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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＯＬＥＤパネルに用いられるＯＬＥＤパネル駆動方法であって、
　前記ＯＬＥＤパネルは、画素回路アレイを含み、
　前記画素回路アレイは、走査線と、データ線と、画素ユニット回路と、を備え、
　前記画素ユニット回路のそれぞれは、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、
第３のトランジスタと、第４のトランジスタと、第１キャパシタと、ＯＬＥＤと、を備え
、
　前記第１のトランジスタのゲートは、前記第１キャパシタの一端と前記第２のトランジ
スタのソースとに共に接続され、前記第１のトランジスタのソースは、前記第３のトラン
ジスタのドレインと第２の電源端子とに共に接続され、前記第１のトランジスタのドレイ
ンは、前記第２のトランジスタのドレインと前記ＯＬＥＤのアノードとに共に接続され、
　前記第２のトランジスタのゲートは、第２の制御端に接続され、
　前記第３のトランジスタのソースは、前記第１キャパシタの他端と前記第４のトランジ
スタのドレインとに共に接続され、前記第３のトランジスタのゲートは、第１の制御端に
接続され、
　前記第４のトランジスタのゲートは、前記走査線の一端と接続された走査制御端と接続
され、前記第４のトランジスタのソースは、前記データ線の一端と接続された第１の電源
端子に接続され、
　前記ＯＬＥＤのカソードは、第３の電源端子に接続され、前記第２の電源端子と前記第
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３の電源端子とは接地されず、
　前記ＯＬＥＤパネル駆動方法は、
　第１ステップとして、第４のトランジスタをオンさせるように前記走査線が走査制御端
を通じて有効信号を出力し、前記第２のトランジスタおよび前記第３のトランジスタをオ
フさせるように前記第１の制御端と前記第２の制御端は無効信号を出力するステップと、
　第２ステップとして、前記第１のトランジスタのゲートに有効信号を、前記第１キャパ
シタを介して、入力することにより前記第１のトランジスタをオンさせるステップと、
　第３ステップとして、前記第２の電源端子により出力された第１のレベル信号は前記第
１のトランジスタを通じて前記ＯＬＥＤのアノードに伝送されるステップと、を含む
　ことを特徴とするＯＬＥＤパネル駆動方法。
【請求項２】
　前記第１ステップの前に、
　第ａステップとして、第１の電源端子および前記第２の電源端子はともに第１のレベル
信号を出力し、前記第３の電源端子は第２のレベル信号を出力するステップをさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１ステップの後であって前記第２ステップの前に、
　第ｂステップとして、前記第２のトランジスタをオンさせ、前記第１のトランジスタの
ドレイン電圧がゲート電圧に等しくなるように、前記第２の制御端は有効信号を出力する
ステップをさらに含む
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１ステップの後、前記第ｂステップにおいて、前記第２のトランジスタをオンさ
せる前に、前記第１の電源端子の出力電圧は現在のフレームのデータ電圧に変えるステッ
プをさらに含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のトランジスタのドレイン電圧およびゲート電圧はともに前記第２の電源端子
の出力電圧に等しい
　ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のトランジスタをオンさせ、前記第１のトランジスタのドレイン電圧がゲート
電圧に等しくなるように、前記第２の電源端子が有効信号を出力した後、前記第２ステッ
プの前に、前記第２の電源端子が直流基準電圧を出力するステップをさらに含む
　ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２ステップにおいて、前記第１のトランジスタをオンさせるように前記第１のト
