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(57)【要約】
【課題】　表示パネルに配設されたデータラインに寄生
する容量成分に起因する表示データの書込不足を抑制し
て、適正な輝度階調で発光素子を発光動作させ、表示画
質の改善を図ることができる表示装置及びその駆動制御
方法を提供する。
【解決手段】　表示装置１００Ａは、複数の表示画素Ｅ
Ｍが２次元配列された表示パネル１１０と、各走査ライ
ンＳＬに走査信号Ｖselを印加することにより、行ごと
の表示画素ＥＭを選択状態に設定する走査ドライバ１２
０と、各データラインＤＬへ表示データに応じた階調電
流Ｉpixを供給するデータドライバ１３０と、階調電流
Ｉpixの供給に先立つタイミングで、プリチャージ電圧
Ｖpcgを各データラインＤＬに印加するプリチャージ回
路１４０と、プリチャージ電圧Ｖpcgの印加に先立つタ
イミングで、リセット電圧Ｖrstを各表示画素ＥＭに印
加するリセット回路１５０と、を備えている。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルに互いに直交するように配設された複数の信号ライン及び複数の走査ライン
の各交点近傍に配置された複数の表示画素に、前記各信号ラインを介して、表示データの
輝度階調成分に基づく階調電流を供給して、前記表示画素に設けられた電流制御型の発光
素子を、前記階調電流に基づく所定の輝度階調で発光動作させて、前記表示パネルに所望
の画像情報を表示する表示装置において、
　前記各表示画素は、前記階調電流に基づく電荷を電圧成分として保持する保持容量と、
一端が前記発光素子の一端に接続され他端に電源電圧が印加される電流路と制御端子とを
有し、前記電流路の一端又は他端の何れかと前記制御端子との間に前記保持容量が設けら
れて、前記保持容量に保持された電圧成分に基づく発光駆動電流を前記発光素子に供給し
て該発光素子を発光動作させる能動素子を有する駆動電流制御手段と、を備えた発光駆動
回路を有し、
　少なくとも、
　前記各走査ラインに走査信号を印加して、前記各走査ラインに接続された前記各表示画
素を選択状態に設定する走査駆動手段と、
　前記表示データの輝度階調成分に基づく前記階調電流を生成して、前記各信号ラインを
介して前記走査駆動手段により前記選択状態に設定された前記各表示画素に供給する信号
駆動手段と、
　前記各信号ラインにプリチャージ電圧を印加して、前記各信号ラインに付加される寄生
容量を所定の充電状態に設定するプリチャージ手段と、
　前記各表示画素の、前記能動素子の前記電流路の他端に前記電源電圧を供給する電源駆
動手段と、
　前記走査駆動手段により前記各表示画素を非選択状態に設定して前記プリチャージ手段
により前記寄生容量を所定の充電状態に設定する際に、前記電源駆動手段を制御して、前
記電源電圧を、前記発光素子を非発光状態に設定する第１の電源電圧に設定し、前記走査
駆動手段により前記各表示画素を選択状態に設定して前記信号駆動手段により前記各表示
画素に前記階調電流を供給し、前記各表示画素の前記保持容量に前記階調電流に基づく電
荷を保持させる際に、前記電源駆動手段を制御して、前記電源電圧を前記第１の電源電圧
に設定し、前記走査駆動手段により前記各表示画素を非選択状態に設定して前記発光素子
を発光状態に設定する際には、前記電源駆動手段を制御して、前記電源電圧を、前記発光
素子を発光状態に設定する、前記第１の電源電圧と異なる第２の電源電圧に設定して、前
記各表示画素の前記保持容量に保持された前記電荷に基づいて前記発光素子を発光動作さ
せるように制御する動作制御手段と、
　を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記寄生容量は、前記信号ラインと前記走査ライン間に形成される配線間容量を含むこ
とを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記プリチャージ手段は、前記表示パネルに配設された全ての前記信号ラインに対して
、前記プリチャージ電圧を一斉に印加するスイッチング手段を具備することを特徴とする
請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記表示装置は、少なくとも前記表示画素に保持された前記電荷を放電して、前記表示
画素をリセット状態に設定するリセット手段を備え、
　前記動作制御手段は、前記リセット手段により前記表示画素に保持された前記電荷を放
電する際には、前記走査駆動手段により前記表示画素を選択状態に設定するように制御す
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の表示装置。
【請求項５】
　前記リセット手段は、全ての前記信号ラインに対して、リセット電圧を一斉に印加して



