
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端が発光素子に接続され、他端が所定の電源電圧に接続された第１の電流路、及び、
該第１の電流路の一端側から他端側方向に所定の電流値を有する書込電流を流し、該書込
電流に伴う電荷を蓄積する電荷蓄積手段を有し、

電荷蓄積手段に蓄積された電荷に基づく駆動電流を、前記第１の電流路の
一端側から他端側方向に流すことにより、該駆動電流を前記発光素子に供給する制御を行
う発光制御手段と、
　前記第１の電流路に前記書込電流を流す制御を行う書込制御手段と、
　前記第１の電流路に電気的に接続され、前記書込電流の電流値を規定する信号電流が流
れる第２の電流路と、
を備え
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前記発光素子は、前記第１の電流路の一
端と、一定の電圧値を有する定電圧源との間に、前記第１の電流路の一端側の電圧が前記
定電圧源側の電圧より低い状態が順バイアス状態となるように接続され、該順バイアス状
態において前記

、
第１の動作タイミングで、前記発光制御手段により、前記電源電圧の電圧を第１の電圧

に設定し、前記書込制御手段により前記第１の電流路の一端の電圧を前記第１の電圧及び
前記定電圧源の電圧より高い電圧に設定して前記発光素子を逆バイアス状態とするととも
に、前記第１の電流路に前記書込電流を流すことにより、前記電荷蓄積手段に前記書込電
流に応じた所定の電荷を蓄積し、

第２の動作タイミングで、前記発光制御手段により、前記電源電圧の電圧を、前記定電



ことを特徴とする発光駆動回路。
【請求項２】
　前記書込制御手段は、前記第１の電流路と前記第２の電流路の間に設けられ、前記第２
の電流路側から前記第１の電流路側へ前記書込電流を流す第３の電流路を備えることを特
徴とする請求項１記載の発光駆動回路。
【請求項３】
　前記書込制御手段は、該第３の電流路に設けられ、該第３の電流路に流れる電流を制御
する電流制御手段を備えることを特徴とする請求項 記載の発光駆動回路。
【請求項４】
　前記発光制御手段は、前記第１の電流路に設けられ、前記第１の電流路に流れる前記書
込電流の電流値を制御する第１のスイッチング素子を備え、
　前記電荷蓄積手段は、少なくとも、前記第１のスイッチング素子と前記第１の電流路の
間に設けられた容量素子からなり、
　前記書込制御手段は、前記第１のスイッチング素子の動作を制御する第２のスイッチン
グ素子を備え、
　前記電流制御手段は、前記第３の電流路に設けられ、該第３の電流路に流れる電流を制
御する第３のスイッチング素子を備えることを特徴とする請求項 記載の発光駆動回路。
【請求項５】
　前記第１乃至第３のスイッチング素子は、ｎチャネル型のアモルファスシリコンからな
る薄膜トランジスタにより構成されていることを特徴とする請求項 記載の発光駆動回路
。
【請求項６】
　前記電荷蓄積手段は、前記容量素子と、前記第１のスイッチング素子及び前記第２のス
イッチング素子の間に形成される寄生容量と、を含むことを特徴とする請求項 記載の発
光駆動回路。
【請求項７】
　前記電荷蓄積手段は、前記容量素子の容量値が、前記寄生容量よりも小さくなるように
設定されていることを特徴とする請求項 記載の発光駆動回路。
【請求項８】
　前記発光素子は、前記発光制御手段により供給される前記駆動電流の電流値に応じて、
所定の輝度階調で発光動作する電流制御型の発光素子であることを特徴とする請求項１乃
至 のいずれかに記載の発光駆動回路。
【請求項９】
　前記発光素子は、有機エレクトロルミネッセント素子であることを特徴とする請求項
記載の発光駆動回路。
【請求項１０】
　マトリクス状に配列された複数の表示画素を有する表示パネルを備え、前記各表示画素
に対して、表示信号に応じた電流値を有する信号電流を供給することにより、前記表示パ
ネルに所望の画像情報を表示する表示装置において、
　前記各表示画素は、発光素子と、前記発光素子の発光動作を制御する画素駆動回路と、
を備え、
　前記画素駆動回路は、一端が 発光素子に接続され、他端が所定の電源電圧に接続さ
れた第１の電流路、及び、該第１の電流路の一端側から他端側方向に所定の電流値を有す
る書込電流を流し、該書込電流に伴う電荷を蓄積する電荷蓄積手段を有し、

電荷蓄積手段に蓄積された電荷に基づく駆動電
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圧源の電圧より低く、前記第１の電圧より低い第２の電圧に設定して、前記発光素子を順
バイアス状態とし、前記電荷蓄積手段に蓄積された電荷に基づいて前記第１の電流路に前
記駆動電流を流すことにより、前記書込電流と略同等の電流値を有する前記駆動電流を前
記発光素子に供給する

２

３

４

４

６

７

８

前記

前記発光素子
は、前記第１の電流路の一端と、一定の電圧値を有する定電圧源との間に、前記第１の電
流路の一端側の電圧が前記定電圧源側の電圧より低い状態が順バイアス状態となるように
接続され、該順バイアス状態において前記



流を、前記第１の電流路の一端側から他端側方向に流すことにより、該駆動電流を前記発
光素子に供給する制御を行う発光制御手段と、前記第１の電流路に前記書込電流を流す制
御を行う書込制御手段と、を備え

　前記表示パネルは、前記各表示画素を行単位で選択するための選択信号が印加される選
択ラインと、前記第１の電流路に電気的に接続され、前記書込電流の電流値を規定する前
記信号電流が流れる第２の電流路としてのデータラインと、を備えることを特徴とする表
示装置。
【請求項１１】
　前記表示装置は、少なくとも、
　前記選択ラインに前記選択信号を印加する走査駆動手段と、
　前記データラインに前記信号電流を流す信号駆動手段と、
を備えることを特徴とする請求項 記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記書込制御手段は、
　前記第１の電流路及び前記データラインの間に設けられ、前記データライン側から前記
第１の電流路側へ前記書込電流を流す第３の電流路と、
　前記第３の電流路に設けられ、前記第３の電流路に流れる電流を制御する電流制御手段
と、
を備えることを特徴とする請求項 記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記発光制御手段は、前記第１の電流路に設けられ、前記第１の電流路に流れる前記書
込電流の電流値を制御する第１のスイッチング素子を備え、
　前記電荷蓄積手段は、少なくとも、前記第１のスイッチング素子と前記第１の電流路の
間に設けられた容量素子からなり、
　前記書込制御手段は、前記第１のスイッチング素子の動作を制御する第２のスイッチン
グ素子を備え、
　前記電流制御手段は、前記第３の電流路に設けられ、該第３の電流路に流れる電流を制
御する第３のスイッチング素子を備えることを特徴とする請求項 記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記第１乃至第３のスイッチング素子は、ｎチャネル型のアモルファスシリコン薄膜ト
ランジスタにより構成されていることを特徴とする請求項 記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記電荷蓄積手段は、前記容量素子と、前記第１のスイッチング素子及び前記第２のス
イッチング素子の間に形成される寄生容量と、を含み、
　前記容量素子の容量値が、前記寄生容量よりも小さくなるように設定されていることを
特徴とする請求項 記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記発光素子は、前記発光制御手段により供給される前記駆動電流の電流値に応じて、
所定の輝度階調で発光動作する電流制御型の発光素子であることを特徴とする請求項
乃至 のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１７】
　マトリクス状に配列された複数の表示画素を有する表示パネルを備え、該各表示画素は
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て、第１の動作タイミングで、前記発光制御手段により
、前記電源電圧の電圧を第１の電圧に設定し、前記書込制御手段により前記第１の電流路
の一端の電圧を前記第１の電圧及び前記定電圧源の電圧より高い電圧に設定して前記発光
素子を逆バイアス状態とするとともに、前記第１の電流路に前記書込電流を流すことによ
り、前記電荷蓄積手段に前記書込電流に応じた所定の電荷を蓄積し、第２の動作タイミン
グで、前記発光制御手段により、前記電源電圧の電圧を、前記定電圧源の電圧より低く、
前記第１の電圧より低い第２の電圧に設定して前記発光素子を順バイアス状態とし、前記
電荷蓄積手段に蓄積された電荷に基づいて前記第１の電流路に前記駆動電流を流すことに
より、前記書込電流と略同等の電流値を有する前記駆動電流を前記発光素子に供給し、

１０

１０

１２

１３

１３

１０
１５



発光素子を備え、各表示画素に対して、表示信号に応じた電流値を有する信号電流を供給
することにより、前記表示パネルに所望の画像情報を表示する表示装置の駆動制御方法に
おいて、
　

　前記各表示画素の選択期間中に、
　

第１の電流路の一端側から他端側方向に、前記信号電流により規定さ
れる所定の電流値を有する書込電流を流すステップと、
　少なくとも、前記第１の電流路に付設された容量素子に、前記書込電流に応じた所定の
電荷を蓄積するステップと、
　前記各表示画素の非選択期間中に、
　

前記容量素子に蓄積された電
荷に応じた駆動電流を、前記第１の電流路の一端側から他端側方向に流すことにより、前
記書込電流と略同等の電流値を有する前記駆動電流を前記発光素子に供給するステップと
、
を含むことを特徴とする表示装置の駆動制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、発光駆動回路及び表示装置並びにその駆動制御方法に関し、特に、表示データ
に応じた電流を供給することにより所定の輝度階調で発光する電流制御型（又は、電流駆
動型）の発光素子を、複数配列してなる表示パネル（画素アレイ）に適用可能な発光駆動
回路、及び、該電流駆動回路を画素駆動回路として適用した表示装置、並びに、該表示装
置における駆動制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、パーソナルコンピュータや映像機器のモニタやディスプレイとして、液晶表示装置
（ＬＣＤ）等の陰極線管（ＣＲＴ）を適用した表示装置に替わる表示デバイスの普及が著
しい。特に、液晶表示装置は、旧来の表示装置に比較して、薄型軽量化、省スペース化、
低消費電力化等が可能であるため、急速に普及している。また、比較的小型の液晶表示装
置は、近年普及が著しい携帯電話やデジタルカメラ、携帯情報端末（ＰＤＡ）等の表示デ
バイスとしても広く適用されている。
【０００３】
このような液晶表示装置に続く次世代の表示デバイス（ディスプレイ）として、有機エレ
クトロルミネッセンス素子（以下、「有機ＥＬ素子」と略記する）や無機エレクトロルミ
ネッセンス素子（以下、「無機ＥＬ素子」と略記する）、あるいは、発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）等のような自己発光型の光学要素を、マトリクス状に配列した表示パネルを備えた
発光素子型の表示デバイス（以下、「発光素子型ディスプレイ」と記す）の本格的な実用
化が期待されている。
【０００４】
特に、アクティブマトリックス駆動方式を適用した発光素子型ディスプレイは、近年普及
が著しい液晶表示装置に比較して、表示応答速度が速く、視野角依存性もなく、また、高
輝度・高コントラスト化、表示画質の高精細化、低消費電力化等が可能であるとともに、
液晶表示装置のようにバックライトを必要としないので、一層の薄型軽量化が可能である
という極めて優位な特徴を有している。
【０００５】
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前記発光素子は、第１の電流路の一端と、一定の電圧値を有する定電圧源との間に、前
記第１の電流路の一端側の電圧が前記定電圧源側の電圧より低い状態が順バイアス状態と
なるように接続され、