ランジスタのゲートに有効信号を出力し、および、前記第３のトランジスタをオンさせる
ように前記第１の制御端に有効信号を出力し、
　前記第２ステップの後であって前記第３ステップの前に、前記第２のトランジスタおよ
び前記第４のトランジスタをオフさせるように前記第２の制御端および前記走査制御端は
無効信号を出力し、前記第１のトランジスタのドレインを通じてデータ電流を前記ＯＬＥ
Ｄに送るステップをさらに含む
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のトランジスタをオンさせるように前記第１のトランジスタのゲートに有効信
号を出力し、および、前記第３のトランジスタをオンさせるように前記第１の制御端が有
効信号を出力する前であって前記第１ステップの後に、
　前記第２の電源端子は第２のレベル信号を出力し、前記第３の電源端子は第１のレベル
信号を出力するステップをさらに含む
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　ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は、画素ユニット回路、画素アレイ、パネル、パネル駆動方法に係わる
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は1種の電流型発光装置として、ますます高性能表示
装置に応用されている。従来のパッシブマトリクス有機発光表示（Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｍａ
ｔｒｉｘ　ＯＬＥＤ）は表示サイズの増大につれて、さらに短い単独の画素の駆動時間が
必要であり、従って、瞬時電流を増大して、消費電力を増加する必要がある。同時に、大
きな電流の応用はＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）のラインで電圧降下が大きすぎるのを
もたらし、これにより、ＯＬＥＤの動作電圧を高すぎるようになり、さらにそれによって
、その効率を下げる。しかし、アクチブマトリックス有機発光表示（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａ
ｔｒｉｘ　ＯＬＥＤ、ＡＭＯＬＥＤ）は、順次走査するようにスイッチ素子が制御してＯ
ＬＥＤ電流を入力することによって、これらの問題をよく解決することができる。
【０００３】
　ＡＭＯＬＥＤ画素回路は、動作のプロセスの間に、スイッチ素子としてのＴＦＴの閾値
電圧の非均一性、ＯＬＥＤの非均一性あるいは抵抗の電圧降下（ＩＲ　Ｄｒｏｐ、即ち、
バックパネルでＡＲＶＤＤ電源の電力供給位置に近い領域の電源電圧は、電源の電力供給
位置から比較的に遠い領域の電圧より高い現象）などのため、回路が不安定になることを
もたらし、ＯＬＥＤ輝度は均等でないことをもたらし、それによって、画素回路アレイ全
体に影響を及ぼす。従って、関連した技術は、ＯＬＥＤ駆動回路に画素の補償を行わせる
ように、ＯＬＥＤ駆動回路を改善した。
【０００４】
　ＡＭＯＬＥＤは駆動のタイプによって３つの種類に区分されることができる：デジタル
式、電流式および電圧式。電圧式駆動方法は伝統的なＡＭＬＣＤ駆動方法に似ていて、駆
動集積チップにより１つのグレースケールを示す電圧信号を画素に提供し、この電圧信号
は画素回路の内部で電流信号に変換され、それによってＯＬＥＤを駆動する。このような
方法は、駆動のスピードが速くて、簡単に実現することができる利点があり、サイズが大
きいパネルを駆動することに適し、業界に広範に採用されている。
【０００５】
　図1に示したのは、関連した技術における第一種類のＯＬＥＤを駆動するための電圧式
駆動回路である。それぞれの画素において、Ｔ２は、データラインにおける電圧信号をＴ
１のゲートに伝送し、Ｔ１は、受信したデータ電圧信号を対応するデータ電流信号に変換
してＯＬＥＤに提供する。正常な動作を行う時、Ｔ１は飽和状態になり、その電流は次の
ように示すことができる：
【０００６】
【数１】

【０００７】
中には、

はキャリア移動度であり、
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はゲート酸化層コンデンサであり、Ｗ／ＬはＴＦＴチャネルの幅と長さの比であり、Ｖｄ
