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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の回路と、第２の回路と、発光素子と、を有し、
　前記第１の回路は、第１の極性を有する第１の画像信号を保持する機能を有し、
　前記第２の回路は、第２の極性を有する第２の画像信号を保持する機能と、前記第２の
画像信号が有する前記第２の極性を前記第１の極性に変換することで第３の画像信号を生
成する機能と、を有し、
　前記第１の画像信号は、前記第２の回路に入力されず、
　前記発光素子は、前記第１の画像信号に従って発光する機能と、前記第３の画像信号に
従って発光する機能と、を有する発光装置。
【請求項２】
　第１の回路と、第２の回路と、発光素子と、駆動回路と、を有し、
　前記駆動回路は、第１の極性を有する第１の画像信号を生成する機能と、第２の極性を
有する第２の画像信号を生成する機能と、を有し、
　前記第１の回路は、前記第１の画像信号を保持する機能を有し、
　前記第２の回路は、前記第２の画像信号を保持する機能と、前記第２の画像信号が有す
る前記第２の極性を前記第１の極性に変換することで第３の画像信号を生成する機能と、
を有し、
　前記第１の画像信号は、前記第２の回路に入力されず、
　前記発光素子は、前記第１の画像信号に従って発光する機能と、前記第３の画像信号に
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従って発光する機能と、を有する発光装置。
【請求項３】
　第１の回路と、第２の回路と、発光素子と、駆動回路と、を有し、
　前記駆動回路は、第１の極性を有する第１の画像信号を生成する機能と、第２の極性を
有する第２の画像信号を生成する機能と、を有し、
　前記第１の回路は、前記第１の画像信号を保持する機能を有し、
　前記第２の回路は、前記第２の画像信号を保持する機能と、前記第２の画像信号が有す
る前記第２の極性を前記第１の極性に変換することで第３の画像信号を生成する機能と、
を有し、
　前記第１の画像信号は、前記第２の回路に入力されず、
　前記発光素子は、前記第１の画像信号に従って発光する機能と、前記第３の画像信号に
従って発光する機能と、を有し、
　前記駆動回路が有するトランジスタは、結晶性を有するシリコンまたは結晶性を有する
ゲルマニウムが用いられており、
　前記第１の回路が有するトランジスタは、酸化物半導体が用いられており、
　前記第２の回路が有するトランジスタは、酸化物半導体が用いられている発光装置。
【請求項４】
　第１の回路と、第２の回路と、発光素子と、を有し、
　前記第１の回路は、第１の極性を有する第１の画像信号を保持する機能を有し、
　前記第２の回路は、第２の極性を有する第２の画像信号を保持する機能と、前記第２の
画像信号が有する前記第２の極性を前記第１の極性に変換することで第３の画像信号を生
成する機能と、を有し、
　前記第１の回路は、前記第２の画像信号が有する前記第２の極性を前記第１の極性に変
換する機能を有さず、
　前記発光素子は、前記第１の画像信号に従って発光する機能と、前記第３の画像信号に
従って発光する機能と、を有する発光装置。
【請求項５】
　第１の回路と、第２の回路と、発光素子と、駆動回路と、を有し、
　前記駆動回路は、第１の極性を有する第１の画像信号を生成する機能と、第２の極性を
有する第２の画像信号を生成する機能と、を有し、
　前記第１の回路は、前記第１の画像信号を保持する機能を有し、
　前記第２の回路は、前記第２の画像信号を保持する機能と、前記第２の画像信号が有す
る前記第２の極性を前記第１の極性に変換することで第３の画像信号を生成する機能と、
を有し、
　前記第１の回路は、前記第２の画像信号が有する前記第２の極性を前記第１の極性に変
換する機能を有さず、
　前記発光素子は、前記第１の画像信号に従って発光する機能と、前記第３の画像信号に
従って発光する機能と、を有する発光装置。
【請求項６】
　第１の回路と、第２の回路と、発光素子と、駆動回路と、を有し、
　前記駆動回路は、第１の極性を有する第１の画像信号を生成する機能と、第２の極性を
有する第２の画像信号を生成する機能と、を有し、
　前記第１の回路は、前記第１の画像信号を保持する機能を有し、
　前記第２の回路は、前記第２の画像信号を保持する機能と、前記第２の画像信号が有す
る前記第２の極性を前記第１の極性に変換することで第３の画像信号を生成する機能と、
を有し、
　前記第１の回路は、前記第２の画像信号が有する前記第２の極性を前記第１の極性に変
換する機能を有さず、
　前記発光素子は、前記第１の画像信号に従って発光する機能と、前記第３の画像信号に
従って発光する機能と、を有し、
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　前記駆動回路が有するトランジスタは、結晶性を有するシリコンまたは結晶性を有する
ゲルマニウムが用いられており、
　前記第１の回路が有するトランジスタは、酸化物半導体が用いられており、
　前記第２の回路が有するトランジスタは、酸化物半導体が用いられている発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、発光素子が各画素に設けられた発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
液晶表示装置や発光装置などの半導体表示装置は、より高精細、高解像度の画像を表示す
るために画素数が増える傾向にあり、走査線駆動回路と信号線駆動回路には、高速での駆
動が要求されている。特に信号線駆動回路は、走査線駆動回路により各ラインの画素が選
択されている期間に、各ライン内の全ての画素に画像信号を入力する必要があるため、信
号線駆動回路の駆動周波数は走査線駆動回路に比べて遙かに高い。
【０００３】
高い駆動周波数での駆動を実現するためには、単結晶シリコンなどの結晶性シリコンにチ
ャネル形成領域を有する、移動度の高いトランジスタを、信号線駆動回路に用いることが
有効である。現在実用化されている液晶表示装置では、単結晶のシリコンウェハなどを用
いて作製された駆動回路が、ＩＣチップとして、ＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ
　Ｂｏｎｄｉｎｇ）方式やＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）方式等を用い、画素部
が形成された基板の周辺に実装されている。
【０００４】
下記の特許文献１には、シリコンのＩＣチップで作製された駆動回路をパネルに実装する
技術が開示されている。また、特許文献２には、ガラス基板上に形成された駆動回路を短
冊状に分割して、画素部が形成された基板上に実装する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２８６１１９号公報
【特許文献２】特開平７－０１４８８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
ところで、発光素子を用いた発光装置は視認性が高く、薄型化に最適であると共に視野角
にも制限が無いため、液晶表示装置に替わる半導体表示装置として注目されている。発光
装置は、実用化が進みつつあるが、市場における普及率は液晶表示装置に比べると圧倒的
に低い。よって、駆動回路のＩＣチップについて比較すると、発光装置のＩＣチップは、
液晶表示装置のＩＣチップよりも生産量が少なく、それ故に生産コストが高い。
【０００７】
そして、液晶表示装置では、焼き付きと呼ばれる液晶の劣化を防ぐために、液晶素子に印
加する電圧の極性を所定のタイミングに従って反転させる駆動、所謂、交流駆動を採用す
ることが多い。よって、液晶表示装置用の信号線駆動回路は、正の極性を有する画像信号
と、負の極性を有する画像信号とを、両方出力するよう設計されている。一方、発光装置
に用いられるＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）やＯＬＥＤ（Ｏｒｇ
ａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）などの発光素子は、順方向に電
流を供給することで発光する性質を有している。よって、発光装置用の信号線駆動回路は
、正か負の、いずれか一方の極性を有する画像信号を出力するよう設計されている。
【０００８】
したがって、液晶表示装置用の信号線駆動回路を、発光装置の信号線駆動回路として用い
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る場合、信号線駆動回路から出力される、正の極性を有する画像信号と、負の極性を有す
る画像信号のうち、いずれか一方の画像信号は、発光装置における画像の表示に寄与しな