前記第１の電流路の他端に第１の電圧を印加し、該第１の電流路の一端に、前記第１の
電圧及び前記定電圧源の電圧より高い電圧を印加して、前記発光素子を逆バイアス状態と
するとともに、前記

前記第１の電流路の他端に、前記定電圧源の電圧より低く、前記第１の電圧より低い第
２の電圧を印加して、前記発光素子を順バイアス状態とし、



ここで、上述した発光素子型ディスプレイにおいては、発光素子の動作（発光状態）を制
御するための駆動制御機構や制御方法が種々提案されている。例えば、特許文献１等に記
載されているように、表示パネルを構成する各表示画素ごとに、上記発光素子に加えて、
該発光素子を発光駆動制御するための複数のスイッチング素子からなる駆動回路（以下、
便宜的に、「発光駆動回路」と記す）を備えた構成が知られている。
【０００６】
図１０は、従来技術における有機ＥＬ素子を備えた発光素子型ディスプレイの各表示画素
の回路構成例を示す等価回路である。
すなわち、特許文献１に記載された表示画素は、図１０に示すように、表示パネルにマト
リクス状に配設された複数の選択ライン（走査ライン）ＳＬ及びデータライン（信号ライ
ン）ＤＬの各交点近傍に、ゲート端子が選択ラインＳＬに、ソース端子及びドレイン端子
がデータラインＤＬ及び接点Ｎ３１に各々接続された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）Ｔｒ３
１と、ゲート端子が接点Ｎ３１に、ソース端子が接地電位Ｖ gndに各々接続された薄膜ト
ランジスタＴｒ３２と、を備えた発光駆動回路ＤＣＰ、及び、発光駆動回路ＤＣＰの薄膜
トランジスタＴｒ３２のドレイン端子にアノード端子が接続され、カソード端子が接地電
位Ｖ gndよりも低い定電源電圧Ｖ ssに接続された有機ＥＬ素子ＯＥＬを有して構成されて
いる。
【０００７】
なお、図１０において、Ｃｐは、薄膜トランジスタＴｒ３２のゲート－ソース間に形成さ
れる寄生容量である。また、薄膜トランジスタＴｒ３１はｎチャンネル型ＭＯＳトランジ
スタ（ＮＭＯＳトランジスタ）により構成され、薄膜トランジスタＴｒ３２はｐチャンネ
ル型ＭＯＳトランジスタ（ＰＭＯＳトランジスタ）により構成されている。
そして、このような構成を有する発光駆動回路ＤＣＰにおいては、以下に示すように、薄
膜トランジスタＴｒ３１及びＴｒ３２からなる２個のトランジスタ（スイッチング手段）
を所定のタイミングでオン、オフ制御することにより、有機ＥＬ素子ＯＥＬを発光制御す
る。
【０００８】
すなわち、発光駆動回路ＤＣＰにおいて、まず、図示を省略した走査ドライバにより、選
択ラインＳＬにハイレベルの選択信号Ｖ selを印加して表示画素を選択状態に設定すると
、薄膜トランジスタＴｒ３１がオン動作し、図示を省略したデータドライバによりデータ
ラインＤＬに印加された、表示データ（画像信号）に応じた信号電圧（階調電圧）Ｖ pix
が薄膜トランジスタＴｒ３１を介して、薄膜トランジスタＴｒ３２のゲート端子に印加さ
れる。これにより、薄膜トランジスタＴｒ３２が上記信号電圧Ｖ pixに応じた導通状態で
オン動作して、接地電位Ｖ gndから薄膜トランジスタＴｒ３２を介して定電源電圧Ｖ ss方
向に所定の発光駆動電流が流れ、有機ＥＬ素子ＯＥＬが表示データに応じた輝度階調で発
光する。
【０００９】
次いで、選択ラインＳＬにローレベルの選択信号Ｖ selを印加して表示画素を非選択状態
に設定すると、薄膜トランジスタＴｒ３１がオフ動作することにより、データラインＤＬ
と発光駆動回路ＤＣＰとが電気的に遮断される。これにより、薄膜トランジスタＴｒ３２
のゲート端子に印加された電圧が寄生容量Ｃｐにより保持されて、薄膜トランジスタＴｒ
３２は、オン状態を維持することになり、接地電位Ｖ gndから薄膜トランジスタＴｒ３２
を介して有機ＥＬ素子ＯＥＬに発光駆動電流が流れる動作が維持され、発光動作が継続さ
れる。この発光動作は、次の表示データに応じた信号電圧Ｖ pixが各表示画素に書き込ま
れるまで、例えば、１フレーム期間継続されるように制御される。
このような駆動制御方法は、各表示画素（薄膜トランジスタＴｒ３２）に印加する電圧（
信号電圧Ｖ pix）を調整することにより、有機ＥＬ素子に流す発光駆動電流の電流値を制
御して、所定の輝度階調で発光動作させていることから、電圧駆動方式又は電圧印加方式
と呼ばれている。
【００１０】

10

20

30

40

50

(5) JP 3925435 B2 2007.6.6



【特許文献１】
特開２００２－１５６９２３号公報　（第４頁、図２）
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したような発光駆動回路を表示画素に備えた表示装置においては、以
下に示すような問題を有していた。
すなわち、図１０に示したような発光駆動回路においては、２個の薄膜トランジスタＴｒ
３１及びＴｒ３２の素子特性（チャネル抵抗等）や有機ＥＬ素子ＯＥＬの素子特性（抵抗
等）が、周囲の温度や使用時間に依存して変化した場合には、発光素子（有機ＥＬ素子Ｏ
ＥＬ）に供給される発光駆動電流に影響を与えるため、長期間にわたり安定的に所望の発
光特性（所定の輝度階調での表示）を実現することが困難になるという問題を有していた
。
【００１２】
また、表示画質の高精細化を図るために、表示パネルを構成する各表示画素を微細化する
と、発光駆動回路を構成する薄膜トランジスタＴｒ３１及びＴｒ３２の動作特性（ソース
－ドレイン間電流等）のバラツキが大きくなるため、適正な階調制御が行えなくなり、各
表示画素の表示特性にバラツキが生じて画質の劣化を招くという問題を有していた。
【００１３】
さらに、図１０に示したような発光駆動回路においては、回路構成上、発光素子（有機Ｅ
Ｌ素子）に発光駆動電流を供給する薄膜トランジスタＴｒ３２のソース端子に電流供給源
となる接地電位Ｖ gndが接続され、発光素子の他端側（カソード側）に電流供給源よりも
低電位の定電源電圧Ｖ ssが接続されているため、これらの薄膜トランジスタを良好に動作
させるためには、ＰＭＯＳトランジスタを適用する必要がある。
【００１４】
ここで、一般に、既に製造技術が確立されたアモルファスシリコンを用いてＰＭＯＳトラ
ンジスタを形成した場合、十分な動作特性や機能を実現することができないため、発光駆
動回路にＰＭＯＳトランジスタを混在させた構成を有する場合にあっては、ポリシリコン
や単結晶シリコンの製造技術を用いなければならなかった。しかしながら、ポリシリコン
や単結晶シリコンを用いた製造技術においては、アモルファスシリコンを用いた製造技術
に比較して、製造プロセスが煩雑なうえ、製造コストも高価であるため、発光駆動回路を
備えた表示装置の製品コストの高騰を招くという問題を有していた。
【００１５】
そこで、本発明は、上述した種々の問題点に鑑み、発光素子を所望の輝度階調で発光動作
させるディスプレイにおいて、既に確立された安価な製造技術を適用しつつ、良好な発光
特性を実現することができる発光駆動回路を提供し、以て、高精細化が可能な安価な表示
パネルを備えた表示装置並びにその駆動制御方法を提供することを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発光駆動回路は、一端が発光素子に接続され、他端が所定の電源電圧に
接続された第１の電流路、及び、該第１の電流路の一端側から他端側方向に所定の電流値
を有する書込電流を流し、該書込電流に伴う電荷を蓄積する電荷蓄積手段を有し、

電荷蓄積手段に蓄積された電荷に基づく
駆動電流を、前記第１の電流路の一端側から他端側方向に流すことにより、該駆動電流を
前記発光素子に供給する制御を行う発光制御手段と、前記第１の電流路に前記書込電流を
流す制御を行う書込制御手段と、前記第１の電流路に電気的に接続され、前記書込電流の
電流値を規定する信号電流が流れる第２の電流路と、を備え
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前記発
光素子は、前記第１の電流路の一端と、一定の電圧値を有する定電圧源との間に、前記第
１の電流路の一端側の電圧が前記定電圧源側の電圧より低い状態が順バイアス状態となる
ように接続され、該順バイアス状態において前記

、第１の動作タイミングで、
前記発光制御手段により、前記電源電圧の電圧を第１の電圧に設定し、前記書込制御手段
により前記第１の電流路の一端の電圧を前記第１の電圧及び前記定電圧源の電圧より高い



