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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各フレームの第1期間中にすべての走査線に第1走査信号を供給し、第2期間中に前記走
査線に第2走査信号を順次供給するための走査駆動部と、
　前記第1期間中に所定の電圧をデータ線に供給し、前記第2期間中にデータ信号を前記デ
ータ線に供給するためのデータ駆動部と、
　前記走査線及びデータ線に接続されるように設置される画素を含む画像表示部と
を具備し、
　前記画素各々が、
　発光素子であるOLEDと、
　前記データ線と第n走査線に接続される第2トランジスターと、
　前記第2トランジスターと第1電源の間に直列接続される第1キャパシタ及び第2キャパシ
タと、
　前記第1キャパシタ及び第2キャパシタの間の第1ノードと前記第1電源の間に接続され、
前記第1キャパシタ及び第2キャパシタに充電された電圧に対応する電流を前記発光素子に
供給するための第1トランジスターと、
　前記第1ノードと前記第1トランジスターの第2端子の間に接続され、第n-1走査線によっ
て制御される第3トランジスターと、
　前記第3トランジスターと前記第1トランジスターの第2端子の間に接続され、前記第n走
査線によって制御される第4トランジスターと
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を具備すると共に、
　前記走査駆動部は、奇数フレーム期間中に前記第2走査信号を第1走査順序で供給し、偶
数フレーム期間中に前記第2走査信号を前記第1走査順序と逆方向である第2走査順序で供
給し、
　前記第1走査信号の幅は、前記第1トランジスターの閾値電圧を補償するのに十分な電圧
が前記第1キャパシタ及び第2キャパシタに充電されるように、前記第2走査信号の幅より
広く設定される
ことを特徴とする発光表示装置。
【請求項２】
　前記走査駆動部は、前記奇数フレーム期間中に一番目の走査線から最後の走査線に前記
第2走査信号を順次供給し、前記偶数フレーム期間中に最後の走査線から一番目の走査線
に前記第2走査信号を順次供給する
ことを特徴とする請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項３】
　前記走査駆動部は、前記偶数フレーム期間中に一番目の走査線から最後の走査線に前記
第2走査信号を順次供給し、前記奇数フレーム期間中に最後の走査線から一番目の走査線
に前記第2走査信号を順次供給する
ことを特徴とする請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項４】
　前記走査駆動部は、前記第1期間中に前記走査線と並んで形成された発光制御線に同時
に第1発光制御信号を供給し、前記第2期間中に前記発光制御線に第2発光制御信号を順次
供給する
ことを特徴とする請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項５】
　前記走査駆動部は、前記奇数フレーム期間中に前記第1走査順序で前記第2発光制御信号
を供給し、前記偶数フレーム期間中前記第2走査順序で前記第2発光制御信号を供給する
ことを特徴とする請求項４に記載の発光表示装置。
【請求項６】
　前記第1発光制御信号の幅は、前記第2発光制御信号の幅より広く設定される
ことを特徴とする請求項４に記載の発光表示装置。
【請求項７】
　前記走査駆動部は、前記第1期間中前記走査線と並んで形成された発光制御線に共通的
に発光制御信号を供給し、それ以外の期間中には前記発光制御信号を供給しない
ことを特徴とする請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項８】
　前記所定の電圧は、前記データ信号の電圧より高い電圧に設定される
ことを特徴とする請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項９】
　前記所定の電圧は、前記第1電源と同じ電圧値に設定される
ことを特徴とする請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項１０】
　前記第1走査信号が供給される時、前記第1キャパシタ及び第2キャパシタには、前記第1
トランジスターの閾値電圧に対応する電圧が充電される
ことを特徴とする請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項１１】
　前記第1トランジスターと前記発光素子の間に接続され、第n発光制御線に接続される第
5トランジスターをさらに具備する
ことを特徴とする請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項１２】
　前記第1期間及び第2期間は、各フレームにおいて互いに重畳されない



