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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と；
　データ線から供給されるデータ信号に対応するピクセル電流を前記発光素子に供給する
ための駆動部と；
　前記駆動部と前記データ線との間に設置され，特定水平期間中の第１期間の間，ターン
オンされ，前記特定水平期間の前記第１期間を除いた第２期間中，少なくとも一度以上タ
ーンオンおよびターンオフされる第１スイッチングブロックと；
　前記駆動部および前記発光素子の共通端子と前記データ線との間に設置され，前記第１
期間中，ターンオフされ，前記第２期間中，前記第１スイッチングブロックと交互にター
ンオンおよびターンオフされる第２スイッチングブロックと；
を具備し，
　前記駆動部は，前記データ信号に対応して第１電源から前記発光素子に流れる前記ピク
セル電流を供給するための第５トランジスタと；
　前記第５トランジスタと前記第１スイッチングブロックとの間に接続され，前記第５ト
ランジスタの閾値電圧に対応する電圧を充電する第１キャパシタと；
　前記データ信号に対応する電圧を充電するための第２キャパシタと；
を具備することを特徴とする，画素。
【請求項２】
　前記第１スイッチングブロックがターンオンされる時，前記データ線から前記データ信
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号が前記駆動部に供給され，前記第２スイッチングブロックがターンオンされる時，前記
駆動部から前記ピクセル電流が前記データ線に供給されることを特徴とする，請求項１に
記載の画素。
【請求項３】
　前記第１スイッチングブロックと接続され，前記第１期間中，前記第１スイッチングブ
ロックがターンオンされ，前記第２期間中，少なくとも一度以上ターンオンおよびターン
オフされるように第１走査信号を前記第１スイッチングブロックに供給するための第１走
査線と；
　前記第２スイッチングブロックと接続され，前記第１期間中，前記第２スイッチングブ
ロックがターンオフされ，前記第２期間中，前記第１スイッチングブロックと交互にター
ンオンおよびターンオフされるように第２走査信号を前記第２スイッチングブロックに供
給するための第２走査線と；
を具備することを特徴とする，請求項１または２に記載の画素。
【請求項４】
　前記第１スイッチングブロックは，前記第１走査線によって制御され，前記データ線と
前記駆動部との間に接続される第１トランジスタと；
　前記第２走査線によって制御され，前記第１トランジスタと前記駆動部との間に接続さ
れる第２トランジスタと；
を具備し，
　前記第２トランジスタのドレイン電極およびソース電極は，電気的に接続されることを
特徴とする，請求項３に記載の画素。
【請求項５】
　前記第１スイッチングブロックは，前記第１走査線によって制御される少なくとも一つ
のＰＭＯＳ導電型の第１トランジスタと；
　前記第１トランジスタとトランスミッションゲート形態に接続され，前記第２走査線に
よって制御される少なくとも一つのＮＭＯＳ導電型の第２トランジスタと；
を具備することを特徴とする，請求項３に記載の画素。
【請求項６】
　前記第２キャパシタは，前記第１キャパシタおよび前記第１スイッチングブロックの共
通端子である第２ノードと前記第１電源との間に接続されることを特徴とする，請求項３
～５のいずれかに記載の画素。
【請求項７】
　前記駆動部は，前記第２ノードと前記第１電源との間に接続され，前記第１走査信号お
よび前記第２走査信号が供給される前にターンオンされる第６トランジスタと；
　前記第５トランジスタのゲート電極とドレイン電極との間に接続され，前記第６トラン
ジスタとともに，ターンオンされる第７トランジスタと；
をさらに具備することを特徴とする，請求項６に記載の画素。
【請求項８】
　前記駆動部と前記発光素子との間に接続され，特定水平期間の前記第１走査信号が供給
される前の期間および前記特定水平期間の前記第１走査信号が供給される期間中，ターン
オフされ，前記特定水平期間以後の前記第１走査信号が供給されない期間中，ターンオン
される第４トランジスタをさらに具備することを特徴とする，請求項３～７のいずれかに
記載の画素。
【請求項９】
　前記第１項～前記第８項のうちの何れか一項に記載の画素を有することを特徴とする，
発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，画素，および画素を用いた発光表示装置に関し，特に所望の輝度の映像が表
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示できるようにした画素，および画素を用いた発光表示装置に関する。
【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　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ），電界放出表示装置（Ｆｉｅ
ｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ），プラズマディスプレイパネル（Ｐｌａｓｍ
ａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）および発光表示装置（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生する自発
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
力で駆動できるような長所がある。一般的な発光表示装置は，画素ごとに形成されるトラ
ンジスタを用いて，データ信号に対応する電流を発光素子に供給することによって発光さ
れるようにする。
【０００４】
　図１は，従来の発光表示装置を示す図である。図１を参照すれば，従来の発光表示装置
は，走査線Ｓ１～Ｓｎおよびデータ線Ｄ１～Ｄｍによって定められた領域に形成される画
素４０を含む画像表示部３０と，走査線Ｓ１～Ｓｎを駆動するための走査駆動部１０と，
データ線Ｄ１～Ｄｍを駆動するためのデータ駆動部２０と，走査駆動部１０およびデータ
駆動部２０を制御するためのタイミング制御部５０を具備する。
【０００５】
　タイミング制御部５０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ＤＣＳおよび走査駆動制御信号ＳＣＳを生成する。タイミング制御部５０から生成され
たデータ駆動制御信号ＤＣＳは，データ駆動部２０に供給され，走査駆動制御信号ＳＣＳ
は，走査駆動部１０に供給される。そして，タイミング制御部５０は，外部から供給され
るデータ（Ｄａｔａ）をデータ駆動部２０に供給する。
【０００６】
　走査駆動部１０は，タイミング制御部５０から走査駆動制御信号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１０は，走査信号を生成し，生成さ
れた走査信号を走査線Ｓ１～Ｓｎに順次供給する。
【０００７】
　データ駆動部２０は，タイミング制御部５０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２０は，データ信号を生成
し，生成されたデータ信号を走査信号と同期されるようにデータ線Ｄ１～Ｄｍに供給する
。
【０００８】
　画像表示部３０は，外部から第１電源ＥＬＶＤＤおよび第２電源ＥＬＶＳＳを画素４０
の各々に供給する。第１電源ＥＬＶＤＤおよび第２電源ＥＬＶＳＳの供給を受けた画素４
０の各々は，データ信号に対応して，第１電源ＥＬＶＤＤから発光素子を経由して第２電
源ＥＬＶＳＳへ流れる電流を制御することによってデータ信号に対応した光を生成する。
【０００９】
　すなわち，従来の発光表示装置において，画素４０の各々は，データ信号に対応する所
定の輝度の光を生成する。
【００１０】
　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，発光表示装置およびその
