号生成回路１１、アクティブマトリクス部１２、走査線

20

駆動回路１３、データ線駆動回路１４及び電源線制御回路１５を備えている。有機ＥＬデ
ィスプレイ１０の信号生成回路１１、走査線駆動回路１３、データ線駆動回路１４及び電
源線制御回路１５は、それぞれが独立した電子部品によって構成されていてもよい。例え
ば、信号生成回路１１、走査線駆動回路１３、データ線駆動回路１４及び電源線制御回路
１５が、各々１チップの半導体集積回路装置によって構成されていてもよい。又、信号生
成回路１１、走査線駆動回路１３、データ線駆動回路１４及び電源線制御回路１５の全部
若しくは一部がプログラマブルなＩＣチップで構成され、その機能がＩＣチップに書き込
まれたプログラムによりソフトウェア的に実現されてもよい。
【００３３】
信号生成回路１１は、図示しない外部装置からの画像データに基づいてアクティブマトリ
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クス部１２に画像を表示させるための走査制御信号及びデータ制御信号を作成する。そし
て、信号生成回路１１は、前記走査制御信号を走査線駆動回路１３に出力するとともに、
前記データ制御信号をデータ線駆動回路１４に出力する。又、信号生成回路１１は、電源
線制御回路１５に対してタイミング制御信号を出力する。
【００３４】
アクティブマトリクス部１２は、図２に示すように、列方向に沿って延設されたＭ本のデ
ータ線Ｘｍ（ｍ＝１〜Ｍ；ｍは自然数）と、行方向に沿って延設されたＮ本の走査線Ｙｎ
（ｎ＝１〜Ｎ；ｎは自然数）との交差部に対応する位置に配置された複数の単位回路とし
ての画素回路２０を有している。そして、複数の画素回路２０で１つの電子回路が形成さ
れている。
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【００３５】
つまり、各画素回路２０は、その列方向に沿って延設されたデータ線Ｘｍと、行方向に沿
って延設された走査線Ｙｎとにそれぞれ接続されることによりマトリクス状に配列されて
いる。又、各画素回路２０は、走査線Ｙｎに平行して延設された第１の電源線ＶＬ１に接
続されている。各第１の電源線ＶＬ１は、アクティブマトリクス部１２の右端側に配設さ
れた画素回路２０の列方向に沿って延設された駆動電圧としての駆動電圧Ｖｄｄを供給す
る電圧供給線Ｌｏに駆動電圧供給用トランジスタＱｖを介して接続されている。
【００３６】
画素回路２０は、図２に示すように、発光層が有機材料で構成された電気光学素子又は電
子素子として有機ＥＬ素子２１を有する。そして、画素回路２０は、駆動電圧供給用トラ
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ンジスタＱｖがオン状態になることで、第１の電源線ＶＬ１を介して駆動電圧Ｖｄｄが供
給されるようになっている。尚、各画素回路２０内に配置形成される後記するトランジス
タは、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）で構成されている。
【００３７】
走査線駆動回路１３は、信号生成回路１１から出力される走査制御信号に基づいて、アク
ティブマトリクス部１２に配設されたＮ本の走査線Ｙｎのうち、１本の走査線を選択し、
その選択された走査線に走査信号を出力する。
【００３８】
データ線駆動回路１４は、図２に示すように、複数の単一ラインドライバ２３を備えてい
る。各単一ラインドライバ２３は、それぞれアクティブマトリクス部１２に配設された対
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応するデータ線Ｘｍと接続されている。データ線駆動回路１４は、信号生成回路１１から
出力された前記データ制御信号に基づいて、データ電流Ｉｄａｔａ１、Ｉｄａｔａ２、・
・・、ＩｄａｔａＭをそれぞれ生成する。そして、データ線駆動回路１４は、その生成さ
れたデータ電流Ｉｄａｔａ１、Ｉｄａｔａ２、・・・、ＩｄａｔａＭをデータ線Ｘｍを介
して各画素回路２０に出力する。そして、画素回路２０は、それぞれデータ電流Ｉｄａｔ
ａ１、Ｉｄａｔａ２、・・・、ＩｄａｔａＭに応じて同画素回路２０の内部状態が設定さ
れると、このデータ電流Ｉｄａｔａ１、Ｉｄａｔａ２、・・・、ＩｄａｔａＭの電流レベ