(3) JP 4509851 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

ことを特徴とする請求項１に記載の発光表示装置。
【請求項１３】
　走査線に走査信号を供給するための走査駆動部と、データ線にデータ信号を供給するた
めのデータ駆動部と、前記走査線及びデータ線に接続されるように設置される画素を含む
画像表示部とを具備し、前記画素各々が、発光素子であるOLEDと、前記データ線と第n走
査線に接続される第2トランジスターと、前記第2トランジスターと第1電源の間に直列接
続される第1キャパシタ及び第2キャパシタと、前記第1キャパシタ及び第2キャパシタの間
の第1ノードと前記第1電源の間に接続され、前記第1キャパシタ及び第2キャパシタに充電
された電圧に対応する電流を前記発光素子に供給するための第1トランジスターと、前記
第1ノードと前記第1トランジスターの第2端子の間に接続され、第n-1走査線によって制御
される第3トランジスターと、前記第3トランジスターと前記第1トランジスターの第2端子
の間に接続され、前記第n走査線によって制御される第4トランジスターとを具備する発光
表示装置の駆動方法であって、
　フレーム各々の第1期間中にすべての走査線に第1走査信号を印加する段階と、
　前記第1期間中にすべてのデータ線に所定の電圧を印加する段階と、
　奇数フレーム期間における第2期間中に第1走査順序で第2走査信号を印加する段階と、
　偶数フレーム期間における前記第2期間中に第1走査順序と逆方向である第2走査順序で
前記第2走査信号を印加する段階とを含み、
　前記第1走査信号の幅は、前記第1トランジスターの閾値電圧を補償するのに十分な電圧
が前記第1キャパシタ及び第2キャパシタに充電されるように、前記第2走査信号の幅より
広く設定される
ことを特徴とする発光表示装置の駆動方法。
【請求項１４】
　前記奇数フレーム期間中において一番目の走査線から最後の走査線に前記第2走査信号
を順次供給し、前記偶数フレーム期間中において最後の走査線から一番目の走査線に前記
第2走査信号を順次供給する
ことを特徴とする請求項１３に記載の発光表示装置の駆動方法。
【請求項１５】
　前記偶数フレーム期間中において一番目の走査線から最後の走査線に前記第2走査信号
を順次供給し、前記奇数フレーム期間中において最後の走査線から一番目の走査線に前記
第2走査信号を順次供給する
ことを特徴とする請求項１３に記載の発光表示装置の駆動方法。
【請求項１６】
　前記第1期間中において、前記画素各々に含まれ前記第1電源から前記発光素子に供給さ
れる電流を制御する前記第1トランジスターの閾値電圧に対応される電圧が、前記画素各
々に含まれた少なくとも一つのキャパシタに充電される
ことを特徴とする請求項１３に記載の発光表示装置の駆動方法。
【請求項１７】
　前記第2走査信号が供給される時、前記データ線にデータ信号が供給される段階をさら
に含む
ことを特徴とする請求項１６に記載の発光表示装置の駆動方法。
【請求項１８】
　前記所定の電圧は前記データ信号の電圧より高い電圧値に設定される
ことを特徴とする請求項１７に記載の発光表示装置の駆動方法。
【請求項１９】
　前記所定の電圧は、前記第1電源と同一電圧値に設定される
ことを特徴とする請求項１７に記載の発光表示装置の駆動方法。
【請求項２０】
　前記第1期間中すべての発光制御線に第1発光制御信号を印加する段階と、
　前記第2期間中前記発光制御線に第2発光制御信号を順次印加する段階と
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をさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載の発光表示装置の駆動方法。
【請求項２１】
　前記奇数フレーム期間に前記第2発光制御信号は、前記第1走査順序で供給され、前記偶
数フレーム期間に前記第2発光制御信号は、第2走査順序で供給される
ことを特徴とする請求項２０に記載の発光表示装置の駆動方法。
【請求項２２】
　前記第1発光制御信号の幅は、前記第2発光制御信号の幅より広く設定される
ことを特徴とする請求項２０に記載の発光表示装置の駆動方法。
【請求項２３】
　前記第1期間中にすべての発光制御線に同時に発光制御信号を印加し、それ以外の期間
中には、前記発光制御信号を印加しない
ことを特徴とする請求項１３に記載の発光表示装置の駆動方法。
【請求項２４】
　前記各フレームにて前記第1期間及び第2期間は互いに重畳されない
ことを特徴とする請求項１３に記載の発光表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光表示装置及びその駆動方法に関し、特に均一な輝度の映像が表示できる
ようにした発光表示装置及びその駆動方法に関する。 
【背景技術】
【０００２】
　近年、陰極線管(Cathode Ray Tube)の短所である重さと体積を減らすことができる各種