ａｔａはデータ電圧であり、ＡＲＶＤＤはＡＭＯＬＥＤのバックパネル電源であり、すべ
ての画素ユニット回路に共有され、ＶｔｈｐはＴ１の閾値電圧である。上式から分かるよ
うに、異なる画素ユニット回路の間に駆動ＴＦＴ（即ち、図1におけるＴ１）のＶｔｈｐ
が異なるならば、たとえ送り込まれたデータの電圧は同じであるとしても、ＯＬＥＤに送
り込んだ電流は相違がある。かつ、各画素に実際に加えるＡＲＶＤＤは異なるならば、Ｏ
ＬＥＤに送り込んだ電流は相違もある。
【０００８】
　図２Ａに示したのは、関連した技術における第二種類のＯＬＥＤを駆動するための電圧
式駆動回路に関する概略図であり、図２Ｂに示したのは、当該電圧式駆動回路のタイミン
グ制御に関する概略図である。この回路には、トランジスタＴ２に加えたゲート電圧はＶ
ｄａｔａ＋ Ｖｔｈｐであり、電源電圧ＶＤＤと関係がないので、当該回路はＩＲ Ｄｒｏ
ｐを補償することができるが、ＴＦＴの非均一性を補償することができない。
【０００９】
　図３Ａに示したのは、関連した技術における第三種類のＯＬＥＤを駆動するための電圧
式駆動回路に関する概略図であり、図３Ｂに示したのは、当該電圧式駆動回路のタイミン
グ制御に関する概略図である。このような回路構造は、実際的にトランジスタＴ１のゲー
トに加えた電圧がＴ１の閾値電圧Ｖｔｈと電源電圧ＥＬＶＤＤとすべて関係なく、駆動ト
ランジスタＴ１の閾値電圧の非均一性とＩＲ　Ｄｒｏｐを補償することができる。しかし
、このような回路は４つのＴＦＴ と2つのコンデンサを必要とし、しかも実際的にトラン
ジスタＴ１のゲートに加えた電圧が２つのコンデンサの割合と関係あり、そして、この回
路における２つのコンデンサの大きさはほぼ同じであり、入力電圧のダイナミック範囲が
小さい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　図４Ａに示したのは、関連した技術における第四種類のＯＬＥＤを駆動するための電圧
式駆動回路に関する概略図であり、図４Ｂに示したのは、当該電圧式駆動回路のシーケン
ス制御に関する概略図である。このような回路においてＯＬＥＤに入力した電流は一定で
あり、ＯＬＥＤの非均一性を補償することができるが、しかし、トランジスタＴ１に加え
たゲート電圧がＴ１の閾値電圧Ｖｔｈと電源電圧ＥＬＶＤＤとすべて関係あり、駆動トラ
ンジスタＴ１の閾値電圧の非均一性とＩＲ　Ｄｒｏｐを補償することができない。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一つの実施例は、一つの画素回路アレイを提供し、当該画素回路アレイは、走
査線と、データ線と、前記走査線および前記データ線により交差して限定された画素ユニ
ット回路と、を備えている。前記画素ユニット回路のそれぞれは、発光するための発光回
路と、前記発光回路を駆動するための駆動回路と、前記駆動回路を正常に動作させるため
のプレチャージ（precharge）回路と、前記駆動回路の閾値電圧を補償するための補償回
路と、前記駆動回路の制御端および入力端の電圧を保持するための保持回路と、前記プレ
チャージ回路に電圧を提供するための第１の電源端子と、前記駆動回路に電圧を提供する
ための第２の電源端子と、前記発光回路に電圧を提供するための第３の電源端子と、前記
プレチャージ回路の動作又はオフを制御するための走査制御端と、前記保持回路の動作ま
たはオフを制御するための第１の制御端および前記補償回路の動作またはオフを制御する
ための第２の制御端と、を備えている；前記プレチャージ回路の入力端が前記第１の電源
端子に接続され、その第1の出力端が前記保持回路の入力端に接続され、その第２の出力
端が前記補償回路の入力端および前記駆動回路の制御端に接続され、その制御端は前記走
査制御端に接続され、前記補償回路の出力端は前記駆動回路の出力端および前記発光回路
の入力端に接続され、その制御端は前記第２の制御端に接続され、前記保持回路の出力端
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は前記駆動回路の入力端および前記第２の制御端に接続され、その制御端は前記第１の制
御端に接続される。
