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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電流源と、切り換え回路と、配線とを有し、
　前記切り換え回路は、前記複数の電流源と前記配線との導通を一定期間毎に切り換える
機能を有し、
　前記複数の電流源それぞれは、第１のスイッチと、第２のスイッチと、第１のトランジ
スタと、第２のトランジスタとを有し、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタは、同一の導電型であり、
　前記第１のスイッチ及び前記第２のスイッチは、それぞれ一対の端子を有し、
　前記第１のスイッチは、一方の端子が定電流源に接続され、他方の端子が前記第２のス
イッチの一方の端子、前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの一方、及び前記
第２のトランジスタのソースまたはドレインの一方に接続され、
　前記第２のスイッチは、他方の端子が前記第１のトランジスタのゲート及び前記第２の
トランジスタのゲートに接続され、
　前記第１のトランジスタは、ソースまたはドレインの他方が電源に接続され、
　前記第２のトランジスタは、ソースまたはドレインの他方が前記切り換え回路に接続さ
れ、
　前記第１のスイッチ及び前記第２のスイッチは、設定信号により導通状態と非導通状態
が制御されることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
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　ｘ個（ｘはｙ以上の自然数）の電流源と、ｘ個の第３のスイッチを有する切り換え回路
と、ｘ本の配線とを有し、
　前記ｘ個の第３のスイッチそれぞれは、前記ｘ本の配線のうち互いに異なる一と接続さ
れ、
　前記第３のスイッチは、前記ｘ個の電流源のうちのｙ個の電流源と前記配線との導通を
一定期間毎に切り換える機能を有し、
　前記一定期間において、前記ｘ本の配線それぞれは、前記ｘ個の電流源のうち互いに異
なる一と導通され、
　前記ｘ個の電流源それぞれは、第１のスイッチと、第２のスイッチと、第１のトランジ
スタと、第２のトランジスタとを有し、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタは、同一の導電型であり、
　前記第１のスイッチ及び前記第２のスイッチは、それぞれ一対の端子を有し、
　前記第１のスイッチは、一方の端子が定電流源に接続され、他方の端子が前記第２のス
イッチの一方の端子、前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの一方、及び前記
第２のトランジスタのソースまたはドレインの一方に接続され、
　前記第２のスイッチは、他方の端子が前記第１のトランジスタのゲート及び前記第２の
トランジスタのゲートに接続され、
　前記第１のトランジスタは、ソースまたはドレインの他方が電源電位に接続され、
　前記第２のトランジスタは、ソースまたはドレインの他方が前記ｘ個の第３のスイッチ
のうちの一に接続され、
　前記第１のスイッチ及び前記第２のスイッチは、設定信号により導通状態と非導通状態
が制御されることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　ｙ＝３であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタは、ｎチャネル型であることを特
徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記第１のトランジスタ及び前記第２のトランジスタは、ｐチャネル型であることを特
徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、定電流を供給する電流源に関し、電流源を有する電流源回路に関する。また
本発明は電流源回路を備えた信号線駆動回路に関し、信号線駆動回路を備えた発光装置に
関する。そして、電流源回路又は信号線駆動回路の駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自発光素子を用いた発光装置の研究開発が進められ、次世代ディスプレイとして
大きく注目されている。この自発光素子は、陽極と陰極との間に有機化合物を含む層が挟
まれた素子構造を有している。
【０００３】
　ところで、自発光素子を用いた発光装置に多階調の画像を表示するときの駆動方法の一
つとして、電流入力方式が挙げられる。この電流入力方式は、信号として電流値形式のデ
ータを自発光素子へ書き込むことにより、輝度を制御する方式である。そして輝度は、自
発光素子へ供給される電流（以下、単に信号電流と記載する）に比例するため、信号電流
を正確に自発光素子へ供給する必要がある。しかし、信号電流を供給する電流源を構成す
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る能動素子（具体的にはトランジスタ）の特性がばらつくため、正確な信号電流を自発光
素子へ入力することが難しかった。
【０００４】
　電流入力方式による駆動方法として、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）やＯＬＥＤの特性バ
ラツキからくる輝度の不均一性を課題とし、ＯＬＥＤにポリシリコントランジスタを使用
した電流指定ＡＭ駆動画素回路とリセット機能付きＤＡＣ回路を設ける構成を提案してい
る。そして、チャネル長を長くすること等が記載されている。
【非特許文献１】服部励治、他３名、「信学技報」、ＥＤ２００１－８、電流指定型ポリ
シリコンＴＦＴアクティブマトリクス駆動有機ＬＥＤディスプレイの回路シミュレーショ
ン、ｐ．７－１４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記論文において、電流源のバラツキを小さくする構成は、様々な条件を満た
す必要があった。またトランジスタは、製造過程における積層された半導体膜やゲート絶
縁膜の膜厚の不均一性や膜のパターニング精度等に起因して素子特性がバラツき、更にポ
リシリコントランジスタは、結晶成長方向や結晶粒界における欠陥の結晶性がばらつくた
め、チャネル長を長くするだけでは不十分であった。
【０００６】
　そこで本発明は、トランジスタ、特にポリシリコントランジスタ特性のバラツキを考慮
し、その特性のバラツキに左右されない電流源を有する電流源回路を提供することを目的
とする。また本発明は、電流源回路を有する信号線駆動回路及びその駆動方法、並びに信
号線駆動回路を備えた発光装置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】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は、各配線（出力線、具体的には信号線等）に配置
された複数の電流源を有する電流源回路から供給される信号電流の値（出力電流値）を、
リファレンス用定電流源（外部から入力）を用いて、所定の信号電流を供給するように設
定し、更に信号電流が出力される配線（以下、単に出力線という）と電流源との電気的な
接続をある期間（一定期間）ごとに切り換えることを特徴とする。
【０００８】
　具体的には本発明の電流源回路は、電流源から供給される信号電流の値を設定する手段
と、出力線と電流源との電気的な接続をある期間ごとに切り換える手段と、を有すること
を特徴とする。
【０００９】
　本発明により、信号電流の設定（プログラミングともいう）によりバラツキが低減され
、更に切り換えることにより多少のバラツキが生じた場合であっても、バラツキを平均化
させ、信号電流のバラツキの影響をなくすことを特徴とする。
【００１０】
　また、出力線と電流源との電気的な接続とは、物理的に接続されているのではなく、出
力線と電流源とが導通状態となっていることを言う。すなわち、出力線と電流源との間に
配置されているトランジスタが導通状態となっているとき、出力線と電流源とは電気的に
接続されているという。従って、出力線と複数の電流源とがトランジスタ等を介して接続
されており、このトランジスタが導通状態となっている電流源のみが出力線と電気的に接
続されていることになる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の切り換え回路及び設定電流を画素へ供給する機能を有する電流源回路により、
トランジスタ、特にポリシリコントランジスタの特性のバラツキに左右されない、信号線
駆動回路を提供することができる。更に本発明は、電流源回路におけるトランジスタの特
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性のバラツキに左右されない信号線駆動回路の駆動方法を提供することができる。また本
発明は、信号線駆動回路を備えた発光装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１３】
（実施の形態１）
　本発明の電流源から供給される信号電流の値を設定する手段及び電流源回路、出力線と
電流源との電気的な接続をある期間ごとに切り換え手段（以下、単に切り換え回路という
）を、図１、２を用いて説明する。なお図１、２は、ｍ列目から（ｍ＋２）列目の出力線
Ｌｍ、Ｌ（ｍ＋１）、Ｌ（ｍ＋２）の周辺の電流源回路を示す。また図１、２は、切り換
え回路を、模式的に複数の端子と、その端子を選択するスイッチ（ｓｗ）１３０で示して
いる。
【００１４】
　図１（Ａ）において、電流源回路１００は、電流源Ｃｎ、Ｃ（ｎ＋１）、Ｃ（ｎ＋２）

と、切り換え回路１１５とを有し、電流源Ｃｎ、Ｃ（ｎ＋１）、Ｃ（ｎ＋２）は切り換え
回路１１５を介して出力線Ｌｍ、Ｌ（ｍ＋１）、Ｌ（ｍ＋２）と接続されている。また、
電流源Ｃｎ、Ｃ（ｎ＋１）、Ｃ（ｎ＋２）は、電流線１３１を介して、リファレンス用定
電流源１１０と接続されている。なお、リファレンス用定電流源１１０は、基板上に回路
