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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｉ（ｉは奇数または偶数）フレーム期間において、奇数番目走査線に走査信号を順次供
給し、ｉ＋１フレーム期間において、偶数番目走査線に走査信号を順次供給する走査駆動
部と、
　前記ｉフレーム期間において、前記奇数番目走査線に供給される走査信号に対応するデ
ータ信号をデータ線に供給し、前記ｉ＋１フレーム期間において、前記偶数番目走査線に
供給される走査信号に対応するデータ信号をデータ線に供給するデータ駆動部と、
　前記走査線及びデータ線に接続される複数の画素を含む画像表示部と、を具備し、
　前記走査駆動部は、
　前記ｉフレーム期間において、前記奇数番目走査線に走査信号が供給される期間中、当
該奇数番目走査線に接続された画素を発光させないために、奇数番目発光制御線に発光制
御信号を供給し、残りの期間中、すべての画素をデータ信号に対応して発光させるために
、前記奇数番目発光制御線及び偶数番目発光制御線に発光制御信号を供給せず、
　前記ｉ＋１フレーム期間において、前記偶数番目走査線に走査信号が供給される期間中
、当該偶数番目走査線に接続された画素を発光させないために、偶数番目発光制御線に発
光制御信号を供給し、残りの期間中、すべての画素をデータ信号に対応して発光させるた
めに、前記奇数番目発光制御線及び偶数番目発光制御線に発光制御信号を供給しないこと
を特徴とする発光表示装置。
【請求項２】
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　前記走査駆動部は、
　前記奇数番目走査線に走査信号が供給される期間中、前記偶数番目走査線に接続された
画素を発光させるために、前記偶数番目発光制御線に発光制御信号を供給せず、
　前記偶数番目走査線に走査信号が供給される期間中、前記奇数番目走査線に接続された
画素を発光させるために、前記奇数番目発光制御線に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３】
　前記画素それぞれは、
　発光素子と、
　データ信号に対応して前記発光素子に供給される電流を制御する第２トランジスタと、
　前記走査線及びデータ線に接続され、走査信号が供給される時、データ信号を前記第２
トランジスタに伝達する第１トランジスタと、
　前記第２トランジスタに接続され、データ信号に対応する電圧まで充電されるストリッ
ジキャパシタと、
　前記発光制御線に接続され、発光制御信号が供給されない時、前記第２トランジスタか
ら供給される電流を前記発光素子に供給する第３トランジスタと、
　前記発光素子のカソード電極に接続される第２電源と、を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４】
　奇数番目水平ラインに位置する画素に接続される第１電源線と、
　偶数番目水平ラインに位置する画素に接続される第２電源線と、
　前記第１電源線に接続される第１電源と、
　前記第２電源線に接続される第３電源と、を具備することを特徴とする請求項３に記載
の発光表示装置。
【請求項５】
　前記第１電源と前記第３電源とは、
　同一の電圧値に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６】
　前記奇数番目水平ラインに位置する画素は、前記奇数番目走査線及び奇数番目発光制御
線に接続され、
　前記偶数番目水平ラインに位置する画素は、前記偶数番目走査線及び偶数番目発光制御
線に接続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】
　奇数番目水平ラインに位置する画素に接続される第１電源線と、
　偶数番目水平ラインに位置する画素に接続される第２電源線と、
　前記第１電源線及び第２電源線に接続される第１電源と、を具備することを特徴とする
請求項３に記載の発光表示装置。
【請求項８】
　前記奇数番目水平ラインに位置する画素は、前記奇数番目走査線及び奇数番目発光制御
線に接続され、
　前記偶数番目水平ラインに位置する画素は、前記偶数番目走査線及び偶数番目発光制御
線に接続されることを特徴とする請求項７に記載の発光表示装置。
【請求項９】
　前記画素それぞれは、
　前記第２トランジスタのゲート端子と第２端子との間に接続され、走査信号によって制
御される第４トランジスタと、
　前記第１トランジスタの第２端子に自身の第１端子及びゲート端子が接続され、第２端
子が前記第２トランジスタのゲート端子に接続される第５トランジスタと、
　前記第１トランジスタの第２端子と前記ストリッジキャパシタとの間に接続され、前記
発光制御線によって制御される第６トランジスタと、をさらに具備することを特徴とする