ルに応じて有機ＥＬ素子２１に供給する駆動電流Ｉｅｌを制御するようになっている。
【００３９】
電源線制御回路１５は、駆動電圧供給用トランジスタＱｖのゲートと電源線制御線Ｆを介
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して接続されている。電源線制御回路１５は、信号生成回路１１から出力されるタイミン
グ制御信号に基づいて、駆動電圧供給用トランジスタＱｖのオン・オフ状態を決定する電
源線制御信号ＳＦＣを生成し、供給する。
そして、駆動電圧供給用トランジスタＱｖがオン状態となることで、第１の電源線ＶＬ１
に駆動電圧Ｖｄｄが供給され、該第１の電源線ＶＬ１と接続された画素回路２０に駆動電
圧Ｖｄｄが供給される。
【００４０】
次に、有機ＥＬディスプレイ１０の画素回路２０について以下に説明する。
図３に示すように、画素回路２０は、駆動トランジスタＱ１、トランジスタＱ２、スイッ
チングトランジスタＱ３及び保持用キャパシタＣｏから構成されている。
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【００４１】
駆動トランジスタＱ１の導電型はｐ型（ｐチャネル）である。又、トランジスタＱ２及び
スイッチングトランジスタＱ３の導電型は、それぞれ、ｎ型（ｎチャネル）である。
【００４２】
駆動トランジスタＱ１は、そのドレインが有機ＥＬ素子２１の陽極と、トランジスタＱ２
のドレインとに接続されている。有機ＥＬ素子２１の陰極は接地されている。トランジス
タＱ２は、そのソースが駆動トランジスタＱ１のゲートに接続されている。トランジスタ
Ｑ２のゲートはアクティブマトリクス部１２の行方向に沿って配置された他の画素回路２
０のトランジスタＱ２のゲートととも第２の副走査線Ｙｎ２に接続されている。
【００４３】
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駆動トランジスタＱ１のゲートには、保持用キャパシタＣｏの第１の電極Ｌａが接続され
るとともに、保持用キャパシタＣｏの第２の電極Ｌｂが駆動トランジスタＱ１のソースに
接続されている。
【００４４】
駆動トランジスタＱ１のソースは、スイッチングトランジスタＱ３のソースに接続されて
いる。スイッチングトランジスタＱ３のドレインはデータ線Ｘｍに接続されている。スイ
ッチングトランジスタＱ３のゲートは第１の副走査線Ｙｎ１に接続されている。尚、第１
の副走査線Ｙｎ１と第２の副走査線Ｙｎ２とで走査線Ｙｎを構成している。
【００４５】
また、駆動トランジスタＱ１のソースは、他の画素回路２０の駆動トランジスタＱ１のソ
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ースととも第１の電源線ＶＬ１に接続されている。第１の電源線ＶＬ１は、駆動電圧供給
用トランジスタＱｖの第１０の端子としてのドレインに接続されている。駆動電圧供給用
トランジスタＱｖの第９の端子としてのソースは電圧供給線Ｌｏに接続されている。
【００４６】
駆動電圧供給用トランジスタＱｖの導電型はｐ型（ｐチャネル）である。駆動電圧供給用
トランジスタＱｖは、電源線制御回路１５から電源線制御線Ｆを介して供給される電源線
制御信号ＳＦＣに応じて、電気的切断の状態（オフ状態）及び電気的接続の状態（オン状
態）となる。駆動電圧供給用トランジスタＱｖがオン状態となると、駆動電圧供給用トラ
ンジスタＱｖが接続されている第１の電源線ＶＬ１に接続された各画素回路２０の駆動ト
ランジスタＱ１に駆動電圧Ｖｄｄが供給される。
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【００４７】
次に、上述のように構成された画素回路２０の駆動方法について図４に従って説明する。
図４において、駆動周期Ｔｃは、有機ＥＬ素子２１の輝度が１回ずつ更新される周期を意
味しており、通常、フレーム周期に相当する。
【００４８】
まず、図４に示すように、データ線駆動回路１４からデータ電流Ｉｄａｔａが供給される
。この状態で、走査線駆動回路１３から第１の副走査線Ｙｎ１を介してスイッチングトラ
ンジスタＱ３のゲートにスイッチングトランジスタＱ３をオン状態とする第１の走査信号
ＳＣ１が供給される。又、このとき、走査線駆動回路１３から第２の副走査線Ｙｎ２を介
してトランジスタＱ２のゲートにトランジスタＱ２をオン状態にする第２の走査信号ＳＣ