(3) JP 2010-15187 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

、前記保持容量に保持された電荷を放電するスイッチング手段を具備することを特徴とす
る請求項４記載の表示装置。
【請求項６】
　前記走査駆動手段は、前記走査ラインの各々に対して順次前記走査信号を印加して、前
記表示パネルに配列された各行の前記表示画素を順次選択状態に設定する手段を具備する
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の表示装置。
【請求項７】
　前記走査駆動手段は、全ての前記走査ラインに対して一斉に前記走査信号を印加して、
前記表示パネルに配列された全ての前記表示画素を一括して選択状態に設定する手段を具
備することを特徴とする請求項６記載の表示装置。
【請求項８】
　前記走査駆動手段は、前記プリチャージ手段の動作状態を制御するプリチャージ制御信
号を生成して出力することを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の表示装置。
【請求項９】
　前記走査駆動手段は、前記リセット手段の動作状態を制御するリセット制御信号を生成
して出力することを特徴とする請求項４乃至８のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記発光素子は、有機エレクトロルミネッセント素子であることを特徴とする請求項１
乃至９のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１１】
　表示パネルに互いに直交するように配設された複数の信号ライン及び複数の走査ライン
の各交点近傍に配置された複数の表示画素に、前記各信号ラインを介して、表示データの
輝度階調成分に基づく階調電流を供給して、前記表示画素に設けられた電流制御型の発光
素子を、前記階調電流に基づく所定の輝度階調で発光動作させて、前記表示パネルに所望
の画像情報を表示する表示装置の駆動制御方法において、
　前記各表示画素は、前記階調電流に基づく電荷を電圧成分として保持する保持容量と、
一端が前記発光素子の一端に接続され他端に電源電圧が印加される電流路と制御端子とを
有し、前記電流路の一端又は他端の何れかと前記制御端子との間に前記保持容量が設けら
れて、前記保持容量に保持された電圧成分に基づく発光駆動電流を前記発光素子に供給し
て該発光素子を発光動作させる能動素子を有する駆動電流制御手段と、を備えた発光駆動
回路を有し、
　少なくとも、
　前記各表示画素を非選択状態に設定して、前記各信号ラインにプリチャージ電圧を印加
し、少なくとも前記各信号ラインに付加される寄生容量を所定の充電状態に設定するとと
もに、前記電源電圧を、前記発光素子を非発光状態に設定する第１の電源電圧に設定して
、前記各表示画素の前記発光素子を非発光状態に設定するステップと、
　前記各表示画素を選択状態に設定して、前記表示データの輝度階調成分に基づく前記階
調電流を、前記信号ラインを介して、前記各表示画素に供給し、該表示画素の前記保持容
量に前記階調電流に基づく電荷を保持させるとともに、前記電源電圧を前記第１の電源電
圧に設定して、前記各表示画素の前記発光素子を非発光状態に設定するステップと、
　前記各表示画素を非選択状態に設定し、前記電源電圧を、前記発光素子を発光状態に設
定する、前記第１の電源電圧と異なる第２の電源電圧に設定して、前記各表示画素の前記
保持容量に保持された前記電荷に基づいて前記発光素子を発光動作させるステップと、
　を含むことを特徴とする表示装置の駆動制御方法。
【請求項１２】
　前記寄生容量を所定の充電状態に設定するステップは、前記階調電流を前記表示画素に
供給するステップに先立つタイミングで、唯１回のみ実行することを特徴とする請求項１
１記載の表示装置の駆動制御方法。
【請求項１３】
　前記寄生３量を所定の充電状態に設定するステップは、前記階調電流を前記表示画素に
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供給するステップにおいて、前記階調電流を各行の前記表示画素に供給するタイミングご
とに、毎回実行することを特徴とする請求項１１記載の表示装置の駆動制御方法。
【請求項１４】
　前記寄生容量を所定の充電状態に設定するステップは、前記表示画素を非選択状態に設
定して実行することを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれかに記載の表示装置の駆動
制御方法。
【請求項１５】
　前記寄生容量を所定の充電状態に設定するステップは、前記表示画素を選択状態に設定
して実行することを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれかに記載の表示装置の駆動制
御方法。
【請求項１６】
　前記表示装置の駆動制御方法は、前記表示画素を選択状態に設定して、前記信号ライン
にリセット電圧を印加し、少なくとも前記表示画素に設けられた前記保持容量に保持され
た電荷を放電して、前記表示画素をリセット状態に設定するステップを含み、
　前記寄生容量を所定の充電状態に設定するステップに先立つタイミングで、前記表示画
素を前記リセット状態に設定するステップを実行することを特徴とする請求項１１乃至１
５のいずれかに記載の表示装置の駆動制御方法。
【請求項１７】
　前記表示画素をリセット状態に設定するステップは、前記階調電流を前記表示画素に供
給するステップに先立つタイミングで、唯１回のみ実行することを特徴とする請求項１６
記載の表示装置の駆動制御方法。
【請求項１８】
　前記表示画素をリセット状態に設定するステップは、前記階調電流を前記表示画素に供
給するステップにおいて、前記階調電流を各行の前記表示画素に供給するタイミングごと
に、毎回実行することを特徴とする請求項１６記載の表示装置の駆動制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその駆動制御方法に関し、特に、表示データに応じた電流を供
給することにより所定の輝度階調で発光動作する電流制御型の発光素子を備えた表示画素
を、複数配列してなる表示パネルを備えた表示装置、及び、該表示装置における駆動制御
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有機エレクトロルミネッセント素子（以下、「有機ＥＬ素子」と略記する）や発
光ダイオード（ＬＥＤ）等のように供給される駆動電流の電流値に応じて所定の輝度階調
で発光動作する電流制御型の発光素子を具備する表示画素を、２次元配列した表示パネル
を備えた発光素子型のディスプレイ（表示装置）が知られている。
【０００３】
　特に、アクティブマトリックス駆動方式を適用した発光素子型ディスプレイは、近年携
帯機器を始め、様々な電子機器に広く利用されている液晶表示装置（ＬＣＤ）に比較して
、表示応答速度が速く、また、視野角依存性もなく、高輝度・高コントラスト化、表示画
質の高精細化等が可能であるとともに、液晶表示装置の場合のように、バックライトを必
要としないので、一層の薄型軽量化や低消費電力化が可能である、という極めて優位な特
徴を有しており、次世代のディスプレイとして研究開発が盛んに行われている。
【０００４】
　そして、このような発光素子型ディスプレイにおいては、上述した電流制御型の発光素
子を発光制御するための駆動制御機構や制御方法が種々提案されている。例えば、特許文
献１等に記載されているように、表示パネルを構成する各表示画素ごとに、上記発光素子
に加えて、該発光素子を発光制御するための複数のスイッチング手段からなる駆動回路（
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発光駆動回路）を備えたものが知られている。
【０００５】
　図２３は、従来技術における発光素子型ディスプレイの要部を示す概略構成図であり、
図２４は、従来技術における発光素子型ディスプレイに適用可能な表示画素（発光駆動回
路及び発光素子）の構成例を示す等価回路図である。
【０００６】
　特許文献１等に記載されたアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置は、概略、図２３
に示すように、行、列方向に配設された複数の走査ライン（選択ライン）ＳＬ及びデータ
ライン（信号ライン）ＤＬの各交点近傍に、複数の表示画素ＥＭｐがマトリクス状に配置
された表示パネル１１０Ｐと、各走査ラインＳＬに接続された走査ドライバ（走査線駆動
回路）１２０Ｐと、各データラインＤＬに接続されたデータドライバ（データ線駆動回路
）１３０Ｐと、を備えた構成を有し、各表示画素ＥＭｐは、図２４に示すように、ゲート
端子が走査ラインＳＬに、ソース端子及びドレイン端子がデータラインＤＬ及び接点Ｎ１
１１に各々接続された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）Ｔｒ１１１と、ゲート端子が接点Ｎ１
１１に接続され、ソース端子に接地電位Ｖgndが印加された薄膜トランジスタＴｒ１１２
と、を備えた発光駆動回路ＤＣｐ、及び、該発光駆動回路ＤＣｐの薄膜トランジスタＴｒ
１１２のドレイン端子にアノード端子が接続され、カソード端子に接地電位Ｖgndよりも
低電位の低電源電圧Ｖssが印加された有機ＥＬ素子（電流制御型の発光素子）ＯＥＬを有
して構成されている。
【０００７】
　ここで、図２４において、Ｃｐは、薄膜トランジスタＴｒ１１２のゲート－ソース間に
形成（又は、接続）される保持容量である。また、薄膜トランジスタＴｒ１１１は、ｎチ
ャネル型の電界効果型トランジスタにより構成され、薄膜トランジスタＴｒ１１２は、ｐ
チャネル型の電界効果型トランジスタにより構成されている。
【０００８】
　そして、このような構成を有する表示画素ＥＭｐからなる表示パネル１１０Ｐを備えた
表示装置においては、まず、走査ドライバ１２０Ｐから各行の走査ラインＳＬにハイレベ
ルの走査信号Ｖselを順次印加することにより、行ごとの表示画素ＥＭｐ（発光駆動回路
ＤＣｐ）の薄膜トランジスタＴｒ１１１がオン動作して、当該表示画素ＥＭｐが選択状態
に設定される。
【０００９】
　この選択タイミングに同期して、データドライバ１３０Ｐにより表示データに応じた階
調信号電圧Ｖpixを生成して、各列のデータラインＤＬに印加することにより、当該階調
信号電圧Ｖpixが各表示画素ＥＭｐ（発光駆動回路ＤＣｐ）の薄膜トランジスタＴｒ１１
１を介して、接点Ｎ１１１（すなわち、薄膜トランジスタＴｒ１１２のゲート端子）に印
加される。これにより、薄膜トランジスタＴｒ１１２が当該階調信号電圧Ｖpixに応じた
導通状態でオン動作して、接地電位Ｖgndから所定の発光駆動電流が薄膜トランジスタＴ
ｒ１１２及び有機ＥＬ素子ＯＥＬを介して低電源電圧Ｖssに流れ、有機ＥＬ素子ＯＥＬが
表示データに応じた輝度階調で発光動作する。
【００１０】
　次いで、走査ドライバ１２０Ｐから走査ラインＳＬにローレベルの走査信号Ｖselを印
加することにより、行ごとの各行の表示画素ＥＭｐの薄膜トランジスタＴｒ１１１がオフ
動作して、当該表示画素ＥＭｐが非選択状態に設定され、データラインＤＬと発光駆動回
路ＤＣｐとが電気的に遮断される。このとき、薄膜トランジスタＴｒ１１２のゲート端子
に印加され、保持容量Ｃｐに保持された電圧に基づいて、薄膜トランジスタＴｒ１１２は
、オン状態を持続することになり、上記選択状態と同様に、接地電位Ｖgndから所定の発
光駆動電流が薄膜トランジスタＴｒ１１２を介して有機ＥＬ素子ＯＥＬに流れて、発光動
作が継続される。この発光動作は、次の表示データに応じた階調信号電圧Ｖpixが各行の
表示画素ＥＭｐに印加される（書き込まれる）まで、例えば、１フレーム期間継続するよ
うに制御される。
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【００１１】
　このような駆動制御方法は、各表示画素ＥＭｐ（発光駆動回路ＤＣｐの薄膜トランジス
タＴｒ１１２のゲート端子）に印加する電圧（階調信号電圧Ｖpix）を調整することによ
り、有機ＥＬ素子ＯＥＬに流す発光駆動電流の電流値を制御して、所定の輝度階調で発光
動作させていることから、電圧指定方式（又は、電圧印加方式）と呼ばれている。
【００１２】
　ところで、このような電圧指定方式を採用した発光駆動回路ＤＣｐを備えた表示画素Ｅ
Ｍｐにおいては、選択機能を有する薄膜トランジスタＴｒ１１１や発光駆動機能を有する
薄膜トランジスタＴｒ１１２の素子特性（チャネル抵抗等）が、外部環境（周囲の温度等
）や使用時間等に依存してバラツキや変動（劣化）を生じた場合には、発光素子（有機Ｅ
Ｌ素子ＯＥＬ）に供給される発光駆動電流が変動することになり、長期間にわたり安定的
に所望の発光特性（所定の輝度階調での表示）を実現することが困難になるという問題を
有していた。
【００１３】
　また、表示パネルの高精細化を図るために、各表示画素を微細化すると、発光駆動回路
ＤＣｐを構成する薄膜トランジスタＴｒ１１１及びＴｒ１１２の動作特性（ソース－ドレ
イン間電流等）のバラツキが大きくなるため、適正な階調制御が行えなくなり、各表示画
素の発光特性にバラツキが生じて表示画質の劣化を招くという問題を有していた。
【００１４】
　そこで、このような問題点を解決する構成として、いわゆる、電流印加方式（又は、電
流指定方式）と呼ばれる駆動制御方法に対応した発光駆動回路の構成が知られている。な
お、この電流印加方式に対応した表示画素（発光駆動回路）の構成例については、後述す
る「発明を実施するための最良の形態」において詳しく説明するが、概略、以下のような
構成及び動作（機能）を有するものである。
【００１５】
　すなわち、電流印加方式に対応した表示画素に適用される発光駆動回路においては、発
光素子（例えば、上述した有機ＥＬ素子等）に供給する発光駆動電流の電流値及びその供
給状態を制御する駆動電流制御手段（上述した薄膜トランジスタＴｒ１１２及び保持容量
Ｃｐに相当する）を備え、該駆動電流制御手段に対して、表示データに応じた電流値を指
定した階調電流をデータドライバから直接供給し、該電流に基づいて保持される電圧に基
づいて、上記発光駆動電流の電流値及びその供給状態を制御して、発光素子を所定の輝度
階調で継続的に発光動作させるように構成されている。
【００１６】
　したがって、電流印加方式を採用した発光駆動回路においては、駆動電流制御手段によ
り、各表示画素に供給される表示データに応じた階調電流の電流レベルを電圧レベルに変
換する機能（電流／電圧変換機能）と、該電圧レベルに基づく所定の電流値を有する発光
駆動電流を発光素子に供給する機能（発光駆動機能）の双方を実現するになるので、駆動
電流制御手段を、例えば、単一の能動素子（薄膜トランジスタ）により構成することによ
り、図２４に示したような複数の薄膜トランジスタ相互の動作特性のバラツキが、発光駆
動電流に与える影響を抑制することができるという利点を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特開２００２－１５６９２３号公報　（第３頁～第４頁、図１、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかしながら、上述したような電流印加方式を採用した発光駆動回路においては、以下
に示すような問題を有していた。
　すなわち、電流指定方式の発光駆動回路においては、最下位又は比較的輝度階調の低い
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表示データに基づく階調電流を各表示画素に書き込む場合（低階調表示時）、表示データ
の輝度階調に対応した小さい電流値を有する信号電流を各表示画素に供給する必要がある
。
【００１９】
　ここで、各表示画素に表示データ（階調電流）を書き込む動作は、データラインに寄生
する容量成分（寄生容量；配線間容量や表示画素に設けられた保持容量等に起因する）を
所定の電圧まで充電することに相当する。この寄生容量は、データラインに付加された容
量成分であるため、データライン上のいずれの位置（の表示画素）であっても同等であり
、同一の輝度階調に基づく階調電流を供給する場合にあっては、略同一の書込時間を必要
とする。
【００２０】
　そのため、例えば、表示パネルの大型化や高精細化等により、走査ライン数が増加した
場合には、各走査ラインの選択期間（すなわち、各表示画素への書込時間）が相対的に短
く設定されることになり、また、データラインの配線長を長く設計し、該データラインに
接続される表示画素の数を多くした場合には、上記寄生容量が大きくなるため、特に階調
電流の電流値が小さくなるほど（すなわち、低階調表示時ほど）、短く設定された書込時
間では該寄生容量を充電して、各表示画素への表示データの書込みを充分に行うことがで
きなくなる書込不足が発生する。
【００２１】
　これにより、各表示画素の発光素子（有機ＥＬ素子）に供給される発光駆動電流の電流
値が、書込み時の階調電流（書込電流）に比較して小さくなって、表示データに応じた適
切な輝度階調で発光動作することができなくなり、表示画質の劣化を招くという問題を有
していた。なお、この問題についての詳細なシミュレーション結果については、説明の都
合上、後述する「発明を実施するための最良の形態」において詳しく説明する。
【００２２】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑み、表示パネルを構成する各表示画素に、表示
データに応じた階調電流を供給して所定の輝度階調で発光動作させる、電流印加方式の駆
動制御方法を採用した表示装置において、データラインに寄生する容量成分による表示デ
ータ（階調電流）の書込不足を抑制して、適正な輝度階調で発光素子を発光動作させ、表