くなる。そのため、画素部におけるフレーム周波数が同じであるならば、液晶表示装置用
の信号線駆動回路を用いた時の方が、発光装置用の信号線駆動回路を用いた時よりも、信
号線駆動回路に要求される駆動周波数は２倍程度高くなり、信号線駆動回路の負担が大き
くなるというデメリットが生じる。
【０００９】
すなわち、液晶表示装置用の信号線駆動回路のＩＣチップは、生産コストが低いというメ
リットを有しているが、発光装置の信号線駆動回路としてそのまま転用すると、上記デメ
リットが伴うので好ましくない。
【００１０】
上述したような技術的背景のもと、本発明は、異なる極性を有する画像信号を用いて、画
像の表示を行うことができる発光装置の提供を、課題の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明の一態様では、信号線駆動回路から出力される、正の極性を有する画像信号と、負
の極性を有する画像信号とをそれぞれ保持し、保持された二つの画像信号のいずれか一方
において、その極性を反対の極性に変換することで、上記２つの画像信号を一の極性に揃
える回路を、発光装置に設ける。
【００１２】
本発明の一態様では、２つの画像信号を一の極性に揃える上記回路により、信号線駆動回
路から出力される、正の極性を有する画像信号と、負の極性を有する画像信号とを、共に
、発光装置における画像の表示に寄与させることができる。また、本発明の一態様では、
正の極性を有する画像信号と、負の極性を有する画像信号とをそれぞれ保持し、保持され
た二つの画像信号のいずれか一方において、その極性を反対の極性に変換することで、上
記回路から出力される二つの画像信号の間に生じる遅延時間の差を、小さく抑えることが
できる。
【００１３】
具体的に、本発明の一態様に係る発光装置は、第１の極性を有する第１画像信号、及び、
上記第１の極性とは異なる第２の極性を有する第２画像信号を、順に形成する駆動回路と
、上記第１画像信号が保持される第１回路と、上記第２画像信号が保持され、なおかつ、
保持された上記第２画像信号が有する上記第２の極性が、上記第１の極性に変換される第
２回路と、上記第１回路に保持された上記第１画像信号と、上記第２回路において上記第
１の極性に変換された上記第２画像信号とに従って、順に輝度が定められる発光素子と、
を有する。
【発明の効果】
【００１４】
本発明の一態様では、異なる極性を有する画像信号を用いて、画像の表示を行うことがで
きる発光装置を、提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】発光装置の構成を示す図。
【図２】選択回路の構成を示す図。
【図３】選択回路の動作を示す図。
【図４】選択回路の動作を示す図。
【図５】選択回路の構成を示す図。
【図６】タイミングチャート。
【図７】発光装置の構成を示す図。
【図８】画素の回路図。
【図９】画素部の構成を示す図。
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【図１０】発光装置の斜視図。
【図１１】画素の断面図。
【図１２】発光装置の上面図と断面図。
【図１３】電子機器の図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び
詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易に理解される。したがって、本発明
は、以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００１７】
なお、本明細書において発光装置とは、発光素子が各画素に形成されたパネルと、該パネ
ルに信号線駆動回路を含むＩＣチップ等を実装した状態にあるモジュールとを、その範疇
に含む。
【００１８】
（実施の形態１）
図１に、本発明の一態様に係る発光装置１００の構成例を示す。図１に示す発光装置１０
０は、正の極性を有する第１画像信号と、負の極性を有する第２画像信号とが形成される
信号線駆動回路１０１と、正の極性を有する第１画像信号と、負の極性を有する第２画像
信号とをそれぞれ保持し、保持された二つの上記画像信号のいずれか一方において、その
極性を反対の極性に変換することで、上記２つの上記画像信号を一の極性に揃える選択回
路１０２と、上記２つの上記画像信号に従って、順に輝度が定められる発光素子１０３と
を有する。
【００１９】
具体的に、信号線駆動回路１０１は、入力されたシリアルの画像信号をパラレルの画像信
号に変換して出力する機能を有している。なおかつ、信号線駆動回路１０１から出力され
る画像信号のうち、一の信号線に対応する第１画像信号及び第２画像信号は、いずれか一
方が正の極性を有し、他方が負の極性を有する。
【００２０】
なお、発光素子が有するカソード及びアノードは、いずれか一方が、画像信号に従ってそ
の電位が制御され、他方は接地電位などの基準となる電位（基準電位Ｖｃｏｍと呼ぶ）が
与えられる。第１画像信号と第２画像信号とは、上記基準電位Ｖｃｏｍよりも高い電位を
有する場合に正の極性を有するものとし、上記基準電位Ｖｃｏｍよりも低い電位を有する
場合に負の極性を有するものとする。なお、画像情報によっては、第１画像信号または第
２画像信号の有する電位が基準電位Ｖｃｏｍと同じ高さであり、極性を有さない場合もあ
り得る。
【００２１】
信号線駆動回路１０１には高速動作が要求される。そのため、信号線駆動回路１０１は、
多結晶または単結晶の、結晶性を有するシリコンまたはゲルマニウムを用いた、ダイオー
ドやトランジスタなどの半導体素子が設けられていることが望ましい。
【００２２】
また、選択回路１０２は、第１選択回路１０４及び第２選択回路１０５を有する。第１選
択回路１０４は、第１画像信号と第２画像信号のうち、いずれか一方の画像信号を保持す
る機能を有する。また、第２選択回路１０５は、第１画像信号と第２画像信号のうち、い
ずれか他方の画像信号を保持する機能を有する。さらに、第２選択回路１０５は、第２選
択回路１０５に保持された画像信号が有する極性を、第１選択回路１０４に保持された画
像信号が有する極性と同じ極性に、変換する機能を有する。
【００２３】
具体的に、図１では、電位が＋Ｖ１である、正の極性を有する第１画像信号が、第１選択
回路１０４に保持され、保持された＋Ｖ１の電位が信号線１０６に与えられる場合を例示
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している。また、図１では、電位が－Ｖ２である、負の極性を有する第２画像信号が、第
２選択回路１０５に保持され、保持された－Ｖ２の電位が＋Ｖ２の電位に変換され、信号
線１０６に与えられる場合を例示している。なお、Ｖｃｏｍ＜＋Ｖ１であり、－Ｖ２＜Ｖ
ｃｏｍである。
【００２４】
選択回路１０２と信号線１０６とは、必ずしも直接接続されておらず、間に、画像信号が
有する画像情報に変更を加えずに、画像信号の電位のレベルを変更する回路が、設けられ
ている場合がある。この場合、選択回路１０２から出力される画像信号の電位と、信号線
１０６に与えられる画像信号の電位とは、必ずしも一致しない。少なくとも、本発明の一
態様では、選択回路１０２を用いることで、信号線１０６に順に与えられる第１画像信号
の極性と第２画像信号の極性とを一つに揃えることができる。
【００２５】
本明細書において接続とは電気的な接続を意味しており、電流、電圧または電位が、供給
可能、或いは伝送可能な状態に相当する。従って、接続している状態とは、直接接続して
いる状態を必ずしも指すわけではなく、電流、電圧または電位が、供給可能、或いは伝送
可能であるように、配線、抵抗、ダイオード、トランジスタなどの回路素子を介して間接
的に接続している状態も、その範疇に含む。
【００２６】
発光素子１０３は、電流または電圧によって輝度が制御される素子をその範疇に含んでい
る。例えば、ＯＬＥＤなどを、発光素子１０３として用いることができる。ＯＬＥＤは、
ＥＬ層と、アノードと、カソードとを少なくとも有している。ＥＬ層はアノードとカソー
ドの間に設けられた単層または複数の層で構成されており、これらの層の中に、発光性の
物質を含む発光層を少なくとも含んでいる。ＥＬ層は、カソードとアノード間の電位差が
、発光素子１０３の閾値電圧Ｖｔｈｅ以上になったときに供給される電流により、エレク
トロルミネッセンスが得られる。エレクトロルミネッセンスには、一重項励起状態から基
底状態に戻る際の発光（蛍光）と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（リン光）
とが含まれる。
【００２７】
なお、図１では、正の極性を有する第１画像信号及び第２画像信号に順に従って、発光素
子１０３の輝度が定められる場合を例示している。しかし、発光素子１０３が有するアノ
ード及びカソードのどちらに基準電位Ｖｃｏｍが与えられるのかによっては、負の極性を
有する第１画像信号及び第２画像信号に順に従って、発光素子１０３の輝度が定められる