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２が供給される。
【００４９】
これにより、スイッチングトランジスタＱ３及びトランジスタＱ２がそれぞれオン状態に
なる。そして、データ電流Ｉｄａｔａが駆動トランジスタＱ１を経由して流れる。これに
よりデータ電流Ｉｄａｔａに応じた電荷量が保持用キャパシタＣｏに保持され、当該電荷
量に対応するゲート電圧Ｖｏに応じて駆動トランジスタＱ１のソースとドレインとの間の
導通状態が設定される。
【００５０】
その後、走査線駆動回路１３から第１の副走査線Ｙｎ１を介してスイッチングトランジス
タＱ３のゲートにスイッチングトランジスタＱ３をオフ状態にする第１の走査信号ＳＣ１
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が供給される。又、このとき、走査線駆動回路１３から第２の副走査線Ｙｎ２を介してト
ランジスタＱ２のゲートにトランジスタＱ２をオフ状態にする第２の走査信号ＳＣ２が供
給される。
【００５１】
これにより、スイッチングトランジスタＱ３及びトランジスタＱ２がそれぞれオフ状態と
なり、データ線Ｘｍと駆動トランジスタＱ１とは電気的に切断される。
尚、少なくともデータ電流Ｉｄａｔａが駆動トランジスタＱ１に供給されている期間は、
駆動電圧供給用トランジスタＱｖは、電源線制御回路１５から供給される駆動電圧供給用
トランジスタＱｖをオフ状態にする電源線制御信号ＳＦＣが供給されることによって、オ
フ状態になっている。
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【００５２】
続いて、電源線制御回路１５から駆動電圧供給用トランジスタＱｖをオン状態とする電源
線制御信号Ｓｖが駆動電圧供給用トランジスタＱｖのゲートに電源線制御線Ｆを介して供
給される。すると、駆動電圧供給用トランジスタＱｖがオン状態になり、駆動トランジス
タＱ１のソースに駆動電圧Ｖｄｄが供給される。
【００５３】
これにより、データ電流によって設定された導通状態に応じた駆動電流Ｉｅｌが有機ＥＬ
素子２１に供給され、有機ＥＬ素子２１が発光する。このとき、駆動電流Ｉｅｌは、デー
タ電流Ｉｄａｔａとほぼ等しくするためには、駆動トランジスタＱ１は飽和領域で駆動す
るように設定されていることが好ましい。
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上述のようにデータ信号としてデータ電流Ｉｄａｔａを用いることにより、閾値電圧や利
得係数など種々の駆動トランジスタＱ１の電気特性のパラメータのバラツキを駆動トラン
ジスタＱ１毎に補償される。
駆動電圧供給用トランジスタＱｖがオフ状態とされるまで、有機ＥＬ素子２１はデータ電
流Ｉｄａｔａに応じた輝度で発光し続ける。
上述のように、画素回路２０は、４個のトランジスタを必要とする従来の画素回路と比べ
て、使用するトランジスタの数を１つ少なくすることができる。従って、画素回路２０の
トランジスタの製造における歩留まりや開口率を向上させることができる。
【００５４】
上述の実施形態の電子回路及び電気光学装置によれば、以下のような特徴を得ることがで
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きる。
【００５５】
（１）本実施形態では、駆動トランジスタＱ１、トランジスタＱ２、スイッチングトラン
ジスタＱ３及び保持用キャパシタＣｏで画素回路２０を構成した。そして、駆動トランジ
スタＱ１を駆動させるための駆動電圧Ｖｄｄを供給する第１の電源線ＶＬ１と、アクティ
ブマトリクス部１２の右端側に設けられた画素回路２０の列方向に沿って延設された電圧
供給線Ｌｏとの間に駆動電圧供給用トランジスタＱｖを接続した。
【００５６】
このように構成することによって、画素回路２０は使用するトランジスタの個数を従来の
ものと比べて少なくすることができる。従って、トランジスタの製造における歩留まりや
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開口率が向上に適した画素回路を有する有機ＥＬディスプレイ１０を提供することができ
る。
【００５７】
（第２実施形態）
次に、本発明を具体化した第２実施形態を図５に従って説明する。尚、本実施形態におい