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
装置およびその駆動方法および画素回路を開示した特許文献２等がある。
【００１１】
【特許文献１】大韓民国特許出願公開第２００４－２２６９６０号明細書



(4) JP 4630790 B2 2011.2.9

10

20

30

40

50

【特許文献２】大韓民国特許出願公開第２００４－３３４１６３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら，従来の発光表示装置は，画素４０の各々に含まれるトランジスタの閾値
電圧のばらつき等により所望の輝度の光を生成することができなく，データ信号に対応し
て画素４０の各々に実際に流れる電流の値を測定および制御する方法がないという問題が
あった。
【００１３】
　そこで，本発明は，このような問題に鑑みてなされたもので，その目的とするところは
，所望の輝度の映像を表示することができるようにした画素，および画素を用いた発光表
示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために，本発明の第１の観点によれば，発光素子と，データ線から
供給されるデータ信号に対応するピクセル電流を上記発光素子に供給するための駆動部と
，上記駆動部と上記データ線との間に設置されて特定水平期間の第１期間の間，ターンオ
ンされ，上記特定水平期間の上記第１期間を除いた第２期間の間，少なくとも一度以上タ
ーンオンおよびターンオフされる第１スイッチングブロックと，上記駆動部および上記発
光素子の共通端子と上記データ線との間に設置されて上記第１期間の間，ターンオフされ
，上記第２期間の間，上記第１スイッチングブロックと交互にターンオンおよびターンオ
フされる第２スイッチングブロックとを具備し，上記駆動部は，上記データ信号に対応し
て第１電源から上記発光素子に流れる上記ピクセル電流を供給するための第５トランジス
タと，上記第５トランジスタと上記第１スイッチングブロックとの間に接続され，上記第
５トランジスタの閾値電圧に対応する電圧を充電する第１キャパシタと，上記データ信号
に対応する電圧を充電するための第２キャパシタとを具備する画素が提供される。
【００１５】
　本発明によれば，上記第１キャパシタにおいて，トランジスタの閾値電圧を充電できる
ので，駆動部において，データ信号に対応する電圧にトランジスタの閾値電圧を補填した
電圧に相当するピクセル電流を流すことができる。よって，本発明の画素において，所望
の電流値を有するピクセル電流が流れるので，所望の輝度を有する画像を表示することが
できる。
【００１６】
　上記第１スイッチングブロックがターンオンされる時，上記データ線から上記データ信
号が上記駆動部に供給されてよいし，上記第２スイッチングブロックがターンオンされる
時，上記駆動部から上記ピクセル電流が上記データ線に供給されてよい。
【００１７】
　上記第１スイッチングブロックと接続され，上記第１期間中，上記第１スイッチングブ
ロックがターンオンされ，上記第２期間中，少なくとも一度以上ターンオンおよびターン
オフされるように第１走査信号を上記第１スイッチングブロックに供給するための第１走
査線と，上記第２スイッチングブロックと接続され，上記第１期間中，上記第２スイッチ
ングブロックがターンオフされ，上記第２期間中，上記第１スイッチングブロックと交互
にターンオンおよびターンオフされるように第２走査信号を上記第２スイッチングブロッ
クに供給するための第２走査線とを具備することができる。
【００１８】
　上記第１スイッチングブロックは，上記第１走査線によって制御され，上記データ線と
上記駆動部との間に接続される第１トランジスタと，上記第２走査線によって制御され，
上記第１トランジスタと上記駆動部との間に接続される第２トランジスタとを具備し，上
記第２トランジスタのドレイン電極およびソース電極は，電気的に接続されてよい。
【００１９】
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　上記第１スイッチングブロックは，上記第１走査線によって制御される少なくとも一つ
のＰＭＯＳ導電型の第１トランジスタと，上記第１トランジスタとトランスミッションゲ
ート形態に接続され，上記第２走査線によって制御される少なくとも一つのＮＭＯＳ導電
型の第２トランジスタとを具備することができる。
【００２０】
　上記第２キャパシタは，上記第１キャパシタおよび上記第１スイッチングブロックの共
通端子である第２ノードと上記第１電源との間に接続されてよい。
【００２１】
　上記駆動部は，上記第２ノードと上記第１電源との間に接続され，上記第１走査信号お
よび上記第２走査信号が供給される前にターンオンされる第６トランジスタと，上記第５
トランジスタのゲート電極と第２電源との間に接続され，上記第６トランジスタとともに
，ターンオンされる第７トランジスタとをさらに具備することができる。
【００２２】
　上記駆動部と上記発光素子との間に接続され，特定水平期間の上記第１走査信号が供給
される前の期間および上記特定水平期間の上記第１走査信号が供給される期間中，ターン
オフされ，上記特定水平期間以後の上記第１走査信号が供給されない期間中，ターンオン
される第４トランジスタをさらに具備することができる。
【００２３】
　上記課題を解決するために，本発明の第２の観点によれば，上記記載の画素を有する発
光表示装置が提供される。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように本発明によれば，データに対応する階調電流の値と画素に流れるピ
クセル電流の値を比べて，比較した結果に対応して，ピクセル電流の値が階調電流の値と
類似の電流値となるように階調電圧を変更することにより，画素から所望の輝度の映像を
表示することができる画素，および画素を用いた発光表示装置を提供することができる。
また，本発明の画素の各々は，トランジスタの閾値電圧を補償することができる構造を有
するので，速い時間以内に所望のピクセル電流を生成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお，本明細書及び図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２６】
　図２は，本発明の実施形態に係る発光表示装置を示す図である。図２を参照すれば，本
発明の実施形態に係る発光表示装置は，第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｎ，第２走査線Ｓ２１～
Ｓ２ｎ，発光制御線Ｅ１～Ｅｎおよびデータ線Ｄ１～Ｄｍによって定められた領域に形成
される画素１４０を含む画像表示部１３０と，第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｎ，第２走査線Ｓ
２１～Ｓ２ｎおよび発光制御線Ｅ１～Ｅｎを駆動するための走査駆動部１１０と，データ
線Ｄ１～Ｄｍを駆動するためのデータ駆動部１２０と，走査駆動部１１０およびデータ駆
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。
【００２７】
　画像表示部１３０は，第１走査線Ｓ１１～Ｓ１ｎ，第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎ，発光制
御線Ｅ１～Ｅｎおよびデータ線Ｄ１～Ｄｍによって定められた領域に形成される画素１４
０を具備する。
【００２８】
　画素１４０は，外部から第１電源ＥＬＶＤＤおよび第２電源ＥＬＶＳＳの供給を受ける
。第１電源ＥＬＶＤＤおよび第２電源ＥＬＶＳＳに対応する電圧の供給を受けた画素１４
０の各々は，データ線Ｄ１～Ｄｍから供給されるデータ信号に対応して，第１電源ＥＬＶ
ＤＤから発光素子を経由して第２電源ＥＬＶＳＳに流れるピクセル電流を制御する。そし
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て，画素１４０は，１水平期間の一部期間の間，ピクセル電流をデータ線Ｄ１～Ｄｍを経