平板表示装置などが開発されている。平板表示装置としては、液晶表示装置(Liquid Crys
tal Display)、電界放出表示装置(Field Emission Display)、プラズマディスプレーパネ
ル(Plasma Display Panel)及び発光表示装置(Light Emitting Display)などがある。
【０００３】
　平板表示装置のうち、発光表示装置は、電子と正孔の再結合によって光を発光させる自
発光素子である。このような発光表示装置は、速い応答速度を有すると同時に低い消費電
力で駆動されるような長所がある。
【０００４】
　図1は従来の発光表示装置の画素を示す回路図である。
　図1に示すように、従来の発光表示装置の画素10は、走査線Sn（nは自然数）に走査信号
が印加される時、データ線Dmに供給されるデータ信号に対応する光を発生する。
【０００５】
　走査線Snには、図2のように第1走査線S1から第n走査線Snに走査信号が順次供給される
。データ線Dmには、走査信号に同期するようにデータ信号が供給される。
【０００６】
　各々の画素10は、発光素子OLEDと、データ線Dm及び走査線Snに接続され、発光素子OLED
に電流を供給するための画素回路12を具備する。発光素子OLEDのアノード電極は、画素回
路12に接続され、カソード電極は第2電源ELVSSに接続される。このような、発光素子OLED
は、画素回路12から自身に供給される電流に対応する光を発生する。
【０００７】
　画素回路12は、第1電源ELVDDと発光素子OLEDの間に接続された第2トランジスターM2と
、データ線Dm及び走査線Snに接続された第1トランジスターM1と、第2トランジスターM2の
ゲート電極と第1電極（後述）との間に接続されたストレージキャパシタCを具備する。こ
こで、第1電極は、ソース電極及びドレイン電極のうち、いずれか一つに選択される。例
えば、第1電極がソース電極に選択されれば第2電極はドレイン電極に設定され、第1電極
がドレイン電極に選択されれば第2電極はソース電極に設定される。
【０００８】



(5) JP 4509851 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

　第1トランジスターM1のゲート電極は、走査線Snに接続され、第1電極はデータ線Dmに接
続される。そして、第1トランジスターM1の第2電極は、ストレージキャパシタCに接続さ
れる。このような第1トランジスターM1は、走査線Sから走査信号が供給される時、ターン
オンされ、データ線Dから供給されるデータ信号をストレージキャパシタCに供給する。こ
の時、ストレージキャパシタCには、データ信号に対応する電圧が充電される。
【０００９】
　第2トランジスターM2のゲート電極は、ストレージキャパシタCに接続され、第1電極は
、第1電源ELVDDに接続される。そして、第2トランジスターM2の第2電極は、発光素子OLED
のアノード電極に接続される。このような第2トランジスターM2は、ストレージキャパシ
タCに保存された電圧値に対応して第2電源ELVDDから発光素子OLEDに流れる電流量を制御
する。この時、発光素子OLEDは第2トランジスターM2から供給される電流量に対応する輝
度の光を生成する。
【００１０】
　ここで、発光素子OLEDに流れる電流は、数学式1のように決定される。
【００１１】
【数１】

【００１２】
　数学式1において、IOLEDは発光素子OLEDに流れる電流、Vgsは第2トランジスターM2のゲ
ート電極と第1電極の間の電圧、Vthは第2トランジスターM2の閾値電圧、Vdataはデータ信
号の電圧、βは定数値を示す。
【００１３】
　数学式1に記載されたように、発光素子OLEDに流れる電流は、第2トランジスターM2の閾
値電圧に影響される。したがって、第2トランジスターM2の閾値電圧が、画素10の位置に
関係なく同じく設定されなければ発光表示装置にて均一な輝度の映像を表示することがで
きないため、第2トランジスターM2の閾値電圧は、全て同じく設定される必要がある。し
かし、第2トランジスターM2の閾値電圧は、工程過程の誤差などによって画素10の位置に
応じて少しずつ異なるように設定され、これによって発光表示装置にて均一な輝度を表示
することができないという問題が発生していた。
【００１４】
　一方、上述した従来の発光表示装置を記載した文献としては、発光表示装置及びその駆
動方法並びに画素回路を開示した特許文献１があり、また、画像表示パネル、画像表示装
置及びその駆動方法及び画素回路を開示した特許文献２等がある。
【００１５】
【特許文献１】韓国特許出願公開第２００４－２２６９６０号公報
【特許文献２】韓国特許出願公開第２００４－３３４１６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　したがって、本発明は上述した従来技術の問題を解決するためになされたものであり、