て、上述の第１実施形態と同じ構成部材については符号を等しくして、その詳細な説明を
省略する。
【００５８】
図５は、本実施形態における有機ＥＬディスプレイ１０のアクティブマトリクス部１２ａ
及びデータ線駆動回路１４の回路構成を示すブロック回路図である。図６は、アクティブ
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マトリクス部１２ａに配設される画素回路３０の回路図である。
【００５９】
アクティブマトリクス部１２は、第１の電源線ＶＬ１に平行して第２の電源線ＶＬ２が配
設されている。複数の第２の電源線ＶＬ２の各々は、図６に示したように各画素回路３０
の保持用キャパシタＣｏと接続するとともに、電圧供給線Ｌｏに接続されている。
【００６０】
画素回路３０は、図６に示すように、駆動トランジスタＱ１、トランジスタＱ２、スイッ
チングトランジスタＱ３及び保持用キャパシタＣｏから構成されている。
【００６１】
駆動トランジスタＱ１は、そのドレインが有機ＥＬ素子２１の陽極とトランジスタＱ２の
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ドレインとに接続されている。有機ＥＬ素子２１の陰極は接地されている。トランジスタ
Ｑ２のソースは駆動トランジスタＱ１のゲートに接続されるとともに、保持用キャパシタ
Ｃｏの第１の電極に接続されている。トランジスタＱ２のゲートは、第２の副走査線Ｙｎ
２に接続されている。
【００６２】
保持用キャパシタＣｏの第２の電極Ｌｂは、第２の電源線ＶＬ２に接続されている。これ
によって、保持用キャパシタＣｏには定電圧である駆動電圧Ｖｄｄが駆動電圧供給用トラ
ンジスタＱｖのオン・オフ状態に関係なく独立して常時供給される。
このように保持用キャパシタＣｏの第２の電極Ｌｂを第２の電源線ＶＬ２に接続すること
によって、駆動トランジスタＱ１にデータ電流Ｉｄａｔａを供給するときと、駆動トラン
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ジスタＱ１のソースに駆動電圧を印加するときとで、保持用キャパシタＣｏに生じる電圧
の変動を抑制することができる。
その結果、画素回路３０は上述の第１実施形態と同様の効果を得ることができることに加
えて、上述の第１実施形態と比較して、より有機ＥＬ素子２１の輝度階調を精度良く制御
することができる。
【００６３】
駆動トランジスタＱ１のソースは、第１の電源線ＶＬに接続されるとともに、スイッチン
グトランジスタＱ３のソースに接続されている。スイッチングトランジスタＱ３のドレイ
ンは、データ線Ｘｍと接続されている。スイッチングトランジスタＱ３のゲートは、第１
の副走査線Ｙｎ１に接続されている。
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【００６４】
次に、上述のように構成された画素回路３０の駆動方法について説明する。
まず、データ線駆動回路１４からデータ電流Ｉｄａｔａが供給される。この状態で、走査
線駆動回路１３から第１の副走査線Ｙｎ１を介してスイッチングトランジスタＱ３のゲー
トにスイッチングトランジスタＱ３をオン状態にする第１の走査信号ＳＣ１が供給される
。又、このとき、走査線駆動回路１３から第２の副走査線Ｙｎ２を介してトランジスタＱ
２のゲートにトランジスタＱ２をオン状態にする第２の走査信号ＳＣ２が供給される。
【００６５】
すると、スイッチングトランジスタＱ３及びトランジスタＱ２がそれぞれオン状態になる
。そして、データ電流Ｉｄａｔａが駆動トランジスタＱ１及びトランジスタＱ２を経由し
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て、データ電流Ｉｄａｔａに相応した電荷量が保持用キャパシタＣｏに保持される。
【００６６】
これにより、駆動トランジスタＱ１のソースとドレインとの間の導通状態が設定される。
【００６７】
その後、走査線駆動回路１３から第１の副走査線Ｙｎ１を介してスイッチングトランジス
タＱ３のゲートにスイッチングトランジスタＱ３をオフ状態にする第１の走査信号ＳＣ１
が供給される。又、このとき、走査線駆動回路１３から第２の副走査線Ｙｎ２を介してト
ランジスタＱ２のゲートにトランジスタＱ２をオフ状態にする第２の走査信号ＳＣ２が供