由してデータ駆動部１２０に供給する。このために，画素１４０の各々は，図３と同様に
構成することができる。図３に示した画素１４０の詳細な構造は，後述する。
【００２９】
　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ＤＣＳおよび走査駆動制御信号ＳＣＳを生成する。タイミング制御部１５０から生成
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（Ｄａｔａ）をデータ駆動部１２０に供給する。
【００３０】
　走査駆動部１１０は，タイミング制御部１５０から走査駆動制御信号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走査線Ｓ１１～
Ｓ１ｎに第１走査信号を順次供給するとともに，第２走査線Ｓ２１～Ｓ２ｎに第２走査信
号を順次供給する。
【００３１】
　ここで，走査駆動部１１０は，図４に示されたように，１水平期間中の第１期間の間，
画素１４０の第１トランジスタＭ１がターンオンされ，第２期間の間，第１トランジスタ
Ｍ１がターンオンおよびターンオフを繰り返すように第１走査信号を供給する。そして，
走査駆動部１１０は，１水平期間中の第１期間の間，画素１４０の第２トランジスタＭ２
がターンオフされ，第２期間の間，第１トランジスタＭ１と交互にターンオンおよびター
ンオフを繰り返すように第２走査信号を供給する。
【００３２】
　また，走査駆動部１１０は，第１走査信号および第２走査信号が供給される期間中，第
３トランジスタＭ３がターンオフされ，それ以外の期間の間，第１走査信号および第２走
査信号が供給されない期間の間，ターンオンされるように発光制御信号を供給する。すな
わち，発光制御信号は，第１走査信号および第２走査信号と重畳されるように供給され，
発光制御信号の幅は，第１走査信号の幅と同一または広く設定される。つまり，特定水平
期間の第１走査信号が供給される期間，第３トランジスタＭ３がターンオフされ，特定水
平期間以後の第１走査信号が供給されない期間，ターンオンされるように発光制御信号が
供給される。
【００３３】
　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，タイミング
制御部１５０より供給されるデータ（Ｄａｔａ）に対応してデータ信号を生成し，生成さ
れたデータ信号をデータ線Ｄ１～Ｄｍに供給する。ここで，データ駆動部１２０は，デー
タ信号として所定の階調電圧をデータ線Ｄ１～Ｄｍに供給する。
【００３４】
　そして，データ駆動部１２０は，第２期間の一部期間の間，画素１４０からピクセル電
流の供給を受け，供給を受けたピクセル電流がデータに対応する電流値を有するか否かを
チェックする。ここで，データとは，タイミング制御部１５０が外部から供給されるもの
であり，タイミング制御部１５０は，このデータ（Ｄａｔａ）をデータ駆動部１２０へ供
給する。例えば，データのビット値（または，階調値)に対応して，画素１４０に流れる
べきピクセル電流の値が１０ｕＡの場合，データ駆動部１２０は，データ駆動部１２０に
供給されるピクセル電流の値が１０ｕＡであるか否かをチェックする。
【００３５】
　ここで，画素１４０の各々に所望の値を有する電流が供給されない場合，データ駆動部
１２０は，画素１４０の各々に所望の値を有する電流が流れるように階調電圧を変更する
。このために，データ駆動部１２０は，ｊ(ｊは自然数)個のチャンネルで構成される少な
くとも一つ以上のデータ集積回路１２９を具備する。データ集積回路１２９の詳細な構成
は，後述する。
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【００３６】
　図３は，図２に示された画素１４０の第１実施形態を詳しく示す図である。図３では，
説明の便宜性のためにｍ番目のデータ線Ｄｍ，ｎ番目の第１走査線Ｓ１ｎ，ｎ番目の第２
走査線Ｓ２ｎ，およびｎ番目の発光制御線Ｅｎに接続された画素１４０を示す。そして，
図３において，第１トランジスタＭ１～第４トランジスタＭ４がＰＭＯＳ導電型に示され
たが，本発明の実施形態は，これに限定されるものではない。
【００３７】
　図３を参照すれば，本発明の第１実施形態に係る画素１４０は，発光素子ＯＬＥＤ，第
１スイッチングブロック１４１，第２スイッチングブロック１４２，駆動部１４３および
第３トランジスタＭ３を具備する。
【００３８】
　第１スイッチングブロック１４１は，データ線Ｄｍと駆動部１４３の間に接続されて，
データ線Ｄｍから供給されるデータ信号に対応する階調電圧を駆動部１４３に供給する。
このために，第１スイッチングブロック１４１は，少なくとも一つ以上のトランジスタを
具備する。例えば，第１スイッチングブロック１４１は，一つの第１トランジスタＭ１を
具備することができる。第１トランジスタＭ１は，ｎ番目の第１走査線Ｓ１ｎから供給さ
れる第１走査信号によって制御される。
【００３９】
　第２スイッチングブロック１４２は，駆動部１４３および発光素子ＯＬＥＤの共通端子
とデータ線Ｄｍの間に接続され，駆動部１４３から供給されるピクセル電流をデータ線Ｄ
ｍに供給する。このために，第２スイッチングブロック１４２は，少なくとも一つ以上の
トランジスタを具備する。例えば，第２スイッチングブロック１４２は，一つの第２トラ
ンジスタＭ２を具備することができる。第２トランジスタＭ２は，ｎ番目の第２走査線Ｓ
２ｎから供給される第２走査信号によって制御される。
【００４０】
　第３トランジスタＭ３は，駆動部１４３と発光素子ＯＬＥＤとの間に接続される。この
ような第３トランジスタＭ３は，ｎ番目の発光制御線Ｅｎから供給される発光制御信号に
よって制御される。実際に，第３トランジスタＭ３は，発光制御信号が供給される時，タ
ーンオフされ，その他の期間の間，発光制御信号が供給されない時，ターンオンされる。
例えば，第３トランジスタは，特定水平期間の第１トランジスタに第１走査信号が供給さ
れる期間において，ｎ番目の発光制御線Ｅｎから発光制御信号が供給されるのでターンオ
フされ，特定水平期間以後の第１トランジスタに第１走査信号が供給されない期間におい
て，発光制御信号が供給されないのでターンオンされる。
【００４１】
　駆動部１４３は，第１トランジスタＭ１から供給される階調電圧に対応するピクセル電
流を第２トランジスタＭ２および第３トランジスタＭ３に供給する。このために，駆動部
１４３は，第１電源ＥＬＶＤＤと第３トランジスタＭ３との間に接続される第４トランジ
スタＭ４と，第４トランジスタＭ４のゲート電極と第１電源ＥＬＶＤＤとの間に接続され
る第１キャパシタＣ１を具備する。第１キャパシタＣ１は，階調電圧に対応する所定の電
圧を充電する。第４トランジスタＭ４は，第1キャパシタＣ１に充電された電圧に対応し
てピクセル電流を供給する。
【００４２】
　図４は，図３に示された画素１４０の駆動方法を示す波形図である。図３および図４を
参照して，画素１４０の動作過程を詳しく説明すれば，まず，１フレームの特定水平期間
中において，ｎ番目の第１走査線Ｓ１ｎに第１走査信号が供給されるとともに，ｎ番目の
第２走査線Ｓ２ｎに第２走査信号が供給される。
【００４３】
　第１走査信号の供給を受けた第１トランジスタＭ１は，１水平期間中の第１期間の間，
ターンオンされる。第１トランジスタＭ１がターンオンされると，第１期中にデータ線Ｄ
ｍに供給されるデータ信号(階調電圧)が第１キャパシタＣ１に供給される。この時，第１
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キャパシタＣ１には，データ信号に対応する所定の電圧が充電される。一方，第２走査信
号の供給を受けた第２トランジスタＭ２は，第１期間の間，ターンオフ状態を維持する。
【００４４】
　以後，第２期間の一部期間の間，第１トランジスタＭ１がターンオフされ，第２トラン
ジスタＭ２がターンオンされる。第２トランジスタＭ２がターンオンされると，第１キャ
パシタＣ１に充電された所定の電圧に対応して，第４トランジスタＭ４から供給されるピ
クセル電流がデータ線Ｄｍに供給される。データ線Ｄｍへ供給されたピクセル電流は，デ
