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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャン信号を伝達するための複数のスキャンライン、前記スキャンラインからのスキ
ャン信号に応答してデータ信号を伝達する複数のデータライン、前記複数のデータライン
と前記複数のスキャンラインによって定義される複数のピクセルによって定義され、表示
素子と前記表示素子を駆動するための駆動トランジスタを含むピクセル回路、および前記
駆動トランジスタに駆動電流を供給する電源ラインを含むパネルと、
　前記スキャンラインに選択的に前記スキャン信号を印加するスキャン駆動部と、
　ＲＧＢ映像データを受信し、前記パネルに流れる総駆動電流の変化から生じる前記電源
ラインの電圧降下を補償する補償信号を生成する補償回路部と、
　前記ＲＧＢ映像データと前記補償信号を受信し、前記補償信号を前記ＲＧＢ映像データ
に適用して前記ＲＧＢ映像データを補償し、前記データラインに前記補償されたＲＧＢ映
像データを印加するデータ駆動部とを含み、
　前記補償回路部はフルホワイト状態での電圧降下及び前記フルホワイト状態での総駆動
電流に基づいて前記補償信号を生成するアクティブマトリクス表示装置。
【請求項２】
　前記補償回路部は、
　前記パネルに表示される映像に関する映像データを分析して前記パネル全体に流れる総
駆動電流を計算し、前記計算された総駆動電流に基づいて前記パネル全体に流れる総駆動
電流の増減による前記電源ラインの電圧降下を補償する補償信号を利用して前記データ信
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号を補償する請求項１に記載のアクティブマトリクス表示装置。
【請求項３】
　前記補償回路部は、
　前記映像データの一画面分の映像データの各ＲＧＢピクセル別に映像データを合計する
映像データ合計部と、
　前記各ＲＧＢピクセルごとに合計された映像データに基づいて前記パネル全体に流れる
総駆動電流を計算する駆動電流計算部と、
　前記計算された総駆動電流に基づいて前記パネル全体に流れる総駆動電流の増減による
前記電源ラインの電圧降下を補償する補償信号を生成する補償信号生成部とを含む請求項
２に記載のアクティブマトリクス表示装置。
【請求項４】
　前記補償信号は、電源ラインの電圧降下＝（フルホワイト状態の電圧降下）＊（計算さ
れた総駆動電流）／（フルホワイト状態の総駆動電流）の関係式により求められた前記電
源ラインの電圧降下に対応して生成され、前記フルホワイト状態は前記ピクセル回路のそ
れぞれの表示素子が最大発光する状態である請求項３に記載のアクティブマトリクス表示
装置。
【請求項５】
　スキャン信号を伝達するための複数のスキャンライン、前記スキャンラインからのスキ
ャン信号に応答してデータ信号を伝達する複数のデータライン、前記複数のデータライン
と前記複数のスキャンラインによって定義される複数のピクセルによって定義され、表示
素子と前記表示素子を駆動するための駆動トランジスタを含むピクセル回路、および前記
駆動トランジスタに駆動電流を供給する電源ラインを含むパネルを備えるアクティブマト
リクス表示装置の駆動方法において、
　ＲＧＢ映像データを補償回路部とデータ駆動部とに供給するステップと、
　（ａ）前記パネル全体に流れる総駆動電流の変化から生じる前記電源ラインの電圧降下
を補償する補償信号を生成するステップと、
　（ｂ）前記生成された補償信号を前記ＲＧＢ映像データに適用して前記ＲＧＢ映像デー
タを補償するステップと、
　（ｃ）前記補償されたＲＧＢ映像データを前記データラインに印加するステップとを含
み、
　前記補償信号はフルホワイト状態での電圧降下及び前記フルホワイト状態での総駆動電
流に基づいて生成されるアクティブマトリクス表示装置の駆動方法。
【請求項６】
　前記ステップ（ａ）は前記パネルに表示される映像に関する映像データを分析して、前
記パネル全体に流れる総駆動電流を計算し、前記計算された総駆動電流に基づいて前記パ
ネル全体に流れる総駆動電流の増減による前記電源ラインの電圧降下を補償する補償信号
を生成する請求項５に記載のアクティブマトリクス表示装置の駆動方法。
