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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  第１発光色の第１有機ＥＬ素子および第１画素回路を含む第１副画素と、第２発光色の
第２有機ＥＬ素子および第２画素回路を含む第２副画素と、第３発光色の第３有機ＥＬ素
子および第３画素回路を含む第３副画素とを画素ごとに有する表示部を備え、
  前記第１画素回路、前記第２画素回路および前記第３画素回路は、それぞれ、映像信号
を書き込む書き込み用の第１トランジスタと、前記第１トランジスタによって書き込まれ
た映像信号に基づいて前記有機ＥＬ素子を駆動する駆動用の第２トランジスタと、保持容
量とを有し、
　複数の前記画素は、行列状に配置され、
　前記第１副画素、前記第２副画素および前記第３副画素は、行方向にこの順で繰り返し
配置され、
　前記第２副画素の前記第１トランジスタおよび前記第２トランジスタは、前記第２副画
素の前記保持容量と比べて、前記第１副画素から離れて配置され、
　前記第３副画素の前記第１トランジスタおよび前記第２トランジスタは、前記第３副画
素の前記保持容量と比べて、前記第１副画素から離れて配置されている
  表示装置。
【請求項２】
  前記第１有機ＥＬ素子は、前記第１トランジスタおよび前記第２トランジスタを劣化さ
せ得る光を発生する有機層を有する
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  請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
  前記有機層は、青色光を発する材料を含んで構成されている
  請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
  前記第２副画素の前記第１トランジスタおよび前記第２トランジスタ、ならびに前記第
３副画素の前記第１トランジスタおよび前記第２トランジスタは、アモルファスシリコン
（ａ－Ｓｉ）または微結晶Ｓｉ（μ－Ｓｉ）を含むチャネルを有する
  請求項２に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ(electro luminescence)素子を備えた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像表示を行う表示装置の分野では、画素の発光素子として、流れる電流値に応
じて発光輝度が変化する電流駆動型の光学素子、例えば有機ＥＬ素子を用いた表示装置が
開発され、商品化が進められている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　有機ＥＬ素子は、液晶素子などと異なり自発光素子である。そのため、有機ＥＬ素子を
用いた表示装置（有機ＥＬ表示装置）では、光源（バックライト）が必要ないので、光源
を必要とする液晶表示装置と比べて画像の視認性が高く、消費電力が低く、かつ素子の応
答速度が速い。
【０００４】
　有機ＥＬ表示装置では、液晶表示装置と同様、その駆動方式として単純（パッシブ）マ
トリクス方式とアクティブマトリクス方式とがある。前者は、構造が単純であるものの、
大型かつ高精細の表示装置の実現が難しいなどの問題がある。そのため、現在では、アク
ティブマトリクス方式の開発が盛んに行なわれている。この方式は、画素ごとに配した発
光素子に流れる電流を、発光素子ごとに設けた駆動回路内に設けた能動素子（一般にはＴ
ＦＴ(Thin Film Transistor;薄膜トランジスタ)）によって制御するものである。
【０００５】
　図１５は、一般的な有機ＥＬ表示装置の概略構成を表したものである。図１５に記載の
表示装置１００は、複数の画素１２０がマトリクス状に配置された表示部１１０と、各画
素１２０を駆動する駆動部（水平駆動回路１３０、書き込み走査回路１４０および電源走
査回路１５０）とを備えている。
【０００６】
　各画素１２０は、赤色用のピクセル１２０Ｒ、緑色用のピクセル１２０Ｇおよび青色用
のピクセル１２０Ｂを含んで構成されている。ピクセル１２０Ｒ，１２０Ｇ，１２０Ｂは
、図１６、図１７に示したように、有機ＥＬ素子１２１（有機ＥＬ素子１２１Ｒ，１２１
Ｇ，１２１Ｂ）およびそれに接続された画素回路１２２により構成されている。なお、図
１６は、ピクセル１２０Ｒ，１２０Ｇ，１２０Ｂの回路構成を表したものである。図１７
は、ピクセル１２０Ｒ，１２０Ｇ，１２０Ｂのレイアウトを表したものである。
【０００７】
　画素回路１２２は、サンプリング用のトランジスタＴWS、保持容量Ｃs、駆動用のトラ
ンジスタＴDrによって構成されたものであり、２Ｔｒ１Ｃの回路構成となっている。書き
込み走査回路１４０から引き出されたゲート線ＷＳＬが行方向に延在して形成されており
、コンタクト１２６Ａを介して、トランジスタＴWSのゲート１２３Ａに接続されている。
電源走査回路１５０から引き出されたドレイン線ＤＳＬも行方向に延在して形成されてお
り、引出配線１２８Ａを介して、トランジスタＴDrのドレイン１２４Ｃに接続されている
。また、水平駆動回路１３０から引き出された信号線ＤＴＬは列方向に延在して形成され
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ており、コンタクト１２６Ｂおよび引出配線１２８Ｂを介して、トランジスタＴWSのドレ
イン１２３Ｃに接続されている。トランジスタＴWSのソース１２３Ｂは、コンタクト１２
６Ｃを介して、駆動用のトランジスタＴDrのゲート１２４Ａと、保持容量Ｃsの一端（端
子１２５Ａ）とに接続されている。トランジスタＴDrのソース１２４Ｂと保持容量Ｃsの
他端（端子１２５Ｂ）とが、コンタクト１２６Ｄを介して、有機ＥＬ素子１２１のアノー
ド１２７Ａに接続されている。有機ＥＬ素子１２１のカソード１２７Ｂは、外部カソード
線ＣＴＬに接続されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－０８３２７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　図１８は、図１７のＡ－Ａ矢視方向の断面構成の一例を表したものである。ピクセル１
２０Ｒ，１２０Ｇ，１２０Ｂは、図１７のＡ－Ａ線に対応する部分において、基板１１１
上に、ゲート絶縁膜１１２、絶縁保護膜１１３および絶縁平坦化膜１１４を有している。
基板１１１とゲート絶縁膜１１２との間には、ゲート１２４Ａ（端子１２５Ａ）と、ゲー
ト１２３Ａとが形成されている。
【００１０】
　ゲート絶縁膜１１２と絶縁保護膜１１３との間であって、かつゲート１２４Ａの直上に
は、チャネル１３１と、ソース１３２，１２４Ｂと、ドレイン１３３，１２４Ｃと、保護
膜１３４とが形成されている。チャネル１３１はゲート絶縁膜１１２のうちゲート１２４
Ａの直上に接して形成されている。また、ゲート絶縁膜１１２と絶縁保護膜１１３との間
であって、かつゲート１２３Ａの直上には、チャネル１３５と、ドレイン１３６，１２３
Ｃと、ソース１３７，１２３Ｂと、保護膜１３８とが形成されている。
【００１１】
　絶縁平坦化膜１１４上には、有機ＥＬ素子１２１が形成されている。有機ＥＬ素子１２
１は、例えば、アノード１２７Ａ（陽極）、有機層１２７Ｃおよびカソード１２７Ｂ（陰
極）が基板１１１側から順に積層された構造となっている。アノード１２７Ａと同一の面
内には、アノード１２７Ａと所定の間隙を介してカソード補助配線１１７が設けられてお
り、アノード１２７Ａとカソード補助配線１１７との間には開口１１７Ａが存在している
。
【００１２】
　有機ＥＬ素子１２１は、例えば、図１８に示したように、アノード１２７Ａ（陽極）、
有機層１２７Ｃおよびカソード１２７Ｂ（陰極）が基板１１１側から順に積層された構造
となっている。アノード１２７Ａは反射層としての機能を有しており、カソード１２７Ｂ
は半透過性反射層としての機能を有している。これらアノード１２７Ａとカソード１２７
Ｂとにより、有機層１２７Ｃに含まれる発光層（図示せず）において発生した光を共振さ
せる共振器構造が構成されている。すなわち、アノード１２７Ａの有機層１２７Ｃ側の表
面と、カソード１２７Ｂの有機層１２７Ｃ側の表面とにより一対の反射鏡が構成されてお
り、発光層で発生した光がこの一対の反射鏡によって共振し、カソード１２７Ｂ側から取
り出される。これにより、発光層で発生した光が多重干渉を起こし、共振器構造が一種の
狭帯域フィルタとして作用することにより、取り出される光のスペクトルの半値幅が減少
し、色純度が向上する。
【００１３】
　有機ＥＬ素子１２１のアノード１２７Ａと同一面内には、開口規定絶縁膜１１５が形成
されており、有機ＥＬ素子１２１上には絶縁保護膜１１６が形成されている。開口規定絶
縁膜１１５は、アノード１２７Ａに対応して開口（ＥＬ開口部１１５Ａ）を有している。
ＥＬ開口部１１５Ａは、アノード１２７Ａの上面との対向領域の一部に形成されており、
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開口規定絶縁膜１１５が、アノード１２７Ａの外縁（周縁）を覆っている。つまり、ＥＬ
開口部１１５Ａの底面には、アノード１２７Ａの上面の一部だけが露出しており、有機層
１２７Ｃは、アノード１２７Ａの上面のうちＥＬ開口部１１５Ａの底面に露出している部
分と接している。
【００１４】
　アノード１２７Ａと同一面内において、アノード１２７Ａの周囲には、アノード１２７
Ａを取り囲むカソード補助配線１１７が形成されている。カソード補助配線１１７は、カ
ソード１２７Ｂの面内電位分布を均一化するために設けられたものであり、カソード１２
７Ｂと電気的に接続されている。また、カソード補助配線１１７は、アノード１２７Ａと
所定の間隙を介して配置されており、アノード１２７Ａとの間に開口１１７Ａが存在して
いる。従って、カソード補助配線１１７は、アノード１２７Ａに対して絶縁性を保ってい
る。
【００１５】
　ここで、図１８に示したように、発光層で発生した光のうち一部の光Ｌはカソード１２
７Ｂ側から出力されずに、隣接するピクセルに漏れ出す。この漏れ出した光Ｌが、隣接す
るピクセル内のトランジスタＴDr，ＴWSのチャネル１３１に入射した場合には、光リーク
電流が増加するなど、画素回路１２２の誤動作の原因となる。
【００１６】
　特に、チャネル１３１に波長の短い青色光が入射すると、時間の経過と共にゲートの閾
値電圧Ｖthがシフトするなど、ＴＦＴ特性が変動し、ＴＦＴの長期信頼性が低下してしま
う問題があった。チャネル１３１がアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）または微結晶Ｓｉ
（μ－Ｓｉ）を含んで構成されている場合には、ＴＦＴの長期信頼性の低下が顕著であっ
た。
【００１７】
　例えば、図１９に示したように、一の画素１２０に含まれるピクセル１２０Ｂが、その
画素１２０に含まれるピクセル１２０Ｇと、その画素１２０に隣接する他の画素１２０に
含まれるピクセル１２０Ｒとの間に配置されているとする。この場合には、ピクセル１２
０Ｂの有機層１２７Ｃから漏れ出た青色の光Ｌがピクセル１２０Ｇ内のトランジスタＴDr

