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(57)【要約】
【課題】表示装置内の複数の画素回路に設けられている
表示素子に電気的に接続されているトランジスタの閾値
のばらつきの影響を低減することを目的とする。
【解決手段】トランジスタと、トランジスタの第１の端
子と容量素子の一方の電極とが電気的に接続され、トラ
ンジスタのゲートと上述の容量素子の他方の電極とが電
気的に接続されている容量素子と、上述のトランジスタ
の第２の端子と表示素子の第１の電極とが電気的に接続
されている表示素子とを有する表示装置の構成とする。
第１の期間において、トランジスタのゲートと、トラン
ジスタの第１の端子と、容量素子の両電極とを、第１の
配線に電気的に接続し、第２の期間において、トランジ
スタのゲートと、容量素子の他方の電極とを第２の配線
に電気的に接続し、第３の期間において、トランジスタ
の第１の端子と、上述の容量素子の一方の電極とを第３
の配線に電気的に接続する駆動方法である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランジスタと、前記トランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電極とが電気的に
接続され、前記トランジスタのゲートと前記容量素子の他方の電極とが電気的に接続され
ている前記容量素子と、前記トランジスタの第２の端子と表示素子の第１の電極とが電気
的に接続されている前記表示素子とを有する表示装置の駆動方法であって、
　第１の期間において、前記トランジスタのゲートと、前記トランジスタの第１の端子と
、前記容量素子の両電極とを、第１の配線に電気的に接続し、
　第２の期間において、前記トランジスタのゲートと、前記容量素子の他方の電極とを第
２の配線に電気的に接続し、
　第３の期間において、前記トランジスタの第１の端子と、前記容量素子の一方の電極と
を第３の配線に電気的に接続することを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項２】
　トランジスタと、前記トランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電極とが電気的に
接続され、前記トランジスタのゲートと前記容量素子の他方の電極とが電気的に接続され
ている前記容量素子と、前記トランジスタの第２の端子と表示素子の第１の電極とが電気
的に接続されている前記表示素子とを有する表示装置の駆動方法であって、
　第１の期間において、前記トランジスタのゲートと、前記トランジスタの第１の端子と
、前記容量素子の両電極とを第２の配線に電気的に接続し、
　第２の期間において、前記トランジスタのゲートと、前記容量素子の他方の電極とを前
記第２の配線に電気的に接続し、
　第３の期間において、前記トランジスタの第１の端子と、前記容量素子の一方の電極と
を第３の配線に電気的に接続することを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項３】
　トランジスタと、前記トランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電極とが電気的に
接続され、前記トランジスタのゲートと前記容量素子の他方の電極とが電気的に接続され
ている前記容量素子と、前記トランジスタの第２の端子と表示素子の第１の電極とが電気
的に接続されている前記表示素子とを有する表示装置の駆動方法であって、
　第１の期間において、前記トランジスタのゲートと、前記トランジスタの第１の端子と
、前記容量素子の両電極とを第３の配線に電気的に接続し、
　第２の期間において、前記トランジスタのゲートと、前記容量素子の他方の電極とを第
２の配線に電気的に接続し、
　第３の期間において、前記トランジスタの第１の端子と、前記容量素子の一方の電極と
を前記第３の配線に電気的に接続することを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項４】
　トランジスタと、前記トランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電極とが電気的に
接続され、前記トランジスタのゲートと前記容量素子の他方の電極とが電気的に接続され
ている前記容量素子と、前記トランジスタの第２の端子と表示素子の第１の電極とが電気
的に接続されている前記表示素子と、前記トランジスタのゲートと第２の配線との間に電
気的に接続されている第１のスイッチと、前記トランジスタのゲート及び前記トランジス
タの第１の端子との間に電気的に接続されている第２のスイッチと、前記トランジスタの
第１の端子と第１の配線とが電気的に接続されている第３のスイッチと、前記トランジス
タの第１の端子と第３の配線とが電気的に接続されている第４のスイッチとを有する表示
装置の駆動方法であって、
　第１の期間において、前記第１のスイッチをオフとし、前記第２のスイッチをオンとし
、前記第３のスイッチをオンとし、前記第４のスイッチをオフとし、
　第２の期間において、前記第１のスイッチをオンとし、前記第２のスイッチをオフとし
、前記第３のスイッチをオフとし、前記第４のスイッチをオフとし、
　第３の期間において、前記第１のスイッチをオフとし、前記第２のスイッチをオフとし
、前記第３のスイッチをオフとし、前記第４のスイッチをオンになることを特徴とする表
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示装置の駆動方法。
【請求項５】
　トランジスタと、前記トランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電極とが電気的に
接続され、前記トランジスタのゲートと前記容量素子の他方の電極とが電気的に接続され
ている前記容量素子と、前記トランジスタの第２の端子と表示素子の第１の電極とが電気
的に接続されている前記表示素子と、前記トランジスタのゲートと第２の配線との間に電
気的に接続されている第１のスイッチと、前記トランジスタのゲート及び前記トランジス
タの第１の端子との間に電気的に接続されている第２のスイッチと、前記トランジスタの
第１の端子と前記第２の配線とが電気的に接続している第３のスイッチと、前記トランジ
スタの第１の端子と第３の配線とが電気的に接続している第４のスイッチとを有する表示
装置の駆動方法であって、
　第１の期間において、前記第１のスイッチをオフとし、前記第２のスイッチをオンとし
前記第３のスイッチをオンとし、前記第４のスイッチをオフとし、
　第２の期間において、前記第１のスイッチをオンとし、前記第２のスイッチをオフとし
、前記第３のスイッチをオフとし、前記第４のスイッチをオフとし、
　第３の期間において、前記第１のスイッチをオフとし、前記第２のスイッチをオフとし
、前記第３のスイッチをオフとし、前記第４のスイッチをオンになることを特徴とする表
示装置の駆動方法。
【請求項６】
　トランジスタと、前記トランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電極とが電気的に
接続され、前記トランジスタのゲートと前記容量素子の他方の電極とが電気的に接続され
ている前記容量素子と、前記トランジスタの第２の端子と表示素子の第１の電極とが電気
的に接続されている前記表示素子と、前記トランジスタのゲートと第２の配線との間に電
気的に接続されている第１のスイッチと、前記トランジスタのゲート及び前記トランジス
タの第１の端子との間に電気的に接続されている第２のスイッチと、前記トランジスタの
第１の端子と第３の配線とが電気的に接続されている第４のスイッチとを有する表示装置
の駆動方法であって、
　第１の期間において、前記第１のスイッチをオフとし、前記第２のスイッチをオンとし
、前記第４のスイッチをオンとし、
　第２の期間において、前記第１のスイッチをオンとし、前記第２のスイッチをオフとし
、前記第４のスイッチをオフとし、
　第３の期間において、前記第１のスイッチをオフとし、前記第２のスイッチをオフとし
、前記第４のスイッチをオンになることを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記スイッチは、トランジスタであることを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記スイッチは、ダイオードであることを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、
　前記表示素子は、ＥＬ素子であることを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、
　前記表示装置は、液晶素子であることを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一において、
　前記容量素子の電極より前記表示素子の電極の方が大きく、前記容量素子の容量よりも
前記表示素子の容量の方が大きいことを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項１２】
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　請求項１乃至請求項１１のいずれか一において、
　前記トランジスタはＰチャネル型トランジスタであることを特徴とする表示装置の駆動
方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一において、
　前記表示装置の駆動方法が用いられる表示装置。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　前記表示装置が用いられている電子機器。