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請求項３に記載の発光表示装置。
【請求項１０】
　ｉ（ｉは奇数または偶数）フレーム期間において、奇数番目走査線に走査信号を供給す
る段階と、
　前記奇数番目走査線に走査信号が供給される期間中、当該奇数番目走査線に接続された
画素を発光させず、残りの期間中、すべての画素を発光させる段階と、
　ｉ＋１フレーム期間において、偶数番目走査線に走査信号を供給する段階と、
　前記偶数番目走査線に走査信号が供給される期間中、当該偶数番目走査線に接続された
画素を発光させず、残りの期間中、すべての画素を発光させる段階と、を含むことを特徴
とする発光表示装置の駆動方法。
【請求項１１】
　前記奇数番目走査線に走査信号が供給される期間中、前記偶数番目走査線に接続された
画素を発光させる段階と、
　前記偶数番目走査線に走査信号が供給される期間中、前記奇数番目走査線に接続された
画素を発光させる段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項１０に記載の発光表示装
置の駆動方法。
【請求項１２】
　前記ｉフレーム期間中、前記奇数番目走査線に供給される走査信号に対応するデータ信
号をデータ線に供給する段階と、
　前記ｉ＋１フレーム期間中、前記偶数番目走査線に供給される走査信号に対応するデー
タ信号をデータ線に供給する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項１０に記載の
発光表示装置の駆動方法。
【請求項１３】
　第１フレームで走査信号が供給される期間において、すべての画素のうち一部の画素を
発光させ、残りの期間中、すべての画素をデータ信号に対応して発光させる段階と、
　第２フレームで走査信号が供給される期間において、前記一部の画素を除いた残りの画
素を発光させ、残りの期間中、すべての画素をデータ信号に対応して発光させる段階と、
を含むことを特徴とする発光表示装置の駆動方法。
【請求項１４】
　前記第１フレームで、走査信号は、奇数番目走査線に供給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１５】
　前記一部の画素は、
　偶数番目走査線に接続された画素であることを特徴とする請求項１４に記載の発光表示
装置の駆動方法。
【請求項１６】
　前記第２フレームで、走査信号は、偶数番目走査線に供給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】
　前記残りの画素は、
　奇数番目走査線に接続された画素である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。
【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、表示品質を高めるようにした
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が開発
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されている。平板表示装置では、液晶表示装置、電界放出表示装置、プラズマ表示パネル
、及び発光表示装置などがある。
【０００３】
　平板表示装置の中で、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発光
素子を利用して映像を表示する。このような発光表示装置は、速い応答速度を持つと同時
に低い消費電力で駆動されるという長所がある。
【０００４】
　図１は、一般的な発光表示装置を示す図である。図１を参照すれば、一般的な発光表示
装置は、走査線Ｓ１ないしＳｎ及びデータ線Ｄ１ないしＤｍの交差領域に形成された画素
４０を含む画像表示部３０と、走査線Ｓ１ないしＳｎを駆動するための走査駆動部１０と
、データ線Ｄ１ないしＤｍを駆動するためのデータ駆動部２０と、走査駆動部１０及びデ
ータ駆動部２０を制御するためのタイミング制御部５０と、を具備する。
【０００５】
　走査駆動部１０は、タイミング制御部５０からの走査駆動制御信号ＳＣＳに応答して走
査信号を生成し、生成された走査信号を走査線Ｓ１ないしＳｎに順次供給する。また、走
査駆動部１０は、走査駆動制御信号ＳＣＳに応答して発光制御信号を生成し、生成された
発光制御信号を発光制御線Ｅ１ないしＥｎに順次供給する。
【０００６】
　データ駆動部２０は、タイミング制御部５０からのデータ駆動制御信号ＤＣＳに応答し
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ないしＤｍに供給する。こ
の時、データ駆動部２０は、１水平期間ごとに１水平ライン分ずつのデータ信号をデータ
線Ｄ１ないしＤｍに供給する。
【０００７】
