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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素回路と、
　前記画素回路における発光輝度の階調の各々に対応付けられた信号電位と前記信号電位
ごとに複数が設定された設定電位のいずれかとを映像信号に基づいて生成する信号電位生
成部と、
　前記設定電位および前記信号電位を前記画素回路に供給するための制御信号を生成する
制御信号生成部とを具備し、
　前記複数の画素回路の各々は、
　前記生成された設定電位を書き込んだ後に前記生成された信号電位を前記制御信号に基
づいて第１ノードに書き込む書込みトランジスタと、
　前記第１ノードの電位と第２ノードの電位との間の電位差に基づいて信号電流を出力す
る駆動トランジスタと、
　前記書込みトランジスタにより書き込まれた前記設定電位および前記信号電位の各々に
おける前記駆動トランジスタの移動度に応じた電流により上昇した前記第２ノードの電位
と前記第１ノードの電位との間の前記電位差を保持するための保持容量と、
　前記駆動トランジスタから出力された前記信号電流に応じて発光する発光素子と
を含み、
　前記信号電位生成部は、前記信号電位を超えない前記設定電位を生成し、前記信号電位
が低いほど前記信号電位のステップ幅を狭くする表示装置。
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【請求項２】
　前記信号電位生成部は、前記信号電位が所定電位より低い低信号範囲において前記駆動
トランジスタから前記移動度に応じた電流を前記第２ノードに供給することを抑制するた
めの電位を前記信号電位として生成し、
　前記駆動トランジスタは、前記信号電位における前記駆動トランジスタの移動度に応じ
た電流により上昇した前記第２ノードの電位と前記第１ノードの電位との間の前記電位差
に基づいて前記信号電流を出力する
請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記信号電位生成部は、前記信号電位の全範囲に対する１０分の１程度の前記低信号範
囲において前記駆動トランジスタから前記移動度に応じた電流を前記第２ノードに供給す
ることを抑制するための電位を前記設定電位として生成する請求項２記載の表示装置。
【請求項４】
　前記信号電位生成部は、前記信号電位が所定電位より低い低信号範囲において前記設定
電位および前記信号電位を互いに等しい電位に生成する請求項１記載の表示装置。
【請求項５】
　前記信号電位生成部により前記設定電位が生成されてから前記信号電位が生成されるま
での間において前記保持容量に保持された電圧を前記駆動トランジスタの閾値電圧に相当
する電圧以下にするための電位を選択して前記画素回路に供給する選択回路をさらに具備
し、
　前記書込みトランジスタは、前記選択回路により選択された電位を前記第１ノードに供
給する
請求項１記載の表示装置。
【請求項６】
　複数の画素回路と、
　前記画素回路における発光輝度の階調の各々に対応付けられた信号電位と前記信号電位
ごとに複数が設定された設定電位のいずれかとを映像信号に基づいて生成する信号電位生
成部と、
　前記設定電位および前記信号電位を前記画素回路に供給するための制御信号を生成する
制御信号生成部とを具備し、
　前記複数の画素回路の各々は、
　前記生成された設定電位を書き込んだ後に前記生成された信号電位を前記制御信号に基
づいて第１ノードに書き込む書込みトランジスタと、
　前記第１ノードの電位と第２ノードの電位との間の電位差に基づいて信号電流を出力す
る駆動トランジスタと、
　前記書込みトランジスタにより書き込まれた前記設定電位および前記信号電位の各々に
おける前記駆動トランジスタの移動度に応じた電流により上昇した前記第２ノードの電位
と前記第１ノードの電位との間の前記電位差を保持するための保持容量と、
　前記駆動トランジスタから出力された前記信号電流に応じて発光する発光素子と
を含み、
　前記信号電位生成部は、前記信号電位を超えない前記設定電位を生成し、前記信号電位
が低いほど前記信号電位のステップ幅を狭くする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関し、特に発光素子を画素に用いた表示装置、および、その表示
装置を備える電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、発光素子として有機ＥＬ（Electroluminescence）素子を用いた平面自発光型の
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表示装置の開発が近年盛んに行われている。例えば、この有機ＥＬ素子を用いた表示装置
として、画素回路における有機ＥＬ素子を発光させるための駆動トランジスタによって、
有機薄膜に供給する電流の大きさを制御する表示装置が提案されている（例えば、特許文
献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１０３１１号公報（図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の従来技術では、表示対象となる映像の映像信号に基づいて生成される信号電位を
駆動トランジスタのゲート端子に印加することによって、その信号電位に応じた信号電流
を有機ＥＬ素子に供給することができる。これにより、表示装置は、信号電圧における信
号電流の大きさに応じて、有機ＥＬ素子を発光させることができる。このような表示装置
において、有機ＥＬ素子の輝度の階調数を増加させる手法として、映像信号に基づいて生
成される信号電位のステップ数を増加させることが考えられる。しかしながら、信号電位
のステップ数を増加させると、信号電位を生成する信号ドライバの規模を大きくしなけれ
ばならないため、製造コストが高くなってしまうという問題が生じる。
【０００５】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、映像信号に基づいて生成される
信号電位のステップ数を増加させることなく、表示装置における輝度の階調数を増加させ
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、複数の
画素回路と、上記画素回路における発光輝度の階調数を増加させるための第１の信号電位
と当該第１の信号電位以上の第２の信号電位とを映像信号に基づいて生成する信号電位生
成部と、上記第１および第２の信号電位を上記画素回路に供給するための制御信号を生成
する制御信号生成部とを具備し、上記複数の画素回路の各々は、上記第２の信号電位に応
じた信号電圧を保持するための保持容量と、上記第１の信号電位を書き込んだ後に上記第
２の信号電位を上記制御信号に基づいて上記保持容量の一端に書き込む書込みトランジス
タと、上記書込みトランジスタにより書き込まれた上記第１の信号電位における当該駆動
トランジスタの移動度に応じた上記信号電圧に基づいて信号電流を出力する駆動トランジ
スタと、上記駆動トランジスタから出力された上記信号電流に応じて発光する発光素子と
を含む表示装置および電子機器である。これにより、信号電位生成部において映像信号に
基づいて生成された第１および第２の信号電位のうち、第１の信号電位における駆動トラ
ンジスタの移動度に応じた電流を保持容量の他端に供給することによって、保持容量に保
持される信号電圧のステップ数を増加させるという作用をもたらす。
【０００７】
　また、この第１の側面において、上記信号電位生成部は、上記第２の信号電位が低いほ
ど上記第２の信号電位のステップ幅を狭くするようにしてもよい。これにより、画素回路
の輝度レベルが低いほど、輝度の階調間隔を小さくさせるという作用をもたらす。この場
合において、上記信号電位生成部は、上記第２の信号電位が低い低信号範囲において上記
駆動トランジスタから上記移動度に応じた電流を上記保持容量の他端に供給することを抑
制するための電位を上記第２の信号電位として生成し、上記駆動トランジスタは、上記第
２の信号電位における上記移動度に応じた上記信号電圧に基づいて上記信号電流を出力す
るようにしてもよい。これにより、第２の信号電位が低信号範囲内の場合には、第２の信
号電位における駆動トランジスタの移動度に応じた電流のみを保持容量の他端に供給する
ことによって、保持容量に信号電圧を保持させるという作用をもたらす。この場合におい
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て、上記信号電位生成部は、上記第２の信号電位の全範囲に対する１０分の１程度の上記
低信号範囲において上記駆動トランジスタから上記移動度に応じた電流を上記保持容量の
他端に供給することを抑制するための電位を上記第１の信号電位として生成するようにし
てもよい。これにより、第２の信号電位が当該第２の信号電位の全範囲に対する１０分の
１程度の低信号範囲内の場合には、信号電位生成部により、移動度補正による保持容量の
他端の電位上昇を抑制する電位を第１の信号電位として生成させるという作用をもたらす
。
【０００８】
　また、上記信号電位生成部は、上記第２の信号電位が低いほど上記第２の信号電位のス