場合もあり得る。
【００２８】
次いで、選択回路１０２が有する第１選択回路１０４及び第２選択回路１０５の、より詳
しい構成例を図２に示す。
【００２９】
図２では、信号線駆動回路１０１と、選択回路１０２とを示す。図２に示す第１選択回路
１０４は、スイッチＳＷ１と、スイッチＳＷ２と、容量素子１０７とを有する。また、図
２に示す第２選択回路１０５は、スイッチＳＷ３と、スイッチＳＷ４と、スイッチＳＷ５
と、スイッチＳＷ６と、容量素子１０８とを有する。
【００３０】
第１選択回路１０４において、スイッチＳＷ１は、信号線駆動回路１０１において生成さ
れた第１画像信号の、容量素子１０７が有する第１電極への入力を制御する機能を有する
。すなわち、スイッチＳＷ１が導通状態にあるとき、第１画像信号の電位が容量素子１０
７の第１電極に与えられ、スイッチＳＷ１が非導通状態にあるとき、第１画像信号の電位
は容量素子１０７の第１電極に与えられない。また、スイッチＳＷ１が非導通状態にある
とき、信号線駆動回路１０１において生成された第２画像信号の電位も、容量素子１０７
の第１電極に与えられない。
【００３１】
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容量素子１０７は、第２電極に基準電位Ｖｃｏｍが供給されており、スイッチＳＷ１を介
して第１電極に与えられた第１画像信号の電位を、保持する機能を有する。
【００３２】
また、第１選択回路１０４において、スイッチＳＷ２は、容量素子１０７に保持されてい
る第１画像信号の電位の、選択回路１０２からの出力を制御する機能を有する。すなわち
、スイッチＳＷ２が導通状態にあるとき、第１画像信号の電位が選択回路１０２から出力
され、スイッチＳＷ２が非導通状態にあるとき、第１画像信号の電位は選択回路１０２か
ら出力されない。選択回路１０２から出力された第１画像信号の電位は、信号線１０６に
付加された容量素子１０９に与えられる。
【００３３】
第２選択回路１０５において、スイッチＳＷ３は、信号線駆動回路１０１において生成さ
れた第２画像信号の、容量素子１０８が有する第１電極への入力を制御する機能を有する
。すなわち、スイッチＳＷ３が導通状態にあるとき、第２画像信号の電位が容量素子１０
８の第１電極に与えられ、スイッチＳＷ３が非導通状態にあるとき、第２画像信号の電位
は容量素子１０８の第１電極に与えられない。また、スイッチＳＷ３が非導通状態にある
とき、信号線駆動回路１０１において生成された第１画像信号の電位も、容量素子１０８
の第１電極に与えられない。
【００３４】
また、第２選択回路１０５において、スイッチＳＷ４は、容量素子１０８が有する第１電
極への、基準電位Ｖｃｏｍの供給を制御する機能を有する。すなわち、スイッチＳＷ４が
導通状態にあるとき、容量素子１０８が有する第１電極に基準電位Ｖｃｏｍが供給され、
スイッチＳＷ４が非導通状態にあるとき、容量素子１０８が有する第１電極に基準電位Ｖ
ｃｏｍは供給されない。
【００３５】
容量素子１０８は、スイッチＳＷ３を介して第１電極に与えられた第２画像信号の電位を
、保持する機能を有する。
【００３６】
また、第２選択回路１０５において、スイッチＳＷ５は、容量素子１０８が有する第２電
極の電位の、選択回路１０２からの出力を制御する機能を有する。すなわち、スイッチＳ
Ｗ５が導通状態にあるとき、容量素子１０８が有する第２電極の電位が選択回路１０２か
ら出力され、スイッチＳＷ５が非導通状態にあるとき、容量素子１０８が有する第２電極
の電位は選択回路１０２から出力されない。選択回路１０２から出力された容量素子１０
８が有する第２電極の電位は、信号線１０６に付加された容量素子１０９に与えられる。
【００３７】
また、第２選択回路１０５において、スイッチＳＷ６は、容量素子１０８が有する第２電
極への、基準電位Ｖｃｏｍの供給を制御する機能を有する。すなわち、スイッチＳＷ６が
導通状態にあるとき、容量素子１０８が有する第２電極に基準電位Ｖｃｏｍが供給され、
スイッチＳＷ６が非導通状態にあるとき、容量素子１０８が有する第２電極に基準電位Ｖ
ｃｏｍは供給されない。
【００３８】
次いで、図２に示した選択回路１０２の動作の一例について、説明する。図３及び図４に
、選択回路１０２の動作例を模式的に示す。
【００３９】
まず、図３（Ａ）に示すように、電位＋Ｖ１を有する、正の極性の第１画像信号が、信号
線駆動回路１０１から、端子１１０を介して選択回路１０２に入力される。図３（Ａ）で
は、第１選択回路１０４においてスイッチＳＷ１が導通状態、スイッチＳＷ２が非導通状
態にあり、スイッチＳＷ１を介して電位＋Ｖ１が容量素子１０７の第１電極に与えられる
。容量素子１０７の第２電極には基準電位Ｖｃｏｍが供給されている。
【００４０】
また、図３（Ａ）では、第２選択回路１０５においてスイッチＳＷ３が非導通状態にある
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。よって、正の極性の第１画像信号の電位＋Ｖ１は、容量素子１０８の第１電極に与えら
れない。また、図３（Ａ）では、第２選択回路１０５においてスイッチＳＷ４及びスイッ
チＳＷ６が導通状態にある。よって、容量素子１０８の第１電極及び第２電極には、スイ
ッチＳＷ４及びスイッチＳＷ６を介して、基準電位Ｖｃｏｍがそれぞれ供給される。また
、図３（Ａ）では、第２選択回路１０５においてスイッチＳＷ５が非導通状態にある。よ
って、容量素子１０８の第２電極の電位は、信号線１０６に与えられない。
【００４１】
次いで、図３（Ｂ）に示すように、電位－Ｖ２を有する負の極性の第２画像信号が、信号
線駆動回路１０１から、端子１１０を介して選択回路１０２に入力される。図３（Ｂ）で
は、第１選択回路１０４においてスイッチＳＷ１が非導通状態にあるため、負の極性の第
２画像信号の電位－Ｖ２は、容量素子１０７の第１電極に与えられない。また、図３（Ｂ
）では、第１選択回路１０４においてスイッチＳＷ２が導通状態にあり、スイッチＳＷ２
を介して電位＋Ｖ１が、信号線１０６に与えられる。容量素子１０７の第２電極には基準
電位Ｖｃｏｍが供給されている。
【００４２】
また、図３（Ｂ）では、第２選択回路１０５において、スイッチＳＷ３が導通状態、スイ
ッチＳＷ４が非導通状態にある。よって、負の極性の第２画像信号の電位－Ｖ２は、スイ
ッチＳＷ３を介して容量素子１０８の第１電極に与えられる。また、図３（Ｂ）では、第
２選択回路１０５において、スイッチＳＷ５が非導通状態、スイッチＳＷ６が導通状態に
ある。よって、容量素子１０８の第２電極には基準電位Ｖｃｏｍが供給され、容量素子１
０８の第２電極の電位は、信号線１０６に与えられない。すなわち、図３（Ｂ）では、容
量素子１０８の第１電極に電位－Ｖ２が与えられ、容量素子１０８の第２電極に基準電位
Ｖｃｏｍが与えられた状態にある。
【００４３】
次いで、図４に示すように、電位＋Ｖ１を有する正の極性の第１画像信号が、信号線駆動
回路１０１から、端子１１０を介して選択回路１０２に入力される。図４では、第１選択
回路１０４においてスイッチＳＷ１が導通状態にあるため、正の極性の第１画像信号の電
位＋Ｖ１は、スイッチＳＷ１を介して容量素子１０７の第１電極に与えられる。また、図
４では、第１選択回路１０４においてスイッチＳＷ２が非導通状態にあるため、容量素子
１０７の第１電極の電位は、信号線１０６に与えられない。容量素子１０７の第２電極に
は基準電位Ｖｃｏｍが供給されている。
【００４４】
また、図４では、第２選択回路１０５において、スイッチＳＷ３が非導通状態、スイッチ
ＳＷ４が導通状態にある。そのため、容量素子１０８の第１電極は、電位－Ｖ２から基準
電位Ｖｃｏｍに変化する。よって、電荷保存則に従って、容量素子１０８の第２電極は、
基準電位Ｖｃｏｍから電位＋Ｖ２に変化する。また、図４では、第２選択回路１０５にお
いて、スイッチＳＷ５が導通状態、スイッチＳＷ６が非導通状態にある。よって、容量素
子１０８の第２電極の電位＋Ｖ２は、信号線１０６に与えられる。すなわち、図４では、
正の極性を有する第２画像信号の電位＋Ｖ２が、選択回路１０２から信号線１０６に与え
られることとなる。
【００４５】
なお、信号線１０６には容量素子１０９が付加されているため、信号線１０６の電位は、
信号線１０６に与えられた電位とは必ずしも一致しない。容量素子１０８の容量値が容量
素子１０９の容量値に比べて十分大きい場合は、信号線１０６の電位を、信号線１０６に
与えられた電位にほぼ等しくすることができる。しかし、容量素子１０８の容量値が容量
素子１０９の容量値に比べて十分大きいとは言えない場合、信号線１０６の電位は、信号
線１０６に与えられた電位から基準電位Ｖｃｏｍ側にシフトした高さに定まる。例えば、
正の極性の第１画像信号の電位＋Ｖ１や、正の極性の第２画像信号の電位＋Ｖ２が信号線
１０６に与えられると、信号線１０６は、第１画像信号の電位＋Ｖ１や第２画像信号の電
位＋Ｖ２からマイナス側にシフトした高さの電位に定まる。上述した電位のシフトは、信