　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及び走査駆動制御信号ＳＣＳを生成する。タイミング制御部５０で生成されたデー
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を再整列してデータ駆動部２０に供給する。
【０００８】
　画像表示部３０は、外部から第１電源ＥＬＶＤＤ及び第２電源ＥＬＶＳＳの供給を受け
る。ここで、第１電源ＥＬＶＤＤ及び第２電源ＥＬＶＳＳは、それぞれの画素４０に供給
される。画素４０それぞれは、自身に供給されるデータ信号に対応する画像を表示する。
そして、画素４０は、発光制御信号に対応して発光時間が制御される。
【０００９】
　ここで、発光制御信号は、走査信号のように第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。したがって、画像表示部３０に含まれるすべての画素４０は、発
光制御信号が供給される短い時間を除いた期間、発光される。
【００１０】
　しかしながら、画像表示部３０は、画素４０の発光可否、すなわち、画像表示部３０で
表示する画像のパターン及び輝度によって、第１電源ＥＬＶＤＤの電圧値が変化するとい
う問題がある。
【００１１】
　これを詳しく説明すれば、一フレーム期間中に、第１電源ＥＬＶＤＤに印加される負荷
は、画素４０の発光可否によって異なって決定される。つまり、一フレームの間に多くの
画素４０が発光されれば、第１電源ＥＬＶＤＤに高い負荷が印加され、一フレームの間に
少ない画素４０が発光されれば、第１電源ＥＬＶＤＤに低い負荷が印加される。これによ
って、第１電源ＥＬＶＤＤの電圧が、負荷に対応して所定値から変動し、均一な輝度の映
像を表示することができないという問題が生じる。
【００１２】
　一方、一般的な発光表示装置及び駆動方法に関する技術を記載した文献としては、下記
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の特許文献１等がある。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００３／０２１４４９３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって、本発明の目的は、表示品質を高め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】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明の第１側面は、ｉ（ｉは奇数または偶数）フレーム
期間において、奇数番目走査線に走査信号を順次供給し、ｉ＋１フレーム期間において、
偶数番目走査線に走査信号を順次供給する走査駆動部と、前記ｉフレーム期間において、
前記奇数番目走査線に供給される走査信号に対応するデータ信号をデータ線に供給し、前
記ｉ＋１フレーム期間において、前記偶数番目走査線に供給される走査信号に対応するデ
ータ信号をデータ線に供給するデータ駆動部と、前記走査線及びデータ線に接続される複
数の画素を含む画像表示部と、を具備し、前記走査駆動部は、前記ｉフレーム期間におい
て、前記奇数番目走査線に走査信号が供給される期間中、当該奇数番目走査線に接続され
た画素を発光させないために、奇数番目発光制御線に発光制御信号を供給し、残りの期間
中、すべての画素をデータ信号に対応して発光させるために、前記奇数番目発光制御線及
び偶数番目発光制御線に発光制御信号を供給せず、前記ｉ＋１フレーム期間において、前
記偶数番目走査線に走査信号が供給される期間中、当該偶数番目走査線に接続された画素
を発光させないために、偶数番目発光制御線に発光制御信号を供給し、残りの期間中、す
べての画素をデータ信号に対応して発光させるために、前記奇数番目発光制御線及び偶数
番目発光制御線に発光制御信号を供給しないことを特徴とする発光表示装置を提供する。
【００１５】
　望ましくは、前記走査駆動部は、奇数番目走査線に走査信号が供給される期間中、前記
偶数番目走査線に接続された画素を発光させるために、前記偶数番目発光制御線に発光制
御信号を供給せず、前記偶数番目走査線に走査信号が供給される期間中、前記奇数番目走
査線に接続された画素を発光させるために前記奇数番目発光制御線に発光制御信号を供給
しない。
【００１６】
　本発明の第２側面は、ｉ（ｉは奇数または偶数）フレーム期間において、奇数番目走査
線に走査信号を供給する段階と、前記奇数番目走査線に走査信号が供給される期間中、当
該奇数番目走査線に接続された画素を発光させず、残りの期間中、すべての画素を発光さ
せる段階と、ｉ＋１フレーム期間において、偶数番目走査線に走査信号を供給する段階と
、前記偶数番目走査線に走査信号が供給される期間中、当該偶数番目走査線に接続された
画素を発光させず、残りの期間中、すべての画素を発光させる段階と、を含むことを特徴
とする発光表示装置の駆動方法を提供する。