ータ駆動部１２０に供給され，ピクセル電流の供給を受けたデータ駆動部１２０は，画素
１４０に所望の電流値を有するピクセル電流が流れるように階調電圧の電圧値を増減させ
る。
【００４５】
　以後，第２トランジスタＭ２がターンオフされ，第１トランジスタＭ１がターンオンさ
れる。第１トランジスタＭ１がターンオンされると，データ駆動部１２０から増減された
階調電圧が第１キャパシタＣ１に供給され，第１キャパシタＣ１の充電電圧値が変化する
。実際に，第２期間の間に，第１トランジスタＭ１は，少なくとも一度以上ターンオンお
よびターンオフされ，第１トランジスタと交互に第２トランジスタＭ２は，ターンオンお
よびターンオフされて，所望の値を有するピクセル電流が画素１４０に流れるように第１
キャパシタＣ１の充電電圧値を変化させる。
【００４６】
　図５は，図２に示されたデータ集積回路を詳しく示す図である。図５では，説明の便宜
性のために，データ集積回路１２９がｊ個のチャンネルを有すると仮定する。
【００４７】
　図５を参照すれば，データ集積回路１２９は，サンプリング信号を順次生成するための
シフトレジスタ部２００と，サンプリング信号に応答してデータを順次保存するためのサ
ンプリングラッチ部２１０と，サンプリングラッチ部２１０のデータを一時保存するとと
もに，保存されたデータを電圧デジタルーアナログ変換部(以下，“ＶＤＡＣ部”という
。)２３０および電流デジタルーアナログ変換部(以下，“ＩＤＡＣ部”という。)２４０
に供給するためのホルディングラッチ部２２０と，データの階調値（または，ビット値）
に対応して階調電圧を生成するＶＤＡＣ部２３０と，データの階調値に対応して階調電流
を生成するＩＤＡＣ部２４０と，データ線Ｄ１～Ｄｊから供給されるピクセル電流に対応
して階調電圧を変更させるための電圧調整ブロック２５０と，電圧調整ブロック２５０か
ら供給される階調電圧をデータ信号としてデータ線Ｄ１～Ｄｊに供給するためのバッファ
部２６０と，データ線Ｄ１～Ｄｊをバッファ部２６０または電圧調整ブロック２５０のう
ちのいずれか一つと選択的に接続させるための選択ブロック２８０を具備する。ここで，
データは，タイミング制御部１５０が外部から供給されるものであり，タイミング制御部
１５０は，このデータ（Ｄａｔａ）をデータ駆動部１２０のデータ集積回路１２９へ供給
する。
【００４８】
　シフトレジスタ部２００は，タイミング制御部１５０からソースシフトクロックＳＳＣ
およびソーススタートパルスＳＳＰの供給を受ける。ソースシフトクロックＳＳＣおよび
ソーススタートパルスＳＳＰの供給を受けたシフトレジスタ部２００は，ソースシフトク
ロックＳＳＣの１周期ごとにソーススタートパルスＳＳＰをシフトさせながら順次ｊ個の
サンプリング信号を生成する。このために，シフトレジスタ部２００は，ｊ個のシフトレ
ジスタ２００１～２００ｊを具備する。ここで，ソースシフトクロックＳＳＣおよびソー
ススタートパルスＳＳＰは，タイミング制御部１５０より供給されるデータ駆動制御信号
ＤＣＳである。
【００４９】
　サンプリングラッチ部２１０は，シフトレジスタ部２００から順次供給されるサンプリ
ング信号に応答してタイミング制御部１５０より供給されるデータを順次保存する。ここ
で，サンプリングラッチ部２１０は，ｊ個のデータを保存するためにｊ個のサンプリング
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ラッチ２１０１～２１０ｊを具備する。そして，各々のサンプリングラッチ２１０１～２
１０ｊは，データのビット値に対応する容量を有する。例えば，データがｋビットで構成
される場合，サンプリングラッチ２１０１～２１０ｊ各々は，ｋビットの容量に設定され
る。
【００５０】
　ホルディングラッチ部２２０は，ソース出力イネーブルＳＯＥ信号が入力される時，サ
ンプリングラッチ部２１０からデータの入力を受けて保存する。そして，ホルディングラ
ッチ部２２０は，ソース出力イネーブルＳＯＥ信号が入力される時，ホルディングラッチ
部２２０に保存されたデータをＶＤＡＣ部２３０およびＩＤＡＣ２４０部に供給する。こ
のために，ホルディングラッチ部２２０は，ｋビットに設定されたｊ個のホルディングラ
ッチ２２０１～２２０ｊを具備する。
【００５１】
　ＶＤＡＣ部２３０は，ホルディングラッチ部２２０から供給されるデータのビット値(
すなわち，階調値)に対応して階調電圧を生成し，生成された階調電圧を電圧調整ブロッ
ク２５０に供給する。ここで，ＶＤＡＣ部２３０は，ホルディングラッチ部２２０から供
給されるｊ個のデータに対応してｊ個の階調電圧を生成する。このために，ＶＤＡＣ部２
３０は，ｊ個の電圧生成部２３０１～２３０ｊを具備する。以後，説明の便宜性のために
，ＶＤＡＣ部２３０に生成された階調電圧を第１階調電圧と呼ぶこともある。
【００５２】
　ＩＤＡＣ部２４０は，ホルディングラッチ部２２０から供給されるデータのビット値に
対応して階調電流を生成し，生成された階調電流を電圧調整ブロック２５０に供給する。
ここで，ＩＤＡＣ部２４０は，ホルディングラッチ部２２０から供給されるｊ個のデータ
に対応してｊ個の階調電流を生成する。このために，ＩＤＡＣ部２４０はｊ個の電流生成
部２４０１～２４０ｊを具備する。
【００５３】
　電圧調整ブロック２５０は，ＶＤＡＣ部２３０より第１階調電圧，ＩＤＡＣ部２４０よ
り階調電流およびデータ線Ｄ１～Ｄｊから選択ブロック２８０を通じてピクセル電流の供
給を受ける。第１階調電圧，階調電流およびピクセル電流の供給を受けた電圧調整ブロッ
ク２５０は，階調電流とピクセル電流の電流値の差を比較し，比較した電流値の差に対応
して第１階調電圧の電圧値を再調整する。以後，説明の便宜性のために，電圧調整ブロッ
ク２５０で再調整された第１階調電圧を第２階調電圧と呼ぶこともある。
【００５４】
　理想的に，電圧調整ブロック２５０は，階調電流とピクセル電流の値が等しい値に設定
されるように第２階調電圧の電圧値を制御する。このために，電圧調整ブロック２５０は
，ｊ個の電圧調整部２５０１～２５０ｊを具備する。
【００５５】
　バッファ部２６０は，電圧調整ブロック２５０から供給される第１階調電圧または第２
階調電圧をｊ本のデータ線Ｄ１～Ｄｊに供給する。このために，バッファ部２６０は，ｊ
個のバッファ２６０１～２６０ｊを具備する。ここで，バッファ部２６０は，階調電圧を
データ信号として選択ブロック２８０に供給する。よって，階調電圧に対応するデータ信
号が選択ブロック２８０を通じて，データ線Ｄ１～Ｄｊに供給される。
【００５６】
　選択ブロック２８０は，データ線Ｄ１～Ｄｊをバッファ部２６０または電圧調整ブロッ
ク２５０と選択的に接続させる。このために，選択ブロック２８０は，ｊ個の選択部２８
０１～２８０ｊを具備する。
【００５７】
　図６は，図２に示されたデータ集積回路の他の実施形態を示すブロック図である。一方
，本発明の実施形態に係るデータ集積回路は，図６のようにホルディングラッチ部２２０
とＶＤＡＣ部２３０およびＩＤＡＣ部２４０との間にレベルシフタ部２７０をさらに含む
ことができる。
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【００５８】
　レベルシフタ部２７０は，ホルディングラッチ部２２０から供給されるデータの電圧レ
ベルを上昇させてＶＤＡＣ部２３０およびＩＤＡＣ部２４０に供給する。
【００５９】
　外部システムからデータ集積回路１２９に高い電圧レベルを有するデータが供給される
と，電圧レベルに対応した回路部品が設置されなければならないから製造コストが増加す
る。したがって，本発明の実施形態によれば，データ集積回路１２９の外部には，低い電
圧レベルを有するデータを供給し，この低い電圧レベルを有するデータをレベルシフタ部
２７０で高い電圧レベルに昇圧させることができる。
【００６０】
　図７は，図５に示された電圧調整部および選択部を詳しく示す図である。図７には，説
明の便宜性のためにｊ番目の電圧調整部２５０ｊおよびｊ番目の選択部２８０ｊを示す。
【００６１】
　図７を参照すれば，本発明の実施形態に係る選択部２８０ｊは，バッファ２６０ｊとデ