ことを特徴とする。
【００１８】
　請求項 記載の発光駆動回路は、請求項１記載の発光駆動回路において、前記書込制御
手段は、前記第１の電流路と前記第２の電流路の間に設けられ、前記第２の電流路側から
前記第１の電流路側へ前記書込電流を流す第３の電流路を備えることを特徴とする。
　請求項 記載の発光駆動回路は、請求項 記載の発光駆動回路において、前記書込制御
手段は、該第３の電流路に流れる電流を制御する電流制御手段を備えることを特徴とする
。
【００１９】
　請求項 記載の発光駆動回路は、請求項 記載の発光駆動回路において、前記発光制御
手段は、前記第１の電流路に設けられ、前記第１の電流路に流れる前記書込電流の電流値
を制御する第１のスイッチング素子を備え、前記電荷蓄積手段は、少なくとも、前記第１
のスイッチング素子と前記第１の電流路の間に設けられた容量素子からなり、前記書込制
御手段は、前記第１のスイッチング素子の動作を制御する第２のスイッチング素子を備え
、前記電流制御手段は、前記第３の電流路に設けられ、該第３の電流路に流れる電流を制
御する第３のスイッチング素子を備えることを特徴とする。
【００２１】
　請求項 記載の発光駆動回路は、請求項 記載の発光駆動回路において、前記第１乃至
第３のスイッチング素子は、ｎチャネル型のアモルファスシリコンからなる薄膜トランジ
スタにより構成されていることを特徴とする。
　請求項 記載の発光駆動回路は、請求項 記載の発光駆動回路において、前記電荷蓄積
手段は、前記容量素子と、前記第１のスイッチング素子及び前記第２のスイッチング素子
の間に形成される寄生容量と、を含むことを特徴とする。
【００２２】
　請求項 記載の発光駆動回路は、請求項 記載の発光駆動回路において、前記電荷蓄積
手段は、前記容量素子の容量値が、前記寄生容量よりも小さくなるように設定されている
ことを特徴とする。
　請求項 記載の発光駆動回路は、請求項１乃至 のいずれかに記載の発光駆動回路にお
いて、前記発光素子は、前記発光制御手段により供給される前記駆動電流の電流値に応じ
て、所定の輝度階調で発光動作する電流制御型の発光素子であることを特徴とする。
　請求項 記載の発光駆動回路は、請求項 記載の発光駆動回路において、前記発光素子
は、有機エレクトロルミネッセント素子であることを特徴とする。
【００２３】
　請求項 記載の表示装置は、マトリクス状に配列された複数の表示画素を有する表示
パネルを備え、前記各表示画素に対して、表示信号に応じた電流値を有する信号電流を供
給することにより、前記表示パネルに所望の画像情報を表示する表示装置において、前記
各表示画素は、発光素子と、前記発光素子の発光動作を制御する画素駆動回路と、を備え
、前記画素駆動回路は、一端が 発光素子に接続され、他端が所定の電源電圧に接続さ
れた第１の電流路、及び、該第１の電流路の一端側から他端側方向に所定の電流値を有す
る書込電流を流し、該書込電流に伴う電荷を蓄積する電荷蓄積手段を有し、

電荷蓄積手段に蓄積された電荷に基づく駆動電
流を、前記第１の電流路の一端側から他端側方向に流すことにより、該駆動電流を前記発
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電圧に設定して前記発光素子を逆バイアス状態とするとともに、前記第１の電流路に前記
書込電流を流すことにより、前記電荷蓄積手段に前記書込電流に応じた所定の電荷を蓄積
し、第２の動作タイミングで、前記発光制御手段により、前記電源電圧の電圧を、前記定
電圧源の電圧より低く、前記第１の電圧より低い第２の電圧に設定して、前記発光素子を
順バイアス状態とし、前記電荷蓄積手段に蓄積された電荷に基づいて前記第１の電流路に
前記駆動電流を流すことにより、前記書込電流と略同等の電流値を有する前記駆動電流を
前記発光素子に供給する

２

３ ２

４ ３

５ ４

６ ４

７ ６

８ ７

９ ８

１０

前記

前記発光素子
は、前記第１の電流路の一端と、一定の電圧値を有する定電圧源との間に、前記第１の電
流路の一端側の電圧が前記定電圧源側の電圧より低い状態が順バイアス状態となるように
接続され、該順バイアス状態において前記



光素子に供給する制御を行う発光制御手段と、前記第１の電流路に前記書込電流を流す制
御を行う書込制御手段と、を備え

前
記表示パネルは、前記各表示画素を行単位で選択するための選択信号が印加される選択ラ
インと、前記第１の電流路に電気的に接続され、前記書込電流の電流値を規定する前記信
号電流が流れる第２の電流路としてのデータラインと、を備えることを特徴とする。
【００２４】
　請求項 記載の表示装置は、請求項 記載の表示装置において、少なくとも、前記
選択ラインに前記選択信号を印加する走査駆動手段と、前記データラインに前記信号電流
を流す信号駆動手段と、を備えることを特徴と
【００２５】
　請求項 記載の表示装置は、請求項 記載の表示装置において、前記書込制御手段
は、前記第１の電流路及び前記データラインの間に設けられ、前記データライン側から前
記第１の電流路側へ前記書込電流を流す第３の電流路と、前記第３の電流路に流れる電流
を制御する電流制御手段と、を備えることを特徴とする。
【００２６】
　請求項 記載の表示装置は、請求項 記載の表示装置において、前記発光制御手段
は、前記第１の電流路に設けられ、前記第１の電流路に流れる前記書込電流の電流値を制
御する第１のスイッチング素子を備え、前記電荷蓄積手段は、少なくとも、前記第１のス
イッチング素子と前記第１の電流路の間に設けられた容量素子からなり、前記書込制御手
段は、前記第１のスイッチング素子の動作を制御する第２のスイッチング素子を備え、前
記電流制御手段は、前記第３の電流路に設けられ、該第３の電流路に流れる電流を制御す
る第３のスイッチング素子を備えることを特徴とする。
【００２８】
　請求項 記載の表示装置は、請求項 記載の表示装置において、前記第１乃至第３
のスイッチング素子は、ｎチャネル型のアモルファスシリコン薄膜トランジスタにより構
成されていることを特徴とする。
　請求項 記載の表示装置は、請求項 記載の表示装置において、前記電荷蓄積手段
は、前記容量素子と、前記第１のスイッチング素子及び前記第２のスイッチング素子の間
に形成される寄生容量と、を含み、前記容量素子の容量値が、前記寄生容量よりも小さく
なるように設定されていることを特徴とする。
　請求項 記載の表示装置は、請求項 乃至 のいずれかに記載の表示装置におい
て、前記発光素子は、前記発光制御手段により供給される前記駆動電流の電流値に応じて
、所定の輝度階調で発光動作する電流制御型の発光素子であることを特徴とする。
【００２９】
　請求項 記載の表示装置の駆動制御方法は、マトリクス状に配列された複数の表示画
素を有する表示パネルを備え、該各表示画素は発光素子を備え、各表示画素に対して、表
示信号に応じた電流値を有する信号電流を供給することにより、前記表示パネルに所望の
画像情報を表示する表示装置の駆動制御方法において、

前記各表示画
素の選択期間中に、
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て、第１の動作タイミングで、前記発光制御手段により
、前記電源電圧の電圧を第１の電圧に設定し、前記書込制御手段により前記第１の電流路
の一端の電圧を前記第１の電圧及び前記定電圧源の電圧より高い電圧に設定して前記発光
素子を逆バイアス状態とするとともに、前記第１の電流路に前記書込電流を流すことによ
り、前記電荷蓄積手段に前記書込電流に応じた所定の電荷を蓄積し、第２の動作タイミン
グで、前記発光制御手段により、前記電源電圧の電圧を、前記定電圧源の電圧より低く、
前記第１の電圧より低い第２の電圧に設定して前記発光素子を順バイアス状態とし、前記
電荷蓄積手段に蓄積された電荷に基づいて前記第１の電流路に前記駆動電流を流すことに
より、前記書込電流と略同等の電流値を有する前記駆動電流を前記発光素子に供給し、

１１ １０

する。

１２ １０

１３ １２

１４ １３

１５ １３

１６ １０ １５

１７

前記発光素子は、第１の電流路の
一端と、一定の電圧値を有する定電圧源との間に、前記第１の電流路の一端側の電圧が前
記定電圧源側の電圧より低い状態が順バイアス状態となるように接続され、

前記第１の電流路の他端に第１の電圧を印加し、該第１の電流路の一
端に、前記第１の電圧及び前記定電圧源の電圧より高い電圧を印加して、前記発光素子を



第１の電流路の、一端側から他端側方向に所定の電
流値を有する書込電流を流すステップと、少なくとも、前記第１の電流路に付設された容
量素子に、前記書込電流に応じた所定の電荷を蓄積するステップと、前記各表示画素の非
選択期間中に、