【００１７】
　望ましくは、前記奇数番目走査線に走査信号が供給される期間中、前記偶数番目走査線
に接続された画素を発光させる段階と、前記偶数番目走査線に走査信号が供給される期間
中、前記奇数番目走査線に接続された画素を発光させる段階をさらに含む。
【００１８】
　本発明の第３側面は、第１フレームで走査信号が供給される期間において、すべての画
素のうち一部の画素を発光させ、残りの期間中、すべての画素をデータ信号に対応して発
光させる段階と、第２フレームで走査信号が供給される期間において、前記一部の画素を
除いた残りの画素を発光させ、残りの期間中、すべての画素をデータ信号に対応して発光
させる段階と、を含むことを特徴とする発光表示装置の駆動方法を提供する。
【００１９】
　望ましくは、前記第１フレームで、走査信号は、奇数番目走査線に供給される。前記一
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部の画素は、偶数番目走査線に接続された画素である。前記第２フレームで、走査信号は
、偶数番目走査線に供給される。前記残り画素は、奇数番目走査線に接続された画素であ
る。
【発明の効果】
【００２０】
　上述したように本発明の実施の形態による発光表示装置及びその駆動方法によれば、ｉ
（ｉは奇数または偶数）番目フレームにおいて一部の画素を発光させ、ｉ＋１番目フレー
ムにおいて残り画素を発光させる。このようにｉ番目フレーム及びｉ＋１番目フレームに
おいて交互に画素を発光させるようになれば、第１電源の変動によって画像がバラつくよ
うになる現象が防止され、第１電源ＥＬＶＤＤの負荷変動量及び電圧変動量が最小化され
るという効果を奏する。
【００２１】
　また、本発明では、発光素子に所定の電流を供給する電源を、第１電源及び第３電源に
分割する。そうなると、第１電源及び第３電源それぞれに接続された画素の数が最小化さ
れて第１電源及び第３電源の電圧変動量を最小化することができ、これによって表示品質
を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が本発明を容易に実施す
ることができる望ましい実施の形態を添付された図２ないし図１１を参照して詳しく説明
する。
【００２３】
　図２は、本発明の第１の実施の形態による発光表示装置を示す図である。図２を参照す
れば、本実施の形態による発光表示装置は、走査線Ｓ１ないしＳｎ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と、を具備する。
【００２４】
　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に応答し
て走査信号を生成し、生成された走査信号を走査線に供給する。この時、走査駆動部１１
０は、図５ａのようにｉ（ｉは奇数または偶数）番目フレーム期間中に、奇数番目走査線
Ｓ１、Ｓ３、Ｓ５、…に走査信号を順次供給し、図５ｂのようにｉ＋１番目フレーム期間
中に、偶数番目走査線Ｓ２、Ｓ４、Ｓ６、…に走査信号を順次供給する。
【００２５】
　そして、走査駆動部１１０は、ｉ番目フレーム期間中に、奇数番目発光制御線Ｅ１、Ｅ
３、Ｅ５、…に発光制御信号ＥＭＩを供給し、ｉ＋１番目フレーム期間中に、偶数番目発
光制御線Ｅ２、Ｅ４、Ｅ６、…に発光制御信号ＥＭＩを供給する。
【００２６】
　データ駆動部１２０は、タイミング制御部１５０からのデータ駆動制御信号ＤＣＳに応
答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ないしＤｍに供給する
。実際に、データ駆動部１２０は、ｉ番目フレーム期間中に、奇数番目水平ラインに位置
された画素１４０に供給されるデータ信号を供給し、ｉ＋１番目フレーム期間中に、偶数
番目水平ラインに位置された画素１４０に供給されるデータ信号を供給する。
【００２７】
　ここで、奇数番目水平ラインに位置された画素１４０は、奇数番目走査線Ｓ１、Ｓ３、
Ｓ５、…及び奇数番目発光制御線Ｅ１、Ｅ３、Ｅ５、…に接続された画素を意味し、偶数
番目水平ラインに位置された画素１４０は、偶数番目走査線Ｓ２、Ｓ４、Ｓ６、…及び偶
数番目発光制御線Ｅ２、Ｅ４、Ｅ６、…に接続された画素を意味する。
【００２８】
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　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
されるデータを再整列してデータ駆動部１２０に供給する。
【００２９】
　画像表示部１３０は、走査線Ｓ及びデータ線Ｄに接続された複数の画素１４０を具備す
る。このような画素１４０は、第２電源ＥＬＶＳＳと共通的に接続される。
【００３０】
　そして、奇数番目水平ラインに位置された画素１４０は、第１電源線ＥＬＶＤＤ１に接