ータ線Ｄｊとの間に接続される第５トランジスタＭ５と，電圧調整部２５０ｊとデータ線
Ｄｊとの間に接続される第６トランジスタＭ６を具備する。第５トランジスタＭ５および
第６トランジスタＭ６は，交互にターンオンされ，データ線Ｄｊをバッファ２６０ｊまた
は電圧調整部２５０ｊのいずれか一つと接続させる。このために，第５トランジスタＭ５
および第６トランジスタＭ６は，互いに異なる導電型に設定される。そして，第５トラン
ジスタＭ５および第６トランジスタＭ６は，制御ラインＣＬから供給される選択信号によ
って制御される。
【００６２】
　図８は，図７に示された選択部２８０ｊに供給される選択信号を示す図である。選択信
号は，図８に示されたように１水平期間中に第１期間の間，第５トランジスタＭ５がター
ンオンされ，第６トランジスタＭ６がターンオフされるように供給される。そして，選択
信号は，第２期間の間，第５トランジスタＭ５が少なくとも一度以上ターンオンおよびタ
ーンオフされるように供給され，第５トランジスタＭ５と交互に第６トランジスタＭ６が
ターンオンおよびターンオフされるように供給される。実際に，選択信号は，第２期間の
間，第１トランジスタＭ１と同様に第５トランジスタＭ５がターンオンおよびターンオフ
され，第２トランジスタＭ２と同様に第６トランジスタＭ６がターンオンおよびターンオ
フされるように供給される。よって，選択ブロック２８０は，第５トランジスタがターン
オンされて，データ線Ｄ１～Ｄｊとバッファ部２６０を接続する時，ＶＤＡＣ部２３０で
生成された階調電圧をバッファ部２６０からデータ線Ｄ１～Ｄｊを通じて画素１４０へ供
給し，第６トランジスタがターンオンされて，データ線Ｄ１～Ｄｊと電圧調整ブロック２
５０を接続する時，データ線Ｄ１～Ｄｊから電圧調整ブロック２５０へ画素１４０で流れ
るピクセル電流を供給する。
【００６３】
　図７によると，電圧調整部２５０ｊは，比較部２５２，電圧増減部２５４，制御部２５
６，キャパシタＣおよびスイッチング素子ＳＷ１を具備する。スイッチング素子ＳＷ１は
，ＶＤＡＣ部２３０とバッファ２６０ｊとの間に設置される。このようなスイッチング素
子ＳＷ１は，制御部２５６の制御によって第１期間の間，ターンオンされ，第２期間の間
，ターンオフされる。
【００６４】
　キャパシタＣは，スイッチング素子ＳＷ１とバッファ２６０ｊとの共通端子である第１
ノードＮ１と電圧増減部２５４との間に設置される。第１ノードＮ１と電圧増減部２５４
との間に設置されたキャパシタＣは，電圧増減部２５４から供給される電圧に対応して第
１ノードＮ１の電圧値を増減させる。すなわち，電圧増減部２５４から高い電圧が供給さ
れれば，キャパシタＣによって第１ノードＮ１の電圧値が増加され，電圧増減部２５４か
ら低い電圧が供給されれば，キャパシタＣによって第１ノードＮ１の電圧値が減少される
。
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【００６５】
　比較部２５２は，ＩＤＡＣ部２４０から階調電流の供給を受け，データ線Ｄｊおよび選
択部２８０ｊを経由して画素１４０からピクセル電流の供給を受ける。ピクセル電流は，
現在第１走査信号および第２走査信号が供給される画素１４０から供給される。ピクセル
電流および階調電流の供給を受けた比較部２５２は，階調電流とピクセル電流の値を比較
し，比較した結果に対応する第１制御信号または第２制御信号を電圧増減部２５４に供給
する。例えば，比較部２５２は，階調電流の値がピクセル電流の値より大きい場合，第１
制御信号を生成し，階調電流の値がピクセル電流の値より小さい場合，第２制御信号を生
成して電圧増減部２５４に供給する。
【００６６】
　電圧増減部２５４は，比較部２５２から供給される第１制御信号または第２制御信号に
対応して所定の電圧値をキャパシタＣに供給する。ここで，電圧増減部２５４は，ピクセ
ル電流および階調電流の値が類似または同一になるように所定の電圧をキャパシタＣに供
給する。すると，第１ノードＮ１の電圧値，つまり第１期間，スイッチング素子ＳＷ１が
ターンオンされてＶＤＡＣ部２３０より供給される第１階調電圧は，キャパシタＣに供給
された電圧に対応して増加または減少される。ここで，増加または減少された第１ノード
Ｎ１の電圧は，第２階調電圧として利用される。よって，第１期間の間，スイッチング素
子ＳＷ１がターンオンされるので，ＶＤＡＣ部２３０より供給される第１階調電圧が第１
ノードＮ１に供給され，第２期間の間，スイッチング素子ＳＷ１がターンオフされるので
，第１ノードＮ１で第１階調電圧が維持される。維持された第１階調電圧をもとに，電圧
増減部２５４によってピクセル電流と階調電流の値が類似もしくは同一になるように電圧
の増減を行う。第２期間において，増減された電圧は，その都度，第１ノードＮ１の電圧
であるため，再度増減された第１ノードＮ１の電圧は，電圧増減部２５４によってピクセ
ル電流と階調電流の値が類似もしくは同一になるまで増減される。
【００６７】
　制御部２５６は，１水平期間１Ｈ中の第１期間の間，スイッチング素子ＳＷ１をターン
オンさせ，第２期間の間，スイッチング素子ＳＷ１をターンオフさせる。そして，制御部
２５６は，第２期間の間，徐々に増加されるカウンティング信号を電圧増減部２５４に供
給する。例えば，制御部２５６は“１”から“Ｌ”(Ｌは自然数)まで増加されるカウンテ
ィング信号を電圧増減部２５４に供給する。このために，制御部２５６の内部には，図示
されていないカウンタが含まれる。制御部２５６のカウンティング信号は，リセット信号
が供給される時，初期化される。ここで，リセット信号は，１水平期間単位に供給される
信号に設定される。例えば，リセット信号は，水平同期信号Ｈまたは走査信号などを利用
することができる。
【００６８】
　動作過程を詳しく説明すれば，まず，１水平期間の第１期間中，スイッチング素子ＳＷ
１，第５トランジスタＭ５および第１トランジスタＭ１がターンオンされる。スイッチン
グ素子ＳＷ１がターンオンされると，ＶＤＡＣ部２３０から供給される第１階調電圧がバ
ッファ２６０ｊおよび第５トランジスタＭ５を経由してデータ線Ｄｊに供給される。デー
タ線Ｄｊに供給された第１階調電圧は，走査信号によって選択された画素１４０に供給さ
れる。
【００６９】
　すなわち，データ線Ｄｊに供給された第１階調電圧は第１走査信号によってターンオン
された第１トランジスタＭ１を経由して駆動部１４３に供給される。すると，駆動部１４
３に含まれた第１キャパシタＣ１に第１階調電圧に対応する電圧が充電される。実際に，
第１期間は，画素１４０に含まれた第１キャパシタＣ１に第１階調電圧に対応する所定の
電圧が充電されるようにその期間が設定される。
【００７０】
　画素１４０に含まれた第１キャパシタＣ１に所定の電圧が充電された後で第２期間が始
まる時，第６トランジスタＭ６および第２トランジスタＭ２がターンオンされ，スイッチ
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ング素子ＳＷ１，第５トランジスタＭ５および第１トランジスタＭ１がターンオフされる
。スイッチング素子ＳＷ１がターンオフされると，第１ノードＮ１がフローティングされ
る。この時，第１ノードＮ１は，図示されていない寄生キャパシタなどによって第１階調
電圧の電圧を維持する。第２トランジスタＭ２がターンオンされると，画素１４０の駆動
部１４３から生成されたピクセル電流が第２トランジスタＭ２，データ線Ｄｊおよび第６
トランジスタＭ６を経由して比較部２５２に供給される。
【００７１】
　ピクセル電流の供給を受けた比較部２５２は，ＩＤＡＣ部２４０から供給される階調電
流とピクセル電流の値を比較し，比較結果に対応して第１制御信号または第２制御信号を
生成して電圧増減部２５４に供給する。ここで，階調電流は，データに対応して画素１４
０に実際に流れるべき理想的な電流値を有するものであり，ピクセル電流は画素１４０に
実際に流れる電流値を有する。
【００７２】
　第２期間の間，制御部２５６は，”１“から”Ｌ“まで増加されるカウンティング信号
を電圧増減部２５４に供給する。カウンティング信号の供給を受けた電圧増減部２５４は
，比較部２５２から供給される第１制御信号または第２制御信号に対応してキャパシタＣ