示画質の改善を図ることができる表示装置及びその駆動制御方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　請求項１記載の発明は、表示パネルに互いに直交するように配設された複数の信号ライ
ン及び複数の走査ラインの各交点近傍に配置された複数の表示画素に、前記各信号ライン
を介して、表示データの輝度階調成分に基づく階調電流を供給して、前記表示画素に設け
られた電流制御型の発光素子を、前記階調電流に基づく所定の輝度階調で発光動作させて
、前記表示パネルに所望の画像情報を表示する表示装置において、前記各表示画素は、前
記階調電流に基づく電荷を電圧成分として保持する保持容量と、一端が前記発光素子の一
端に接続され他端に電源電圧が印加される電流路と制御端子とを有し、前記電流路の一端
又は他端の何れかと前記制御端子との間に前記保持容量が設けられて、前記保持容量に保
持された電圧成分に基づく発光駆動電流を前記発光素子に供給して該発光素子を発光動作
させる能動素子を有する駆動電流制御手段と、を備えた発光駆動回路を有し、少なくとも
、前記各走査ラインに走査信号を印加して、前記各走査ラインに接続された前記各表示画
素を選択状態に設定する走査駆動手段と、前記表示データの輝度階調成分に基づく前記階
調電流を生成して、前記各信号ラインを介して前記走査駆動手段により前記選択状態に設
定された前記各表示画素に供給する信号駆動手段と、前記各信号ラインにプリチャージ電
圧を印加して、前記各信号ラインに付加される寄生容量を所定の充電状態に設定するプリ
チャージ手段と、前記各表示画素の、前記能動素子の前記電流路の他端に前記電源電圧を
供給する電源駆動手段と、前記走査駆動手段により前記各表示画素を非選択状態に設定し
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て前記プリチャージ手段により前記寄生容量を所定の充電状態に設定する際に、前記電源
駆動手段を制御して、前記電源電圧を、前記発光素子を非発光状態に設定する第１の電源
電圧に設定し、前記走査駆動手段により前記各表示画素を選択状態に設定して前記信号駆
動手段により前記各表示画素に前記階調電流を供給し、前記各表示画素の前記保持容量に
前記階調電流に基づく電荷を保持させる際に、前記電源駆動手段を制御して、前記電源電
圧を前記第１の電源電圧に設定し、前記走査駆動手段により前記各表示画素を非選択状態
に設定して前記発光素子を発光状態に設定する際には、前記電源駆動手段を制御して、前
記電源電圧を、前記発光素子を発光状態に設定する、前記第１の電源電圧と異なる第２の
電源電圧に設定して、前記各表示画素の前記保持容量に保持された前記電荷に基づいて前
記発光素子を発光動作させるように制御する動作制御手段と、を備えることを特徴とする
。
【００２４】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の表示装置において、前記寄生容量は、前記信号
ラインと前記走査ライン間に形成される配線間容量を含むことを特徴とする。
【００２５】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２に記載の表示装置において、前記プリチャージ
手段は、前記表示パネルに配設された全ての前記信号ラインに対して、前記プリチャージ
電圧を一斉に印加するスイッチング手段を具備することを特徴とする。
　請求項４記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の表示装置において、前記表
示装置は、少なくとも前記表示画素に保持された前記電荷を放電して、前記表示画素をリ
セット状態に設定するリセット手段を備え、前記動作制御手段は、前記リセット手段によ
り前記表示画素に保持された前記電荷を放電する際には、前記走査駆動手段により前記表
示画素を選択状態に設定するように制御することを特徴とする。
【００２６】
　請求項５記載の発明は、請求項４記載の表示装置において、前記リセット手段は、全て
の前記信号ラインに対して、リセット電圧を一斉に印加して、前記保持容量に保持された
電荷を放電するスイッチング手段を具備することを特徴とする。
　請求項６記載の発明は、請求項１乃至５のいずれかに記載の表示装置において、前記走
査駆動手段は、前記走査ラインの各々に対して順次前記走査信号を印加して、前記表示パ
ネルに配列された各行の前記表示画素を順次選択状態に設定する手段を具備することを特
徴とする。
【００２７】
　請求項７記載の発明は、請求項６記載の表示装置において、前記走査駆動手段は、全て
の前記走査ラインに対して一斉に前記走査信号を印加して、前記表示パネルに配列された
全ての前記表示画素を一括して選択状態に設定する手段を具備することを特徴とする。
　請求項８記載の発明は、請求項１乃至７のいずれかに記載の表示装置において、前記走
査駆動手段は、前記プリチャージ手段の動作状態を制御するプリチャージ制御信号を生成
して出力することを特徴とする。
【００２８】
　請求項９記載の発明は、請求項４乃至８のいずれかに記載の表示装置において、前記走
査駆動手段は、前記リセット手段の動作状態を制御するリセット制御信号を生成して出力
することを特徴とする。
　請求項１０記載の発明は、請求項１乃至９のいずれかに記載の表示装置において、前記
発光素子は、有機エレクトロルミネッセント素子であることを特徴とする。
【００２９】
　請求項１１記載の発明は、表示パネルに互いに直交するように配設された複数の信号ラ
イン及び複数の走査ラインの各交点近傍に配置された複数の表示画素に、前記各信号ライ
ンを介して、表示データの輝度階調成分に基づく階調電流を供給して、前記表示画素に設
けられた電流制御型の発光素子を、前記階調電流に基づく所定の輝度階調で発光動作させ
て、前記表示パネルに所望の画像情報を表示する表示装置の駆動制御方法において、前記
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各表示画素は、前記階調電流に基づく電荷を電圧成分として保持する保持容量と、一端が
前記発光素子の一端に接続され他端に電源電圧が印加される電流路と制御端子とを有し、
前記電流路の一端又は他端の何れかと前記制御端子との間に前記保持容量が設けられて、
前記保持容量に保持された電圧成分に基づく発光駆動電流を前記発光素子に供給して該発
光素子を発光動作させる能動素子を有する駆動電流制御手段と、を備えた発光駆動回路を
有し、少なくとも、前記各表示画素を非選択状態に設定して、前記各信号ラインにプリチ
ャージ電圧を印加し、少なくとも前記各信号ラインに付加される寄生容量を所定の充電状
態に設定するとともに、前記電源電圧を、前記発光素子を非発光状態に設定する第１の電
源電圧に設定して、前記各表示画素の前記発光素子を非発光状態に設定するステップと、
前記各表示画素を選択状態に設定して、前記表示データの輝度階調成分に基づく前記階調
電流を、前記信号ラインを介して、前記各表示画素に供給し、該表示画素の前記保持容量
に前記階調電流に基づく電荷を保持させるとともに、前記電源電圧を前記第１の電源電圧
に設定して、前記各表示画素の前記発光素子を非発光状態に設定するステップと、前記各
表示画素を非選択状態に設定し、前記電源電圧を、前記発光素子を発光状態に設定する、
前記第１の電源電圧と異なる第２の電源電圧に設定して、前記各表示画素の前記保持容量
に保持された前記電荷に基づいて前記発光素子を発光動作させるステップと、を含むこと
を特徴とする。
【００３０】
　請求項１２記載の発明は、請求項１１記載の表示装置の駆動制御方法において、前記寄
生容量を所定の充電状態に設定するステップは、前記階調電流を前記表示画素に供給する
ステップに先立つタイミングで、唯１回のみ実行することを特徴とする。
【００３１】
　請求項１３記載の発明は、請求項１１記載の表示装置の駆動制御方法において、前記寄
生容量を所定の充電状態に設定するステップは、前記階調電流を前記表示画素に供給する
ステップにおいて、前記階調電流を各行の前記表示画素に供給するタイミングごとに、毎
回実行することを特徴とする。
　請求項１４記載の発明は、請求項１１乃至１３のいずれかに記載の表示装置の駆動制御
方法において、前記寄生容量を所定の充電状態に設定するステップは、前記表示画素を非
選択状態に設定して実行することを特徴とする。
【００３２】
　請求項１５記載の発明は、請求項１１乃至１３のいずれかに記載の表示装置の駆動制御
方法において、前記寄生容量を所定の充電状態に設定するステップは、前記表示画素を選
択状態に設定して実行することを特徴とする。
　請求項１６記載の発明は、請求項１１乃至１５のいずれかに記載の表示装置の駆動制御
方法において、前記表示装置の駆動制御方法は、前記表示画素を選択状態に設定して、前
記信号ラインにリセット電圧を印加し、少なくとも前記表示画素に設けられた前記保持容
量に保持された電荷を放電して、前記表示画素をリセット状態に設定するステップを含み
、前記寄生容量を所定の充電状態に設定するステップに先立つタイミングで、前記表示画
素を前記リセット状態に設定するステップを実行することを特徴とする。
【００３３】
　請求項１７記載の発明は、請求項１６記載の表示装置の駆動制御方法において、前記表
示画素をリセット状態に設定するステップは、前記階調電流を前記表示画素に供給するス
テップに先立つタイミングで、唯１回のみ実行することを特徴とする。
　請求項１８記載の発明は、請求項１６記載の表示装置の駆動制御方法において、前記表
示画素をリセット状態に設定するステップは、前記階調電流を前記表示画素に供給するス
テップにおいて、前記階調電流を各行の前記表示画素に供給するタイミングごとに、毎回
実行することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３４】
　すなわち、本発明に係る表示装置及びその駆動制御方法は、有機ＥＬ素子等のような電
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流制御型の発光素子を備えた複数の表示画素が２次元配列された表示パネルに対して、信
号ライン（データライン）を介して表示データに応じた階調電流を供給することにより、
各表示画素の発光素子を所定の輝度階調で発光動作させて、所望の画像情報を表示する表
示装置において、信号駆動手段（データドライバ）による各表示画素への表示データの書
込動作に先立って、プリチャージ手段（プリチャージ回路）により、各信号ラインに所定
のプリチャージ電圧を印加して、少なくとも信号ラインに付加される配線間容量（寄生容
量）を所定の充電状態に設定して、上記表示データの書込動作の開始時点（初期）で、各
表示画素に設けられ、発光素子の発光動作に寄与する保持容量（寄生容量）に、所定の電
圧が充電されたプリチャージ状態に設定するように構成されている。
【００３５】
　ここで、本発明に係る表示装置に適用される表示画素は、各々、信号駆動手段により信
号ラインを介して供給される階調電流に基づく電荷を電圧成分として保持する保持容量、
及び、該保持容量に保持された電圧成分に基づいて、所定の発光駆動電流を流す能動素子
を備えた駆動電流制御手段からなる発光駆動回路と、該発光駆動回路により供給される発
光駆動電流に基づいて、発光動作する発光素子と、を具備した構成を有している。
【００３６】
　このような表示画素において、書込動作時（書込動作期間）には、走査駆動手段（走査
ドライバ）により各行の表示画素を選択状態に設定して、信号駆動手段により表示データ
に基づく階調電流が信号ラインを介して各表示画素に供給されて、該階調電流に基づく電
荷が保持容量に保持されるとともに、発光素子が非発光状態に設定され、また、発光動作
時（発光動作期間）には、走査駆動手段により表示画素を非選択状態に設定して、上記保
持容量に保持された電荷に基づいて発光素子を発光動作状態に設定するように駆動制御さ
れる。
【００３７】
　また、プリチャージ手段は、各信号ラインに接続された複数のスイッチング手段（スイ
ッチング素子）を備えた構成を有し、動作制御手段（システムコントローラ）又は走査駆
動手段等から供給されるプリチャージ制御信号に基づいて、上記複数のスイッチング手段
を一斉にオン動作させて、所定のプリチャージ電圧を各信号ラインに一斉に印加するよう
にした構成を適用することができる。
【００３８】
　そして、このような構成を有するプリチャージ手段によりプリチャージ電圧を印加する
動作（プリチャージ動作）においては、各表示画素の発光素子に発光駆動電流が供給され
ないように設定される。また、プリチャージ手段によるプリチャージ電圧の印加は、走査
駆動手段により表示パネルに配列された表示画素を非選択状態に設定した状態で行うもの
であってもよいし、選択状態に設定した状態で行うものであってもよい。
【００３９】
　ここで、前者のプリチャージ電圧の印加方法においては、プリチャージ電圧を、例えば
、発光素子を特定の輝度階調（例えば、最低輝度階調や中間輝度階調）で発光動作させる
際に、表示画素の保持容量に充電されるべき電圧に基づいて規定し、後者のプリチャージ
電圧の印加方法においては、表示画素に設けられた発光駆動用の能動素子をオフ状態に保
持する電圧（薄膜トランジスタのしきい値電圧以下になる電圧）に基づいて規定する。
【００４０】
　さらに、上記プリチャージ手段による各信号ラインへのプリチャージ電圧の印加に先立
って、表示パネルに配列された全ての表示画素を選択状態に設定して、リセット手段（リ
セット回路）により所定のリセット電圧を一括して、又は、各行ごとに順次印加して、少
なくとも各表示画素に設けられた保持容量に保持された（残留する）電荷を放電して、各
表示画素をリセット状態に設定するようにしてもよい。
【００４１】
　ここで、リセット手段は、各信号ラインに接続された複数のスイッチング手段（スイッ
チング素子）を備えた構成を有し、走査駆動手段（走査ドライバ）又は制御部（システム
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コントローラ）等から供給されるリセット制御信号に基づいて、上記複数のスイッチング
手段を一斉にオン動作させて、所定のリセット電圧を各信号ラインに一斉に印加するよう
にした構成を適用することができる。
【００４２】
　このような表示装置及びその駆動制御方法によれば、信号駆動手段により表示データに
応じた階調電流を供給して、各表示画素の保持容量に電圧成分として保持させる（充電す
る）書込動作に先立って、当該保持容量に所定の電圧（最低輝度電圧、中間輝度電圧、又
は、発光駆動用の薄膜トランジスタのしきい値電圧以下）が充電されたプリチャージ状態
（信号ラインに付加された配線間容量も同等）に設定されるので、表示データに応じた電
流値を有する階調電流（書込電流）を、信号ラインを介して供給することにより、該階調
電流に応じた電圧成分が、上記保持容量に予め充電された所定の電圧に上乗せして充電さ
れる。
【００４３】
　したがって、書込動作の初期（階調電流の供給直後）において、階調電流により信号ラ
インの配線間容量や表示画素の保持容量を充電する必要がなく、短い書込時間で、表示デ
ータに適切に対応した電圧成分を各表示画素の保持容量に保持（充電）することができる
ので、書込時間に対する書込率を大幅に改善して、表示データの書込不足を抑制すること
ができ、適正な輝度階調で発光素子を発光動作させて表示画質の良好な表示装置を実現す
ることができる。
【００４４】
　また、本発明においては、各行の表示画素を選択状態に設定して表示データ（階調電流
）を書き込む動作の直前に、各行ごとに毎回プリチャージ動作（リセット動作を伴うもの
であってもよい）を実行する駆動制御方法を適用することにより、各信号ラインの配線間
容量や各表示画素の保持容量に充電された電圧が、時間の経過による低下する現象を抑制
することができるので、書込動作の初期における各表示画素の保持容量に充電された電圧
を均一化して、表示データに適切に対応した電圧成分を各保持容量に保持（充電）するこ
とができ、書込率のバラツキを抑制して、表示画質の改善を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明に係る表示装置の第１の実施形態を示す概略ブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係る表示装置の要部構成を示す概略構成図である。
【図３】第１の実施形態に係る表示装置に適用可能なデータドライバの一例を示す概略ブ
ロック図である。
【図４】第１の実施形態に係るデータドライバに適用可能な電圧電流変換・電流供給回路
の一例を示す回路構成図である。
【図５】第１の実施形態に係る表示装置に適用可能な表示画素（発光駆動回路）の具体例
を示す回路構成図である。
【図６】本実施例に係る発光駆動回路の動作状態を示す概念図である。
【図７】本実施例に係る発光駆動回路を適用した表示画素の基本動作を示すタイミングチ
ャ－トである。
【図８】本実施例に係る表示画素を適用した表示装置の一構成例を示す概略ブロック図で
ある。
【図９】第１の実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第１の例を示すタイミングチャ
－トである。
【図１０】第１の実施形態に係る表示装置に適用される表示画素に付加される寄生容量と
、当該表示画素の回路構成を簡略化した等価回路を示す概略回路図である。
【図１１】第１の実施形態に係る表示装置の駆動制御動作に適用されるプリチャージ動作
を説明するための概念図である。
【図１２】第１の実施形態に係るプリチャージ動作における電荷の蓄積、分配状態を説明
するための概念図である。
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【図１３】第１の実施形態に係る表示装置の駆動制御動作における書込時間と書込率との