その目的は、均一な輝度の映像を表示することができるようにした発光表示装置及びその
駆動方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
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　前記目的を達成するために、本発明の第1側面は、各フレームの第1期間中にすべての走
査線に第1走査信号を供給し、第2期間中前記走査線に順次第2走査信号を供給するための
走査駆動部と、前記第1期間中に所定の電圧をデータ線に供給し、前記第2期間中にデータ
信号を前記データ線に供給するためのデータ駆動部と、前記走査線及びデータ線と接続さ
れるように設置される画素を含む画像表示部とを具備し、前記走査駆動部は奇数フレーム
期間中に前記第2走査信号を第1走査順序で供給し、偶数フレーム期間中に前記第2走査信
号を前記第1走査順序と異なる第2走査順序で供給する発光表示装置を提供する。
【００１８】
　上記の発行表示装置において、より好ましくは、前記第1走査順序と前記第2走査順序は
、互いに逆方向である。
【００１９】
　また、上記の発行表示装置において、より好ましくは、前記走査駆動部は、前記奇数フ
レーム期間中に一番目の走査線から最後の走査線に前記第2走査信号を順次供給し、前記
偶数フレーム期間中に最後の走査線から一番目の走査線に前記第2走査信号を順次供給す
る。
【００２０】
　また、上記の発行表示装置において、より好ましくは、前記走査駆動部は、前記偶数フ
レーム期間中に一番目の走査線から最後の走査線に前記第2走査信号を順次供給し、前記
奇数フレーム期間中に最後の走査線から一番目の走査線に前記第2走査信号を順次供給す
る。
【００２１】
　さらに、前記目的を達成するために、本発明の第2側面は、フレーム各々の第1期間中に
すべての走査線に第1走査信号を印加する段階と、前記第1期間中にすべてのデータ線に所
定の電圧を印加する段階と、奇数フレーム期間における第2期間中に第1走査順序で第2走
査信号を印加する段階と、偶数フレーム期間に前記第2期間中に第1走査順序と異なる第2
走査順序で前記第2走査信号を印加する段階を含む発光表示装置の駆動方法を提供する。
【００２２】
　上記の発行表示装置の駆動方法において、より好ましくは、前記第1走査順序と前記第2
走査順序は互いに逆方向である。
【００２３】
　また、上記の発行表示装置の駆動方法において、より好ましくは、前記奇数フレーム期
間中において一番目走査線から最後の走査線に前記第2走査信号を順次供給し、前記偶数
フレーム期間中最後の走査線から一番目走査線に前記第2走査信号を順次供給する。
【００２４】
　また、上記の発行表示装置の駆動方法において、より好ましくは、前記偶数フレーム期
間中において一番目走査線から最後の走査線に前記第2走査信号を順次供給し、前記奇数
フレーム期間中最後の走査線から一番目走査線に前記第2走査信号を順次供給する。
【発明の効果】
【００２５】
　上述したように、本発明の実施形態による発光表示装置とその駆動方法によれば、１フ
レームの第1期間中画素に含まれた第1キャパシタ及び第2キャパシタに第1トランジスター
の閾値電圧に対応される電圧を充電することによって閾値電圧を補償することができる。
このように画素各々に含まれた第1トランジスターの閾値電圧が補償されれば、発光表示
装置にて均一な輝度の映像を表示することができる。
【００２６】
　そして、本発明によれば、第1トランジスターの閾値電圧が充分に補償されうるように
第1期間を設定することによって安定的に第1トランジスターの閾値電圧を補償することが
できる。また、本発明によれば、第1トランジスターのゲート端子と第2端子中に互いに異
なる走査線に接続された2個のトランジスターを設置することによって漏洩電流が流れる
ことを防止することができる。
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【００２７】
　また同時に、本発明によれば、奇数フレーム及び偶数フレーム期間中において第2走査
信号の走査順序を互いに反対方向に設定するからすべての画素は、平均的に同じ発光時間
を持つ。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、図3ないし図8を参照して本発明の好ましい実施形態について詳しく説明する。
【００２９】
　図3は、本発明の実施形態による発光表示装置を示す図である。
　図3に示すように、本発明の実施形態による発光表示装置は、走査線S1ないしSn（nは自
然数）及びデータ線D1ないしDmの交差領域に形成された画素140を含む画像表示部130と、
走査線S1ないしSnを駆動するための走査駆動部110と、データ線D1ないしDmを駆動するた
めのデータ駆動部120と、走査駆動部110及びデータ駆動部120を制御するためのタイミン
グ制御部150を具備する。