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号線１０６がより長くなることで信号線１０６に付加する寄生容量が大きくなり、容量素
子１０８の容量値に比べて容量素子１０９の容量値が大きくなると、より顕著に生じる。
【００４６】
本発明の一態様では、選択回路１０２により、信号線１０６に入力される第１画像信号及
び第２画像信号を一の極性に揃えることができる。よって、信号線駆動回路１０１から出
力される第１画像信号の極性と、第２画像信号の極性とが互いに異なっていても、第１画
像信号及び第２画像信号がそれぞれ有する画像情報に従って、発光素子１０３の輝度を定
めることができる。よって、第１画像信号及び第２画像信号を、共に、発光装置１００に
おける画像の表示に寄与させることができる。
【００４７】
また、本発明の一態様では、正の極性を有する第１画像信号を第１選択回路１０４の容量
素子１０７において保持し、負の極性を有する第２画像信号を第２選択回路１０５の容量
素子１０８において保持し、第２画像信号の極性を反対の極性に変換している。よって、
容量素子１０７の容量値と容量素子１０８の容量値がより近いほど、第１選択回路１０４
における第１画像信号の遅延時間と、第２選択回路１０５における第２画像信号の遅延時
間とは、その差が小さくなる。本発明の一態様では上記構成により、正の極性を有する第
１画像信号を第１選択回路１０４において保持せずに、そのまま選択回路１０２から出力
させる場合よりも、選択回路１０２から出力される第１画像信号と第２画像信号の間に生
じる遅延時間の差を、小さく抑えることができる。
【００４８】
次いで、図２に示した選択回路１０２において、スイッチとして、半導体素子に相当する
トランジスタを用いた場合の、具体的な選択回路１０２の構成例について説明する。
【００４９】
図５に、スイッチとしてトランジスタを用いた場合の、選択回路１０２の構成例を示す。
図５に示す選択回路１０２では、第１選択回路１０４が、スイッチＳＷ１として機能する
トランジスタ１１１と、スイッチＳＷ２として機能するトランジスタ１１２と、容量素子
１０７とを有する。また、図５に示す選択回路１０２では、第２選択回路１０５が、スイ
ッチＳＷ３として機能するトランジスタ１１３と、スイッチＳＷ４として機能するトラン
ジスタ１１４と、スイッチＳＷ５として機能するトランジスタ１１５と、スイッチＳＷ６
として機能するトランジスタ１１６と、容量素子１０８とを有する。
【００５０】
具体的に、トランジスタ１１１のソース及びドレインは、一方が端子１１０に接続され、
他方が容量素子１０７の第１電極に接続されている。また、トランジスタ１１１のゲート
は、端子Ｔｘ１に接続されている。トランジスタ１１２のソース及びドレインは、一方が
容量素子１０７の第１電極に接続され、他方が信号線１０６に接続されている。また、ト
ランジスタ１１２のゲートは、端子Ｔｘ２に接続されている。トランジスタ１１３のソー
ス及びドレインは、一方が端子１１０に接続され、他方が容量素子１０８の第１電極に接
続されている。また、トランジスタ１１３のゲートは、端子Ｔｘ３に接続されている。ト
ランジスタ１１４のソース及びドレインは、一方が容量素子１０８の第１電極に接続され
、他方が基準電位Ｖｃｏｍの与えられているノードに接続されている。また、トランジス
タ１１４のゲートは、端子Ｔｘ４に接続されている。トランジスタ１１５のソース及びド
レインは、一方が信号線１０６に接続され、他方が容量素子１０８の第２電極に接続され
ている。また、トランジスタ１１５のゲートは、端子Ｔｘ５に接続されている。トランジ
スタ１１６のソース及びドレインは、一方が容量素子１０８の第２電極に接続され、他方
が基準電位Ｖｃｏｍの与えられているノードに接続されている。また、トランジスタ１１
６のゲートは、端子Ｔｘ６に接続されている。
【００５１】
なお、トランジスタのソースとは、活性層として機能する半導体膜の一部であるソース領
域、或いは上記半導体膜に接続されたソース電極を意味する。同様に、トランジスタのド
レインとは、上記半導体膜の一部であるドレイン領域、或いは上記半導体膜に接続された
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ドレイン電極を意味する。また、ゲートはゲート電極を意味する。
【００５２】
トランジスタが有するソースとドレインは、トランジスタの極性及び各端子に与えられる
電位の高低によって、その呼び方が入れ替わる。一般的に、ｎチャネル型トランジスタで
は、低い電位が与えられる端子がソースと呼ばれ、高い電位が与えられる端子がドレイン
と呼ばれる。また、ｐチャネル型トランジスタでは、低い電位が与えられる端子がドレイ
ンと呼ばれ、高い電位が与えられる端子がソースと呼ばれる。本明細書では、便宜上、ソ
ースとドレインとが固定されているものと仮定して、トランジスタの接続関係を説明する
場合があるが、実際には上記電位の関係に従ってソースとドレインの呼び方が入れ替わる
。
【００５３】
次いで、図５に示した選択回路１０２の動作の一例について、説明する。図６に、図５に
示した選択回路１０２の、タイミングチャートの一例を示す。ただし、図６では、ｉ番目
の信号線１０６－ｉに対応する、ｉ列目の選択回路１０２－ｉと、（ｉ＋１）番目の信号
線１０６－（ｉ＋１）に対応する、（ｉ＋１）列目の選択回路１０２－（ｉ＋１）とにつ
いてのタイミングチャートを、一例として示す。また、図６では、トランジスタ１１１乃
至トランジスタ１１６は全てｎチャネル型である場合のタイミングチャートを示す。
【００５４】
まず、第１のフレーム期間に相当する期間Ｔ１において、信号線駆動回路１０１から、端
子１１０－ｉに、正の極性を有する第１画像信号の電位＋Ｖ１が供給され、端子１１０－
（ｉ＋１）に、負の極性を有する第２画像信号の電位－Ｖ２が供給される。
【００５５】
そして、期間Ｔ１において、選択回路１０２－ｉでは、端子Ｔｘ１、端子Ｔｘ４、及び端
子Ｔｘ５にハイレベルの電位ＶＤＤ、端子Ｔｘ２、端子Ｔｘ３、及び端子Ｔｘ６にローレ
ベルの電位ＶＳＳが与えられる。よって、トランジスタ１１１、トランジスタ１１４、及
びトランジスタ１１５は導通状態になり、トランジスタ１１２、トランジスタ１１３、及
びトランジスタ１１６は非導通状態になる。よって、端子１１０－ｉに供給された、正の
極性を有する第１画像信号の電位＋Ｖ１が、第１選択回路１０４が有する容量素子１０７
の第１電極に与えられる。
【００５６】
また、期間Ｔ１において、選択回路１０２－（ｉ＋１）では、端子Ｔｘ２、端子Ｔｘ３、
及び端子Ｔｘ６にハイレベルの電位ＶＤＤ、端子Ｔｘ１、端子Ｔｘ４、及び端子Ｔｘ５に
ローレベルの電位ＶＳＳが与えられる。よって、トランジスタ１１２、トランジスタ１１
３、及びトランジスタ１１６は導通状態になり、トランジスタ１１１、トランジスタ１１
４、及びトランジスタ１１５は非導通状態になる。よって、端子１１０－（ｉ＋１）に供
給された、負の極性を有する第２画像信号の電位－Ｖ２が、第２選択回路１０５が有する
容量素子１０８の第１電極に与えられる。
【００５７】
次いで、第２のフレーム期間に相当する期間Ｔ２において、選択回路１０２－ｉでは、端
子Ｔｘ２、端子Ｔｘ３、及び端子Ｔｘ６にハイレベルの電位ＶＤＤ、端子Ｔｘ１、端子Ｔ
ｘ４、及び端子Ｔｘ５にローレベルの電位ＶＳＳが与えられる。よって、トランジスタ１
１２、トランジスタ１１３、及びトランジスタ１１６は導通状態になり、トランジスタ１
１１、トランジスタ１１４、及びトランジスタ１１５は非導通状態になる。よって、期間
Ｔ１において、容量素子１０７の第１電極に与えられた、正の極性を有する第１画像信号
の電位＋Ｖ１は、第１選択回路１０４から信号線１０６－ｉに与えられる。
【００５８】
また、期間Ｔ２において、選択回路１０２－（ｉ＋１）では、端子Ｔｘ１、端子Ｔｘ４、
及び端子Ｔｘ５にハイレベルの電位ＶＤＤ、端子Ｔｘ２、端子Ｔｘ３、及び端子Ｔｘ６に
ローレベルの電位ＶＳＳが与えられる。よって、トランジスタ１１１、トランジスタ１１
４、及びトランジスタ１１５は導通状態になり、トランジスタ１１２、トランジスタ１１
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３、及びトランジスタ１１６は非導通状態になる。よって、期間Ｔ１において、容量素子
１０８の第１電極に与えられた、負の極性を有する第２画像信号の電位－Ｖ２は、その極
性が反転する。そして、正の極性を有する第２画像信号の電位＋Ｖ２が、第２選択回路１
０５から信号線１０６－（ｉ＋１）に与えられる。
【００５９】
なお、図６では、信号線駆動回路１０１から出力される、一の信号線に対応する画像信号
と、上記信号線に隣接する一の信号線に対応する画像信号とが、任意の一フレーム期間に
おいて逆の極性を有する場合の、選択回路１０２におけるタイミングチャートを示してい