関係を示すシミュレーション結果である。
【図１４】第１の実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例を示すタイミングチ
ャ－トである。
【図１５】本発明に係る表示装置の第２の実施形態を示す概略ブロック図である。
【図１６】第２の実施形態に係る表示装置の要部構成を示す概略構成図である。
【図１７】第２の実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第１の例を示すタイミングチ
ャ－トである。
【図１８】第２の実施形態に係る表示装置の駆動制御動作に適用されるプリチャージ動作
を説明するための概念図である。
【図１９】第２の実施形態に係る表示装置の駆動制御動作における書込時間と書込率との
関係を示すシミュレーション結果である。
【図２０】第２の実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例を示すタイミングチ
ャ－トである。
【図２１】第３の実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第１の例を示すタイミングチ
ャ－トである。
【図２２】第３の実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例を示すタイミングチ
ャ－トである。
【図２３】従来技術における発光素子型ディスプレイの要部を示す概略構成図である。
【図２４】従来技術における発光素子型ディスプレイに適用可能な表示画素（発光駆動回
路及び発光素子）の構成例を示す等価回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　以下、本発明に係る表示装置及びその駆動制御方法について、実施の形態を示して詳し
く説明する。
　＜第１の実施形態＞
　＜表示装置＞
　まず、本発明に係る表示装置の第１の実施形態について、図面を参照して説明する。
　図１は、本発明に係る表示装置の第１の実施形態を示す概略ブロック図であり、図２は
、本実施形態に係る表示装置の要部構成を示す概略構成図である。ここで、上述した従来
技術（図２３）と同等の構成については、同一又は同等の符号を付して説明する。
【００４７】
　図１、図２に示すように、本実施形態に係る表示装置１００Ａは、概略、相互に直交す
るように配設された複数の走査ラインＳＬと複数のデータライン（信号ライン）ＤＬとの
各交点近傍に、例えば、後述する発光駆動回路及び電流制御型の発光素子からなる複数の
表示画素ＥＭが２次元配列（例えば、ｎ行×ｍ列からなるマトリクス状に配列）された表
示パネル１１０と、該表示パネル１１０の走査ラインＳＬに接続され、各走査ラインＳＬ
に所定のタイミングで走査信号Ｖselを印加することにより、行ごとの表示画素ＥＭを選
択状態に設定する走査ドライバ（走査駆動手段）１２０と、表示パネル１１０のデータラ
インＤＬに接続され、後述する表示信号生成回路１７０から供給される表示データを取り
込んで、所定のタイミングで各データラインＤＬへ該表示データに応じた階調電流Ｉpix
を供給するデータドライバ（信号駆動手段）１３０と、データラインＤＬに接続され、上
記データドライバ１３０からの階調電流Ｉpixの供給に先立つ所定のタイミングで、プリ
チャージ電圧Ｖpcgを各データラインＤＬに印加するプリチャージ回路（プリチャージ手
段）１４０と、データラインＤＬに接続され、上記プリチャージ回路１４０からのプリチ
ャージ電圧Ｖpcgの印加に先立つ所定のタイミングで、リセット電圧Ｖrstを各表示画素Ｅ
Ｍに印加するリセット回路（リセット手段）１５０と、表示信号生成回路１７０から供給
されるタイミング信号に基づいて、少なくとも、走査ドライバ１２０及びデータドライバ
１３０の各動作状態を制御する走査制御信号及びデータ制御信号を生成して出力するシス
テムコントローラ（動作制御手段）１６０と、例えば、表示装置１００Ａの外部から供給
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される映像信号に基づいて、表示データ（輝度階調データ）を生成して上記データドライ
バ１３０に供給するとともに、該表示データに基づいて表示パネル１１０に所定の画像情
報を表示するためのタイミング信号（システムクロック等）を抽出、又は、生成して上記
システムコントローラ１６０に供給する表示信号生成回路１７０と、を備えて構成されて
いる。
【００４８】
　以下、上記各構成について具体的に説明する。
　（表示パネル１１０）
　図２に示した表示パネル１１０に配列された表示画素ＥＭは、後述するように、走査ド
ライバ１２０から各走査ラインＳＬに走査信号Ｖselを印加するタイミングに基づいて、
データドライバ１３０から各データラインＤＬに供給される階調電流Ｉpixを取り込んで
、該階調電流Ｉpixに応じた電圧成分を保持する書込動作と、該電圧成分に基づく発光駆
動電流を発光素子に供給して所定の輝度階調で発光させる発光動作と、を選択的に実行す
るように構成されている。
【００４９】
　特に、本実施形態に適用される表示画素ＥＭは、選択レベル（例えば、ハイレベル）の
走査信号Ｖselが印加されることにより設定される選択状態（選択期間）においては、階
調電流Ｉpixが供給されて表示データが書き込まれる（書込動作）とともに、発光素子へ
の発光駆動電流の供給が遮断されて非発光状態となり、一方、非選択レベル（例えば、ロ
ーレベル）の走査信号Ｖselが印加されることにより設定される非選択状態（非選択期間
）においては、上記書込動作により書き込まれた階調電流Ｉpixに基づく発光駆動電流が
発光素子に供給されて、該発光素子が所定の輝度階調で発光する発光動作状態となるよう
に構成されている。なお、本実施形態に係る表示パネルに適用される表示画素ＥＭ（発光
駆動回路）の具体回路例や回路動作については、詳しく後述する。
【００５０】
　（走査ドライバ１２０）
　走査ドライバ１２０は、システムコントローラ１６０から供給される走査制御信号に基
づいて、上記各走査ラインＳＬに選択レベル（例えば、ハイレベル）の走査信号Ｖselを
順次印加することにより、各行ごとの表示画素ＥＭを選択状態に設定し、当該選択状態に
設定される期間（選択期間）中に、データドライバ１３０により各データラインＤＬを介
して供給される表示データに基づく階調電流Ｉpixを、各表示画素ＥＭに書き込むように
制御する。
【００５１】
　走査ドライバ１２０は、例えば、図２に示すように、後述するシステムコントローラ１
６０から走査制御信号として供給される走査クロック信号ＳＣＫ及び走査スタート信号Ｓ
ＳＴに基づいて、各行の走査ラインＳＬに対応するシフト信号を順次出力するシフトレジ
スタ１２１と、該シフトレジスタ１２１から出力されるシフト信号を所定の信号レベル（
ハイレベル）に変換して、システムコントローラ１６０から走査制御信号として供給され
る出力制御信号ＳＯＥに基づいて、各走査ラインＳＬに走査信号Ｖselとして出力する出
力回路部１２２と、を備えた構成を有している。
【００５２】
　ここで、本実施形態に係る走査ドライバ１２０においては、特に、出力回路部１２２が
、上述したシフトレジスタ１２１から順次出力されるシフト信号を走査信号Ｖselとして
各走査ラインＳＬに順次出力する機能（モード）と、シフトレジスタ１２１からのシフト
信号に関わらず、全ての走査ラインＳＬに走査信号Ｖselを一斉に出力する機能（モード
）と、を有し、上記出力制御信号ＳＯＥに基づいて、これらの機能が切り替え可能に構成
されている。
【００５３】
　すなわち、後述するように、表示パネル１１０に配列された各行の表示画素ＥＭに、階
調電流Ｉpixを供給して表示データを順次書き込む動作（画像表示動作）においては、走
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査信号Ｖselを各走査ラインＳＬに順次出力するモードに設定され、表示パネル１１０に
配列された全ての表示画素ＥＭに保持された（残留する）電荷を放電して、リセット状態
に設定する動作（リセット動作）においては、走査信号Ｖselを全ての走査ラインＳＬに
一斉に出力するモードに設定される。
【００５４】
　（データドライバ１３０）
　図３は、本実施形態に係る表示装置に適用可能なデータドライバの一例を示す概略ブロ
ック図であり、図４は、本実施形態に係るデータドライバに適用可能な電圧電流変換・電
流供給回路の一例を示す回路構成図である。
【００５５】
　データドライバ１３０は、システムコントローラ１６０から供給されるデータ制御信号
に基づいて、後述する表示信号生成回路１７０から供給された、デジタル信号からなる１
行分ごとの表示データを所定のタイミングで順次取り込んで保持し、該表示データの階調
値に対応する電流値を有する階調電流Ｉpixを生成して、上記各走査ラインＳＬごとに設
定される選択期間内に各データラインＤＬに一斉に供給する。
【００５６】
　ここで、データドライバ１３０は、具体的には、図３に示すように、システムコントロ
ーラ１６０から供給されるデータ制御信号（シフトクロック信号ＣＬＫ、サンプリングス
タート信号ＳＴＲ）に基づいて、順次シフト信号を出力するシフトレジスタ回路１３１と
、該シフト信号の入力タイミングに基づいて、表示信号生成回路１７０から供給される１
行分の表示データＤ０～Ｄｍを順次取り込むデータレジスタ回路１３２と、データ制御信
号（データラッチ信号ＳＴＢ）に基づいて、データレジスタ回路１３２により取り込まれ
た１行分の表示データＤ０～Ｄｍを保持するデータラッチ回路１３３と、図示を省略した
電源供給手段から供給される階調基準電圧Ｖ０～Ｖｐに基づいて、上記保持された表示デ
ータ（駆動階調値）Ｄ０～Ｄｍを所定のアナログ信号電圧（階調電圧Ｖpix）に変換する
Ｄ／Ａコンバ－タ（デジタル－アナログ変換器）１３４と、アナログ信号電圧に変換され
た表示データに対応する階調電流Ｉpixを生成し、システムコントローラ１６０から供給
されるデータ制御信号（出力イネ－ブル信号ＯＥ）に基づくタイミングで、各データライ
ンＤＬを介して、該階調電流Ｉpixを各表示画素ＥＭに一斉に出力する電圧電流変換・電
流供給回路１３５と、を有して構成されている。
【００５７】
　なお、データドライバ１３０に適用可能な電圧電流変換・電流供給回路１３５としては
、例えば、図４に示すように、一方の入力端子（負入力（－））に、入力抵抗Ｒを介して
逆極性の階調電圧（－Ｖpix）が入力され、他方の入力端子（正入力（＋））に、入力抵
抗Ｒを介して基準電圧（接地電位）が入力されるとともに、出力端子が帰還抵抗Ｒを介し
て入力端子（－）に接続されたオペアンプＯＰ１と、オペアンプＯＰ１の出力端子に出力
抵抗Ｒを介して設けられた接点ＮＡの電位が、一方の入力端子（＋）に入力され、出力端
子が他方の入力端子（－）に接続されるとともに、出力抵抗Ｒを介してオペアンプＯＰ１
の入力端子（＋）に接続されたオペアンプＯＰ２と、接点ＮＡとデータラインＤＬ間に接
続され、出力イネ－ブル信号ＯＥに基づいてオン／オフ動作するスイッチング手段ＳＷと
、を備えた回路構成を有している。
【００５８】
　そして、このような電圧電流変換・電流供給回路１３５が、各データラインＤＬごとに
設けられた回路構成によれば、入力される負極性の階調電圧（－Ｖpix）に対して、－Ｉp
ix＝（－Ｖpix）／Ｒからなる負極性の階調電流（－Ｉpix）が生成され、出力イネーブル
信号ＯＥに基づいて、各データラインＤＬへの当該階調電流Ｉpixの供給状態が制御され
る。なお、図４に示した回路構成においては、生成される階調電流Ｉpixが負極性となる
ので、当該電流をデータラインＤＬ側からデータドライバ１３０側へ引き込む動作状態が
制御される。
【００５９】
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　（プリチャージ回路１４０）
　プリチャージ回路１４０は、プリチャージ制御信号ＰＣＧに基づいて、上記データドラ
イバ１３０から各データラインＤＬに、表示データに基づく階調電流Ｉpixが供給される
タイミングに先立つ所定のタイミングで、全てのデータラインＤＬにプリチャージ電圧Ｖ
pcgを一斉に印加して、少なくとも各データラインＤＬに付加された寄生容量を、所定の
充電状態に設定するように制御する。
【００６０】
　プリチャージ回路１４０は、例えば、表示パネル１１０に配設された各データラインＤ
Ｌごとに、プリチャージ電圧Ｖpcgの電圧源（図示を省略）に一端側が接続され、プリチ
ャージ制御信号ＰＣＧに基づいて、一斉にオン／オフ動作を行うことにより、プリチャー
ジ電圧Ｖpcgの各データラインＤＬへの印加状態を制御する複数のスイッチング素子（ス
イッチング手段）が設けられた構成を適用することができ、該スイッチング素子として、
具体的には、図２に示すように、電流路の一端にプリチャージ電圧Ｖpcgが共通に印加さ
れ、他端が各データラインＤＬに接続され、制御端子にプリチャージ制御信号ＰＣＧが共
通に印加された薄膜トランジスタＴＲpcgを良好に適用することができる。
【００６１】
　ここで、各データラインＤＬへのプリチャージ電圧Ｖpcgの印加を制御するプリチャー
ジ制御信号ＰＣＧは、各表示画素ＥＭへの表示データの書込動作前、より具体的には、走
査ドライバ１２０により各走査ラインＳＬに走査信号Ｖselを印加して、各行の表示画素
ＥＭを選択状態に設定するタイミングに先立って、各データラインＤＬにプリチャージ電
圧Ｖpcgを印加して寄生容量を充電するものであればよいので、走査信号Ｖselの印加タイ
ミングに関連する（すなわち、各行の走査ラインＳＬに走査信号Ｖselを印加して順次選
択状態に設定する動作に先立つタイミングで印加される）ことから、例えば、走査制御信
号に基づいて走査ドライバ１２０により生成、出力するものであってもよいし、システム
コントローラ１６０により生成して、直接プリチャージ回路１４０に出力するものであっ
てもよい。なお、後述する具体構成例（図８参照）においては、走査ドライバ１２０によ
り生成して出力する場合を示す。
【００６２】
　また、プリチャージ電圧Ｖpcgは、詳しくは後述するが、少なくとも、プリチャージ回
路１４０により各データラインＤＬに付加された配線間容量を充電した後、各行の表示画
素ＥＭを選択状態に設定して表示データに基づく階調電流Ｉpixを書き込む際に、配線間
容量に充電された電荷を、各表示画素ＥＭに設けられた保持容量との間で分配することに
より生じた電圧（後述する発光駆動用トランジスタのゲート電圧）に基づいて、各発光素
子に供給される発光駆動電流が、当該発光素子を最低階調で発光動作させるときの電流値
になるように設定する。
【００６３】
　さらに、該プリチャージ電圧Ｖpcgの各データラインＤＬへの印加タイミングは、各行
の表示画素ＥＭへの表示データの書込み（階調電流Ｉpixの供給）に先立つタイミングで
あればよく、例えば、後述するように、各行の表示画素ＥＭへの書込み動作に先立つ唯一
のタイミングで、各データラインＤＬに１回のみプリチャージ電圧Ｖpcgを印加して充電
するものであってもよいし、各行の表示画素ＥＭが選択状態に設定される直前のタイミン
グごとに、各データラインＤＬに毎回プリチャージ電圧Ｖpcgを印加して充電するもので
あってもよい。
【００６４】
　（リセット回路１５０）
　リセット回路１５０は、リセット制御信号ＲＳＴに基づいて、上記プリチャージ回路１
４０から各データラインＤＬに、プリチャージ電圧Ｖpcgが印加されるタイミングに先立
つ所定のタイミングで、各データラインＤＬを介して全ての表示画素ＥＭにリセット電圧
Ｖrstを一斉に印加して、各表示画素ＥＭに設けられた保持容量に蓄積された電荷を放電
するように制御する。
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【００６５】
　リセット回路１５０は、例えば、表示パネル１１０に配設された各データラインＤＬご
とに、リセット電圧Ｖrstの電圧源（図示を省略）に一端側が接続され、リセット制御信
号ＲＳＴに基づいて、一斉にオン／オフ動作を行うことにより、リセット電圧Ｖrstの各
データラインＤＬへの印加状態（すなわち、各表示画素ＥＭに蓄積された電荷の放電状態
）を制御する複数のスイッチング素子（スイッチング手段）が設けられた構成を適用する
ことができ、該スイッチング素子として、具体的には、図２に示すように、電流路の一端
にリセット電圧Ｖrstが共通に印加され、他端が各データラインＤＬに接続され、制御端
子にリセット制御信号ＲＳＴが共通に印加された薄膜トランジスタＴＲrstを良好に適用
することができる。
【００６６】
　ここで、各データラインＤＬを介して各表示画素ＥＭにリセット電圧Ｖrstを印加して
蓄積電荷の放電を制御するリセット制御信号ＲＳＴは、各データラインＤＬに上記プリチ
ャージ電圧Ｖpcgを印加するタイミングに先立って、各行の表示画素ＥＭを全て選択状態
に設定して、各データラインＤＬを介してリセット電圧Ｖrstを印加して、全ての表示画
素ＥＭの保持容量に蓄積された電荷を放電するものであればよいので、走査信号Ｖselの
印加タイミングに関連する（すなわち、全ての行の走査ラインＳＬに一斉に走査信号Ｖse
lを印加して全ての表示画素ＥＭを選択状態に設定するタイミングに同期して印加される
）ことから、例えば、走査ドライバ１２０において走査制御信号に基づいて生成、出力す
るものであってもよいし、システムコントローラ１６０により生成して、直接リセット回
路１５０に出力するものであってもよい。なお、後述する具体構成例（図８参照）におい
ては、走査ドライバ１２０により生成して出力する場合を示す。
【００６７】
　また、リセット電圧Ｖrstは、詳しくは後述するが、少なくとも、各表示画素ＥＭの保
持容量に蓄積された電荷を良好に放電することができる程度に、相対的に低い電圧であれ
ばよく、例えば、各表示画素ＥＭに設けられる発光素子（例えば、有機ＥＬ素子）のカソ
