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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　階調信号電圧発生回路と、
  前記階調信号電圧によってアナログ的に輝度が制御される２端子の発光素子と該発光素
子の輝度制御回路とを有する画素と、
  複数の前記画素が配列された表示部とを有する画像表示装置であって、
  前記輝度制御回路は、ソースに定電圧が印加され飽和領域で動作する駆動ＴＦＴとして
のｎＭＯＳトランジスタを有し、
  前記発光素子の第一の端子と前記輝度制御回路の有する前記駆動ＴＦＴのドレインとの
間に、ドレイン側が前記発光素子に接続され、ソース側が前記輝度制御回路の有する前記
駆動ＴＦＴのドレインに接続され、オンとオフの２値で電源制御線によりゲート電圧が制
御される電源スイッチとしてのｎＭＯＳトランジスタが設けられ、
  前記駆動ＴＦＴのドレイン側にソースが接続され、信号線に信号記憶容量を介してドレ
インが接続され、またドレインが前記駆動ＴＦＴのゲートにも接続され、リセット制御線
にゲートが接続されるリセットスイッチを有し、
  １フレーム期間の前半である信号電圧書込み時においては、書込みを選択された画素は
、始めに前記電源制御線の駆動電圧によって前記電源スイッチがオンし、続いて前記リセ
ット制御線のリセット信号によって前記リセットスイッチがオンすることで前記発光素子
に前記駆動ＴＦＴと前記電源スイッチを介して共通電極から電流が流れるものであり、
  前記電源制御線の駆動電圧により前記電源スイッチがオフすると、前記駆動ＴＦＴのド
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レイン端が閾値電圧Ｖｔｈになった時点で、前記駆動ＴＦＴはターンオフし、このとき信
号線には所定のデータ信号電圧が印加され、この信号電圧と閾値電圧の差が前記信号記憶
容量に入力されるものであり、
  次いで前記リセット制御線の信号によって前記リセットスイッチがオフすることで、前
記信号線の信号電圧は前記記憶容量に記憶され、画素への信号電圧書込みが完了し、
  １フレーム期間の後半である発光表示時には、全画素に対して前記信号線を介してアナ
ログ信号の所定の三角波信号が入力するとともに、前記電源制御線の駆動電圧によって前
記電源スイッチがオンし、このとき前記信号線の三角波信号電圧が予め書込まれていた信
号電圧と等しい場合に前記駆動ＴＦＴのゲートには閾値電圧が印加され、書込まれていた
信号電圧に応じて前記発光素子の発光期間が定まるものであり、
  前記電源制御線の駆動電圧による前記電源スイッチのオン電圧は完全なオンではなくハ
ーフオンであることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　請求項１記載の画像表示装置において、
  前記発光素子は、有機ＥＬ素子であることを特徴とする画像表示装置。
【請求項３】
　請求項１記載の画像表示装置において、
  前記表示部は、絶縁基板上に構成されることを特徴とする画像表示装置。
【請求項４】
　請求項１記載の画像表示装置において、
  前記発光素子の第二の端子に印加される電圧値は、各発光素子の表示色によって異なる
ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項５】
　請求項１記載の画像表示装置において、
  前記発光素子の輝度制御回路は、１フレーム期間内における各発光素子の発光強度を変
調することによって、各画素のアナログ輝度を制御することを特徴とする画像表示装置。
【請求項６】
　請求項１記載の画像表示装置において、
  前記電源スイッチオン時の動作点が飽和領域になるように制御されることを特徴とする
画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高信頼性で高輝度な表示が可能な画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　以下に図８及び図９を用いて、従来の技術に関して説明する。
【０００３】
　始めに従来例の構造について説明する。
  図８は、従来の技術を用いた有機ＥＬ（Electro Luminescence）ディスプレイの画素回
路図である。各画素２１３には有機ＥＬ素子２０１が設けられており、有機ＥＬ素子２０
１の一端は共通電極２０８に接続され、他端は電源スイッチ２０２、駆動ＴＦＴ（Thin F
ilm-Transistor）２０３を介して電源線２０７に接続されている。駆動ＴＦＴ２０３のゲ