【請求項１５】
　トランジスタと、
　前記トランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電極とが電気的に接続され、前記ト
ランジスタのゲートと前記容量素子の他方の電極とが電気的に接続されている前記容量素
子と、
　前記トランジスタの第２の端子と表示素子の第１の電極とが電気的に接続されている前
記表示素子と、
　前記トランジスタのゲートと第２の配線との間に電気的に接続されている第１のスイッ
チと、
　前記トランジスタのゲート及び前記トランジスタの第１の端子との間に電気的に接続さ
れている第２のスイッチと、
　前記トランジスタの第１の端子と第１の配線とが電気的に接続されている第３のスイッ
チと、
　前記トランジスタの第１の端子と第３の配線とが電気的に接続されている第４のスイッ
チとを有することを特徴とする表示装置。
【請求項１６】
　トランジスタと、
　前記トランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電極とが電気的に接続され、前記ト
ランジスタのゲートと前記容量素子の他方の電極とが電気的に接続されている前記容量素
子と、
　前記トランジスタの第２の端子と表示素子の第１の電極とが電気的に接続されている前
記表示素子と、
　前記トランジスタのゲートと第２の配線との間に電気的に接続されている第１のスイッ
チと、
　前記トランジスタのゲート及び前記トランジスタの第１の端子との間に電気的に接続さ
れている第２のスイッチと、
　前記トランジスタの第１の端子と前記第２の配線とが電気的に接続している第３のスイ
ッチと、
　前記トランジスタの第１の端子と第３の配線とが電気的に接続している第４のスイッチ
とを有することを特徴とする表示装置。
【請求項１７】
　トランジスタと、
　前記トランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電極とが電気的に接続され、前記ト
ランジスタのゲートと前記容量素子の他方の電極とが電気的に接続されている前記容量素
子と、
　前記トランジスタの第２の端子と表示素子の第１の電極とが電気的に接続されている前
記表示素子と、
　前記トランジスタのゲートと第２の配線との間に電気的に接続されている第１のスイッ
チと、
　前記トランジスタのゲート及び前記トランジスタの第１の端子との間に電気的に接続さ
れている第２のスイッチと、
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　前記トランジスタの第１の端子と第３の配線とが電気的に接続されている第４のスイッ
チと有することを特徴とする表示装置。
【請求項１８】
　請求項１５乃至請求項１７のいずれか一において、
　前記スイッチは、トランジスタであることを特徴とする表示装置。
【請求項１９】
　請求項１５乃至請求項１７のいずれか一において、
　前記スイッチは、ダイオードであることを特徴とする表示装置。
【請求項２０】
　請求項１５乃至請求項１９のいずれか一において、
　前記表示素子は、ＥＬ素子であることを特徴とする表示装置。
【請求項２１】
　請求項１５乃至請求項１９のいずれか一において、
　前記表示装置は、液晶素子であることを特徴とする表示装置。
【請求項２２】
　請求項１５乃至請求項２１のいずれか一において、
　前記容量素子の電極より前記表示素子の電極の方が大きく、前記容量素子の容量よりも
前記表示素子の容量の方が大きいことを特徴とする表示装置。
【請求項２３】
　請求項１５乃至請求項２２のいずれか一において、
　前記トランジスタはＰチャネル型トランジスタであることを特徴とする表示装置。
【請求項２４】
　請求項１５乃至請求項２３のいずれか一において、
　前記表示装置が用いられている電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
技術分野は、表示装置の駆動方法、表示装置、電子機器等に関する。
【背景技術】
【０００２】
表示装置の画素回路は様々なものが提案されている。例えば、特許文献１、２である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３１７９２３号公報
【特許文献２】特開２００９－１２２６５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところが、表示装置内の複数の画素回路に設けられている表示素子に電気的に接続されて
いるトランジスタの閾値は画素回路毎にばらつきが生じる場合がある。
【０００５】
そこで本願は、このトランジスタの閾値のばらつきの影響を低減することを目的とする。
【０００６】
以下に、上記問題を解決する構成およびその駆動方法を開示する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の一は、表示素子、トランジスタ、及び容量素子を有する表示装置の構成とする。
【０００８】
本発明の一は、表示素子はトランジスタの第１の端子に電気的に接続し、容量素子はトラ
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ンジスタのゲートとトランジスタの第２の端子との間に電気的に接続する表示装置を駆動
させる方法である。
【０００９】
本発明の一は、トランジスタと、上述のトランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電
極とが電気的に接続され、上述のトランジスタのゲートと上述の容量素子の他方の電極と
が電気的に接続されている上述の容量素子と、上述のトランジスタの第２の端子と表示素
子の第１の電極とが電気的に接続されている上述の表示素子とを有する表示装置の構成と
する。第１の期間において、上述のトランジスタのゲートと、上述のトランジスタの第１
の端子と、上述の容量素子の両電極とを、第１の配線に電気的に接続し、第２の期間にお
いて、上述のトランジスタのゲートと、上述の容量素子の他方の電極とを第２の配線に電
気的に接続し、第３の期間において、上述のトランジスタの第１の端子と、上述の容量素
子の一方の電極とを第３の配線に電気的に接続することを特徴とする表示装置の駆動方法
である。
【００１０】
本発明の一は、トランジスタと、上述のトランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電
極とが電気的に接続され、上述のトランジスタのゲートと上述の容量素子の他方の電極と
が電気的に接続されている上述の容量素子と、上述のトランジスタの第２の端子と表示素
子の第１の電極とが電気的に接続されている上述の表示素子とを有する表示装置の構成と
する。第１の期間において、上述のトランジスタのゲートと、上述のトランジスタの第１
の端子と、上述の容量素子の両電極とを第２の配線に電気的に接続し、第２の期間におい
て、上述のトランジスタのゲートと、上述の容量素子の他方の電極とを上述の第２の配線
に電気的に接続し、第３の期間において、上述のトランジスタの第１の端子と、上述の容
量素子の一方の電極とを第３の配線に電気的に接続することを特徴とする表示装置の駆動
方法である。
【００１１】
本発明の一は、トランジスタと、上述のトランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電
極とが電気的に接続され、上述のトランジスタのゲートと上述の容量素子の他方の電極と
が電気的に接続されている上述の容量素子と、上述のトランジスタの第２の端子と表示素
子の第１の電極とが電気的に接続されている上述の表示素子とを有する表示装置の構成と
する。第１の期間において、上述のトランジスタのゲートと、上述のトランジスタの第１
の端子と、上述の容量素子の両電極とを第３の配線に電気的に接続し、第２の期間におい
て、上述のトランジスタのゲートと、上述の容量素子の他方の電極とを第２の配線に電気
的に接続し、第３の期間において、上述のトランジスタの第１の端子と、上述の容量素子
の一方の電極とを上述の第３の配線に電気的に接続することを特徴とする表示装置の駆動
方法である。
【００１２】
本発明の一は、トランジスタと、上述のトランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電
極とが電気的に接続され、上述のトランジスタのゲートと上述の容量素子の他方の電極と
が電気的に接続されている上述の容量素子と、上述のトランジスタの第２の端子と表示素
子の第１の電極とが電気的に接続されている上述の表示素子と、上述のトランジスタのゲ
ートと第２の配線との間に電気的に接続されている第１のスイッチと、上述のトランジス
タのゲート及び上述のトランジスタの第１の端子との間に電気的に接続されている第２の
スイッチと、上述のトランジスタの第１の端子と第１の配線とが電気的に接続されている
第３のスイッチと、上述のトランジスタの第１の端子と第３の配線とが電気的に接続され
ている第４のスイッチとを有する表示装置の構成とする。第１の期間において、上述の第
１のスイッチをオフとし、上述の第２のスイッチをオンとし、上述の第３のスイッチをオ
ンとし、上述の第４のスイッチをオフなり、第２の期間において、上述の第１のスイッチ
をオンとし、上述の第２のスイッチをオフとし、上述の第３のスイッチをオフとし、上述
の第４のスイッチをオフとし、第３の期間において、上述の第１のスイッチをオフとし、
上述の第２のスイッチをオフとし、上述の第３のスイッチをオフとし、上述の第４のスイ
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ッチをオンになることを特徴とする表示装置の駆動方法である。