に所定の電圧値を供給する。ここで，電圧増減部２５４は，第１制御信号または第２制御
信号に対応して階調電流とピクセル電流の値が同一または類似するようにキャパシタＣに
供給される電圧値を制御する。すると，第１ノードＮ１の電圧値がキャパシタＣに供給さ
れる電圧値に対応して変化されて第２階調電圧が生成される。
【００７３】
　第２階調電圧が生成された後，第６トランジスタＭ６および第２トランジスタＭ２がタ
ーンオフされ，第５トランジスタＭ５および第１トランジスタＭ１がターンオンされる。
第５トランジスタＭ５および第１トランジスタＭ１がターンオンされると，第１ノードＮ
１に印加された第２階調電圧が画素１４０に供給される。すると，画素１４０では第２階
調電圧に対応するピクセル電流が生成される。実際に，本発明の実施形態では，第２期間
の間，階調電流とピクセル電流の値が類似または同じくなるように第６トランジスタＭ６
および第２トランジスタＭ２とが，少なくとも一度以上ターンオンおよびターンオフされ
，第６トランジスタＭ６および第２トランジスタＭ６と交互に第５トランジスタＭ５およ
び第１トランジスタＭ１が，ターンオンおよびターンオフされる。
【００７４】
　一方，電圧増減部２５４で増減される電圧の範囲は，カウンティング信号によって決ま
る。例えば，電圧増減部２５４は，一番目のカウンティング信号(例えば，“１”)が供給
される時，図９のように，第１電圧Ｖ１の範囲内で電圧を増減する。ここで，図９は，図
７に示された電圧増減部２５４に制御される電圧範囲を示す図である。
【００７５】
　言い換えれば，一番目のカウンティング信号が供給されれば，Ｖ１×１／２の電圧が電
圧増減部２５４よりキャパシタＣに供給され，それにより，第１ノードＮ１の電圧が増加
または減少される。そして，電圧増減部２５４は，二番目のカウンティング信号(例えば
，“２”)が供給される時，第１電圧Ｖ１より低い第２電圧Ｖ２の範囲内で電圧を増減す
る。言い換えれば，二番目のカウンティング信号が供給されれば，Ｖ２×１／２の電圧が
増加または減少される。
【００７６】
　一方，第２電圧Ｖ２は，第１電圧Ｖ１のおよそ１／２に設定される。そして，電圧増減
部２５４は，三番目のカウンティング信号(例えば，“３”)が供給される時，第２電圧Ｖ
２より低い第３電圧Ｖ３の範囲内で電圧を増減する。すなわち，カウンティング信号が増
加されるほど電圧増減部２５４で増減される電圧の範囲は低くなる。ここで，低くなる電
圧の範囲は，一つ前の段階での電圧の範囲の１／２に設定される。このような方式で電圧
増減部２５４は，階調電流およびピクセル電流の値が同一または類似するようにキャパシ
タＣに供給される電圧を制御する。つまり，１水平期間の第２期間において，比較部２５
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２による階調電流とピクセル電流の値の比較により，第１制御信号，第２制御信号が比較
部２５２から電圧増減部２５４に供給される。そして，電圧増減部２５４は，制御部２５
６より供給されるカウンティング信号に応じた電圧の範囲で，比較部２５２からの第１制
御信号，第２制御信号に対応して第１階調電圧の増減を行い，第２階調電圧が生成される
。第２階調電圧についても，第１階調電圧の場合と同様の過程が行われ，ピクセル電流と
階調電流の値が類似または同一になるまで電圧の増減が行われる。よって，第２期間中，
電圧の増減が必要である場合，比較部２５２より第１制御信号，第２制御信号が供給され
，制御部２５６よりカウンティング信号が供給される。また，制御部２５６において，例
えば，階調電流とピクセル電流の値が一致した時，全てのカウンティング信号が供給され
ていてもよい。
【００７７】
　一方，図３に示された画素１４０の駆動部１４３は，第４トランジスタＭ４の閾値電圧
を補償することができない。言い換えれば，所望の電圧値を有するデータ信号(第１階調
電圧または第２階調電圧)が供給されても第４トランジスタＭ４の閾値電圧によってデー
タ信号の電圧値が変化される。したがって，画素１４０の駆動部１４３が図３に示された
ように構成されれば，画素１４０から所望の電流値を有するピクセル電流が流れるまで多
くの時間が消費される。
【００７８】
　言い換えれば，画素１４０の駆動部１４３が図３のように構成されれば，１水平期間中
第２期間の間，画素１４０から所望の電流値を有するピクセル電流が流れなくなるおそれ
がある。このような問題を乗り越えるために本発明の実施形態では，図１０のようにトラ
ンジスタの閾値電圧に関係なくピクセル電流を生成することができる画素１４０を提案す
る。
【００７９】
　図１０は，本発明の第２実施形態に係る画素を示す図である。図１０では，説明の便宜
性のために，ｍ番目のデータ線Ｄｍ，ｎ番目の第１走査線Ｓ１ｎ，ｎ番目の第２走査線Ｓ
２ｎおよびｎ番目の発光制御線Ｅｎに接続された画素を示す。
【００８０】
　図１０を参照すれば，本発明の第２実施形態に係る画素１４０は，発光素子ＯＬＥＤ，
第１スイッチングブロック１４１，第２スイッチングブロック１４２，駆動部１４３およ
び第４トランジスタＭ１４を具備する。
【００８１】
　第１スイッチングブロック１４１は，データ線Ｄｍと駆動部１４３との間に接続されて
データ線Ｄｍから供給されるデータ信号(第１階調電圧または第２階調電圧)を駆動部１４
３に供給する。このために，第１スイッチングブロック１４１は，第１トランジスタＭ１
１を具備する。第１トランジスタＭ１１は，データ線Ｄｍと駆動部１４３との間に接続さ
れる。このような第１トランジスタＭ１１は，ｎ番目の第１走査線Ｓ１ｎに供給される第
１走査信号によって制御される。すなわち，第１トランジスタＭ１１は，１水平期間中の
第１期間の間，ターンオンされ，第２期間の間，少なくとも一度以上ターンオンおよびタ
ーンオフされる。
【００８２】
　第２スイッチングブロック１４２は，データ線Ｄｍと駆動部１４３との間に接続されて
駆動部１４３から供給されるピクセル電流をデータ線Ｄｍに供給する。このために，第２
スイッチングブロック１４２は，第３トランジスタＭ１３を具備する。第３トランジスタ
Ｍ１３は，ｎ番目の第２走査線Ｓ２ｎから供給される第２走査信号によって制御される。
すなわち，第３トランジスタＭ１３は，１水平期間中の第１期間の間，ターンオフされ，
第２期間の間，第１トランジスタＭ１１と交互にターンオンおよびターンオフされる。
【００８３】
　第４トランジスタＭ１４は，駆動部１４３と発光素子ＯＬＥＤの間に接続される。この
ような第４トランジスタＭ１４は，ｎ番目の発光制御線Ｅｎから供給される発光制御信号
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によって制御される。発光制御信号は，第１走査信号および第２走査信号と重畳されるよ
うに供給され，発光制御信号の幅は，第１走査信号と等しいまたは広く設定される。第４
トランジスタＭ１４は，発光制御信号が供給される時，ターンオフされ，それ以外の期間
の間，つまり，発光制御信号が供給されない時，ターンオンされる。
【００８４】
　駆動部１４３は，第１スイッチングブロック１４１から供給されるデータ信号に対応し
た階調電圧によってピクセル電流を生成し，生成されたピクセル電流を第２スイッチング
ブロック１４２および第４トランジスタＭ１４に供給する。ここで，駆動部１４３は，第
５トランジスタＭ１５の閾値電圧を補償することができるような構造を有する。例えば，
駆動部１４３は，現在公知されているトランジスタの閾値電圧を補償することができる多
様な回路のうち，いずれか一つを選択することができる。
【００８５】
　駆動部１４３は，第１キャパシタＣ１，第２キャパシタＣ２，第５トランジスタＭ１５
，第６トランジスタＭ１６および第７トランジスタＭ１７を具備する。第１キャパシタＣ
１は，第５トランジスタＭ１５と第１スイッチングブロック１４１との間に接続される。
このような第１キャパシタＣ１は，第５トランジスタＭ１５の閾値電圧に対応する電圧を
充電することができる。
【００８６】
　第２キャパシタＣ２は，第１キャパシタＣ１と第１スイッチングブロック１４１との共