ート－ドレイン間には、リセットスイッチ２０４が接続されている。また駆動ＴＦＴ２０
３のゲートは、信号記憶容量２０５を介して信号線２０６に接続されている。なお、電源
スイッチ２０２は電源制御線（ＰＷＲ）２１１、リセットスイッチ２０４はリセット制御
線（ＲＳＴ）２１０により制御される。
【０００４】
　次に、本従来例の動作について図９を用いて説明する。
  図９は、従来技術における、画素への信号電圧書込み時、すなわちデータ（ＤＴ）入力
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時（ＤＴＩＮ）及び発光表示時（ＩＬＭＩ）の動作タイミング図である。ここで上記電源
スイッチ２０２、リセットスイッチ２０４は、図８に示したようにｐＭＯＳを用いている
ため、図９の各波形は下方が各スイッチのオン（ＯＮ）、上方がオフ（ＯＦＦ）に対応し
ている。
【０００５】
　１フレーム期間（１ＦＲＭ）の前半の信号電圧書込み時（ＤＴＩＮ）には、書込みを選
択された画素は、始めに電源制御線（ＰＷＲ）２１１によって電源スイッチ２０２が、続
いてリセット制御線（ＲＳＴ）２１０によってリセットスイッチ２０４がＯＮになる。こ
のとき有機ＥＬ素子２０１にはダイオード接続された駆動ＴＦＴ２０３と電源スイッチ２
０２を介して電源線２０７から電流が流れる。
【０００６】
　次に、電源制御線（ＰＷＲ）２１１によって電源スイッチ２０２がＯＦＦすると、駆動
ＴＦＴ２０３のドレイン端が閾値電圧Ｖｔｈになった時点で、駆動ＴＦＴ２０３はターン
オフする。このとき、信号線２０６には所定の信号電圧（データ信号ＤＴ）が印加されて
おり、この信号電圧と上記閾値電圧Ｖｔｈの差が信号記憶容量２０５に入力される。
【０００７】
　次いで、リセット制御線（ＲＳＴ）２１０によってリセットスイッチ２０４がＯＦＦす
ることで、上記データ信号ＤＴの電圧は記憶容量２０５に記憶され、画素への信号電圧書
込みが完了する。
【０００８】
　１フレーム期間（１ＦＲＭ）の後半である発光表示時（ＩＬＭＩ）には、全画素に対し
て、信号線２０６を介して走査信号ＳＳ（所定の三角波信号）が入力するとともに、電源
制御線（ＰＷＲ）２１１によって電源スイッチ２０２がオンする。このとき、信号線２０
６に印加される三角波信号電圧が、予め書込まれていた信号電圧と等しい場合に駆動ＴＦ
Ｔ２０３のゲートには閾値電圧Ｖｔｈが印加されるため、書込まれていた信号電圧に応じ
て有機ＥＬ素子２０１の発光期間が定まる。これによって、有機ＥＬ素子２０１は上記映
像信号電圧に対応した発光時間で発光するため、観察者には階調を有する画像が認識され
る。
【０００９】
　なお、信号線２０６には上記のように、１フレーム期間内の所定の期間に応じてデータ
信号ＤＴまたは走査信号ＳＳが入力されるので、図ではＤＴ／ＳＳと表示している。
【００１０】
　このような従来例は、例えば特許文献１などに詳しく記載されている。
【００１１】
　また、非特許文献１には有機ＥＬを用いた画像表示装置の画素回路及びその駆動方法が
開示されている。
【００１２】
【特許文献１】特開２００３－１２２３０１号公報
【非特許文献１】エス・アイ・デー９８、ダイジェスト・オブ・テクニカルペーパーズ、
１９９８年，ｐ．１１－１４（SID 98 Digest of Technical Papers）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　有機ＥＬディスプレイは、ＴＦＴ基板下方向に発光表示するボトムエミッションタイプ
と、ＴＦＴ基板上方向に発光表示するトップエミッションタイプが報告されている。ここ
で両タイプには一長一短があることが知られている。ボトムエミッションタイプはＴＦＴ
回路の上には発光層を設けられないため、発光領域を大きくできず、高精細化や長寿命化
には不利である。一方でトップエミッションタイプは発光層上部に設けられた薄膜カソー
ド金属膜を透過した発光で表示するため、発光の一部が失われてしまい、発光輝度の向上
には不利である。
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【００１４】
　トップエミッションタイプの発光輝度を向上させるためには、発光層上部に薄膜カソー
ド金属膜を設けるのではなく、発光層上部にはＩＴＯのような透明導電膜を設けるのが良
い。しかしながらＩＴＯのような透明導電膜は、発光層に対してはホール注入層として働
くため、従来の画素駆動回路に対して導電特性が逆の、アノード接地回路を用いる必要が
ある。
【００１５】
　従来の画素駆動回路をこのようなアノード接地回路とするには、ｐＭＯＳに替えてｎＭ
ＯＳを用いればよい。しかしながらｐＭＯＳと比較して、ｎＭＯＳには長期信頼性に劣る