【００１３】
本発明の一は、トランジスタと、上述のトランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電
極とが電気的に接続され、上述のトランジスタのゲートと上述の容量素子の他方の電極と
が電気的に接続されている上述の容量素子と、上述のトランジスタの第２の端子と表示素
子の第１の電極とが電気的に接続されている上述の表示素子と、上述のトランジスタのゲ
ートと第２の配線との間に電気的に接続されている第１のスイッチと、上述のトランジス
タのゲート及び上述のトランジスタの第１の端子との間に電気的に接続されている第２の
スイッチと、上述のトランジスタの第１の端子と上述の第２の配線とが電気的に接続して
いる第３のスイッチと、上述のトランジスタの第１の端子と第３の配線とが電気的に接続
している第４のスイッチとを有する表示装置の構成とする。第１の期間において、上述の
第１のスイッチをオフとし、上述の第２のスイッチをオンとし、上述の第３のスイッチを
オンとし、上述の第４のスイッチをオフとし、第２の期間において、上述の第１のスイッ
チをオンとし、上述の第２のスイッチをオフとし、上述の第３のスイッチをオフとし、上
述の第４のスイッチをオフとし、第３の期間において、上述の第１のスイッチをオフとし
、上述の第２のスイッチをオフとし、上述の第３のスイッチをオフとし、上述の第４のス
イッチをオンになることを特徴とする表示装置の駆動方法である。
【００１４】
本発明の一は、トランジスタと、上述のトランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電
極とが電気的に接続され、上述のトランジスタのゲートと上述の容量素子の他方の電極と
が電気的に接続されている上述の容量素子と、上述のトランジスタの第２の端子と表示素
子の第１の電極とが電気的に接続されている上述の表示素子と、上述のトランジスタのゲ
ートと第２の配線との間に電気的に接続されている第１のスイッチと、上述のトランジス
タのゲート及び上述のトランジスタの第１の端子との間に電気的に接続されている第２の
スイッチと、上述のトランジスタの第１の端子と第３の配線とが電気的に接続されている
第４のスイッチと有する表示装置の構成とする。第１の期間において、上述の第１のスイ
ッチをオフとし、上述の第２のスイッチをオンとし、上述の第４のスイッチをオンとし、
第２の期間において、上述の第１のスイッチをオンとし、上述の第２のスイッチをオフと
し、上述の第４のスイッチをオフとし、第３の期間において、上述の第１のスイッチをオ
フとし、上述の第２のスイッチをオフとし、上述の第４のスイッチをオンになることを特
徴とする表示装置の駆動方法である。
【００１５】
上述のスイッチは、トランジスタであることを特徴とする表示装置の駆動方法である。
【００１６】
上述のスイッチは、ダイオードであることを特徴とする表示装置の駆動方法である。
【００１７】
上述の表示素子は、ＥＬ素子であることを特徴とする表示装置の駆動方法である。
【００１８】
上述の表示装置は、液晶素子であることを特徴とする表示装置の駆動方法である。
【００１９】
上述の容量素子の電極より上述の表示素子の電極の方が大きく面積が大きく、上述の容量
素子の容量値よりも上述の表示素子の容量値の方が大きいことを特徴とする表示装置の駆
動方法である。
【００２０】
上述のトランジスタはＰチャネル型トランジスタであることを特徴とする表示装置の駆動
方法である。
【００２１】
上述の構成の表示装置を駆動させる方法が用いられる表示装置である。
【００２２】
上述の構成の表示装置が用いられる電子機器である。
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【００２３】
本発明の一は、トランジスタと、上述のトランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電
極とが電気的に接続され、上述のトランジスタのゲートと上述の容量素子の他方の電極と
が電気的に接続されている上述の容量素子と、上述のトランジスタの第２の端子と表示素
子の第１の電極とが電気的に接続されている上述の表示素子と、上述のトランジスタのゲ
ートと第２の配線との間に電気的に接続されている第１のスイッチと、上述のトランジス
タのゲート及び上述のトランジスタの第１の端子との間に電気的に接続されている第２の
スイッチと、上述のトランジスタの第１の端子と第１の配線とが電気的に接続されている
第３のスイッチと、上述のトランジスタの第１の端子と第３の配線とが電気的に接続され
ている第４のスイッチとを有することを特徴とする表示装置である。
【００２４】
本発明の一は、トランジスタと、上述のトランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電
極とが電気的に接続され、上述のトランジスタのゲートと上述の容量素子の他方の電極と
が電気的に接続されている上述の容量素子と、上述のトランジスタの第２の端子と表示素
子の第１の電極とが電気的に接続されている上述の表示素子と、上述のトランジスタのゲ
ートと第２の配線との間に電気的に接続されている第１のスイッチと、上述のトランジス
タのゲート及び上述のトランジスタの第１の端子との間に電気的に接続されている第２の
スイッチと、上述のトランジスタの第１の端子と上述の第２の配線とが電気的に接続して
いる第３のスイッチと、上述のトランジスタの第１の端子と第３の配線とが電気的に接続
している第４のスイッチとを有することを特徴とする表示装置である。
【００２５】
本発明の一は、トランジスタと、上述のトランジスタの第１の端子と容量素子の一方の電
極とが電気的に接続され、上述のトランジスタのゲートと上述の容量素子の他方の電極と
が電気的に接続されている上述の容量素子と、上述のトランジスタの第２の端子と表示素
子の第１の電極とが電気的に接続されている上述の表示素子と、上述のトランジスタのゲ
ートと第２の配線との間に電気的に接続されている第１のスイッチと、上述のトランジス
タのゲート及び上述のトランジスタの第１の端子との間に電気的に接続されている第２の
スイッチと、上述のトランジスタの第１の端子と第３の配線とが電気的に接続されている
第４のスイッチと有することを特徴とする表示装置である。
【００２６】
上述のスイッチは、トランジスタであることを特徴とする表示装置である。
【００２７】
上述のスイッチは、ダイオードであることを特徴とする表示装置である。
【００２８】
上述の表示素子は、ＥＬ素子であることを特徴とする表示装置である。
【００２９】
上述の表示装置は、液晶素子であることを特徴とする表示装置である。
【００３０】
上述の容量素子の電極より上述の表示素子の電極の方が大きく、上述の容量素子の容量よ
りも上述の表示素子の容量の方が大きいことを特徴とする表示装置である。
【００３１】
上述のトランジスタはＰチャネル型トランジスタであることを特徴とする表示装置である
。
【００３２】
上述の表示装置が用いられている電子機器である。
【発明の効果】
【００３３】
上述の構成の表示装置およびその駆動方法によって、表示装置内の複数の画素回路に設け
られている表示素子に電気的に接続されているトランジスタの閾値は画素回路毎に生じて
いるばらつきを低減することが可能になった。
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【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】表示装置の駆動方法の一例
【図２】表示装置の駆動方法のタイミングチャートの一例
【図３】表示装置の駆動方法の一例
【図４】表示装置の画素回路の構成の一例
【図５】表示装置の駆動方法の一例
【図６】表示装置の画素回路の構成の一例
【図７】表示装置の画素回路の構成の一例
【図８】表示装置の画素回路の構成の一例
【図９】表示装置の画素回路の構成の一例
【図１０】表示装置の画素回路の構成の一例
【図１１】表示装置の画素回路の構成の一例
【図１２】電子機器
【発明を実施するための形態】
【００３５】
本発明を構成する表示装置は、複数の画素回路を有しているが、以下の説明では、１つの
画素回路における表示装置の説明をする。
【００３６】
（実施の形態１）
本実施の形態では、表示装置の画素回路の構成の一例と、その表示装置の駆動方法の一例
について説明する。
【００３７】
図１（Ａ）～（Ｃ）を参照して説明する。図１（Ａ）～（Ｃ）は、本発明を構成する表示
装置の動作の模式図の一例を示す。図１（Ａ）は、表示装置を初期化する場合の動作の模
式図の一例である。図１（Ｂ）は、表示装置にビデオ信号を書き込む動作の模式図の一例
を示す。図１（Ｃ）は、ビデオ信号に応じた表示を行う動作の模式図の一例を示す。
【００３８】
本発明を構成する表示装置は、一例として、トランジスタ１０１、容量素子１０２、及び
表示素子１０３を有するものとする。ただし、本実施の形態の一例は、これに限定されな
い。例えば、本実施の形態の表示装置は、図１（Ａ）～（Ｃ）で述べる動作を実現できる
ように、他にもスイッチ、トランジスタ、ダイオード、及び／又は、容量素子など有する
ことが可能である。
【００３９】
トランジスタ１０１は、一例として、電流を表示素子１０３に供給する機能を有するもの
とする。その電流は、一例として、トランジスタ１０１のゲートとソースとの間の電位差
（Ｖｇｓ）に応じた値である場合が多い。よって、トランジスタ１０１は、一例として、
駆動トランジスタ、又は電流源としての機能を有することが可能である。ただし、本実施
の形態の一例は、これに限定されない。例えば、トランジスタ１０１は、スイッチとして
の機能を有することが可能である。
【００４０】