給される。その結果、スイッチングトランジスタＱ３及びトランジスタＱがそれぞれオフ
状態になり、データ線Ｘｍと駆動トランジスタＱ１とは電気的に切断される。
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尚、少なくともデータ電流Ｉｄａｔａが駆動トランジスタＱ１に供給されている期間は、
駆動電圧供給用トランジスタＱｖは、電源線制御回路１５から供給される駆動電圧供給用
トランジスタＱｖをオフ状態にする電源線制御信号ＳＦＣが供給されることによって、オ
フ状態になっている。
【００６８】
続いて、電源線制御回路１５から駆動電圧供給用トランジスタＱｖをオン状態にする電源
線制御信号Ｓｖが駆動電圧供給用トランジスタＱｖのゲートに電源線制御線Ｆを介して供
給される。すると、駆動電圧供給用トランジスタＱｖがオン状態になり、駆動トランジス
タＱ１のソースに駆動電圧Ｖｄｄが供給される。このとき、保持用キャパシタＣｏの第２
の電極Ｌｂには、駆動電圧Ｖｄｄが駆動電圧供給用トランジスタＱｖのオン・オフ状態に
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関係なく独立して常時供給されているので、データ電流Ｉｄａｔａに相対した電荷量を保
持用キャパシタＣｏに保持するときと、駆動電圧供給用トランジスタＱｖをオン状態にす
ることによって駆動トランジスタＱ１から有機ＥＬ素子２１に駆動電流Ｉｅｌを供給する
ときとで保持用キャパシタＣｏに生じる電圧の変動を抑制することができる。従って、保
持用キャパシタＣｏに保持された電圧Ｖｏに応じた駆動電流Ｉｅｌが有機ＥＬ素子に供給
される。
【００６９】
（第３実施形態）
次に、第１又は第２実施形態で説明した電気光学装置としての有機ＥＬディスプレイ１０
の電子機器の適用について図７及び図８に従って説明する。有機ＥＬディスプレイ１０は
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、モバイル型のパーソナルコンピュータ、携帯電話、デジタルカメラ等種々の電子機器に
適用できる。
【００７０】
図７は、モバイル型パーソナルコンピュータの構成を示す斜視図を示す。図７において、
パーソナルコンピュータ７０は、キーボード７１を備えた本体部７２と、有機ＥＬディス
プレイ１０を用いた表示ユニット７３とを備えている。
この場合においても、有機ＥＬディスプレイ１０を用いた表示ユニット７３は実施形態と
同様な効果を発揮する。この結果、有機ＥＬ素子２１の輝度階調を精度良く制御すること
ができるとともに歩留まりや開口率を向上させることができる有機ＥＬディスプレイ１０
を備えたモバイル型パーソナルコンピュータ７０を提供することができる。
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【００７１】
図８は、携帯電話の構成を示す斜視図を示す。図８において、携帯電話８０は、複数の操
作ボタン８１、受話口８２、送話口８３、有機ＥＬディスプレイ１０を用いた表示ユニッ
ト８４を備えている。この場合においても、有機ＥＬディスプレイ１０を用いた表示ユニ
ット８４は上述の実施形態と同様な効果を発揮する。この結果、有機ＥＬ素子２１の輝度
階調を精度良く制御することができるとともに歩留まりや開口率を向上させることができ
る有機ＥＬディスプレイ１０を備えた携帯電話８０を提供することができる。
【００７２】
尚、発明の実施形態は、上記実施形態に限定されるものではなく、以下のように実施して
もよい。
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上述の実施形態では、画素回路２０，３０の駆動トランジスタＱ１の導電型をｐ型（ｐチ
ャネル）、トランジスタＱ２及びスイッチングトランジスタＱ３のそれぞれの導電型をｎ
型（ｎチャネル）になるように設定した。そして、駆動トランジスタＱ１のドレインを有
機ＥＬ素子２１の陽極に接続した。又、有機ＥＬ素子２１の陰極を接地した。
【００７３】
これを、駆動トランジスタＱ１の導電型をｎ型（ｎチャネル）、スイッチングトランジス
タＱ３及びトランジスタＱ２のそれぞれの導電型をｐ型（ｐチャネル）になるように設定
してもよい。
上述の実施形態では、陽極を画素電極、陰極を複数の画素電極に対して共通の共通電極と
したが、陰極を画素電極、共通電極を陽極としてもよい。