る。しかし、本発明の一態様に係る発光装置では、一のフレーム期間において信号線駆動
回路１０１から出力される、全ての信号線に対応する画像信号の極性が同じであり、なお
かつ、隣接するフレーム期間において、信号線駆動回路１０１から出力される画像信号が
、互いに逆の極性を有していても良い。
【００６０】
（実施の形態２）
図７に、本発明の一態様に係る発光装置の構成の一例を、ブロック図で示す。図７に示す
発光装置２００は、発光素子が各画素に設けられた画素部２０１と、画素部２０１の動作
を制御する駆動回路とを有する。図７に示す発光装置２００では、駆動回路として、走査
線駆動回路２０２、信号線駆動回路２０３、選択回路２０４を有する。
【００６１】
走査線駆動回路２０２は、画素部２０１が有する画素を選択する機能を有する。信号線駆
動回路２０３は、走査線駆動回路２０２によって選択された画素に対応する、正の極性を
有する画像信号、及び負の極性を有する画像信号を、出力する機能を有する。選択回路２
０４は信号線駆動回路２０３から出力された正の極性を有する画像信号、及び負の極性を
有する画像信号の、いずれか一方の極性を反転させる機能を有する。
【００６２】
そして、図７に示す信号線駆動回路２０３は、シフトレジスタ２０５、レベルシフタ２０
６、サンプリング回路２０７、アナログ記憶回路２０８、アナログバッファ２０９を有し
ている。なお、図７に示す信号線駆動回路２０３の構成は、本発明の一態様に係る発光装
置が有する、信号線駆動回路の一例に相当する。本発明の一態様では、図７に示すような
、アナログの画像信号を出力する信号線駆動回路を有していても良いし、デジタルの画像
信号を出力する信号線駆動回路を有していても良い。
【００６３】
次いで、図７に示す発光装置２００の動作について説明する。信号線駆動回路２０３では
、シフトレジスタ２０５に、クロック信号、スタートパルス信号が入力される。シフトレ
ジスタ２０５は、これらクロック信号及びスタートパルス信号に従って、パルスが順次シ
フトするタイミング信号を生成し、出力する機能を有する。
【００６４】
レベルシフタ２０６は、シフトレジスタ２０５から出力されたタイミング信号が有する電
圧の振幅を調整する機能を有する。振幅が調整されたタイミング信号は、サンプリング回
路２０７に送られる。サンプリング回路２０７は、レベルシフタ２０６から送られてきた
タイミング信号に従って、アナログの画像信号をサンプリングする機能を有する。具体的
に、サンプリング回路２０７は、タイミング信号のパルスが出現している期間において、
アナログの画像信号の電位を取得し、当該電位を保持する機能を有する。タイミング信号
のパルスが出現している期間において、画像信号の電位が基準電位Ｖｃｏｍよりも高い場
合は、正の極性を有する画像信号がサンプリングされることとなる。タイミング信号のパ
ルスが出現している期間において、画像信号の電位が基準電位Ｖｃｏｍよりも低い場合は
、負の極性を有する画像信号がサンプリングされることとなる。
【００６５】
そして、１ライン期間分の画像信号が全てサンプリングされると、サンプリングされた画
像信号は、ラッチ信号に従って一斉にアナログ記憶回路２０８に送られ、アナログ記憶回
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路２０８において保持される。アナログ記憶回路２０８に保持される画像信号は、アナロ
グバッファ２０９を介して選択回路２０４に送られる。
【００６６】
なお、画像信号のサンプリングは対応する信号線ごとに順に行っても良いし、１ライン内
の画素をいくつかのグループに分け、各グループに対応する画素ごとに並行して行っても
良い。
【００６７】
そして、アナログ記憶回路２０８から選択回路２０４に画像信号が送られるのと並行して
、サンプリング回路２０７は次のライン期間に対応する画像信号を再びサンプリングする
ことができる。
【００６８】
選択回路２０４は、アナログ記憶回路２０８から送られてきた画像信号を保持し、保持さ
れた画像信号を、信号線を介して画素部２０１に送る。或いは、選択回路２０４は、アナ
ログ記憶回路２０８から送られてきた画像信号を保持し、保持された画像信号の極性を反
転させて、極性を反転させた画像信号を、信号線を介して画素部２０１に送る。
【００６９】
走査線駆動回路２０２では、画素部２０１が有する画素をラインごとに選択する。選択回
路２０４から信号線を介して画素部２０１に送られた画像信号は、走査線駆動回路２０２
において選択されたラインの画素に入力される。
【００７０】
なお、シフトレジスタ２０５の代わりに、パルスが順次シフトする信号を出力することが
できる別の回路を用いても良い。
【００７１】
なお、図７に示す発光装置２００では、画素部２０１に入力される画像信号がアナログで
ある場合を例示している。画素部２０１に入力される画像信号がアナログではなくデジタ
ルである場合、画素部２０１における階調の表示は、例えば面積階調法または時間階調法
を用いて行うことができる。面積階調法は、１画素を複数の副画素に分割し、各副画素を
画像信号の各ビットに基づいて駆動させることによって、階調表示を行う駆動法である。
また時間階調法は、画素が明と暗を表示する期間の比率を制御することによって、階調表
示を行う駆動法である。
【００７２】
また、信号線駆動回路２０３がＩＣチップに形成されている場合、信号線駆動回路２０３
と選択回路２０４との接続方法として、ＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）方法やワ
イヤボンディング方法、或いはＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ
）方法などを用いることができる。或いは、ＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）方法、
ＴＡＢテープに実装するＴＣＰ（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ）方法など
を用いても良い。
【００７３】
図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）に、信号線駆動回路の形成されたチップ状の基板が、選択回
路及び画素部が形成された第２基板に実装された、発光装置の斜視図を示す。
【００７４】
図１０（Ａ）に示す発光装置は、基板６００１と基板６００６の間に、画素部６００２と
、走査線駆動回路６００３と、選択回路６００７とが形成されている。そして、信号線駆
動回路が形成されている基板６００４が、基板６００１に直接実装されている。なお、走
査線駆動回路６００３と、選択回路６００７とは、必ずしも基板６００１と基板６００６
の間に位置する必要はなく、基板６００１上において、基板６００６とは重ならない領域
に、設けられていても良い。
【００７５】
具体的には、基板６００４に形成された信号線駆動回路が、基板６００１に貼り合わされ
、選択回路６００７と電気的に接続されている。また、画素部６００２、走査線駆動回路
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６００３、選択回路６００７、基板６００４に形成された信号線駆動回路には、それぞれ
電源電位、各種信号等が、ＦＰＣ６００５を介して供給される。
【００７６】
図１０（Ｂ）に示す発光装置は、基板６１０１と基板６１０６の間に、画素部６１０２と
、走査線駆動回路６１０３と、選択回路６１０７とが形成されている。そして、信号線駆
動回路が形成された基板６１０４が、基板６１０１に接続されたＦＰＣ６１０５に、更に
実装されている。なお、走査線駆動回路６１０３と、選択回路６１０７とは、必ずしも基
板６１０１と基板６１０６の間に位置する必要はなく、基板６１０１上において、基板６
１０６とは重ならない領域に、設けられていても良い。
【００７７】
画素部６１０２、走査線駆動回路６１０３、選択回路６１０７、基板６１０４に形成され
た信号線駆動回路に、それぞれ電源電位、各種信号等が、ＦＰＣ６１０５を介して供給さ
れる。
【００７８】
信号線駆動回路の形成された基板の実装方法は、特に限定されるものではなく、公知のＣ
ＯＧ方法やワイヤボンディング方法、或いはＴＡＢ方法などを用いることができる。また
信号線駆動回路の形成された基板を実装する位置は、電気的な接続が可能であるならば、
図１０に示した位置に限定されない。また、コントローラ、ＣＰＵ、メモリ等をＩＣチッ
プで形成し、選択回路及び画素部が形成された基板に実装するようにしても良い。
【００７９】
本実施の形態は、上記実施の形態と組み合わせて実施することが可能である。
【００８０】
（実施の形態３）
本実施の形態では、本発明の一態様に係る発光装置が有する、画素の具体的な構成の一例
について説明する。なお、画素が有するトランジスタは、本発明の一態様において半導体
素子に相当する。
【００８１】