なお、トランジスタ１０１は、一例として、Ｐチャネル型トランジスタとする。Ｐチャネ
ル型トランジスタは、ゲートとソースとの間の電位差（Ｖｇｓ）が閾値電圧（Ｖｔｈ１０
１）を下回った場合にオンになる。ただし、本実施の形態の一例は、これに限定されない
。例えば、トランジスタ１０１は、Ｎチャネル型トランジスタであることが可能である。
Ｎチャネル型トランジスタは、ゲートとソースとの間の電位差（Ｖｇｓ）が閾値電圧（Ｖ
ｔｈ１０１）を上回った場合にオンになる。
【００４１】
つまり、Ｎチャネル型トランジスタの場合、Ｐチャネル型トランジスタを用いた場合の電
位と逆の電位設定にすることで動作することができる。その場合は、Ｐチャネル型トラン



(10) JP 2011-107692 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

ジスタの回路構成とは、逆の電位設定なるように回路構成を適宜変更すればよい。
【００４２】
なお、例えば、本発明を構成する表示装置が有する複数の画素は、複数の色要素（例えば
、赤、青、緑、白、イエロー、マゼンダ、シアンなど）別に分けられるものとする。この
場合、各色要素に属する画素別に、トランジスタ１０１のチャネル幅（Ｗ）、チャネル長
（Ｌ）、又はトランジスタ１０１のＷ／Ｌ比（チャネル幅とチャネル長との比）を変える
とよい。例えば、赤（又は青）のＥＬ素子は、緑のＥＬ素子と比較して、発光効率が低い
場合がある。この場合、緑の色要素に属する画素が有するトランジスタ１０１のＷ／Ｌ比
は、赤（又は青）の色要素に属する画素が有するトランジスタ１０１のＷ／Ｌ比よりも小
さくするとよい。こうして、ビデオ信号の値、及び／又は、配線２１２の電位を、画素の
色要素別に分ける必要が無くなる。よって、画素にビデオ信号を供給する回路（例えばソ
ースドライバ回路）の構成を簡単にすることができる。または、画素にビデオ信号を供給
する回路（例えばソースドライバ回路）に必要な電源の数又は信号の数を少なくすること
ができる。ただし、本発明を構成する表示装置の一例は、これに限定されない。例えば、
全ての画素において、トランジスタ１０１のチャネル幅（Ｗ）、チャネル長（Ｌ）、又は
Ｗ／Ｌ比は、おおむね等しいことが可能である。
【００４３】
容量素子１０２は、一例として、トランジスタ１０１のゲートとトランジスタ１０１の第
１の端子との間の電位差（Ｖｇｓ）を保持する機能を有するものとする。よって、容量素
子１０２は、一例として、保持容量としての機能を有する。ただし、本発明を構成する表
示装置の一例は、これに限定されない。
【００４４】
表示素子１０３は、一例として、第１の電極１０３Ａと第２の電極１０３Ｂとに挟まれた
構造とする。表示素子１０３としては、一例として、ＥＬ素子などの発光素子、液晶素子
、又は電子インクなどを有する素子などがある。ただし、本発明を構成する表示装置の一
例は、これに限定されない。例えば、表示素子１０３は、３つの電極を有することが可能
である。
【００４５】
なお、例えば、本発明を構成する表示装置は複数の画素を有するものとする。この場合、
各画素の第２の電極１０３Ｂは、お互いに電気的に接続されていることが多い。よって、
第２の電極１０３Ｂは、一例として、共通電極、対向電極、陰極などとしての機能を有す
るものとする。ただし、本発明を構成する表示装置の一例は、これに限定されない。例え
ば、画素の種類別、又は画素の場所別に、第２の電極１０３Ｂを分割することが可能であ
る。
【００４６】
なお、第２の電極１０３Ｂには、一例として、電圧（Ｖ１）が供給されるものとする。電
圧（Ｖ１）は、一例として、コモン電圧、又は陰極電圧などとしての機能を有するものと
する。ただし、本発明を構成する表示装置の一例は、これに限定されない。例えば、表示
素子１０３には、信号が入力されることが可能である。こうして、表示素子１０３に逆バ
イアスを印加することができる。
【００４７】
なお、第１の電極１０３Ａは、一例として、画素電極としての機能を有するものとする。
ただし、本実施の形態の一例は、これに限定されない。例えば、第１の電極１０３Ａが容
量素子と電気的に接続されると仮定すると、第１の電極１０３Ａは、当該容量素子の一方
の電極としての機能を有することが可能である。
【００４８】
本発明を構成する表示装置は、一例として、配線２１１、配線２１２、及び配線２１３と
電気的に接続されるものとする。ただし、本発明を構成する表示装置の一例は、これに限
定されない。例えば、本発明を構成する表示装置は、一例として、他の配線（例えば電源
線、又は走査線など）と電気的に接続されることが可能である。別の例として、配線２１
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１～２１３のいずれかは、省略されることが可能である。
【００４９】
配線２１１には、一例として、信号（Ｖｄａｔａ）が入力されるものとする。信号（Ｖｄ
ａｔａ）は、ビデオ信号としての機能を有するものとする。よって、配線２１１は、一例
として、信号線、ビデオ信号線、又はソース信号線としての機能を有するものとする。た
だし、本発明を構成する表示装置の一例は、これに限定されない。例えば、配線２１１に
は、一定の電圧が供給されることが可能である。よって、配線２１１は、電源線としての
機能を有することが可能である。
【００５０】
なお、信号（Ｖｄａｔａ）は、一例として、アナログ信号であるものとする。ただし、本
実施の形態の一例は、これに限定されない。例えば、信号（Ｖｄａｔａ）は、デジタル信
号であることが可能である。こうして、デジタル時間階調を実現することができる。
【００５１】
配線２１２には、一例として、電圧（Ｖｒｅｆ）が供給されるものとする。電圧（Ｖｒｅ
ｆ）は、一例として、基準電圧としての機能を有するものとする。よって、配線２１２は
、一例として、電源線又は初期化用配線としての機能を有するものとする。ただし、本実
施の形態の一例は、これに限定されない。例えば、配線２１２には、信号が入力されるこ
とが可能である。よって、配線２１２は、一例として、信号線としての機能を有すること
が可能である。
【００５２】
なお、電圧（Ｖｒｅｆ）は、一例として、電圧（Ｖ１）よりも小さい値（Ｖｒｅｆ＜Ｖ１
）であるものとする。ただし、本発明を構成する表示装置の一例は、これに限定されない
。例えば、電圧（Ｖｒｅｆ）は、電圧（Ｖ１）とおおむね等しい値である。こうして、本
発明を構成する表示装置の画素を駆動するために必要な電圧の種類を少なくすることがで
きる。
【００５３】
配線２１３には、一例として、電圧（Ｖ２）が供給されるものとする。電圧（Ｖ２）は、
一例として、アノード電圧としての機能を有するものとする。よって、配線２１３は、一
例として、電源線、又はアノード線としての機能を有するものとする。ただし、本発明を
構成する表示装置の一例は、これに限定されない。例えば、配線２１３には、信号が入力
されることが可能である。よって、配線２１３は、一例として、信号線としての機能を有
することが可能である。
【００５４】
なお、電圧（Ｖ２）は、一例として、電圧（Ｖ１）よりも大きい値（Ｖ２＞Ｖ１）である
ものとする。ただし、本実施の形態の一例は、これに限定されない。例えば、表示素子１
０３の正極と負極とが反転する場合、電圧（Ｖ２）は、電圧（Ｖ１）よりも小さい値であ
ることが可能である。
【００５５】
なお、例えば、表示装置が複数の画素を有し、複数の画素は、複数の色要素（例えば、赤
、青、緑、白、イエロー、マゼンダ、シアンなど）別に分けられるものとする。この場合
、各色要素に属する画素別に、配線２１３に供給する電圧の値を変えるとよい。例えば、
赤（又は青）のＥＬ素子は、一例として、緑のＥＬ素子と比較して、発光効率が低い場合
がある。この場合、緑の色要素に属する画素と電気的に接続される配線２１１に供給され
る電圧は、赤（又は青）の色要素に属する画素と電気的に接続される配線２１１に供給さ
れる電圧よりも小さくすることよい。こうして、ビデオ信号の値、及び／又は、トランジ
スタのＷ／Ｌ比を、画素の色要素別に分ける必要が無くなる。よって、画素にビデオ信号
を供給する回路（例えばソースドライバ回路）の構成を簡単にすることができる。ただし
、本実施の形態の一例は、これに限定されない。例えば、全ての画素において、配線２１
３の電位は、おおむね等しくすることができる。
【００５６】
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本発明を構成する表示装置の動作の一例について、図１（Ａ）～（Ｃ）及び図２を参照し
て説明する。図２は、本発明を構成する表示装置の一例に適用することが可能なタイミン
グチャートの一例を示す。
【００５７】
図２に示すタイミングチャートは、第１の期間（Ｔ１）と第２の期間（Ｔ２）と第３の期
間（Ｔ３）とを有する。そして、図２に示すタイミングチャートには、ノード１１の電位
（Ｖ１１）の一例、ノード１２の電位（Ｖ１２）の一例、及びノード１３の電位（Ｖ１３
）の一例を示す。なお、ノード１１とは、トランジスタ１０１のゲートが、このゲートと
別の配線又は端子とが電気的に接続される箇所のことをいう。ノード１２とは、トランジ
スタ１０１の第１の端子が、この第１の端子と別の配線又は端子とが電気的に接続される
箇所のことをいう。ノード１３は、トランジスタ１０１の第２の端子が、この第２の端子
と別の配線又は端子とが電気的に接続される箇所のことをいう。
【００５８】
まず、第１の期間（Ｔ１）において、本実施の形態の表示装置は、図１（Ａ）に示す動作
を行うものとする。よって、第１の期間（Ｔ１）は、一例として、初期化期間としての機
能を有するものとする。なお、図１における矢印は電流の流れる向きを示す。
【００５９】
図１（Ａ）において、トランジスタ１０１の第１の端子は、トランジスタ１０１のゲート