と、ピクセル１２０Ｒ内のトランジスタＴWSに入射し、トランジスタＴDr，ＴWSの長期信
頼性が低下してしまうという問題があった。
【００１８】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、トランジスタ長期信頼性
の低下を低減することの可能な表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の表示装置は、第１副画素、第２副画素および第３副画素を有する表示部を備え
たものである。第１副画素は、第１発光色の第１有機ＥＬ素子および第１画素回路を含む
。第２副画素は、第２発光色の第２有機ＥＬ素子および第２画素回路を含む。第３副画素
は、第３発光色の第３有機ＥＬ素子および第３画素回路を含む。第１画素回路、第２画素
回路および第３画素回路は、それぞれ、映像信号を書き込む書き込み用の第１トランジス
タと、第１トランジスタによって書き込まれた映像信号に基づいて有機ＥＬ素子を駆動す
る駆動用の第２トランジスタと、保持容量とを有している。複数の前記画素は、行列状に
配置されている。第１副画素、第２副画素および第３副画素は、行方向にこの順で繰り返
し配置されている。第２副画素の第１トランジスタおよび第２トランジスタは、第２副画
素の保持容量と比べて、第１副画素から離れて配置されている。さらに、第３副画素の第
１トランジスタおよび第２トランジスタは、第３副画素の保持容量と比べて、第１副画素
から離れて配置されている。
【００２０】
　本発明の表示装置では、第２副画素の第１トランジスタおよび第２トランジスタは、第
２副画素の保持容量と比べて、第１副画素から離れて配置されている。そのため、第２副
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画素の第１トランジスタおよび第２トランジスタの、第１有機ＥＬ素子までの距離Ａが、
第２副画素の保持容量の、第１有機ＥＬ素子までの距離Ｂよりも近い場合と比べて、第１
有機ＥＬ素子内の有機層から漏れ出た光の、第２副画素の第１トランジスタおよび第２ト
ランジスタへの入射量が少ない。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の表示装置によれば、上記の距離Ａが上記の距離Ｂよりも近い場合と比べて、第
１有機ＥＬ素子内の有機層から漏れ出た光の、第２副画素の第１トランジスタおよび第２
トランジスタへの入射量が少なくなるようにした。これにより、第１有機ＥＬ素子が第２
副画素の第１トランジスタおよび第２トランジスタを劣化させ得る光を発生する有機層を
有している場合に、第２副画素の第１トランジスタおよび第２トランジスタの長期信頼性
の低下を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施の形態に係る表示装置の概略図である。
【図２】図１のピクセルの回路図である。
【図３】図１の赤色用のピクセルのレイアウト図である。
【図４】図１の青色用および緑色用のピクセルのレイアウト図である。
【図５】図１の画素のレイアウト図である。
【図６】図３のピクセルのＡ－Ａ矢視方向の断面図である。
【図７】図３のピクセルのＢ－Ｂ矢視方向の断面図である。
【図８】図１のピクセルのＶ－Ｉ特性を表す特性図である。
【図９】上記実施の形態の表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である。
【図１０】上記実施の形態の表示装置の適用例１の外観を表す斜視図である。
【図１１】（Ａ）は適用例２の表側から見た外観を表す斜視図であり、（Ｂ）は裏側から
見た外観を表す斜視図である。
【図１２】適用例３の外観を表す斜視図である。
【図１３】適用例４の外観を表す斜視図である。
【図１４】（Ａ）は適用例５の開いた状態の正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じ
た状態の正面図、（Ｄ）は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面
図である。
【図１５】従来の表示装置の概略図である。
【図１６】図１５のピクセルの回路図である。
【図１７】図１５のピクセルのレイアウト図である。
【図１８】図１７のピクセルのＡ－Ａ矢視方向の断面図である。
【図１９】図１５の画素のレイアウト図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、発明を実施するための最良の形態について、図面を参照して詳細に説明する。な
お、説明は以下の順序で行う。