【００１２】
　本発明の他の一つの実施例は、一つのＯＬＥＤパネルを提供し、上に述べた画素回路ア
レイを備える。
【００１３】
　本発明のもう一つの実施例は、一つのＯＬＥＤパネル駆動方法を提供し、上に述べたパ
ネルに用いられ、画素ユニット回路におけるプレチャージ回路は第４のトランジスタおよ
び第１のコンデンサを備え、補償回路は第２のトランジスタを備え、保持回路は第３のト
ランジスタを備え、駆動回路は第１のトランジスタを備え、発光回路は有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ）を備え、前記方法は、第４のトランジスタをオンさせるように前記走査線
が制御端を走査することにより有効信号を出力し、前記第２のトランジスタおよび前記第
３のトランジスタをオフさせるように前記第１の制御端と前記第２の制御端は無効信号を
出力するステップと、前記第１のトランジスタのゲートに有効信号を出力することにより
前記第１のトランジスタをオンさせるステップと、第２の電源端子により出力された第１
のレベル信号は前記第１のトランジスタを通じて前記ＯＬＥＤのアノードに伝送されるス
テップと、を備える。 
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】関連した技術における第一種類のＯＬＥＤを駆動するための電圧式駆動回路模式
図である。
【図２Ａ】関連した技術における第二種類のＯＬＥＤを駆動するための電圧式駆動回路模
式図である。
【図２Ｂ】関連した技術における第二種類のＯＬＥＤを駆動するための電圧式駆動回路の
タイミング制御に関する概略図である。
【図３Ａ】関連した技術における第三種類のＯＬＥＤを駆動するための電圧式駆動回路模
式図である。
【図３Ｂ】関連した技術における第三種類のＯＬＥＤを駆動するための電圧式駆動回路の
タイミング制御に関する概略図である。
【図４Ａ】関連した技術における第四種類のＯＬＥＤを駆動するための電圧式駆動回路模
式図である。
【図４Ｂ】関連した技術における第四種類のＯＬＥＤを駆動するための電圧式駆動回路の
タイミング制御に関する概略図である。
【図５】本発明の実施例におけるＯＬＥＤパネルの主な構成図である。
【図６Ａ】本発明の実施例における画素ユニット回路の主な構成図である。
【図６Ｂ】本発明の実施例における画素ユニット回路の詳細な構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施例におけるＯＬＥＤパネルは、第１の電源端子、第２の電源端子、第３の
電源端子、および、画素回路アレイを含む。前記画素回路アレイは、複数の画素ユニット
回路により構成されている。前記画素回路アレイは走査線とデータ線をさらに含む。前記
画素ユニット回路のそれぞれは、第１のトランジスタ、第２のトランジスタ、第３のトラ
ンジスタ、第４のトランジスタ、第１のコンデンサおよび有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ
）を含む。前記第１のトランジスタのゲートは前記第１のコンデンサの一端および前記第
２のトランジスタのソースに接続される。前記第１のトランジスタのソースは前記第３の
トランジスタのドレインおよび前記第２の電源端子に接続されれる。前記第１のトランジ
スタのドレインは前記第２のトランジスタのドレインおよび前記ＯＬＥＤのアノードに接
続される。前記第３のトランジスタのソースは前記第１のコンデンサの他端および前記第
４のトランジスタのドレインに接続される。前記第４のトランジスタのゲートは前記走査
線に接続される。前記第４のトランジスタのソースは前記第１の電源端子に接続される。
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本発明の実施例に提供された画素ユニット回路を用いることにより、ＯＬＥＤに送る電流
をＴＦＴの閾値電圧および電源電圧とすべて関係なくなるようにし、従って、ＴＦＴの閾
値電圧の非均一性、ＯＬＥＤの非均一性およびＩＲ　Ｄｒｏｐを補償することができる。
その上、本実施例が採用した部品はより少なく、それゆえに、効果的に開口率を高めるこ
とができる。
【００１６】
　図５を参照して、本発明の実施例におけるパネルは画素回路アレイ５０１を含む。前記