と一体形成してもよいし、基板の外部からＩＣ等を用いて一定の電流を入力してもよい。
【００１５】
　そして、電流源から出力される信号電流の値を設定する手段、具体的には電流源Ｃｎ、
Ｃ（ｎ＋１）、Ｃ（ｎ＋２）へ設定信号（ｓｉｇｎａｌ）が入力され、この設定信号に基
づいてリファレンス用定電流源１１０から電流源Ｃｎ、Ｃ（ｎ＋１）、Ｃ（ｎ＋２）へ電
流が供給される構成により、電流源は設定された信号電流（以下、単に設定電流という）
を供給することができる。そして更に、切り換え回路１１５により、出力線Ｌｍ、Ｌ（ｍ

＋１）、Ｌ（ｍ＋２）と電流源Ｃｎ、Ｃ（ｎ＋１）、Ｃ（ｎ＋２）との電気的な接続があ
る期間ごとに切り換えられる。
【００１６】
　図１（Ｂ）には、（Ａ）と切り換え回路の接続が異なる場合を示す。図１（Ｂ）の切り
換え回路は、３つの電流源と、３つの出力線とをひとまとまり（セット）として切り換え
る接続構成である。その他の構成は、図１（Ａ）と同様であるため説明は省略する。
【００１７】
　図１（Ｂ）のように、電流源と、出力線とをひとまとまりとして切り換えると、接続配
線の設計が簡便になる。また表示を行う場合、特に隣り合う出力線から出力される信号の
バラツキが認識し安いため、電流源と、出力線とをひとまとまりとして切り換える接続構
成であっても、本発明の効果を達成することができる。
【００１８】
　このように本発明の切り換え回路は、接続構成には限定されず、電流源と出力線とを切
り換える機能を有していればよい。
【００１９】
　またこのように切り換え手段は、リファレンス回路にも適応することができる。すなわ
ち、リファレンスとなる電流源を切り換えることにより、更に信号電流、つまり設定電流
のバラツキを低減することができる。
【００２０】
　図１に示す本発明では、このような電流源から出力される信号電流の値を設定する手段
と、切り換え回路により、人間の目で認識できる信号電流のバラツキをほぼ完全に除去す
ることができる。よって、本発明の電流源回路により、発光装置の表示ムラをほぼ完全に
解消することができる。
【００２１】
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　また、図１とは異なる構成の本発明の電流源回路について、図２を用いて説明する。
【００２２】
　図２において、図１と異なる点は、電流源回路１２０には、出力線ごとに複数の電流源
が設けられ、それら電流源は制御線１３２と接続している構成である。ここでは仮に２つ
の電流源（第１の電流源Ｃｎ、Ｃ（ｎ＋１）、Ｃ（ｎ＋２）及び第２の電流源Ｃ’ｎ、Ｃ
’（ｎ＋１）、Ｃ’（ｎ＋２））を有するとする。その他の構成は、図１（Ａ）と同様で
あるため説明は省略する。
【００２３】
　出力線ごとに第１の電流源及び第２の電流源を設けることより、電流源は設定信号に基
づいて信号電流を設定する設定動作と、切り換え回路を介して設定電流を電流源から出力
線へ供給する出力動作を交互に行うことができるため、出力線ごとの設定動作及び入力動
作を同時に行うことができる。またこのように設定動作及び出力動作を各電流源で行うこ
とにより、時間をかけて設定動作を行うことができる。なお、第１の電流源及び第２の電
流源が、設定動作又は出力動作のどちらを行うかは制御線からの信号により制御される。
【００２４】
　もちろん図２に示す切り換え回路に、図１（Ｂ）の切り換え回路の接続を適応しても構
わない。またリファレンス回路に、本発明の切り換え回路を適応してもよい。すなわち、
リファレンス回路の電流源を複数設けて、切り換え回路により切り換えることで、均一な
信号を供給するようにしてもよい。
【００２５】
　図２に示す本発明では、時間をかけて電流源から出力される信号電流の値を正確に設定
する設定動作を行うことができる。更に切り換え回路を有する電流源回路により、人間の
目で認識できる信号電流のバラツキをほぼ完全に除去することができる。よって、本発明
の電流源回路により、発光装置の表示ムラをほぼ完全に解消することができる。
【００２６】
　なお本発明における設定動作は任意の時間、任意のタイミングで、任意の回数だけ行え
ばよい。どのようなタイミングで設定動作を行うかは、画素構成（画素に配置された電流
源回路）や、信号線駆動回路に配置された電流源回路などの構成により、任意に調節する
ことができる。設定動作を行う回数は、信号線駆動回路に電源を供給し、動作し始めると
きに、最低限１回行えばよい。しかしながら、実際には設定動作により信号電流として取
得した情報が漏れてしまう場合があるため、複数回設定動作を行う方が好ましい。
【００２７】
　また設定動作は、ビデオ信号を用いて１列目から最終列目のうち任意の列に配置された
電流源を指定し、任意の期間で行うことができる。すると、複数列に配置された電流源の
うち、設定動作が必要な電流源を指定することが可能となり、指定された電流源に対して
時間をかけて設定動作を行うことができる。その結果、正確な設定動作を行うことができ
る。
【００２８】
　また１列目から最終列目までの電流源に対して、順に設定動作を行ってもよい。このと
き、１列目から順に設定動作を行うのではなく、ランダムに行うと好ましい。すると、電
流源への設定動作を行う時間の長さが自由になり、また長くとることができる。例えば、
１フレーム期間中に設定動作を行う場合、１列分の電流源の設定動作を１フレームかけて
行うことができる。また電流源内に配置された容量素子における電荷の漏れの影響を目立
たなくすることができる。
【００２９】
　また図１及び図２では、ビデオ信号に比例した信号電流を出力線へ供給する場合を述べ
たが、出力線と異なる配線に設定電流を供給してもよい。
【００３０】
　次に、切り換え回路について説明する。切り換え回路は、図１１に示すタイミングチャ
ートのように切り換える機能を有する回路であればよく、接続構成は限定されない。図１
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１（Ａ）に示すように、切り換え回路が有する信号入力線Ａ（ｌ）とＡ（ｌ）ｂ、Ａ（ｌ
＋１）とＡ（ｌ＋１）ｂ、Ａ（ｌ＋２）とＡ（ｌ＋２）ｂとには、それぞれ反転信号が入
力され、順に選択される。このとき、選択された信号入力線に接続されているそれぞれの
アナログスイッチ等がオンとなり、このオンとなるアナログスイッチと接続されている電
流源と出力線とが電気的に接続される。
【００３１】
　そして図１１（Ｂ）は、選択される信号入力線に基づいて、各出力線Ｌｍ、Ｌ（ｍ＋１

）、Ｌ（ｍ＋２）と各電流源Ｃ（ｎ－１）、Ｃｎ、Ｃ（ｎ＋１）、Ｃ（ｎ＋２）、Ｃ（ｎ

＋３）との接続が切り換わる状態を示す。
【００３２】
　まず、信号入力線Ａ（ｌ）とＡ（ｌ）ｂが選択されるとき、出力線Ｌｍは電流源Ｃ（ｎ

－１）と電気的に接続され、出力線Ｌ（ｍ＋１）は電流源Ｃｎと電気的に接続され、出力
線Ｌ（ｍ＋２）はＣ（ｎ＋１）と電気的に接続される。
【００３３】
　次に、信号入力線Ａ（ｌ＋１）とＡ（ｌ＋１）ｂが選択されるとき、出力線Ｌｍは電流
源Ｃｎと電気的に接続され、出力線Ｌ（ｍ＋１）は電流源Ｃ（ｎ＋１）と電気的に接続さ
れ、出力線Ｌ（ｍ＋２）はＣ（ｎ＋２）と電気的に接続される。
【００３４】
　そして次に、信号入力線Ａ（ｌ＋２）とＡ（ｌ＋２）ｂが選択されるとき、信号入力線
Ｌｍは電流源Ｃ（ｎ＋１）と電気的に接続され、信号入力線Ｌ（ｍ＋１）は電流源Ｃ（ｎ

＋２）と電気的に接続され、信号入力線Ｌ（ｍ＋２）はＣ（ｎ＋３）と電気的に接続され
る。
【００３５】
　本発明の切り換え回路により出力線と電流源との接続が切り換わるため、電流源を構成
するトランジスタ、特にポリシリコントランジスタの特性のバラツキの影響を低減するこ
とができる。すなわち、たとえ信号電流の値がばらついても、信号電流を供給する出力線
が順に切り換わるため、時間的に平均化され、人間の目には均一に見えるようになる。
【００３６】
　なお、本発明の電流源回路の構成は、信号線駆動回路やその他の回路に適応することが
可能である。また本発明は線順次駆動でなくとも、点順次駆動の場合にも用いることがで
きる。
【００３７】
　また本発明は、１ビット又は複数ビットのデジタル階調表示を行う場合に用いることが
できる。
【００３８】
　なお本発明の特徴は、信号電流のバラツキを低減することであり、特性バラツキを低減
する対象となるトランジスタとして薄膜トランジスタ以外に、単結晶を用いたトランジス
タ、ＳＯＩを用いたトランジスタ又は有機トランジスタを適用することができる。
【００３９】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、図１及び図２で説明した電流源の回路構成について説明する。
図３は、一つの電流源を示し、（ａ）は設定信号と接続され、（ｂ）はリファレンス用定
電流源（定電流源）１１０と接続され、（ｃ）は切り換え回路と接続される。そして電流
源の等価回路図の具体例を、図３（Ａ）から（Ｅ）に示す。
【００４０】
　図３（Ａ）では、スイッチ：ｓｗ３０１、ｓｗ３０２、ｓｗ３０３と、トランジスタ３
０５（ｎチャネル型）と、該トランジスタ３０５のゲート・ソース間電圧ＶＧＳを保持す
る容量素子３０９とを有する半導体回路が電流源に相当する。なお、容量素子３０９はト
ランジスタのゲート容量等で代用してもよい。すなわち、トランジスタのゲート容量が大
きく、各トランジスタからのリーク電流が許容範囲である場合、容量素子は設ける必要は
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ない。
【００４１】
　図３（Ａ）に示す電流源は、（ａ）より設定信号が入力されｓｗ３０２、ｓｗ３０３が
オンとなる。そうすると、（ｂ）より定電流源１１０から電流が供給され、供給される電
流がトランジスタ３０５のドレイン電流と等しくなるまで、容量素子３０９には電荷が保
持される。またトランジスタ３０５を飽和領域で動作するように設定しておけば、ソース
・ドレイン間電圧が変化しても発光素子へ一定の電流を供給することができる。
【００４２】
　次いで、（ａ）よりｓｗ３０２、ｓｗ３０３をオフとする信号を入力すると、インバー
タにより反転信号が入力されてｓｗ３０１はオンとなる。そして、容量素子３０９に信号
電流が保持されているため、トランジスタ３０５は、信号電流を流す機能を有する。そし