という問題がある。ｐＭＯＳはホール電流で駆動されるが、ホールには二酸化シリコンゲ
ート絶縁膜に対して注入されにくいという性質がある。一方、ｎＭＯＳは電子電流で駆動
されるが、電子には二酸化シリコンゲート絶縁膜に対して注入され易いという性質がある
からである。
【００１６】
　ゲート絶縁膜に対する電子注入によってｎＭＯＳが劣化すると、有機ＥＬ発光層に対す
る駆動能力が減少してしまい、輝度の低下を招いてしまう恐れがある。特に発光層の発光
輝度が小さいときには、電源電圧の殆どは画素駆動回路に印加されるため、ｎＭＯＳを用
いた画素駆動回路の劣化が進行する恐れがある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本明細書において開示される発明のうち代表的手段の例を幾つか示せば下記のとおりで
ある。すなわち、本発明に係る画像表示装置は、階調信号電圧発生回路と、前記階調信号
電圧によってアナログ的に輝度が制御される２端子の発光素子と該発光素子の輝度制御回
路とを有する画素と、複数の前記画素が配列された表示部とを有する画像表示装置であっ
て、
  前記輝度制御回路は、ソースに定電圧が印加され飽和領域で動作する駆動ＴＦＴとして
のｎＭＯＳトランジスタを有し、前記発光素子の第一の端子と前記輝度制御回路の有する
前記駆動ＴＦＴのドレインとの間に、ドレイン側が前記発光素子に接続され、ソース側が
前記輝度制御回路の有する前記駆動ＴＦＴのドレインに接続され、オンとオフの２値で電
源制御線によりゲート電圧が制御される電源スイッチとしてのｎＭＯＳトランジスタが設
けられ、前記駆動ＴＦＴのドレイン側にソースが接続され、信号線に信号記憶容量を介し
てドレインが接続され、またドレインが前記駆動ＴＦＴのゲートにも接続され、リセット
制御線にゲートが接続されるリセットスイッチを有し、１フレーム期間の前半である信号
電圧書込み時においては、書込みを選択された画素は、始めに前記電源制御線の駆動電圧
によって前記電源スイッチがオンし、続いて前記リセット制御線のリセット信号によって
前記リセットスイッチがオンすることで前記発光素子に前記駆動ＴＦＴと前記電源スイッ
チを介して共通電極から電流が流れるものであり、前記電源制御線の駆動電圧により前記
電源スイッチがオフすると、前記駆動ＴＦＴのドレイン端が閾値電圧Ｖｔｈになった時点
で、前記駆動ＴＦＴはターンオフし、このとき信号線には所定のデータ信号電圧が印加さ
れ、この信号電圧と閾値電圧の差が前記信号記憶容量に入力されるものであり、次いで前
記リセット制御線の信号によって前記リセットスイッチがオフすることで、前記信号線の
信号電圧は前記記憶容量に記憶され、画素への信号電圧書込みが完了し、１フレーム期間
の後半である発光表示時には、全画素に対して前記信号線を介してアナログ信号の所定の
三角波信号が入力するとともに、前記電源制御線の駆動電圧によって前記電源スイッチが
オンし、このとき前記信号線の三角波信号電圧が予め書込まれていた信号電圧と等しい場
合に前記駆動ＴＦＴのゲートには閾値電圧が印加され、書込まれていた信号電圧に応じて
前記発光素子の発光期間が定まるものであり、前記電源制御線の駆動電圧による前記電源
スイッチのオン電圧は完全なオンではなくハーフオンであることを特徴とするものである
。
【００１８】
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　また、階調信号電圧発生手段と、前記階調信号電圧によってアナログ的に輝度が制御さ
れる２端子の発光素子と該発光素子の輝度制御回路とを有する画素と、前記複数の画素が
配列された表示部を有する画像表示装置であって、前記輝度制御回路は、ソースに定電圧
が印加され飽和領域で動作するｎＭＯＳトランジスタを有し、前記発光素子の第一の端子
と前記輝度制御回路の有する前記ｎＭＯＳトランジスタのドレインの間に、ドレイン側が
前記発光素子に接続され、ソース側が前記輝度制御回路の有する前記ｎＭＯＳトランジス
タのドレインに接続され、オンとオフの２値でゲート電圧が制御されるｎＭＯＳトランジ
スタスイッチを有し、前記ｎＭＯＳトランジスタスイッチのオン時の動作点が飽和領域に
なるように制御される構成の画像表示装置とすることもできる。
【００１９】
　また、階調信号電圧発生回路と、前記階調信号電圧によってアナログ的に輝度が制御さ
れる発光素子と該発光素子の輝度制御回路とを有する画素と、前記複数の画素が配列され
た表示部を有する画像表示装置であって、前記輝度制御回路はオンとオフの２値でゲート
電圧が制御される第１のトランジスタスイッチを有し、
　前記発光素子と前記輝度制御回路の間に、ドレイン側が前記発光素子に接続され、ソー