テップ幅を狭くする場合において、上記信号電位生成部は、上記第２の信号電位が低い低
信号範囲において上記第１および第２の信号電位を互いに等しい電位に生成するようにし
てもよい。これにより、信号電位生成部により、第２の信号電位が低信号範囲内の場合に
は、第２の信号電位と等しい第１の信号電位を生成させるという作用をもたらす。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記信号電位生成部により上記第１の信号電位が生成
されてから上記第２の信号電位が生成されるまでの間において上記保持容量に保持された
電圧を上記駆動トランジスタの閾値電圧に相当する電圧以下にするための電位を選択して
上記画素回路に供給する選択回路をさらに具備し、上記書込みトランジスタは、上記選択
回路により選択された電位を上記保持容量の一端に供給するようにしてもよい。これによ
り、信号電位生成部による第１の信号電位の生成から第２の信号電位の生成までの間にお
いて、選択回路により選択された電位を画素回路における保持容量の一端に供給させると
いう作用をもたらす。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、映像信号に基づいて生成される信号電位のステップ数を増加させるこ
となく、表示装置における輝度の階調数を増加させることができるという優れた効果を奏
し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施の形態における表示装置１００の一構成例を示す概念図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施の形態における画素回路６００の一構成例を模式的に示す回
路図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における画素回路６００の一動作例に関するタイミン
グチャートである。
【図４】ＴＰ９、ＴＰ１およびＴＰ２の期間にそれぞれ対応する画素回路６００の動作状
態を示す模式的な回路図である。
【図５】ＴＰ３乃至ＴＰ５の期間にそれぞれ対応する画素回路６００の動作状態を示す模
式的な回路図である。
【図６】ＴＰ６およびＴＰ８の期間にそれぞれ対応する画素回路６００の動作状態を示す
模式的な回路図である。
【図７】ＴＰ９の期間に対応する画素回路６００の動作状態を示す模式的な回路図である
。
【図８】本発明の第１の実施の形態における画素回路６００に供給される第２の信号電位
（Ｖｓｉｇ２）とその画素回路６００の輝度との対応関係を例示する図である。
【図９】図８に示した輝度階調４ｋ－４番乃至４ｋ＋４番に対応する第１および第２の信
号電位（Ｖｓｉｇ１および２）における設定例に関する図である。
【図１０】図８に示した輝度階調４ｋ－４番乃至４ｋ＋４番に対応する第１および第２の
信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）における設定の変形例に関する図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態におけるテレビジョンセットの例である。
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【図１２】本発明の第２の実施の形態におけるデジタルスチルカメラの例である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態におけるノート型パーソナルコンピュータの例であ
る。
【図１４】本発明の第２の実施の形態における携帯端末装置の例である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態におけるビデオカメラの例である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．第１の実施の形態（表示制御：低輝度範囲に対応する第１および第２の信号電位の
ステップ幅を狭くする例）
　２．第２の実施の形態（表示制御：表示装置１００を備える電子機器の例）
【００１３】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［表示装置１００の構成例］
　図１は、本発明の第１の実施の形態における表示装置１００の一構成例を示す概念図で
ある。表示装置１００は、タイミング生成部１１０と、信号電位生成部１２０と、ライト
スキャナ（ＷＳＣＮ：Write SCaNner）２００と、水平セレクタ（ＨＳＥＬ：Horizontal 
SELector）３００とを備える。また、この表示装置１００は、電源スキャナ（ＤＳＣＮ：
Drive SCaNner）４００と、画素アレイ部５００とを備える。画素アレイ部５００は、ｎ
×ｍ（ｍおよびｎは２以上の整数）個の二次元マトリックス状に配列された画素回路６０
０を備える。ここでは、便宜上、１行目、２行目およびｍ行目における１列目、２列目お
よびｎ列目に配置された９個の画素回路６００が示されている。
【００１４】
　また、表示装置１００には、画素回路６００とライトスキャナ（ＷＳＣＮ）２００との
間を接続する走査線（ＷＳＬ：Write Scan Line）２１０が設けられている。さらに、表
示装置１００には、画素回路６００と電源スキャナ（ＤＳＣＮ）４００との間を接続する
電源線（ＤＳＬ：Drive Scan Line）４１０が設けられている。ここでは、便宜上、第１
行目、第２行目および第ｍ行目の走査線（ＷＳＬ１、２およびｍ）２１０および電源線（
ＤＳＬ１、２およびｍ）４１０が示されている。
【００１５】
　さらに、表示装置１００には、画素回路６００と水平セレクタ（ＨＳＥＬ）３００との
間を接続するデータ線（ＤＴＬ：DaTa Line）３１０が設けられている。ここでは、便宜
上、第１列目、第２列目および第ｎ列目のデータ線（ＤＴＬ１、２およびｎ）３１０が示
されている。
【００１６】
　タイミング生成部１１０は、ライトスキャナ（ＷＳＣＮ）２００、水平セレクタ（ＨＳ
ＥＬ）３００および電源スキャナ（ＤＳＣＮ）４００の同期を確立するためのクロックパ
ルスを生成するものである。すなわち、このタイミング生成部１１０は、画素回路６００
の発光を開始するためのスタートパルスを生成する。また、タイミング生成部１１０は、
スタートパルス線（ＳＰＬ：Start Pulse Line）１１１を介して、ライトスキャナ（ＷＳ
ＣＮ）２００に対応するスタートパルスを、ライトスキャナ（ＷＳＣＮ）２００に供給す
る。また、タイミング生成部１１０は、クロックパルス線（ＣＫＬ：ClocK pulse Line）
１１２を介して、ライトスキャナ（ＷＳＣＮ）２００に対応するクロックパルスを、ライ
トスキャナ（ＷＳＣＮ）２００に供給する。
【００１７】
　また、このタイミング生成部１１０は、スタートパルス線（ＳＰＬ）１１３およびクロ
ックパルス線（ＣＫＬ）１１４を介して、生成したスタートパルスおよびクロックパルス
を水平セレクタ（ＨＳＥＬ）３００に供給する。また、このタイミング生成部１１０は、
スタートパルス線（ＳＰＬ）１１５およびクロックパルス線（ＣＫＬ）１１６を介して、
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生成したスタートパルスおよびクロックパルスを電源スキャナ（ＤＳＣＮ）４００に供給
する。
【００１８】
　信号電位生成部１２０は、表示対象となる映像の映像信号に応じた信号電位を、予め定
められたステップ数により生成する信号ドライバである。この信号電位生成部１２０は、
例えば、その映像信号に基づいて、８ビット（２５６）のステップ数により信号電位を生
成する。この信号電位生成部１２０は、信号電位のステップ数に比べて画素回路６００の
発光輝度の階調数を増加させるために、第１および第２の信号電位を映像信号に基づいて
生成する。
【００１９】
　この信号電位生成部１２０は、例えば、映像信号の大きさに対応する第１および第２の
信号電位の大きさを示す対応表を予め保持しておき、その対応表に基づいて第１および第
２の信号電位を生成する。この信号電位生成部１２０は、信号電位線１２１を介して、そ
の生成された第１および第２の信号電位を水平セレクタ（ＨＳＥＬ）３００に供給する。
なお、信号電位生成部１２０は、特許請求の範囲に記載の信号電位生成部の一例である。
【００２０】
　ライトスキャナ（ＷＳＣＮ）２００は、行単位により画素回路６００を順次走査する線
順次走査を行うものである。このライトスキャナ（ＷＳＣＮ）２００は、クロックパルス
線（ＣＫＬ）１１２からのクロックパルスに同期して、データ線（ＤＴＬ）３１０からの
データ信号を画素回路６００に供給するタイミングを行単位により制御する。
【００２１】
　このライトスキャナ（ＷＳＣＮ）２００は、スタートパルス線（ＳＰＬ）１１１を介し
て供給されるスタートパルスに基づいて、データ線（ＤＴＬ）３１０からの信号を画素回
路６００に供給するための制御信号を走査信号として生成する。また、ライトスキャナ（
ＷＳＣＮ）２００は、その生成した走査信号を走査線（ＷＳＬ）２１０に供給する。なお
、ライトスキャナ（ＷＳＣＮ）２００は、特許請求の範囲に記載の制御信号生成部の一例
である。
【００２２】
　水平セレクタ（ＨＳＥＬ）３００は、ライトスキャナ（ＷＳＣＮ）２００による線順次