【請求項７】
　前記補償信号は、電源ラインの電圧降下＝（フルホワイト状態の電圧降下）＊（計算さ
れた総駆動電流）／（フルホワイト状態の総駆動電流）の関係式により求められた前記電
源ラインの電圧降下に対応して生成され、前記フルホワイト状態は前記ピクセル回路のそ
れぞれの表示素子が最大発光する状態である請求項５に記載のアクティブマトリクス表示
装置の駆動方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクティブマトリクス表示装置およびその駆動方法に関するものであって、
より詳細にはディスプレイのパネルに流れる電流の変動に起因する電源電圧の電圧降下に
より発生する駆動トランジスタのゲートとソースとの間の電圧減少を補償するアクティブ
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マトリクス表示装置およびその駆動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、アクティブマトリクス表示装置のうちの一つである有機電界発光（ｅｌｅｃｔｒ
ｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ：以下「ＥＬ」という）表示装置は、蛍光性有機化合物を電気
的に励起させ発光する表示装置であって、Ｎ×Ｍ個の有機発光セルを駆動して映像を表現
する。このような有機発光セルを駆動する方式には単純マトリックス（ｐａｓｓｉｖｅ　
ｍａｔｒｉｘ）方式と薄膜トランジスタ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、
ＴＦＴ）を利用したアクティブマトリクス（ａｃｔｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ）方式がある。
【０００３】
　アクティブマトリクス方式および有機発光セルを利用した大画面ＴＶにおいて、輝度を
高める場合、電流が急激に増加し、前記増加した電流に対応して電源供給部の内部抵抗お
よび供給配線自体の抵抗によって有機発光パネルに印加される電源電圧が減少し、これに
より有機発光画素の階調がわい曲され得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これに対して、本発明が解決しようとする課題は、パネルに流れる駆動電流変化による
電源電圧の降下を補償するためのアクティブマトリクス表示装置およびその駆動方法を提
供することにある。
【０００５】
　本発明の課題は、以上で言及した課題に制限されず、言及されていないその他の課題は
、次の記載から当業者に明確に理解できるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するための本発明の一実施形態によるアクティブマトリクス表示装置は
、スキャン信号を伝達するための複数のスキャンライン、前記スキャンラインからのスキ
ャン信号に応答してデータ信号を伝達する複数のデータライン、前記複数のデータライン
と前記複数のスキャンラインによって定義される複数のピクセルによって定義され、表示
素子と前記表示素子を駆動するための駆動トランジスタを含むピクセル回路、および前記
駆動トランジスタに駆動電流を供給する電源ラインを含むパネルと、前記スキャンライン
に選択的に前記スキャン信号を印加するスキャン駆動部と、前記パネルに流れる総駆動電
流の増減による前記電源ラインの電圧降下を補償する補償信号を生成する補償回路部と、
前記データラインに前記補償信号によって補償されたデータ信号を印加するデータ駆動部
とを含む。
【０００７】
　一方、前記補償回路部は、前記パネルに表示される映像に関する映像データを分析して
前記パネル全体に流れる総駆動電流を計算し、前記計算された総駆動電流に基づいて前記
パネル全体に流れる総駆動電流の増減による前記電源ラインの電圧降下を補償する補償信
号を利用して前記データ信号を補償する。
【０００８】
　一方、前記補償信号は、電源ラインの電圧降下＝（フルホワイト状態の電圧降下）＊（
計算された総駆動電流）／（フルホワイト状態の総駆動電流）の関係式により求められた
前記電源ラインの電圧降下に対応して生成され、前記フルホワイト状態は前記ピクセル回