ス側が前記輝度制御回路に接続され、オンとオフの２値でゲート電圧が制御される第２の
トランジスタスイッチを有し、前記第１のトランジスタスイッチのゲート電圧振幅よりも
、前記第２のトランジスタスイッチのゲート電圧振幅が小さいことを特徴とする構成の画
像表示装置としてもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　ｎＭＯＳを用いた画素駆動回路の劣化を回避することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明に係る画像表示装置の実施例について、添付図面を参照しながら、以下詳細に説
明する。
【実施例１】
【００２２】
　図１～図４を用いて、本発明の第１の実施例について、その構成および動作について以
下順次説明する。図１は、本発明の第１の実施例である有機ＥＬディスプレイの画素回路
図である。画素１３には有機ＥＬ素子１が設けられており、有機ＥＬ素子１のアノード側
は所定の正の電圧が印加された透明共通電極８に接続され、他端は電源スイッチ２、駆動
ＴＦＴ３を介して接地線７に接続されている。駆動ＴＦＴ３のゲート－ドレイン間にはリ
セットスイッチ４が接続されている。また駆動ＴＦＴ３のゲートは、信号記憶容量５を介
して信号線６に接続されている。なお、電源スイッチ２は電源制御線１１を介して印加さ
れる駆動電圧ＰＷＲ＋、リセットスイッチ４はリセット制御線１０を介して印加されるＲ
ＳＴ信号により制御される。上記の画素回路構成は、図８を用いて説明した従来例の画素
回路構成の電流印加方向を逆にしてｐＭＯＳをｎＭＯＳに入れ替えた構成に相当するが、
後述するように、電源制御線１１を介して印加される駆動電圧ＰＷＲ＋に本発明の特徴が
ある。
【００２３】
　次に、本実施例の動作について図２を用いて説明する。
  図２は本実施例における、１フレーム期間（１ＦＲＭ）における画素への信号電圧書込
み時ＤＴＩＮと発光表示時ＩＬＭＩの動作タイミング図である。ここで上記電源スイッチ
２、リセットスイッチ４は、図２に示したようにｎＭＯＳであるため、図２の各波形は上
方が各スイッチのＯＮ、下方がＯＦＦに対応している。
【００２４】
　１フレーム期間の前半である信号電圧書込み時（ＤＴＩＮ）においては、書込みを選択
された画素は、始めに電源制御線１１の駆動電圧ＰＷＲ＋によって電源スイッチ２がＯＮ
し、続いてリセット制御線１０のリセット信号ＲＳＴによってリセットスイッチ４がＯＮ
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になる。このとき有機ＥＬ素子１には、ダイオード接続された駆動ＴＦＴ３と電源スイッ
チ２を介して共通電極８から電流が流れる。
【００２５】
　次に、電源制御線１１の駆動電圧ＰＷＲ＋により電源スイッチ２がオフすると、駆動Ｔ
ＦＴ３のドレイン端が閾値電圧Ｖｔｈになった時点で、駆動ＴＦＴ３はターンオフする。
このとき信号線６には所定のデータ信号電圧ＤＴが印加されており、この信号電圧と上記
閾値電圧Ｖｔｈの差が信号記憶容量５に入力される。
【００２６】
　次いでリセット制御線１０の信号ＲＳＴによってリセットスイッチ４がＯＦＦすること
で、上記信号電圧は記憶容量５に記憶され、画素への信号電圧書込みが完了する。
【００２７】
　次に、１フレーム期間の後半である発光表示時（ＩＬＭＩ）には、全画素に対して信号
線６を介してアナログ信号の所定の三角波信号（走査信号）ＳＳが入力するとともに、電
源制御線１１の駆動電圧ＰＷＲ＋によって電源スイッチ２がオンする。このとき信号線６
の三角波信号電圧ＳＳが予め書込まれていた信号電圧と等しい場合に駆動ＴＦＴ３のゲー
トには閾値電圧Ｖｔｈが印加されるため、書込まれていた信号電圧に応じて有機ＥＬ素子
１の発光期間が定まる。これによって有機ＥＬ素子１は上記映像信号電圧に対応した発光
時間で発光するため、観察者には階調を有する画像が認識される。
【００２８】
　なお、信号線６には上記のように、１フレーム期間内の所定の期間に応じてデータ信号
ＤＴまたは走査信号ＳＳが入力されるので、図ではＤＴ／ＳＳと表示している。
【００２９】
　上記動作は基本的には、図９を用いて説明した従来例の動作と類似している。しかしな
がら本実施例においては、電源制御線１１の駆動電圧ＰＷＲ＋による電源スイッチ２のオ
ン電圧は完全なＯＮである１０Ｖではなく、ハーフオン（ＨＡＬＦ－ＯＮ）である５Ｖと
したところが大きく異なっている。これは電源スイッチ２のオン状態が電源スイッチトラ
ンジスタを非飽和状態に入れる完全なＯＮではなく、飽和状態に入れる不完全なＯＮであ