前記容量素子に
蓄積された電荷に応じた駆動電流を、前記第１の電流路の一端側から他端側方向に流すこ
とにより、前記書込電流と略同等の電流値を有する前記駆動電流を前記発光素子に供給す
るステップと、を含むことを特徴とする。
【００３１】
すなわち、本発明に係る発光駆動回路は、有機ＥＬ素子や発光ダイオード等のように、供
給される電流値に応じて所定の輝度で自己発光する電流制御型の発光素子に対して、所望
の輝度階調で発光動作させるための駆動電流（発光駆動電流）を供給する駆動回路であっ
て、第１の電流路に流す書込電流及び発光駆動電流を制御する第１のスイッチング素子（
薄膜トランジスタ）及び電荷蓄積手段（容量素子）を備えた発光制御手段と、第１のスイ
ッチング素子の動作状態を制御して書込電流を第１の電流路に流す制御を行う第２のスイ
ッチング素子（薄膜トランジスタ）、及び、書込電流の電流値を規定する信号電流（階調
電流）が流れる第２の電流路（データライン）と第１の電流路との間に設けられた第３の
電流路に上記書込電流を流すことにより、第１の電流路に書込電流を流す制御を行う第３
のスイッチング素子（薄膜トランジスタ；電流制御手段）を備えた書込制御手段と、を有
して構成されている。
ここで、上記第１の電流路の一端側には、発光素子が接続され、他端側には、所定の電源
電圧が接続されている。また、発光素子は、上記第１の電流路の一端と所定の定電圧源（
定電源電圧）との間に接続され、定電圧源側の電圧が第１の電流路の一端側よりも高い状
態を順バイアス状態とするように構成されている。
【００３２】
このような構成を有する発光駆動回路において、書込動作期間（選択期間；第１の動作タ
イミング）においては、上記第１及び第３のスイッチング素子を介して、第１の電流路の
一端側から他端側方向に、第１の電流路に書込電流が流れるように制御され、第１のスイ
ッチング素子に付設された電荷蓄積手段に、第１の書込電流に応じた所定の電荷が蓄積さ
れるとともに、発光素子に逆バイアスが印加されて非発光状態に保持されるように制御さ
れる。
また、書込動作期間後の発光動作期間（保持期間、非選択期間；第２の動作タイミング）
においては、上記容量素子に蓄積された電荷に基づいて、第１の電流路の一端側から他端
側方向に上記書込電流と略同等の駆動電流が流れることにより、発光素子に順バイアスが
印加されて、該駆動電流が発光素子に供給されて所定の輝度階調で発光動作する。
【００３３】
これにより、発光素子の発光状態（輝度階調）に応じて電流値を指定した階調電流を供給
し、該階調電流に対応する書込電流の電流値に応じて保持される電圧に基づいて、発光素
子に流す駆動電流の電流値を制御することにより、発光素子を所定の輝度階調で発光動作
させる電流指定方式を適用することができ、また、上記書込電流を電圧成分に変換する機
能（電流／電圧変換機能）と、発光素子に所定の電流値の駆動電流を供給する機能（発光
駆動機能）を単一の薄膜トランジスタ（第１のスイッチング素子）を用いて実現すること
ができるので、発光駆動回路を構成する各スイッチング素子の素子特性（各薄膜トランジ
スタの動作特性）相互のバラツキの影響を排除して長期間にわたり安定的に所望の発光特
性を実現することができる。
【００３４】
また、本発明に係る発光駆動回路においては、発光駆動回路を構成する第１乃至第３のス
イッチング素子として、全てｎチャネル型のアモルファスシリコン薄膜トランジスタを適
用することができるので、すでに確立されたアモルファスシリコンを用いたトランジスタ
製造技術を適用して、ポリシリコンや単結晶シリコンを用いた製造技術に比較して、簡易
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逆バイアス状態とするとともに、前記