通端子である第２ノードＮ２と第１電源ＥＬＶＤＤとの間に接続される。このような第２
キャパシタＣ２は，データ信号に対応した電圧を充電する。
【００８７】
　第５トランジスタＭ１５は，第１電源ＥＬＶＤＤと第４トランジスタＭ１４との間に接
続される。このような第５トランジスタＭ１５は，第１キャパシタＣ１および第２キャパ
シタＣ２に充電された電圧に対応するピクセル電流を第２スイッチングブロック１４２お
よび第４トランジスタＭ１４に供給する。
【００８８】
　第６トランジスタＭ１６は，第２ノードＮ２と第１電源ＥＬＶＤＤとの間に接続される
。このような第６トランジスタＭ１６は，ｎ－１番目の発光制御線Ｅｎ－１から供給され
る発光制御信号によって制御される。ここで，第６トランジスタＭ１６は，発光制御信号
が供給される時，ターンオンされ，それ以外の期間，つまり発光制御信号が供給されない
時には，ターンオフされる。このために，第６トランジスタＭ１６は，第４トランジスタ
Ｍ１４と異なる導電型に形成される。例えば，第４トランジスタＭ１４がＰＭＯＳ導電型
に形成されれば，第６トランジスタＭ１６は，ＮＭＯＳ導電型に形成され，第４トランジ
スタＭ１４がＮＭＯＳ導電型に形成されれば，第６トランジスタＭ１６は，ＰＭＯＳ導電
型に形成される。
【００８９】
　第７トランジスタＭ１７は，第５トランジスタＭ１５のゲート電極と第２電源ＥＬＶＳ
Ｓとの間に接続される。このような第７トランジスタＭ１７は，ｎ－１番目の発光制御線
Ｅｎ－１から供給される発光制御信号によって制御される。ここで，第７トランジスタＭ
１７は，発光制御信号が供給される時，ターンオンされ，それ以外の期間，つまり，発光
制御信号が供給されない時には，ターンオフされる。このために，第７トランジスタＭ１
７は，第６トランジスタＭ１６と同じ導電型に形成される。
【００９０】
　図１１は，図１０に示された画素に供給される走査信号を示す駆動波形図である。以後
，発光制御信号は，おおよそ２水平期間の幅に設定され，ｎ－１番目の発光制御線に供給
された発光制御信号とｎ番目の発光制御線に供給された発光制御信号とは，１水平期間ほ
ど重畳されると仮定して説明する。
【００９１】
　図１１を参照すれば，まず，ｋ－１(ｋは，自然数)番目の水平期間ｋ－１Ｈの間，ｎ－
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１番目の発光制御線Ｅｎ－１およびｎ番目の発光制御線Ｅｎに発光制御信号が供給される
。
【００９２】
　ｎ番目の発光制御線Ｅｎに発光制御信号が供給されれば，第４トランジスタＭ１４がタ
ーンオフされる。ｎ－１番目の発光制御線Ｅｎ－１に発光制御信号が供給されれば，第６
トランジスタＭ１６および第７トランジスタＭ７がターンオンされる。第６トランジスタ
Ｍ１６がターンオンされると，第２ノードＮ２に第１電源ＥＬＶＤＤの電圧が印加される
。第７トランジスタＭ１７がターンオンされると第５トランジスタＭ１５がダイオード形
態に接続される。すると，第５トランジスタＭ１５のゲート端子に第１電源ＥＬＶＤＤの
電圧から第５トランジスタＭ１５の閾値電圧を差し引いた電圧が印加される。この時，第
１キャパシタＣ１には，第５トランジスタＭ１５の閾値電圧が充電される。
【００９３】
　以後，ｋ番目の水平期間ｋＨ中，ｎ番目の第１走査線Ｓ１ｎに第１走査信号が供給され
，ｎ番目の第２走査線Ｓ２ｎに第２走査信号が供給される。そして，ｋ番目の水平期間ｋ
Ｈ中，ｎ番目の発光制御線Ｅｎに発光制御信号が供給され，ｎ－１番目の発光制御線Ｅｎ
－１に発光制御信号が供給されない。
【００９４】
　第１走査信号が供給されれば，第１期間中，第１トランジスタＭ１１がターンオンされ
る。第１トランジスタＭ１１がターンオンされると，第１期間中においてデータ線Ｄｍに
供給されるデータ信号(第１階調電圧)が第２ノードＮ２に供給される。この時，第２キャ
パシタＣ２には，データ信号に対応する電圧が充電される。一方，第２走査信号の供給を
受ける第３トランジスタＭ１３は，第１期間中，ターンオフされる。
【００９５】
　以後，第２期間の一部期間の間，第１トランジスタＭ１１がターンオフされ，第３トラ
ンジスタＭ１３がターンオンされる。第３トランジスタＭ１３がターンオンされると，第
１キャパシタＣ１および第２キャパシタＣ２に充電された電圧に対応して第５トランジス
タＭ１５から供給されるピクセル電流が第３トランジスタＭ１３を経由してデータ線Ｄｍ
に供給される。データ線Ｄｍに供給されたピクセル電流は，データ集積回路１２９に供給
され，ピクセル電流の供給を受けたデータ集積回路１２９は，画素１４０に所望の値を有
するピクセル電流が流れるようにデータ信号の電圧値を増減させる。そして，データ集積
回路１２９は，増減された電圧値を有するデータ信号(第２階調電圧)をデータ線Ｄｍに供
給する。
【００９６】
　以後，第３トランジスタＭ１３がターンオフされ，第１トランジスタＭ１１がターンオ
ンされる。第１トランジスタＭ１１がターンオンされると，増減された電圧値を有するデ
ータ信号が第１トランジスタＭ１１を経由して第２ノードＮ２に供給される。この時，第
２キャパシタＣ２には，データ信号に対応する電圧が充電される。実際に，本発明の実施
形態は，第２期間中において，第１トランジスタＭ１１が少なくとも一度以上ターンオン
およびターンオフされ，第１トランジスタＭ１１と交互に第３トランジスタＭ１３がター
ンオンおよびターンオフされて画素１４０に所望の値を有するピクセル電流が流れるよう
に第２キャパシタＣ２の充電電圧値を変化させる。
【００９７】
　階調電流とピクセル電流の値が類似もしくは同一になった以後，ｋ＋１番目の水平期間
中，第４トランジスタＭ１４がターンオンされる。第４トランジスタＭ１４がターンオン
されると，第５トランジスタＭ１５から供給されるピクセル電流が発光素子ＯＬＥＤに供
給される。すると，発光素子ＯＬＥＤは，ピクセル電流に対応する輝度の光を発生する。
ここで，ピクセル電流が所望の電流値を有するため，発光素子ＯＬＥＤからは所望の輝度
の光が発生される。つまり，本発明の実施形態では，第２キャパシタＣ２に充電された電
圧は，第１トランジスタＭ１１より供給されるデータ信号に対応する電圧で，第１キャパ
シタＣ１に充電された電圧は，第５トランジスタＭ１５の閾値電圧であるため，第５トラ
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ンジスタＭ１５に供給されるピクセル電流は，データ信号に対応する電圧に第５トランジ
スタＭ１５の閾値電圧を補填した電圧に対応するものである。よって，ピクセル電流がト
ランジスタの閾値電圧に影響されないため，速い時間内で所望の値を有する電流を得るこ
とができる。
【００９８】
　図１２は，本発明の第３実施形態に係る画素を示す図である。本発明の第３実施形態に
係る画素は，第１スイッチングブロック１４１の構造のみが変更され，その他の構成およ
び動作過程は，図１０に示された画素と同様である。したがって，第１スイッチングブロ
ック１４１を除いた構成について詳細な説明は省略する。
【００９９】
　図１２を参照すれば，本発明の第３実施形態に係る画素の第１スイッチングブロック１
４１は，第１トランジスタＭ１１および第２トランジスタＭ１２を具備する。第１トラン
ジスタＭ１１は，データ線Ｄｍと駆動部１４３との間に接続される。このような第１トラ
ンジスタＭ１１は，ｎ番目の第１走査線Ｓ１ｎに供給される走査信号によって制御される
。すなわち，第１トランジスタＭ１１は，１水平期間中の第１期間の間，ターンオンされ
，第２期間の間，少なくとも一度以上ターンオンおよびターンオフされる。
【０１００】
　第２トランジスタＭ１２は，第１トランジスタＭ１１と駆動部１４３との間に接続され
る。このような第２トランジスタＭ１２は，ｎ番目の第２走査線Ｓ２ｎに供給される第２
走査信号によって制御される。ここで，第２トランジスタＭ１２の第１電極(例えば，ソ
ース電極)と第２電極(例えば，ドレイン電極)は，電気的に接続される。したがって，第
１トランジスタＭ１１がターンオンされると，第２トランジスタＭ１２のターンオンまた
はターンオフされるか否か関係なく，データ信号が駆動部１４３に供給される。このよう