て、切り換え回路によりある出力線が選択され、（ｃ）を介して電流源から選択された出
力線へ信号電流が供給される。
【００４３】
このとき、トランジスタ３０５のゲート電圧は、容量素子３０９により所定のゲート電圧
に維持されているため、トランジスタ３０５のドレイン領域には信号電流に応じたドレイ
ン電流が流れる。このようにして、信号電流を設定し（設定電流）、更に切り換え回路に
より設定電流が供給される出力線がある期間ごとに切り換わる。
【００４４】
　なおｓｗ３０２及びｓｗ３０３の接続は設定信号から制御されている接続であればよく
、図３（Ａ）に示す構成に限定されない。
【００４５】
　図３（Ｂ）では、スイッチ：ｓｗ３１１、ｓｗ３１２と、トランジスタ３１５（ｎチャ
ネル型）と、該トランジスタ３１５のゲート・ソース間電圧ＶＧＳを保持する容量素子３
１９と、トランジスタ３１６（ｎチャネル型）とを有する回路が電流源に相当する。なお
、容量素子３１９はトランジスタのゲート容量等で代用してもよい。すなわち、トランジ
スタのゲート容量が大きく、各トランジスタからのリーク電流が許容範囲である場合、容
量素子は設ける必要はない。
【００４６】
　図３（Ｂ）に示す電流源は、（ａ）より設定信号が入力されｓｗ３１１、ｓｗ３１２が
オンとなる。そうすると、（ｂ）より定電流源１１０から電流が供給され、供給される電
流がトランジスタ３１５のドレイン電流と等しくなるまで、容量素子３１９には電荷が保
持される。なおｓｗ３１２がオンとなると、トランジスタ３１６のゲート・ソース間電圧
ＶＧＳが０Ｖとなるので、トランジスタ３１６はオフとなる。
【００４７】
　次いで、（ａ）よりｓｗ３１１、ｓｗ３１２をオフとする信号を入力すると、トランジ
スタ３１６のゲート・ソース間電圧ＶＧＳが生じ、トランジスタ３１６はオンとなる。そ
して、容量素子３１９に信号電流が保持されているため、トランジスタ３１５は、信号電
流を流す機能を有する。そして、切り換え回路によりある出力線が選択され、（ｃ）を介
して電流源から選択された出力線へ信号電流が供給される。
【００４８】
　このとき、トランジスタ３１５のゲート電圧は、容量素子３１９により所定のゲート電
圧に維持されているため、トランジスタ３１５のドレイン領域には信号電流に応じたドレ
イン電流が流れる。またトランジスタ３１５を飽和領域で動作するように設定しておけば
、ソース・ドレイン間電圧が変化しても発光素子へ一定の電流を供給することができる。
このようにして、信号電流を設定し（設定電流）、更に切り換え回路により設定電流が供
給される出力線がある期間ごとに切り換わる。
【００４９】
　図３（Ｃ）では、ｓｗ３２１、ｓｗ３２２、トランジスタ３２５、３２６（ｎチャネル
型）、該トランジスタ３２５、３２６のゲート・ソース間電圧ＶＧＳを保持する容量素子
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３２９とを有する回路が電流源に相当する。なお、容量素子３２９はトランジスタのゲー
ト容量等で代用してもよい。すなわち、トランジスタのゲート容量が大きく、各トランジ
スタからのリーク電流が許容範囲である場合、容量素子は設ける必要はない。
【００５０】
　図３（Ｃ）に示す電流源は、（ａ）より設定信号が入力されｓｗ３２１、ｓｗ３２２が
オンとなる。そうすると、（ｂ）より定電流源１１０から電流が供給され、供給される電
流がトランジスタ３２５のドレイン電流と等しくなるまで、容量素子３２９には電荷が保
持される。このとき、トランジスタ３２５及びトランジスタ３２６のゲート電極は接続さ
れているので、トランジスタ３２５及びトランジスタ３２６のゲート電圧が、容量素子３
２９によって保持されている。
【００５１】
　次いで、（ａ）よりｓｗ３２１、ｓｗ３２２をオフとする信号を入力する。そして、容
量素子３２９に信号電流が保持されているため、トランジスタ３２６は、信号電流を流す
機能を有する。そして、切り換え回路によりある出力線が選択され、（ｃ）を介して電流
源から選択された出力線へ信号電流が供給される。
【００５２】
　このとき、トランジスタ３２６のゲート電圧は、容量素子３２９により所定のゲート電
圧に維持されているため、トランジスタ３２６のドレイン領域には信号電流に応じたドレ
イン電流が流れる。またトランジスタ３２５、３２６を飽和領域で動作するように設定し
ておけば、ソース・ドレイン間電圧が変化しても発光素子へ一定の電流を供給することが
できる。このようにして、信号電流を設定し（設定電流）、更に切り換え回路により設定
電流が供給される出力線がある期間ごとに切り換わる。
【００５３】
　このとき、トランジスタ３２６のドレイン領域に、信号電流に応じたドレイン電流を正
確に流すためには、トランジスタ３２５及びトランジスタ３２６の特性が同じであること
が必要となる。特に、トランジスタ３２５及びトランジスタ３２６の移動度、しきい値な
どの値が同じであることが必要となる。また図３（Ｃ）では、トランジスタ３２５及びト
ランジスタ３２６のＷ（ゲート幅）／Ｌ（ゲート長）の値を任意に設定して、定電流源１
１０から流れる電流に比例した設定電流を画素に流すようにしてもよい。
【００５４】
　そして図３（Ｄ）、（Ｅ）に示す電流源は、図３（Ｃ）に示す電流源とｓｗ３２２の接
続構成が異なっている点以外は、その他の回路素子の接続構成は同じである。また図３（
Ｄ）、（Ｅ）に示す電流源の動作は、図３（Ｃ）に示す電流源の動作と同じであるので、
本実施の形態では説明を省略する。
【００５５】
　なお図３に示す電流源では、電流は画素から電流源の方向へ流れる。しかし電流は、電
流源から画素の方向へ流れる場合もある。なお、電流が画素から電流源の方向へ流れるか
、又は電流が電流源から画素の方向へ流れるかは、画素の構成に依存する。そして電流が
電流源から画素の方向へ流れる場合には、図３に示す回路図において、ＶｓｓをＶｄｄと
し、更にトランジスタ３０５、トランジスタ３１５、トランジスタ３１６、トランジスタ
３２５及びトランジスタ３２６をｐチャネル型とすればよい。
【００５６】
　また図３（Ａ）、図３（Ｃ）～（Ｅ）において、電流の流れる方向（画素から電流源へ
の方向）は同様であって、トランジスタの極性をｐチャネル型にすることも可能である。
そこで図４（Ａ）、図４（Ｂ）～（Ｄ）にはそれぞれ、電流の流れる方向は同様であって
、図３（Ａ）、図３（Ｃ）～（Ｅ）に示すトランジスタ３０５、トランジスタ３２５、ト
ランジスタ３２６をｐチャネル型にしたときの電流源の回路構成を示す。図４の回路構成
が図３と異なる点は、主にスイッチと容量素子の接続である。
【００５７】
　このように、本発明の電流源を構成するトランジスタの極性はｎチャネル型でも、ｐチ
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ャネル型でも構わない。また図４に示す回路図において、電流を電流源から画素の方向へ
流す場合には、ＶｓｓをＶｄｄとし、更にトランジスタ４０５、トランジスタ４２５及び
トランジスタ４２６をｎチャネル型とすればよい。
【００５８】
　以上のような電流源に設定信号を入力し、設定信号に基づいて電流源から設定電流が供
給され、更に切り換え回路により電流源と出力線との電気的な接続が切り換わる電流源回
路により、電流源を構成するトランジスタ、特にポリシリコントランジスタの特性のバラ
ツキを抑制することができる。よって、本発明の電流源回路により、発光装置の表示ムラ
をほぼ完全に解消することができる。
【００５９】
（実施の形態３）
本実施の形態では、電流源回路を有する信号線駆動回路の構成について、具体例を説明す
る。
【００６０】
　図５（Ａ）には、ｍ列目から（ｍ＋２）列目の信号線の周辺の信号線駆動回路の概略図
を示す。信号線駆動回路５３０は、複数の電流源５１０、切り換え回路５１１、複数のス
イッチ５０５を有する電流源回路５３１と、シフトレジスタ５０１、第１のラッチ回路５
０２、第２のラッチ回路５０３、を有している。切り換え回路５１１から、電流出力線Ｓ

ｍ、Ｓ（ｍ＋１）、Ｓ（ｍ＋２）を介して設定信号が画素へ入力される。
【００６１】
　まず、シフトレジスタ５０１、第１のラッチ回路５０２及び第２のラッチ回路５０３の
動作を説明する。シフトレジスタ５０１は、フリップフロップ回路（ＦＦ）等を複数列用
いて構成され、クロック信号（Ｓ－ＣＬＫ）、スタートパルス（Ｓ－ＳＰ）、クロック反
転信号（Ｓ－ＣＬＫｂ）が入力される。これらの信号のタイミングに従って、順次サンプ
リングパルスが出力される。
【００６２】
　シフトレジスタ５０１より出力されたサンプリングパルスは、第１のラッチ回路５０２
に入力される。第１のラッチ回路５０２には、デジタルビデオ信号が入力されており、サ
ンプリングパルスが入力されるタイミングに従って、各列でビデオ信号を保持していく。
【００６３】
　第１のラッチ回路５０２において、最終列までビデオ信号の保持が完了すると、水平帰
線期間中に、第２のラッチ回路５０３にラッチパルスが入力され、第１のラッチ回路５０
２に保持されていたビデオ信号は、一斉に第２のラッチ回路５０３に転送される。すると
、第２のラッチ回路５０３に保持されたビデオ信号は、１行分が同時に電流源回路の複数
のスイッチ５０５に入力される。
【００６４】
　この第２のラッチ回路５０２に保持されたビデオ信号が電流源回路の複数のスイッチ５
０５に入力されている間、シフトレジスタ５０１においては再びサンプリングパルスが出
力される。以後この動作を繰り返し、１フレーム分のビデオ信号の処理を行う。なお、電
流源回路はデジタル信号をアナログ信号に変換する役割を持つ場合もある。
【００６５】
　そして次に、複数の電流源５１０へ入力される設定信号について説明する。複数の電流
源５１０は、設定信号に基づいて電流線５３２を介してリファレンス用定電流源５０９か
ら所定の信号電流が供給され、そして、設定信号のタイミングに合わせて、電流源５１０
の設定を行う。なお本実施の形態の設定信号とは、シフトレジスタ５０１から供給される
サンプリングパルス、又は設定制御線（図５（Ａ）には図示せず）に接続された論理演算
子の出力端子から供給される信号に相当する。なお論理演算子の２つの入力端子には、一