前記第１の電流路の他端に、前記定電圧源の電圧より低く、前記第１の電
圧より低い第２の電圧を印加して、前記発光素子を順バイアス状態とし、



かつ安価な製造プロセスで、動作特性が良好で安定した発光駆動回路を製造することがで
きる。
【００３５】
また、本発明に係る発光駆動回路おいては、負荷となる発光素子側に定電圧源（定電源電
圧）を設け、第１の電流路の一端側（発光素子側）から他端側（電源電圧側）方向に駆動
電流が流れることにより発光素子に順バイアスの電圧が印加されるように、回路構成及び
電圧関係を設定する（ソースフォロア型の回路構成を適用せず、かつ、トップアノード型
の接続構成を適用している）ことにより、第１のスイッチング素子の制御電圧の変化量が
、発光素子の特性変化（経時変化）の影響を受けないので、発光素子に流れる発光駆動電
流のバラツキを抑制して、発光輝度の均一化を図ることができる。
【００３６】
さらに、本発明に係る発光駆動回路において、電荷蓄積手段として、第１のスイッチング
素子と第１の電流路との間に付設された容量素子に加え、該容量素子に並列的に形成され
る寄生容量を含み、かつ、容量素子の容量値を寄生容量よりも小さくなるように設定する
ことにより、書込動作時における第１のスイッチング素子の制御電圧の変化量を大きくす
ることができるので、発光素子に供給される駆動電流に対する書込電流の電流値を相対的
に大きく設定することができる。したがって、第２の電流路（データライン）を介して発
光駆動回路に供給する信号電流（階調電流）の電流値を大きくして、第２の電流路に付加
される配線容量を迅速に充電することができ、比較的低い輝度階調で発光素子を発光動作
させる場合であっても、信号電流に対応する書込電流を発光駆動回路に短時間で良好に書
き込む（電圧成分として保持する）ことができる。
【００３７】
そして、本発明に係る表示装置及びその駆動制御方法は、上述したような回路構成を有す
る発光駆動回路を画素駆動回路として適用し、相互に直交する選択ライン及びデータライ
ンの交点近傍に、画素駆動回路及び発光素子からなる表示画素をマトリクス状に配列して
なる表示パネルを備えた表示装置において、上記表示パネルの所定の行に配列された表示
画素群の選択期間（書込動作期間）では、各表示画素を構成する画素駆動回路において一
端が発光素子に、他端が所定の電源電圧に各々接続された第１の電流路の、一端側から他
端側方向に、各発光素子を所望の輝度階調で発光動作させるための階調電流により規定さ
れる電流値を有する書込電流を流すことにより、該第１の電流路に付設された容量素子に
書込電流に応じた所定の電荷を蓄積するとともに、発光素子に逆バイアスを印加して非発
光状態に保持し、一方、上記選択期間経過後の非選択期間（発光動作期間）では、上記選
択期間において容量素子に蓄積された電荷に基づいて、第１の電流路の一端側から他端側
方向に上記書込電流と略同等の電流値を有する駆動電流（発光駆動電流）が流れることに
より、発光素子に順バイアスが印加されて、発光素子に該駆動電流が供給され、所定の輝
度階調で発光動作するように構成されている。
【００３８】
これにより、発光素子の発光状態（輝度階調）に応じて電流値を指定した階調電流に対応
する書込電流の電流値に応じて保持される電圧に基づいて、発光素子に流す駆動電流の電
流値を制御することにより、発光素子を所定の輝度階調で発光動作させる電流指定方式を
適用することができるとともに、書込電流を電圧成分に変換する機能（電流／電圧変換機
能）と、発光素子に所定の電流値の駆動電流を供給する機能（発光駆動機能）を単一のス
イッチング素子（薄膜トランジスタ）を用いて実現することができるので、発光駆動回路
を構成する各スイッチング素子の素子特性のバラツキを抑制して適正な階調制御を行うこ
とができ、各表示画素の表示特性を均一化して表示画質の向上を図ることができる。
【００３９】
また、本発明に係る表示装置及びその駆動制御方法においては、上述したように、画素駆
動回路（発光駆動回路）を構成し、電流／電圧変換機能及び発光駆動機能を備えるスイッ
チング素子に対して、負荷となる発光素子がソースフォロア型の回路構成を有さず、かつ
、該発光素子がトップアノード型の接続構成を有していることにより、上記スイッチング
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素子の制御電圧の変化量が、発光素子の特性変化（経時変化）の影響を受けないようにす
ることができるので、表示パネルを構成する各表示画素の発光素子に流れる発光駆動電流
のバラツキを抑制して、発光輝度の均一化を図ることができ、良好な表示画質を実現する
ことができる。
【００４０】
さらに、本発明に係る表示装置において、電荷蓄積手段として、上記容量素子に加え、該
容量素子に並列的に形成される寄生容量を含み、かつ、容量素子の容量値を寄生容量より
も小さくなるように設定することにより、表示画素群の選択期間（書込動作期間）におけ
る上記スイッチング素子（電流／電圧変換機能及び発光駆動機能を備えるスイッチング素
子）の制御電圧の変化量を大きくすることができるので、発光素子に供給される駆動電流
に対する書込電流の電流値を相対的に大きく設定することができる。したがって、比較的
低い輝度階調で発光素子を発光動作させる場合や、表示パネルの高精細化等に伴って各表
示画素の選択期間を短く設定した場合等であっても、データラインを介して各表示画素（
画素駆動回路）に供給される階調電流の電流値を大きくして、該データラインに付加され
る配線容量を迅速に充電して、所定の書込動作期間内に表示データ（階調電流に対応する
書込電流）を良好に書き込むことができ、高精細化された表示パネルを備えつつ、表示応
答特性や表示画質に優れた表示装置を実現することができる。
【００４１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る発光駆動回路及び表示装置並びにその駆動制御方法について、実施の
形態を示して詳しく説明する。
＜発光駆動回路＞
図１は、本発明に係る発光駆動回路の一実施形態を示す回路構成図である。
【００４２】
図１に示すように、本実施形態に係る発光駆動回路ＤＣＡは、例えば、相互に直交するよ
うに配設された選択ライン（走査ライン）ＳＬとデータライン（信号ライン）ＤＬとの交
点近傍に、ゲート端子が選択ラインＳＬに、ソース端子及びドレイン端子がデータライン
（第２の電流路）ＤＬ及び接点Ｎ１１に各々接続された薄膜トランジスタ（第３のスイッ
チング素子）Ｔｒ１２と、ゲート端子が選択ラインＳＬに、ソース端子及びドレイン端子
が接点Ｎ１１及び接点Ｎ１２に各々接続された薄膜トランジスタ（第２のスイッチング素
子）Ｔｒ１１と、ゲート端子が接点Ｎ１２に、ソース端子が電源ラインＶＬに接続される
とともに、ドレイン端子が接点Ｎ１１に各々接続された薄膜トランジスタ（第１のスイッ
チング素子）Ｔｒ１３と、接点Ｎ１２（薄膜トランジスタＴｒ３のゲート端子）及び電源
ラインＶＬ間に接続されたコンデンサ（電荷蓄積手段、容量素子）Ｃ saと、を備えた構成
を有している。
【００４３】
ここで、薄膜トランジスタＴｒ１１乃至Ｔｒ１３は、いずれもｎチャネル型のアモルファ
スシリコンにより構成されている。また、有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬは、上記発光
駆動回路ＤＣＡの接点Ｎ１１にカソード端子が、所定の定電源電圧（高電位電圧Ｖ ad；定
電圧源）にアノード端子が各々接続されている。ここで、本発明においては、このような
発光素子の接続構成を、便宜的に「トップアノード型」とも表記する。さらに、コンデン
サＣ saは、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間に形成される寄生容量であって
もよいし、その寄生容量に加えて接点Ｎ１２及び電源ラインＶＬ間にさらに、容量素子を
別個に付加するようにしたものであってもよい。
【００４４】
すなわち、上述したような構成を有する発光駆動回路ＤＣＡにおいて、薄膜トランジスタ
Ｔｒ１３が設けられる電源ラインＶＬと接点Ｎ１１間の電流路は、本発明に係る第１の電
流路を構成し、該第１の電流路、薄膜トランジスタＴｒ１３及びコンデンサＣ saを含む回
路構成は、本発明に係る発光制御手段を構成する。また、上記薄膜トランジスタＴｒ１２
を含む回路構成は、本発明に係る電流制御手段を構成し、薄膜トランジスタＴｒ１２が設
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けられる接点Ｎ１１とデータラインＤＬ間の電流路は、本発明に係る第３の電流路を構成
し、薄膜トランジスタＴｒ１１、第３の電流路及び薄膜トランジスタＴｒ１２を含む回路
構成は、本発明に係る書込制御手段を構成する。
【００４５】
＜電流駆動回路の駆動制御方法＞
次いで、上述したような構成を有する電流駆動回路における駆動制御方法について説明す
る。
上述したように、本実施形態に係る発光駆動回路おいては、発光駆動回路ＤＣＡに設けら
れた、電流／電圧変換機能及び発光駆動機能を備えた薄膜トランジスタＴｒ１３に対して
、負荷となる有機ＥＬ素子ＯＥＬがドレイン端子に接続され（すなわち、ソース端子に接
続されたソースフォロア型の回路構成を適用せず）、かつ、該薄膜トランジスタＴｒ１３
に接続される有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード端子側に定電源電圧（ハイレベル）Ｖ adが印
加されるトップアノード型の接続構成を適用した構成を有している。
【００４６】
すなわち、薄膜トランジスタＴｒ１３において、ソース端子側に電源ラインＶＬを介して
所定の信号電圧を有する電源電圧Ｖ ccが印加され、かつ、ドレイン端子に有機ＥＬ素子Ｏ
ＥＬが接続された構成を有している。また、書込動作時における階調電流を、データライ
ン側から各表示画素（発光駆動回路）方向へ流し込む書込方式（以下、便宜的に「電流供
給型」と表記する）を適用するとともに、発光動作時における発光駆動電流を、有機ＥＬ
素子ＯＥＬ側から発光駆動回路方向へ流し込む発光駆動方式を適用する。以下、詳しく説
明する。
【００４７】
図２は、本実施形態に係る発光駆動回路の動作例（書込動作／発光動作）を示す概念図で
あり、図３は、本実施形態に係る発光駆動回路の動作例を示すタイミングチャートである
。
（発光駆動回路の書込動作期間；選択期間）
図１に示した本実施形態に係る発光駆動回路の書込動作期間（第１の動作タイミング）に
おいては、図２（ａ）及び図３に示すように、任意の行（図３においては、ｉ行目）の選
択ラインＳＬに対して、ハイレベルの選択信号Ｖ sel（＝Ｖ sh）が印加されるとともに、
電源ラインＶＬに対して、ハイレベルの電源電圧Ｖ cc（＝Ｖ ch）が印加される。また、こ
のタイミングに同期して、各列（図３においては、ｊ列目）の有機ＥＬ素子ＯＥＬを所定
の輝度階調で発光動作させるために必要な所定の階調電流Ｉｄ（＝Ｉ pix）をデータライ
ンＤＬに供給する。ここで、電源電圧Ｖ cc（＝Ｖ ch）として、選択信号Ｖ sel（＝Ｖ sh）
よりも低い電圧レベル（Ｖ sh＞Ｖ ch）を有するように設定し、また、データラインＤＬに
階調電流Ｉ pixを供給するための階調電圧Ｖｄ（＝Ｖ pix）として、有機ＥＬ素子ＯＥＬの
アノード端子に印加される高電位電圧Ｖ ad及び電源電圧Ｖ cc（＝Ｖ ch）よりも高い電圧レ
ベル（Ｖｄ＞Ｖ ad、Ｖ ch）を有するように設定する。
【００４８】
これにより、図２（ａ）に示すように、発光駆動回路ＤＣＡを構成する薄膜トランジスタ
Ｔｒ１１及びＴｒ１２がオン動作して、データラインＤＬから階調電流Ｉ pixが供給され
る（押し込まれる）動作が行われることにより、薄膜トランジスタＴｒ１２を介して電源
電圧Ｖ chよりも高電位の階調電圧Ｖｄが接点Ｎ１１（すなわち、薄膜トランジスタＴｒ１
３のドレイン端子）及び接点Ｎ１２（すなわち、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート端子
）に印加されるとともに、階調電圧Ｖｄよりも低電位の電源電圧Ｖ chが薄膜トランジスタ