路のそれぞれの表示素子が最大発光する状態である。
【０００９】
　前記課題を解決するための本発明の一実施形態によるアクティブマトリクス表示装置の
駆動方法は、スキャン信号を伝達するための複数のスキャンライン、前記スキャンライン
からのスキャン信号に応答してデータ信号を伝達する複数のデータライン、前記複数のデ
ータラインと前記複数のスキャンラインによって定義される複数のピクセルによって定義
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され、表示素子と前記表示素子を駆動するための駆動トランジスタを含むピクセル回路、
および前記駆動トランジスタに駆動電流を供給する電源ラインを含むパネルを備えるアク
ティブマトリクス表示装置の駆動方法において、（ａ）前記パネル全体に流れる総駆動電
流の増減による前記電源ラインの電圧降下を補償する補償信号を生成するステップと、（
ｂ）前記生成された補償信号を利用して前記データ信号を補償するステップと、（ｃ）前
記補償されたデータ信号を前記データラインに印加するステップとを含む。
【００１０】
　本発明のその他の具体的な内容は、詳細な説明および図面に含まれている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の実施形態によれば、少なくとも次のような効果がある。
【００１２】
　本発明の実施形態によるアクティブマトリクス表示装置およびその駆動方法によれば、
ディスプレイに表示される映像の全体輝度による総駆動電流変動による電源ラインの電源
電圧変動を補償し、各ピクセルが所望する階調を表現することができる。
【００１３】
　本発明による効果は、以上で例示したものによって制限されず、さらに多様な効果が本
明細書内に含まれている。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ＴＦＴを利用して有機発光素子を駆動するためのピクセル回路であって、本発明
の一実施形態によるＮ×Ｍ個のピクセルのうち一つを代表的に図示する図である。
【図２】アクティブマトリクスディスプレイの電圧変動関係を模式的に図示する回路図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態による有機発光表示装置を示す図である。
【図４】図３に示す補償回路部の構成を図示するブロック図である。
【図５】本発明の他の実施形態による有機発光表示装置を示す図である。
【図６】本発明のまた他の実施形態による有機発光表示装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の利点、特徴、およびそれらを達成する方法は、添付される図面と共に詳細に後
述される実施形態を参照すれば明確になるであろう。しかし、本発明は、以下で開示され
る実施形態に限定されるものではなく、互いに異なる多様な形態で具現されることが可能
である。本実施形態は、単に本発明の開示が完全になるように、本発明が属する技術分野
で通常の知識を有する者に対して発明の範疇を完全に知らせるために提供されるものであ
り、本発明は、請求項の範疇によってのみ定義される。なお、明細書全体にかけて、同一
の参照符号は同一の構成要素を指すものとする。
【００１６】
　以下、本発明の実施形態による有機発光表示装置について図面を参照して詳細に説明す
る。
【００１７】
　図１は、ＴＦＴを利用して有機発光素子を駆動するためのピクセル回路であって、本発
明の一実施形態によるＮ×Ｍ個のピクセルのうちの一つを代表的に図示する図である。
【００１８】
　図１を参照すると、有機発光素子（ＯＥＬＤ）にＰタイプの駆動トランジスタ（ＭＤ）
が接続され、発光のための電流を供給する。
【００１９】
　駆動トランジスタ（ＭＤ）の電流量はＰタイプのスイッチングトランジスタ（ＭＳ）を
介して印加されるデータ電圧によって制御される。このとき、印加された電圧を一定期間
維持するためのキャパシタ（Ｃｇｓ）がトランジスタ（Ｍ１）のソースとゲートとの間に
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接続されている。トランジスタ（ＭＳ）のゲートにはｎ番目スキャンライン（Ｓｃａｎ［