続され、偶数番目水平ラインに位置された画素１４０は、第２電源線ＥＬＶＤＤ２に接続
される。
【００３１】
　ここで、第１電源線ＥＬＶＤＤ１は、第１電源ＥＬＶＤＤｏに接続され、第２電源線Ｅ
ＬＶＤＤ２は、第３電源ＥＬＶＤＤｅに接続される。第１電源ＥＬＶＤＤｏ及び第３電源
ＥＬＶＤＤｅは、同一の電圧値に設定される。
【００３２】
　このように奇数番目水平ライン及び偶数番目水平ラインに位置された画素１４０が互い
に異なる電源ＥＬＶＤＤｏ及びＥＬＶＤＤｅにそれぞれ接続されれば、偶数番目及び奇数
番目水平ラインにデータ信号が印加される時に、データ信号の印加を受ける水平ラインの
電源には電流の流れが存在しないので、電源の電圧が変動されない。
【００３３】
　そして、データ信号が供給された後、実際に発光される時に、該当電源の電圧が変化さ
れる場合、それぞれの画素に格納されたデータ信号に対応する電圧も、ストリッジキャパ
シタのカップリング現象によって電源の電圧変動量のみ変化されるので、電源電圧の変化
に従って画像がバラつく現象を防止することができる。
【００３４】
　また、第１電源ＥＬＶＤＤｏまたは第３電源ＥＬＶＤＤｅそれぞれに接続される画素１
４０の数は、従来の半分に設定される。そうなると、画素１４０の発光可否に対応して変
動される負荷値が最小化され、これによって第１電源ＥＬＶＤＤｏ及び第３電源ＥＬＶＤ
Ｄｅの電圧変動量を低めることができる。
【００３５】
　一方、本発明では図３のように第１電源線ＥＬＶＤＤ１及び第２電源線ＥＬＶＤＤ２が
両側に隣接された画素１４０に接続されることができる。第１電源線ＥＬＶＤＤ１及び第
２電源線ＥＬＶＤＤ２が両側に隣接された画素１４０に接続されれば、第１電源線ＥＬＶ
ＤＤ１及び第２電源線ＥＬＶＤＤ２の数を減少させることができる。
【００３６】
　図４は、図２及び図３に示された画素の構造を詳しく示す回路図である。ここで、本発
明の画素１４０の構造は、図４に示された構造に限定されない。実際に、本発明で画素１
４０は、発光制御線Ｅを含む画素１４０中で多様に選択することができる。
【００３７】
　図４を参照すれば、本発明の画素１４０それぞれは、発光素子ＯＬＥＤと、データ線Ｄ
、走査線Ｓ、及び発光制御線Ｅに接続されて発光素子ＯＬＥＤを制御するための画素回路
１４２と、を具備する。
【００３８】
　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ＥＬＶＳＳに接続される。このような発光素子ＯＬＥＤは、画素回路１４２から供
給される電流に対応する光を生成する。
【００３９】
　画素回路１４２は、第１トランジスタＭ１、第２トランジスタＭ２、第３トランジスタ
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Ｍ３、及びストリッジキャパシタＣを具備する。
【００４０】
　第１水平ラインに位置される第１トランジスタＭ１は、第１走査線Ｓ１に走査信号が供
給される時に、ターンオンされる。第１トランジスタＭ１がターンオンされれば、第１デ
ータ線Ｄ１に供給されるデータ信号がストリッジキャパシタＣに供給される。ストリッジ
キャパシタＣは、第１トランジスタＭ１がターンオンされる時、データ信号に対応する電
圧を充電する。
【００４１】
　第２トランジスタＭ２は、ストリッジキャパシタＣに充電された電圧に対応する電流を
第３トランジスタＭ３に供給する。第３トランジスタＭ３のゲート端子は、第１発光制御
線Ｅ１に接続され、第１端子は、第２トランジスタＭ２の第２端子に接続される。
【００４２】
　ここで、各トランジスタの第１端子は、ソース端子またはドレイン端子に設定され、第
２端子は、第１端子と異なる端子に設定される。例えば、第１端子がソース端子に設定さ
れれば、第２端子はドレイン端子に設定され、第１端子がドレイン端子に設定されれば、
第２端子はソース端子に設定される。
【００４３】
　このような第３トランジスタＭ３は、第１発光制御線Ｅ１で発光制御信号ＥＭＩが供給
されない時にターンオンされ、発光制御信号ＥＭＩが供給される時にターンオフされる。
第３トランジスタＭ３がターンオンされれば、第２トランジスタＭ２から供給される電流
が発光素子ＯＬＥＤに供給されて所定輝度の光が生成される。
【００４４】
　図５ａ及び図５ｂは、図４に示された画素に供給される駆動波形を示す図である。図５
ａ及び図５ｂを参照すれば、ｉ番目フレーム期間中には奇数番目走査線Ｓ１、Ｓ３、Ｓ５
、…に走査信号が順次供給される。この時、データ線Ｄには奇数番目走査線Ｓ１、Ｓ３、
Ｓ５、…に供給される走査信号に対応するデータ信号が供給される。
【００４５】
　そして、ｉ番目フレーム期間中に、奇数番目発光制御線Ｅｏに発光制御信号ＥＭＩが供
給され、偶数番目発光制御線Ｅｅに発光制御信号が供給されない。そうなると、ｉ番目フ
レーム期間では、偶数番目水平ラインに位置された画素１４０のみで所定の光が生成され
る。
【００４６】