ることを意味している。この場合、電源スイッチ２のソース点である、図１に示された「
Ａ点」の電圧は、電源スイッチ２がオンしても、ハーフオンである（５Ｖ－Ｖｔｈ）以上
の電圧になることはない。「Ａ点」の電圧が（５Ｖ－Ｖｔｈ）電圧にまで上昇すると、電
源スイッチ２はオフしてしまうからである。
【００３０】
　なおここで、本実施例において共通電極８に印加されている有機ＥＬ素子発光電圧は緑
色用と赤色用が約１０Ｖであり、青色用は約１１Ｖである。１フレーム期間の後半である
発光表示時ＩＬＭＩに信号線６を介して所定の三角波信号ＳＳが入力する際、有機ＥＬ素
子１の発光の立ち上がり時及び立ち下がり時には駆動ＴＦＴ３のターンオンが弱く、また
同時に有機ＥＬ素子１のカソード－アノード間の電圧降下も小さいため、電源スイッチ２
のオン状態が電源スイッチトランジスタを非飽和状態に入れる完全なＯＮの場合は、駆動
ＴＦＴ３のドレイン－ソース間には共通電極８と接地線７の間に印加されている電源電圧
の殆どである約１０～１１Ｖが印加されてしまう。
【００３１】
　しかしながら電源スイッチ２のオン状態は電源スイッチトランジスタを飽和状態に入れ
る不完全なＯＮであるため、駆動ＴＦＴ３のドレインでもある「Ａ点」には、（５Ｖ－Ｖ
ｔｈ）以上の電圧が印加することはないのである。これによってｎＭＯＳである駆動ＴＦ
Ｔ３のドレイン－ソース間の電圧は（５Ｖ－Ｖｔｈ）以下に制限され、駆動ＴＦＴ３の劣
化が問題となることはない。
【００３２】
　なお、電源スイッチ２がオフの時には、電源スイッチ２の両端に共通電極８と接地線７
の間に印加されている電源電圧の殆どが印加されることがある。しかしながら、このとき
電源スイッチ２を流れる電流が０であるスイッチオフの期間は、チャネル電流が０である
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から劣化が問題となることはなく、またターンオンやターンオフの過渡期間は極めて高速
であるため、やはり劣化が問題となることはない。
【００３３】
　次に、本実施例の表示パネルの構成について、図３を用いて説明する。
  図３は、本実施例の有機ＥＬディスプレイパネルの構成図である。表示領域２１には画
素１３がマトリクス状に配置されており、画素１３には垂直方向には信号線６が、水平方
向には電源制御線（ＰＷＲ＋）１１およびリセット制御線（ＲＳＴ）１０が接続されてい
る。信号線６の一端は、データ信号ＤＴと三角波信号ＳＳとを切り替える切替回路２４を
経て信号電圧生成回路２３に入力される。
【００３４】
　また電源制御線１１の駆動電圧ＰＷＲ＋は、各画素の行毎に設けられた論理和（ＯＲ）
回路３３に接続され、更にＯＲ回路３３の入力の一方は論理積（ＡＮＤ）回路３２に、ま
た更にＡＮＤ回路３２の入力の一方は垂直画素走査回路２２に接続されている。リセット
制御線ＲＳＴは各画素の行毎に設けられたＡＮＤ回路３１に、また更にＡＮＤ回路３１の
入力の一方は垂直画素走査回路２２に接続されている。
【００３５】
　上記ＡＮＤ回路３１，３２、ＯＲ回路３３の入力の他端は、図に示したように垂直方向
に共通に、それぞれリセット制御タイミング制御線３４、書込み時電源制御タイミング制
御線３５、発光時電源制御タイミング制御線３６に接続されている。名称が表すように、
リセット制御タイミング制御線３４は垂直画素走査回路２２に選択された画素行のリセッ
ト制御線を制御する信号、書込み時電源制御タイミング制御線３５は垂直画素走査回路２
２に選択された画素行の書込み時の電源制御線を制御する信号、発光時電源制御タイミン
グ制御線３６は全画素に対する発光時の電源制御線を制御する信号を伝達する線である。
【００３６】
　図中に示してあるように、垂直画素走査回路２２、ＡＮＤ回路３１，３２、信号電圧生
成回路２３、及び切替回路２４に対しては、３Ｖ電圧を入力として１０Ｖ電圧を生成する
パネル内１０Ｖ生成回路３７が電源電圧を供給している。またＯＲ回路３３に対しては、
３Ｖ電圧を入力として５Ｖ電圧を生成するパネル内５Ｖ生成回路３８が電源電圧を供給し
ている。このように本実施例では、異なった電圧で駆動される二種類の回路にあわせて、
二種類の電源電圧生成回路３７，３８が設けられている。
【００３７】
　図面を簡略化するために図１には６個の画素しか記載していないが、実際には画素数は
６４０（水平）×ＲＧＢ×４８０（垂直）である。また表示領域２１内における画素１３
、データ信号／三角波切り替え回路２４、信号電圧生成回路２３、垂直画素走査回路２２
、ＡＮＤ回路３１，３２、ＯＲ回路３３、パネル内１０Ｖ生成回路３７、パネル内５Ｖ生
成回路３８は全て多結晶Ｓｉ－ＴＦＴを用いて、単一のガラス基板４０上に設けられてい
る。
【００３８】