ｎ］）が接続されており、ソースにはｍ番目データライン（Ｄａｔａ［ｍ］）が接続され
ている。
【００２０】
　このような構造のピクセル回路の動作を調べると、スイッチングトランジスタ（ＭＳ）
のゲートに印加されるスキャン信号によってスイッチングトランジスタ（ＭＳ）がＯＮに
なると、データラインを介してデータ電圧信号（ＶＤＡＴＡ）が駆動トランジスタ（ＭＤ
）のゲートに印加される。そして、駆動トランジスタ（ＭＤ）のゲートに印加されるデー
タ電圧信号（ＶＤＡＴＡ）に対応する電流が駆動トランジスタ（ＭＤ）を介して有機発光
素子（ＯＥＬＤ）に流れて発光が成される。
【００２１】
　このとき、有機ＥＬ素子に流れる電流は次の式（１）のとおりである。
【数１】

【００２２】
　ここで、ＩＯＥＬＤは有機ＥＬ素子に流れる電流であり、ＶＧＳはトランジスタ（ＭＤ
）のソースとゲートとの間の電圧であり、ＶＤＤは駆動トランジスタ（ＭＤ）のソースに
印加される電源電圧であり、ＶＴＨは駆動トランジスタ（ＭＤ）のしきい電圧であり、Ｖ

ＤＡＴＡはデータ電圧信号であり、βは定数値を示す。
【００２３】
　前記式（１）に示すように、図１に図示したピクセル回路によれば、印加されるデータ
電圧信号（ＶＤＡＴＡ）に対応する電流が有機ＥＬ素子（ＯＥＬＤ）に供給され、供給さ
れた電流に対応して有機ＥＬ素子が発光する。このとき、印加されるデータ電圧信号（Ｖ

ＤＡＴＡ）は階調を表現するために一定範囲でマルチレベル値を有する。
【００２４】
　しかし、前記した従来のピクセル回路によれば、電源電圧（ＶＤＤ）を出力する外部電
圧ソースに隣接するように電源ラインを介して接続されている駆動トランジスタ（ＭＤ）
のソースには電源電圧（ＶＤＤ）が直接接続され、ピクセル回路のすべての駆動トランジ
スタ（ＭＤ）のソースは電源電圧（ＶＤＤ）に並列接続され、ほぼ同一の電源電圧（ＶＤ
Ｄ）の印加を受け得るが、パネルを介して流れる総駆動電流の変動に応じて電源電圧（Ｖ
ＤＤ）値が変動する場合には、駆動トランジスタ（ＭＤ）のゲートソース間の電圧差が変
動されることにより、有機発光素子の階調が変動されるという問題がある。
【００２５】
　以下、図２を参照してより具体的に説明する。
【００２６】
　図２は、アクティブマトリクスディスプレイの電圧変動関係を模式的に図示する回路図
である。
【００２７】
　図２を参照すると、電源供給部１０はアクティブマトリクスディスプレイのパネル２０
へ電源電圧（ＶＤＤ）を供給する。映像データ信号により、各ピクセルの階調が変動する
パネル２０の全体抵抗（Ｒｐａｎｅｌ）は一種の可変抵抗として見られる。また、電源供
給部１０は内部抵抗（Ｒｉｎ）および定電圧（ＶＰＷＲ）を供給する定電圧供給部（ＰＷ
Ｒ）を含み、電源電圧（ＶＤＤ）を供給する配線は抵抗（ＲＬ）を有する。
【００２８】
　このとき、電源電圧（ＶＤＤ）は次の式（２）および式（３）のとおりである。
【００２９】
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【数２】

【００３０】

【数３】

【００３１】
　すなわち、理想的には、電源電圧（ＶＤＤ）と電源供給部１０の供給電圧（ＶＰＷＲ）
は同一であるか、または多少小さい差異値を維持しなければならないが、パネル２０の駆
動電流（ＩＰＡＮＥＬ）の変化に応じて電源電圧（ＶＤＤ）は変動することができ、フル
ホワイト状態でパネル２０の駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）が最大になり、パネル２０の抵抗
（ＲＰＡＮＥＬ）が最小になるとき、電源電圧（ＶＤＤ）の電圧降下は大きく増加するこ
とができる。
【００３２】
　これにより、駆動トランジスタのＶｇｓ値が変動され得ると共に、所望する階調が表示
されないという問題がある。
【００３３】
　図３は、本発明の一実施形態による有機発光表示装置を示す図である。
【００３４】
　図３を参照すると、本発明の一実施形態による有機発光表示装置は、有機発光表示パネ
ル１００、データ駆動部２００、スキャン駆動部３００、電源供給部４００、グラフィッ
ク制御部５００、および補償回路部６００を含む。
【００３５】
　有機発光表示パネル１００はスキャン信号を伝達するための複数のスキャンライン（Ｓ