ＯＬＥＤパネルは、画素回路アレイ５０１に制御信号を提供する制御ユニット５０２をさ
らに含む。
【００１７】
　画素回路アレイ５０１は走査線、データ線および画素ユニット回路を含み、画素回路ア
レイ５０１は走査線とデータ線により交差して限定する画素ユニット回路で構成される。
【００１８】
　図６Ａを参照して、本発明の実施例における画素ユニット回路は発光するための発光回
路６０５と、発光回路６０５を駆動するための駆動回路６０４と、前記駆動回路６０４を
正常に動作させるためのプレチャージ回路６０１と、駆動回路６０４の閾値電圧を補償す
るための補償回路６０２と、前記駆動回路６０４の制御端および入力端の電圧を保持する
ための保持回路６０３と、プレチャージ回路６０１に電圧を提供するための第１の電源端
子６０６と、駆動回路６０４に電圧を提供するための第２の電源端子６０７と、発光回路
６０５に電圧を提供するための第３の電源端子６０８と、プレチャージ回路６０１のオン
又はオフを制御するための走査制御端６０９と、保持回路６０３のオンまたはオフを制御
するための第１の制御端６１０および補償回路６０２のオンまたはオフを制御するための
第２の制御端６１１と、を備える。プレチャージ回路６０１の入力端が第１の電源端子６
０６に接続され、プレチャージ回路６０１の第1の出力端が保持回路６０２の入力端に接
続され、プレチャージ回路６０１の第２の出力端が補償回路６０２の入力端および駆動回
路６０４の制御端に接続され、プレチャージ回路６０１の制御端は走査制御端６０９に接
続され、補償回路６０２の出力端は駆動回路６０４の出力端および発光回路６０５の入力
端に接続され、補償回路６０２の制御端は第２の制御端６１１に接続され、保持回路６０
３の出力端は駆動回路６０４の入力端および第２電源端子６０７に接続され、保持回路６
０３の制御端は第１の制御端６１０に接続され、発光回路６０５の出力端は第３の電源端
子６０８に接続される。第１の制御端６１０と第２の制御端６１１はすべて制御ユニット
５０２に接続され、制御ユニット５０２は、第１の制御端６１０と第２制御端６１１を通
じて異なる制御信号を出力する。走査制御端６０９は画素回路アレイにおける走査線に接
続され、走査線は、走査制御端６０９を通じてプレチャージ回路６０１に制御信号を提供
する。第１の電源端子６０６は画素回路アレイ５０１におけるデータ線に接続される。第
２の電源端子６０７および第３の電源端子６０８は、それぞれ異なる電源電圧端に接続さ
れる。
【００１９】
　第１の電源端子６０６、第２の電源端子６０７および第３の電源端子６０８は、画素回
路アレイ５０１に電源電圧を提供するために、それぞれ異なる電源電圧端に接続される。
【００２０】
　図６Ｂを参照する。プレチャージ回路６０１は、第４のトランジスタ（以下Ｔ４と略称
）および第１のコンデンサ（以下Ｃ１と略称）を含み、プレチャージ回路６０１の第１の
出力端は図６ＢにおけるＮ１端であり、第２の出力端は図６ＢにおけるＮ２端である。補
償回路６０２は第２のトランジスタ（以下Ｔ２と略称）を含む。保持回路６０３は第３の
トランジスタ（以下Ｔ３と略称）を含む。駆動回路６０４は第１のトランジスタ（以下Ｔ
１と略称）を含む。発光回路６０５はＯＬＥＤを含む。プレチャージ回路６０１の入力端
はＴ４のソース端を指し、出力端はＴ４のドレイン端を指す。補償回路６０２の入力端は
Ｔ２のソース端を指し、出力端はＴ２のドレイン端を指す。保持回路６０３の入力端はＴ
３のソース端を指し、出力端はＴ３のドレイン端を指す。駆動回路６０４の入力端はＴ１
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のソース端を指し、出力端はＴ１のドレイン端を指す。発光回路６０５の入力端は発光ダ
イオードＴ５のアノードを指す。Ｔ４はオンされると、プレチャージ回路６０１は動作す
る。Ｔ４はカットオフされると、プレチャージ回路６０１はオフする。Ｔ３はオンされる
と、保持回路６０３は動作する。Ｔ３はカットオフされると、保持回路６０３はオフする
。Ｔ２はオンされると、補償回路６０２は動作する。Ｔ２はカットオフされると、補償回
路６０２はオフする。
【００２１】
　Ｔ１のゲートはＣ１の一端およびＴ２のソースに接続される。Ｔ１のソースはＴ３のド