方にはシフトレジスタのサンプリングパルスが入力され、他方には設定制御線から信号が
入力される。論理演算子では、入力された２つの信号の論理演算を行って、信号を出力す
る。論理演算子により、ビデオ信号を画素の制御（画像の表示）のために用いるときと、
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電流源の制御に用いるときとを切り換えることができる。
【００６６】
　なおサンプリングパルス、又は設定制御線に接続された論理演算子の出力端子から供給
される信号のどちらの信号が電流源５１０に供給されるかは、電流源の構成に依存する。
より詳しくは、複数の電流源５１０が図３（Ａ）又は（Ｂ）で構成されるときは、設定制
御線に接続された論理演算子の出力端子から供給される信号が設定信号に相当する。また
複数の電流源５１０が図３（Ｃ）、（Ｄ）又は（Ｅ）で構成されるときには、シフトレジ
スタからのサンプリングパルスが設定信号に相当する。
【００６７】
　そして、スイッチ５０５にＨｉｇｈのビデオ信号が入力されるとき、電流源５１０から
信号線に設定電流が供給される状態となる。反対にスイッチ５０５にＬｏｗのビデオ信号
が入力されるとき、信号線に設定電流は供給されない状態となる。つまり電流源５１０は
、設定電流を供給する機能（ＶＧＳ）を有し、設定電流を画素に供給するか否かはスイッ
チ５０５により制御される。
【００６８】
　その後、切り換え回路５１１により、ある期間ごとに、電流源と信号線との電気的な接
続が切り換わる。
【００６９】
　なお本実施の形態における電流源は、図３、４に示した電流源の構成を任意に用いるこ
とが出来る。また電流源回路は、全て一つの方式のみを用いるだけでなく、組み合わせて
用いることも可能である。
【００７０】
　また図５（Ａ）では、ビデオ信号に比例した信号電流を出力線へ供給する場合を述べた
が、図５（Ｂ）に示すように信号線とは異なる配線に設定電流を供給してもよい。
【００７１】
　図５（Ｂ）は、第２のラッチ回路５０３から、画素のビデオ信号線へビデオ信号を供給
し、電流源から切り換え回路を介して画素へ接続される電流出力線に設定電流を供給する
構成を示す。図５（Ｂ）の場合、ＳＷ５０５を配置する必要がない。そして、第２のラッ
チ回路５０３からビデオ信号が、ビデオ線Ｂｍ、Ｂ（ｍ＋１）、Ｂ（ｍ＋２）を介して画
素へ入力される。その他の構成は、図５（Ａ）と同様であるため説明は省略する。
【００７２】
　このように設定電流を供給する電流源と切り換え回路により、信号電流のバラツキをほ
ぼ完全に除去することができる。よって、実施の形態の信号線駆動回路により、発光装置
の表示ムラをほぼ完全に解消することができる。
【００７３】
（実施の形態４）
　次に本実施の形態では、実施の形態２と異なり、設定信号がラッチパルスに相当する信
号線駆動回路の構成について、具体例を説明する。
【００７４】
　図６（Ａ）には、ｍ列目から（ｍ＋２）列目の信号線の周辺の信号線駆動回路の概略図
を示す。信号線駆動回路は、複数の電流源６１０、切り換え回路６１１を有する電流源回
路と、シフトレジスタ６０１、第１のラッチ回路６０２、第２のラッチ回路６０３、を有
し、電流源からの設定信号を供給するか否かを制御するスイッチ６０５が設けられている
。切り換え回路６１１から、電流出力線Ｓｍ、Ｓ（ｍ＋１）、Ｓ（ｍ＋２）を介して設定
信号が画素へ入力される。
【００７５】
　但し、ビデオ信号は画素の制御にも用いられるため、電流源回路に直接入力されず、論
理演算子６３３を介して入力される。つまり、端子ａから入力される設定信号とは、設定
制御線に接続された論理演算子の出力端子から供給される信号に相当する。
【００７６】
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　本実施の形態における設定信号は、設定制御線（図６（Ａ）には図示せず）に接続され
た論理演算子から供給される信号に相当し、論理演算子は、一方に第２のラッチ回路６０
３から供給される信号（ビデオ信号に相当）が入力され、他方に設定制御線から信号が入
力される。論理演算子では、入力された２つの信号の論理演算を行って、設定信号を出力
する。そして本実施の形態では、設定制御線に接続された論理演算子から供給される信号
に合わせて、電流源６１０の設定が行われる。
【００７７】
　そして実施の形態２と同様に、スイッチ６０５にＨｉｇｈのビデオ信号が入力されると
き、電流源６１０から信号線に設定電流が供給される状態となる。反対にスイッチ６０５
にＬｏｗのビデオ信号が入力されるとき、信号線に設定電流は供給されない状態となる。
つまり電流源６１０は、設定電流を供給する機能（ＶＧＳ）を有し、設定電流を画素に供
給するか否かはスイッチ６０５により制御される。
【００７８】
　その後、切り換え回路６１１により、ある期間ごとに、電流源と信号線との電気的な接
続が切り換わる。
【００７９】
　なお電流源には、図３、４に示した電流源の構成を任意に用いることが出来る。また電
流源回路は、全て一つの方式のみを用いるだけでなく、組み合わせて用いることも可能で
ある。
【００８０】
　本実施の形態では、第２のラッチ回路６０３から出力される信号（ビデオ信号）と、設
定制御線から出力される信号の２つの信号を用いて電流源６１０に設定信号を入力する。
そのため、サンプリングパルスと異なり、複数の電流源６１０のうち、任意の電流源を指
定して、設定動作を行うことができる。
【００８１】
　また図６（Ａ）では、ビデオ信号に比例した信号電流を出力線へ供給する場合を述べた
が、図６（Ｂ）に示すように信号線とは異なる配線に設定電流を供給してもよい。
【００８２】
　図６（Ｂ）は、論理演算子を介し、画素のビデオ信号線へビデオ信号を供給し、電流源
から切り換え回路を介して画素に接続される電流出力線に設定電流を供給する構成を示す
。図６（Ｂ）の場合、スイッチ６０５を配置する必要がない。そして、論理演算子６３３
からビデオ信号が、ビデオ線Ｂｍ、Ｂ（ｍ＋１）、Ｂ（ｍ＋２）を介して画素へ入力され
る。その他の構成は、図６（Ａ）と同様であるため説明は省略する。
【００８３】
　また、設定電流を供給する電流源と切り換え回路により、信号電流のバラツキをほぼ完
全に除去することができる。よって、実施の形態の信号線駆動回路により、発光装置の表
示ムラをほぼ完全に解消することができる。
【００８４】
（実施の形態５）
　次に、実施の形態２、３と異なり、シフトレジスタが複数設けられた信号線駆動回路の
構成について、具体例を説明する。
【００８５】
　図７（Ａ）には、ｍ列目から（ｍ＋２）列目の信号線の周辺の信号線駆動回路７３０の
概略図を示す。信号線駆動回路は、複数の電流源７１０、切り換え回路７１１を有する電
流源回路７３１と、第１のシフトレジスタ７０１、第２のシフトレジスタ７０２第１のラ
ッチ回路７０３、第２のラッチ回路７０４、を有し、電流源からの設定信号を供給するか
否かを制御するスイッチ７０５が設けられている。切り換え回路７１１から、電流出力線
Ｓｍ、Ｓ（ｍ＋１）、Ｓ（ｍ＋２）を介して設定信号が画素へ入力される。
【００８６】
　第１のシフトレジスタ７０１より出力されたサンプリングパルスは、電流源７１０に入
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力される。本実施の形態の設定信号はこのサンプリングパルスに相当する。
【００８７】
　また第２のシフトレジスタ７０２より出力されたサンプリングパルスは、第１のラッチ
回路７０３に入力される。その後、第１のラッチ回路７０３、第２のラッチ回路７０４は
、実施の形態２と同様な動作を行い、第２のラッチ回路７０４に保持されたビデオ信号は
、１行分が同時に電流源回路７３１の複数のスイッチ７０５に入力される。
【００８８】
　そして実施の形態２と同様に、スイッチ７０５にＨｉｇｈのビデオ信号が入力されると
き、電流源７１０から信号線に設定電流が供給される状態となる。反対にスイッチ７０５
にＬｏｗのビデオ信号が入力されるとき、信号線に設定電流は供給されない状態となる。
つまり電流源７１０は、設定電流を供給する機能（ＶＧＳ）を有し、設定電流を画素に供
給するか否かはスイッチ７０５により制御される。
【００８９】
　その後、切り換え回路７１１により、ある期間ごとに、電流源と信号線との電気的な接
続が切り換わる。
【００９０】
　なお電流源には、図３、４に示した電流源の構成を任意に用いることが出来る。また電
流源回路は、全て一つの方式のみを用いるだけでなく、組み合わせて用いることも可能で
ある。
【００９１】
　また図７（Ａ）では、ビデオ信号に比例した信号電流を出力線へ供給する場合を述べた
が、図７（Ｂ）に示すように信号線とは異なる配線に設定電流を供給してもよい。
【００９２】
　図７（Ｂ）は、第２のラッチ回路７０４を介して、画素のビデオ信号線へビデオ信号を
供給し、電流源から切り換え回路を介して画素に接続される電流出力線に設定電流を供給
する構成を示す。図７（Ｂ）の場合、スイッチ７０５を配置する必要がない。そして、第
２のラッチ回路７０４ビデオ信号が、ビデオ線Ｂｍ、Ｂ（ｍ＋１）、Ｂ（ｍ＋２）を介し
て画素へ入力される。その他の構成は、図７（Ａ）と同様であるため説明は省略する。
【００９３】
　本実施の形態では、設定信号を制御する第１のシフトレジスタ７０１と、ラッチ回路を
制御する第２のシフトレジスタ７０２を設けることにより、第１のシフトレジスタ７０１
の動作と第２のシフトレジスタ７０２の動作とを完全に独立させて行うことが出来る。例
えば、第２のシフトレジスタ７０２を高速に動作させ、第１のシフトレジスタ７０１を低
速で動作させることが出来る。このように、第１のシフトレジスタ７０１を低速で動作さ
せると、電流源７１０の設定動作を正確に行うことが出来る。
【００９４】
　また、設定電流を供給する電流源と切り換え回路により、信号電流のバラツキをほぼ完
全に除去することができる。よって、実施の形態の信号線駆動回路により、発光装置の表
示ムラをほぼ完全に解消することができる。
【００９５】
（実施の形態６）
　次に、実施の形態２から４と異なり、第１のラッチ回路８０２及び第２のラッチ回路８
０３が各々電流源を有する信号線駆動回路の構成について、具体例を説明する。
【００９６】