　すなわち、奇数番目水平ラインに位置された画素１４０において、データ信号に対応す
る電圧が充電される期間中（非発光期間：オフ）、偶数番目水平ラインに位置された画素
１４０ではｉ－１番目フレーム期間中に充電された電圧に対応して所定の光が生成される
（発光期間：オン）。そうなると、ｉ番目フレーム期間中、画像表示部１３０では図６ａ
のように光が生成される。
【００４７】
　ｉ＋１番目フレーム期間には、偶数番目走査線Ｓ２、Ｓ４、Ｓ６、…に走査信号が順次
供給される。この時、データ線Ｄには偶数番目走査線Ｓ２、Ｓ４、Ｓ６、…に供給される
走査信号に対応するデータ信号が供給される。そして、ｉ＋１番目フレーム期間には、偶
数番目発光制御線Ｅｅに発光制御信号ＥＭＩが供給され、奇数番目発光制御線Ｅｏに発光
制御信号が供給されない。
【００４８】
　そうなると、ｉ＋１番目フレーム期間には、奇数番目水平ラインに位置された画素１４
０のみで所定の光が生成される。すなわち、偶数番目水平ラインに位置された画素１４０
にデータ信号に対応する電圧が充電される期間中（非発光期間）、奇数番目水平ラインに
位置された画素１４０は、ｉ番目フレーム期間中に充電された電圧に対応して所定の光が
生成される。そうなると、ｉ＋１番目フレーム期間中、画像表示部１３０では図６ｂのよ
うに光が生成される。
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【００４９】
　すなわち、本発明ではｉ番目フレーム期間中には、偶数番目水平ラインに位置された画
素を発光させ、ｉ＋１番目フレーム期間中には、奇数番目水平ラインに位置された画素を
発光させる。そうなると、第１電源ＥＬＶＤＤｏ及び第３電源ＥＬＶＤＤｅの負荷変動量
が最小化され、これによって所望の輝度の画像を均一に表示することができる。
【００５０】
　また、本発明では、画素１４０に接続されて発光素子ＯＬＥＤに所定の電流を供給する
電源を、第１電源ＥＬＶＤＤｏと第３電源ＥＬＶＤＤｅとに分離するため、電圧変動量を
さらに低めることができる。
【００５１】
　一方、ｉ番目フレーム及びｉ＋１番目フレームで走査信号が供給された後、所定の余裕
時間が発生する。この期間中、本発明ではすべての画素を発光させることができる。これ
を図７ａ及び図７ｂを参照して詳しく説明する。
【００５２】
　図７ａ及び図７ｂを参照すれば、ｉ番目フレーム期間において、奇数番目走査線Ｓ１、
Ｓ３、Ｓ５、…に走査信号が順次供給される。この時、奇数番目走査線Ｓ１、Ｓ３、Ｓ５
、…に走査信号が供給される期間中、奇数番目発光制御線Ｅｏには発光制御信号ＥＭＩが
供給され、偶数番目発光制御線Ｅｅには発光制御信号ＥＭＩが供給されない。
【００５３】
　そして、すべての奇数番目走査線Ｓ１、Ｓ３、Ｓ５、…に走査信号が供給された後、奇
数番目発光制御線Ｅｏに発光制御信号ＥＭＩが供給されない。そうなると、図８ａのよう
に走査信号が供給される期間中、偶数番目水平ラインから所定の光が発生され、すべての
走査信号が供給された後、すべての画素で所定の光が発生される。
【００５４】
　ｉ＋１番目フレーム期間において、偶数番目走査線Ｓ２、Ｓ４、Ｓ６、…に走査信号が
順次供給される。この時、偶数番目走査線Ｓ２、Ｓ４、Ｓ６、…に走査信号が供給される
期間中、偶数番目発光制御線Ｅｅに発光制御信号ＥＭＩが供給され、奇数番目発光制御線
Ｅｏには発光制御信号ＥＭＩが供給されない。
【００５５】
　そして、すべての偶数番目走査線Ｓ２、Ｓ４、Ｓ６、…に走査信号が供給された後、偶
数番目発光制御線Ｅｅに発光制御信号ＥＭＩが供給されない。そうなると、図８ｂのよう
に走査信号が供給される期間中、奇数番目水平ラインから所定の光が発生され、すべての
走査信号が供給された後、すべての画素で所定の光が発生される。
【００５６】
　一方、本発明において発光表示装置の画素１４０は、図９のように一つの第１電源ＥＬ
ＶＤＤに接続されることができる。これを詳しく説明すれば、奇数番目水平ラインに位置
された画素１４０は、第１電源線ＥＬＶＤＤ１に接続され、偶数番目水平ラインに位置さ
れた画素１４０は、第２電源線ＥＬＶＤＤ２に接続される。そして、第１電源線ＥＬＶＤ
Ｄ１及び第２電源線ＥＬＶＤＤ２は、第１電源ＥＬＶＤＤに接続される。
【００５７】
　このような画素１４０は、図５ａ、図５ｂ、図７ａ、及び図７ｂに示されたように、奇
数番目水平ラインに位置された画素１４０及び偶数番目水平ラインに位置された画素１４
０が交互に駆動される。そうなると、第１電源ＥＬＶＤＤに印加される負荷変動量が最小
化され、これによって表示品質を高めることができる。
【００５８】
　また、本発明で発光表示装置のすべての画素１４０は、図１のように偶数番目水平ライ
ンに位置された画素１４０及び奇数番目水平ラインに位置された画素１４０すべてが第１
電源線に接続されることができる。そして、第１電源線は、第１電源ＥＬＶＤＤに接続さ
れる。
【００５９】