　　１．概略構成
　　２．レイアウト
　　３．断面構成
　　４．動作・効果
　　５．変形例
　　６．モジュールおよび適用例
【００２４】
 [概略構成]
　図１は、本発明の一実施の形態に係る表示装置１の全体構成の一例を表したものである
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。この表示装置１は、例えば、ガラス，シリコン（Ｓｉ）ウェハあるいは樹脂などよりな
る基板４０（後述）上に、表示部１０と、表示部１０の周辺に形成された周辺回路部２０
（駆動部）とを備えている。
【００２５】
　表示部１０は、複数の画素１１を表示部１０の全面に渡ってマトリクス状に配置したも
のであり、外部から入力された映像信号２０ａに基づく画像をアクティブマトリクス駆動
により表示するものである。各画素１１は、赤色用のピクセル１１Ｒと、緑色用のピクセ
ル１１Ｇと、青色用のピクセル１１Ｂとを含んでいる。
【００２６】
　  図２は、ピクセル１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂの回路構成の一例を表したものである。ピ
クセル１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂ内には、図２に示したように、有機ＥＬ素子１２（１２Ｒ
，１２Ｇ，１２Ｂ）と、画素回路１３とが設けられている。
【００２７】
　画素回路１３は、トランジスタＴWSと、トランジスタＴDrと、トランジスタＴDrのゲー
ト－ソース間に接続された保持容量Ｃsとを含んで構成されたものであり、２Ｔｒ１Ｃの
回路構成となっている。トランジスタＴWSは、映像信号を書き込む書き込み用のトランジ
スタである。トランジスタＴDrは、トランジスタＴWSによって書き込まれた映像信号に基
づいて有機ＥＬ素子１２を駆動する駆動用のトランジスタである。トランジスタＴWS，Ｔ