Ｔｒ１３のソース端子に印加される。
【００４９】
このように、接点Ｎ１１及び接点Ｎ１２間（薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース
間）に電位差が生じることにより、薄膜トランジスタＴｒ１３がオン動作して、図２（ａ
）及び図３に示すように、データラインＤＬから薄膜トランジスタＴｒ１２、接点Ｎ１１
、薄膜トランジスタＴｒ１３を介して、電源ラインＶＬ方向に階調電流（信号電流）Ｉ pi
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xに対応した書込電流ＩＡａが流れる。
【００５０】
このとき、コンデンサＣ saには、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間に生じた
電位差に対応する電荷が蓄積され、電圧成分として保持される（充電される）。また、有
機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード端子に印加される電圧Ｖ adよりも高電位の階調電圧Ｖｄに基
づいて書込電流ＩＡａが流れることにより、接点Ｎ１１は、上記電圧Ｖ adよりも高くなり
、有機ＥＬ素子ＯＥＬに逆バイアス電圧が印加されている状態となるため、有機ＥＬ素子
ＯＥＬには発光駆動電流が流れず、発光動作は行われない。
【００５１】
（発光駆動回路の発光動作期間；保持期間）
次いで、上述した書込動作期間終了後の有機ＥＬ素子ＯＥＬの発光動作期間（第２の動作
タイミング）においては、選択ラインＳＬに対して、ローレベルの選択信号Ｖ sel（＝Ｖ s
l）が印加されるとともに、電源ラインＶＬに対して、ローレベルの電源電圧Ｖ cc（＝Ｖ c
l）が印加される。また、このタイミングに同期して、データラインＤＬを介してｉ行目
の各発光駆動回路ＤＣＡへ供給される階調電流Ｉ pixの供給動作（書込電流ＩＡａの供給
動作）を停止する。ここで、少なくとも電源電圧Ｖ cc（＝Ｖ cl）として、有機ＥＬ素子Ｏ
ＥＬのアノード端子に印加される高電位電圧Ｖ adよりも低い電圧レベル（Ｖ ad＞Ｖ cl）を
有するように設定する。
【００５２】
これにより、図２（ｂ）に示すように、発光駆動回路ＤＣＡを構成する薄膜トランジスタ
Ｔｒ１１及びＴｒ１２がオフ動作して、接点Ｎ１１及び接点Ｎ１２への階調電圧Ｖｄの印
加が遮断されるとともに、薄膜トランジスタＴｒ１２を介してデータラインＤＬから接点
Ｎ１１へ流れる書込電流ＩＡａが遮断されるので、コンデンサＣ saは、上述した書込動作
において蓄積された電荷（充電電圧）を保持する。
【００５３】
このように、コンデンサＣ saが書込動作時の充電電圧を保持することにより、接点Ｎ１１
及び接点Ｎ１２間（薄膜トランジスタのＴｒ１３のゲート－ソース間）の電位差が保持さ
れることになり、薄膜トランジスタＴｒ１３はオン状態を維持する。また、電源ラインＶ
Ｌには、有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード端子に印加される電圧Ｖ adよりも低い電源電圧Ｖ
clが印加されるので、有機ＥＬ素子ＯＥＬのカソード端子（接点Ｎ１１）に印加される電
位は、アノード端子の電圧Ｖ adよりも低くなり、有機ＥＬ素子ＯＥＬに順バイアス電圧が
印加される状態となる。
【００５４】
　したがって、図２（ｂ）及び図３に示すように、 から
有機ＥＬ素子ＯＥＬ、接点Ｎ１１、薄膜トランジスタＴｒ１３を介して、電源ラインＶＬ
方向に発光駆動電流（駆動電流）ＩＡｂが流れ、有機ＥＬ素子ＯＥＬが該発光駆動電流Ｉ
Ａｂの電流値に応じた所定の輝度階調で発光する。ここで、コンデンサＣｓａに保持され
る電荷（充電電圧）に基づく電位差は、薄膜トランジスタＴｒ１３において階調電流Ｉｄ
（＝Ｉｐｉｘ）に対応する書込電流ＩＡａを流す場合の電位差に相当するので、有機ＥＬ
素子ＯＥＬに流れる発光駆動電流ＩＡｂは、上記書込電流ＩＡａと同等の電流値（ＩＡｂ
≒ＩＡａ）を有することになる。これにより、書込動作期間に書き込まれた電圧成分に基
づいて、所定の発光状態（輝度階調）に対応する発光駆動電流ＩＡｂが供給されることに
なり、有機ＥＬ素子ＯＥＬは所望の輝度階調で継続的に発光する。
【００５５】
上述したような発光駆動回路ＤＣＡによれば、書込動作期間において、有機ＥＬ素子ＯＥ
Ｌの発光状態（輝度階調）に応じて電流値を指定した階調電流Ｉｄ（書込電流ＩＡａ）を
供給し、その電流値に応じて保持される電圧に基づいて、有機ＥＬ素子ＯＥＬに流す発光
駆動電流ＩＡｂを制御することにより、所定の輝度階調で発光動作させる電流指定方式が
適用され、また、単一の薄膜トランジスタＴｒ１３により、所望の輝度階調に応じた信号
電流の電流レベルを電圧レベルに変換する機能（電流／電圧変換機能）と、有機ＥＬ素子
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ＯＥＬに所定の電流値の発光駆動電流ＩＡｂを供給する機能（発光駆動機能）の双方を実
現しているので、発光駆動回路ＤＣＡを構成する各薄膜トランジスタの動作特性のバラツ
キの影響を受けることなく、長期間にわたり安定的に所望の発光特性を実現することがで
きるという利点を有している。
【００５６】
また、上述したような発光駆動回路ＤＣＡを構成する各薄膜トランジスタＴｒ１１～Ｔｒ
１３については、全てｎチャネル型ＭＯＳトランジスタを適用することにより、上記駆動
制御動作を良好に実行させることができるので、アモルファスシリコンを用いた単一型の
薄膜トランジスタを、上記発光駆動回路ＤＣＡに良好に適用することができる。したがっ
て、すでに確立されたアモルファスシリコンを用いた製造技術を適用して、動作特性の安
定した回路構成を比較的安価に実現することができる。
【００５７】
さらに、本実施形態に係る発光駆動回路ＤＣＡにおいては、以下に示すような作用効果も
有している。
すなわち、図１及び図２に示したように、上述した発光駆動回路ＤＣＡにおいては、電流
／電圧変換機能及び発光駆動機能を備えた薄膜トランジスタＴｒ１３のドレイン端子に有
機ＥＬ素子ＯＥＬのカソード端子が接続された構成を有しており、ソース端子に負荷の入
力端子（有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード端子に相当する）が接続された、いわゆる、ソー
スフォロア型の回路構成を有していない。
【００５８】
加えて、有機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード端子が定電源電圧（高電位電圧Ｖ ad）に接続され
たトップアノード型の接続構成を有しており、カソード端子が定電源電圧（例えば、接地
電位）に接続された接続構成（便宜的に「トップカソード型」と表記する）を有していな
い。このようなトップアノード型の接続構成を適用した回路構成においては、書込動作期
間にコンデンサＣ saに蓄積される電荷量Ｑ saは、次式（１１）のように表される。
Ｑ sa＝Ｃ sa×（ＶＮ１２－Ｖ cc）　　　・・・（１１）
ここで、ＶＮ１２は書込動作時における接点Ｎ１２の電圧であり、Ｖ ccは書込動作時に電
源ラインＶＬに印加される電源電圧（ハイレベル）である。
【００５９】
このとき、薄膜トランジスタＴｒ１１のゲート端子（選択ラインＳＬ）と接点Ｎ１２間に
形成される寄生容量Ｃ taに蓄積される電荷量Ｑ taは、次の式（１２）のように表される。
Ｑ ta＝Ｃ ta×（Ｖ sel－ＶＮ１２）　　　・・・（１２）
ここで、Ｖ selは書込動作時に選択ラインＳＬに印加される選択信号の信号電圧（ハイレ
ベル）である。
【００６０】
一方、発光動作期間（保持期間）において、コンデンサＣ saに蓄積される電荷量Ｑ sa´は
、次式（１３）のように表される。
Ｑ sa´＝Ｃ sa×（ＶＮ１２´－Ｖ cc´）　　　・・・（１３）
ここで、ＶＮ１２´は発光動作時における接点Ｎ１２の電圧であり、Ｖ cc´は発光動作時
に電源ラインＶＬに印加される電源電圧（ローレベル）である。
【００６１】
このとき、上記寄生容量Ｃ taに蓄積される電荷量Ｑ ta´は、次式（１４）のように表され
る。
Ｑ ta´＝Ｃ ta×（Ｖ sel´－ＶＮ１２´）　　　・・・（１４）
ここで、Ｖ sel´は発光動作時に選択ラインＳＬに印加される選択信号Ｖ selの信号電圧（
ローレベル）である。
【００６２】
そして、上述した書込動作から発光動作への状態の移行において、次式（１５）に示すよ
うに、各コンデンサ及び寄生容量における電荷の変化量が等しいとすると、上記式（１１
）～式（１４）に基づいて、次式（１６）のように表され、書込動作期間から発光動作期
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間への状態の移行における薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソース間電位ＶＴ１３ gs
の変化量ΔＶＴ１３ gsは、式（１７）のように表される。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６３】
　なお、ΔＶＮ１２は書込動作期間から発光動作期間へ状態移行した場合の接点Ｎ１２の
電圧の変化量（ＶＮ１２－ＶＮ１２´）である。
　ここで、上記式（１７）に示した、接点Ｎ１２の電圧の変化量ΔＶＮ１２は、次式（１
８）のように表わすことができるので、上記式（１７）は、式（１９）のように表される
。
　　ΔＶＮ１２＝（ＶＴ１３ gs(hold)＋Ｖ cc(hold)）－Ｖ cc(write)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１８）
　　ΔＶＴ１３ gs
　＝Ｃ ta／Ｃ sa×（ΔＶ sel－ －Ｖ cc(hold)）＋Ｖ cc(write)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１９）
　なお、ＶＴ１３ gs(hold)は発光動作時における薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソ
ース間電圧であり、Ｖ cc(hold)は発光動作時に電源ラインＶＬに印加される電源電圧（ロ
ーレベル）であり、Ｖ cc(write)は書込動作時に電源ラインＶＬに印加される電源電圧（
ハイレベル）である。
【００６４】
このように、本実施形態に係る発光駆動回路によれば、上記式（１９）に示すように、有
機ＥＬ素子ＯＥＬのアノード端子及びカソード端子間に印加される電圧に関連する項を含
まないため、有機ＥＬ素子ＯＥＬの素子特性の経時変化（特性変化）の影響を受けること
がない。
したがって、このような発光駆動回路を、表示パネルを構成する各表示画素に適用した場
合、有機ＥＬ素子ＯＥＬに流れる発光駆動電流のバラツキを抑制して、発光輝度を均一化
することができるので、良好な表示画質を実現することができる。
【００６５】
また、本実施形態に係る発光駆動回路において、上記式（１９）に示すように、コンデン
サＣ saの容量値と寄生容量Ｃ taの容量との比は、薄膜トランジスタＴｒ１３のゲート－ソ
ース間電位の変化量ΔＶＴ１３ gsや、接点Ｎ１２の電圧の変化量ΔＶＮ１２に密接に関係
するので、コンデンサＣ saの容量値を寄生容量Ｃ taに比較して小さく設定（Ｃ sa＜Ｃ ta）
することにより、書込動作時における接点Ｎ１２の電圧の変化量ΔＶＮ１２を大きくして
、発光駆動電流ＩＡｂに対する書込電流ＩＡａの電流値を大きく（ＩＡａ＞ＩＡｂ）する
ことができる。
したがって、データラインＤＬに供給する階調電流Ｉｄの電流値を大きくして、データラ
インに付加される寄生容量（配線容量）を迅速に充電することができるので、比較的低い
輝度階調の表示データであっても、表示パネルへの書込速度を向上させることができ、表
示応答特性の改善を図ることができる。
【００６６】
なお、上述した実施形態においては、発光駆動回路ＤＣＡとして３個の薄膜トランジスタ
Ｔｒ１１乃至Ｔｒ１３を備えた回路構成を示して説明したが、本発明はこの実施形態に限
定されるものではなく、電流指定方式を適用した発光駆動回路であって、発光駆動回路Ｄ