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　このようにすべての画素１４０が第１電源ＥＬＶＤＤに共通的に接続されても、奇数番
目水平ラインに位置された画素１４０及び偶数番目水平ラインに位置された画素１４０が
交互に駆動されるため、第１電源ＥＬＶＤＤに印加される負荷変動量が最小化され、これ
によって表示品質を高めることができる。
【００６０】
　そして、本発明において、画素１４０の構造は、多様に設定されることができる。例え
ば、本発明の画素１４０は、図１０のように設定されることができる。
【００６１】
　図１０は、図２に示された画素構造の他の実施の形態を示す回路図である。図１０を参
照すれば、本発明の他の実施の形態による画素１４０それぞれは、発光素子ＯＬＥＤと、
データ線Ｄｍ、走査線Ｓｎ、及び発光制御線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と、を具備する。
【００６２】
　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ＥＬＶＳＳに接続される。このような発光素子ＯＬＥＤは、画素回路１４２から供
給される電流に対応する光を生成する。
【００６３】
　画素回路１４２は、第１電源ＥＬＶＤＤとデータ線Ｄｍの間に接続される第１トランジ
スタＭ１及び第６トランジスタＭ６と、発光素子ＯＬＥＤと発光制御線Ｅｎに接続される
第３トランジスタＭ３と、第３トランジスタＭ３と第１ノードＮ１の間に接続される第２
トランジスタＭ２と、第１ノードＮ１に第１端子及びゲート端子が接続され、第２トラン
ジスタＭ２のゲート端子に第２端子が接続された第５トランジスタＭ５と、第２トランジ
スタＭ２のゲート端子と第２端子の間に接続された第４トランジスタＭ４と、を具備する
。
【００６４】
　第１トランジスタＭ１の第１端子は、データ線Ｄｍに接続され、第２端子は、第１ノー
ドＮ１に接続される。そして、第１トランジスタＭ１のゲート端子は、走査線Ｓｎに接続
される。
【００６５】
　このような第１トランジスタＭ１は、走査線Ｓｎに走査信号が供給される時、ターンオ
ンされてデータ線Ｄｍに供給されるデータ信号を第１ノードＮ１に供給する。
【００６６】
　第２トランジスタＭ２の第１端子は、第１ノードＮ１に接続され、ゲート端子は、スト
リッジキャパシタＣに接続される。そして、第２トランジスタＭ２の第２端子は、第３ト
ランジスタＭ３の第１端子に接続される。このような第２トランジスタＭ２は、ストリッ
ジキャパシタＣに充電された電圧に対応する電流を発光素子ＯＬＥＤに供給する。
【００６７】
　第３トランジスタＭ３の第１端子は、第２トランジスタＭ２の第２端子に接続され、ゲ
ート端子は、発光制御線Ｅｎに接続される。そして、第３トランジスタＭ３の第２端子は
、発光素子ＯＬＥＤに接続される。このような第３トランジスタＭ３は、発光制御線Ｅｎ
に発光制御信号ＥＭＩが供給されない時、ターンオンされて第２トランジスタＭ２から供
給される電流を発光素子ＯＬＥＤに伝達する。
【００６８】
　第４トランジスタＭ４の第２端子は、第２トランジスタＭ２のゲート端子に接続され、
第１端子は、第２トランジスタＭ２の第２端子に接続される。そして、第４トランジスタ
Ｍ４のゲート端子は、走査線Ｓｎに接続される。このような第４トランジスタＭ４は、走
査線Ｓｎに走査信号が供給される時、ターンオンされて第２トランジスタＭ２をダイオー
ド形態で接続させる。
【００６９】
　第５トランジスタＭ５のゲート端子及び第１端子は、第１ノードＮ１に接続され、第２
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端子は、第２トランジスタＭ２のゲート端子に接続される。すなわち、第５トランジスタ
Ｍ５は、ダイオード形態に接続されてデータ線Ｄｍに供給される初期化電圧を第２トラン
ジスタＭ２のゲート端子に供給する。
【００７０】
　第６トランジスタＭ６の第２端子は、第１ノードＮ１に接続され、第１端子は、第１電
源ＥＬＶＤＤに接続される。そして、第６トランジスタＭ６のゲート端子は、発光制御線
Ｅｎに接続される。このような第６トランジスタＭ６は、発光制御信号ＥＭＩが供給され
ない時、ターンオンされて第１電源ＥＬＶＤＤと第１ノードＮ１を電気的に接続させる。
【００７１】
　画素１４２の動作過程を図１１と合わせて詳しく説明する。まず、走査線Ｓｎに走査信
号が供給され、データ線Ｄに初期化電圧Ｖｉが供給される。そして、発光制御線Ｅｎに発
光制御信号ＥＭＩが供給されて第３トランジスタＭ３及び第６トランジスタＭ６がターン
オフされる。
【００７２】
　第ｎ走査線Ｓｎに走査信号が供給されれば、第１トランジスタＭ１及び第４トランジス
タＭ４がターンオンされる。第１トランジスタＭ１がターンオンされればデータ線Ｄｍに
供給された初期化電圧Ｖｉが第１ノードＮ１に供給される。
【００７３】