ード端子側の電圧（例えば、接地電圧）に設定する。
【００６８】
　さらに、該リセット電圧Ｖpcgの各データラインＤＬへの印加タイミング（各表示画素
の保持容量に蓄積された電荷の放電タイミング）は、各行の表示画素ＥＭへの表示データ
の書込み（階調電流Ｉpixの供給）に先立つタイミングであって、さらに、上記プリチャ
ージ電圧Ｖpcgの各データラインＤＬへの印加に先立つタイミングであればよく、例えば
、後述するように、各データラインＤＬへのプリチャージ電圧Ｖpcgの印加動作に先立つ
唯一のタイミングで、各表示画素ＥＭの電荷を１回のみ放電するものであってもよいし、
各行の表示画素ＥＭが選択状態に設定される前のタイミングであって、プリチャージ電圧
Ｖpcgが印加されるタイミングの直前に、各表示画素ＥＭの電荷を毎回放電するものであ
ってもよい。
【００６９】
　（システムコントローラ１６０）
　システムコントローラ１６０は、少なくとも、上述した走査ドライバ１２０及びデータ
ドライバ１３０に対して、動作状態を制御する走査制御信号及びデータ制御信号を出力す
ることにより、各ドライバを所定のタイミングで動作させて走査信号Ｖsel及び階調電流
Ｉpixを生成して表示パネル１１０に出力させ、表示信号生成回路１７０により生成され
た表示データを各表示画素ＥＭに書き込んで発光動作させ、所定の画像情報を表示させる
制御を行う。
【００７０】
　なお、プリチャージ回路１４０及びリセット回路１５０における動作制御は、上述した
ように、走査制御信号を走査ドライバ１２０に供給することにより、プリチャージ制御信
号ＰＣＧ及びリセット制御信号ＲＳＴを生成して、該プリチャージ回路１４０及びリセッ
ト回路１５０に対して出力することにより、各回路を所定のタイミングで動作させるもの
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であってもよいし、上記システムコントローラ１６０により、プリチャージ制御信号ＰＣ
Ｇ及びリセット制御信号ＲＳＴを生成して、プリチャージ回路１４０及びリセット回路１
５０に対して直接出力することにより、各回路を所定のタイミングで動作させるものであ
ってもよい。
【００７１】
　（表示信号生成回路１７０）
　表示信号生成回路１７０は、例えば、表示装置１００の外部から供給される映像信号か
ら輝度階調信号成分を抽出し、表示パネル１１０の１行分ごとに表示データ（輝度階調デ
ータ）としてデータドライバ１３０に供給する。ここで、上記映像信号が、例えば、テレ
ビ放送信号（コンポジット映像信号）のように、画像情報の表示タイミングを規定するタ
イミング信号成分を含む場合には、表示信号生成回路１７０は、上記輝度階調信号成分を
抽出する機能のほか、タイミング信号成分を抽出してシステムコントローラ１６０に供給
する機能を有するものであってもよい。この場合においては、上記システムコントローラ
１６０は、表示信号生成回路１７０から供給されるタイミング信号に基づいて、走査ドラ
イバ１２０やデータドライバ１３０に対して供給する走査制御信号及びデータ制御信号を
生成する。
【００７２】
　＜表示画素の具体例＞
　次いで、上述した表示パネルに配列される表示画素の具体回路例について、図面を参照
して説明する。
　図５は、本実施形態に係る表示装置に適用可能な表示画素（発光駆動回路）の具体例を
示す回路構成図である。
【００７３】
　本実施例に係る表示画素ＥＭは、図５に示すように、概略、上述した走査ドライバ１２
０から印加される走査信号Ｖselに基づいて表示画素ＥＭを選択状態に設定し、該選択状
態においてデータドライバ１３０から供給される階調電流Ｉpixを取り込み、該階調電流
Ｉpixに応じた発光駆動電流を発光素子に流す発光駆動回路ＤＣと、発光駆動回路ＤＣか
ら供給される発光駆動電流に基づいて、所定の輝度階調で発光動作する有機ＥＬ素子ＯＥ
Ｌ等の電流制御型の発光素子と、を有して構成されている。
【００７４】
　発光駆動回路ＤＣは、具体的には、例えば、図５に示すように、ゲート端子が走査ライ
ンＳＬに、ソース端子が電源ラインＶＬ（電源電圧Ｖsc）に、ドレイン端子が接点Ｎ１に
各々接続されたｎチャネル型の薄膜トランジスタＴｒ１１と、ゲート端子が走査ラインＳ
Ｌに、ソース端子及びドレイン端子がデータラインＤＬ及び接点Ｎ１２に各々接続された
ｎチャネル型の薄膜トランジスタＴｒ１２と、ゲート端子が接点Ｎ１１に、ソース端子及
びドレイン端子が電源ラインＶＬ及び接点Ｎ１２に各々接続されたｎチャネル型の薄膜ト
ランジスタ（駆動電流制御手段、発光駆動用の能動素子）Ｔｒ１３と、接点Ｎ１１及び接
点Ｎ１２間に接続された保持容量Ｃｓと、を備えた構成を有し、有機ＥＬ素子ＯＥＬのア
ノード端子が接点Ｎ１２に、カソード端子が所定の低電位電源電圧Ｖcath（例えば、接地
電圧Ｖgnd）に各々接続されている。ここで、保持容量Ｃｓは、薄膜トランジスタＴｒ１
３のゲート－ソース間に形成される容量成分であってもよい。
【００７５】
　図６は、本実施例に係る発光駆動回路の動作状態を示す概念図であり、図７は、本実施
例に係る発光駆動回路を適用した表示画素の基本動作を示すタイミングチャ－トである。
また、図８は、本実施例に係る表示画素を適用した表示装置の一構成例を示す概略ブロッ
ク図である。
【００７６】
　上述したような構成を有する発光駆動回路ＤＣにおける発光素子（有機ＥＬ素子ＯＥＬ
）の発光駆動制御は、例えば、図７に示すように、一走査期間Ｔscを１サイクルとして、
該一走査期間Ｔsc内に、走査ラインＳＬに接続された表示画素ＥＭを選択して表示データ
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に対応する階調電流Ｉpixを書き込み、電圧成分として保持する書込動作期間（選択期間
）Ｔseと、該書込動作期間Ｔseに書き込み、保持された電圧成分に基づいて、上記表示デ
ータに応じた発光駆動電流を有機ＥＬ素子ＯＥＬに供給して、所定の輝度階調で発光動作
させる発光動作期間（非選択期間）Ｔnseと、を包含するように設定することにより実行
される（Ｔsc≧Ｔse＋Ｔnse）。ここで、各行の表示画素ＥＭが接続された各走査ライン
ＳＬごとに設定される書込動作期間Ｔseは、相互に時間的な重なりが生じないように設定
される。
【００７７】
　なお、後述するように、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法においては、上記発
光駆動回路ＤＣの書込動作及び発光動作からなる一連の発光駆動動作に先立って、リセッ
ト動作やプリチャージ動作が実行されるため、書込動作期間Ｔseと発光動作期間Ｔnseの
合計時間は、一走査期間Ｔscよりも短くなるように設定されている（Ｔsc＞Ｔse＋Ｔnse
）。
【００７８】
　（書込動作期間）
　すなわち、表示画素の書込動作期間Ｔseにおいては、図７に示すように、まず、走査ド
ライバ１２０から特定の走査ラインＳＬに対して、ハイレベルの走査信号Ｖselが印加さ
れて当該行の表示画素ＥＭが選択状態に設定されるとともに、当該行の表示画素ＥＭの電
源ラインＶＬに対して、ローレベルの電源電圧Ｖscが印加される。また、このタイミング
に同期して、データドライバ１３０から当該行の表示データに対応する電流値を有する負
極性の階調電流（－Ｉpix）が各データラインＤＬに供給される。
【００７９】
　これにより、発光駆動回路ＤＣを構成する薄膜トランジスタＴｒ１１及びＴｒ１２がオ
ン動作して、ローレベルの電源電圧Ｖscが接点Ｎ１１（すなわち、薄膜トランジスタＴｒ
１３のゲート端子及び保持容量Ｃｓの一端）に印加されるとともに、データラインＤＬを
介して負極性の階調電流（－Ｉpix）を引き込む動作が行われることにより、ローレベル
の電源電圧Ｖscよりも低電位の電圧レベルが接点Ｎ１２（すなわち、薄膜トランジスタＴ
ｒ１３のソース端子及び保持容量Ｃｓの他端）に印加される。
【００８０】
　このように、接点Ｎ１１及びＮ１２間（薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間
）に電位差が生じることにより、薄膜トランジスタＴｒ１３がオン動作して、図６（ａ）
に示すように、電源ラインＶＬから薄膜トランジスタＴｒ１３、接点Ｎ１２、薄膜トラン
ジスタＴｒ１２、データラインＤＬを介して、データドライバ１３０に、階調電流Ｉpix
の電流値に対応した書込電流Ｉａが流れる。
【００８１】
　このとき、保持容量Ｃｓには、接点Ｎ１１及びＮ１２間（薄膜トランジスタのＴｒ１３
のゲート－ソース間）に生じた電位差に対応する電荷が蓄積され、電圧成分として保持さ
れる（充電される）。また、電源ラインＶＬには、低電位電源電圧Ｖcath（すなわち、接
地電圧Ｖgnd）以下の電圧レベルを有する電源電圧Ｖscが印加され、さらに、書込電流Ｉ
ａがデータラインＤＬ方向に流れるように制御されていることから、有機ＥＬ素子ＯＥＬ
のアノード端子（接点Ｎ１２）に印加される電位はカソード端子の電位（低電位電源電圧
Ｖcath）よりも低くなり、有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス電圧が印加されていることに
なるため、有機ＥＬ素子ＯＥＬには発光駆動電流が流れず、発光動作は行われない。
【００８２】
　（発光動作期間）
　次いで、書込動作期間Ｔse終了後の発光動作期間Ｔnseにおいては、図７に示すように
、走査ドライバ１２０から特定の走査ラインＳＬに対して、ローレベルの走査信号Ｖsel
が印加されて当該行の表示画素ＥＭが非選択状態に設定されるとともに、当該行の表示画
素ＥＭの電源ラインＶＬに対して、ハイレベルの電源電圧Ｖscが印加される。また、この
タイミングに同期して、データドライバ１３０による階調電流Ｉpixの引き込み動作が停
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止される。
【００８３】
　これにより、発光駆動回路ＤＣを構成する薄膜トランジスタＴｒ１１及びＴｒ１２がオ
フ動作して、接点Ｎ１１（すなわち、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート端子及び保持容
量Ｃｓの一端）への電源電圧Ｖscの印加が遮断されるとともに、接点Ｎ１２（すなわち、
薄膜トランジスタＴｒ１３のソース端子及び保持容量Ｃｓの他端）へのデータドライバ１
３０による階調電流Ｉpixの引き込み動作に起因する電圧レベルの印加が遮断されるので
、保持容量Ｃｓは、上述した書込動作期間において蓄積された電荷を保持する。
【００８４】
　このように、保持容量Ｃｓが書込動作時の充電電圧を保持することにより、接点Ｎ１１
及びＮ１２間（薄膜トランジスタのＴｒ１３のゲート－ソース間）の電位差が保持される
ことになり、薄膜トランジスタＴｒ１３はオン状態を維持する。また、電源ラインＶＬに
は、低電位電源電圧Ｖcathよりも高い電圧レベルを有する電源電圧Ｖscが印加されるので
、有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード端子（接点Ｎ２）に印加される電位はカソード端子の電
位（接地電位）よりも高くなる。
【００８５】
　したがって、図６（ｂ）に示すように、電源ラインＶＬから薄膜トランジスタＴｒ１３
、接点Ｎ１２を介して、有機ＥＬ素子ＯＥＬに順バイアス方向に所定の発光駆動電流Ｉｂ
が流れ、有機ＥＬ素子ＯＥＬが発光する。ここで、保持容量Ｃｓにより蓄積された電荷に
基づく電位差（充電電圧）は、薄膜トランジスタＴｒ１３において階調電流Ｉpixに対応
した書込電流Ｉａを流す場合の電位差に相当するので、有機ＥＬ素子ＯＥＬに供給される
発光駆動電流Ｉｂは、上記書込電流Ｉａと同等の電流値を有することになる。これにより
、書込動作期間Ｔse後の発光動作期間Ｔnseにおいては、書込動作期間Ｔseに書き込まれ
た表示データ（階調電流Ｉpix）に対応する電圧成分に基づいて、薄膜トランジスタＴｒ
１３を介して、発光駆動電流Ｉｂが継続的に供給されることになり、有機ＥＬ素子ＯＥＬ
は表示データに対応する輝度階調で発光する動作を継続する。
【００８６】
　そして、上述した一連の動作を、表示パネル１１０を構成する全ての走査ラインＳＬに
ついて順次繰り返し実行することにより、表示パネル１画面分の表示データが書き込まれ
て、所定の輝度階調で発光し、所望の画像情報が表示される。
　ここで、本実施例に係る発光駆動回路ＤＣに適用される薄膜トランジスタＴｒ１１～Ｔ
ｒ１３については、特に限定するものではないが、薄膜トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ１３
を全てｎチャネル型の薄膜トランジスタにより構成することにより、ｎチャネル型アモル
ファスシリコンＴＦＴを良好に適用することができる。この場合、すでに確立されたアモ
ルファスシリコン製造技術を適用して、動作特性の安定した発光駆動回路を比較的安価に
製造することができる。
【００８７】
　また、本実施例に係る発光駆動回路ＤＣにおいて電源ラインＶＬに所定の電源電圧Ｖsc
を印加する構成としては、例えば、図８に示すように、図１に示した表示装置１００Ａの
構成に加え、表示パネル１１０の各走査ラインＳＬに並行に配設された複数の電源ライン
ＶＬに接続された電源ドライバ１８０を備え、システムコントローラ１６０から供給され
る電源制御信号に基づいて、走査ドライバ１２０から出力される走査信号Ｖselに同期す
るタイミング（図７参照）で、電源ドライバ１８０から所定の電圧値を有する電源電圧Ｖ
scを、走査ドライバ１２０により走査信号Ｖselが印加される行（選択状態に設定される
表示画素ＥＭ）の電源ラインＶＬに対して印加するようにした構成を良好に適用すること
ができる。
【００８８】
　なお、図８においては、上述したプリチャージ回路１４０に供給されるプリチャージ制
御信号ＰＣＧ、及び、リセット回路１５０に供給されるリセット制御信号ＲＳＴが走査ド
ライバ１２０において生成されて出力される構成を示した。また、リセット回路１５０に
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おいて、各データラインＤＬごとに設けられた薄膜トランジスタ（スイッチング素子）Ｔ
Ｒrstに共通に印加されるリセット電圧Ｖrstが、上記有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソード端子
に接続された低電位電源電圧Ｖcath（例えば、接地電圧Ｖgnd）に設定された構成を示し
た。
【００８９】
　また、上述した表示画素ＥＭにおいては、発光駆動回路ＤＣとして３個の薄膜トランジ
スタを備え、データドライバＤＬにより負極性の階調電流（－Ｉpix）を生成して、表示
画素ＥＭ（発光駆動回路ＤＣ）からデータラインＤＬを介してデータドライバ１３０方向
に該階調電流Ｉpixを引き込む形態の電流印加方式に対応した回路構成を示したが、本発
明はこの実施例に限定されるものではない。
【００９０】
　すなわち、少なくとも、電流印加方式に対応した発光駆動回路を備えた表示装置であっ
て、発光素子への発光駆動電流の供給を制御する駆動電流制御手段（薄膜トランジスタＴ
ｒ１１、Ｔｒ１３に相当）を備え、該駆動電流制御手段により、表示データに応じた階調
電流を（電圧成分として電荷保持手段に）保持した後、該階調電流に基づく発光駆動電流
を供給して、発光素子を所定の輝度階調で発光動作させるものであれば、他の回路構成を
有するものであればよく、例えば、４個の薄膜トランジスタを備えた回路構成を有するも
のであってもよい。さらには、データドライバ１３０により正極性の階調電流を生成して
、データドライバ１３０からデータラインＤＬを介して表示画素（発光駆動回路）方向に
該階調電流を流し込む形態に対応した回路構成を有するものであってもよい。
【００９１】
　＜表示装置の駆動制御方法＞
　次いで、本実施形態に係る表示装置における駆動制御方法について説明する。
　図９は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第１の例を示すタイミングチャ－
トである。ここでは、図８に示した表示装置の構成を適宜参照しながら駆動制御動作につ
いて説明する。図１０は、本実施形態に係る表示装置に適用される表示画素に付加される
寄生容量と、当該表示画素の回路構成を簡略化した等価回路を示す概略回路図であり、図
１１は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御動作に適用されるプリチャージ動作を説明
するための概念図であり、図１２は、本実施形態に係るプリチャージ動作における電荷の
蓄積、分配状態を説明するための概念図である。また、図１３は、本実施形態に係る表示
装置の駆動制御動作における書込時間と書込率との関係を示すシミュレーション結果であ
る。
【００９２】
　上述したような構成を有する表示装置１００Ａにおける駆動制御方法は、例えば、図９
に示すように、一走査期間Ｔscを１サイクルとして、該一走査期間Ｔsc内に、表示パネル
１１０に配列された全ての表示画素ＥＭを同時に選択状態に設定し、少なくとも各表示画
素ＥＭの保持容量Ｃｓに蓄積された（残留する）電荷を所定の電源電圧に放電して、全て
の表示画素ＥＭをリセット状態に設定するリセット動作期間Ｔrstと、上記リセット動作
期間Ｔrst後に、全ての表示画素ＥＭを同時に非選択状態に設定し、少なくとも表示パネ
ル１１０に配設された全てのデータラインＤＬに付加された寄生容量を所定の充電状態に
設定するプリチャージ動作期間Ｔpcgと、上述したような各行の表示画素ＥＭ（発光駆動
回路ＤＣ）ごとに表示データを書き込み、所定の輝度階調で発光動作させる書込動作期間
Ｔse及び発光動作期間Ｔnse（図７参照）からなる画像表示動作期間Ｔdisと、を含むよう
に設定することにより実行される（Ｔsc≧Ｔrst＋Ｔpcg＋Ｔdis）。ここで、リセット動