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ＣＡに設けられた電流／電圧変換機能及び発光駆動機能を備えた薄膜トランジスタに対し
て、負荷となる発光素子（有機ＥＬ素子）がソースフォロア型に接続されておらず、かつ
、該発光素子の入力端子（有機ＥＬ素子のアノード端子）側に定電源電圧が印加された接
続構成（トップアノード型）を有するものであれば、他の回路構成を有するものであって
もよいことはいうまでもない。
【００６７】
＜表示装置＞
次に、上述した発光駆動回路を表示画素の画素駆動回路として適用し、該表示画素を複数
マトリクス状に配列してなる表示パネルを備えた表示装置について、図面を参照して説明
する。
図４は、本発明に係る表示装置の全体構成の一例を示す概略ブロック図であり、図５は、
本実施形態に係る表示装置に適用される表示パネルの一例を示す概略構成図である。
【００６８】
図４、図５に示すように、本実施形態に係る表示装置１００は、概略、相互に並行して配
設された複数の選択ライン（走査ライン）ＳＬ及び電源ラインＶＬと複数のデータライン
（信号ライン）ＤＬとの各交点近傍に、上述した発光駆動回路と同等の回路構成を有する
画素駆動回路ＤＣ及び有機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬを備えた複数の表示画素がマトリ
クス状に配列された表示パネル１１０と、表示パネル１１０の選択ラインＳＬに接続され
、各選択ラインＳＬに所定のタイミングで順次ハイレベルの選択信号（走査信号）Ｖ sel
を印加することにより、行ごとの表示画素群を選択状態に設定（走査）する走査ドライバ
（走査駆動手段）１２０Ａと、表示パネル１１０のデータラインＤＬに接続され、各デー
タラインＤＬへの表示データに応じた信号電流（階調電流）の供給状態を制御するデータ
ドライバ（信号駆動手段）１３０と、表示パネル１１０の選択ラインＳＬに並行して配設
された電源ラインＶＬに接続され、各電源ラインＶＬに所定のタイミングで順次ハイレベ
ル又はローレベルの電源電圧Ｖ ccを印加することにより、表示画素群に表示データに応じ
た所定の信号電流（書込電流、発光駆動電流）を流す電源ドライバ１４０と、後述する表
示信号生成回路１６０から供給されるタイミング信号に基づいて、少なくとも、走査ドラ
イバ１２０Ａ及びデータドライバ１３０、電源ドライバ１４０の動作状態を制御する走査
制御信号及びデータ制御信号、電源制御信号を生成、出力するシステムコントローラ１５
０と、表示装置１００の外部から供給される映像信号に基づいて、表示データを生成して
データドライバ１３０に供給するとともに、該表示データを表示パネル１１０に画像表示
するためのタイミング信号（システムクロック等）を抽出、又は、生成してシステムコン
トローラ１５０に供給する表示信号生成回路１６０と、を備えて構成されている。
【００６９】
以下、上記各構成について説明する。
図６は、本実施形態に係る表示装置に適用されるデータドライバの要部構成を示すブロッ
ク図であり、図７は、本実施形態に係るデータドライバに適用される電圧電流変換・階調
電流供給回路の一例を示す回路構成図である。また、図８は、本実施形態に係る表示装置
の駆動制御方法の一動作タイミングを示すタイミングチャートである。さらに、図９は、
本発明に係る表示装置に適用される走査ドライバの他の例を示す概略構成図である。
【００７０】
（表示パネル）
表示パネル１１０にマトリクス状に配列された表示画素は、図５に示すように、走査ドラ
イバ１２０から選択ラインＳＬに印加される走査信号Ｖ sel、及び、信号ドライバ１３０
からデータラインＤＬに供給される信号電流（階調電流）Ｉ pix、電源ドライバ１４０か
ら電源ラインＶＬに印加される電源電圧Ｖ ccに基づいて、上述した発光駆動回路ＤＣＡと
同様に、表示画素への書込動作及び発光動作を制御する画素駆動回路ＤＣと、画素駆動回
路ＤＣにより供給される発光駆動電流の電流値に応じて発光時の輝度階調が制御される有
機ＥＬ素子（発光素子）ＯＥＬと、を有して構成されている。なお、本実施形態において
は、発光素子として有機ＥＬ素子ＯＥＬを適用した場合について示すが、発光駆動電流の
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電流値に応じて所定の輝度階調で発光動作を行う電流制御型の発光素子であれば、発光ダ
イオード等の他の発光素子であってもよい。
【００７１】
ここで、画素駆動回路ＤＣは、上述した発光駆動回路ＤＣＡと同様に、選択信号Ｖ selに
基づいて選択状態（書込動作期間；選択期間）又は非選択状態（発光動作期間；保持期間
）に設定され、選択状態において表示データに応じた階調電流Ｉ pix（書込電流ＩＡａ）
を取り込んで電圧レベルとして保持し、非選択状態において保持した電圧レベルに応じた
発光駆動電流ＩＡｂを有機ＥＬ素子ＯＥＬに流して、所定の輝度階調で継続的に発光させ
る機能を有している。
【００７２】
（走査ドライバ）
走査ドライバ１２０Ａは、システムコントローラ１５０から供給される走査制御信号に基
づいて、各選択ラインＳＬにハイレベルの走査信号Ｖ selを順次印加することにより、各
行ごとの表示画素を選択状態とし、データドライバ１３０により表示データに基づく階調
電流Ｉ pixをデータラインＤＬに供給して、各表示画素に所定の書込電流ＩＡａを書き込
むように制御する。
【００７３】
走査ドライバ１２０Ａは、具体的には、図５に示すように、シフトレジスタとバッファか
らなるシフトブロックＳＢを、各選択ラインＳＬに対応させて複数段備え、後述するシス
テムコントローラ１５０から供給される走査制御信号（走査スタート信号ＳＳＴＲ、走査
クロック信号ＳＣＬＫ等）に基づいて、シフトレジスタにより表示パネル１１０の上方か
ら下方に順次シフトしつつ生成されたシフト信号が、バッファを介して所定の電圧レベル
（ハイレベル）を有する走査信号Ｖ sel（＝Ｖ sh）として各選択ラインＳＬに印加される
。
【００７４】
（データドライバ）
データドライバ１３０は、システムコントローラ１５０から供給されるデータ制御信号（
出力イネーブル信号ＯＥ、データラッチ信号ＳＴＢ、サンプリングスタート信号ＳＴＲ、
シフトクロック信号ＣＬＫ等）に基づいて、表示信号生成回路１６０から供給される表示
データを所定のタイミングで取り込んで保持し、該表示データに対応する階調電圧を電流
成分に変換して、階調電流Ｉ pixとして各データラインＤＬに一括して供給する。
【００７５】
データドライバ１３０は、具体的には、図６に示すように、システムコントローラ１５０
から供給されるデータ制御信号（シフトクロック信号ＣＬＫ、サンプリングスタート信号
ＳＴＲ）に基づいて、順次シフト信号を出力するシフトレジスタ回路１３１と、該シフト
信号の入力タイミングに基づいて、表示信号生成回路１６０から供給される１行分の表示
データＤ０ ～Ｄｎ （デジタルデータ）を順次取り込むデータレジスタ回路１３２と、デー
タ制御信号（データラッチ信号ＳＴＢ）に基づいて、データレジスタ回路１３２により取
り込まれた１行分の表示データＤ０ ～Ｄｎ を保持するデータラッチ回路１３３と、図示を
省略した電源供給手段から供給される階調生成電圧Ｖ０ ～Ｖｎ に基づいて、上記保持され
た表示データＤ０ ～Ｄｎ を所定のアナログ信号電圧（階調電圧Ｖｄ（＝Ｖ pix））に変換
するＤ／Ａコンバータ１３４と、アナログ信号電圧に変換された表示データに対応する階
調電流Ｉ pixを生成し、システムコントローラ１５０から供給されるデータ制御信号（出
力イネ－ブル信号ＯＥ）に基づくタイミングで、該階調電流Ｉ pixを表示パネル１１０に
配設された各データラインＤＬに供給する電圧電流変換・階調電流供給回路１３５と、を
有して構成されている。
【００７６】
ここで、電圧電流変換・階調電流供給回路１３５に適用可能であって、各データラインＤ
Ｌごとに接続される回路構成としては、例えば、図７に示すように、一方の入力端子に、
入力抵抗Ｒを介して階調電圧Ｖ pixが入力され、他方の入力端子に、入力抵抗Ｒを介して
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基準電圧（接地電位）が入力されるとともに、出力端子が帰還抵抗Ｒを介して一方の入力
端子に接続されたオペアンプＯＰ１と、オペアンプＯＰ１の出力端子に出力抵抗Ｒを介し
て設けられた接点ＮＡの電位が、一方の入力端子に入力され、出力端子が他方の入力端子
に接続されるとともに、出力抵抗Ｒを介してオペアンプＯＰ１の他方の入力端子に接続さ
れたオペアンプＯＰ２と、接点ＮＡに、システムコントローラ１５０から供給される出力
イネ－ブル信号ＯＥに基づいてオン／オフ動作し、データラインＤＬへの階調電流Ｉ pix
の供給状態を制御するスイッチング手段ＳＷと、を備えた構成を有している。
【００７７】
このような電圧電流変換・階調電流供給回路によれば、入力される階調電圧Ｖ pixに対し
て、Ｉ pix＝Ｖ pix／Ｒからなる階調電流Ｉ pixが生成され、出力イネーブル信号ＯＥの入
力タイミングに基づいて、データラインＤＬに供給される。
したがって、本実施形態に係るデータドライバ１３０によれば、表示データに応じた階調
電圧Ｖ pixから階調電流Ｉ pixが変換、生成され、所定のタイミングで各データラインＤＬ
に供給されることにより、選択状態に設定された行の各表示画素（画素駆動回路）に、表
示データに対応する階調電流Ｉ pixが流れ込むように制御される。
【００７８】
（システムコントローラ）
システムコントローラ１５０は、走査ドライバ１２０Ａ及びデータドライバ１３０、電源
ドライバ１４０の各々に対して、動作状態を制御する走査制御信号及びデータ制御信号（
上述した走査シフトスタート信号ＳＳＴＲや走査クロック信号ＳＣＬＫ、シフトスタート
信号ＳＴＲやシフトクロック信号ＣＬＫ、ラッチ信号ＳＴＢ、出力イネ－ブル信号ＯＥ等
）、電源制御信号（電源スタート信号ＶＳＴＲ、電源クロック信号ＶＣＬＫ等）を出力す
ることにより、各ドライバを所定のタイミングで動作させて、所定の電圧レベルを有する
選択信号Ｖ sel及び階調電流Ｉ pix、電源電圧Ｖ ccを生成、出力させ、各表示画素（画素駆
動回路）における駆動制御動作（書込動作、発光動作）を連続的に実行させて、所定の映
像信号に基づく画像情報を表示パネル１１０に表示させる制御を行う。
【００７９】
（電源ドライバ）
電源ドライバ１４０は、システムコントローラ１５０から供給される電源制御信号に基づ
いて、上記走査ドライバ１２０Ａにより各行ごとの表示画素群が選択状態に設定されるタ
イミング（書込動作期間）に同期して、電源ラインＶＬにハイレベルの電源電圧Ｖ ch（選
択信号Ｖ sel及び階調電圧Ｖ pixよりも低い電圧レベル）を印加することにより、データド
ライバ１３０からデータラインＤＬ及び表示画素（発光駆動回路ＤＣ）を介して電源ライ
ンＶＬ方向に、表示データに基づく所定の書込電流Ｉ pixを供給し、一方、走査ドライバ
１２０Ａにより各行ごとの表示画素群が非選択状態に設定されるタイミング（発光動作期
間）に同期して、電源ラインＶＬにローレベルの電源電圧Ｖ clを印加することにより、有
機ＥＬ素子ＯＥＬから表示画素（発光駆動回路）を介して電源ラインＶＬ方向に、表示デ
ータに基づいて書き込まれた書込電流ＩＡａと同等の発光駆動電流ＩＡｂを流すように制
御する（上述した発光駆動回路の説明及び図２参照）。
【００８０】
電源ドライバ１４０は、具体的には、図５に示すように、概略、上述した走査ドライバ１
２０Ａと同様に、シフトレジスタとバッファからなるシフトブロックＳＢを、各電源ライ
ンＶＬに対応させて複数段備え、システムコントローラ１５０から供給される電源制御信
号（電源スタート信号ＶＳＴＲ、電源クロック信号ＶＣＬＫ等）に基づいて、シフトレジ
スタにより表示パネル１１０の上方から下方に順次シフトしつつ生成されたシフト信号が
、バッファを介して所定の電圧レベル（走査ドライバ１２０Ａによる選択状態においては
ハイレベル、非選択状態においてはローレベル）を有する電源電圧Ｖ ch、Ｖ clとして各電
源ラインＶＬに印加される。