　図８には、ｍ列目から（ｍ＋２）列目の信号線の周辺の信号線駆動回路８３０の概略図
を示す。信号線駆動回路は、シフトレジスタ８０１、第１のラッチ回路８０２、第２のラ
ッチ回路８０３、第１のラッチ回路が有する第１の電流源８１０、第２のラッチ回路が有
する第２の電流源８１５、切り換え回路８１１、を有し、スイッチ８０５、スイッチ８０
６が設けられている。切り換え回路８１１から、電流出力線Ｓｍ、Ｓ（ｍ＋１）、Ｓ（ｍ

＋２）を介して設定信号が画素へ入力される。
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【００９７】
　第１のラッチ回路８０２が有する第１の電流源８１０は、設定信号が入力され、ビデオ
信号用定電流源８０９から所定の電流（信号電流）が供給される。この設定信号は、シフ
トレジスタ８０１から供給される又は外部から供給されるラッチパルスに相当する。そし
て第１の電流源８１０と第２の電流源８１５の間にはスイッチ８０５が設けられており、
スイッチ８０５のオン又はオフはラッチパルスにより制御される。
【００９８】
　また第２のラッチ回路が有する第２の電流源８１５は、設定信号が入力され、第１の電
流源８１０から供給される電流（設定電流）が保持される。この設定信号は、ラッチパル
スに相当する。そして第２の電流源８１５と切り換え回路との間にはスイッチ８０６が設
けられており、スイッチ８０６のオン又はオフは、ラッチパルスにより制御され、第１の
スイッチ８０５と反転した信号が入力される。
【００９９】
　そして実施の形態２と同様に、スイッチ８０６にＨｉｇｈのビデオ信号が入力されると
き、第２の電流源８１５から信号線に設定電流が供給される状態となる。反対にスイッチ
８０６にＬｏｗのビデオ信号が入力されるとき、信号線に設定電流は供給されない状態と
なる。つまり第２の電流源８１５は、設定電流を供給する機能（ＶＧＳ）を有し、設定電
流を画素に供給するか否かはスイッチ８０６により制御される。
【０１００】
　その後、切り換え回路８１１により、ある期間ごとに、第２の電流源８１５と信号線と
の電気的な接続が切り換わる。
【０１０１】
　なお第１の電流源８１０及び第２の電流源８１５には、図３、４に示した電流源の構成
を任意に用いることが出来る。また電流源回路は、全て一つの方式のみを用いるだけでな
く、組み合わせて用いることも可能である。
【０１０２】
　本実施の形態により、ラッチ回路内に電流源を配置することができるため、信号線駆動
回路が占める面積を小さくすることができる。強いては、発光装置の狭額縁化を達成する
ことが可能となる。
【０１０３】
　このように設定電流を供給する電流源回路と切り換え回路により、信号電流のバラツキ
をほぼ完全に除去することができる。よって、本発明の回路により、発光装置の表示ムラ
をほぼ完全に解消することができる。
【０１０４】
（実施の形態７）
　次に、実施の形態２から５と異なり、ラッチ回路に一対の電流源を有する信号線駆動回
路の構成について、具体例を説明する。
【０１０５】
　図９には、ｍ列目から（ｍ＋２）列目の３本の信号線の周辺の信号線駆動回路９３０の
概略図を示す。信号線駆動回路は、シフトレジスタ９０１、ラッチ回路９０２、切り換え
回路９１１を有し、ラッチ回路９０２は第１の電流源９１０及び第２の電流源９１５を有
する。切り換え回路９１１から、電流出力線Ｓｍ、Ｓ（ｍ＋１）、Ｓ（ｍ＋２）を介して
設定信号が画素へ入力される。
【０１０６】
　第１のスイッチ９０５はシフトレジスタ９０１から入力されるサンプリングパルスによ
って制御される。また第２のスイッチ９０６、第３のスイッチ９０７はラッチパルスによ
り制御される。なお第２のスイッチ９０６と第３のスイッチ９０７には互いに反転した信
号が入力される。このような本実施の形態により、第１の電流源９１０及び第２の電流源
９１５では、一方は設定動作を行い、他方は入力動作を行うことができる。
【０１０７】
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　第１の電流源９１０及び第２の電流源９１５は、シフトレジスタ９０１より設定信号が
入力され、ビデオ線を介してビデオ信号用定電流源９０９から所定の信号電流が供給され
る。この設定信号は、論理演算子の出力端子から供給される信号に相当する。論理演算子
として、一方の電流源にはシフトレジスタ９０１からのサンプリングパルスが入力され、
他方の電流源回路にはラッチパルスが入力される。論理演算子では、入力された２つの信
号の論理演算を行って、信号を供給する。そして本実施の形態では、論理演算子の出力端
子から供給される信号に合わせて、電流源の設定を行う。
【０１０８】
　そして実施の形態２と同様に、スイッチ９０７にＨｉｇｈのビデオ信号が入力されると
き、第１の電流源９１０又は第２の電流源９１５から信号線に設定電流が供給される状態
となる。反対にスイッチ９０７にＬｏｗのビデオ信号が入力されるとき、信号線に設定電
流は供給されない状態となる。つまり第１の電流源９１０又は第２の電流源９１５は、設
定電流を供給する機能（ＶＧＳ）を有し、設定電流を画素に供給するか否かはスイッチ９
０７により制御される。
【０１０９】
　その後、切り換え回路９１１により、ある期間ごとに、第１の電流源９１０又は第２の
電流源９１５と信号線との電気的な接続が切り換わる。
【０１１０】
　なお、第１の電流源９１０又は第２の電流源９１５には、図３、４に示した電流源回路
の回路構成を自由に用いることが出来る。各電流源回路は、全て一つの方式のみを用いる
だけでなく、組み合わせて用いることもできる。
【０１１１】
　各信号線に第１の電流源９１０及び第２の電流源９１５を設けたことより、信号電流を
設定する設定動作と、切り換え回路９１１により電気的に接続された信号線への入力動作
を同時に行うことができる。
【０１１２】
　このように設定電流を供給する電流源回路と切り換え回路により、信号電流のバラツキ
をほぼ完全に除去することができる。よって、本発明の回路により、発光装置の表示ムラ
をほぼ完全に解消することができる。
【０１１３】
（実施の形態８）
　次に、実施の形態２から６と異なる信号線駆動回路の構成について、具体例を説明する
。
【０１１４】
　図１０（Ａ）には、第１の信号線駆動回路１００１、第２の信号線駆動回路１００２、
第１の切り換え回路１００３、第２の切り換え回路１００４、画素部１００５、第１の信
号線駆動回路１００１が有する電流源１００６、第２の信号線駆動回路１００２が有する
電流源１００７が記載されている。第１の切り換え回路１００３、第２の切り換え回路１
００４から、電流出力線Ｓｍ、Ｓ（ｍ＋１）、Ｓ（ｍ＋２）を介して設定信号が画素へ入
力される。
【０１１５】
　なお、第１の信号線駆動回路１００１及び第２の信号線駆動回路１００２は、実施の形
態２から６のいずれの構成であってもよい。また、第１の信号線駆動回路１００１と第２
の信号線駆動回路１００２とは同一の構成でなくともよく、実施の形態２から６のいずれ
と組み合わせても構わない。
【０１１６】
　そして、設定電流は電流源１００６から電気的に接続された信号線を介して画素部１０
０５へ書き込みが行われる。この設定電流の値は小さいため、画素への書き込みに要する
時間が長いという問題がある。そこで本実施の形態は、電流源１００６から供給する設定
電流を、画素へ供給する設定電流にある程度大きな値を加えるように設定し、電流源１０
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０７は加えられた設定電流を供給できるように設定する。
【０１１７】
　具体的に説明すると、画素へ供給する設定電流の値をＸとする。このとき、電流源１０
０６から供給される設定電流をＸ＋Ｙ（Ｘ≪Ｙ）とし、電流源１００７から供給される設
定電流をＹとする。このとき、画素の信号線を流れる設定電流の値はＸ＋Ｙと大きな値と
なり、画素への書き込みを高速化することができる。
【０１１８】
　そして、第１の切り換え回路１００３により、電流源１００６と電気的に接続される信
号線が切り換わり、同様に第２の切り換え回路１００４により、電流源１００７と電気的
に接続される信号線が切り換わる。このとき、ある一本の信号線に電気的に接続されてい
る電流源１００６、１００７の列（場所）は同一である必要はない。なお、第２の切り換
え回路１００４は設けなくともよい。
【０１１９】
　このような第１の信号線駆動回路及び第２の信号線駆動回路を有することにより、信号
電流を書き込む時間を短縮でき、画素への書き込みを高速化することができる。
【０１２０】
　次に、図１０（Ａ）と構成が異なる信号線駆動回路を、図１０（Ｂ）を用いて説明する
。
【０１２１】
　図１０（Ｂ）には、第１の信号線駆動回路１０１１、第２の信号線駆動回路１０１２、
第１の切り換え回路１０１３、第２の切り換え回路１０１４、画素部１０１５、第１の信
号線駆動回路１０１１が有する電流源１０１６、第２の信号線駆動回路１０１２が有する
電流源１０１７が記載されている。
【０１２２】
　図１０（Ｂ）は、第１の電流源１０１６から供給される設定電流を第２の電流源１０１
７へ供給し、第２の電流源１０１７の設定動作を行うことを特徴とする。その他の構成は
、図１０（Ａ）と同様であるため説明は省略する。
【０１２３】
　図１０（Ｂ）に示す構成により、第２の信号線駆動回路１０１２の面積が小さくでき、
画素部の面積を大きくすることができ、かつ第１の信号線駆動回路及び第２の信号線駆動
回路を有することにより、画素へ信号電流を書き込む時間を短縮できる。
【０１２４】
　また、設定電流を供給する電流源と切り換え回路により、信号電流のバラツキをほぼ完
全に除去することができる。よって、実施の形態の信号線駆動回路により、発光装置の表
示ムラをほぼ完全に解消することができる。
【０１２５】
（実施の形態９）
　本発明の切り換え回路は、図１１に示すように、電流源が隣り合う３つの出力線（例え
ば信号線であり、以下信号線で説明する）との接続に限定されているものではなく、信号
線の数が２以上であり、電流源と信号線との電気的な接続がある期間ごとに切り換わるよ
うに設計されていればよい。そこで本実施の形態では、図１１とは異なる切り換え回路の
接続構成について、図１２を用いて説明する。