Drは、例えば、ｎチャネルＭＯＳ型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ（Thin Film Transistor
））により形成されている。
【００２９】
　周辺回路部２０は、タイミング制御回路２１と、水平駆動回路２２と、書き込み走査回
路２３と、電源走査回路２４とを有している。タイミング制御回路２１は、表示信号生成
回路２１Ａと、表示信号保持制御回路２１Ｂとを含んでいる。また、周辺回路部２０には
、ゲート線ＷＳＬと、ドレイン線ＤＳＬと、信号線ＤＴＬと、グラウンド線ＧＮＤとが設
けられている。なお、グラウンド線は、グラウンドに接続されるものであり、グラウンド
に接続されたときにグラウンド電圧（参照電圧）となる。
【００３０】
　表示信号生成回路２１Ａは、外部から入力された映像信号２０ａに基づいて、例えば１
画面ごと（１フィールドの表示ごと）に表示部１０に表示するための表示信号２１ａを生
成するものである。
【００３１】
　表示信号保持制御回路２１Ｂは、表示信号生成回路２１Ａから出力された表示信号２１
ａを１画面ごと（１フィールドの表示ごと）に、例えばＳＲＡＭ（Static Random Access
 Memory）などから構成されたフィールドメモリに格納して保持するものである。この表
示信号保持制御回路２１Ｂはまた、各画素１１を駆動する水平駆動回路２２、書き込み走
査回路２３および電源走査回路２４が連動して動作するように制御する役割も果たしてい
る。具体的には、表示信号保持制御回路２１Ｂは、書き込み走査回路２３に対しては制御
信号２１ｂを、電源走査回路２４に対しては制御信号２１ｃを、表示信号駆動回路２１Ｃ
に対しては制御信号２１ｄをそれぞれ出力するようになっている。
【００３２】
　水平駆動回路２２は、表示信号保持制御回路２１Ｂから出力された制御信号２１ｄに応
じた電圧を出力可能となっている。具体的には、水平駆動回路２２は、表示部１０の各画
素１１に接続された信号線ＤＴＬを介して、書き込み走査回路２３により選択された画素
１１へ所定の電圧を供給するようになっている。
【００３３】
　書き込み走査回路２３は、表示信号保持制御回路２１Ｂから出力された制御信号２１ｂ
に応じた電圧を出力可能となっている。具体的には、書き込み走査回路２３は、表示部１
０の各画素１１に接続されたゲート線ＷＳＬを介して、駆動対象の画素１１へ所定の電圧
を供給し、サンプリング用のトランジスタＴWSを制御するようになっている。
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【００３４】
　電源走査回路２４は、表示信号保持制御回路２１Ｂから出力された制御信号２１ｃに応
じた電圧を出力可能となっている。具体的には、電源走査回路２４は、表示部１０の各画
素１１に接続されたドレイン線ＤＳＬを介して、駆動対象の画素１１へ所定の電圧を供給
し、有機ＥＬ素子１２Ｒ等の発光および消光を制御するようになっている。
【００３５】
[レイアウト]
　次に、図２～図５を参照して、各構成要素の接続関係および配置について説明する。な
お、図３は、ピクセル１１Ｒのレイアウトの一例を表したものであり、図４は、ピクセル
１１Ｇ，１１Ｂのレイアウトの一例を表したものである。図５は、画素１１のレイアウト
の一例を表したものである。なお、図５には、一の画素１１に含まれるピクセル１１Ｇ，
１１Ｂと、その画素１１に隣接する他の画素１１に含まれるピクセル１１Ｒとが示されて
いる。
【００３６】
　まずは、各ピクセル１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂの共通事項について説明する。書き込み走
査回路２３から引き出されたゲート線ＷＳＬは、行方向に延在して形成されており、コン
タクト３４Ａを介して、トランジスタＴWSのゲート３１Ａに接続されている。電源走査回
路２４から引き出されたドレイン線ＤＳＬも行方向に延在して形成されており、引出配線
３６Ａを介して、トランジスタＴDrのドレイン３２Ｃに接続されている。また、水平駆動
回路２２から引き出された信号線ＤＴＬは列方向に延在して形成されており、コンタクト
３４Ｂおよび引出配線３６Ｂを介して、トランジスタＴWSのドレイン３１Ｃに接続されて
いる。トランジスタＴWSのソース３１Ｂは駆動用のトランジスタＴDrのゲート３２Ａと、
保持容量Ｃsの一端（端子３３Ａ）に接続されている。トランジスタＴDrのソース３２Ｂ
と保持容量Ｃsの他端（端子３３Ｂ）とが、コンタクト３４Ｄを介して、有機ＥＬ素子１
２のアノード３５Ａに接続されている。有機ＥＬ素子１２のカソード３５Ｂは、カソード
線ＣＴＬに接続されている。
【００３７】
　次に、ピクセル１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂとの相違事項について主に説明する。ピクセル
１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂは、一の画素１１内において、行方向にこの順に配置されている
。つまり、ピクセル１１Ｒの右隣り（行方向の右隣り）にはピクセル１１Ｇが配置されて
おり、ピクセル１１Ｇの右隣りにはピクセル１１Ｂが配置されており、ピクセル１１Ｂの
右隣りには他の画素１１のピクセル１１Ｒが配置されている。
【００３８】
　ピクセル１１Ｒは、例えば、図３、図５に示したように、ピクセル１１Ｂのレイアウト
を左右反転させたレイアウトとなっている。ピクセル１１Ｒ内のトランジスタＴDr，ＴWS

は、ピクセル１１Ｒ内の保持容量Ｃsと比べて、隣接するピクセル１１Ｂ内の有機ＥＬ素
子１１Ｂから離れて配置されている。つまり、ピクセル１１Ｒ内のトランジスタＴDr，Ｔ