１，Ｓ２，…、Ｓｎ）、複数のスキャンライン（Ｓ１，Ｓ２，…、Ｓｎ）からのスキャン
信号に応答してデータ信号を伝達する複数のデータライン（Ｄ１，Ｄ２，…、Ｄｍ）、複
数のデータライン（Ｄ１，Ｄ２，…、Ｄｍ）と複数のスキャンライン（Ｓ１，Ｓ２，…、
Ｓｎ）により定義される複数のピクセルによって定義されるピクセル回路１１０、および
ピクセル回路１１０に駆動電流を供給する電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）を含む。
【００３６】
　ピクセル回路１１０は、図１に図示するように、有機発光素子（ＯＥＬＤ）、駆動トラ
ンジスタ（ＭＤ）、スイッチングトランジスタ（ＭＳ）、およびキャパシタ（Ｃｇｓ）を
含んでもよい。
【００３７】
　駆動トランジスタ（ＭＤ）は、有機発光素子（ＯＬＥＤ）に接続され、発光のための電
流を供給する。駆動トランジスタ（ＭＤ）の電流量はスイッチングトランジスタ（ＭＳ）
を介して印加されるデータ電圧信号によって制御され得る。このとき、印加された電圧を
一定期間維持するためのキャパシタ（Ｃｇｓ）が駆動トランジスタ（ＭＤ）のソースとゲ
ートとの間に接続されている。
【００３８】
　電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）は電源供給部４００と各ピクセル回路１１０の駆動トラン
ジスタ（ＭＤ）に並列接続されることができ、駆動トランジスタ（ＭＤ）に電源電圧（Ｖ
ＤＤ）を印加することによって、有機発光素子（ＯＬＥＤ）の発光のための駆動電流を供
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給することができる。
【００３９】
　グラフィック制御部５００は、外部から受信される画像信号に基づいて、または自体的
にデジタル映像データであるＲＧＢ映像データを生成することができる。
【００４０】
　補償回路部６００は、グラフィック制御部５００から生成されたＲＧＢ映像データを受
信し、ＲＧＢ映像データの一画面分の映像データを分析して有機発光表示パネル１００に
流れる総駆動電流（ＩＰａｎｅｌ）を計算し、前記計算された総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ

）に基づいて有機発光表示パネル１００に印加された電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）の電源
電圧（ＶＤＤ）の降下を補償するための補償信号を生成することができる。
【００４１】
　データ駆動部２００は、グラフィック制御部５００から提供されるＲＧＢ映像データお
よび補償回路部６００から提供される補償信号を受信し、有機発光表示パネル１００の総
駆動電流（ＩＰａｎｅｌ）の変動によって発生する電源電圧（ＶＤＤ）の変動による駆動
トランジスタ（ＭＤ）の駆動電圧の減少を補償するため、補償されたデータ信号を生成し
て補償されたデータ信号をデータライン（Ｄ１，Ｄ２，…、Ｄｍ）に印加することができ
る。また、図３には図示していないが、データ駆動部２００はラッチ回路とレベルシフタ
ー回路を含んでもよい。ラッチ回路は直列で受信されるＲＧＢ映像データを保存してデー
タ信号を有機発光表示パネル１００に並列で印加するためにデータを保存することができ
、レベルシフター回路は有機発光表示パネル１００に印加する実際の電圧のレベルを調整
することができる。ラッチ回路とレベルシフター回路の具体的構成は本発明が属する技術
分野の通常の知識を有する者であれば、容易にわかるものであるため、具体的な説明は省
略する。
【００４２】
　スキャン駆動部３００は複数のスキャンライン（Ｓ１，Ｓ２，…、Ｓｎ）にスキャン信
号を印加し、前記スキャン信号によってデータライン（Ｄ１，Ｄ２，…、Ｄｍ）を介して
印加されるデータ信号がピクセル回路（１１０）内の駆動トランジスタ（ＭＤ）に印加さ
れるようにするスイッチの役割を果たす。
【００４３】
　整理すると、映像データに対応して有機発光表示パネル１００に表示される映像の全体
の明るさまたは階調に応じ、有機発光表示パネル１００に流れる総駆動電流（ＩＰＡＮＥ