と導通状態になる。トランジスタ１０１のゲートは、配線２１２と導通状態になる。トラ
ンジスタ１０１の第２の端子は、表示素子１０３の第１の電極１０３Ａと導通状態になる
。容量素子１０２の第１の電極は、トランジスタ１０１の第１の端子と導通状態になる。
容量素子１０２の第２の電極は、トランジスタ１０１のゲートと導通状態になる。なお、
トランジスタ１０１の第１の端子は、配線２１３と非導通状態になる。トランジスタ１０
１のゲートは、配線２１１と非導通状態になる。したがって、トランジスタ１０１のゲー
トの電位（Ｖ１１）、及びトランジスタ１０１の第１の端子の電位（Ｖ１２）は、配線２
１２の電位（Ｖｒｅｆ）とおおむね等しい値になる。
【００６０】
すると、トランジスタ１０１はオンになるので、トランジスタ１０１の第２の端子の電位
（Ｖ１３）は、Ｖｅｌ（後に述べる第３の期間（Ｔ３）の際に表示素子１０３に流れる電
流に依存する電位）から低下し始める。やがて、トランジスタ１０１の第２の端子の電位
（Ｖ１３）がＶｒｅｆ－Ｖｔｈ１０１まで低下すると、トランジスタ１０１はオフになる
。よって、トランジスタ１０１の第２の端子は浮遊状態になるので、トランジスタ１０１
の第２の端子の電位（Ｖ１３）は、Ｖｒｅｆ－Ｖｔｈ１０１に保持される。このとき、Ｖ
ｒｅｆ－Ｖｔｈ１０１は、一例として、表示素子１０３の第２の電極１０３Ｂの電位より
も低いとする。すると、表示素子１０３は、容量素子として機能するので、表示素子１０
３は、第１の電極１０３Ａと第２の電極１０３Ｂとの間の電位差、つまり、トランジスタ
１０１の第２の端子と第２の電極１０３Ｂとの間の電位差（Ｖｒｅｆ－Ｖｔｈ１０１－Ｖ
１）を保持する。よって、トランジスタ１０１の第２の端子の電位（Ｖ１３）は、Ｖｒｅ
ｆ－Ｖｔｈ１０１に保持される。なお、Ｖｔｈ１０１はトランジスタ１０１の閾値電圧で
ある。
【００６１】
なお、第１の期間（Ｔ１）において、トランジスタ１０１の第２の端子の電位（Ｖ１３）
は、一例として、表示素子１０３の他方の電極１０３Ｂの電位（Ｖ１）よりも低いものと
する。すると、表示素子１０３には、逆バイアスが印加される。よって、表示素子１０３
の劣化の抑制、不良の改善などを図ることができる。ただし、本発明を構成する表示装置
の一例は、これに限定されない。例えば、トランジスタ１０１の第２の端子の電位（Ｖ１
３）は、表示素子１０３の第２の電極１０３Ｂの電位と、トランジスタ１０１の閾値電圧
との和よりも低い値であることが可能である。
【００６２】
なお、トランジスタ１０１は、一例として、ノーマリーオフであるものとする。よって、
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Ｐチャネル型トランジスタであるトランジスタ１０１の閾値電圧（Ｖｔｈ１０１）は、負
の値であるとする。ただし、本発明を構成する表示装置の一例は、これに限定されない。
例えば、トランジスタ１０１は、ノーマリーオンであることが可能である。この場合、第
１の期間（Ｔ１）において、トランジスタ１０１の第２の端子の電位（Ｖ１３）は、おお
むねＶｒｅｆになる。
【００６３】
次に、第２の期間（Ｔ２）において、本発明を構成する表示装置は、図１（Ｂ）に示す動
作を行うものとする。よって、第２の期間（Ｔ２）は、一例として、書き込み期間として
の機能を有するものとする。
【００６４】
図１（Ｂ）において、トランジスタ１０１のゲートは、配線２１１と導通状態になる。ト
ランジスタ１０１の第２の端子は、表示素子１０３の第１の電極１０３Ａと導通状態にな
る。容量素子１０２の第１の電極は、トランジスタ１０１の第１の端子と導通状態になる
。容量素子１０２の第２の電極は、トランジスタ１０１のゲートと導通状態のままになる
。なお、トランジスタ１０１の第１の端子は、トランジスタ１０１のゲートと非導通状態
になる。トランジスタ１０１の第１の端子は、配線２１３と非導通状態になる。トランジ
スタ１０１のゲートは、配線２１２と非導通状態になる。
【００６５】
そして、配線２１１の電位は、一例として、配線２１２の電位（Ｖｒｅｆ）よりもＶｄａ
ｔａだけ低い値（Ｖｒｅｆ－Ｖｄａｔａ）とする。したがって、トランジスタ１０１のゲ
ートの電位（Ｖ１１）は、配線２１１の電位（Ｖｒｅｆ－Ｖｄａｔａ）とおおむね等しい
値になる。Ｖｄａｔａ＞０とすると、トランジスタ１０１はオンになる。
【００６６】
すると、トランジスタ１０１の第１の端子とトランジスタ１０１の第２の端子とは導通状
態になるので、トランジスタ１０１の第１の端子の電位（Ｖ１２）とトランジスタ１０１
の第２の端子の電位（Ｖ１３）とは、おおむね等しい値になる。その値は、容量素子１０
２の容量値Ｃ１０２と、表示素子１０３の容量値Ｃ１０３とによって決定する。ここで、
Ｃ１０２＜Ｃ１０３とすると、トランジスタ１０１の第１の端子の電位（Ｖ１２）、及び
トランジスタ１０１の第２の端子の電位（Ｖ１３）は、おおむねＶｒｅｆ―Ｖｔｈ１０１
になる。したがって、容量素子１０２には、トランジスタ１０１のゲートとトランジスタ
１０１の第１の端子との間の電位差（Ｖｔｈ１０１－Ｖｄａｔａ）が保持される。
【００６７】
なお、Ｃ１０２＜Ｃ１０３を満たせばよいが、Ｃ１０３がＣ１０２に比べて、Ｃ１０２＜
＜Ｃ１０３の関係になるのがより望ましい。つまり、Ｃ１０３とＣ１０２の和を近似する
とほぼＣ１０３とみなせる関係が望ましい。
【００６８】
また、表示素子の電極の面積の方が、容量素子の電極の面積よりも大きい構成とする。こ
のような構成にすることによって、Ｃ１０２＜Ｃ１０３の関係を容易に満たすようになる
。また、表示素子と容量素子の電極の面積は、第１の電極と第２の電極が重なる面積であ
る。
【００６９】
また、第１の期間（Ｔ１）と第２の期間（Ｔ２）とを合わせてアドレス期間とする。
【００７０】
次に、第３の期間（Ｔ３）において、本発明を構成する表示装置は、図１（Ｃ）に示す動
作を行うものとする。よって、第３の期間（Ｔ３）は、一例として、表示期間としての機
能を有するものとする。
【００７１】
図１（Ｃ）において、トランジスタ１０１の第１の端子は、配線２１３と導通状態になる
。トランジスタ１０１の第２の端子は、表示素子１０３の第１の電極１０３Ａと導通状態
のままになる。容量素子１０２の第１の電極は、トランジスタ１０１の第１の端子と導通
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状態のままになる。容量素子１０２の第２の電極は、トランジスタ１０１のゲートと導通
状態のままになる。なお、トランジスタ１０１の第１の端子は、トランジスタ１０１のゲ
ートと非導通状態のままになる。トランジスタ１０１のゲートは、配線２１１と非導通状
態になる。トランジスタ１０１のゲートは、配線２１２と非導通状態になる。
【００７２】
したがって、トランジスタ１０１の第１の端子の電位（Ｖ１２）は、配線２１３の電位（
Ｖ２）とおおむね等しい値になる。このとき、トランジスタ１０１のゲートは、浮遊状態
になるので、トランジスタ１０１のゲートの電位（Ｖ１１）は、容量素子１０２の容量結
合によって、Ｖ２－Ｖｄａｔａ＋Ｖｔｈ１０１まで上昇する。なぜなら、容量素子１０２
は、第２の期間（Ｔ２）におけるトランジスタ１０１のゲートとトランジスタ１０１の第
１の端子との間の電位差（Ｖｔｈ１０１－Ｖｄａｔａ）を保持しているからである。つま
り、トランジスタ１０１のゲートとソースとの間の電位差（Ｖｇｓ）は、Ｖｔｈ１０１－
Ｖｄａｔａのままになる。こうして、トランジスタ１０１が飽和領域で動作する場合、ト
ランジスタ１０１のドレイン電流（表示素子１０３に流れる電流）は、トランジスタ１０
１の閾値電圧に依存しない値になる。こうして、トランジスタ１０１の閾値電圧をキャン
セル又は補償することができる。
【００７３】
第１の期間（Ｔ１）において、初期化期間として、容量素子１０２の各電極、並びにトラ
ンジスタ１０１の第１の端子及びゲートのそれぞれの電位をＶｒｅｆとしている。また、
トランジスタ１０１の閾値電圧分の電位差をノード１１とノード１３との間で生じさせる
。トランジスタ１０１の第１の端子（ノード１２）とゲート（ノード１１）のそれぞれが
電位（Ｖｒｅｆ）となり、トランジスタ１０１はオフとなる。そうすると、トランジスタ
１０１の第２の端子（ノード１３）はフローティング状態となり、トランジスタ１０１の
第２の端子の電位は、Ｖｒｅｆ－Ｖｔｈ１０１となる。したがって、トランジスタ１０１
の閾値電圧分の電位差（Ｖｔｈ１０１）をノード１１とノード１３との間に生じさせる。
【００７４】
つまり、第１の期間（Ｔ１）では、容量素子１０２の各電極、並びにトランジスタ１０１
の第１の端子及びゲートのそれぞれの電位をＶｒｅｆに初期化するとともに、ノード１１
とノード１３との間でトランジスタ１０１の閾値電圧分の電位差（Ｖｔｈ１０１）を生じ
させる。
【００７５】
また、第２の期間（Ｔ２）において、書き込み期間として、ビデオ信号（Ｖｄａｔａ）の
入力を行っている。これによって、ノード１１の電位は、Ｖｒｅｆ－Ｖｄａｔａとなり、
ノード１１とノード１３間の電位差は、Ｖｔｈ１０１－Ｖｄａｔａとなる。よって、トラ
ンジスタ１０１はオンする。トランジスタ１０１はオンすると、ノード１２とノード１３
はおおむね同じ電位となることから容量素子１０２には、Ｖｔｈ１０１－Ｖｄａｔａに相
当する電位差を生じさせる電荷が保持されるためである。つまり、第２の期間（Ｔ２）で
は、容量素子１０２に、表示期間内にトランジスタ１０１の閾値電圧に依存せずにオンす
るだけの電荷が入力される。
【００７６】
そして、第３の期間（Ｔ３）において、表示期間として、表示素子に電流を流している。
これは、容量素子１０２によって、ノード１１とノード１２には、電位差（Ｖｔｈ１０１
－Ｖｄａｔａ）が保持され、トランジスタ１０１の閾値電圧に依存しないで、ノード１１