【００８１】
（表示信号生成回路）
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表示信号生成回路１６０は、例えば、表示装置の外部から供給される映像信号から輝度階
調信号成分を抽出し、表示パネル１１０の１行分ごとに、該輝度階調信号成分を表示デー
タとしてデータドライバ１３０のデータレジスタ回路１３２に供給する。ここで、上記映
像信号が、テレビ放送信号（コンポジット映像信号）のように、画像情報の表示タイミン
グを規定するタイミング信号成分を含む場合には、表示信号生成回路１６０は、上記輝度
階調信号成分を抽出する機能のほか、タイミング信号成分を抽出してシステムコントロー
ラ１５０に供給する機能を有するものであってもよい。この場合においては、上記システ
ムコントローラ１５０は、表示信号生成回路１６０から供給されるタイミング信号に基づ
いて、走査ドライバ１２０Ａやデータドライバ１３０、電源ドライバ１４０に対して供給
する走査制御信号及びデータ制御信号、電源制御信号を生成する。
【００８２】
このような構成を有する表示装置における駆動制御方法は、まず、図８に示すように、１
フレーム期間Ｔ cycを１周期として、該１フレーム期間Ｔ cyc内に、特定の選択ラインＳＬ
に接続された表示画素群を選択して表示データに対応する階調電流Ｉ pixを表示画素（画
素駆動回路ＤＣ）に流し込むように供給して、各表示画素に所定の書込電流（図２に示し
た書込電流ＩＡａ）を流し、信号電圧として保持する表示画素の選択期間（図２に示した
選択期間に対応する）Ｔ seと、該書込動作期間Ｔ seに書き込み、保持された信号電圧に基
づいて、上記表示データに応じた発光駆動電流（図２に示した発光駆動電流ＩＡｂ）を有
機ＥＬ素子ＯＥＬを介して画素駆動回路に流し込むように供給して、有機ＥＬ素子ＯＥＬ
を所定の輝度階調で発光動作させる表示画素の非選択期間（図５に示した保持期間に対応
する）Ｔ nseと、を設定（Ｔ cyc＝Ｔ se＋Ｔ nse）し、各動作期間において、上述した発光
駆動回路ＤＣＡと略同等の駆動制御を実行する。ここで、各行ごとに設定される書込動作
期間Ｔ seは、相互に時間的な重なりが生じないように設定される。
【００８３】
すなわち、表示画素への書込動作期間Ｔ seにおいては、図８に示すように、特定の行（ｉ
行目）の表示画素群に対して、走査ドライバ１２０Ａ及び電源ドライバ１４０により選択
ラインＳＬ及び電源ラインＶＬを所定の電圧レベルに設定して走査（ハイレベルの選択信
号Ｖ sh及びハイレベルの電源電圧Ｖ chを印加）することにより、データドライバ１３０に
より各データラインＤＬを介して供給された階調電流Ｉ pixに対応する書込電流ＩＡａを
電圧成分として保持するとともに、有機ＥＬ素子ＯＥＬに発光駆動電流が流れないように
制御し、その後の発光動作期間Ｔ nseにおいては、上記書込動作期間Ｔ seに保持された電
圧成分に基づく発光駆動電流ＩＡｂ（≒ＩＡａ）を定電源電圧から有機ＥＬ素子ＯＥＬに
継続的に供給することにより、表示データに対応する輝度階調で発光する動作が継続され
る。
このような一連の駆動制御動作を、図８に示すように、１フレーム期間Ｔ cyc内に、表示
パネル１１０を構成する全ての行の表示画素群について順次繰り返し実行することにより
、表示パネル１画面分の表示データに基づいて所望の画像情報が表示される。
【００８４】
したがって、本実施形態に係る表示装置及びその駆動制御方法によれば、表示パネルを構
成する各表示画素に設けられた画素駆動回路（発光駆動回路）が、図１及び図２に示した
ように、書込電流の電流／電圧変換機能と発光駆動電流の供給機能の双方を、単一の薄膜
トランジスタに備え、また、負荷となる有機ＥＬ素子が該薄膜トランジスタのドレイン端
子に接続された回路構成を有し（すなわち、ソースフォロア型の回路構成を適用せず）、
かつ、有機ＥＬ素子のアノード端子側に定電源電圧が印加されるトップアノード型の接続
構成を有しているので、該薄膜トランジスタの動作に関連する電圧変化（ゲート－ソース
間電位の変化量）が、有機ＥＬ素子に印加される電圧変化（すなわち、有機ＥＬ素子の特
性変化）の影響を受けないようにして、有機ＥＬ素子に流れる発光駆動電流のバラツキを
抑制することができ、表示パネルの発光輝度を均一化して良好な表示画質を実現すること
ができる。
【００８５】
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また、上記薄膜トランジスタのゲート－ソース間に設けられる容量成分を構成するコンデ
ンサ及び寄生容量について、寄生容量の容量値をコンデンサよりも大きく設定することに
より、所定の発光駆動電流を流すために必要な書込電流の電流値を大きく設定することが
できるので、例えば、比較的下位の輝度階調で発光素子を発光動作させる場合や発光素子
を微細化した場合のように、微小な駆動電流を発光素子に供給する場合、もしくは、各表
示画素の書込動作期間（選択期間）を短く設定した場合であっても、比較的大きな電流値
を有する階調電流によりデータラインの配線容量を短時間で充電して、所定の書込動作期
間内に表示データを良好に書き込むことができ、高精細化された表示パネルを備えつつ、
表示応答特性や表示画質に優れた表示装置を実現することができる。
【００８６】
なお、本実施形態においては、表示パネル１１０の周辺に付設されるドライバとして、図
４及び図５に示すように、走査ドライバ１２０Ａ、データドライバ１３０及び電源ドライ
バ１４０を個別に配置した構成について説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、上述したように、走査ドライバ１２０Ａ及び電源ドライバ１４０は、タイミングが
同期する同等の制御信号（走査制御信号及び電源制御信号）に基づいて動作するので、例
えば、図９に示すように、走査ドライバ１２０Ｂに、選択信号Ｖ selの生成、出力タイミ
ングに同期して電源電圧Ｖ ccを供給する機能を備えるように構成したものであってもよい
。このような構成によれば、周辺回路の構成を簡素化することができる。
【００８７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る発光駆動回路及び表示装置並びにその駆動制御方法に
よれば、有機ＥＬ素子や発光ダイオード等のように、供給される電流値に応じて所定の輝
度で自己発光する電流制御型の発光素子に対して、所望の輝度階調で発光動作させるため
の駆動電流（発光駆動電流）を供給する発光駆動回路において、発光素子の発光状態（輝
度階調）に応じて電流値を指定した階調電流を供給し、該階調電流に対応する書込電流の
電流値に応じて保持される電圧に基づいて、発光素子に流す駆動電流の電流値を制御する
ことにより、発光素子を所定の輝度階調で発光動作させる電流指定方式を適用することが
でき、また、上記書込電流を電圧成分に変換する機能（電流／電圧変換機能）と、発光素
子に所定の電流値の駆動電流を供給する機能（発光駆動機能）を単一の薄膜トランジスタ
を用いて実現することができるので、発光駆動回路を構成する各薄膜トランジスタの動作
特性相互のバラツキの影響を排除して長期間にわたり安定的に所望の発光特性を実現する
ことができる。したがって、表示パネルを構成する各表示画素（発光素子）の適正な階調
制御を行うことができ、各表示画素の表示特性を均一化して表示画質の向上を図ることが
できる。
【００８８】
また、発光駆動回路を構成する各スイッチング素子として、全てｎチャネル型のアモルフ
ァスシリコン薄膜トランジスタを適用することができるので、すでに確立されたアモルフ
ァスシリコンを用いたトランジスタ製造技術を適用して、ポリシリコンや単結晶シリコン
を用いた製造技術に比較して、簡易かつ安価な製造プロセスで、動作特性が良好で安定し
た発光駆動回路、及び、該発光駆動回路を画素駆動回路として備えた表示装置を製造する
ことができる。
【００８９】
また、負荷となる発光素子の出力端子（カソード端子）を、電流／電圧変換機能及び発光
駆動機能を備えた薄膜トランジスタのドレイン端子に接続し、発光素子の入力端子（アノ
ード端子）を定電圧源（定電源電圧）に接続し、書込動作期間（選択期間）においては、
発光素子に逆バイアスが印加されて非発光状態に保持され、また、発光動作期間（保持期
間、非選択期間）においては、発光素子に順バイアスが印加されて、該駆動電流が発光素
子に供給されて所定の輝度階調で発光動作するように回路構成及び電圧関係を設定する（
ソースフォロア型の回路構成を適用せず、かつ、トップアノード型の接続構成を適用する
）ことにより、上記薄膜トランジスタに印加される制御電圧の変化量が、発光素子の特性
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変化（経時変化）の影響を受けないようにすることができるので、このような発光駆動回
路を、表示パネルを構成する各表示画素の画素駆動回路に適用することにより、各表示画
素の発光素子に流れる発光駆動電流のバラツキを抑制して、発光輝度の均一化を図ること
ができ、良好な表示画質を実現することができる。
【００９０】
さらに、階調電流に対応する書込電流を電圧成分として充電する電荷蓄積手段として、電
流／電圧変換機能及び発光駆動機能を備えた薄膜トランジスタに付設された容量素子に加
え、該容量素子に並列的に形成される寄生容量を含み、かつ、容量素子の容量値を寄生容
量よりも小さくなるように設定することにより、書込動作時における上記薄膜トランジス
タに印加される制御電圧の変化量を大きくすることができるので、発光素子に供給される
駆動電流に対する書込電流の電流値を相対的に大きく設定することができる。したがって
、比較的低い輝度階調で発光素子を発光動作させる場合や、表示パネルの高精細化等に伴
って各表示画素の選択期間を短く設定した場合等であっても、データラインを介して各表
示画素（画素駆動回路）に供給される階調電流の電流値を大きくして、該データラインに
付加される配線容量を迅速に充電して、所定の書込動作期間内に表示データ（階調電流に
対応する書込電流）を良好に書き込むことができ、高精細化された表示パネルを備えつつ
、表示応答特性や表示画質に優れた表示装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る発光駆動回路の一実施形態を示す回路構成図である。
【図２】本実施形態に係る発光駆動回路の動作例（書込動作／発光動作）を示す概念図で
ある。
【図３】本実施形態に係る発光駆動回路の動作例を示すタイミングチャートである。
【図４】本発明に係る表示装置の全体構成の一例を示す概略ブロック図である。
【図５】本実施形態に係る表示装置に適用される表示パネルの一例を示す概略構成図であ
る。
【図６】本実施形態に係る表示装置に適用されるデータドライバの要部構成を示すブロッ
ク図である。
【図７】本実施形態に係るデータドライバに適用される電圧電流変換・階調電流供給回路
の一例を示す回路構成図である。
【図８】本実施形態に係る表示装置の駆動制御方法の一動作タイミングを示すタイミング
チャートである。
【図９】本発明に係る表示装置に適用される走査ドライバの他の例を示す概略構成図であ
る。
【図１０】従来技術における有機ＥＬ素子を備えた発光素子型ディスプレイの各表示画素
の回路構成例を示す等価回路である。
【符号の説明】
ＤＣ　　　　画素駆動回路
ＤＣＡ　　　発光駆動回路
ＳＬ　　　　選択ライン
ＤＬ　　　　データライン
ＶＬ　　　　電源ライン
Ｔｒ１１～Ｔｒ１３　　　薄膜トランジスタ
Ｃ sa　　　　コンデンサ
Ｃ ta　　　　寄生容量
ＯＥＬ　　　有機ＥＬ素子
１００　　　表示装置
１１０　　　表示パネル
１２０Ａ　　走査ドライバ
１３０　　　データドライバ
１４０　　　電源ドライバ
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【 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 １ ０ 】
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