【０１２６】
　図１２には、ｍ列目から（ｍ＋４）列目の信号線の周辺の切り換え回路１２３０と、複
数の電流源Ｃｎ、Ｃ（ｎ＋１）、Ｃ（ｎ＋２）、Ｃ（ｎ＋３）、Ｃ（ｎ＋４）とが記載さ
れている。図１２に示す切り換え回路において、図１１と異なる構成は、各信号線は一つ
おきの電流源と接続している点である。例えば、信号線Ｓ（ｍ＋２）みると、信号線Ｓ（

ｍ＋２）と接続される第１乃至第３のアナログスイッチにおいて、第１のアナログスイッ
チは電流源Ｃｎと接続され、第２のアナログスイッチは電流源Ｃ（ｎ＋２）と接続され、
第３のアナログスイッチは電流源Ｃ（ｎ＋４）と接続されている。
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【０１２７】
　そして上述したように、信号入力線Ａ（ｌ）～Ａ（ｌ＋２）とＡ（ｌ）ｂ～Ａ（ｌ＋２
）ｂとは、それぞれ反転信号が入力され、順に選択される。この選択された信号入力線に
接続されているアナログスイッチがオンとなり、オンとなったアナログスイッチと接続さ
れている電流源と信号線とが電気的に接続され、設定電流が電流源から信号線へと供給さ
れる。
【０１２８】
　本実施の形態のように、切り換え回路は信号線と電流源とが間隔をあけて接続されてい
ても構わない。また、切り換え回路において、信号線に接続されている電流源の数が多い
ほど、多くの電流源を用いて電気的な接続の切り換えを行うことができるため、より均一
化された設定電流を信号線へ供給することが可能となる。
【０１２９】
（実施の形態１０）
　本実施の形態は、図１１、図１２と異なり、図１（Ｂ）に示すように複数の電流源をま
とめた電流源回路群と、複数のアナログスイッチをまとめてアナログスイッチ群として備
えた切り換え回路と、設定電流が供給される出力線（例えば信号線であり、以下信号線で
説明する）とを有する構成について、図１３を用いて説明する。
【０１３０】
　図１３には、図１２と同様なｍ列目から（ｍ＋５）列目の信号線の周辺の切り換え回路
１３３０と、複数の電流源とが記載されている。図１３に示す切り換え回路において、図
１１や図１２と異なる構成は、複数の電流源（図１３において３つの電流源）がまとめら
れた電流源回路群１３０１と、複数のアナログスイッチ（図１３においては３つのアナロ
グスイッチ）がまとめられたアナログスイッチ群１３０２と、が記載されている。その他
の構成は、図１２と同様であるため説明は省略する。
【０１３１】
　そして上述した動作と同様に、各電流源回路群において、信号入力線Ａ（ｌ）～Ａ（ｌ
＋２）と、Ａ（ｌ）ｂ～Ａ（ｌ＋２）ｂとは、それぞれ反転信号が入力され、順に選択さ
れる。そして、選択された信号入力線に接続されているアナログスイッチはオンとなり、
オンとなったアナログスイッチと接続されている電流源と信号線とが電気的に接続され、
設定電流が電流源から信号線へと供給される。
【０１３２】
　この電流源回路群１３０１やアナログスイッチ群１３０２のように、電流源やアナログ
スイッチをまとめて設けることにより、アナログスイッチと電流源との接続配線が煩雑に
なることを避けることができる。更に電流源回路群１３０１間やアナログスイッチ群１３
０２間のバラツキを解消するために、第２の切り換え回路を電流源回路群とアナログスイ
ッチ群との間に配置してもよい。なお、電流源回路群が有する電流源やアナログスイッチ
群が有するアナログスイッチは、複数であればいくつでも構わない。
【０１３３】
（実施の形態１１）
　本実施の形態では、電流源回路が設定動作を行う動作方法と、電流源と出力線（例えば
信号線であり、以下信号線で説明する）との電気的な接続を切り換える動作方法とを有す
る回路の駆動方法について説明する。
【０１３４】
　まず駆動方式に注目すると、駆動方式は、１フレーム期間を分割しない駆動方式（ここ
ではフルフレーム方式と記載する）と、１フレーム期間を複数のサブフレームに分割する
駆動方式（ここではサブフレーム方式と記載する）とがある。本実施の形態ではフルフレ
ーム方式について、図１４を用いて説明する。
【０１３５】
　図１４（Ａ）には、走査線（Ｇａｔｅ　Ｌｉｎｅ）が１行目（１ｓｔ）から最終行目（
ｌａｓｔ）まで選択されているフレーム期間Ｆ１～Ｆ３と、各フレーム期間において画素
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へ電流（設定電流）が入力される書き込み期間Ｔａと、各フレーム期間の最初又は最後に
設けられた（図１４では最後に設けられた）期間Ｔｃとが記載されている。
【０１３６】
　図１４（Ｂ）には、信号入力線Ａ（ｌ）～Ａ（ｌ＋２）と、Ａ（ｌ）ｂ～Ａ（ｌ＋２）
ｂとへ入力される信号のＨｉｇｈ又はＬｏｗのタイミング（波形）が記載されている。な
お、信号入力線Ａ（ｌ）、Ａ（ｌ＋１）、Ａ（ｌ＋２）に入力される信号と、信号入力線
Ａ（ｌ）ｂ、Ａ（ｌ＋１）ｂ、Ａ（ｌ＋２）ｂに入力される信号とは、それぞれ反転信号
である。そして、信号入力線に入力される信号が切り換わる期間（タイミング）は、期間
Ｔｃにそれぞれ設けられている。
【０１３７】
　図１４（Ｃ）には、電流源回路が設定動作を行う動作方法、すなわち電流源へ入力され
る設定信号（ｓｉｇｎａｌ）のＨｉｇｈ又はＬｏｗのタイミング（波形）が記載されてい
る。設定信号がＨｉｇｈとなるとき、各電流源への設定動作が行われる。また各電流源へ
の設定動作を順に行った場合、すべての電流源への設定が完了しない場合は、複数のフレ
ーム期間の期間Ｔｃで合わせて行えばよい。
【０１３８】
　なお各フレームにおいて、任意の場所（列）の電流源の設定を行ってもよい。例えば図
１４（Ｃ）において１フレーム目の期間Ｔｃではｉ列目の電流源、２フレーム目の期間Ｔ
ｃではｊ列目の電流源、３フレーム目の期間Ｔｃではｋ列目の電流源にＨｉｇｈの設定信
号を入力し、設定動作を行っても構わない。
【０１３９】
　そして、フレーム期間Ｆ１では、信号入力線Ａ（ｌ）及びＡ（ｌ）ｂが選択され、これ
らと接続されているアナログスイッチがオンとなり、オンとなったアナログスイッチと接
続されている電流源と信号線とが電気的に接続される。そして、書き込み期間Ｔａでは、
各電流源が電気的に接続された信号線へ電流（設定電流）が出力され、期間Ｔｃでは設定
信号が入力され、各電流源への設定動作が行われる。このとき設定動作が行われる電流源
は、どこの電流源でもよく、いくつでも構わない。
【０１４０】
　次に、フレーム期間Ｆ２では、信号入力線Ａ（ｌ＋１）及びＡ（ｌ＋１）ｂが選択され
、これらと接続されているアナログスイッチがオンとなり、オンとなったアナログスイッ
チと接続されている電流源と信号線とが電気的に接続される。そして、書き込み期間Ｔａ
では、各電流源が電気的に接続された信号線へ電流（設定電流）が出力され、期間Ｔｃで
は設定信号が入力され、各電流源への設定動作が行われる。このとき設定動作が行われる
電流源は、どこの電流源でもよく、いくつでも構わない。
【０１４１】
　次に、フレーム期間Ｆ３では、信号入力線Ａ（ｌ＋２）及びＡ（ｌ＋２）ｂが選択され
、これらと接続されているアナログスイッチがオンとなり、オンとなったアナログスイッ
チと接続されている電流源と信号線とが電気的に接続される。そして、書き込み期間Ｔａ
では、各電流源が電気的に接続された信号線へ電流（設定電流）が出力され、期間Ｔｃで
は設定信号が入力され、各電流源への設定動作が行われる。このとき設定動作が行われる
電流源は、どこの電流源でもよく、いくつでも構わない。
【０１４２】
　なお期間Ｔｃにおいて、電流源への設定動作を行う動作（タイミング）と、切り換え回
路による電気的な接続の切り換えを行う動作（タイミング）は同時に行ってもよく、いず
れかを先に行ってもよい。また期間Ｔｃを設ける位置や長さは特に限定されないが、書き
込み期間と重ならないように設ける必要がある。
【０１４３】
　以上のように、短い期間Ｔｃで切り換え動作や設定動作を行う動作方法により、たとえ
設定電流がばらついても、人間の目には表示が均一化してみえる。よって、本発明の信号
線駆動回路の駆動方法により、発光装置の表示ムラをほぼ完全に解消することができる。
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【０１４４】
（実施の形態１２）
　次に本実施の形態では、サブフレーム方式における、電流源回路が設定動作を行う動作
方法と、電流源と出力線（例えば信号線であり、以下信号線で説明する）との電気的な接
続を切り換える動作方法とを有する回路の駆動方法について、図１５を用いて説明する。
【０１４５】
　図１５（Ａ）には、走査線（Ｇａｔｅ　Ｌｉｎｅ）が１行目（１ｓｔ）から最終行目（
ｌａｓｔ）まで選択されているフレーム期間を３つに分割したサブフレームＳＦ１、ＳＦ
２、ＳＦ３を有するフレーム期間Ｆ１、Ｆ２と、各サブフレーム期間において、画素へ電
流（設定電流）が入力される書き込み期間Ｔａ１、Ｔａ２、Ｔａ３と、各サブフレーム期
間の最初又は最後に設けられた（図１５ではフレームの最後に設けられた）期間Ｔｃ１、
Ｔｃ２、Ｔｃ３とが記載されている。
【０１４６】
　図１５（Ｂ）には、切り換え回路における信号入力線Ａ（ｌ）からＡ（ｌ＋２）へ入力
される信号のＨｉｇｈ又はＬｏｗのタイミング（波形）が記載されている。また図１５（
Ｂ）には図示しないが、図１４と同様に、信号入力線Ａ（ｌ）、Ａ（ｌ＋１）、Ａ（ｌ＋
２）の反転信号が信号入力線Ａ（ｌ）ｂ、Ａ（ｌ＋１）ｂ、Ａ（ｌ＋２）ｂに入力されて
いる。そして、信号入力線に入力される信号が切り換わる期間（タイミング）は、期間Ｔ
ｃ１～Ｔｃ３にそれぞれ設けられる。
【０１４７】
　また図１５（Ｂ）’には、信号入力線へ入力される信号のＨｉｇｈ又はＬｏｗが入力さ
れる順序、つまり信号入力線を選択する順序が異なる例が記載されている。図１５（Ｂ）
のように、サブフレーム期間ＳＦ１からＳＦ３において、信号入力線を選択する順序を固
定（各フレームのＳＦ１では全てＡ（ｌ）がオン、ＳＦ２では全てＡ（ｌ＋１）がオン、
ＳＦ３では全てＡ（ｌ＋２）がオン）した動作方法と比べて、図１５（Ｂ）’のように、
サブフレーム期間ごとに信号入力線を選択する順序を異ならせる動作方法は、より設定電
流のバラツキを抑制し、均一な表示を得ることが可能となる。
【０１４８】