【００３０】
　走査駆動部110は、タイミング制御部150からの走査駆動制御信号SCSの供給を受ける。
走査駆動制御信号SCSの供給を受けた走査駆動部110は、第1走査信号及び第2走査信号を生
成する。ここで、第1走査信号は、すべての走査線S1ないしSnに同時に供給され、第2走査
信号は、第1走査線S1ないし第n走査線Snに順次供給される。
【００３１】
　また、走査駆動制御信号SCSの供給を受けた走査駆動部110は、第1発光制御信号及び第2
発光制御信号を生成する。ここで、第1発光制御信号は、すべての発光制御線E1ないしEn
に同時に供給され、第2発光制御信号は、第1発光制御線E1ないし第n発光制御線Enに順次
供給される。走査駆動部110の詳細な動作過程は後述する。
【００３２】
　データ駆動部120は、タイミング制御部150からデータ駆動制御信号DCSの供給を受ける
。データ駆動制御信号DCSの供給を受けたデータ駆動部120は、データ信号を生成し、生成
されたデータ信号を第2走査信号が供給される度にデータ線D1ないしDmに供給する。そし
て、データ駆動部120は、走査線S1ないしSnに第1走査信号が供給される時、所定の電圧を
データ線D1ないしDmに供給する。データ駆動部120の詳細な動作過程は後述する。
【００３３】
　タイミング制御部150は、外部から供給される同期信号に対応してデータ駆動制御信号D
CS及び走査駆動制御信号SCSを生成する。タイミング制御部150で生成されたデータ駆動制
御信号DCSは、データ駆動部120に供給され、走査駆動制御信号SCSは、走査駆動部110に供
給される。そして、タイミング制御部150は外部から供給されるデータをデータ駆動部120
に供給する。
【００３４】
　画像表示部130は、複数の画素140を具備する。画素140各々は、外部から第1電源ELVDD
及び第2電源ELVSSの供給を受ける。第1電源ELVDD及び第2電源ELVSSの供給を受ける画素14
0は、データ信号に対応される光を生成する。
【００３５】
　図4は、本発明の実施形態による画素の構造を示す図である。
　図4では、第mデータ線Dm、第n-1走査線Sn-1及び第n走査線Snに接続された画素140を示
す。
【００３６】
　図4に示すように、本発明の実施形態による画素140は、発光素子OLEDと、第mデータ線D
m、第n-1走査線Sn-1、第n走査線Sn及び第n発光制御線Enに接続されて発光素子OLEDを制御
するための画素回路142を具備する。
【００３７】
　発光素子OLEDのアノード電極は、画素回路142に接続され、カソード電極は第2電源ELVS
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Sに接続される。ここで、第2電源ELVSSは第1電源ELVDDより低い電圧、例えば、グランド
電圧などである。発光素子OLEDは、画素回路142から供給される電流に対応される光を生
成する。
【００３８】
　画素回路142は、第1電源ELVDDと発光素子OLEDの間に接続される第1トランジスターM1及
び第5トランジスターM5と、第1トランジスターM1と第mデータ線Dmの間に接続される第2ト
ランジスターM2及び第1キャパシタC1と、第1ノードN1と第5トランジスターM5の間に接続
される第3トランジスターM3及び第4トランジスターM4と、第1トランジスターM1の第1電極
とゲート電極の間に接続される第2キャパシタC2を具備する。
【００３９】
　第2トランジスターM2の第1電極は、第mデータ線Dmに接続され、ゲート電極は、第n走査
線Snに接続される。そして、第2トランジスターM2の第2電極は第1キャパシタC1の一側に
接続される。このような第2トランジスターM2は第n走査線Snに第2走査信号が供給される
時ターンオンされ、第mデータ線Dmに供給されるデータ信号を第1キャパシタC1の一側に供
給する。
【００４０】
　第1トランジスターM1のゲート電極は、第1ノードN1に接続され、第1電極は第1電源ELVD
Dに接続される。そして、第1トランジスターM1の第2電極は第5トランジスターM5の第1電
極に接続される。このような第1トランジスターM1は、第1キャパシタC1及び第2キャパシ
タC2に保存された電圧に対応する電流を第5トランジスターM5に供給する。
【００４１】
　第3トランジスターM3のゲート電極は、第n-1走査線Sn-1に接続され、第1電極は第1ノー
ドN1に接続される。そして、第3トランジスターM3の第2電極は第4トランジスターM4の第1
電極に接続される。このような第3トランジスターM3は、第n-1走査線Sn-1に第1走査信号
または第2走査信号が供給される時ターンオンされる。
【００４２】
　第4トランジスターM4のゲート電極は、第n走査線Snに接続され、第1電極は第3トランジ
スターM3の第2電極に接続される。そして、第4トランジスターM4の第2電極は第5トランジ