レインおよび第２の電源端子６０７（第２の電源端子６０７の出力端は図６ＢにおけるＶ
Ｐ端である）に接続される。Ｔ１のドレインはＴ２のドレインおよびＯＬＥＤのアノード
に接続される。Ｔ３のソースはＣ１の他端およびＴ４のドレインに接続される。Ｔ３のゲ
ートは第１の制御端６１０に接続される。Ｔ４のゲートは走査制御端６０９に接続される
。Ｔ４のソースは第１の電源端子６０６（即ち、第１の電源端子６０６の出力端は図６Ｂ
におけるＶＤ端である）に接続される。Ｔ２のゲートは第２の制御端６１１（即ち、図６
ＢにおけるＶＣ端である）に接続される。第２の制御端６１１は第２の制御信号をＴ２に
提供し、Ｔ３のゲートは第１の制御端６１０（即ち、図６ＢにおけるＥＭ端である）に接
続される。第１の制御端６１０は第１の制御信号をＴ３に提供する。中には、ＯＬＥＤは
１つの発光ダイオードＴ５と１つのンデンサＣＯＬＥＤの並列に相当することができ、Ｏ
ＬＥＤのアノードは発光ダイオードＴ５のアノードであり、即ち、図６ＢにおけるＮ３の
点であり、つまり、発光回路６０８の入力端であり、発光回路６０８の出力端は発光ダイ
オードＴ５のカソード端である。発光ダイオードＴ５のカソードは第３の電源端子６０８
に接続される。前記第１の制御信号および第２の制御信号はすべてＯＬＥＤパネルでの制
御ユニット５０２により提供され、制御ユニット５０２は第１の制御信号と第の２制御信
号を制御し、即ち、制御ユニット５０２はそれぞれ第２の制御端６１１と第１の制御端６
１０を通じてＴ２とＴ３のゲート電圧を制御する。
【００２２】
　本発明の実施例における第１のトランジスタ、第２のトランジスタ、第３のトランジス
タおよび第４のトランジスタがすべてＴＦＴであることができ、本発明の実施例における
すべてのＴＦＴはＰ型ＴＦＴを例とする。本技術分野における技術者は本発明の実施例に
対して変形を行うこともでき、例えば、本発明の実施例におけるＴＦＴはＮ型ＴＦＴを用
いることもでき、そうすると、回路の構造と制御信号のシーケンスに対して対応する変更
を行う必要があり、その動作原理もＰ型ＴＦＴにより構成された画素回路と類似し、本技
術分野における技術者は本発明の実施例における教えに基づいて、どのようにＮ型ＴＦＴ
を用いて本発明の他の実施例を実現することを自然に知っている。
【００２３】
　本発明の実施例におけるＯＬＥＤに対する駆動は３段階に分けることができる：初期化
段階、補償段階および保持段階。
【００２４】
初期化段階
　第１の電源端子６０６（ＶＤ）と第２の電源端子６０７（ＶＰ）はロー電源レベル（Ａ
ＲＶＳＳ）を出力し、第３の電源端子６０８（ＶＮ）はハイ電源レベル（ＡＲＶＤＤ）出
力する。ＯＬＥＤは電気学の性能の面で１つの発光ダイオードＴ５と第２のコンデンサ（
以下にはＣＯＬＥＤと略称）と並列接続することに相当でき、従って、ＯＬＥＤは逆方向
オフされる。図６ＢにおけるＮ１の点が直前の段階に記憶された電圧はＡＲＶＤＤであり
、Ｎ２点が直前の段階に記憶された電圧はＡＲＶＤＤーＶＤＡＴＡ(ｎー１) ＋ＶＲＦＦ
＋Ｖｔｈｐであり、ここから分かるように、Ｃ１の電圧降下は－ＶＤＡＴＡ（ｎ－１）＋
ＶＲＥＦ＋Ｖｔｈｐである。中には、ＶＤＡＴＡ(ｎー１)は直前のフレームに入力したデ
ータ電圧であり、ＶＲＦＦは直流基準電圧であり、ＶｔｈｐはＴ１の閾値電圧(Ｖｔｈｐ
＜０)である。この時、走査線がロー電源レベル (ＶＧＬ)を出力し、ＥＭとＶＣをハイ電
源レベル(ＶＧＨ)になるように制御する。Ｔ１、Ｔ４はオンされ、Ｔ２、Ｔ３はオフされ
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、Ｔ４を経てロー電源レベルＡＲＶＳＳをＮ１の点に伝送し、Ｃ１のブートストラッピン
グ効果により、Ｎ２点の電圧はＡＲＶＳＳーＶＤＡＴＡ(ｎー１) ＋ＶＲＦＦ＋Ｖｔｈｐ
になり、即ち、Ｎ１の点の電圧からＣ１の電圧降下がさし引かれる電圧になる。本発明の
実施例ＶＲＦＦを合理的に選択することを通じて、ーＶＤＡＴＡ(ｎー１)＋ＶＲＦＦ＜０
にし、つまり、Ｎ２点の電圧はロー電圧であると、Ｔ１はオンさせ、Ｎ３の点電圧もＡＲ
ＶＳＳである。
【００２５】
　その後、ＶＤ端の出力電圧はＡＲＶＳＳから現在のフレームのデータ電圧ＶＤＡＴＡ（