図８（Ａ）に、画素３００の回路図の一例を示す。画素３００は、画素３００への画像信
号の入力を制御するトランジスタ３０１と、発光素子３０２と、画像信号に従って発光素
子３０２に供給する電流値を制御するトランジスタ３０３と、画像信号の電位を保持する
ための容量素子３０４と、を有する。
【００８２】
発光素子３０２のアノードとカソードのいずれか一方は、画素３００に入力される画像信
号に従ってその電位が制御される。発光素子３０２のアノードとカソードのいずれか他方
には、基準電位Ｖｃｏｍが与えられる。そして、発光素子３０２の輝度は、アノードとカ
ソード間の電位差によって定まる。画素部が有する複数の画素３００のそれぞれにおいて
、発光素子３０２の輝度が画像情報を有する画像信号に従って調整されることで、画素部
に画像が表示される。
【００８３】
次いで、画素３００が有する、トランジスタ３０１、トランジスタ３０３、容量素子３０
４、発光素子３０２の接続構成について説明する。
【００８４】
トランジスタ３０１は、ソースまたはドレインの一方が信号線３０５に接続され、ソース
またはドレインの他方がトランジスタ３０３のゲートに接続されている。トランジスタ３
０１のゲートは、配線３０６に接続されている。トランジスタ３０３は、ソースまたはド
レインの一方が配線３０７に接続され、ソースまたはドレインの他方が発光素子３０２に
接続されている。具体的に、トランジスタ３０３のソースまたはドレインの他方は、発光
素子３０２のアノードとカソードのいずれか一方に接続されている。発光素子３０２のア
ノードとカソードのいずれか他方は、基準電位Ｖｃｏｍが与えられた配線３０８に接続さ
れている。
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【００８５】
なお、図８（Ａ）では、画素３００が容量素子３０４を有する場合を例示しているが、例
えばトランジスタ３０１のゲートと活性層の間に形成されるゲート容量や、ゲートの寄生
容量が十分大きい場合など、他の容量により画像信号の電位を十分保持できる場合には、
必ずしも容量素子３０４を画素３００に設ける必要はない。
【００８６】
図８（Ｂ）に、画素３００の別の一例について説明する。
【００８７】
図８（Ｂ）に、画素３００の回路図の一例を示す。画素３００は、トランジスタ３１１乃
至トランジスタ３１５と、発光素子３１６と、容量素子３１７とを有する。
【００８８】
トランジスタ３１２は、信号線３１８と、容量素子３１７の一対の電極のうちの一方との
接続を制御する機能を有する。容量素子３１７の一対の電極のうちの他方は、トランジス
タ３１１のソース及びドレインの一方に接続される。トランジスタ３１３は、配線３１９
と、トランジスタ３１１のゲートとの接続を制御する機能を有する。トランジスタ３１４
は、容量素子３１７の一対の電極のうちの一方と、トランジスタ３１１のゲートとの接続
を制御する機能を有する。トランジスタ３１５は、トランジスタ３１１のソース及びドレ
インの一方と、発光素子３１６のアノードとカソードのいずれか一方との接続を制御する
機能を有する。
【００８９】
さらに、図８（Ｂ）では、トランジスタ３１１のソース及びドレインの他方は配線３２０
に接続されている。
【００９０】
また、トランジスタ３１２における導通状態または非導通状態の選択は、トランジスタ３
１２のゲートに接続された配線３２１の電位により定まる。トランジスタ３１３における
導通状態または非導通状態の選択は、トランジスタ３１３のゲートに接続された配線３２
１の電位により定まる。トランジスタ３１４における導通状態または非導通状態の選択は
、トランジスタ３１４のゲートに接続された配線３２２の電位により定まる。トランジス
タ３１５における導通状態または非導通状態の選択は、トランジスタ３１５のゲートに接
続された配線３２３の電位により定まる。発光素子３１６のアノードとカソードのいずれ
か他方は、基準電位Ｖｃｏｍが与えられた配線３２４に接続されている。
【００９１】
なお、図８（Ａ）及び図８（Ｂ）において、画素３００は、必要に応じて、トランジスタ
、ダイオード、抵抗素子、容量素子、インダクタなどのその他の回路素子を、さらに有し
ていても良い。
【００９２】
また、図８（Ａ）及び図８（Ｂ）において、各トランジスタは、ゲートを半導体膜の片側
において少なくとも有していれば良いが、半導体膜を間に挟んで存在する一対のゲートを
有していても良い。一対のゲートの一方をバックゲートとすると、バックゲートはフロー
ティングの状態であっても良いし、電位が他から与えられている状態であっても良い。後
者の場合、通常のゲート及びバックゲートに同じ高さの電位が与えられていても良いし、
バックゲートにのみ接地電位などの固定の電位が与えられていても良い。バックゲートに
与える電位の高さを制御することで、トランジスタの閾値電圧を制御することができる。
また、バックゲートを設けることで、チャネル形成領域が増え、ドレイン電流の増加を実
現することができる。また、バックゲートを設けることで、半導体膜に空乏層ができやす
くなるため、Ｓ値の改善を図ることができる。
【００９３】
また、図８（Ａ）及び図８（Ｂ）では、トランジスタが全てｎチャネル型である場合を例
示している。画素３００内のトランジスタが全て同じ極性である場合、トランジスタの作
製工程を簡略化することができる。
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【００９４】
また、トランジスタ３０３を飽和領域で動作させる場合、チャネル長またはチャネル幅を
、画素３００内のトランジスタ３０３以外のトランジスタよりも長くすることが望ましい
。チャネル幅を長くすることにより、キンク効果が低減し、飽和領域において、ソースと
ドレイン間の電圧に対するドレイン電流の値をフラットにすることができる。或いは、チ
ャネル幅を長くすることにより、トランジスタ３０３は、飽和領域においても、多くの電
流を流すことができる。
【００９５】
また、図８（Ａ）及び図８（Ｂ）では、画素３００内のトランジスタが、単数のゲートを
有することで、一の半導体膜に単数のチャネル形成領域を有するシングルゲート構造であ
る場合を例示しているが、本発明はこの構成に限定されない。画素３００内のトランジス
タのいずれかまたは全てが、電気的に接続された複数のゲートを有することで、一の半導
体膜に複数のチャネル形成領域を有する、マルチゲート構造であっても良い。
【００９６】
次いで、図８（Ａ）に示した画素３００を例に挙げて、画素部３５０の構成の一例につい
て説明する。図９に、画素部３５０の具体的な回路図の一例を示す。
【００９７】
図９に示すように、画素部３５０は、複数の信号線３０５、複数の配線３０６、複数の配
線３０７、配線３０８を有している。複数の信号線３０５は、選択回路に接続されており
、複数の配線３０６は、走査線駆動回路に接続されている。
【００９８】
そして、各画素３００は、複数の信号線３０５の１つと、複数の配線３０６の１つと、複
数の配線３０７の１つとに、接続されている。全ての画素３００は、配線３０８に接続さ
れている。
【００９９】
図９に示した画素部３５０では、画像信号の画素３００への入力を行う際、複数の配線３
０６が順に選択される。選択された配線３０６に接続された画素３００では、配線３０６
にゲートが接続されているトランジスタ３０１が導通状態になる。そして、複数の信号線
３０５のそれぞれに入力された画像信号の電位が、トランジスタ３０１が導通状態になる
ことで、トランジスタ３０３のゲートに与えられる。配線３０６の選択が終了すると、ト
ランジスタ３０１が非導通状態になり、画像信号の電位はトランジスタ３０３のゲートに
おいて保持される。
【０１００】
そして、画像信号の電位に従って、発光素子３０２の発光状態が定まる。具体的には、画
像信号の電位に従ってトランジスタ３０３が導通状態になっている場合、発光素子３０２
は電流が供給されて発光の状態となる。また、画像信号の電位に従って、トランジスタ３
０３が非導通状態になっている場合、発光素子３０２への電流の供給は行われず、発光素
子３０２は非発光の状態となる。
【０１０１】
上記動作により、画素部３５０に画像を表示することができる。
【０１０２】
なお、画素３００に用いられるトランジスタは、非晶質、微結晶、多結晶又は単結晶であ
る、シリコン又はゲルマニウムなどの半導体膜にチャネル形成領域を有するトランジスタ
が用いられていても良いし、シリコンよりもバンドギャップが広く、真性キャリア密度が
シリコンよりも低い半導体膜にチャネル形成領域を有するトランジスタが用いられていて
も良い。シリコンとしては、プラズマＣＶＤ法などの気相成長法若しくはスパッタリング
法で作製された非晶質シリコン、非晶質シリコンをレーザーアニールなどの処理により結
晶化させた多結晶シリコン、単結晶シリコンウェハに水素イオン等を注入して表層部を剥
離した単結晶シリコンなどを用いることができる。
【０１０３】