とノード１２にトランジスタ１０１をオンするだけの電位差を生じさせることができるた
めである。つまり、第３の期間（Ｔ３）では、トランジスタ１０１の閾値電圧に依存せず
にオンして、表示素子から電流を供給されている。
【００７７】
以上のことから、本発明を構成する表示装置は、トランジスタ１０１の閾値電圧のばらつ
き又は劣化の影響を受けずに、画像を表示することができる。
【００７８】
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本実施の形態は、他の全ての実施の形態と組み合わせて実施することが可能である。
【００７９】
（実施の形態２）
ここで、各期間において、本発明を構成する表示装置は、図１（Ａ）～（Ｃ）の他にも様
々な動作を行うことが可能である。以下に、図１（Ａ）～（Ｃ）とは異なる、本発明を構
成する表示装置が行うことが可能な動作の一例について説明する。なお、図３における矢
印は電流の流れる向きを示す。
【００８０】
図３（Ａ）は、図１（Ａ）とは異なる、表示装置を初期化及び表示装置のトランジスタ１
０１の閾値の取得をする場合の動作の模式図の一例である（第１の期間（Ｔ１）に対応す
る。）。図３（Ａ）において、トランジスタ１０１のゲートが配線２１１と導通状態にな
り、配線２１２が省略されるところが、図１（Ａ）とは異なる。そして、第１の期間（Ｔ
１）において、配線２１１の電位は、Ｖｒｅｆになるものとする。こうして、配線２１２
を省略することができるので、画素開口率の向上、歩留まりの向上、製造コストの削減な
どを図ることができる。
【００８１】
図３（Ｂ）は、図１（Ａ）とは異なる、表示装置を初期化及び表示装置にトランジスタ１
０１の閾値の取得をする場合の動作の模式図の一例である（第１の期間（Ｔ１）に対応す
る。）。図３（Ｂ）において、トランジスタ１０１のゲートが配線２１３と導通状態にな
り、配線２１２が省略されるところが、図１（Ａ）とは異なる。そして、第１の期間（Ｔ
１）において、配線２１３の電位は、Ｖｒｅｆになるものとする。こうして、配線２１２
を省略することができるので、画素の開口率の向上、歩留まりの向上、製造コストの削減
などを図ることができる。
【００８２】
なお、上記の図３において、第２の期間（Ｔ２）及び第３の期間（Ｔ３）は、実施の形態
１における第２の期間（Ｔ２）及び第３の期間（Ｔ３）と同様の動作を行う。したがって
、第２の期間（Ｔ２）においては、配線２１１は信号（Ｖｄａｔａ）が入力されるものと
する。第３の期間（Ｔ３）においては、配線２１３は電圧（Ｖ２）が供給されるものとす
る。また、電圧（Ｖｒｅｆ）は、電圧（Ｖ１）よりも小さい値（Ｖｒｅｆ＜Ｖ１）である
ものとする。電圧（Ｖ２）は、電圧（Ｖ１）よりも大きい値（Ｖ２＞Ｖ１）であるものと
する。また、信号（Ｖｄａｔａ）は、ビデオ信号としての機能を有するものとする。
【００８３】
なお本発明を構成する表示装置が図３（Ｂ）に示す動作を行う場合、配線２１３は、一例
として、配線２１１と直交して配置されることが好ましい。こうして、個別に画素を制御
することができるので、線順次駆動を実現することができる。ただし、本発明を構成する
表示装置の一例は、これに限定されない。
【００８４】
本実施の形態は、他の全ての実施の形態と組み合わせて実施することが可能である。
【００８５】
（実施の形態３）
ここで、本発明を構成する表示装置は、上述した表示装置の動作の実現するように、スイ
ッチを有することが可能である。以下に、上述した表示装置の動作を実現するために、ス
イッチが表示装置に設けられる場合の本発明を構成する表示装置の一例について説明する
。
【００８６】
図４は、図１（Ａ）～（Ｃ）に示す動作を実現することが可能な表示装置の一例を示す。
図４に示す表示装置は、トランジスタ１０１、容量素子１０２、及び表示素子１０３に加
えて、スイッチ３０１、スイッチ３０２、スイッチ３０３、及びスイッチ３０４を有する
。スイッチ３０１は、トランジスタ１０１のゲートと配線２１１との間に電気的に接続さ
れる。スイッチ３０２は、トランジスタ１０１のゲートとトランジスタ１０１の第１の端
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子との間に電気的に接続される。スイッチ３０３は、トランジスタ１０１の第１の端子と
配線２１２との間に電気的に接続される。スイッチ３０４は、トランジスタ１０１の第１
の端子と配線２１３との間に電気的に接続される。
【００８７】
図４に示す表示装置の動作の一例について、図５（Ａ）～（Ｃ）を参照して説明する。な
お、図５における矢印は電流の流れる向きを示す。第１の期間（Ｔ１）では、図５（Ａ）
に示すように、スイッチ３０１はオフとし、スイッチ３０２はオンとし、スイッチ３０３
はオンとし、スイッチ３０４はオフになる。第２の期間（Ｔ２）では、図５（Ｂ）に示す
ように、スイッチ３０１はオンとし、スイッチ３０２はオフとし、スイッチ３０３はオフ
とし、スイッチ３０４はオフのままになる。第３の期間（Ｔ３）では、図５（Ｃ）に示す
ように、スイッチ３０１はオフとし、スイッチ３０２はオフのままになり、スイッチ３０
３はオフのままになり、スイッチ３０４はオンになる。このようにスイッチのオン、オフ
により導通状態を制御する。このことによって、図４に示す表示装置は、図１（Ａ）～（
Ｃ）に示す動作を実現することができる。
【００８８】
図６は、図４とは異なる、図１または図５に示す動作を実現することが可能な表示装置の
一例を示す。図６において、スイッチ３０３がトランジスタ１０１のゲートと配線２１２
との間に電気的に接続されるところが、図４と異なる。
【００８９】
図６に示す表示装置の動作の一例について説明する。第１の期間（Ｔ１）では、スイッチ
３０１はオフとし、スイッチ３０２はオンとし、スイッチ３０３はオンとし、スイッチ３
０４はオフになる。第２の期間（Ｔ２）では、スイッチ３０１はオンとし、スイッチ３０
２はオフとし、スイッチ３０３はオフとし、スイッチ３０４はオフのままになる。第３の
期間（Ｔ３）では、スイッチ３０１はオフとし、スイッチ３０２はオフのままになり、ス
イッチ３０３はオフのままになり、スイッチ３０４はオンになる。このようにスイッチの
オン、オフにより導通状態を制御する。このことによって図１及び図５に示す動作を実現
することができる。
【００９０】
なお、上記の図４～６において、第１の期間（Ｔ１）～第３の期間（Ｔ３）は、実施の形
態１における第１の期間（Ｔ１）～第３の期間（Ｔ３）と同様の動作を行う。したがって
、
第１の期間（Ｔ１）においては、配線２１３の電位は、Ｖｒｅｆになるものとする。第２
の期間（Ｔ２）においては、配線２１１は信号（Ｖｄａｔａ）が入力されるものとする。
第３の期間（Ｔ３）においては、配線２１３は電圧（Ｖ２）が供給されるものとする。ま
た、電圧（Ｖｒｅｆ）は、電圧（Ｖ１）よりも小さい値（Ｖｒｅｆ＜Ｖ１）であるものと
する。電圧（Ｖ２）は、電圧（Ｖ１）よりも大きい値（Ｖ２＞Ｖ１）であるものとする。
また、信号（Ｖｄａｔａ）は、ビデオ信号としての機能を有するものとする。
【００９１】
図７（Ａ）は、図１及び図３に示す動作を実現することが可能な表示装置の一例を示す。
図７（Ａ）において、スイッチ３０３がトランジスタ１０１の第１の端子と配線２１１と
の間に電気的に接続され、配線２１２が省略されるところが、図４と異なる。配線２１２
を省略することができるので、画素の開口率の向上、歩留まりの向上、製造コストの削減
などを図ることができる。
【００９２】
この場合、第１の期間（Ｔ１）では、スイッチ３０１はオフとし、スイッチ３０２はオン
とし、スイッチ３０３はオンとし、スイッチ３０４はオフになる。また、第１の期間（Ｔ
１）おいては、配線２１１の電位は、Ｖｒｅｆになるとよい。第２の期間（Ｔ２）では、
スイッチ３０１はオンとし、スイッチ３０２はオフとし、スイッチ３０３はオフとし、ス
イッチ３０４はオフになる。第３の期間（Ｔ３）では、スイッチ３０１はオフとし、スイ
ッチ３０２はオフとし、スイッチ３０３はオフとし、スイッチ３０４はオンになる。ただ



(17) JP 2011-107692 A 2011.6.2

10

20

30

40

50

し、本実施の形態の一例は、これに限定されない。
【００９３】
さらに、別動作として、第１の期間（Ｔ１）では、スイッチ３０１はオフとし、スイッチ
３０２はオンとし、スイッチ３０３はオフとし、スイッチ３０４はオンになる。また、第
１の期間（Ｔ１）おいては、配線２１３の電位は、Ｖｒｅｆになるとよい。第２の期間（
Ｔ２）では、スイッチ３０１はオンとし、スイッチ３０２はオフとし、スイッチ３０３は
オフとし、スイッチ３０４はオフになる。第３の期間（Ｔ３）では、スイッチ３０１はオ
フとし、スイッチ３０２はオフとし、スイッチ３０３はオフとし、スイッチ３０４はオン
になる。ただし、本実施の形態の一例は、これに限定されない。
【００９４】
図７（Ｂ）は、図１及び図３に示す動作を実現することが可能な表示装置の一例を示す。
図７（Ｂ）において、スイッチ３０３がトランジスタ１０１のゲートと配線２１１との間
に電気的に接続され、配線２１２が省略されるところが、図４と異なる。また、スイッチ
３０３とスイッチ３０１は並列にトランジスタ１０１のゲートと電気的に接続されている
。配線２１２を省略することができるので、画素の開口率の向上、歩留まりの向上、製造
コストの削減などを図ることができる。
【００９５】
この場合、第１の期間（Ｔ１）では、スイッチ３０１はオフとし、スイッチ３０２はオン
とし、スイッチ３０３はオンとし、スイッチ３０４はオフになる。なお、このときスイッ
チ３０１は必ずしもオフである必要はない。また、第１の期間（Ｔ１）おいては、配線２
１１の電位は、Ｖｒｅｆになるとよい。第２の期間（Ｔ２）では、スイッチ３０１はオン