　最後に本実施例の有機ＥＬ素子１の構造について、図４を用いて説明する。
  図４は本実施例における有機ＥＬ素子１の近傍の画素１３を示す断面図である。ガラス
基板４０上には電源スイッチ２及び駆動ＴＦＴ３が設けられており、電源スイッチ２には
電源制御線１１がゲート配線として設けられている。また駆動ＴＦＴ３の一端には金属層
である接地線７が接続されている。ここで電源スイッチ２の一端には接地線７と同層の金
属層がカソード電極４２として接続されており、その上に有機ＥＬ素子の発光層１、アノ
ード電極である透明共通電極８が設けられている。なお有機ＥＬ素子の発光層１の周囲に
は、有機ＥＬ素子の端部電界集中を回避するための保護膜４３が形成される。
【００３９】
　ここで電源スイッチ２がハーフオンし、また駆動ＴＦＴ３が三角波信号ＳＳによってオ
ンすると、有機ＥＬ素子１には所定の電流が流れ、有機ＥＬ素子１の発光４５はカソード
電極４２で反射され、透明共通電極８を殆ど減衰無く透過して表示を行う。
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【００４０】
　本実施例では、画素内のＴＦＴを全て多結晶Ｓｉで形成したｎＭＯＳトランジスタとし
たが、各制御電圧の正負を逆にすれば適宜ｐＭＯＳトランジスタを用いることは可能であ
り、また多結晶Ｓｉに拘らずにその他の有機／無機半導体薄膜をトランジスタに用いるこ
とも可能である。
【００４１】
　また発光素子としても有機ＥＬ素子に限らず、無機ＥＬ素子やＦＥＤ（Field-Emission
 Device）など一般の発光素子を用いることができることは明らかである。本実施例では
発明の本質ではないため発光層の詳細な記載は省略したが、有機ＥＬ素子構造としては低
分子型、高分子型など多種の分子構造を採用することが可能である。
【００４２】
　更に本実施例では接地線７の電位を０Ｖとしたが、必ずしもこの電位は０Ｖである必要
は無く、また有機ＥＬ素子の発光電圧や各制御電圧も上記の主旨を満たす範囲内で適当に
変更が可能であることは言うまでもない。
【実施例２】
【００４３】
　図５及び図６を用いて、本発明に係る画像表示装置の第２の実施例に関して説明する。
  図５は本実施例の有機ＥＬディスプレイの画素回路図である。各画素５３には有機ＥＬ
素子１が設けられており、有機ＥＬ素子１の一端は透明共通電極８に接続され、他端はＡ
ＺＢ＋スイッチ６２、駆動ＴＦＴ６３を介して接地線７に接続されている。駆動ＴＦＴ６
３のゲート－ドレイン間にはＡＺスイッチ６４が、ゲート－ソース間には記憶容量６９が
それぞれ接続されている。また駆動ＴＦＴ６３のゲートはオフセットキャンセル容量６５
及び画素スイッチ６８を介して信号線６６に接続されている。なおＡＺＢ＋スイッチ６２
はＡＺＢ＋制御線５１により、ＡＺスイッチ６４はＡＺ制御線５０により、画素スイッチ
６８は信号線５２の選択信号ＳＥＬにより、それぞれ制御される。
【００４４】
　次に、本実施例の動作について図６を用いて説明する。
  図６は、本実施例における画素の動作タイミング図である。ここで上記ＡＺＢ＋スイッ
チ６２、ＡＺスイッチ６４、画素スイッチ６８は、図５に示したようにｎＭＯＳであるた
め、図６の各波形は上が各スイッチのＯＮ、下がＯＦＦに対応している。
【００４５】
　書込みを選択された画素では、始めにＳＥＬ線５２によって画素スイッチ６８がＯＮ、
ＡＺ制御線５０によってＡＺスイッチ６４がＯＮになる。このときＡＺＢ＋スイッチ６２
はハーフオン（Ｈａｌｆ－ＯＮ）状態であるため、有機ＥＬ素子１にはＡＺＢ＋スイッチ
６２とダイオード接続された駆動ＴＦＴ６３を介して透明共通電極８から電流が流れる。
【００４６】
　次に、ＡＺＢ＋制御線５１によってＡＺＢスイッチ６２がオフすると、駆動ＴＦＴ６３
のドレイン端が閾値電圧Ｖｔｈになった時点で、駆動ＴＦＴ６３はターンオフする。この
とき信号線６６には「０レベル」の信号電圧データＤＴが印加されており、この電圧と上
記閾値電圧Ｖｔｈの差がオフセットキャンセル容量６５に入力される。
【００４７】
　次いで、ＡＺ制御線５０によってＡＺスイッチ６４がＯＦＦした後に信号線６６には映
像信号電圧データＤＴが印加される。このとき駆動ＴＦＴ６３のゲートには上記閾値電圧
Ｖｔｈに加算されて上記映像信号電圧に対応した電圧が生じ、この電圧はＳＥＬ線５２に
よって画素スイッチ６８がＯＦＦすることで、記憶容量６９に記憶される。
【００４８】
　この後、ＡＺＢ＋スイッチ６２がハーフオンすることによって、画素への信号電圧書込
みが完了し、有機ＥＬ素子１は上記映像信号電圧と「０レベル」の電圧との差電圧に対応
した輝度で、次の書込み期間まで発光を続ける。
【００４９】