作期間Ｔrst、プリチャージ動作期間Ｔpcg、画像表示動作期間Ｔdisは、相互に時間的な
重なりが生じないように設定される。
【００９３】
　（リセット動作期間）
　すなわち、表示画素のリセット動作期間Ｔrstにおいては、図９に示すように、まず、
走査ドライバ１２０から表示パネル１１０に配設された全ての走査ラインＳＬに対して、
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ハイレベルの走査信号Ｖselが印加されて全ての表示画素ＥＭが選択状態に設定されると
ともに、走査ドライバ１２０からハイレベルのリセット制御信号ＲＳＴがリセット回路１
５０に供給されてリセット状態に設定される。
【００９４】
　これにより、各表示画素ＥＭを構成する発光駆動回路ＤＣ（図５参照）に設けられた薄
膜トランジスタＴｒ１２がオン動作するとともに、リセット回路１５０に設けられた各薄
膜トランジスタ（スイッチング素子）ＴＲrstがオン動作することにより、発光駆動回路
ＤＣの保持容量Ｃｓの他端側（接点Ｎ１２）が、薄膜トランジスタＴｒ１２、データライ
ンＤＬ及び薄膜トランジスタＴＲrstを介して低電位電源電圧Ｖcath（接地電圧Ｖgnd）に
接続されて、上記保持容量Ｃｓに蓄積されていた電荷が低電位電源電圧Ｖcathに放電され
る。
【００９５】
　（プリチャージ動作期間）
　次いで、リセット動作期間Ｔrst終了後のプリチャージ動作期間Ｔpcgにおいては、図９
に示すように、走査ドライバ１２０から全ての走査ラインＳＬに対して、ローレベルの走
査信号Ｖselが印加されて全ての表示画素ＥＭが非選択状態に設定されて、データライン
ＤＬと表示画素ＥＭ（発光駆動回路ＤＣ）との接続が遮断されるとともに、走査ドライバ
１２０からハイレベルのプリチャージ制御信号ＰＣＧがプリチャージ回路１４０に供給さ
れてプリチャージ状態に設定される。また、このタイミングにおいては、走査ドライバ１
２０からローレベルのリセット制御信号ＲＳＴがリセット回路１５０に供給されて、デー
タラインＤＬと低電位電源電圧Ｖcathとの接続が遮断される。
【００９６】
　これにより、プリチャージ回路１４０に設けられた各薄膜トランジスタ（スイッチング
素子）ＴＲpcgがオン動作することにより、各薄膜トランジスタＴＲpcgを介して各データ
ラインＤＬにプリチャージ電圧Ｖpcg（接地電圧Ｖgnd）が印加されて、各データラインＤ
Ｌに付加された寄生容量が、プリチャージ電圧Ｖpcgに基づく所定の電圧で充電される。
【００９７】
　具体的には、図１０（ａ）に示すように、特定の表示画素ＥＭに接続されたデータライ
ンＤＬには、概略、当該データラインＤＬと走査ラインＳＬ（すなわち、発光駆動回路Ｄ
Ｃの薄膜トランジスタＴｒ１２のゲート端子）との間に接続された配線間容量Ｃd-sと、
発光駆動回路ＤＣの薄膜トランジスタＴｒ１２を介して接続された保持容量Ｃｓが、寄生
容量として付加されていると考えることができる。
【００９８】
　そのため、当該回路を簡略化すると、図１０（ｂ）に示すように、データラインＤＬの
信号入力端子ＴＭin（例えば、表示パネル１１０とデータドライバ１３０、プリチャージ
回路１４０との接続接点）と接地電圧Ｖgndとの間に、データラインＤＬの配線抵抗Ｒdl
及び配線間容量Ｃd-sからなる直列回路と、ＴＦＴスイッチＴｒＸ（走査信号Ｖselに基づ
いて連動して動作する薄膜トランジスタＴｒ１１及びＴｒ１２に相当する）及び薄膜トラ
ンジスタＴｒ１３からなる直列回路とが並列に接続され、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲ
ート－ソース間に保持容量Ｃｓが接続された等価回路で表すことができる。
【００９９】
　このような等価回路によれば、上述したプリチャージ動作は、図１１（ａ）に示すよう
に、ＴＦＴスイッチＴｒＸがオフ状態（表示画素ＥＭが非選択状態）にあるので、信号入
力端子ＴＭinと接地電圧との間に、配線抵抗Ｒdlと配線間容量Ｃd-sが直列に接続された
回路と等価の状態となり、信号入力端子ＴＭinを介してプリチャージ回路１４０から各デ
ータラインＤＬに印加されるプリチャージ電圧Ｖpcgは、配線間容量Ｃd-sに電圧成分とし
て保持される。ここで、プリチャージ動作に伴って配線間容量Ｃd-sの両端に生じる電位
差（充電電圧）をＶ０と表す。なお、プリチャージ電圧Ｖpcgに基づく充電電圧Ｖ０の具
体的な設定については、画像表示動作において詳しく説明する。
【０１００】
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　（画像表示動作期間）
　次いで、プリチャージ動作期間Ｔpcg終了後の画像表示動作期間Ｔdisにおいては、図９
、及び、上述した発光駆動回路ＤＣの発光駆動制御方法（図７参照）に示したように、各
行の表示画素ＥＭを順次選択状態に設定し、このタイミングに同期して、表示データに対
応する階調電流Ｉpixを各表示画素ＥＭに供給することにより、各表示画素ＥＭ（発光駆
動回路ＤＣ）に設けられた保持容量Ｃｓに階調電流Ｉpix（≒書込電流Ｉａ）に基づく電
圧成分を保持する（充電する）書込動作（書込動作期間Ｔse）と、該電圧成分に基づく発
光駆動電流Ｉｂを発光素子（有機ＥＬ素子ＯＥＬ）に供給することにより、該発光素子を
表示データに応じた輝度階調で発光動作させる発光動作（発光動作期間Ｔnse）と、が順
次実行される。
【０１０１】
　ここで、表示データの書込動作においては、上述した等価回路によれば、図１１（ｂ）
に示すように、ＴＦＴスイッチＴｒＸがオン状態（表示画素ＥＭが選択状態）にあるので
、信号入力端子ＴＭinと接地電圧との間に、配線抵抗Ｒdl及び配線間容量Ｃd-sからなる
直列回路と、ＴＦＴスイッチＴｒＸ及び薄膜トランジスタＴｒ１３からなる直列回路が、
並列に接続された回路と等価の状態となり、これにより、プリチャージ動作状態で配線間
容量Ｃd-sに保持された電荷が、配線間容量Ｃd-sと保持容量Ｃｓとの間で分配されること
になる。
【０１０２】
　この電荷の分配により、保持容量Ｃｓの両端と、配線間容量Ｃd-sの両端に生じる電位
差ＶS0は、同等となり、次のように求めることができる。
　すなわち、上述したプリチャージ動作状態における容量成分の接続状態は、図１２（ａ
）に示すように、ＴＦＴスイッチＴｒＸがオフ状態にあるため、配線間容量Ｃd-sと保持
容量Ｃｓが電気的に遮断された状態にある。ここで、配線間容量Ｃd-sには、上述したプ
リチャージ動作によりプリチャージ電圧Ｖpcgに基づく電圧Ｖ０が充電されている。そし
て、図１２（ｂ）に示すように、ＴＦＴスイッチＴｒＸがオン動作すると（書込動作状態
になると）、容量成分の接続状態は、配線間容量Ｃd-sと保持容量Ｃｓがループ状に接続
された状態に移行する。ここで、配線間容量Ｃd-s及び保持容量Ｃｓの両端には、同等の
電圧ＶS0が生じる。
【０１０３】
　これらのことから、図１２（ｂ）により、キルヒホッフの法則に基づいて次の（１）式
が得られる。ここで、図１１（ｂ）に示した等価回路において、ＴＦＴスイッチＴｒＸが
オン動作した直後には、薄膜トランジスタＴｒ１３に発光駆動電流Ｉｂが流れていない（
オン動作していない）ものとする。また、（１）式中、Ｑd-s´は書込動作状態において
配線間容量Ｃd-sに蓄積される電荷量であり、Ｑｓ´は同状態において保持容量Ｃｓに蓄
積される電荷量である。
　ＶS0＝Ｑｓ´／Ｃｓ＝Ｑd-s´／Ｃd-s　・・・（１）
【０１０４】
　一方、プリチャージ動作状態から書込動作状態（ＴＦＴスイッチＴｒＸのオフ状態から
オン状態）への移行において、配線間容量Ｃd-sと保持容量Ｃｓに蓄積された電荷量の合
計は一定であり、また、プリチャージ動作状態においては、リセット動作により保持容量
Ｃｓに蓄積された電荷がすべて放電されている（Ｑｓ＝０）と考えることができることか
ら、次の（２）式が得られる。ここで、Ｑd-sはプリチャージ動作状態において配線間容
量Ｃd-sに蓄積される電荷量であり、Ｑｓはプリチャージ動作状態において保持容量Ｃｓ
に蓄積される電荷量である。
　Ｑd-s＋Ｑｓ＝Ｑd-s´＋Ｑｓ´
　Ｑd-s＝Ｑd-s´＋Ｑｓ´　・・・（２）
【０１０５】
　さらに、プリチャージ動作状態においては、配線間容量Ｃd-sと保持容量Ｃｓとが電気
的に遮断され、保持容量Ｃｓにはプリチャージ電圧Ｖpcgに基づく電圧成分が保持されな
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いことから、次の（３）式が得られる。
　Ｖ０＝Ｑd-s／Ｃd-s　・・・（３）
【０１０６】
　これら（１）～（３）式から、上述したプリチャージ動作において配線間容量Ｃd-sに
充電される電圧Ｖ０を次のように求めることができ、（４）式が得られる。
　Ｖ０＝Ｑd-s／Ｃd-s＝（Ｑd-s´＋Ｑｓ´）／Ｃd-s
　　　＝｛Ｑd-s´＋（Ｑd-s´Ｃｓ／Ｃd-s）｝／Ｃd-s
　　　＝（１＋Ｃｓ／Ｃd-s）Ｑd-s´／Ｃd-s
　　　＝（１＋Ｃｓ／Ｃd-s）ＶS0　・・・（４）
【０１０７】
　上記（４）式において、保持容量Ｃｓに充電される電圧ＶS0を、有機ＥＬ素子ＯＥＬを
最低輝度階調で発光動作させる際の電流値を有する発光駆動電流Ｉｂを有機ＥＬ素子ＯＥ
Ｌに供給する（すなわち、薄膜トランジスタＴｒ１３に流す）ために必要な電圧値（最低
輝度電圧；薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間電圧）となるように設定するこ
とにより、プリチャージ動作において、各データラインＤＬの配線間容量Ｃd-sに充電す
る電圧Ｖ０、さらには、プリチャージ電圧Ｖpcgが規定される。
【０１０８】
　したがって、図１１（ｃ）に示すように、上記容量成分における蓄積電荷の分配の後に
、書込動作に伴う階調電流ＩpixをデータラインＤＬを介して供給することにより、表示
データに応じた電流値を有する書込電流Ｉａが薄膜トランジスタＴｒ１３に流れ、該書込
電流Ｉａに応じた電圧成分Ｖαが、上記保持容量Ｃｓに予め充電された最低輝度電圧ＶS0
に上乗せして充電される（ＶS0＋Ｖα）ことになるので、書込動作の初期（階調電流Ｉpi
xの供給直後）において、データラインＤＬの配線間容量Ｃd-sや表示画素の保持容量Ｃｓ
を充電することなく、短い書込時間で、表示データに適切に対応した電圧成分を保持（充
電）することができる。
【０１０９】
　これにより、図１３に示すように、書込時間に対する書込率を大幅に改善して、表示デ
ータの書込不足を抑制することができ、適正な輝度階調で有機ＥＬ素子を発光動作させて
表示画質の良好な表示装置を実現することができる。なお、図１３において、実線ＳＡは
、本実施形態に係るリセット動作及びプリチャージ動作を実行した場合の書込時間に対す
る書込率の変化を示したシミュレーション結果であり、破線ＳＰは、リセット動作及びプ
リチャージ動作を実行することなく、直接表示データを書き込んだ場合の書込時間に対す
る書込率の変化を示したシミュレーション結果である。
【０１１０】
　図１４は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例を示すタイミングチャ
－トである。
　上述した本実施形態に係る駆動制御方法の第１の例においては、図９に示したように、
各行の表示画素ＥＭへの画像表示動作（書込動作、発光動作）に先立って、全表示画素Ｅ
Ｍに対するリセット動作と、全データラインＤＬに対するプリチャージ動作とを、各々一
括して（一時に）実行する手法について示したが、駆動制御方法の第２の例においては、
プリチャージ動作を各行ごとの表示データの書込動作の直前に、個別に実行する手法を適
用する。
【０１１１】
　具体的には、図１４に示すように、まず、リセット動作期間Ｔrstにおいて、表示パネ
ル１１０に配列された全ての表示画素ＥＭを同時に選択状態に設定し、少なくとも各表示
画素ＥＭの保持容量Ｃｓに蓄積された（残留する）電荷を所定の電源電圧に放電して、全
ての表示画素ＥＭを一括してリセット状態に設定し、次いで、全ての表示画素ＥＭを同時
に非選択状態に設定した状態で、全てのデータラインＤＬに付加された配線間容量Ｃd-s
を所定の充電状態に設定するプリチャージ動作期間Ｔpcgと、表示データに応じた階調電
流Ｉpix（書込電流Ｉａ）を供給して対応する電圧成分を保持容量Ｃｓに充電する書込動
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作期間Ｔseと、を各行ごとに順次実行して、表示パネル１画面分の表示データを書き込み
、書込動作期間Ｔse後の発光動作期間Ｔnseにおいて、各表示画素の発光素子（有機ＥＬ
素子）を所定の輝度階調で発光させることにより画像情報として表示する。
【０１１２】
　このような駆動制御方法においては、各行の表示画素ＥＭへの表示データ（階調電流Ｉ
pix）の書込動作の直前に、毎回プリチャージ動作を実行することにより、各データライ
ンＤＬの配線間容量Ｃd-sに充電された、プリチャージ電圧Ｖpcgに基づく電圧Ｖ０の時間
経過による低下を抑制することができるので、書込動作初期の配線間容量Ｃd-sと保持容
量Ｃｓとの間の電荷の分配により保持容量Ｃｓに生じる電位差ＶS0を、所望の電圧（上述
した第１の例では、発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３において、最低輝度階調の発
光駆動電流を発光素子に供給するために必要なゲート－ソース間電圧；最低輝度電圧）に
設定、保持することができ、上記電圧Ｖ０の低下による書込率のバラツキを抑制すること
ができる。
【０１１３】
　なお、本実施形態においては、画像表示動作（書込動作及び発光動作）に先立って実行
されるプリチャージ動作において、書込動作時に最低輝度電圧ＶS0が保持容量Ｃｓに充電
されるように（すなわち、発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間に
印加されるように）、データラインＤＬに付加される配線間容量Ｃd-sに充電する電圧Ｖ
０（すなわち、プリチャージ電圧Ｖpcg）を設定する場合について説明したが、本発明は
これに限定されるものではなく、例えば、書込動作時に保持容量Ｃｓに充電される電圧Ｖ
S0が、中間輝度階調の発光駆動電流を発光素子に供給するために必要な薄膜トランジスタ
Ｔｒ１３のゲート－ソース間電圧（中間輝度電圧）に設定されるように電圧Ｖ０（すなわ
ち、プリチャージ電圧Ｖpcg）を設定するものであってもよい。
【０１１４】
　これによれば、書込動作時に保持容量Ｃｓに充電される電圧ＶS0を、最低輝度電圧から
表示データに応じた所望の電圧（例えば、最高階調電圧）まで充電する場合に比較して、
中間輝度電圧から該表示データに応じた所望の電圧（例えば、最低階調電圧や最高階調電
圧）まで充電する方が、書込時間を短縮することができ、書込率を一層改善することがで
きる。
【０１１５】
　また、本実施形態においては、リセット動作とプリチャージ動作を実行した後、画像表
示動作（書込動作及び発光動作）を実行する装置構成及び駆動制御方法を示したが、表示
画素のリセット動作を行うことなく、表示画素を非選択状態に設定してプリチャージ動作
のみを行うものであってもよい。この場合、図１、図２、図８に示したリセット回路１５
０を省略して、後述する第２の実施形態と同等の構成（図１５、図１６参照）を適用する
ことができ、表示装置の回路構成を小型化することができる。また、この場合の書込時間
に対する書込率は、図１３に示したような顕著な改善効果は得られないものの、プリチャ
ージ動作を実行することなく、直接表示データを書き込んだ場合（図１３中、破線ＳＰ）
に比較して、大幅に改善する結果が得られる。
【０１１６】
　＜第２の実施形態＞
　次に、本発明に係る表示装置及びその駆動制御方法の第２の実施形態について、図面を
参照して説明する。
　＜表示装置＞
　図１５は、本発明に係る表示装置の第２の実施形態を示す概略ブロック図であり、図１
６は、本実施形態に係る表示装置の要部構成を示す概略構成図である。ここで、上述した
第１の実施形態（図１、図２、図８）と同等の構成については、同一又は同等の符号を付
してその説明を簡略化又は省略する。
【０１１７】
　図１５に示すように、本実施形態に係る表示装置１００Ｂは、概略、上述した第１の実
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施形態に示した構成において、リセット回路１５０を省略した構成を有している。
　ここで、図１６に示すように、表示パネル１１０に配列された表示画素ＥＭは、上述し
た第１の実施形態に示した３個の薄膜トランジスタからなる発光駆動回路ＤＣを備えた構
成を適用することができるので、各行の表示画素ＥＭに対して、走査信号Ｖselを印加す
る走査ドライバ１２０とともに、電源電圧Ｖscを印加する電源ドライバ１８０を備えた構
成を有し、また、プリチャージ回路１４０に設けられた各スイッチング素子（薄膜トラン
ジスタＴＲpcg）のオン、オフ動作を制御するプリチャージ制御信号ＰＣＧも、第１の実
施形態に示した構成と同様に、走査ドライバ１２０により生成されて出力されるように構
成されている。
【０１１８】
　また、本実施形態に適用される走査ドライバ１２０は、第１の実施形態（図２参照）と
同様に、例えば、シフトレジスタ１２１と出力回路部１２２からなる構成を有し、特に、
出力回路部１２２が、出力制御信号ＳＯＥに基づいて、走査信号Vselを各走査ラインＳＬ
に順次出力する機能（モード）と、全ての走査ラインＳＬに走査信号Vselを一斉に出力す
る機能（モード）と、を切り替え可能に構成されている。
【０１１９】
　ここで、後述するように、表示パネル１１０に配列された各行の表示画素ＥＭに、階調
電流Ｉpixを供給して表示データを順次書き込む動作（画像表示動作）においては、走査