走査に合わせて、画素回路６００における発光輝度の大きさを設定するためのデータ信号
を各列の画素回路６００に供給するものである。また、水平セレクタ（ＨＳＥＬ）３００
は、スタートパルス線（ＳＰＬ）１１３を介して供給されるスタートパルスに基づいてデ
ータ信号を生成する。
【００２３】
　この水平セレクタ（ＨＳＥＬ）３００は、画素回路６００を構成する駆動トランジスタ
ごとの閾値電圧のばらつきを補正（閾値補正）するための基準電位を生成する。そして、
この水平セレクタ（ＨＳＥＬ）３００は、信号電位生成部１２０からの第１および第２の
信号電位と、基準電位とのうちいずれかを選択して、データ信号としてデータ線（ＤＴＬ
）３１０に供給する。なお、水平セレクタ（ＨＳＥＬ）３００は、特許請求の範囲に記載
の選択回路の一例である。
【００２４】
　電源スキャナ（ＤＳＣＮ）４００は、ライトスキャナ（ＷＳＣＮ）２００による線順次
走査に合わせて、画素回路６００を駆動させるための電源信号を行単位により生成するも
のである。この電源スキャナ（ＤＳＣＮ）４００は、スタートパルス線（ＳＰＬ）１１３
を介して供給されるスタートパルスに基づいて電源信号を生成する。また、電源スキャナ
（ＤＳＣＮ）４００は、その生成した電源信号を電源線（ＤＳＬ）４１０に供給する。
【００２５】
　画素回路６００は、走査線（ＷＳＬ）２１０からの走査信号に基づいて、データ線（Ｄ
ＴＬ）３１０から供給されたデータ信号に応じて発光するものである。なお、この画素回
路６００は、特許請求の範囲に記載の画素回路の一例である。ここで、画素回路６００の
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構成例について以下に図面を参照して説明する。
【００２６】
　［画素回路の構成例］
　図２は、本発明の第１の実施の形態における画素回路６００の一構成例を模式的に示す
回路図である。画素回路６００は、書込みトランジスタ６１０と、駆動トランジスタ６２
０と、保持容量６３０と、発光素子６４０とを備える。ここでは、書込みトランジスタ６
１０および駆動トランジスタ６２０がそれぞれｎチャンネル型トランジスタである場合を
想定する。
【００２７】
　この画素回路６００において、書込みトランジスタ６１０のゲート端子およびドレイン
端子には、走査線（ＷＳＬ）２１０およびデータ線（ＤＴＬ）３１０がそれぞれ接続され
ている。また、書込みトランジスタ６１０のソース端子には、駆動トランジスタ６２０の
ゲート端子（ｇ）および保持容量６３０の一方の電極（一端）が接続されている。ここで
は、この接続部位を第１ノード（ＮＤ１）６５０という。また、駆動トランジスタ６２０
のドレイン端子（ｄ）には、電源線（ＤＳＬ）４１０が接続され、駆動トランジスタ６２
０のソース端子（ｓ）には、保持容量６３０の他方の電極（他端）および発光素子６４０
のアノード電極が接続されている。ここでは、この接続部位を第２ノード（ＮＤ２）６６
０という。
【００２８】
　書込みトランジスタ６１０は、走査線（ＷＳＬ）２１０からの走査信号に従って、デー
タ線（ＤＴＬ）３１０からのデータ信号を第１ノード（ＮＤ１）６５０に供給するトラン
ジスタである。この書込みトランジスタ６１０は、画素回路６００ごとの駆動トランジス
タ６２０の閾値電圧のばらつきを取り除くために、データ信号に含まれる基準電位を保持
容量６３０の一端に供給する。ここにいう基準電位とは、駆動トランジスタ６２０の閾値
電圧に相当する電圧を保持容量６３０に保持させるための基準となる固定電位のことであ
る。
【００２９】
　また、書込みトランジスタ６１０は、駆動トランジスタ６２０の閾値電圧に相当する電
圧が保持容量６３０に保持された後に、データ信号に含まれる第１および第２の信号電位
を保持容量６３０の一端に順次書き込む。なお、書込みトランジスタ６１０は、特許請求
の範囲に記載の書込みトランジスタの一例である。
【００３０】
　駆動トランジスタ６２０は、発光素子６４０を発光させるために、第１および第２の信
号電位に応じて保持容量６３０に保持された信号電圧に基づいて、信号電流を発光素子６
４０に出力するものである。この駆動トランジスタ６２０は、駆動トランジスタ６２０を
駆動させるための電源電位が電源線（ＤＳＬ）４１０から印加されている状態において、
保持容量６３０に保持された信号電圧に応じた信号電流を発光素子６４０に出力する。な
お、駆動トランジスタ６２０は、特許請求の範囲に記載の駆動トランジスタの一例である
。
【００３１】
　保持容量６３０は、書込みトランジスタ６１０によって供給されたデータ信号に応じた
電圧を保持するためのものである。すなわち、保持容量６３０は、書込みトランジスタ６
１０によって書き込まれた第１および第２の信号電位に応じた信号電圧を保持する役割を
果たす。なお、保持容量６３０は、特許請求の範囲に記載の保持容量の一例である。
【００３２】
　発光素子６４０は、駆動トランジスタ６２０から出力された信号電流の大きさに応じて
発光するものである。この発光素子６４０は、例えば、有機ＥＬ素子により実現すること
ができる。なお、発光素子６４０は、特許請求の範囲に記載の発光素子の一例である。
【００３３】
　なお、この例では、書込みトランジスタ６１０および駆動トランジスタ６２０の各々が
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ｎチャンネル型トランジスタである場合を想定して説明したが、この組み合わせに限られ
るものではない。また、これらのトランジスタは、エンハンスメント型のものでもよく、
デプレッション型やデュアルゲート型のものでもよい。
【００３４】
　また、ここでは、２つのトランジスタ６１０および６２０および１つの保持容量６３０
により発光素子６４０に信号電流を供給する画素回路６００の構成例について説明したが
、これに限られるものではない。すなわち、駆動トランジスタ６２０および発光素子６４
０を含むものであればよい。次に、上述の画素回路６００の動作例について、図面を参照
して詳細に説明する。
【００３５】
　［画素回路６００の動作例］
　図３は、本発明の第１の実施の形態における画素回路６００の一動作例に関するタイミ
ングチャートである。ここでは、横軸を共通の時間軸として、走査線（ＷＳＬ）２１０、
電源線（ＤＳＬ）４１０、データ線（ＤＴＬ）３１０、第１ノード（ＮＤ１）６５０およ
び第２ノード（ＮＤ２）６６０における電位変化が示されている。
【００３６】
　また、ここでは、行単位により画素回路６００を走査するための期間である水平走査期
間（１Ｈ）が示されている。この水平走査期間（１Ｈ）におけるデータ線（ＤＴＬ）３１
０には、信号電位のステップ数に比べて輝度の階調数を増加させるために、２つの第１お
よび第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）が設定される。
【００３７】
　また、この例では、基準電位（Ｖｏｆｓ）よりも大きい第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）
が供給された場合における画素回路６００の動作が実線により示されている。これととも
に、基準電位（Ｖｏｆｓ）と同電位の第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１'）が供給された場合
における画素回路６００の動作が点線により示されている。
【００３８】
　このタイミングチャートは、画素回路６００の動作の遷移を、ＴＰ１乃至ＴＰ９の期間
により便宜的に区切っている。まず、発光期間ＴＰ９では、発光素子６４０は発光状態に
ある。この発光期間ＴＰ９の終了直前において、走査線（ＷＳＬ）２１０の走査信号の電
位はＬ（Ｌｏｗ）レベルに設定され、電源線（ＤＳＬ）４１０の電源信号の電位は電源電
位（Ｖｃｃ）に設定されている。
【００３９】
　この後、線順次走査の新しいフィールドに入り、期間ＴＰ１では、電源線（ＤＳＬ）４
１０の電位が、第２ノード（ＮＤ２）６６０を初期化するための初期化電位（Ｖｓｓ）に
設定される。これにより、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位は初期化電位（Ｖｓｓ）ま
で低下するため、発光素子６４０は消光状態となる。これとともに、第１ノード（ＮＤ１
）６５０の電位も、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位低下に倣うように低下する。
【００４０】
　続いて、閾値補正準備期間ＴＰ２では、走査線（ＷＳＬ）２１０の電位がＨ（Ｈｉｇｈ
）レベルに設定される。これにより、第１ノード（ＮＤ１）６５０の電位、すなわち保持
容量６３０の一端の電位は、基準電位（Ｖｏｆｓ）に固定されることによって初期化され
る。このように、第１ノード（ＮＤ１）６５０および第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位
がそれぞれ初期化されることによって、閾値補正動作の準備は完了する。
【００４１】
　次に、閾値補正期間ＴＰ３では、画素回路６００ごとの駆動トランジスタ６２０におけ
る閾値電圧のばらつきを取り除くための閾値補正動作が行われる。電源線（ＤＳＬ）４１
０の電位が電源電位（Ｖｃｃ）に設定されることによって、第１ノード（ＮＤ１）６５０