30

【００７４】
上述の第１実施形態及び第２実施形態では、画素回路に含まれるスイッチングトランジス
タＱ３のゲートを第１の副走査線Ｙｎ１に接続した。又、トランジスタＱ２のゲートを第
２の副走査線Ｙｎ２に接続した。そして、第１の副走査線Ｙｎ１と第２の副走査線Ｙｎ２
とで走査線Ｙｎを構成した。
これに対して、図９や図１０に示すように、トランジスタＱ２及びスイッチングトランジ
スタＱ３を共通の走査信号ＳＣ１で制御することもできる。
これにより、一つの画素回路に対して設けられる走査線の数は１本となり、一つの画素回
路当たりの配線数を減ずることができ、開口率を向上させることができる。
【００７５】
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上記の実施形態では、駆動電圧Ｖｄｄの画素回路に対する供給を制御する制御回路として
、駆動電圧供給用トランジスタＱｖを使用した。
これを、駆動電圧供給用トランジスタＱｖの変わりに低電位と高電位との間で切換え可能
なスイッチを設けてもよい。又、前記制御回路として駆動能力を向上させるためにバッフ
ァ回路あるいはソースフォロワ回路を含むボルテージフォロワ回路を使用してもよい。こ
のようにすることによって、画素回路に対して速やかに駆動電圧Ｖｄｄを供給することが
できる。
【００７６】
上記の実施形態では、電圧供給線Ｌｏをアクティブマトリクス部１２の右端側に設けたが
、これに限定されることはなく、例えば、アクティブマトリクス部１２の左端側に設けて
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もよい。
電圧供給線Ｌｏをアクティブマトリクス部１２に対して走査線駆動回路１３と同じ側に設
けてもよい。
電源線制御回路１５を、アクティブマトリクス部１２に対して走査線駆動回路１３と同じ
側に設けることもできる。
【００７７】
上記の実施形態では、本発明を有機ＥＬ素子に適用した例について述べたが、もちろん、
有機ＥＬ素子以外の例えばＬＥＤ、ＦＥＤ、液晶素子、無機ＥＬ素子、電気泳動素子、電
子放出素子等の種々の電気光学素子を駆動する単位回路に具体化してもよい。ＲＡＭ等（
特にＭＲＡＭ）の記憶素子に具体化してもよい。
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【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態の有機ＥＬディスプレイの回路構成を示すブロック回路図である。
【図２】第１実施形態の表示パネル部及びデータ線駆動回路の回路構成を示すブロック回
路図である。
【図３】第１実施形態の画素回路の回路図である。
【図４】第１実施形態の画素回路の駆動方法を説明するためのタイミングチャートである
。
【図５】第２実施形態の表示パネル部及びデータ線駆動回路の回路構成を示すブロック回
路図である。
【図６】第２実施形態の画素回路の回路図である。
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【図７】第３実施形態を説明するためのモバイル型パーソナルコンピュータの構成を示す
斜視図である。
【図８】第３実施形態を説明するための携帯電話の構成を示す斜視図である。
【図９】別例の画素回路を説明するための回路図である。
【図１０】別例の画素回路を説明するための回路図である。
【符号の説明】
Ｃｏ

容量素子としての保持用キャパシタ

Ｑ１

第１のトランジスタとしての駆動トランジスタ

Ｑ２

第２のトランジスタとしてのトランジスタ

Ｑ３

第３のトランジスタとしてのスイッチングトランジスタ

Ｑｖ

制御回路又は第４のトランジスタとしての駆動電圧供給用トランジスタ

Ｖｄｄ

駆動電圧

ＶＬ１

第１の電源線

ＶＬ２

第２の電源線

Ｘｍ

データ線

Ｙｎ

走査線

１０

電気光学装置としての有機ＥＬディスプレイ

２０，３０

30

単位回路としての画素回路

２１

電子素子、電気光学素子又は電流駆動素子としての有機ＥＬ素子

７０

電子機器としてのパーソナルコンピュータ

８０

電子機器としての携帯電話

40

(21)
【図１】

【図２】

【図３】
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