スターM4の第1電極に接続される。このような第4トランジスターM4は第n走査線Snに第1走
査信号または第2走査信号が供給される時ターンオンされる。ここで、第3トランジスター
M3及び第4トランジスターM4は、第1トランジスターM1のゲート電極と第2電極の間に接続
される。
【００４３】
　したがって、第3トランジスターM3及び第4トランジスターM4が同時にターンオンされる
と、第1トランジスターM1は、ダイオード形態に接続される。そして、第3トランジスター
M3及び第4トランジスターM4は、互いに異なる走査線Sn-1、Snによって制御されるため、
第1ノードN1から第5トランジスターM5の第1電極に漏洩電流が流れることを防止する。こ
れについての詳細な説明は後述する。
【００４４】
　第5トランジスターM5のゲート電極は、第n発光制御線Enに接続され、第1電極は、第1ト
ランジスターM1の第2電極と第4トランジスターM4の第2電極とに接続される。そして、第5
トランジスターM5の第2電極は発光素子OLEDのアノード電極と接続される。このような第5
トランジスターM5は、第n発光制御線Enに第1発光制御信号または第2発光制御信号が供給
される時ターンオフされ、それ以外にはターンオン状態を維持する。
【００４５】
　第1キャパシタC1及び第2キャパシタC2は、第1トランジスターM1の閾値電圧とビデオ信
号に対応される電圧を充電し、充電された電圧を第1トランジスターM1のゲート電極に供
給する。
【００４６】
　図5(a)は、走査駆動部及びデータ駆動部から供給される駆動波形を示す波形図である。
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　図5(a)に示すように、１フレーム1Fは、第1期間及び第2期間に分けられて駆動される。
ここで、第1期間は、画素140各々に含まれる第1トランジスターM1の閾値電圧を補償する
ための期間であり、第2期間は、画素140各々にデータ信号を供給して望みの輝度の映像を
表示するための期間である。
【００４７】
　第1期間中に走査駆動部110は、すべての走査線S1ないしSnに第1走査信号SP1を供給する
。そして、走査駆動部110は、第2期間中に第1走査線S1ないし第n走査線Snに順次第2走査
信号SP2を供給する。ここで、走査駆動部110は、第1トランジスターM1の閾値電圧が充分
に補償されうるように第1走査信号SP1の幅T1を第2走査信号SP2の幅T2より広く設定する。
【００４８】
　そして、走査駆動部110は、第1期間中に発光制御線E1ないしEnに第1発光制御信号EMI1
を供給する。ここで、第1発光制御信号EMI1が供給されれば画素140 各々に含まれる第5ト
ランジスターM5がターンオフされる。そして、走査駆動部110は、第2期間中第1発光制御
線E1ないし第n発光制御線Enに順次第2発光制御信号EMI2を供給する。ここで、第1発光制
御信号EMI1の幅は、第2発光制御信号EMI2の幅より広く設定される。すなわち、第1発光制
御信号EMI1の印加時間が第2発光制御信号EMI2の印加時間より長く設定される。
【００４９】
　第1期間中にデータ駆動部120は、第1トランジスターM1の閾値電圧が安定的に補償され
うるように所定の電圧V1をすべてのデータ線D1ないしDmに供給する。ここで、所定の電圧
V1は、データ駆動部120に供給されうる一番高いデータ信号の電圧より高く設定される。
例えば、データ駆動部120から供給されるデータ信号の電圧範囲が2Vないし4Vであれば、
所定の電圧V1は、4Vの電圧より高く設定される。ここでは、一例として、所定の電圧V1は
第1電源ELVDDと同一電圧に設定する。
【００５０】
　第2期間中にデータ駆動部120は、第2走査信号SP2と同期するようにデータ線D1ないしDm
にデータ信号DSを供給する。
【００５１】
　以下、図4及び図5(a)を関連付けて画素140の動作過程を詳しく説明する。まず、第1期
間中すべての走査線S1ないしSnに第1走査信号SP1が供給されると同時に、すべての発光制
御線Enに第1発光制御信号EMI1が供給される。そして、第1期間中すべてのデータ線D1ない
しDmに所定の電圧V1が供給される。ここで、説明の便宜性のために所定の電圧V1は第1電
源ELVDDと同じ電圧であると仮定する。
【００５２】
　すべての走査線S1ないしSnに第1走査信号SP1が供給されると、第2トランジスターM2と
、第3トランジスターM3と、第4トランジスターM4とがターンオンされる。第3トランジス
ターM3と第4トランジスターM4とがターンオンされると、第1トランジスターM1がダイオー
ド形態に接続される。したがって、第1ノードN1には、第1電源ELVDDから第1トランジスタ
ーM1の閾値電圧が差し引かれた電圧値が印加される。ここで、第2トランジスターM2がタ
ーンオンされるため、第1キャパシタC1の一極には所定の電圧V1(ここでは第1電源ELVDDと