WSは、ピクセル１１Ｒ内の保持容量Ｃsのうちピクセル１１Ｂ側の端部に接すると共に列
方向に延在する直線ＬRとの関係で、隣接するピクセル１１Ｂ内の有機ＥＬ素子１１Ｂと
は反対側に配置されている。ピクセル１１Ｒ内のトランジスタＴDr，ＴWSは、図５に示し
たように、ピクセル１１Ｒ内の保持容量Ｃsとの関係で、隣接するピクセル１１Ｂ内の有
機ＥＬ素子１１Ｂとは反対側に配置されていることが好ましい。つまり、ピクセル１１Ｒ
内のトランジスタＴDr，ＴWSは、ピクセル１１Ｒ内において、隣接するピクセル１１Ｂ内
の有機ＥＬ素子１１Ｂから最も離れた領域に配置されていることが好ましい。
【００３９】
　ピクセル１１Ｇは、例えば、図４、図５に示したように、ピクセル１１Ｒのレイアウト
を左右反転させたレイアウトとなっている。ピクセル１１Ｇ内のトランジスタＴDr，ＴWS

は、ピクセル１１Ｇ内の保持容量Ｃsと比べて、隣接するピクセル１１Ｂ内の有機ＥＬ素
子１１Ｂから離れて配置されている。つまり、ピクセル１１Ｇ内のトランジスタＴDr，Ｔ

WSは、ピクセル１１Ｇ内の保持容量Ｃsのうちピクセル１１Ｂ側の端部に接すると共に列
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方向に延在する直線ＬGとの関係で、隣接するピクセル１１Ｂ内の有機ＥＬ素子１１Ｂと
は反対側に配置されている。ピクセル１１Ｇ内のトランジスタＴDr，ＴWSは、ピクセル１
１Ｇ内の保持容量Ｃsとの関係で、隣接するピクセル１１Ｂ内の有機ＥＬ素子１１Ｂとは
反対側に配置されていることが好ましい。つまり、ピクセル１１Ｇ内のトランジスタＴDr