信号Ｖselを各走査ラインＳＬに順次出力するモードに設定され、表示パネル１１０に配
列された全ての表示画素ＥＭにプリチャージ電圧を印加して所定の充電状態に設定する動
作（プリチャージ動作）においては、走査信号Ｖselを全ての走査ラインＳＬに一斉に出
力するモードに設定される。
【０１２０】
　＜表示装置の駆動制御方法＞
　次いで、本実施形態に係る表示装置における駆動制御方法について説明する。
　図１７は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第１の例を示すタイミングチャ
－トである。ここでは、図１６に示した表示装置の構成、及び、図１０（ｂ）に示した発
光駆動回路（表示画素）の等価回路を適宜参照しながら駆動制御動作について説明する。
図１８は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御動作に適用されるプリチャージ動作を説
明するための概念図であり、図１９は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御動作におけ
る書込時間と書込率との関係を示すシミュレーション結果である。
【０１２１】
　上述したような構成を有する表示装置１００Ｂにおける駆動制御方法は、例えば、図１
７に示すように、一走査期間Ｔsc内に、表示パネル１１０に配列された全ての表示画素Ｅ
Ｍを同時に選択状態に設定し、少なくとも各表示画素ＥＭに設けられた保持容量Ｃｓを所
定の充電状態に設定するプリチャージ動作期間Ｔpcgと、上述したような各行の表示画素
ＥＭ（発光駆動回路ＤＣ）ごとに表示データを書き込み、所定の輝度階調で発光動作させ
る書込動作期間Ｔse及び発光動作期間Ｔnse（図７参照）からなる画像表示動作期間Ｔdis
と、を含むように設定することにより実行される（Ｔsc≧Ｔpcg＋Ｔdis）。ここで、プリ
チャージ動作期間Ｔpcgと画像表示動作期間Ｔdisは、相互に時間的な重なりが生じないよ
うに設定される。
【０１２２】
　（プリチャージ動作期間）
　図１７に示すように、プリチャージ動作期間Ｔpcgにおいては、まず、走査ドライバ１
２０から表示パネル１１０に配設された全ての走査ラインＳＬに対して、ハイレベルの走
査信号Ｖselが印加されて全ての表示画素ＥＭが選択状態に設定されるとともに、走査ド
ライバ１２０からハイレベルのプリチャージ制御信号ＰＣＧがプリチャージ回路１４０に
供給されてプリチャージ状態に設定される。
【０１２３】
　これにより、各表示画素ＥＭを構成する発光駆動回路ＤＣ（図５参照）に設けられた薄
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膜トランジスタＴｒ１２がオン動作するとともに、プリチャージ回路１４０に設けられた
各薄膜トランジスタ（スイッチング素子）ＴＲpcgがオン動作することにより、プリチャ
ージ電圧Ｖpcgが各薄膜トランジスタＴＲpcg及び各データラインＤＬを介して、発光駆動
回路ＤＣの保持容量Ｃｓの他端側（接点Ｎ１２）に印加されて、各データラインＤＬに付
加された配線間容量Ｃd-s、及び、各表示画素ＥＭ（発光駆動回路ＤＣ）の保持容量Ｃｓ
に充電される。
【０１２４】
　具体的には、図１０（ｂ）に示した発光駆動回路ＤＣの等価回路において、プリチャー
ジ動作は、図１８（ａ）に示すように、ＴＦＴスイッチＴｒＸ（薄膜トランジスタＴｒ１
１及びＴｒ１２）がオン状態（表示画素ＥＭが選択状態）にあるので、信号入力端子ＴＭ
inと接地電圧との間に、配線抵抗Ｒdl及び配線間容量Ｃd-sからなる直列回路と、ＴＦＴ
スイッチＴｒＸ及び薄膜トランジスタＴｒ１３からなる直列回路とが並列に接続され、薄
膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間に保持容量Ｃｓが接続された回路と等価の状
態となり、なおかつ、ＴＦＴスイッチＴｒＸ及び薄膜トランジスタＴｒ１３を介して電流
が流れていない状態（薄膜トランジスタＴｒ１３がオフ状態）に設定される。
【０１２５】
　すなわち、図１８（ａ）に示すような等価回路において、信号入力端子ＴＭinを介して
各データラインＤＬ及び各表示画素ＥＭに印加されるプリチャージ電圧Ｖpcgは、配線抵
抗Ｒdlと配線間容量Ｃd-sからなる直列回路、及び、保持容量Ｃｓに各々同等の電圧成分
として保持される。ここで、プリチャージ動作に伴って配線抵抗Ｒdl及び配線間容量Ｃd-
sからなる直列回路、又は、保持容量Ｃｓの両端に生じる電位差（薄膜トランジスタＴｒ
１３のゲート－ソース間電圧に相当する）Ｖpcg´は、薄膜トランジスタＴｒ１３のしき
い値電圧Ｖthよりも低く設定される（Ｖpcg´≦Ｖth）。
【０１２６】
　（画像表示動作期間）
　次いで、プリチャージ動作期間Ｔpcg終了後の画像表示動作期間Ｔdisにおいては、図１
７、及び、上述した発光駆動回路ＤＣの発光駆動制御方法（図７参照）に示したように、
各行ごとに表示画素ＥＭを順次選択状態に設定して、表示データに対応する階調電流Ｉpi
xを供給することにより、各表示画素ＥＭ（発光駆動回路ＤＣ）の保持容量Ｃｓに階調電
流Ｉpix（≒書込電流Ｉａ）に基づく電圧成分を保持する書込動作（書込動作期間Ｔse）
と、該電圧成分に基づく発光駆動電流Ｉｂを発光素子（有機ＥＬ素子ＯＥＬ）に供給して
、表示データに応じた輝度階調で発光動作させる発光動作（発光動作期間Ｔnse）と、を
順次実行する。
【０１２７】
　ここで、表示データの書込動作においては、走査ドライバ１２０からハイレベルの走査
信号Ｖselを各走査ラインＳＬに順次印加して、各行の表示画素ＥＭを順次選択状態に設
定し、階調電流ＩpixをデータラインＤＬを介して供給することにより、図１８（ｂ）に
示すように、ＴＦＴスイッチＴｒＸがオン動作して、表示データに応じた電流値を有する
書込電流Ｉａが薄膜トランジスタＴｒ１３に流れるので、該書込電流Ｉａに応じた電圧成
分Ｖαが、上記保持容量Ｃｓに予め充電された電圧Ｖpcg´に上乗せして充電されること
になる（Ｖpcg´＋Ｖα）。
【０１２８】
　したがって、プリチャージ動作により、発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３のしき
い値電圧Ｖth以下の電圧Ｖpcg´を予め充電し、書込動作において、該電圧Ｖpcg´に上乗
せするように表示データに基づく階調電流Ｉpix（≒書込電流Ｉａ）に応じた電圧成分を
充電することができるので、書込動作の初期（階調電流Ｉpixの供給直後）において、デ
ータラインＤＬの配線間容量Ｃd-sや表示画素の保持容量Ｃｓを充電することなく、短い
書込時間で、表示データに適切に対応した電圧成分を保持することができる。
【０１２９】
　これにより、図１９に示すように、上述した第１の実施形態には及ばないものの、書込
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時間に対する書込率を改善して、表示データの書込不足を抑制することができ、適正な輝
度階調で有機ＥＬ素子を発光動作させて表示画質の良好な表示装置を実現することができ
る。なお、図１９において、実線ＳＢは、本実施形態に係るプリチャージ動作を実行した
場合の書込時間に対する書込率の変化を示したシミュレーション結果であり、破線ＳＰは
、プリチャージ動作を実行することなく、直接表示データを書き込んだ場合の書込時間に
対する書込率の変化を示したシミュレーション結果である。
【０１３０】
　図２０は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例を示すタイミングチャ
－トである。
　上述した本実施形態に係る駆動制御方法の第１の例においては、図１７に示したように
、各行の表示画素ＥＭへの画像表示動作に先立って、全表示画素ＥＭに対するプリチャー
ジ動作を、一括して（一時に）実行する手法について示したが、駆動制御方法の第２の例
においては、プリチャージ動作を各行ごとの表示データの書込動作の直前に、個別に実行
する手法を適用する。
【０１３１】
　具体的には、図２０に示すように、まず、各行の表示画素ＥＭを選択状態に設定した状
態で、全てのデータラインＤＬに付加された配線間容量Ｃd-s及び表示画素ＥＭに設けら
れた保持容量Ｃｓを所定の充電状態に設定するプリチャージ動作期間Ｔpcgと、表示デー
タに応じた階調電流Ｉpix（書込電流Ｉａ）を供給して対応する電圧成分を保持容量Ｃｓ
に充電する書込動作期間Ｔseと、を各行ごとに順次実行して、表示パネル１画面分の表示
データを書き込み、書込動作期間Ｔse後の発光動作期間Ｔnseにおいて、各表示画素ＥＭ
の発光素子（有機ＥＬ素子ＯＥＬ）を所定の輝度階調で発光させることにより画像情報と
して表示する。
【０１３２】
　このような駆動制御方法においても、上述した第１の実施形態に示した駆動制御方法の
第２の例と同様に、各行の表示画素ＥＭへの表示データ（階調電流Ｉpix）の書込動作の
直前に、毎回プリチャージ動作を実行することにより、各行の表示画素ＥＭの保持容量Ｃ
ｓに充電された、プリチャージ電圧Ｖpcgに基づく電圧Ｖpcg´の時間経過による低下を抑
制することができるので、当該電圧Ｖpcg´を所望の電圧（上述した第１の例では、発光
駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth以下）に設定、保持することがで
き、上記電圧Ｖpcg´の低下による書込率のバラツキを抑制することができる。
【０１３３】
　また、上述した第１の実施形態においては、プリチャージ動作において表示パネル１１
０に配設された各データラインＤＬに付加された配線間容量Ｃd-sに充電する電圧Ｖ０と
して、上記（４）式に示したように、各表示画素ＥＭにおいて最低輝度階調で発光動作さ
せる際の発光駆動電流を供給するための電圧ＶＳ０に、データラインＤＬの配線間容量Ｃ
d-sと表示画素ＥＭ（発光駆動回路ＤＣ）の保持容量Ｃｓとの比（Ｃｓ／Ｃd-s）に関連す
る定数を乗算した関係（Ｖ０＝（１＋Ｃｓ／Ｃd-s）ＶS0）を有しているため、保持容量
Ｃｓが配線間容量Ｃd-sに比較して大きく設定されている場合（Ｃｓ＞＞Ｃd-s）には、配
線間容量Ｃd-sに充電する電圧Ｖ０（すなわち、プリチャージ電圧Ｖpcg）が非常に大きな
電圧値となり、プリチャージ電圧Ｖpcgとして高い電圧の電源を用いることが必要となっ
て、それにより消費電力が増加してしまう。
【０１３４】
　これに対して、本実施形態においては、プリチャージ動作において表示画素ＥＭ（発光
駆動回路ＤＣ）に設けられた保持容量Ｃｓに充電する電圧Ｖpcg´を、発光駆動用の薄膜
トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth以下に設定する手法を適用しているので、該電
圧Ｖpcg´（すなわち、プリチャージ電圧Ｖpcg）を比較的低い電圧値に設定して、表示装
置を容易に実現することができるとともに、該表示装置の消費電力の増加を抑制すること
ができる。
【０１３５】
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　＜第３の実施形態＞
　次に、本発明に係る表示装置及びその駆動制御方法の第３の実施形態について、図面を
参照して説明する。
　本実施形態に係る表示装置は、概略、上述した第１の実施形態（図１、図２、図８）と
同一の構成を有している。ここで、各構成については、詳細な説明を省略する。
【０１３６】
　図２１は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第１の例を示すタイミングチャ
－トであり、図２２は、本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の第２の例を示すタイ
ミングチャ－トである。ここでは、図８に示した表示装置の構成、及び、図５に示した発
光駆動回路（表示画素）を適宜参照しながら駆動制御動作について説明する。
【０１３７】
　上述した第１の実施形態に係る駆動制御方法においては、リセット動作後に実行するプ
リチャージ動作として、全表示画素ＥＭを非選択状態に設定してプリチャージ電圧Ｖpcg
を印加し、各データラインＤＬに付加された配線間容量Ｃd-sを所定の充電状態に設定す
る手法について示したが、本実施形態においては、リセット動作後に、全表示画素ＥＭを
選択状態に設定してプリチャージ電圧Ｖpcgを印加し、少なくとも各表示画素ＥＭに設け
られた保持容量Ｃｓを所定の充電状態に設定するプリチャージ動作を実行する手法を適用
する。
【０１３８】
　本実施形態に係る駆動制御方法の第１の例は、具体的には、図２１に示すように、まず
、リセット動作期間Ｔrstにおいて、表示パネル１１０に配列された全ての表示画素ＥＭ
を同時に選択状態に設定した状態で、少なくとも各表示画素ＥＭの保持容量Ｃｓに蓄積さ
れた（残留する）電荷を所定の電源電圧（低電位電源電圧Ｖcath）に放電して、全ての表
示画素ＥＭを一括してリセット状態に設定し、次いで、プリチャージ動作期間Ｔpcgにお
いて、全ての表示画素ＥＭを同時に選択状態に設定した状態で、各データラインＤＬに付
加された配線間容量Ｃd-s、及び、全ての表示画素に設けられた保持容量Ｃｓを、プリチ
ャージ電圧Ｖpcgに基づく所定の充電状態（例えば、発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ
１３のしきい値電圧Ｖth以下の電圧Ｖpcg´を充電した状態）に設定した後、表示データ
に応じた階調電流Ｉpix（書込電流Ｉａ）を供給して対応する電圧成分Ｖαを上記保持容
量Ｃｓに充電する書込動作期間Ｔseと、各表示画素ＥＭの発光素子（有機ＥＬ素子ＯＥＬ
）を表示データに応じた輝度階調で発光させる発光動作期間Ｔnseと、を各行ごとに順次
実行して、表示パネル１画面分の表示データを画像情報として表示する。
【０１３９】
　このような駆動制御方法においては、各行の表示画素ＥＭにおける画像表示動作（書込
動作、発光動作）に先立って、上述した第１の実施形態に示したリセット動作と同様に、
全ての表示画素ＥＭの保持容量Ｃｓに蓄積された電荷を放電した後、上述した第２の実施
形態に示したプリチャージ動作と同様に、発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３のしき
い値電圧Ｖth以下の電圧Ｖpcg´を当該保持容量Ｃｓに充電し、次いで、表示データに基
づく階調電流Ｉpixに応じた電圧成分Ｖαを、保持容量Ｃｓに上乗せするように充電する
手法を適用しているので、各表示画素ＥＭの保持容量Ｃｓに残留する電荷に起因して、プ
リチャージ動作時に保持容量Ｃｓに保持される電圧値がばらつく現象を抑制して、書込動
作時に表示データに対応した電圧成分を適切に充電することができる。
【０１４０】
　したがって、書込動作の初期において、データラインＤＬの配線間容量Ｃd-sや表示画
素ＥＭの保持容量Ｃｓを充電することなく、短い書込時間で、表示データに適切に対応し
た電圧成分を保持して、書込率を改善することができるとともに、該電圧成分に基づいて
、表示データに適切に対応した電流値を有する発光駆動電流を発光素子に供給して、所望
の輝度階調で各表示画素（発光素子）を発光動作させることができ、表示画質の良好な表
示装置を実現することができる。
【０１４１】
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　また、本実施形態に係る駆動制御方法の第２の例は、リセット動作及びプリチャージ動
作を、各行ごとの表示データの書込動作の直前に、個別に実行する手法を適用する。
　具体的には、図２２に示すように、リセット動作期間Ｔrstにおいて、表示画素ＥＭを
選択状態に設定し、少なくとも各表示画素ＥＭの保持容量Ｃｓに蓄積された（残留する）
電荷を所定の電源電圧（低電位電源電圧Ｖcath）に放電して、当該行の表示画素ＥＭをリ
セット状態に設定し、次いで、プリチャージ動作期間Ｔpcgにおいて、当該行の表示画素
ＥＭを選択状態に設定した状態で、各データラインＤＬに付加された配線間容量Ｃd-s、
及び、当該行の表示画素ＥＭに設けられた保持容量Ｃｓをプリチャージ電圧Ｖpcgに基づ
く所定の充電状態（例えば、発光駆動用の薄膜トランジスタＴｒ１３のしきい値電圧Ｖth
以下の電圧Ｖpcg′を充電した状態）に設定した後、書込動作期間Ｔseにおいて、表示デ
ータに応じた階調電流Ｉpix（書込電流Ｉａ）を供給して対応する電圧成分Ｖαを当該行
の表示画素ＥＭの保持容量Ｃｓに充電する一連の動作を、各行ごとに、時間的な重なりが
生じないように実行し、発光動作期間Ｔnseにおいて、各行の表示画素ＥＭの発光素子（
有機ＥＬ素子ＯＥＬ）を表示データに応じた輝度階調で発光させて、表示パネル１画面分
の表示データを画像情報として表示する。
【０１４２】
　このような駆動制御方法によれば、各行の表示画素ＥＭへの表示データ（階調電流Ｉpi
x）の書込動作の直前に、毎回、当該行の表示画素ＥＭへのリセット動作及びプリチャー
ジ動作が実行され、当該行の表示画素ＥＭの保持容量Ｃｓに充電される、プリチャージ電
圧Ｖpcgに基づく電圧Ｖpcg´のバラツキを抑制しつつ、当該電圧Ｖpcg´の時間経過によ
る低下を抑制することができるので、短い書込時間で、表示データに適切に対応した電圧
成分を保持して、書込率を改善することができるとともに、該電圧成分に基づいて、表示
データに適切に対応した輝度階調で各表示画素（発光素子）を発光動作させることができ
、表示画質の良好な表示装置を実現することができる。
【符号の説明】
【０１４３】
　１００Ａ、１００Ｂ　表示装置
　１１０　表示パネル
　１２０　走査ドライバ
　１３０　データドライバ
　１４０　プリチャージ回路
　１５０　リセット回路
　１６０　システムコントローラ
　１７０　表示信号生成回路
　１８０　電源ドライバ
　ＥＭ　表示画素
　ＤＣ　発光駆動回路
　ＯＥＬ　有機ＥＬ素子