とし、スイッチ３０２はオフとし、スイッチ３０３はオフとし、スイッチ３０４はオフに
なる。なお、このときスイッチ３０３は必ずしもオフである必要ない。第３の期間（Ｔ３
）では、スイッチ３０１はオフとし、スイッチ３０２はオフとし、スイッチ３０３はオフ
とし、スイッチ３０４はオンになる。ただし、本実施の形態の一例は、これに限定されな
い。
【００９６】
さらに、別動作として、第１の期間（Ｔ１）では、スイッチ３０１はオフとし、スイッチ
３０２はオンとし、スイッチ３０３はオフとし、スイッチ３０４はオンになる。また、第
１の期間（Ｔ１）おいては、配線２１３の電位は、Ｖｒｅｆになるとよい。第２の期間（
Ｔ２）では、スイッチ３０１はオンとし、スイッチ３０２はオフとし、スイッチ３０３は
オフとし、スイッチ３０４はオフになる。なお、このときスイッチ３０３は必ずしもオフ
である必要はない。第３の期間（Ｔ３）では、スイッチ３０１はオフとし、スイッチ３０
２はオフとし、スイッチ３０３はオフとし、スイッチ３０４はオンになる。ただし、本実
施の形態の一例は、これに限定されない。
【００９７】
なお、上記の図７において、第２の期間（Ｔ２）及び第３の期間（Ｔ３）は、実施の形態
１における第２の期間（Ｔ２）及び第３の期間（Ｔ３）と同様の動作を行う。したがって
、第２の期間（Ｔ２）においては、配線２１１は信号（Ｖｄａｔａ）が入力されるものと
する。第３の期間（Ｔ３）においては、配線２１３は電圧（Ｖ２）が供給されるものとす
る。また、電圧（Ｖｒｅｆ）は、電圧（Ｖ１）よりも小さい値（Ｖｒｅｆ＜Ｖ１）である
ものとする。電圧（Ｖ２）は、電圧（Ｖ１）よりも大きい値（Ｖ２＞Ｖ１）であるものと
する。また、信号（Ｖｄａｔａ）は、ビデオ信号としての機能を有するものとする。
【００９８】
図８は、図１及び図３に示す動作を実現することが可能な表示装置の一例を示す。スイッ
チ３０３が省略され、配線２１２が省略されるところが、図４と異なる。配線２１２を省
略することができるので、画素の開口率の向上、歩留まりの向上、製造コストの削減など
を図ることができる。
【００９９】
この場合、第１の期間（Ｔ１）では、スイッチ３０１はオフとし、スイッチ３０２はオン
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とし、スイッチ３０４はオンになる。また、第１の期間（Ｔ１）おいては、配線２１３の
電位は、Ｖｒｅｆになるとよい。第２の期間（Ｔ２）では、スイッチ３０１はオンとし、
スイッチ３０２はオフとし、スイッチ３０４はオフになる。第３の期間（Ｔ３）では、ス
イッチ３０１はオフとし、スイッチ３０２はオフとし、スイッチ３０４はオンになる。た
だし、本実施の形態の一例は、これに限定されない。
【０１００】
さらに、別動作として、第１の期間（Ｔ１）では、スイッチ３０１はオンとし、スイッチ
３０２はオンとし、スイッチ３０４はオフになる。また、第１の期間（Ｔ１）おいては、
配線２１１の電位は、Ｖｒｅｆになるとよい。第２の期間（Ｔ２）では、スイッチ３０１
はオンとし、スイッチ３０２はオフとし、スイッチ３０４はオフになる。第３の期間（Ｔ
３）では、スイッチ３０１はオフとし、スイッチ３０２はオフとし、スイッチ３０４はオ
ンになる。ただし、本実施の形態の一例は、これに限定されない。例えば、スイッチ３０
３は、トランジスタ１０１の第１の端子と配線２１３との間、又はトランジスタ１０１の
ゲートと配線２１３との間に電気的に接続されることが可能である。
【０１０１】
なお、上記の図８において、第２の期間（Ｔ２）及び第３の期間（Ｔ３）は、実施の形態
１における第２の期間（Ｔ２）及び第３の期間（Ｔ３）と同様の動作を行う。したがって
、第２の期間（Ｔ２）においては、配線２１１は信号（Ｖｄａｔａ）が入力されるものと
する。第３の期間（Ｔ３）においては、配線２１３は電圧（Ｖ２）が供給されるものとす
る。また、電圧（Ｖｒｅｆ）は、電圧（Ｖ１）よりも小さい値（Ｖｒｅｆ＜Ｖ１）である
ものとする。電圧（Ｖ２）は、電圧（Ｖ１）よりも大きい値（Ｖ２＞Ｖ１）であるものと
する。また、信号（Ｖｄａｔａ）は、ビデオ信号としての機能を有するものとする。
【０１０２】
なお、図９、１０に示すように、表示装置は複数の配線と電気的に接続されることが可能
である。図９は、図４に示す表示装置において、表示装置が複数の配線と電気的に接続さ
れる場合の表示装置の一例を示す。配線３１１～３１４には、一例として、スイッチ３０
１～３０４のオン又はオフを制御する信号が入力されるものとする。
【０１０３】
図１０は、図８に示す表示装置において、表示装置が複数の配線と電気的に接続される場
合の表示装置の一例を示す。配線３１１、３１２、３１４には、一例として、スイッチ３
０１、３０２、３０４のオン又はオフを制御する信号が入力されるものとする。このよう
に、上述した表示装置に複数の配線を設けた構成をとっても良い。
【０１０４】
図９、１０に示す構成は、スイッチ３０１、３０２、３０４がトランジスタである場合に
用いることができる。
【０１０５】
また、本実施の形態のスイッチは、一例として、トランジスタやダイオードなどを用いる
ことが可能である。ただし、本実施の形態の一例は、これに限定されない。スイッチング
機能を有する素子であれば何を用いても良い。
【０１０６】
また、図７、８で示すように配線を共通化することも可能である。このように、配線を共
通化することによって、画素の開口率の向上、歩留まりの向上、製造コストの削減などを
図ることができる。ただし、画素内の配線の共通化は、図７、８に限定されない。
【０１０７】
図１１は、図９のスイッチ３０１～３０４を１つのトランジスタに置き換えた表示装置の
一例を示す。トランジスタ４０１、４０３は、Ｎチャネル型トランジスタであり、トラン
ジスタ４０２、４０４は、Ｐチャネル型トランジスタである。
【０１０８】
また、トランジスタは４０１～４０４がＮチャネル型トランジスタでも、Ｐチャネル型ト
ランジスタでもいい。また、トランジスタ４０１～４０４が図１１の極性の組み合わせと
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別な組み合わせにしてもいい。たとえば、トランジスタ４０１～４０３は、Ｎチャネル型
トランジスタであり、トランジスタ４０４は、Ｐチャネル型トランジスタであってもいい
。ただし、トランジスタは４０１～４０４のトランジスタの極性は、これに限定されない
。
【０１０９】
また、スイッチ３０１～３０４以外の他の構成は図１０と同様である。
【０１１０】
なお、第２の電極１０３Ｂの電位よりも低い電位である配線２１１、２１２と電気的に接
続しているトランジスタは、Ｎチャネル型トランジスタにするとトランジスタのスイッチ
ングが良好になる。また、第２の電極１０３Ｂの電位よりも高い電位である配線２１３と
電気的に接続しているトランジスタは、Ｐチャネル型トランジスタにするとトランジスタ
のスイッチングが良好になる。
【０１１１】
さらに、図１１では、スイッチ３０１、３０２、３０４を１つのトランジスタに置き換え
た一例を示したがこれに特に限定されない。例えば、スイッチ３０１、３０２、３０４を
それぞれＰチャネル型トランジスタとＮチャネル型トランジスタを組み合わせたＣＭＯＳ
回路としても良い。
【０１１２】
また、図示しないが、図４～１０のスイッチ３０１～３０４についても、図１１と同様に
トランジスタ４０１～４０４に置き換えられることができる。その場合、トランジスタの
構成や極性も同様である。
【０１１３】
つまり、トランジスタの構成について、スイッチ３０１、３０２、３０４を１つのトラン
ジスタに置き換えてもいいし、スイッチ３０１、３０２、３０４をそれぞれＰチャネル型
トランジスタとＮチャネル型トランジスタを組み合わせたＣＭＯＳ回路としてもいい。こ
れに限定されない。
【０１１４】
また、スイッチ３０１～３０４を１つのトランジスタに置き換えた場合の極性について、
トランジスタ４０１、４０３は、Ｎチャネル型トランジスタであり、トランジスタ４０２
、４０４は、Ｐチャネル型トランジスタとした場合でも、トランジスタ４０１～４０４を
すべてＮチャネル型トランジスタとしてもいい。これに限定されない。
【０１１５】
本実施の形態は、他の全ての実施の形態と組み合わせて実施することが可能である。
【０１１６】
（実施の形態４）
ここで、上述した表示装置に用いられるトランジスタの構成について説明する。
【０１１７】
上述した表示装置に含まれるトランジスタには、様々な形態のトランジスタを適用させる
ことができる。よって、適用可能なトランジスタの種類に限定されない。したがって、シ
リコンに代表される半導体層を用いた薄膜トランジスタ、半導体基板やＳＯＩ基板を用い
て形成されるトランジスタ、ＭＯＳ型トランジスタ、接合型トランジスタ、バイポーラト
ランジスタ、ＺｎＯ、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系などの化合物半導体を用いたトランジスタ
、有機半導体やカーボンナノチューブを用いたトランジスタ、その他のトランジスタを適
用することができる。なお、半導体層には水素またはハロゲンが含まれていても良い。
【０１１８】
また、上述した表示装置に含まれるトランジスタを薄膜トランジスタに適応した場合にお
いても、様々な形態が適用できる。例えば、トップゲート型ＴＦＴを用いた例としてプレ
ーナ型ＴＦＴの構造、ボトムゲート型ＴＦＴ（典型的には逆スタガ型ＴＦＴ）など適用で
きる。これらに限定されない。
【０１１９】
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また、上述した表示装置に適応できる半導体層もさまざまなものが適応でき、例えば、非
晶質シリコン、多結晶シリコン、微結晶（マイクロクリスタル、セミアモルファスとも言