，ＴWSは、ピクセル１１Ｇ内において、隣接するピクセル１１Ｂ内の有機ＥＬ素子１１Ｂ
から最も離れた領域に配置されていることが好ましい。
【００４０】
　ピクセル１１Ｂは、例えば、図５に示したように、ピクセル１１Ｇのレイアウトと同一
のレイアウトとなっている。ピクセル１１Ｂ内のトランジスタＴDr，ＴWSは、ピクセル１
１Ｂ内の保持容量Ｃsと比べて、隣接するピクセル１１Ｇ内の有機ＥＬ素子１１Ｇに近接
して配置されている。なお、ピクセル１１Ｂは、ピクセル１１Ｇのレイアウトと異なるレ
イアウトとなっていてもよい。
【００４１】
［断面構成］
　図６は、図３のＡ－Ａ矢視方向の断面構成を表したものである。図６には、トランジス
タＴWSの断面が含まれている。図７は、図３のＢ－Ｂ矢視方向の断面構成を表したもので
ある。図７には、トランジスタＴDrの断面が含まれている。なお、本実施の形態では、図
６の断面構成を左右反転させたものが、例えば、図４のＡ－Ａ矢視方向の断面構成に対応
しており、図７の断面構成を左右反転させたものが、例えば、図４のＢ－Ｂ矢視方向の断
面構成に対応している。
【００４２】
　ピクセル１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂは、図３のＡ－Ａ線およびＢ－Ｂ線に対応する部分に
おいて、基板４０上に、ゲート絶縁膜４１、絶縁保護膜４２および絶縁平坦化膜４３を有
している。ゲート絶縁膜４１は、トランジスタＴWS，ＴDrのゲート絶縁膜として機能する
ものである。絶縁保護膜４２は、トランジスタＴWS，ＴDrを覆い、保護するものである。
絶縁平坦化膜４３は、有機ＥＬ素子１２の下地を平坦化することを目的として設けられた
ものであり、絶縁保護膜４２の表面全体を覆っている。
【００４３】
　図３のＡ－Ａ線に対応する部分（トランジスタＴWSの断面を含む部分）では、基板４０
とゲート絶縁膜４１との間に、ゲート３１Ａと、端子３３Ａとが形成されている。一方、
図４のＡ－Ａ線に対応する部分（トランジスタＴDrの断面を含む部分）では、基板４０と
ゲート絶縁膜４１との間に、ゲート３２Ａが形成されている。ゲート３１Ａは、おおむね
、後述のＥＬ開口部４４Ａとの対向領域の周囲に形成されている。端子３３Ａおよびゲー
ト３２Ａは、おおむね、ＥＬ開口部４４Ａとの対向領域に形成されている。ゲート絶縁膜
４１は、基板４０、ゲート３１Ａ，３２Ａおよび端子３３Ａを含む表面全体を覆っている
。
【００４４】
　ゲート絶縁膜４１と絶縁保護膜４２との間であって、かつゲート３１Ａの直上には、チ
ャネル５１と、ソース５２，３１Ｂと、ドレイン５３，３１Ｃと、引出配線３６Ｂと、保
護膜５４とが形成されている。チャネル５１はゲート絶縁膜４１のうちゲート３１Ａの直
上に接して形成されている。ソース５２はチャネル５１の一端に接して形成されており、
その上にソース３１Ｂがソース５２に接して形成されている。ドレイン５３はチャネル５
１の他端に接して形成されており、その上にドレイン３１Ｃがドレイン５３に接して形成
されている。チャネル５１、ソース５２およびドレイン５３は、例えば、アモルファスシ
リコン（ａ－Ｓｉ）、微結晶Ｓｉ（μ－Ｓｉ）または低温ポリシリコンを含んで構成され
ている。保護膜５４は、ソース５２，３１Ｂと、ドレイン５３，３１Ｃとの間に形成され
ており、チャネル５１のうちソース５２およびドレイン５３との非接触領域を覆っている
。
【００４５】
　ゲート絶縁膜４１と絶縁保護膜４２との間であって、かつゲート３２Ａの直上には、チ
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ャネル５５と、ソース５６，３２Ｂと、ドレイン５７，３２Ｃと、保護膜５８とが形成さ
れている。また、ゲート絶縁膜４１と絶縁保護膜４２との間であって、かつドレイン３２
Ｃの脇には、引出配線３６Ｂが形成されている。チャネル５５はゲート絶縁膜４１のうち
ゲート３２Ａの直上に接して形成されている。ソース５６はチャネル５５の一端に接して
形成されており、その上にソース３２Ｂがソース５６に接して形成されている。ドレイン
５７はチャネル５５の他端に接して形成されており、その上にドレイン３２Ｃがドレイン
５７に接して形成されている。チャネル５５、ソース５６およびドレイン５７は、例えば
、アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）、微結晶Ｓｉ（μ－Ｓｉ）または低温ポリシリコン
を含んで構成されている。保護膜５８は、ソース５６，３２Ｂと、ドレイン５７，３２Ｃ
との間に形成されており、チャネル５５のうちソース５６およびドレイン５７との非接触
領域を覆っている。
【００４６】
　ピクセル１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂは、絶縁平坦化膜４３上に、有機ＥＬ素子１２を有し
ている。有機ＥＬ素子１２は、例えば、アノード３５Ａ（陽極）、有機層３５Ｃおよびカ
ソード３５Ｂ（陰極）が基板４０側から順に積層された構造となっている。有機層３５Ｃ
は、例えば、アノード３５Ａ側から順に、正孔注入効率を高める正孔注入層と、発光層へ
の正孔輸送効率を高める正孔輸送層と、電子と正孔との再結合による発光を生じさせる発
光層と、発光層への電子輸送効率を高める電子輸送層とを含んでいる。ピクセル１１Ｒの
有機層３５Ｃは、赤色光を発する材料を含んで構成されている。ピクセル１１Ｇの有機層
３５Ｃは、緑色光を発する材料を含んで構成されている。ピクセル１１Ｂの有機層３５Ｃ
は、青色光を発する材料を含んで構成されている。ピクセル１１Ｂの有機層３５Ｃから発
せられる青色光は、ピクセル１１Ｂに隣接するピクセル１１Ｒ，１１Ｇ内のトランジスタ
を劣化させ得る性質を強く有している。なお、ピクセル１１Ｒの有機層３５Ｃから発せら
れる赤色光や、ピクセル１１Ｇの有機層３５Ｃから発せられる緑色光についても、ピクセ
ル１１Ｒまたは１１Ｇに隣接するピクセル内のトランジスタを劣化させ得る性質をわずか
ではあるが有している。
【００４７】
　アノード３５Ａは反射層としての機能を有しており、カソード３５Ｂは半透過性反射層
としての機能を有している。これらアノード３５Ａとカソード３５Ｂとにより、発光層３
５Ｃにおいて発生した光を共振させる共振器構造が構成されている。すなわち、アノード
３５Ａの有機層３５Ｃ側の表面と、カソード３５Ｂの有機層３５Ｃ側の表面とにより一対
の反射鏡が構成されており、発光層３５Ｃで発生した光がこの一対の反射鏡によって共振
し、カソード３５Ｂ側から取り出される。これにより、発光層３５Ｃで発生した光が多重
干渉を起こし、共振器構造が一種の狭帯域フィルタとして作用することにより、取り出さ
れる光のスペクトルの半値幅が減少し、色純度が向上する。
【００４８】
　ピクセル１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂは、有機ＥＬ素子１２のアノード３５Ａと同一面内に
開口規定絶縁膜４４を有しており、有機ＥＬ素子１２上に絶縁保護膜４５を有している。
【００４９】
　開口規定絶縁膜４４は、アノード３５Ａに対応して開口（ＥＬ開口部４４Ａ）を有して
いる。ＥＬ開口部４４Ａは、アノード３５Ａの上面との対向領域の一部に形成されており
、開口規定絶縁膜４４が、アノード３５Ａの外縁（周縁）を覆っている。つまり、ＥＬ開
口部４４Ａの底面には、アノード３５Ａの上面の一部だけが露出しており、有機層３５Ｃ
は、アノード３５Ａの上面のうちＥＬ開口部４４Ａの底面に露出している部分と接してい
る。
【００５０】
　絶縁保護膜４５は、カソード３５Ｂの表面全体を覆っている。絶縁保護膜４５は、有機
ＥＬ素子１２で発光した光に対して透明な材料によって形成されている。そのため、絶縁
保護膜４５は、有機ＥＬ素子１２の発光光だけでなく、有機ＥＬ素子１２の発光光と共通
する波長帯の外光も透過することが可能となっている。
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【００５１】
　アノード３５Ａと同一面内において、アノード３５Ａの周囲には、アノード３５Ａを取
り囲むカソード補助配線４６が形成されている。カソード補助配線４６は、カソード３５
Ｂの面内電位分布を均一化するために設けられたものであり、カソード３５Ｂと電気的に
接続されている。また、カソード補助配線４６は、アノード３５Ａと所定の間隙を介して
配置されており、アノード３５Ａとの間に開口４６Ａが存在している。従って、カソード
補助配線４６は、アノード３５Ａに対して絶縁性を保っている。
【００５２】
［動作・効果］
　本実施の形態の表示装置１では、各ピクセル１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂにおいて画素回路
１３がオンオフ制御され、各ピクセル１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂの有機ＥＬ素子１２に駆動
電流が注入されることにより、正孔と電子とが再結合して発光が起こる。この光は、アノ
ード３５Ａとカソード３５Ｂとの間で多重反射し、カソード３５Ｂを透過して外部に取り
出される。その結果、表示部１０において画像が表示される。
【００５３】
　ところで、一般に、有機ＥＬ表示装置では、例えば、図６、図７、図１８に示したよう
に、有機層３５Ｃ（１２７Ｃ）で発生した光のうち一部の光Ｌはカソード３５Ｂ（１２７
Ｂ）側から出力されずに、隣接するピクセルに漏れ出す。この漏れ出した光Ｌが、例えば
、図１９に示したように、隣接するピクセル内のトランジスタＴDr，ＴWS（特にチャネル
１３１）に入射した場合には、光リーク電流が増加するなど、画素回路１２２の誤動作の
原因となる。
【００５４】
　特に、チャネル１３１に波長の短い青色光が入射すると、時間の経過と共にゲートの閾
値電圧Ｖthがシフトするなど、ＴＦＴ特性が変動し、ＴＦＴの長期信頼性が低下してしま
う。チャネル１３１がアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）または微結晶Ｓｉ（μ－Ｓｉ）
を含んで構成されている場合には、ＴＦＴの長期信頼性の低下が顕著であった。
【００５５】
　例えば、図１９に示したように、一の画素１２０に含まれるピクセル１２０Ｂが、その
画素１２０に含まれるピクセル１２０Ｇと、その画素１２０に隣接する他の画素１２０に
含まれるピクセル１２０Ｒとの間に配置されているとする。この場合には、ピクセル１２
０Ｂの有機層１２７Ｃから漏れ出た青色の光Ｌがピクセル１２０Ｇ内のトランジスタＴDr