同一電圧)が印加される。すると、第1キャパシタC1には、第1トランジスターM1の閾値電
圧に対応する電圧が充電される。
【００５３】
　同様に、第2キャパシタC2にも第1ノードN1に印加された電圧と第1電源ELVDDの差電圧に
あたる電圧、即ち、第1トランジスターM1の閾値電圧に対応される電圧が充電される。
【００５４】
　一方、第1走査信号SP1の印加時間T1は、第1キャパシタC1及び第2キャパシタC2に安定的
に十分な電圧が充電されるように設定される。したがって、本発明により、第1期間中に
安定的に第1トランジスターM1の閾値電圧を補償することができる。つまり、本発明によ
り、走査線S1ないしSnに走査信号が順次供給される時、閾値電圧を補償せず、別途の第1
期間中に閾値電圧を補償するため、第1期間を充分に広く設定することができ、これによ
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って十分な時間の間、安定的に第1トランジスターM1の閾値電圧を補償することができる
。
【００５５】
　第2期間中走査線S1ないしSn及び発光制御線E1ないしEnに第2走査信号SP2及び第2発光制
御信号EMI2が順次供給される。そして、第2期間中データ線D1ないしDmに第2走査信号SP2
と同期したデータ信号DSが供給される。
【００５６】
　第n-1走査線Sn-1に第2走査信号SP2が供給される時、第3トランジスターM3がターンオン
される。この時、第2トランジスターM2及び第4トランジスターM4はターンオフ状態を維持
する。したがって、第3トランジスターM3がターンオンされても第1キャパシタC1及び第2
キャパシタC2に充電された電圧による漏洩電流が第5トランジスターM5に供給されない。
すなわち、第2期間中第3トランジスターM3及び第4トランジスターM4は互いに異なる時間
にターンオンされるため、第1キャパシタC1及び第2キャパシタC2に充電された電圧による
漏洩電流を防止することができる。
【００５７】
　第n走査線Snに第2走査信号SP2が供給される時、第2トランジスターM2及び第4トランジ
スターM4がターンオンされる。第2トランジスターM2がターンオンされると、データ信号D
Sに対応される電圧が第1キャパシタC1及び第2キャパシタC2に充電される。ここで、第1キ
ャパシタC1及び第2キャパシタC2にあらかじめ充電されていた電圧を考慮して第1トランジ
スターM1のゲート電極と第1電極の間の電圧Vgsは数学式2によって決定される。
【００５８】

【数２】

【００５９】
　数学式2において、Vgsは第1トランジスターM1のゲート電極と第1電極の間の電圧、Vth
は第1トランジスターM1の閾値電圧、Vdataはデータ信号の電圧を示す。数学式2から求め
られたVgsを数学式1に代入すれば、閾値電圧Vthが除去される。したがって、本発明では
第1トランジスターM1の閾値電圧に関係なく均一な画質の映像を表示することができる。
【００６０】
　第1トランジスターM1は、第1キャパシタC1及び第2キャパシタC2に対応する電流を第5ト
ランジスターM5の第1電極に供給する。一方、第n走査線Snに第2走査信号SP2が供給される
時、第n発光制御線Enには第2発光制御信号EMI2が供給される。第2発光制御信号EMI2が供
給される時、第5トランジスターM5はターンオフされ、これによって第n走査線Snに第2走
査信号SP2が供給される時、発光素子OLEDには電流が供給されない。
【００６１】
　その後、第n発光制御線Enの第2発光制御信号EMI2の供給が中断され、この時、第5トラ
ンジスターM5がターンオン（？）される。すると、第1トランジスターM1から供給された
電流が発光素子OLEDに供給されて所定の輝度の光が発光素子OLEDから生成される。
【００６２】
　一方、本発明の他の実施形態では、図5(b)のように第1期間中に発光制御線E1ないしEn
に第1発光制御信号EMI1を供給し、第2期間中には発光制御線E1ないしEnに第2発光制御信
号EMI2を供給しない。つまり、本発明の他の実施形態では、別に設けられた第1期間中に
第1トランジスターM1の閾値電圧が補償されるため、第2期間中第2発光制御信号EMI2が供
給されなくても安定的に画像を表示することができる。この場合、第1ないし第n発光制御
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線E1ないしEnは同じ駆動波形の供給を受けることにより共通的に接続される。
【００６３】
　しかし、このように駆動される発光表示装置では、第2走査信号SP2の走査順序に対応し
て画素140の発光時間が異なるという問題が発生する。実際に、図5(a)及び図5(b)のよう
な駆動波形が供給される時、画素140の発光時間は、図6のように第1走査線S1と接続され
た画素140から第n走査線Snに接続された画素140であるほど短くなる。
【００６４】
　これを詳しく説明すれば、画素140各々に含まれる第1キャパシタC1及び第2キャパシタC