と第２ノード（ＮＤ２）６６０との間に、駆動トランジスタ６２０の閾値電圧に相当する
電圧（Ｖｔｈ）が保持される。すなわち、保持容量６３０には、駆動トランジスタ６２０
の閾値電圧に相当する電圧（Ｖｔｈ）が保持される。
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【００４２】
　この後、期間ＴＰ４では、走査線（ＷＳＬ）２１０に供給される走査信号の電位がＬレ
ベルに遷移した後に、データ線（ＤＴＬ）３１０のデータ信号に含まれる第２の信号電位
（Ｖｓｉｇ２）が第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）に切り替えられる。
【００４３】
　次に、第１の書込み期間／移動度補正期間ＴＰ５では、走査線（ＷＳＬ）２１０の走査
信号の電位がＨレベルに切り替えられることによって、第１ノード（ＮＤ１）６５０の電
位は、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）まで上昇する。すなわち、書込みトランジスタ６１
０により、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）が第１ノード（ＮＤ１）６５０に書き込まれる
。
【００４４】
　一方、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位は、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）における
駆動トランジスタ６２０の移動度に応じた電流が第２ノード（ＮＤ２）６６０に供給され
るため、閾値電位（Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈ）に対して第１補正量（ΔＶ１）だけ上昇する。す
なわち、駆動トランジスタ６２０の移動度を補正するための移動度補正動作によって、第
２ノード（ＮＤ２）６６０の電位は、閾値電位（Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈ）に対し、第１補正量
（ΔＶ１）だけ上昇する。
【００４５】
　これに対し、破線により示される第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１'）が供給された場合に
は、第１の書込み期間／移動度補正期間ＴＰ５において、第１ノード（ＮＤ１）６５０の
電位は基準電位（Ｖｏｆｓ）に維持される。このため、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電
位も閾値電位（Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈ）に維持される。
【００４６】
　この後、第２ノード電位抑圧期間ＴＰ６では、データ線（ＤＴＬ）３１０のデータ信号
の電位が基準電位（Ｖｏｆｓ）に切り替えられることによって、第１ノード（ＮＤ１）６
５０の電位は、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）から基準電位（Ｖｏｆｓ）に低下する。こ
のとき、保持容量６３０に起因するカップリングによって、第２ノード（ＮＤ２）６６０
の電位は僅かに低下して、「Ｖｘ」となる。
【００４７】
　このとき、第１ノード（ＮＤ１）６５０および第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位差が
、駆動トランジスタ６２０の閾値電圧に相当する電圧（Ｖｔｈ）よりも小さいため、第２
ノード（ＮＤ２）６６０の電位は「Ｖｘ」を維持する。このように、第２ノード電位抑圧
期間ＴＰ６を設けることによって、データ信号が第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）から第２
の信号電位（Ｖｓｉｇ２）に切り替えられる際に生じる応答特性に起因する第２ノード（
ＮＤ２）６６０の変動を除去することができる。
【００４８】
　なお、ここでは、第２ノード電位抑圧期間ＴＰ６におけるデータ信号として基準電位（
Ｖｏｆｓ）を供給する例を示したが、これに限られるものではない。この場合、第２ノー
ド（ＮＤ２）６６０の電位が期間ＴＰ７において上昇しないように、保持容量６３０に保
持される電圧を駆動トランジスタ６２０の閾値電圧に相当する電圧（Ｖｔｈ）以下にする
ような電位を保持容量６３０の一端に供給すればよい。そのため、第１の信号電位（Ｖｓ
ｉｇ１）が生成されてから第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）が生成されるまでの間において
、水平セレクタ（ＨＳＥＬ）３００は、保持容量６３０の電圧を電圧（Ｖｔｈ）以下にす
るための電位を選択するようにすればよい。
【００４９】
　この後、期間ＴＰ７では、走査線（ＷＳＬ）２１０の走査信号の電位がＬレベルに設定
された後に、データ線（ＤＴＬ）３１０のデータ信号の電位が、基準電位（Ｖｏｆｓ）か
ら第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）に切り替えられる。
【００５０】
　続いて、第２の書込み期間／移動度補正期間ＴＰ８では、走査線（ＷＳＬ）２１０の走
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査信号の電位がＨレベルに切り替えられる。これにより、第１ノード（ＮＤ１）６５０の
電位は、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）まで上昇する。すなわち、書込みトランジスタ６
１０により、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）が第１ノード（ＮＤ１）６５０に書き込まれ
る。
【００５１】
　このとき、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位は、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）にお
ける駆動トランジスタ６２０の移動度に応じた期間ＴＰ７終了時における電位（Ｖｘ）か
ら移動度補正電位（Ｖｙ）まで上昇する。すなわち、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位
は、閾値補正動作による閾値電位（Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈ）に対し、第１および第２の信号電
位（Ｖｓｉｇ１および２）における移動度補正動作による上昇量（ΔＶ）だけ上昇する。
これにより、保持容量６３０には、第１および第２の信号電位に応じた信号電圧として、
「Ｖｓｉｇ２－（（Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈ）＋ΔＶ）」が保持される。
【００５２】
　この後、発光期間ＴＰ９では、走査線（ＷＳＬ）２１０の走査信号の電位がＬレベルに
切り替えられた後に、データ線（ＤＴＬ）３１０のデータ信号が基準電位（Ｖｏｆｓ）に
設定される。これにより、保持容量６３０に与えられた信号電圧（Ｖｓｉｇ２－Ｖｏｆｓ
＋Ｖｔｈ－ΔＶ）に応じた輝度により、発光素子６４０が発光する。この場合において、
保持容量６３０に与えられた信号電圧（Ｖｓｉｇ２－Ｖｏｆｓ＋Ｖｔｈ－ΔＶ）は、閾値
電圧に相当する電圧（Ｖｔｈ）と、移動度補正動作による上昇量（ΔＶ）とによって調整
されている。このため、発光素子６４０の輝度は、駆動トランジスタ６２０の閾値電圧お
よび移動度のばらつきの影響が取り除かれたものとなる。
【００５３】
　また、この発光期間ＴＰ９の途中までの期間において、第１ノード（ＮＤ１）６５０お
よび第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位は上昇する。このとき、信号電圧（Ｖｇｓ）とし
て、第２の書込み期間／移動度補正期間ＴＰ８の終了時における信号電圧（Ｖｓｉｇ２－
Ｖｏｆｓ＋Ｖｔｈ－ΔＶ）が保持容量６３０によって維持される。
【００５４】
　これに対し、破線により示される第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１'）が供給された場合に
は、第２の書込み期間／移動度補正期間ＴＰ８において、第１ノード（ＮＤ１）６５０の
電位は、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）まで上昇する。一方、第２ノード（ＮＤ２）６６
０の電位は、期間ＴＰ７終了時における閾値電位（Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈ）に対し、移動度補
正動作により上昇量（ΔＶ'）だけ上昇する。これにより、保持容量６３０には、第２の
信号電位（Ｖｓｉｇ２）のみに応じた信号電圧として、「Ｖｓｉｇ２－（（Ｖｏｆｓ－Ｖ
ｔｈ）＋ΔＶ'）」が保持される。
【００５５】
　この後、破線により示される第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１'）が供給された場合におけ