と、ピクセル１２０Ｒ内のトランジスタＴWSに入射し、トランジスタＴDr，ＴWSの長期信
頼性が低下してしまう問題が発生していた。
【００５６】
　一方、本実施の形態では、例えば、図５に示したように、ピクセル１１Ｂに隣接するピ
クセル１１Ｒ内のトランジスタＴDr，ＴWSが、ピクセル１１Ｒ内の保持容量Ｃｓと比べて
、ピクセル１１Ｂから離れて配置されている。さらに、ピクセル１１Ｂに隣接するピクセ
ル１１Ｇ内のトランジスタＴDr，ＴWSが、ピクセル１１Ｇ内の保持容量Ｃｓと比べて、ピ
クセル１１Ｂから離れて配置されている。そのため、ピクセル１１Ｒ内のトランジスタＴ

Dr，ＴWSの、ピクセル１１Ｂ内の有機ＥＬ素子１２までの距離Ａ１がピクセル１１Ｒ内の
保持容量Ｃｓの、ピクセル１１Ｂ内の有機ＥＬ素子１２までの距離Ｂ１よりも遠い。さら
に、ピクセル１１Ｇ内のトランジスタＴDr，ＴWSの、ピクセル１１Ｂ内の有機ＥＬ素子１
２までの距離Ａ２がピクセル１１Ｇ内の保持容量Ｃｓの、ピクセル１１Ｂ内の有機ＥＬ素
子１２までの距離Ｂ２よりも遠い。これにより、距離Ａ１が距離Ｂ１よりも近く、さらに
距離Ａ２が距離Ｂ２よりも近い場合と比べて、ピクセル１１Ｂ内の有機層３５Ｃから漏れ
出た光Ｌの、隣接するピクセル１１Ｂ，１１Ｇ内のトランジスタＴDr，ＴWSへの入射量が
少ない。その結果、チャネル５１，５５がアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）または微結
晶Ｓｉ（μ－Ｓｉ）を含んで構成されている場合であっても、トランジスタの長期信頼性
の低下を低減することができる。
【００５７】
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　ところで、トランジスタＴDr，ＴWSの劣化の予測が可能な場合には、トランジスタＴDr

，ＴWSの特性が変化したときでも、有機ＥＬ素子１２に印加する電圧を所望の値に設定（
補正）することが可能である。しかし、波長の短い青色光がトランジスタＴDr，ＴWSのチ
ャネルに入射し、それによってトランジスタＴDr，ＴWSの特性が変化した場合には、その
変化を正しく予測することが難しい。例えば、図８に示したように、青色光の照射によっ
て、トランジスタＴDr，ＴWSのＶｄｓ－Ｉｄｓ特性において、Ｓ値が徐々に小さくなるが
、このＳ値の変化の予測は大変難しい。そのため、青色光による劣化を考慮して、有機Ｅ
Ｌ素子１２に印加する電圧を所望の値に設定（補正）することは容易ではない。
【００５８】
　しかし、本実施の形態では、上述したように、ピクセル１１Ｂ内の有機層３５Ｃから漏
れ出た光Ｌの、隣接するピクセル１１Ｒ，１１Ｇ内のトランジスタＴDr，ＴWSへの入射量
が少ない。そのため、青色光による劣化を考慮した補正は、ほとんど必要ないので、高い
表示品質を長期間に渡って維持することが可能である。
【００５９】
［変形例］
　上記実施の形態では、一つの画素１１内に、３色の光を発するピクセル１１Ｒ，１１Ｇ
，１１Ｂが設けられている場合が例示されていたが、それ以外の光を発するピクセルがさ
らに設けられていてもよい。また、一つの画素１１内に、ピクセル１１Ｒ，１１Ｇ以外の
ピクセルが設けられていてもよい。いずれにおいても、ピクセル１１Ｂに隣接する他のピ
クセルにおいて、トランジスタＴDr，ＴWSがピクセル１１Ｂからできるだけ離れた位置に
配置されていることが好ましい。
【００６０】
＜モジュールおよび適用例＞
　以下、上記実施の形態およびその変形例で説明した表示装置の適用例について説明する
。上記実施の形態等の表示装置は、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソ
ナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力
された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあ
らゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが可能である。
【００６１】
［モジュール］
　上記実施の形態等の表示装置は、例えば、図９に示したようなモジュールとして、後述
する適用例１～５などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例えば、基
板２の一辺に、表示部１０を封止する部材（図示せず）から露出した領域２１０を設け、
この露出した領域２１０に、タイミング制御回路２１、水平駆動回路２２、書き込み走査
回路２３および電源走査回路２４の配線を延長して外部接続端子（図示せず）を形成した
ものである。外部接続端子には、信号の入出力のためのフレキシブルプリント配線基板（
ＦＰＣ；Flexible Printed Circuit）２２０が設けられていてもよい。
【００６２】
［適用例１］
　図１０は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表した
ものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル３１０およびフィルター
ガラス３２０を含む映像表示画面部３００を有しており、この映像表示画面部３００は、
上記実施の形態等の表示装置により構成されている。
【００６３】
［適用例２］
　図１１は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したも
のである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部４１０、表示部４２０
、メニュースイッチ４３０およびシャッターボタン４４０を有しており、その表示部４２
０は、上記実施の形態等の表示装置により構成されている。
【００６４】