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電子供与体（ドナー）となる水分または水素などの不純物が低減され、なおかつ酸素欠損
が低減されることにより高純度化された酸化物半導体（ｐｕｒｉｆｉｅｄ　Ｏｘｉｄｅ　
Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）は、ｉ型（真性半導体）又はｉ型に限りなく近い。そのた
め、高純度化された酸化物半導体膜にチャネル形成領域を有するトランジスタは、オフ電
流が著しく小さい。
【０１０４】
具体的に、高純度化された酸化物半導体膜にチャネル形成領域を有するトランジスタのオ
フ電流が小さいことは、いろいろな実験により証明できる。例えば、チャネル幅が１×１
０６μｍでチャネル長が１０μｍの素子であっても、ソース電極とドレイン電極間の電圧
（ドレイン電圧）が１Ｖから１０Ｖの範囲において、オフ電流が、半導体パラメータアナ
ライザの測定限界以下、すなわち１×１０－１３Ａ以下という特性を得ることができる。
この場合、トランジスタのチャネル幅で規格化したオフ電流は、１００ｚＡ／μｍ以下で
あることが分かる。また、容量素子とトランジスタとを接続して、容量素子に流入または
容量素子から流出する電荷を当該トランジスタで制御する回路を用いて、オフ電流の測定
を行った。当該測定では、高純度化された酸化物半導体膜を上記トランジスタのチャネル
形成領域に用い、容量素子の単位時間あたりの電荷量の推移から当該トランジスタのオフ
電流を測定した。その結果、トランジスタのソース電極とドレイン電極間の電圧が３Ｖの
場合に、数十ｙＡ／μｍという、さらに小さいオフ電流が得られることが分かった。従っ
て、高純度化された酸化物半導体膜をチャネル形成領域に用いたトランジスタは、オフ電
流が、結晶性を有するシリコンを用いたトランジスタに比べて著しく小さい。
【０１０５】
また、酸化物半導体の中でもＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物など
は、炭化シリコン、窒化ガリウム、または酸化ガリウムとは異なり、スパッタリング法や
湿式法により電気的特性の優れたトランジスタを作製することが可能であり、量産性に優
れるといった利点がある。また、炭化シリコン、窒化ガリウム、または酸化ガリウムとは
異なり、上記Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物は、ガラス基板上に、電気的特性の優れたトラン
ジスタを作製することが可能である。また、基板の大型化にも対応が可能である。
【０１０６】
なお、酸化物半導体としては、少なくともインジウム（Ｉｎ）あるいは亜鉛（Ｚｎ）を含
むことが好ましい。また、該酸化物半導体を用いたトランジスタの電気的特性のばらつき
を減らすためのスタビライザーとして、それらに加えてガリウム（Ｇａ）を有することが
好ましい。また、スタビライザーとしてスズ（Ｓｎ）を有することが好ましい。また、ス
タビライザーとしてハフニウム（Ｈｆ）を有することが好ましい。また、スタビライザー
としてアルミニウム（Ａｌ）を有することが好ましい。また、スタビライザーとしてジル
コニウム（Ｚｒ）を含むことが好ましい。
【０１０７】
また、他のスタビライザーとして、ランタノイドである、ランタン（Ｌａ）、セリウム（
Ｃｅ）、プラセオジム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、サマリウム（Ｓｍ）、ユウロピウム
（Ｅｕ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）、ホル
ミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）、イッテルビウム（Ｙｂ）、ル
テチウム（Ｌｕ）のいずれか一種または複数種を含んでいてもよい。
【０１０８】
例えば、酸化物半導体として、酸化インジウム、酸化ガリウム、酸化スズ、酸化亜鉛、二
元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｚｎ系酸化物
、Ｚｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｓｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｇａ系酸化物
、三元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物（ＩＧＺＯとも表記する）、Ｉｎ
－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－
Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌ
ａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｍ
－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｇｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｂ－
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Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｒ－Ｚ
ｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌｕ－Ｚｎ
系酸化物、四元系金属の酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｇ
ａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物
、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物を用いることがで
きる。
【０１０９】
なお、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物とは、ＩｎとＧａとＺｎを含む酸化物という意
味であり、ＩｎとＧａとＺｎの比率は問わない。また、ＩｎとＧａとＺｎ以外の金属元素
を含んでいてもよい。Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物は、無電界時の抵抗が十分に高くオフ電
流を十分に小さくすることが可能であり、また、移動度も高い。
【０１１０】
例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１（＝１／３：１／３：１／３）あるいはＩｎ：Ｇ
ａ：Ｚｎ＝２：２：１（＝２／５：２／５：１／５）の原子比のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化
物やその組成の近傍の酸化物を用いることができる。あるいは、Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝１：
１：１（＝１／３：１／３：１／３）、Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝２：１：３（＝１／３：１／
６：１／２）あるいはＩｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝２：１：５（＝１／４：１／８：５／８）の原
子比のＩｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物やその組成の近傍の酸化物を用いるとよい。
【０１１１】
例えば、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物では比較的容易に高い移動度が得られる。しかしなが
ら、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物でも、バルク内欠陥密度を低減することにより移動度を上
げることができる。
【０１１２】
以下では、酸化物半導体膜の構造について説明する。
【０１１３】
酸化物半導体膜は、単結晶酸化物半導体膜と非単結晶酸化物半導体膜とに大別される。非
単結晶酸化物半導体膜とは、非晶質酸化物半導体膜、微結晶酸化物半導体膜、多結晶酸化
物半導体膜、ＣＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ
　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）膜などをいう。
【０１１４】
微結晶酸化物半導体膜は、例えば、１ｎｍ以上１０ｎｍ未満の大きさの微結晶（ナノ結晶
ともいう。）を含む。従って、微結晶酸化物半導体膜は、非晶質酸化物半導体膜よりも原
子配列の規則性が高い。そのため、微結晶酸化物半導体膜は、非晶質酸化物半導体膜より