ｎ）になり、ＶＰはロー電源レベル（ＡＲＶＳＳ）を保持し、ＶＮはハイ電源レベル（Ａ
ＲＶＤＤ）を保持する。この時、Ｎ２点の電圧はＶＤＡＴＡ（ｎ）－ＶＤＡＴＡ（ｎ－１
）＋ＶＲＦＦ＋Ｖｔｈｐになり，つまり、Ｎ１の点の電圧からＣ１の電圧降下がさし引か
れる電圧になる。Ｎ３の点電圧はＡＲＶＳＳを保持する。ＶＣをロー電源レベル（ＶＧＬ
）になるように制御し、Ｔ２はオンされ、Ｃ１はＯＬＥＤ等価回路におけるコンデンサＣ

ＯＬＥＤに直列接続し、Ｎ２、Ｎ３の最終電圧は電荷保存原理によって得られることがで
きる（中には、Ｔ２がオンされた後に、Ｎ２点がＶIＮIＴ点とも称される）：
【００２６】
【数２】

【００２７】
そのため：　　
【００２８】

【数３】

【００２９】
がある。
ＡＲＶＳＳーＡＲＶＤＤ＜０、しかも通常ＣＯＬＥＤ＞＞Ｃ６ため、
【００３０】

【数４】

【００３１】
　Ｎ２点はＮ３の点の電圧に等しく、ＶIＮIＴである。つまり、本段階はＮ２点とＮ３の
点の電圧に対するプレチャージを完成した。
【００３２】
補償段階
　ＶＤ端は現在のフレームのデータ電圧ＶＤＡＴＡ（ｎ）を出力し、ＶＰ端は直流基準電
圧（ＶＲＦＦ）を出力し、ＶＮ端はハイ電源レベルの信号（ＡＲＶＤＤ）を出力すると、
ＯＬＥＤは逆方向オフを保持する。走査線（ＳＣＡＮ端）とＶＣをロー電源レベル（ＶＧ
Ｌ）になるように制御し、ＥＭをハイ電源レベルハイ（ＶＧＨ）ように制御する。この段
階で、ＶＲＦＦ＞０、Ｎ２、Ｎ３の点の初期電圧ＶIＮIＴ＜０、従って、この時、Ｔ１は
オンされ、１つのダイオードに相当し、電流がＶＲＦＦからＮ３の点に流れ，Ｎ３の点に
対して充電し、Ｎ３の点の電圧がＶＲＦＦ＋Ｖｔｈｐまで（即ち、ＶＲＦＦをＴ１の閾値
電圧をプラスし）上がった後、Ｔ１はオフされる。補償段階が終了する時、Ｃ１の両端に
累積された電荷は（ＶＲＦＦ＋ＶｔｈｐーＶＤＡＴＡ（ｎ））Ｃ６になり，Ｔ４が線形領
域で動作するため、閾値電圧の消耗がない。
【００３３】
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保持段階
　ＶＰ端はハイ電源レベル（ＡＲＶＤＤ）を出力し、ＶＮ端はロー電源レベル（ＡＲＶＳ
Ｓ）を出力し、ＯＬＥＤは、順方向オンされる。ＳＣＡＮ、ＶＣをハイ電源レベル（ＶＧ
Ｈ）になるよう制御し、ＥＭはロー電源レベル（ＶＧＬ）であり、Ｔ１、Ｔ３はオンされ
、Ｔ２、Ｔ４はオフされ、Ｔ１のＶＧＳ（つまり、ゲート-ソース電圧）を保持するため
、Ｃ１はＴ１のゲート-ソースの間に接続され、その累積された電荷は変えないように保
持する。Ｎ１の点は時にＴ３を通じてＡＲＶＤＤに接続され、Ｃ１のブートストラッピン
グ効果により、Ｎ２点の電圧はＡＲＶＤＤーＶＤＡＴＡ(ｎ)＋ＶＲＦＦ＋Ｖｔｈｐ（即ち
、Ｎ１の点の電圧からＣ１の電圧降下がさし引かれる電圧）。Ｔ１のＶＧＳはＶＲＦＦ＋
ＶｔｈｐーＶＤＡＴＡ(ｎ)（即ち、ARVDDからＮ２点の電圧がさし引かれる電圧）。この
時、Ｔ１に流した電流は：
【００３４】
【数５】

【００３５】
であり、
そのため：
【００３６】
【数６】

【００３７】
がある。
【００３８】
　公式（５）から分かるように、Ｔ１に流した電流はＴ１の閾値電圧と電源電圧ＡＲＶＤ
Ｄとすべて関係がないため、以上の三つの段階を通して、基本的にＴＦＴの閾値電圧の非
均一性とＩＲ Ｄｒｏｐに対する補償が実現される。入力した直流基準電圧ＶＲＦＦとデ
ータ電圧ＶＤＡＴＡ(ｎ)は一定であれば、Ｔ１に流した電流は一定であり、ＯＬＥＤの非
均一性を効果的に補償した。
【００３９】
　以下は、流れを通じて本発明実施例におけるＯＬＥＤパネル駆動方法を詳しく紹介し、
中には、以下のようなステップが含まれている。
【００４０】
　ステップ７０１：第４のトランジスタをオンさせるように走査制御端６０９は有効信号
を出力し、第２のトランジスタおよび第３のトランジスタをオフさせるように前記第１の
制御端６１０と前記第２の制御端６１１は無効信号を出力する。本発明実施例は図６Ｂを
結び付けて説明を行う。
【００４１】
　ステップ７０２：第１のトランジスタのゲートに有効信号を、プレチャージ回路を介し
て、入力することにより前記第１のトランジスタをオンさせる。
【００４２】
　ステップ７０３：第２の電源端子６０７により出力された第１のレベル信号は前記第１