な第２トランジスタＭ１２は，第１トランジスタＭ１１のスイッチングエラーを減らすた
めに使われる。実際に，第１スイッチングブロック１４１に第２トランジスタＭ１２が設
置されれば，スイッチングエラーを減らすことができ，これによって駆動の信頼性を向上
することができる。
【０１０１】
　図１３は，本発明の第４実施形態に係る画素を示す図である。本発明の第４実施形態に
係る画素は，第１スイッチングブロック１４１の構造のみが変更され，その他の構成およ
び動作過程は，図１０に示された画素と同様である。したがって，第１スイッチングブロ
ック１４１を除いた構成について詳細な説明は省略する。
【０１０２】
　図１３を参照すれば，本発明の第４実施形態に係る画素の第１スイッチングブロック１
４１は，トランスミッションゲート（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｇａｔｅ）形態に接続
された第１トランジスタＭ１１および第２トランジスタＭ１２を具備する。ＰＭＯＳ導電
型に形成された第１トランジスタＭ１１のゲート電極は，ｎ番目の第１走査線Ｓ１ｎに接
続される。そして，ＮＭＯＳ導電型に形成された第２トランジスタＭ１２のゲート電極は
，ｎ番目の第２走査線Ｓ２ｎに接続される。ここで，第１走査信号および第２走査信号が
互いに反対の極性を持つため，第１トランジスタＭ１１および第２トランジスタＭ１２は
，同じ時間(すなわち，第１走査信号および第２走査信号が供給される時)にターンオンさ
れ，データ線Ｄｍと駆動部１４３を電気的に接続させる。
【０１０３】
　一方，第１トランジスタＭ１１および第２トランジスタＭ１２がトランスミッションゲ
ート形態に接続されれば，電圧-電流特性曲線がおおよそ直線形態に設定されるため，ス
イッチングエラーを最小化することができる。図１４は，本発明の第４実施形態に係る画
素を示す図であり，図１３とは別のトランスミッションゲートの形態を示す。そして，本
発明の実施形態において，第１スイッチングブロック１４１は，図１４のように，トラン
スミッションゲート形態に接続されたトランジスタＭ１１１，Ｍ１１２，Ｍ１２１，Ｍ１
２２をさらに具備することができる。実際に，第１スイッチングブロック１４１は，トラ
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ンスミッションゲート形態に接続された少なくとも一つ以上のＮＭＯＳ型およびＰＭＯＳ
型トランジスタを具備する。
【０１０４】
　また，本発明の実施形態において画素に含まれたトランジスタの導電型は，多様に変更
することができる。図１５は，図１０に示されたトランジスタの導電型が変化されて構成
される画素を示す回路図である。実際に，図１５に示された画素は，図１０に示された画
素において，ＰＭＯＳ型の第１トランジスタＭ１１～第５トランジスタＭ１５をＮＭＯＳ
型トランジスタに変更し，ＮＭＯＳ型の第６トランジスタＭ１６，第７トランジスタＭ１
７をＰＭＯＳ型トランジスタに変更して構成される。この場合，当業者に広く知られたよ
うに信号(第１走査信号，第２走査信号，発光制御信号など)の極性が反転されるだけであ
ってそれ以外の動作過程は，同様である。
【０１０５】
　図１６は，図２に示された画素の第５実施形態を示す回路図である。そして，本発明の
実施形態において，駆動部１４３に含まれた第２キャパシタＣ２は，図１６に示されたよ
うに，第１キャパシタＣ１と第５トランジスタＭ１５との共通端子である第３ノードＮ３
と第１電源ＥＬＶＤＤとの間に接続される。第２キャパシタＣ２が第３ノードＮ３と第１
電源ＥＬＶＤＤとの間に接続される場合にも駆動方法は，図１０に示された画素と同様で
ある。
【０１０６】
　図１７は，図２に示された画素の第６実施形態を示す回路図である。また，本発明の実
施形態において，第６トランジスタＭ１６および第７トランジスタＭ１７は，図１７のよ
うに，追加的に形成されるｎ番目の第３走査線Ｓ３ｎに接続することができる。この場合
，第６トランジスタＭ１６および第７トランジスタＭ１７は，第４トランジスタＭ１４と
同じ導電型に形成される。ｎ番目の第３走査線Ｓ３ｎに接続された第６トランジスタＭ１
６および第７トランジスタＭ１７は，第３走査信号が供給される時，ターンオンされ，そ
れ以外の場合，つまり第３走査信号が供給されない時には，ターンオフされる。
【０１０７】
　図１８は，図１７に示された画素の駆動方法を示す波形図であり，ここで，第３走査信
号は，図１８に示されたように，ｎ番目の第１走査線Ｓ１ｎに第１走査信号が供給される
以前に供給される。例えば，第１走査信号がｋ番目の水平期間ｋＨに供給されると，第３
走査信号は，ｋ－１番目の水平期間ｋ－１Ｈに供給される。
【０１０８】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において，各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明の画素，および画素を利用した発光表示装置は，所望の輝度の映像を表示するよ
うにできるので，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】
【０１１０】
【図１】従来の発光表示装置を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る発光表示装置を示す図面である。
【図３】図２に示された画素１４０の第１実施形態を示す回路図である。
【図４】図３に示された画素１４０の駆動方法を示す波形図である。
【図５】図２に示されたデータ集積回路１２９の実施形態を示すブロック図である。
【図６】図２に示されたデータ集積回路１２９の他の実施形態を示すブロック図である。
【図７】図５および図６に示された電圧調整部２５０ｊおよび選択部２８０ｊを示すブロ
ック図である。
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【図８】図７に示された選択部２８０ｊに供給される選択信号を示す図である。
【図９】図７に示された電圧増減部２５４に制御される電圧範囲を示す図である。
【図１０】図２に示された画素１４０の第２実施形態を示す回路図である。
【図１１】図１０に示された画素１４０の駆動方法を示す波形図である。
【図１２】図２に示された画素１４０の第３実施形態を示す回路図である。
【図１３】図２に示された画素１４０の第４実施形態を示す回路図である。
【図１４】図２に示された画素１４０の第４実施形態の他の形態を示す回路図である。
【図１５】図１０に示されたトランジスタの導電型が変化されて構成される画素を示す回
路図である。
【図１６】図２に示された画素１４０の第５実施形態を示す回路図である。
【図１７】図２に示された画素１４０の第６実施形態を示す回路図である。
【図１８】図１７に示された画素１４０の駆動方法を示す波形図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　1０，１１０　　　走査駆動部
　２０，１２０　　　データ駆動部
　３０，１３０　　　画像表示部
　４０，１４０　　　画素
　５０，１５０　　　タイミング制御部
　１２９　　　データ集積回路
　１４１，１４２　　　第１スイッチングブロック，第２スイッチングブロック
　１４３　　　駆動部
　２００　　　シフトレジスタ部
　２１０　　　サンプリングラッチ部
　２２０　　　ホルディングラッチ部
　２３０　　　電圧デジタルーアナログ変換部
　２４０　　　電流デジタルーアナログ変換部
　２５０　　　電圧調整ブロック
　２５２　　　比較部
　２５４　　　電圧増減部
　２５６　　　制御部
　２６０　　　バッファ部
　２７０　　　レベルシフト部
　２８０　　　選択ブロック
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【図１３】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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