　図１５（Ｃ）には、電流源回路が設定動作を行う動作方法、すなわち電流源へ入力され
る設定信号（ｓｉｇｎａｌ）のＨｉｇｈ又はＬｏｗのタイミング（波形）が記載されてい
る。図１５（Ｃ）では、各サブフレームＳＦ１にのみＨｉｇｈの設定信号が入力されてい
る。
【０１４９】
　また図１５（Ｃ）’には、図１５（Ｃ）’と異なり、各サブフレーム期間ＳＦ１～ＳＦ
３において、Ｈｉｇｈの設定信号が入力されている。
【０１５０】
　このように、サブフレーム方式を用いた場合フルフレーム方式を用いた場合と比べ、書
き込み期間以外の期間が長くなるため、信号電流を設定する期間が長く設定できることが
わかる。また図１５（Ｃ）’の動作方法において、Ｈｉｇｈの設定信号が入力される期間
の長さが最も長くなる。
【０１５１】
　なお本実施の形態は、図１４と同様に、各サブフレームにおいて、任意の場所（列）の
電流源の設定を行ってもよい。また、各電流源への設定動作を順に行った場合、すべての
電流源への設定が完了しない場合は、複数のサブフレーム期間の期間Ｔｃで合わせて行え
ばよい。
【０１５２】
　なお、図１５（Ｂ）又は（Ｂ）’に示す信号入力線の動作方法と、図１５（Ｃ）、（Ｃ
）’に示す設定信号の動作方法とは、どのように組み合わせてもよい。
【０１５３】
　また、設定信号のＨｉｇｈの入力される期間は、期間Ｔｃ１～Ｔｃ３と重ならないよう
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に設けてもよい。この場合、電流源回路への設定動作を終えた後に、切り換え回路により
電流源回路と信号線との電気的な接続を切り換えることができ、回路の誤動作が少なくな
り、確実に画素へ電流（設定電流）を入力することができる。
【０１５４】
　このように、サブフレーム方式で駆動を行った場合、信号電流を設定する期間を長くで
き、正確な設定電流を供給することができる。
【０１５５】
（実施の形態１３）
　本実施の形態では、実施の形態７のように信号線駆動回路を二つ設けた場合の、電流源
回路が設定動作を行う動作方法と、電流源と出力線（例えば信号線であり、以下信号線で
説明する）との電気的な接続を切り換える動作方法とを有する回路の駆動方法について説
明する。
【０１５６】
　実施の形態７に示すような信号線駆動回路では、図１４及び図１５におけるＨｉｇｈの
設定信号のタイミングを二つ（例えば前半と後半）に分割し、一方では第１の信号線駆動
回路が有する電流源の設定を行い、他方では第２の信号線駆動回路が有する電流源の設定
を行えばよい。
【０１５７】
　その他の信号入力線や設定信号の動作方法は、実施の形態１０又は１１で説明したとお
りであるので、ここでの説明は省略する。
【０１５８】
　本実施の形態の動作方法により、信号電流のバラツキをほぼ完全に除去することができ
る。よって、実施の形態の信号線駆動回路の駆動方法により、発光装置の表示ムラをほぼ
完全に解消することができる。
【０１５９】
（実施の形態１４）
　本実施の形態では、画素部に設けられる画素の回路の構成例について図１６を用いて説
明する。
【０１６０】
　図１６（Ａ）の画素は、信号線１６０１、第１及び第２の走査線１６０２、１６０３、
電源線１６０４、スイッチング用の第１トランジスタ１６０５、保持用の第２トランジス
タ１６０６、駆動用の第３トランジスタ１６０７、変換駆動用の第４トランジスタ１６０
８、容量素子１６０９、発光素子１６１０とを有する。なお各信号線は、電流源回路１６
４０に接続されている。
【０１６１】
　そして、第１トランジスタ１６０５のゲート電極は、第１の走査線１６０２に接続され
、第１の電極は信号線１６０１に接続され、第２の電極は第３トランジスタ１６０７の第
１の電極と、第４トランジスタ１６０８の第１の電極とに接続されている。第２トランジ
スタ１６０６のゲート電極は、第２の走査線１６０３に接続され、第１の電極は、第１ト
ランジスタ１６０５の第２の電極と、第４トランジスタ１６０８の第１の電極に接続され
、第２の電極は第３トランジスタ１６０７のゲート電極と、第４トランジスタ１６０８の
ゲート電極とに接続されている。第３トランジスタ１６０７の第２の電極は、電源線１６
０４に接続され、第４トランジスタ１６０８の第２の電極は、発光素子１６１０の一方の
電極に接続されている。容量素子１６０９は、第４トランジスタ１６０８のゲート電極と
第２の電極との間に接続され、第４トランジスタ１６０８のゲート・ソース間電圧を保持
する。電源線１６０４及び発光素子１６１０の他方の電極には、それぞれ所定の電位が入
力され、互いに電位差を有する。
【０１６２】
　図１６（Ｂ）の画素は、信号線１６１１、第１及び第２の走査線１６１２、１６１３、
電源線１６１４、スイッチング用の第１トランジスタ１６１５、保持用の第２トランジス
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タ１６１６、駆動用の第３トランジスタ１６１７、変換駆動用の第４トランジスタ１６１
８、容量素子１６１９、発光素子１６２０とを有する。なお各信号線は、電流源回路１６
４１に接続されている。
【０１６３】
　そして、第１トランジスタ１６１５のゲート電極は、第１の走査線１６１２に接続され
、第１の電極は信号線１６１１に接続され、第２の電極は第３トランジスタ１６１７の第
１の電極と、第４トランジスタ１６１８の第１の電極とに接続されている。第２トランジ
スタ１６１６ゲート電極は、第２の走査線１６１３に接続され、第１の電極は第３トラン
ジスタ１６１７の第１の電極に接続され、第２の電極は第４トランジスタ１６１８のゲー
ト電極と、第４トランジスタ１６１８のゲート電極とに接続されている。第４トランジス
タ１６１８の第２の電極は、電源線１６１４に接続され、第３トランジスタ１６１７の第
２の電極は、発光素子１６２０の一方の電極に接続されている。容量素子１６１９は、第
４トランジスタ１６１８のゲート電極と第２の電極との間に接続され、第４トランジスタ
１６１８のゲート・ソース間電圧を保持する。電源線１６１４及び発光素子１６２０の他
方の電極には、それぞれ所定の電位が入力され、互いに電位差を有する。
【０１６４】
　図１６（Ｃ）の画素は、ビデオ線１６２１、第１の走査線１６２２、第２の走査線１６
２３、第３の走査線１６３５、第１の電源線１６２４、第２の電源線（電流線）１６３８
、スイッチング用の第１トランジスタ１６２５、消去用の第２トランジスタ１６２６、駆
動用の第３トランジスタ１６２７、容量素子１６２８、電流源用の第４トランジスタ１６
２９、カレントミラー回路の第５トランジスタ１６３０、容量素子１６３１、電流入力用
の第６トランジスタ１６３２、保持用の第７トランジスタ１６３３、発光素子１６３６と
を有する。なお各信号線は、電流源回路１６４１に接続されている。
【０１６５】
　そして、第１トランジスタ１６２５のゲート電極は、第１の走査線１６２２に接続され
、第１トランジスタ１６２５の第１の電極はビデオ線１６２１に接続され、第１トランジ
スタ１６２５の第２の電極は第３トランジスタ１６２７のゲート電極と、第２トランジス
タ１６２６の第１の電極とに接続されている。第２トランジスタ１６２６のゲート電極は
、第２の走査線１６２３に接続され、第２トランジスタ１６２６の第２の電極は第１の電
源線１６２４に接続されている。第３トランジスタの第１の電極は発光素子１６３６の一
方の電極に接続され、第３トランジスタ１６２７の第２の電極は第４トランジスタ１６２
９の第１の電極に接続されている。第４トランジスタ１６２９の第２の電極は第１の電源
線１６２４に接続されている。容量素子１６３１の一方の電極は、第４トランジスタ１６
２９のゲート電極及び第５トランジスタ１６３０のゲート電極に接続され、他方の電極は
第１の電源線１６２４に接続されている。第５トランジスタ１６３０の第１の電極は第１
の電源線１６２４に接続され、第５トランジスタ１６３０の第２の電極は、第６トランジ
スタ１６３２の第１の電極に接続されている。第６トランジスタ１６３２の第２の電極は
第２の電源線１６３８に接続され、第６トランジスタ１６３２のゲート電極は第３の走査
線１６３５に接続されている。第７トランジスタ１６３３のゲート電極は第３の走査線１
６３５に接続され、第７トランジスタ１６３３の第１電極は第２の電源線（電流線）１６
３８に接続され、第７トランジスタ１６３３第２の電極は第４トランジスタ１６２９のゲ
ート電極及び第５トランジスタ１６３０のゲート電極に接続されている。第１の電源線１
６２４及び発光素子１６３６の他方の電極には、それぞれ所定の電位が入力され、互いに
電位差を有する。
このようなトランジスタのばらつきを抑制する画素構成と、電流源によりに、表示ムラが
なく、より高精度な画像を表示する発光装置を提供することができる。
【実施例１】
【０１６６】
　本実施例では、本発明の発光装置の構成について図１７を用いて説明する。
【０１６７】
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　本発明の発光装置は、基板４３１上に、複数の画素がマトリクス状に配置された画素部
４３２を有し、画素部４３２の周辺には、本発明の信号線駆動回路４３３、第１の走査線
駆動回路４３４及び第２の走査線駆動回路４３５を有する。図１７（Ａ）においては、信
号線駆動回路４３３と、２組の走査線駆動回路４３４、４３５を有しているが、本発明は
これに限定されず、画素の構成に応じて任意に設計することができる。また信号線駆動回
路４３３と、第１の走査線駆動回路４３４及び第２の走査線駆動回路４３５には、ＦＰＣ
４３６を介して外部より信号が供給される。
【０１６８】
　第１の走査線駆動回路４３４及び第２の走査線駆動回路４３５の構成について１７（Ｂ
）を用いて説明する。第１の走査線駆動回路４３４及び第２の走査線駆動回路４３５は、
シフトレジスタ４３７、バッファ４３８を有する。動作を簡単に説明すると、シフトレジ
スタ４３７は、クロック信号（Ｇ－ＣＬＫ）、スタートパルス（Ｓ－ＳＰ）及びクロック
反転信号（Ｇ－ＣＬＫｂ）に従って、順次サンプリングパルスを出力する。その後バッフ
ァ４３８で増幅されたサンプリングパルスは、走査線に入力されて１行ずつ選択状態にし
ていく。そして選択された走査線によって、制御されている画素に、順に信号線から信号