のトランジスタを通じて前記ＯＬＥＤのアノードに出力される。
【００４３】
　第１の電源端子６０６および第２の電源端子６０７はすべて第１のレベル信号を出力し
、走査線は走査制御端６０９により有効信号を出力し、第３の電源端子６０８は第２のレ
ベル信号を出力し、中には、本発明実施例における第１のレベル信号はロー電源レベル信
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Ｄ）であることができ、本発明実施例における有効信号はローレベル信号であることがで
きる。同時に、第１の制御信号および第２の制御信号はすべて無効信号である。画素ユニ
ット回路におけるＯＬＥＤのアノードは図６ＢにおけるＮ３の点である。
【００４４】
　その後、第１の電源端子６０６の出力電圧は現在のフレームのデータ電圧になり、制御
ユニット５０２は、第２のトランジスタをオンさせ、しかも、第１のトランジスタのドレ
イン電圧をゲート電圧と等しくなり、すべて第２電源の端子６０７の出力電圧に等しくな
るように、第２の制御端６１１を通じて有効信号を出力する。本発明実施例における有効
信号はローレベル信号であることができる。第２の制御端は６１１は第２のトランジスタ
のゲートに接続され、制御ユニット５０２は第２の制御端は６１１を通じて第２のトラン
ジスタのゲートに有効信号を出力し、そうすると、第２のトランジスタはオンさせる。第
２の電源端子６０７は直流基準電圧を出力する。
【００４５】
　第２の電源端子６０７は第２のレベル信号を出力し、第３の電源端子６０８は第１のレ
ベル信号を出力する。第１のトランジスタをオンさせるように、第１のトランジスタのゲ
ートに有効信号を出力し、且つ、第３のトランジスタをオンさせるように、第１の制御端
６１０は有効信号を出力する。第２のトランジスタと第４のトランジスタをオフさせるよ
うに、第２の制御端６１１および走査制御端６０９は無効信号を出力し、第１のトランジ
スタのドレインを通じてデータ電流をＯＬＥＤに送り込む。
【００４６】
　本発明実施例におけるＯＬＥＤパネルには、第１の電源端子６０６、第２の電源端子６
０７、第３の電源端子６０８および画素回路アレイ５０１が含まれている；前記画素回路
アレイ５０１は画素ユニット回路により構成されている；画素回路アレイ５０１には走査
線がさらに含まれている；前記画素ユニット回路は、第１のトランジスタ、第２のトラン
ジスタ、第３のトランジスタ、第４のトランジスタ、第１コンデンサおよびＯＬＥＤを含
む；前記第１のトランジスタのゲートは前記第１のコンデンサの１端および前記第２のト
ランジスタのソースに接続する；前記第１のトランジスタのソースと前記第３のトランジ
スタのドレインおよび前記第２の電源端子に接続する；前記第１のトランジスタのドレイ
ンは前記第２のトランジスタのドレインおよび前記ＯＬＥＤのアノードに接続する；前記
第３のトランジスタのソースは前記第１のコンデンサの他の端および前記第４のトランジ
スタのドレインに接続する；前記第４のトランジスタのゲートは前記走査制御端に接続す
る；前記第４のトランジスタのソースは前記第１の電源端子６０６に接続する。
【００４７】
　本発明実施例に提供した画素ユニット回路を採用すると、入力した直流基準電圧とデー
タ電圧信号が変わらないさえであれば、ＯＬＥＤに送り込まれた電流は一定になることを
保持し、そのため、ＯＬＥＤの非均一性を補償することができる。しかも、ＯＬＥＤに送
り込んだ電流はＴＦＴの閾値電圧とＯＬＥＤパネルの電源電圧とすべて関係がなく、従っ
て、ＴＦＴの閾値電圧の非均一性とＩＲ Ｄｒｏｐを補償することができる。制御方法は
簡単で、実現しやすいである。本発明実施例における画素ユニット回路の構造は簡単で、
採用の部品はより少なく、それゆえに、効果的に開口率を高めることができる。
【００４８】
　明らかに、当該技術的分野の技術者は本発明精神と範囲から逸脱しないように本発明実
施例に対して各種の補正と変形を行うことができる。このように、もし本発明に関するこ
れらの補正と変形は本発明におけるクレームおよびそれと同じとみなす技術の範囲に属す
れば、本発明がこれらの補正と変形を含むことは本発明の意図である。
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