(12) JP 5392545 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

［適用例３］
　図１２は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータ
の外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５１
０，文字等の入力操作のためのキーボード５２０および画像を表示する表示部５３０を有
しており、その表示部５３０は、上記実施の形態等の表示装置により構成されている。
【００６５】
［適用例４］
　図１３は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したもの
である。このビデオカメラは、例えば、本体部６１０，この本体部６１０の前方側面に設
けられた被写体撮影用のレンズ６２０，撮影時のスタート／ストップスイッチ６３０およ
び表示部６４０を有しており、その表示部６４０は、上記実施の形態等の表示装置により
構成されている。
【００６６】
［適用例５］
　図１４は、上記実施の形態等の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したもので
ある。この携帯電話機は、例えば、上側筐体７１０と下側筐体７２０とを連結部（ヒンジ
部）７３０で連結したものであり、ディスプレイ７４０，サブディスプレイ７５０，ピク
チャーライト７６０およびカメラ７７０を有している。そのディスプレイ７４０またはサ
ブディスプレイ７５０は、上記実施の形態等の表示装置により構成されている。
【００６７】
　以上、上記各実施の形態およびその変形例ならびに適用例を挙げて本発明を説明したが
、本発明はそれらに限定されるものではなく、種々変形が可能である。
【００６８】
　例えば、上記実施の形態等では、表示装置がアクティブマトリクス型である場合につい
て説明したが、アクティブマトリクス駆動のための画素回路１３の構成は上記実施の形態
等で説明したものに限られない。従って、必要に応じて容量素子やトランジスタを画素回
路１３に追加することが可能である。その場合、画素回路１３の変更に応じて、上述した
水平駆動回路２２、書き込み走査回路２３、電源走査回路２４のほかに、必要な駆動回路
を追加してもよい。
【００６９】
　また、上記実施の形態等では、水平駆動回路２２、書き込み走査回路２３および電源走
査回路２４の駆動を信号保持制御回路２１Ｂが制御していたが、他の回路がこれらの駆動
を制御するようにしてもよい。また、水平駆動回路２２、書き込み走査回路２３および電
源走査回路２４の制御は、ハードウェア（回路）で行われていてもよいし、ソフトウェア
（プログラム）で行われていてもよい。
【００７０】
　また、上記実施の形態等では、トランジスタＴWSのソースおよびドレインや、トランジ
スタＴDrのソースおよびドレインが固定されたものとして説明されていたが、いうまでも
なく、電流の流れる向きによっては、ソースとドレインの対向関係が上記の説明とは逆に
なることがある。
【００７１】
　また、上記実施の形態等では、トランジスタＴWS，ＴDrがｎチャネルＭＯＳ型のＴＦＴ
により形成されているものとして説明されていたが、トランジスタＴWS，ＴDrの少なくと
も一方がｐチャネルＭＯＳ型のＴＦＴにより形成されていてもよい。なお、トランジスタ
ＴDrがｐチャネルＭＯＳ型のＴＦＴにより形成されている場合には、上記実施の形態等に
おいて、有機ＥＬ素子１２のアノード３５Ａがカソードとなり、有機ＥＬ素子１２のカソ
ード３５Ｂがアノードとなる。また、上記実施の形態等において、トランジスタＴWS，Ｔ

Drは、常に、アモルファスシリコン型のＴＦＴやマイクロシリコン型のＴＦＴである必要
はなく、例えば、低温ポリシリコン型のＴＦＴであってもよい。
【符号の説明】
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【００７２】
　１…表示装置、１０…表示部、１１…画素、１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂ…ピクセル、１２
，１２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂ…有機ＥＬ素子、１３…画素回路、２０…周辺回路部、２１…
タイミング制御回路、２１Ａ…表示信号生成回路、２１Ｂ…表示信号保持制御回路、２２
…水平駆動回路、２３…書き込み走査回路、２４…電源走査回路、３１Ａ，３２Ａ…ゲー
ト、３１Ｂ，３２Ｂ…ソース、３１Ｃ，３２Ｃ…ドレイン、３３Ａ，３３Ｂ…端子、３４
Ａ，３４Ｂ，３４Ｃ，３４Ｄ…コンタクト、３５Ａ…アノード、３５Ｂ…カソード、３５
Ｃ…有機層、３６Ａ，３６Ｂ…引出線、４０…基板、４１…ゲート絶縁膜、４２，４５…
絶縁保護膜、４３…絶縁平坦化膜、４４…開口規定絶縁膜、４４Ａ…ＥＬ開口部、Ｃs…
保持容量、ＤＳＬ…ドレイン線、ＤＴＬ…信号線、Ｌ…外光、ＴDr，ＴWS…トランジスタ
、ＷＳＬ…ゲート線。

【図１】 【図２】
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