2には、第2走査信号SP2が供給される時、データ信号に対応する電圧が充電される。した
がって、第2走査信号SP2が供給された時点から、画素140は所定の輝度の光を生成する。
そして、第1キャパシタC1及び第2キャパシタC2に充電された電圧値は、第1走査信号SP1が
供給される時、第1トランジスターM1の閾値電圧に対応する電圧に変化する。
【００６５】
　したがって、画素140の発光時間はおおよそ第2走査信号SP2が供給される時点から第1走
査信号SP1が供給される時点に決定される。ここで、第2走査信号SP2が第1走査線S1から第
n走査線Snに順次供給されるため、画素140の発光時間が異なるようになる。つまり、第2
走査信号SP2を先に供給された画素140の発光時間が、第2走査信号SP2を後に供給を受けた
画素140の発光時間より長く設定される。
【００６６】
　このような問題を解決するために本発明では奇数フレーム及び偶数フレームにおいて第
2走査信号SP2の走査順序を互いに反対になるように設定する。つまり、本発明では、奇数
フレーム期間中には図5(a)及び図5(b)のように走査駆動部100は、第2走査信号SP2を第1走
査線S1から第n走査線Snに順次供給し、偶数フレーム期間中には図7(a)及び図7(b)のよう
に第2走査信号SP2を第n走査線Snから第1走査線S1に順次供給する。ここで、図7(a)及び図
7(b)のように第2走査信号SP2を第n走査線Snから供給することになると、発光時間は、図8
のように第n走査線Snに接続された画素140から第1走査線S1に接続された画素140であるほ
ど短く設定される。
【００６７】
　すなわち、奇数フレームと偶数フレームにて第2走査信号SP2の走査順序を逆方向に設定
すれば、画素140の発光時間は平均的に同じく設定される。つまり、奇数フレーム期間中
に短い発光時間を持つ画素140は、偶数フレーム期間中に長い発光時間を持つので、すべ
ての画素140の発光時間は平均的に同じく設定され、これによって均一な画像を表示する
ことができる。
【００６８】
　一方、図7(a)のように第2走査信号SP2が第n走査線Snから供給される時、第2発光制御信
号EMI2の供給順序も第2走査信号SP2の供給順序と同じく設定される。すなわち、第2走査
信号SP2が第n走査線Snから第1走査線S1に順次供給される時、第2発光制御信号EMI2も第n
発光制御線Enから第1発光制御線E1に順次供給される。一方、第2発光制御信号EMI2は、図
7(b)のように第2期間中供給されないこともある。
【００６９】
　このように、本発明における上述の実施形態では、偶数フレーム期間中に図5(a)及び図
5(b)のように第2走査信号SP2を第1走査線S1から第n走査線Snに順次供給し、奇数フレーム
期間中に図7(a)及び図7(b)のように第2走査信号SP2を第n走査線Snから第1走査線S1に順次
供給することができる。
【００７０】
　以上、添付の図面を参照しながら本発明の好適な実施例について説明したが、前記説明
は単に本発明を説明するための目的にあり、意味限定や請求の範囲に記載された本発明の
範囲を制限するためのものではない。したがって、前記説明によって当業者にあれば、本
発明の技術思想を逸脱しない範囲に各種の変更および修正が可能であることはいうまでも
ない。
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【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明の発光表示装置及びその駆動方法は、均一な輝度の映像が表示できるようにした
ので、発光表示装置の製造分野で利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】従来の画素を示す回路図である。
【図２】図1に示された画素に供給される駆動波形を示す波形図である。
【図３】本発明の実施形態による発光表示装置を示す図である。
【図４】図3に示された画素の構造を詳しく示す回路図である。
【図５（ａ）】図4に示された画素に供給される第1駆動波形を示す波形図である。
【図５（ｂ）】図4に示された画素に供給される第1駆動波形を示す波形図である。
【図６】図5に示された駆動波形が供給される時画素の発光時間を示す図。
【図７（ａ）】図4に示された画素に供給される第2駆動波形を示す波形図である。
【図７（ｂ）】図4に示された画素に供給される第2駆動波形を示す波形図である。
【図８】図5に示された駆動波形が供給される時画素の発光時間を示す図である。
【符号の説明】
【００７３】
　10　画素
　12　画素回路
　110　走査駆動部
　120　データ駆動部
　130　画像表示部
　140　画素
、142　画素回路
　150　タイミング制御部
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