Ｌ）の大きさは増減する。そして、総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）の増減と共に、電源ライ
ン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）に接続された電源電圧（ＶＤＤ）の電圧レベルは変動され、各駆動ト
ランジスタ（ＭＤ）のゲートおよびソースとの間に印加されるＶｇｓの値は変動するため
、本来の映像データによるピクセルの階調を表現できなくなる。本発明によれば、総駆動
電流（ＩＰＡＮＥＬ）の変動を感知し、電源電圧（ＶＤＤ）の降下程度をデータ駆動部２
００のデータ信号に対して補償することによって、前記の問題を克服することができる。
【００４４】
　以下、図４を参照して補償回路部６００の具体的な構成について説明する。
【００４５】
　図４は、本発明の一実施形態による補償回路部６００の構成を図示するブロック図であ
る。
【００４６】
　図４を参照すると、本発明の一実施形態による補償回路部６００は映像データ合計部６
１０、駆動電流計算部６２０、補償信号生成部６３０を含んでもよい。
【００４７】
　映像データ合計部６１０は、グラフィック制御部５００から生成されたＲＧＢ映像デー
タを受信し、ＲＧＢ映像データの一画面分の映像データの各ＲＧＢピクセル別映像データ
を合計することができる。このとき、各ＲＧＢピクセル別映像データを合計することは、
赤、緑、青の有機発光素子（ＯＬＥＤ）を区分し、ピクセル別明るさまたは階調値に対応
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する値を、同一色を有する有機発光素子（ＯＬＥＤ）に対して合計することである。これ
により、映像データ合計部６１０は、各赤、緑、青の有機発光素子（ＯＬＥＤ）を含むピ
クセルに対する階調値に対応する合計値であるＲ　ｓｕｍ、Ｇ　ｓｕｍ、Ｂ　ｓｕｍを生
成することができる。
【００４８】
　また、駆動電流計算部６２０は、各ＲＧＢピクセルごとに合計された映像データ（Ｒ　
ｓｕｍ、Ｇ　ｓｕｍ、Ｂ　ｓｕｍ）を受信し、これに基づいて有機発光表示パネル１００
全体に流れる総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）を計算することができる。例えば、駆動電流計
算部６２０は、各ＲＧＢピクセルごとに合計された映像データ（Ｒ　ｓｕｍ、Ｇ　ｓｕｍ
、Ｂ　ｓｕｍ）に対し、赤、緑、青の有機発光表示素子を含む各ピクセルの色に対応する
単位階調当たりの電流を乗じて、総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）を計算することができる。
具体的に、赤の有機発光表示素子を含むピクセル回路１１０の単位階調当たりの電流をＲ
電流とし、緑および青の有機発光表示素子を含むピクセル回路１１０の単位階調当たりの
電流を各々Ｇ電流、Ｂ電流とするとき、総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）は次の式（４）のと
おりである。
【００４９】
【数４】

【００５０】
　すなわち、互いに異なる色を有する有機発光素子（ＯＬＥＤ）を含むピクセルを区分し
、各ピクセルの階調値を合計した値（Ｒ　ｓｕｍ、Ｇ　ｓｕｍ、Ｂ　ｓｕｍ）に各色に対
応する単位階調当たりの電流値を乗じて総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）を計算することがで
きる。
【００５１】
　しかし、上記のように駆動電流計算部６２０が総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）を計算する
ことは、本発明による一実施形態に過ぎず、本発明はこれに限定されない。
【００５２】
　本発明は、数式により総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）を計算することはもちろんであり、
所定のルックアップテーブルを利用して合計されたＲＧＢ映像データに該当する総駆動電
流（ＩＰＡＮＥＬ）を計算することができる。
【００５３】
　また、補償信号生成部６３０は、前記計算された総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）に基づい