電流が書き込まれる。
【０１６９】
　なおシフトレジスタ４３７と、バッファ４３８の間にはレベルシフタ回路を配置した構
成にしてもよい。レベルシフタ回路を配置することによって、電圧振幅を大きくすること
が出来る。
【０１７０】
　また、本発明の信号線駆動回路に設けられる電流源の配置は一直線になっていなくても
よく、信号線駆動回路内でずれて配置されていてもよい。更に、信号線駆動回路が画素部
を介して対称に２つ設けられていてもよい。このように対称に設けられた信号線駆動回路
は、信号線駆動回路の電流源回路やその他回路、及び配線数が半減されるため、回路同士
の密度が半減し、製造時の歩留まりは向上する。すなわち本発明の信号線駆動回路は、切
り換え手段を介して電流源回路と信号線と接続されればよく、電流源回路の配置や接続さ
れる信号線の配置には限定されない。
【実施例２】
【０１７１】
　本実施例では、カラー表示を行う場合の工夫について述べる。
発光素子が有機ＥＬ素子である場合、発光素子に同じ大きさの電流を流しても、色によっ
て、その輝度が異なる場合がある。また、発光素子が経時的な要因などにより劣化した場
合、その劣化の度合いは、色によって異なる。そのため、発光素子を用いた発光装置にお
いて、カラー表示を行う際には、そのホワイトバランスを調節するためにさまざまな工夫
が必要である。
【０１７２】
　最も単純な手法は、画素に入力する電流の大きさを色によって変えることである。その
ためには、リファレンス用定電流源の電流の大きさを色によって変えればよい。
【０１７３】
　その他の手法としては、画素、信号線駆動回路、リファレンス用定電流源などにおいて
、図３（Ｃ）～図３（Ｅ）に示す回路を用いることである。図３（Ｃ）～図３（Ｅ）の回
路において、カレントミラー回路を構成する２つのトランジスタのＷ／Ｌの比率を色によ
って変える。これにより、画素に入力する電流の大きさが色によって変えることができる
。
【０１７４】
　更に他の手法としては、点灯期間の長さを色によって変えることである。これは、時間
階調方式を用いている場合、また用いていない場合のどちらの場合にも適用できる。本手
法により、各画素の輝度を調節することができる。
【０１７５】
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　以上のような手法を用いることにより、又は組み合わせて用いることにより、ホワイト
バランスを容易に調節することができる。
【実施例３】
【０１７６】
　本発明の発光装置を用いた電子機器として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル
型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステム、音響再生装
置（カーオーディオ、オーディオコンポ等）、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム
機器、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機又は電子書籍等
）、記録媒体を備えた画像再生装置（具体的にはＤｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　
Ｄｉｓｃ（ＤＶＤ）等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを備えた
装置）などが挙げられる。特に、斜め方向から画面を見る機会が多い携帯情報端末は、視
野角の広さが重要視されているため、発光装置を用いることが望ましい。それら電子機器
の具体例を図１８に示す。
【０１７７】
　図１８（Ａ）は発光装置であり、筐体２００１、支持台２００２、表示部２００３、ス
ピーカー部２００４、ビデオ入力端子２００５等を含む。本発明の発光装置は表示部２０
０３に用いることができる。また本発明により、図１８（Ａ）に示す発光装置が完成され
ている。発光装置は自発光型であるためバックライトが必要なく、液晶ディスプレイより
も薄い表示部とすることができる。なお、発光装置は、パソコン用、ＴＶ放送受信用、広
告表示用などの全ての情報表示用発光装置が含まれる。
【０１７８】
　図１８（Ｂ）はデジタルスチルカメラであり、本体２１０１、表示部２１０２、受像部
２１０３、操作キー２１０４、外部接続ポート２１０５、シャッター２１０６等を含む。
本発明の発光装置は表示部２１０２に用いることができる。
【０１７９】
　図１８（Ｃ）はノート型パーソナルコンピュータであり、本体２２０１、筐体２２０２
、表示部２２０３、キーボード２２０４、外部接続ポート２２０５、ポインティングマウ
ス２２０６等を含む。本発明の発光装置は表示部２２０３に用いることができる。
【０１８０】
　図１８（Ｄ）はモバイルコンピュータであり、本体２３０１、表示部２３０２、スイッ
チ２３０３、操作キー２３０４、赤外線ポート２３０５等を含む。本発明の発光装置は表
示部２３０２に用いることができる。
【０１８１】
　図１８（Ｅ）は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的にはＤＶＤ再生装置）
であり、本体２４０１、筐体２４０２、表示部Ａ２４０３、表示部Ｂ２４０４、記録媒体
（ＤＶＤ等）読み込み部２４０５、操作キー２４０６、スピーカー部２４０７等を含む。
表示部Ａ２４０３は主として画像情報を表示し、表示部Ｂ２４０４は主として文字情報を
表示するが、本発明の発光装置はこれら表示部Ａ、Ｂ２４０３、２４０４に用いることが
できる。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機器なども含まれる。
【０１８２】
　図１８（Ｆ）はゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）であり、本体
２５０１、表示部２５０２、アーム部２５０３を含む。本発明の発光装置は表示部２５０
２に用いることができる。
【０１８３】
　図１８（Ｇ）はビデオカメラであり、本体２６０１、表示部２６０２、筐体２６０３、
外部接続ポート２６０４、リモコン受信部２６０５、受像部２６０６、バッテリー２６０
７、音声入力部２６０８、操作キー２６０９等を含む。本発明の発光装置は表示部２６０
２に用いることができる。
【０１８４】
　ここで図１８（Ｈ）は携帯電話であり、本体２７０１、筐体２７０２、表示部２７０３
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７、アンテナ２７０８等を含む。本発明の発光装置は表示部２７０３に用いることができ
る。
【０１８５】
　なお、表示部２７０３は黒色の背景に白色の文字を表示することで携帯電話の消費電流
を抑えることができる。
【０１８６】
　なお、将来的に発光材料の発光輝度が高くなれば、出力した画像情報を含む光をレンズ
等で拡大投影してフロント型若しくはリア型のプロジェクターに用いることも可能となる
。
【０１８７】
　また、上記電子機器はインターネットやＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）などの電子通信回
線を通じて配信された情報を表示することが多くなり、特に動画情報を表示する機会が増
してきている。発光材料の応答速度は非常に高いため、発光装置は動画表示に好ましい。
【０１８８】
　また、発光装置は発光している部分が電力を消費するため、発光部分が極力少なくなる
ように情報を表示することが望ましい。従って、携帯情報端末、特に携帯電話や音響再生
装置のような文字情報を主とする表示部に発光装置を用いる場合には、非発光部分を背景
として文字情報を発光部分で形成するように駆動することが望ましい。
【０１８９】
　以上のように、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用いること
が可能である。また本実施例の電子機器は、実施の形態１から１３に示したいずれの構成
の信号線駆動回路や画素構造を用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１９０】
【図１】図１は、本発明の電流源回路の構成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の電流源回路の構成を示す図である。
【図３】図３は、本発明の電流源の構成を示す図である。
【図４】図４は、本発明の電流源の構成を示す図である。
【図５】図５は、本発明の信号線駆動回路の構成を示す図である。
【図６】図６は、本発明の信号線駆動回路の構成を示す図である。
【図７】図７は、本発明の信号線駆動回路の構成を示す図である。
【図８】図８は、本発明の信号線駆動回路の構成を示す図である。
【図９】図９は、本発明の信号線駆動回路の構成を示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の信号線駆動回路の構成を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の信号線駆動回路の構成を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の信号線駆動回路の構成を示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の信号線駆動回路の構成を示す図である。
【図１４】図１４は、本発明の信号線駆動回路のタイミングチャートを示す図である。
【図１５】図１５は、本発明の信号線駆動回路のタイミングチャートを示す図である。
【図１６】図１６は、本発明の発光装置の画素構成を示す図である。
【図１７】図１７は、本発明の発光装置を示す図である。
【図１８】図１８は、本発明の発光装置が適用されている電子機器を示す図である。



(24) JP 4170293 B2 2008.10.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】
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