(30) JP 2010-15187 A 2010.1.21

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(31) JP 2010-15187 A 2010.1.21

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(32) JP 2010-15187 A 2010.1.21

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】



(33) JP 2010-15187 A 2010.1.21

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(34) JP 2010-15187 A 2010.1.21

【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】



(35) JP 2010-15187 A 2010.1.21

【図２２】 【図２３】

【図２４】



(36) JP 2010-15187 A 2010.1.21

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２２Ｇ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２３Ｒ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２４Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６７０Ｊ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ   9/30    ３３８　          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ          　　　　　

(72)発明者  尾崎　剛
            東京都八王子市石川町２９５１番地の５　カシオ計算機株式会社八王子技術センター内
(72)発明者  小倉　潤
            東京都八王子市石川町２９５１番地の５　カシオ計算機株式会社八王子技術センター内
Ｆターム(参考) 3K107 AA01  BB01  CC31  CC33  EE03  HH04 
　　　　 　　  5C080 AA06  BB05  DD01  DD08  DD22  DD26  EE29  FF11  FF12  HH10 
　　　　 　　        JJ02  JJ03  JJ04  JJ05 
　　　　 　　  5C094 AA04  AA07  AA21  AA53  AA55  BA03  BA23  BA27  CA19  DB01 
　　　　 　　        FB19  GA10 
　　　　 　　  5C380 AA01  AB06  AB22  AB46  BA01  BA11  BA19  BA31  BA36  BB02 
　　　　 　　        BC02  BC09  BD02  CA04  CA08  CA13  CA26  CA29  CA32  CB01 
　　　　 　　        CB11  CB33  CC13  CC27  CC33  CC41  CC52  CC62  CD012 CD013
　　　　 　　        CD023 CE05  CE19  CF07  CF09  CF27  CF41  CF48  DA01  DA06 
　　　　 　　        DA47 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