る発光期間ＴＰ９では、保持容量６３０に与えられた信号電圧（Ｖｓｉｇ２－Ｖｏｆｓ＋
Ｖｔｈ－ΔＶ'）に応じた輝度により、発光素子６４０が発光する。また、この発光期間
ＴＰ９の途中までの期間において、第１ノード（ＮＤ１）６５０および第２ノード（ＮＤ
２）６６０の電位は上昇する。このとき、信号電圧（Ｖｇｓ'）として、第２の書込み期
間／移動度補正期間ＴＰ８の終了時における信号電圧（Ｖｓｉｇ２－Ｖｏｆｓ＋Ｖｔｈ－
ΔＶ'）が保持容量６３０によって維持される。すなわち、破線により示される第１の信
号電位（Ｖｓｉｇ１'）の場合には、従来の画素回路と同様に１回の書込み、および、移
動度補正の動作によって、保持容量６３０に信号電圧（Ｖｇｓ'）が保持されて、発光素
子６４０が発光する。
【００５６】
　このように、第１の書込み期間／移動度補正期間ＴＰ５を設けることによって、第１の
信号電位（Ｖｓｉｇ１）における駆動トランジスタ６２０の移動度に応じた電流を保持容
量６３０の他端に供給することができる。これにより、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電
位を閾値電位（Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈ）よりも上昇させることができるため、第２の書込み期
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間／移動度補正期間ＴＰ８において保持容量６３０に保持される信号電圧（Ｖｇｓ）を「
Ｖｇｓ'」よりも小さくすることができる。
【００５７】
　すなわち、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）の大きさに応じて信号電圧（Ｖｇｓ）の大き
さが変化するため、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）の大きさを制御することによって、保
持容量６３０に保持される信号電圧（Ｖｇｓ）の大きさを調整することができる。このた
め、第１および第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）を画素回路６００に供給するため
の制御信号がライトスキャナ（ＷＳＣＮ）２００により生成されることによって、画素回
路６００の輝度の階調数を増やすことができる。
【００５８】
　なお、この場合には、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）を大きくするほど移動度補正によ
る第１補正量（ΔＶ１）は大きくなるが、時間単位あたりの第１補正量（ΔＶ１）である
電位上昇速度も大きくなってしまう。すなわち、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）を第２の
信号電位（Ｖｓｉｇ２）よりも大きい値に設定すると、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）の
設定精度が、保持容量６３０に設定される信号電圧の設定精度に大きな影響を与えること
になる。
【００５９】
　このため、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）を第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）以下になる
ように設定することによって、第１の書込み期間／移動度補正期間における移動度補正に
よる第１補正量（ΔＶ１）が大きくなり過ぎることを抑制することができる。すなわち、
第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）の設定精度による階調表現の精度劣化を軽減することがで
きる。ただし、この場合においても、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）を基準電位（Ｖｏｆ
ｓ）に設定する場合に比べて、本来の発光輝度からの誤差は大きくなることがある。
【００６０】
　［画素回路６００の動作の遷移］
　次に、本発明の第１の実施の形態における画素回路６００の動作状態の遷移について以
下に図面を参照して詳細に説明する。ここでは、図３で実線により示したタイミングチャ
ートのＴＰ１乃至ＴＰ９の期間に対応する画素回路６００の動作状態を示す。また、画素
回路６００の動作状態を説明するにあたり、便宜上、発光素子６４０の寄生容量６４１を
図示するとともに、書込みトランジスタ６１０をスイッチとして図示し、走査線（ＷＳＬ
）２１０を省略する。
【００６１】
　図４（ａ）乃至（ｃ）は、ＴＰ９、ＴＰ１およびＴＰ２の期間にそれぞれ対応する画素
回路６００の動作状態を示す模式的な回路図である。発光期間ＴＰ９では、図４（ａ）に
示すように、書込みトランジスタ６１０がオフ（非導通）状態であり、電源線（ＤＳＬ）
４１０に電源電位（Ｖｃｃ）が加えられている状態である。そして、駆動トランジスタ６
２０から信号電流（Ｉｄｓ'）が発光素子６４０に供給されているため、その信号電流（
Ｉｄｓ'）に応じた輝度により発光素子６４０が発光している。
【００６２】
　次に、期間ＴＰ１では、図４（ｂ）に示すように、電源線（ＤＳＬ）４１０の電位が電
源電位（Ｖｃｃ）から初期化電位（Ｖｓｓ）に遷移する。これにより、第２ノード（ＮＤ
２）６６０の電位は、初期化電位（Ｖｓｓ）まで低下するため、発光素子６４０は非発光
状態となる。すなわち、第２ノード（ＮＤ２）６６０は、電源線（ＤＳＬ）４１０の電位
を初期化電位（Ｖｓｓ）に切り替えることによって、初期化電位（Ｖｓｓ）に初期化され
る。このとき、第１ノード（ＮＤ１）６５０は浮遊状態であるため、保持容量６３０に起
因するカップリングによって、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位低下に倣うように、第
１ノード（ＮＤ１）６５０の電位が低下する。
【００６３】
　続いて、閾値補正準備期間ＴＰ２では、図４（ｃ）に示すように、走査線（ＷＳＬ）２
１０の電位がＨレベルに遷移することによって、書込みトランジスタ６１０がオン（導通
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）状態となる。これにより、第１ノード（ＮＤ１）６５０の電位は、データ線（ＤＴＬ）
３１０の基準電位（Ｖｏｆｓ）に初期化される。
【００６４】
　このため、第１ノード（ＮＤ１）６５０および第２ノード（ＮＤ２）６６０の間の電位
差は「Ｖｏｆｓ－Ｖｓｓ」となる。なお、ここでは、電源線（ＤＳＬ）４１０の初期化電
位（Ｖｓｓ）が、基準電位（Ｖｏｆｓ）よりも十分に低い電位に設定されていることを想
定している。
【００６５】
　図５（ａ）乃至（ｃ）は、ＴＰ３乃至ＴＰ５の期間にそれぞれ対応する画素回路６００
の動作状態を示す模式的な回路図である。
【００６６】
　閾値補正準備期間ＴＰ２に続いて、閾値補正期間ＴＰ３では、図５（ａ）に示すように
、電源線（ＤＳＬ）４１０の電位が電源電位（Ｖｃｃ）に遷移する。これにより、駆動ト
ランジスタ６２０から第２ノード（ＮＤ２）６６０に電流が供給されることによって、第
２ノード（ＮＤ２）６６０の電位が上昇する。そして、一定時間経過後に、第１ノード（
ＮＤ１）６５０と第２ノード（ＮＤ２）６６０との間の電位差が、駆動トランジスタ６２
０の閾値電圧に相当する電位差（Ｖｔｈ）となる。
【００６７】
　このようにして、保持容量６３０の一端に与えられた基準電位（Ｖｏｆｓ）を基準とし
て、駆動トランジスタ６２０の閾値電圧に相当する電圧（Ｖｔｈ）が保持容量６３０に与
えられる。すなわち、これが閾値補正動作である。なお、ここでは、カソード線６８０の
カソード電位（Ｖｃａｔ）、および、データ線（ＤＴＬ）３１０の基準電位（Ｖｏｆｓ）
は、駆動トランジスタ６２０からの電流が発光素子６４０に流れないように、予め設定さ
れていることを想定している。
【００６８】
　次に、期間ＴＰ４では、図５（ｂ）に示すように、走査線（ＷＳＬ）２１０から供給さ
れる走査信号の電位がＬレベルに遷移することによって、書込みトランジスタ６１０がオ
フ状態となる。そして、データ線（ＤＴＬ）３１０のデータ信号の電位が、基準電位（Ｖ
ｏｆｓ）から第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）に切り替えられた後に、第１の信号電位（Ｖ
ｓｉｇ１）に設定される。
【００６９】
　続いて、第１の書込み期間／移動度補正期間ＴＰ５では、図５（ｃ）に示すように、走
査線（ＷＳＬ）２１０の走査信号の電位がＨレベルに遷移することによって、書込みトラ
ンジスタ６１０がオン状態となる。これにより、書込みトランジスタ６１０によって第１
の信号電位（Ｖｓｉｇ１）が保持容量６３０の一端に書き込まれるため、第１ノード（Ｎ
Ｄ１）６５０の電位は、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）に設定される。
【００７０】
　これとともに、駆動トランジスタ６２０から保持容量６３０の他方の電極、および、発
光素子６４０の寄生容量６４１に対し、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）における駆動トラ