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　本実施例は、例えば、ＳＩＤ９８　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐａｐ
ｅｒｓ，　ｐｐ．１１－１４（非特許文献１参照）等に記載されている従来技術と類似し
ている。
【００５０】
　しかしながら、本実施例においては、ＡＺＢ＋制御線５１によるＡＺＢスイッチ６２の
オン電圧は完全なＯＮである１０Ｖではなく、ハーフオンである５Ｖとしたところが大き
く異なっている。これはＡＺＢスイッチ６２のオン状態がＡＺＢスイッチトランジスタを
非飽和状態に入れる完全なＯＮではなく、飽和状態に入れる不完全なＯＮであることを意
味している。
【００５１】
　この場合も第１の実施例と同様に、ＡＺＢスイッチ６２のソース点である、図５に示さ
れた「Ｂ点」の電圧は、ＡＺＢスイッチ６２がオンしても、Ｈａｌｆ－ＯＮである（５Ｖ
－Ｖｔｈ）以上の電圧になることはない。「Ｂ点」の電圧が（５Ｖ－Ｖｔｈ）電圧にまで
上昇すると、ＡＺＢスイッチ６２はオフしてしまうからである。なおここで、本実施例に
おいても共通電極８に印加されている有機ＥＬ素子発光電圧は、緑色用と赤色用が約１０
Ｖであり、青色用は約１１Ｖである。
【００５２】
　駆動ＴＦＴ６３のゲートに、上記閾値電圧Ｖｔｈに加算されて上記映像信号の電圧デー
タＤＴに対応した電圧が生じ、ＡＺＢスイッチ６２がハーフオンすることによって有機Ｅ
Ｌ素子１は上記映像信号電圧と「０レベル」の電圧との差電圧に対応した輝度で、次の書
込み期間まで発光を続けることを述べたが、このとき映像信号電圧のレベルが小さく有機
ＥＬ素子１の発光輝度が弱いと、駆動ＴＦＴ６３のターンオンは弱く、また同時に有機Ｅ
Ｌ素子１のカソード－アノード間の電圧降下も小さいため、ＡＺＢスイッチ６２のオン状
態が電源スイッチトランジスタを非飽和状態に入れる完全なＯＮの場合は、駆動ＴＦＴ６
３のドレイン－ソース間には共通電極８と接地線７の間に印加されている電源電圧の殆ど
である約１０～１１Ｖが印加されてしまう。
【００５３】
　しかしながら、ＡＺＢスイッチ６２のオン状態は、電源スイッチトランジスタを飽和状
態に入れる不完全なＯＮであるため、駆動ＴＦＴ６３のドレインでもある「Ｂ点」には、
（５Ｖ－Ｖｔｈ）以上の電圧が印加することはないのである。これによってｎＭＯＳであ
る駆動ＴＦＴ６３のドレイン－ソース間の電圧は（５Ｖ－Ｖｔｈ）以下に制限され、駆動
ＴＦＴ６３の劣化が問題となることはない。
【００５４】
　なお、ＡＺＢスイッチ６２オフ時には、ＡＺＢスイッチ６２の両端に共通電極８と接地
線７の間に印加されている電源電圧の殆どが印加されることがある。しかし、このときＡ
ＺＢスイッチ６２を流れる電流が０であるスイッチオフの期間はチャネル電流が０である
から劣化が問題となることはなく、またターンオンやターンオフの過渡期間は極めて高速
であるため、やはり劣化が問題となることはない。上記の点で本実施例におけるＡＺＢス
イッチ６２は、第１の実施例における電源スイッチ２と同様な働きをしている。
【００５５】
　本実施例における表示パネルの構成や有機ＥＬ素子１の構造に関しては、先の第１の実
施例の構造と類似するため、説明の簡略化のためにここではその開示は省略する。
【実施例３】
【００５６】
　図７を用いて、本発明に係る画像表示装置の第３の実施例に関して説明する。
  図７は、第３の実施例であるＴＶ画像表示装置１００の構成図である。地上波デジタル
信号等を受信する無線インターフェース（Ｉ／Ｆ）回路１０２には、圧縮された画像デー
タ等が外部から無線データとして入力され、無線Ｉ／Ｆ回路１０２の出力はＩ／Ｏ（Ｉｎ
ｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）回路１０３を介してデータバス１０８に接続される。データバス
１０８にはこの他にマイクロプロセサ（ＭＰＵ）１０４、表示パネルコントローラ１０６
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、フレームメモリ（ＭＭ）１０７等が接続されている。更に、表示パネルコントローラ１
０６の出力は有機ＥＬ表示パネル１０１に入力されている。なおＴＶ画像表示装置１００
内には更に、パネル外１０Ｖ生成回路（ＰＷＲ１０Ｖ）１０９及びパネル外５Ｖ生成回路
（ＰＷＲ５Ｖ）１１０が設けられている。なお、ここで有機ＥＬ表示パネル１０１は、先
に延べた第１の実施例と基本的には同一の構成および動作を有しているので、その内部の
構成及び動作の記載はここでは省略する。但し、第１の実施例では有機ＥＬディスプレイ