て有機発光表示パネル１００に流れる総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）の増減による電源ライ
ン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）の電源電圧（ＶＤＤ）の降下を補償するための補償信号を生成するこ
とができる。
【００５４】
　このとき、補償信号は電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）の電源電圧（ＶＤＤ）降下分に対応
する電圧信号であり得ると共に、前記電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）の電源電圧（ＶＤＤ）
降下量は次の式（５）によって計算することができる。
【００５５】
【数５】
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【００５６】
　すなわち、有機発光表示パネル１００のそれぞれのピクセル回路１１０が最大階調で発
光するときをフルホワイト状態と定義すると、このときの総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）お
よび電源電圧（ＶＤＤ）の降下量に対し予め測定し、前記数式に対応する回路または前記
数式によるルックアップテーブルと比較する方法により、電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）の
電源電圧（ＶＤＤ）の降下による補償信号を生成することができる。
【００５７】
　前記実施形態では、補償回路部６００が総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）の増減による電源
電圧（ＶＤＤ）の電圧降下をデータ駆動部２００に対して補償することにおいて、ＲＧＢ
映像データをデータ駆動部２００と並列で受信し、電源電圧（ＶＤＤ）の電圧降下に対し
、補償された信号をデータ駆動部２００に伝達するが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、補償回路部６００が有機発光表示装置に流れる総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）を感
知し、データ駆動部２００から生成されるデータ信号を補償する形態のすべての実施形態
を含む。
【００５８】
　以下、図５および図６を参照し、補償回路部６００が総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）を感
知し、データ駆動部２００から生成されるデータ信号を補償する他の実施形態について説
明する。
【００５９】
　図５は、本発明の他の実施形態による有機発光表示装置を示す図である。図３と実質的
に同一な構成要素に対しては同一図面符号を使用するため、該当構成要素に対する詳細な
説明は省略する。
【００６０】
　図５を参照すると、本発明の他の実施形態による有機発光表示装置が一実施形態と異な
る点は、補償回路部６００ａがＲＧＢ映像データを受信し、受信されたＲＧＢ映像データ
を補償し、補償されたＲＧＢ映像データを補償信号としてデータ駆動部２００に伝達する
点である。
【００６１】
　このとき、補償回路部６００ａは有機発光表示パネル１００の総駆動電流（ＩＰＡＮＥ

Ｌ）変化による電源電圧（ＶＤＤ）の降下をＲＧＢ映像データに対して補償し、補償され
たＲＧＢ映像データをデータ駆動部２００に伝達することができる。これにより、データ
駆動部２００は別途の一実施形態と同様に、本来のＲＧＢ映像データと補償回路部６００
ａから生成された補償信号を集合するための別途の回路は必要としない。
【００６２】
　以下、前述した本発明による一実施形態と重複する説明は省略する。
【００６３】
　図６は、本発明のまた他の実施形態による有機発光表示装置を示す図である。図３と実
質的に同一構成要素に対しては同一図面符号を使用し、該当構成要素に対する詳細な説明
は省略する。
【００６４】
　図６を参照すると、本発明のまた他の実施形態による有機発光表示装置が一実施形態と