ンジスタ６２０の移動度に応じた電流が供給される。これにより、保持容量６３０および
寄生容量６４１の充電が開始されて、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位が、閾値電位（
Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈ）に対して第１補正量（ΔＶ１）だけ上昇する。
【００７１】
　図６（ａ）乃至（ｃ）は、ＴＰ６乃至ＴＰ８の期間にそれぞれ対応する画素回路６００
の動作状態を示す模式的な回路図である。
【００７２】
　第１の書込み期間／移動度補正期間ＴＰ５に続いて第２ノード電位抑圧期間ＴＰ６では
、図６（ａ）に示すように、データ線（ＤＴＬ）３１０のデータ信号の電位が、第１の信
号電位（Ｖｓｉｇ１）から基準電位（Ｖｏｆｓ）に切り替えられる。これにより、第１ノ
ード（ＮＤ１）６５０の電位は、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）から基準電位（Ｖｏｆｓ
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）まで低下する。この電位低下に伴い、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位は、保持容量
６３０に起因するカップリングの影響により僅かに低下して、「Ｖｘ」となる。
【００７３】
　そして、期間ＴＰ７では、図６（ｂ）に示すように、走査線（ＷＳＬ）２１０から供給
される走査信号の電位がＬレベルに遷移することによって、書込みトランジスタ６１０が
オフ状態となる。これにより、第１ノード（ＮＤ１）６５０は浮遊状態となるが、第１ノ
ード（ＮＤ１）６５０および第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位は殆んど変動しない。こ
れは、第１ノード（ＮＤ１）６５０および第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位差（Ｖｏｆ
ｓ－Ｖｘ）が、駆動トランジスタ６２０の閾値電圧に相当する電圧（Ｖｔｈ）よりも小さ
いためである。
【００７４】
　続いて、第２の書込み期間／移動度補正期間ＴＰ８では、図６（ｃ）に示すように、走
査線（ＷＳＬ）２１０の走査信号の電位がＨレベルに遷移することによって、書込みトラ
ンジスタ６１０がオン状態となる。これにより、書込みトランジスタ６１０によって第２
の信号電位（Ｖｓｉｇ２）が保持容量６３０の一端に書き込まれるため、第１ノード（Ｎ
Ｄ１）６５０の電位が、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）に設定される。
【００７５】
　これとともに、駆動トランジスタ６２０から保持容量６３０の他方の電極、および、発
光素子６４０の寄生容量６４１に対し、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）における駆動トラ
ンジスタ６２０の移動度に応じた電流が供給される。これにより、保持容量６３０および
寄生容量６４１の充電が開始されて、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位が、基準電位（
Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈ）に対して移動度補正による上昇量（ΔＶ）だけ上昇する。
【００７６】
　このため、第１ノード（ＮＤ１）６５０と第２ノード（ＮＤ２）６６０との間の電位差
が「Ｖｓｉｇ２－Ｖｏｆｓ＋Ｖｔｈ－ΔＶ」となる。このようにして、第２の信号電位（
Ｖｓｉｇ２）の書込み、および、２回の移動度補正動作による上昇量（ΔＶ）の調整が行
われる。これにより、画素回路ごとの駆動トランジスタの閾値電圧および移動度のばらつ
きが取り除かれる。
【００７７】
　図７は、ＴＰ９の期間に対応する画素回路６００の動作状態を示す模式的な回路図であ
る。
【００７８】
　発光期間ＴＰ９では、図７に示すように、走査線（ＷＳＬ）２１０の走査信号の電位が
Ｌレベルに遷移することによって、書込みトランジスタ６１０がオフ状態となる。これに
より、第２ノード（ＮＤ２）６６０の電位は駆動トランジスタ６２０の信号電流（Ｉｄｓ
）に応じて上昇するとともに、保持容量６３０を介するカップリングによって、第１ノー
ド（ＮＤ１）６５０の電位も連動して上昇する。このとき、第１ノード（ＮＤ１）６５０
と第２ノード（ＮＤ２）６６０との間の電位差（Ｖｓｉｇ２－Ｖｏｆｓ＋Ｖｔｈ－ΔＶ）
は維持される。
【００７９】
　［第１および第２の信号電位と画素回路６００の輝度との対応関係例］
　次に、本発明の第１の実施の形態における信号電位生成部１２０により生成された第１
および第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）に対応する画素回路６００における発光輝
度について以下に図面を参照して説明する。
【００８０】
　図８は、本発明の第１の実施の形態における画素回路６００に供給される第２の信号電
位（Ｖｓｉｇ２）とその画素回路６００の輝度との対応関係を例示する図である。ここで
は、信号電位生成部１２０において第１および第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）を
８ビットのステップ数により生成することによって、画素回路６００の輝度階調数を１０
ビットにすることを想定している。
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【００８１】
　ここでは、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）と画素回路６００の輝度との対応関係を示す
ガンマ曲線７０１が示されている。また、縦軸には画素回路６００の輝度の大きさとして
、輝度階調数が示され、横軸には第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）の大きさとして、信号電
位のステップ数が示されている。
【００８２】
　ガンマ曲線７０１上の黒丸は、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）を基準電位（Ｖｏｆｓ）
と等しい電位に設定して、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）のみを制御することによって保
持容量６３０に信号電圧を設定することを意味する。また、ガンマ曲線７０１上の白抜き
丸は、基準電位（Ｖｏｆｓ）より大きく、かつ、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）以下の電
位になるように第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）に設定することを意味する。すなわち、こ
のガンマ曲線７０１上の白抜き丸によって、ガンマ曲線７０１上の黒丸の間の輝度階調が
補間される。
【００８３】
　この例では、画素回路６００の輝度が低くなるほど、ガンマ曲線７０１上の黒丸が多く
割り当てられていることがわかる。すなわち、信号電位生成部１２０は、黒色表示レベル
に近いほど、正確な輝度レベルにより画素回路６００を発光させるために、第２の信号電
位（Ｖｓｉｇ２）のみを制御することによって保持容量６３０に信号電圧（Ｖｇｓ'）を
設定する。これは、人間の視覚特性上、高い輝度よりも低い輝度に対する感度が高いこと
を考慮したものである。
【００８４】
　具体的には、輝度階調０番乃至４ｋ番の低輝度範囲に対応する低信号範囲（ステップ０
番乃至４ｋ番）において、信号電位生成部１２０は、１０ビット輝度階調の１階調分に相
当するステップ幅により第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）を生成する。なお、この低信号範
囲は、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）の全範囲に対する１０分の１程度に設定するのが望
ましい。
【００８５】
　また、信号電位生成部１２０は、ステップ４ｋ番および４ｋ＋１番の間のステップ幅と
して、８ビットの輝度階調の１階調分に相当するステップ幅を設ける。さらに、信号電位
生成部１２０は、ステップ４ｋ＋ｎ番および４ｋ＋ｎ＋１番の間のステップ幅として、８
ビットの輝度階調の２階調分に相当するステップ幅を設ける。
【００８６】
　このように、信号電位生成部１２０において第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）の電位が低
いほど第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）のステップ幅を狭くすることによって、輝度が低い
低輝度範囲において精度良く画素回路６００を発光させることができる。
【００８７】
　また、低信号範囲に第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）のステップ数を多く割り当てている