パネル内に多結晶Ｓｉ－ＴＦＴを用いて、パネル内１０Ｖ生成回路３７及びパネル内５Ｖ
生成回路３８が設けられていたが、本実施例ではこれらはパネル外に個別部品を用いて、
パネル外１０Ｖ生成回路１０９及びパネル外５Ｖ生成回路１１０として設けられている。
【００５７】
　以下に本実施例の動作を説明する。始めに無線Ｉ／Ｆ回路１０２は命令に応じて圧縮さ
れた画像データを外部から取り込み、この画像データをＩ／Ｏ回路１０３を介してマイク
ロプロセサ１０４及びフレームメモリ１０７に転送する。マイクロプロセサ１０４はユー
ザからの命令操作を受けて、必要に応じてＴＶ画像表示装置１００全体を駆動し、圧縮さ
れた画像データのデコードや信号処理、情報表示を行う。ここで信号処理された画像デー
タは、フレームメモリ１０７に一時的に蓄積が可能である。
【００５８】
　ここでマイクロプロセサ１０４が表示命令を出した場合には、その指示に従ってフレー
ムメモリ１０７から表示パネルコントローラ（ＣＴＬ）１０６を介して有機ＥＬ表示パネ
ル１０１に画像データが入力され、有機ＥＬ表示パネル１０１は入力された画像データを
リアルタイムで表示する。このとき表示パネルコントローラ１０６が同時に画像を表示す
るために必要な所定のタイミングパルスを出力すると共に、パネル外１０Ｖ生成回路１０
９及びパネル外５Ｖ生成回路１１０は所定の電源電圧を有機ＥＬ表示パネル１０１に供給
する。なお有機ＥＬ表示パネル１０１がこれらの信号及び電源電圧を用いて、入力された
画像データをリアルタイムで表示することに関しては、第１の実施例の説明で述べたとお
りである。また、本ＴＶ画像表示装置１００には別途二次電池が含まれており、これらの
画像表示端末１００全体を駆動する電力を供給するが、これに関しては本発明の本質では
ないため説明を省略する。
【００５９】
　本実施例によれば、高信頼で、高輝度な表示が可能である画像表示端末１００を提供す
ることができる。なお、本実施例では画像表示デバイスとして、第１の実施例で説明した
有機ＥＬ表示パネルを用いたが、これ以外にも本発明の主旨を満足するその他の構造を有
する表示パネルを用いることが明らかに可能である。
【００６０】
　以上、説明してきた各実施例によれば、発光素子の発光輝度が小さいときでも、電源電
圧はトランジスタスイッチに分散され、ｎＭＯＳを用いた画素駆動回路の劣化を回避する
ことができる。これにより高信頼で、高輝度な表示が可能である画像表示装置を提供する
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明に係る画像表示装置の第１の実施例を示す有機ＥＬディスプレイの画素回
路図。
【図２】第１の実施例における画素の動作タイミング図。
【図３】第１の実施例の有機ＥＬディスプレイパネルの構成図。
【図４】第１の実施例の有機ＥＬ素子の構造図。
【図５】本発明に係る画像表示装置の第２の実施例を示す有機ＥＬディスプレイの画素回
路図。
【図６】第２の実施例における画素の動作タイミング図。
【図７】本発明に係る画像表示装置の第３の実施例を示すＴＶ画像表示装置の構成図。
【図８】従来技術を用いた有機ＥＬディスプレイの画素回路図。
【図９】従来技術の画素の動作タイミング図。
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【符号の説明】
【００６２】
　１…有機ＥＬ素子、２…電源スイッチ、３，６３…駆動ＴＦＴ、４…リセットスイッチ
、５…信号記憶容量、６…信号線、７…接地線、８…透明共通電極、１０…リセット制御
線、１１…電源制御線、１３，５３…画素、２２…垂直画素走査回路、２３…信号電圧生
成回路、２４…切替回路、３１，３２…ＡＮＤ回路、３３…ＯＲ回路、３７…パネル内１
０Ｖ生成回路、３８…パネル内５Ｖ生成回路、４０…ガラス基板、５０…ＡＺ制御線、５
１…ＡＺＢ＋制御線、５２…信号線、６２…ＡＺＢ＋スイッチ、６４…ＡＺスイッチ、６
５…オフセットキャンセル容量、６８…画素スイッチ、６９…記憶容量、１００…ＴＶ画
像表示装置、１０１…有機ＥＬ表示パネル、１０２…無線インターフェース（Ｉ／Ｆ）回
路、１０３…Ｉ／Ｏ回路、１０４…マイクロプロセサ（ＭＰＵ）、１０６…表示パネルコ
ントローラ、１０８…データバス、１０９…パネル外１０Ｖ生成回路（ＰＷＲ１０Ｖ）、
１１０…パネル外５Ｖ生成回路（ＰＷＲ５Ｖ）、ＤＴ…データ信号、ＦＲＭ…フレーム期
間、ＭＭ…フレームメモリ、ＳＥＬ…選択信号、ＳＳ…走査信号、ＰＷＲ＋…駆動電圧、
ＲＳＴ…リセット信号。

【図１】

【図２】

【図３】
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