う）シリコンなどに代表される非単結晶シリコン層、単結晶シリコン層、さらに、例えば
、酸化物半導体層が適用できる。
【０１２０】
なお、酸化物半導体層としては、ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表記される薄膜を
形成し、その薄膜を酸化物半導体層として用いた薄膜トランジスタを作製する。なお、Ｍ
は、Ｇａ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｍｎ及びＣｏから選ばれた一の金属元素または複数の金属元素を
示す。例えばＭとして、Ｇａの場合があるほかに、ＧａとＮｉまたはＧａとＦｅなど、Ｇ
ａ以外の上記金属元素が含まれる場合がある。また、上記酸化物半導体において、Ｍとし
て含まれる金属元素の他に、不純物元素としてＦｅ、Ｎｉその他の遷移金属元素、または
該遷移金属の酸化物が含まれているものがある。
【０１２１】
本発明においては、ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表記される構造の酸化物半導体
層のうち、ＭとしてＧａを含む構造の酸化物半導体をＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導
体とよび、その薄膜をＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系非単結晶層とも呼ぶ。酸化物半導体層に適
用する金属酸化物として上述の他にも、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉ
ｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ａｌ
－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｏ系、
Ｓｎ－Ｏ系、またはＺｎ－Ｏ系の金属酸化物を適用することができる。また上記金属酸化
物からなる酸化物半導体層に酸化珪素を含ませてもよい。
【０１２２】
さらに、上述した表示装置に含まれるトランジスタを作製する場合、シリコンウェハやＳ
ＯＩ基板から作製することもできるが、特にこれに限定されない。
【０１２３】
また、ＳＯＩ基板は、単結晶シリコン基板に水素イオンやヘリウムイオンのようなハロゲ
ンイオンをイオン注入法等で注入することで脆化層を形成し、ガラスや石英等の絶縁基板
と脆化層を形成した単結晶シリコン基板を重ね合わせ、重ね合わせた絶縁基板と単結晶シ
リコン基板とを加熱して、絶縁基板と重ね合わせている単結晶シリコン基板の一部を脆化
層に沿って分離することで、作製することもできる。このＳＯＩ基板を用いて表示装置に
含まれるトランジスタを形成しても良いが、これに限定されない。
【０１２４】
また、上述した表示装置を可撓性基板に形成することで、フレキシブルな表示装置に、本
願の表示装置を適用することも可能である。
【０１２５】
プラスチックや樹脂等からなる可撓性有する基板上に、剥離層を形成して、剥離層上にト
ランジスタ及び表示素子を含む素子形成層を形成し、素子形成層上に可撓性を有する基板
または膜を設け、基板及び剥離層から素子形成層を分離することでフレキシブルな表示装
置を作製しても良いが、作製方法はこれに限定されない。
【０１２６】
本実施の形態は、他の全ての実施の形態と組み合わせて実施することが可能である。
【０１２７】
（実施の形態５）
本発明を構成する表示装置を用いた電子機器として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴ
ーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステム、音響
再生装置（カーオーディオ、オーディオコンポ等）、ノート型パーソナルコンピュータ、
ゲーム機器、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電
子書籍等）、記録媒体を備えた画像再生装置（具体的にはＤｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔ
ｉｌｅ　Ｄｉｓｃ（ＤＶＤ））等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレ
イを備えた装置）などが挙げられる。これら電子機器の具体例を図１２に示す。
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【０１２８】
図１２（Ａ）は情報表示用電子機器であり、筐体１３００１、支持台１３００２、表示部
１３００３、スピーカー部１３００４、ビデオ入力端子１３００５等を含む。本発明は表
示部１３００３を構成する表示装置に用いることができる。また本発明により、図１２（
Ａ）に示す情報表示用電子機器が完成される。表示部１３００３は、有機ＥＬディスプレ
イや、液晶ディスプレイなどを用いることができる。なお、情報表示用電子機器は、パー
ソナルコンピュータ用、ＴＶ放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示用電子機器が
含まれる。
【０１２９】
図１２（Ｂ）はデジタルスチルカメラであり、本体１３１０１、表示部１３１０２、受像
部１３１０３、操作キー１３１０４、外部接続ポート１３１０５、シャッターボタン１３
１０６等を含む。本発明は、表示部１３１０２を構成する表示装置に用いることができる
。また本発明により、図１２（Ｂ）に示すデジタルスチルカメラが完成される。
【０１３０】
図１２（Ｃ）はノート型パーソナルコンピュータであり、本体１３２０１、筐体１３２０
２、表示部１３２０３、キーボード１３２０４、外部接続ポート１３２０５、ポインティ
ングデバイス１３２０６等を含む。本発明は、表示部１３２０３を構成する表示装置に用
いることができる。また本発明により、図１２（Ｃ）に示すノート型パーソナルコンピュ
ータが完成される。
【０１３１】
図１２（Ｄ）はモバイルコンピュータであり、本体１３３０１、表示部１３３０２、スイ
ッチ１３３０３、操作キー１３３０４、赤外線ポート１３３０５等を含む。本発明は、表
示部１３３０２を構成する表示装置に用いることができる。また本発明により、図１２（
Ｄ）に示すモバイルコンピュータが完成される。
【０１３２】
図１２（Ｅ）は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的にはＤＶＤ再生装置）で
あり、本体１３４０１、筐体１３４０２、表示部Ａ１３４０３、表示部Ｂ１３４０４、記
録媒体（ＤＶＤ等）読み込み部１３４０５、操作キー１３４０６、スピーカー部１３４０
７等を含む。表示部Ａ１３４０３は主として画像情報を表示し、表示部Ｂ１３４０４は主
として文字情報を表示するが、本発明は、表示部Ａ、Ｂ１３４０３、１３４０４を構成す
る表示装置に用いることができる。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲー
ム機器なども含まれる。また本発明により、図１２（Ｅ）に示す画像再生装置が完成され
る。
【０１３３】
図１２（Ｆ）はゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）であり、本体１
３５０１、表示部１３５０２、アーム部１３５０３を含む。本発明は、表示部１３５０２
を構成する表示装置に用いることができる。また本発明により、図１２（Ｆ）に示すゴー
グル型ディスプレイが完成される。
【０１３４】
図１２（Ｇ）はビデオカメラであり、本体１３６０１、表示部１３６０２、筐体１３６０
３、外部接続ポート１３６０４、リモコン受信部１３６０５、受像部１３６０６、バッテ
リー１３６０７、音声入力部１３６０８、操作キー１３６０９等を含む。本発明は、表示
部１３６０２を構成する表示装置に用いることができる。また本発明により、図１２（Ｇ
）
に示すビデオカメラが完成される。
【０１３５】
図１２（Ｈ）は携帯電話であり、本体１３７０１、筐体１３７０２、表示部１３７０３、
音声入力部１３７０４、音声出力部１３７０５、操作キー１３７０６、外部接続ポート１
３７０７、アンテナ１３７０８等を含む。本発明は、表示部１３７０３を構成する表示装
置に用いることができる。また本発明により、図１２（Ｈ）に示す携帯電話が完成される
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【０１３６】
上述の様に、様々な電子機器が表示部を有し、その表示部で画像情報等が表示される。し
かし、表示部の表示装置内の複数の画素回路に設けられている表示素子に電気的に接続さ
れているトランジスタの閾値は画素回路毎にばらつきが生じると、表示している画像情報
の品質を低下させる。そのため、画素回路毎のトランジスタの閾値バラツキを低減するこ
とが望まれる。本発明を構成する表示装置を適用することによって、画素回路毎のトラン
ジスタの閾値バラツキを低減することが実現される。
【０１３７】
したがって、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用いることが可
能である。また本実施の形態の電子機器は、他の実施の形態の表示装置のいずれの構成を
用いても良い。
【符号の説明】
【０１３８】
１１～１３　ノード
１０１　トランジスタ
１０２　容量素子
１０３　表示素子
１０３Ａ　表示素子の第１の電極
１０３Ｂ　表示素子の第２の電極
２１１～２１３　配線
３０１～３０４　スイッチ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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