分、信号電位を大きくするほど第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）のステップ幅を大きくする
ことによって、信号電位の総ステップ数を８ビットのステップ数に収めることができる。
すなわち、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）のステップを、低輝度に対しては１０ビットの
ステップ間隔により、高輝度に対しては８ビット以下のステップ間隔により割り当てる。
これにより、８ビットの信号電位のステップ数により１０ビットの輝度階調を実現するこ
とができる。
【００８８】
　［第１および第２の信号電位の設定例］
　次に、図８に示した対応関係のうち一部の対応関係に関する第１および第２の信号電位
（Ｖｓｉｇ１および２）の生成例について以下に図面を参照して説明する。
【００８９】
　図９は、図８に示した輝度階調４ｋ－４番乃至４ｋ＋４番に対応する第１および第２の
信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）の設定例に関する図である。
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【００９０】
　図９（ａ）は、図８に示した輝度階調４ｋ－４番乃至４ｋ＋４番に対応する第１および
第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）の組合せを示す概念図である。図９（ｂ）は、図
９（ａ）に示された第１および第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）に対応する画素回
路６００の輝度階調を示す図である。
【００９１】
　図９（ａ）には、信号電位生成部１２０により生成される信号電位特性８１１乃至８１
６および８２１乃至８２３が示されている。ここでは、縦軸には、第１および第２の信号
電位（Ｖｓｉｇ１および２）の大きさとしてステップ数が示されている。また、参考とし
て、従来の８ビット輝度階調における信号電位のステップ数が示されている。また、ここ
では、信号電位のステップ０番は、基準電位（Ｖｏｆｓ）に等しい電位を想定している。
【００９２】
　信号電位特性８１１乃至８１６では、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）がステップ０番に
設定された後に、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）がステップ４ｋ－４番乃至４ｋ＋１番に
それぞれ設定される。すなわち、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）は、画素回路６００の発
光輝度を示す映像信号に対応する電位に設定される。これにより、第２の信号電位（Ｖｓ
ｉｇ２）のみを制御することによって信号電圧（Ｖｇｓ'）が設定されるため、精度良く
画素回路６００を発光させることができる。
【００９３】
　信号電位特性８２１では、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）がステップ４ｋ番に設定され
た後に、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）が４ｋ＋１番に設定される。また、信号電位特性
８２２では、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）がステップ４ｋ－４番に設定された後に、第
２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）が４ｋ＋１番に設定される。さらに、信号電位特性８２３で
は、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）がステップ５番に設定された後に、第２の信号電位（
Ｖｓｉｇ２）が４ｋ＋１番に設定される。
【００９４】
　図９（ｂ）には、信号電位特性８１１乃至８１６および８２１乃至８２３に対応する輝
度階調が示されている。ここでは、図８と同様に、縦軸には画素回路６００の輝度の大き
さとして輝度階調数が示され、横軸には第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）の大きさとして信
号電位のステップ数が示されている。
【００９５】
　この例では、図８に示した輝度階調４ｋ－４番乃至４ｋ＋４番にそれぞれ対応する黒丸
７１１乃至７１６および白抜き丸７２１乃至７２３が示されている。この黒丸７１１乃至
７１６および白抜き丸７２１乃至７２３は、信号電位特性８１１乃至８１６および８２１
乃至８２３と、画素回路６００の輝度レベルとの対応関係を示す。
【００９６】
　このように、従来の８ビット輝度階調における信号電位のステップ幅に比べて、低信号
範囲における第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）のステップ幅を狭くすることによって、第２
の信号電位（Ｖｓｉｇ２）を生成することができる。これにより、第２の信号電位（Ｖｓ
ｉｇ２）のみを制御することにより保持容量６３０における信号電圧を設定することがで
きるため、低輝度範囲における輝度階調表現の精度劣化を防止することができる。
【００９７】
　また、信号電位特性８２１乃至８２３のように第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）を設定す
ることによって、白抜き丸７２１乃至７２３により黒丸７１５および７１６の間を補間す
ることができる。この場合において、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）よりも低い電位に第
１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）を設定することができるため、移動度補正による上昇量（Δ
Ｖ）が大きくなり過ぎることを抑制することができる。
【００９８】
　さらに、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）よりも低い信号電位には多くのステップが割り
当てられているため、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）をより精度良く設定することができ
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る。これにより、第１および第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）の組合せによって生
じる設定精度の低下を低減することができるため、スジやムラなどの画質不良の発生を抑
制しつつ、輝度階調数を１０ビットに増やすことができる。
【００９９】
　なお、ここでは、低信号範囲における第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）に設定されるステ
ップ０番の電位として基準電位（Ｖｏｆｓ）を想定したが、第１の書込み期間／移動度補
正期間における第１補正量（ΔＶ１）が殆んど大きくならないように設定すればよい。す
なわち、低信号範囲における第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）は、駆動トランジスタ６２０
の移動度に応じた電流を駆動トランジスタ６２０から保持容量６３０の他端に供給するこ
とを抑制する程度の電位に設定すればよい。このため、信号電位のステップ０番の電位を
黒表示レベルの電位に設定するようにしてもよい。
【０１００】
　また、ここでは、低輝度範囲における第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）を基準電位（Ｖｏ
ｆｓ）に設定する例について説明したが、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）を第２の信号電
位（Ｖｓｉｇ２）と等しい電位に設定するようにしてもよい。第１および第２の信号電位
（Ｖｓｉｇ１および２）を等しくすることは、従来の１回の書込み、および、移動度補正
の動作を、単に２回に分けて行うことと等価だからである。このため、低輝度範囲におい
て第１および第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）を等しくする場合であっても、精度
良く画素回路６００を発光させることができる。
【０１０１】
　［第１および第２の信号電位の設定の変形例］
　次に、第１および第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）に対する電位設定の変形例と
して、低輝度範囲における第１および第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）を等しくす
る例について以下に図面を参照して説明する。
【０１０２】
　図１０は、図８に示した輝度階調４ｋ－４番乃至４ｋ＋４番に対応する第１および第２
の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）における設定の変形例に関する図である。