異なる点は、補償回路部６００ｂが電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）に接続され、電源ライン
（Ｐ－Ｌｉｎｅ）を介して有機発光表示パネル１００に流れる総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ

）を感知し、総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）の増減による電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）の電
源電圧（ＶＤＤ）の降下を補償する補償信号を生成する点である。
【００６５】
　図６によれば、補償回路部６００ｂが有機発光表示パネル１００と電源ライン（Ｐ－Ｌ
ｉｎｅ）に並列接続されているが、これに限定されるものではなく、補償回路部６００ｂ
は、有機発光表示パネル１００の電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）と電源供給部４００が接続
される間に直列接続され得るか、または有機発光表示パネル１００の電源ライン（Ｐ－Ｌ
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【００６６】
　具体的には、補償回路部６００ｂは、有機発光表示パネル１００に流れる総駆動電流（
ＩＰＡＮＥＬ）を感知することができ、電源電圧（ＶＤＤ）の降下量を計算してデータ駆
動部２００のデータ信号に対する補償信号を生成することができる。補償回路部６００ｂ
が総駆動電流（ＩＰＡＮＥＬ）を感知することは、例えば、電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）
に有機発光表示パネル１００と並列接続された補償回路部６００ｂに印加される電圧の増
減を直接感知することである。すなわち、有機発光表示パネル１００に印加される電源電
圧（ＶＤＤ）をそのまま補償回路部６００ｂに並列で印加することによって、総駆動電流
（ＩＰＡＮＥＬ）の変動によって発生する電源電圧（ＶＤＤ）の降下を補償回路部６００
ｂが電圧測定の形態で直接感知することができる。その後、補償回路部６００ｂは電源電
圧（ＶＤＤ）が降下する程度に基づく補償信号を生成してデータ駆動部２００に伝達する
。
【００６７】
　整理すれば、本実施形態は有機発光表示パネル１００に流れる総駆動電流（ＩＰＡＮＥ

Ｌ）の変動による電源電圧（ＶＤＤ）の降下を電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）に直列および
／または並列接続された補償回路部６００ｂが電圧測定および／または電流測定の方法に
より直接感知し、電源ライン（Ｐ－Ｌｉｎｅ）の電源電圧（ＶＤＤ）の降下に対応する補
償信号を生成し、データ駆動部２００に伝達するフィードバック構造である。
【００６８】
　以上添付された図面を参照して本発明の実施形態について説明したが、本発明が属する
技術分野で通常の知識を有する者は、本発明が、その技術的思想や必須の特徴を変更しな
い範囲で他の具体的な形態で実施され得ることを理解することができる。したがって、上
記実施形態はすべての面で例示的なものであり、限定的なものではないと理解しなければ
ならない。
【００６９】
　例えば、本発明の実施形態で説明した電源ラインの電源電圧（ＶＤＤ）の減少を補償す
るための補償信号を生成する回路部については、有機発光表示装置の回路部に基づいて説
明したが、これに限定されるものではない。本発明の補償信号を生成する回路部は多様な
形態のアクティブマトリクス表示装置に適用することができる。
【符号の説明】
【００７０】
　　１００　有機発光表示パネル
　　１１０　ピクセル回路
　　２００　データ駆動部
　　３００　スキャン駆動部
　　４００　電源供給部
　　５００　グラフィック制御部
　　６００　補償回路部
　　６００ａ　補償回路部
　　６００ｂ　補償回路部
　　６１０　映像データ合計部
　　６２０　駆動電流計算部
　　６３０　補償信号生成部
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