　第１ノードＮ１に初期化電圧Ｖｉが供給されれば、ダイオード形態に接続された第５ト
ランジスタＭ５がターンオンされて、初期化電圧Ｖｉが第２トランジスタＭ２のゲート端
子に供給される。
【００７４】
　ここで、初期化電源Ｖｉの電圧は、データ信号の電圧値より低く設定される。実際に、
初期化電源Ｖｉの電圧値は、データ駆動部１２０に供給されることができる一番低い電圧
のデータ信号より低い電圧値に設定される。したがって、初期化電源Ｖｉの電圧が第１ノ
ードＮ１に供給されれば、第２トランジスタＭ２のゲート端子電圧が初期化電源Ｖｉの電
圧に下降される。そうなると、第１ノードＮ１に印加されるデータ信号の電圧値と無関係
に、第２トランジスタＭ２がターンオンされる。
【００７５】
　第２トランジスタＭ２のゲート端子に初期化電圧Ｖｉが供給された後、データ線Ｄｍに
所定階調に対応するデータ信号ＤＳが供給される。データ線Ｄｍに供給されるデータ信号
ＤＳは、第１トランジスタＭ１を経由して第１ノードＮ１に印加される。
【００７６】
　この時、第２トランジスタＭ２のゲート端子が初期化電圧Ｖｉによって初期化されてか
ら、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
れば、第１ノードＮ１に印加されたデータ信号ＤＳが第２トランジスタＭ２及び第４トラ
ンジスタＭ４を経由して、ストリッジキャパシタＣの一側に供給される。この時、第２ト
ランジスタＭ２のしきい値電圧Ｖｔｈにあたる電圧だけ差し引かれたデータ信号がストリ
ッジキャパシタＣの一側に供給され、ストリッジキャパシタＣにはデータ信号と第２トラ
ンジスタＭ２のしきい値電圧Ｖｔｈに対応する電圧が充電される。
【００７７】
　以後、第ｎ発光制御線Ｅｎに供給される発光制御信号（ＥＭＩ）（奇数または偶数発光
制御信号）の供給が中断され、第４トランジスタＭ４及び第６トランジスタＭ６がターン
オンされる。
【００７８】
　第４トランジスタＭ４及び第６トランジスタＭ４がターンオンされればストリッジキャ
パシタＣに充電された電圧に対応する電流が第２トランジスタＭ２を経由して発光素子Ｏ
ＬＥＤに供給され、これによって発光素子ＯＬＥＤからデータ信号ＤＳに対応する光が生
成される。
【００７９】
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　上述したように、本発明の詳細な説明及び図面は、単なる本発明の例示的なものであり
、これは本発明を説明するための目的で使用されたものに過ぎず、意味限定や特許請求の
範囲に記載された本発明の範囲を制限するために使用されたものではない。よって、上記
の説明した内容を介して当業者であれば、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で多様な変
更及び修正が可能であること明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】一般的な発光表示装置を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態による発光表示装置を示す図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態による発光表示装置を示す図である。
【図４】図２に示された画素の一実施の形態を示す図である。
【図５ａ】本発明の第１の実施の形態による駆動方法を現わす波形図である。
【図５ｂ】本発明の第１の実施の形態による駆動方法を示す波形図である。
【図６ａ】図５ａ及び図５ｂに示された駆動波形による発光領域を示す図である。
【図６ｂ】図５ａ及び図５ｂに示された駆動波形による発光領域を示す図である。
【図７ａ】本発明の第２の実施の形態による駆動方法を示す波形図である。
【図７ｂ】本発明の第２の実施の形態による駆動方法を示す波形図である。
【図８ａ】図７ａ及び図７ｂに示された駆動波形による発光領域を示す図である。
【図８ｂ】図７ａ及び図７ｂに示された駆動波形による発光領域を示す図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態による発光表示装置を示す図である。
【図１０】図２に示された画素の他の実施の形態を示す図である。
【図１１】図１０に示された画素に供給される駆動波形を示す図である。
【符号の説明】
【００８１】
　　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、
　　１４２　　画素回路。
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【図７ｂ】 【図８ａ】

【図８ｂ】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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