【０１０３】
　図１０（ａ）は、図８に示した輝度階調４ｋ－４番乃至４ｋ＋４番に対応する第１およ
び第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）の組合せを示す概念図である。図１０（ｂ）は
、図１０（ａ）に示された第１および第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）に対応する
画素回路６００の輝度階調を示す図である。
【０１０４】
　図１０（ａ）には、信号電位生成部１２０により生成される信号電位特性８５１乃至８
５６および８６１乃至８６３が示されている。ここでは、縦軸には図９（ａ）と同様のも
のが示されているため、ここでの説明を省略する。
【０１０５】
　信号電位特性８５１乃至８５６では、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）が、第２の信号電
位（Ｖｓｉｇ２）に等しいステップ４ｋ－４番乃至４ｋ＋１番にそれぞれ設定される。例
えば、信号電位特性８５１では、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）が、第２の信号電位（Ｖ
ｓｉｇ２）に等しいステップ４ｋ－４番に設定される。
【０１０６】
　信号電位特性８６１では、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）がステップ８番に設定された
後に、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）がステップ４ｋ番に設定される。また、信号電位特
性８６２では、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）がステップ５番に設定された後に、第２の
信号電位（Ｖｓｉｇ２）がステップ４ｋ番に設定される。さらに、信号電位特性８６３で
は、第１の信号電位（Ｖｓｉｇ１）がステップ２番に設定された後に、第２の信号電位（
Ｖｓｉｇ２）がステップ４ｋ番に設定される。
【０１０７】
　図１０（ｂ）には、信号電位特性８５１乃至８５６および８６１乃至８６３に対応する
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輝度階調が示されている。ここでは、図８と同様に、縦軸には画素回路６００の輝度の大
きさとして輝度階調数が示され、横軸には第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）の大きさとして
信号電位のステップ数が示されている。
【０１０８】
　この例では、図８に示した輝度階調４ｋ－４番乃至４ｋ＋４番にそれぞれ対応する黒丸
７５１乃至７５６および白抜き丸７６１乃至７６３が示されている。この黒丸７５１乃至
７５６および白抜き丸７６１乃至７６３は、信号電位特性８５１乃至８５６および８７１
乃至８７３と、画素回路６００の輝度レベルとの対応関係を示す。
【０１０９】
　このように、低信号範囲における第１および第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）を
互いに等しくする場合であっても、白抜き丸７６１乃至７６３に対応する第１の信号電位
（Ｖｓｉｇ１）を第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）以下の電位に設定することができる。
【０１１０】
　このように、本発明の第１の実施の形態によれば、信号電位生成部１２０により第１お
よび第２の信号電位（Ｖｓｉｇ１および２）を個別に設定することによって、発光素子６
４０の発光輝度の階調数を増加させることができる。また、第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２
）が低いほど、信号電位のステップ幅を狭くすることによって、低輝度に対する階調表現
を向上させることができる。さらに、低輝度範囲以外の高輝度範囲における第１の信号電
位（Ｖｓｉｇ１）を第２の信号電位（Ｖｓｉｇ２）以下に設定することができるため、高
輝度範囲の階調表現の精度を向上させることができる。
【０１１１】
　なお、本発明の第１の実施の形態における表示装置１００は、フラットパネル形状を有
し、様々な電子機器、例えば、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯
電話、ビデオカメラなどのディスプレイに適用することができる。また、この表示装置１
００は、電子機器に入力された映像信号や電子機器内で生成した映像信号を画像または映
像として表示するあらゆる分野の電子機器のディスプレイに適用することができる。この
ような表示装置が適用された電子機器の例を以下に示す。
【０１１２】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［電子機器への適用例］
　図１１は、本発明の第２の実施の形態におけるテレビジョンセットの例である。このテ
レビジョンセットは、本発明の第１の実施の形態が適用されたテレビジョンセットである
。このテレビジョンセットは、フロントパネル１２、フィルターガラス１３等から構成さ
れる映像表示画面１１を含み、本発明の第１の実施の形態における表示装置１００をその
映像表示画面１１に用いることにより作製される。
【０１１３】
　図１２は、本発明の第２の実施の形態におけるデジタルスチルカメラの例である。この
デジタルスチルカメラは、本発明の第１の実施の形態が適用されたデジタルスチルカメラ
である。ここでは、上段にデジタルスチルカメラの正面図を示し、下段にデジタルスチル
カメラの背面図を示す。このデジタルスチルカメラは、撮像レンズ１５、表示部１６、コ
ントロールスイッチ、メニュースイッチ、シャッター１９等を含み、本発明の第１の実施
の形態における表示装置１００をその表示部１６に用いることにより作製される。
【０１１４】
　図１３は、本発明の第２の実施の形態におけるノート型パーソナルコンピュータの例で
ある。このノート型パーソナルコンピュータは、本発明の第１の実施の形態が適用された
ノート型パーソナルコンピュータである。このノート型パーソナルコンピュータは、本体
２０には文字等を入力するとき操作されるキーボード２１を含み、本体カバーには画像を
表示する表示部２２を含み、本発明の第１の実施の形態における表示装置１００をその表
示部２２に用いることにより作製される。
【０１１５】
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　図１４は、本発明の第２の実施の形態における携帯端末装置の例である。この携帯端末
装置は、本発明の第１の実施の形態が適用された携帯端末装置である。ここでは、左側に
携帯端末装置の開いた状態を示し、右側に携帯端末装置の閉じた状態を示している。この
携帯端末装置は、上側筐体２３、下側筐体２４、連結部（ここではヒンジ部）２５、ディ
スプレイ２６、サブディスプレイ２７、ピクチャーライト２８、カメラ２９等を含む。ま
た、この携帯端末装置は、本発明の第１の実施の形態における表示装置１００をそのディ
スプレイ２６やサブディスプレイ２７に用いることにより作製される。
【０１１６】
　図１５は、本発明の第２の実施の形態におけるビデオカメラの例である。このビデオカ
メラは、本発明の第１の実施の形態が適用されたビデオカメラである。このビデオカメラ
は、本体部３０、前方を向いた側面に被写体撮影用のレンズ３４、撮影時のスタート／ス
トップスイッチ３５、モニター３６等を含み、本発明の第１の実施の形態における表示装
置１００をそのモニター３６に用いることにより作製される。
【０１１７】
　なお、本発明の第１の実施の形態では、８ビットの信号電位のステップ数により１０ビ
ットの輝度階調を表現する例について説明したが、これに限られるものではない。例えば
、６ビットの信号電位のステップ数により１０ビットの輝度階調の表現を実現するように
してもよく、１０ビットの信号電位のステップ数により１２ビットの輝度階調の表現を実
現することも可能である。

【０１１８】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、本発
明の実施の形態において明示したように、本発明の実施の形態における事項と、特許請求
の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有する。同様に、特許請求の範囲に
おける発明特定事項と、これと同一名称を付した本発明の実施の形態における事項とはそ
れぞれ対応関係を有する。ただし、本発明は実施の形態に限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を施すことにより具現化する
ことができる。
【符号の説明】
【０１１９】
　１００　表示装置
　１１０　タイミング生成部
　１２０　信号電位生成部
　２００　ライトスキャナ
　３００　水平セレクタ
　４００　電源スキャナ
　５００　画素アレイ部
　６００　画素回路
　６１０　書込みトランジスタ
　６２０　駆動トランジスタ
　６３０　保持容量
　６４０　発光素子
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