も欠陥準位密度が低いという特徴がある。
【０１１５】
非晶質酸化物半導体膜は、膜中における原子配列が不規則であり、結晶成分を有さない酸
化物半導体膜である。微小領域においても結晶部を有さず、膜全体が完全な非晶質構造の
酸化物半導体膜が典型である。
【０１１６】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、複数の結晶部を有する酸化物半導体膜の一つであり、ほとんどの結
晶部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体内に収まる大きさである。従って、ＣＡＡＣ－Ｏ
Ｓ膜に含まれる結晶部は、一辺が１０ｎｍ未満、５ｎｍ未満または３ｎｍ未満の立方体内
に収まる大きさの場合も含まれる。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、微結晶酸化物半導体膜よりも欠
陥準位密度が低いという特徴がある。以下、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜について詳細な説明を行う
。
【０１１７】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）によって観察すると、結晶部同士の明確な境界、即ち結
晶粒界（グレインバウンダリーともいう。）を確認することができない。そのため、ＣＡ
ＡＣ－ＯＳ膜は、結晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。
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【０１１８】
本明細書において、「垂直」とは、二つの直線が８０°以上１００°以下の角度で配置さ
れている状態をいう。従って、８５°以上９５°以下の場合も含まれる。また、「平行」
とは、二つの直線が－１０°以上１０°以下の角度で配置されている状態をいう。従って
、－５°以上５°以下の場合も含まれる。
【０１１９】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略平行な方向からＴＥＭによって観察（断面ＴＥＭ観察
）すると、結晶部において、金属原子が層状に配列していることを確認できる。金属原子
の各層は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の膜を形成する面（被形成面ともいう。）または上面の凹凸
を反映した形状であり、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面または上面と平行に配列する。
【０１２０】
一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を、試料面と概略垂直な方向からＴＥＭによって観察（平面ＴＥ
Ｍ観察）すると、結晶部において、金属原子が三角形状または六角形状に配列しているこ
とを確認できる。しかしながら、異なる結晶部間で、金属原子の配列に規則性は見られな
い。
【０１２１】
断面ＴＥＭ観察および平面ＴＥＭ観察より、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶部は配向性を有して
いることがわかる。
【０１２２】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、Ｘ線回折（ＸＲＤ：Ｘ－Ｒａｙ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）装
置を用いて構造解析を行うと、例えばＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜
のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、回折角（２θ）が３１°近傍にピークが
現れる場合がある。このピークは、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（００９）面に帰属される
ことから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶がｃ軸配向性を有し、ｃ軸が被形成面または上面に概
略垂直な方向を向いていることが確認できる。
【０１２３】
一方、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、ｃ軸に概略垂直な方向からＸ線を入射させるｉｎ－ｐｌ
ａｎｅ法による解析では、２θが５６°近傍にピークが現れる場合がある。このピークは
、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（１１０）面に帰属される。ＩｎＧａＺｎＯ４の単結晶酸化
物半導体膜であれば、２θを５６°近傍に固定し、試料面の法線ベクトルを軸（φ軸）と
して試料を回転させながら分析（φスキャン）を行うと、（１１０）面と等価な結晶面に
帰属されるピークが６本観察される。これに対し、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の場合は、２θを５
６°近傍に固定してφスキャンした場合でも、明瞭なピークが現れない。
【０１２４】
以上のことから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜では、異なる結晶部間ではａ軸およびｂ軸の配向は不
規則であるが、ｃ軸配向性を有し、かつｃ軸が被形成面または上面の法線ベクトルに平行
な方向を向いていることがわかる。従って、前述の断面ＴＥＭ観察で確認された層状に配
列した金属原子の各層は、結晶のａｂ面に平行な面である。
【０１２５】
なお、結晶部は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜した際、または加熱処理などの結晶化処理を行
った際に形成される。上述したように、結晶のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面また
は上面の法線ベクトルに平行な方向に配向する。従って、例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の形
状をエッチングなどによって変化させた場合、結晶のｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面
または上面の法線ベクトルと平行にならないこともある。
【０１２６】
また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中の結晶化度が均一でなくてもよい。例えば、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜
の結晶部が、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の上面近傍からの結晶成長によって形成される場合、上面
近傍の領域は、被形成面近傍の領域よりも結晶化度が高くなることがある。また、ＣＡＡ
Ｃ－ＯＳ膜に不純物を添加する場合、不純物が添加された領域の結晶化度が変化し、部分
的に結晶化度の異なる領域が形成されることもある。
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【０１２７】
なお、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法
による解析では、２θが３１°近傍のピークの他に、２θが３６°近傍にもピークが現れ
る場合がある。２θが３６°近傍のピークは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中の一部に、ｃ軸配向性
を有さない結晶が含まれることを示している。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、２θが３１°近傍に
ピークを示し、２θが３６°近傍にピークを示さないことが好ましい。
【０１２８】
ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気的特性の変
動が小さい。よって、当該トランジスタは、信頼性が高い。
【０１２９】
なお、酸化物半導体膜は、例えば、非晶質酸化物半導体膜、微結晶酸化物半導体膜、ＣＡ
ＡＣ－ＯＳ膜のうち、二種以上を有する積層膜であってもよい。
【０１３０】
図８（Ａ）に示した画素３００においてオフ電流の極めて小さいトランジスタ３０１を用
いることで、また、図８（Ｂ）に示した画素３００においてオフ電流の極めて小さいトラ
ンジスタ３１２、トランジスタ３１３及びトランジスタ３１４を用いることで、トランジ
スタ３０３またはトランジスタ３１１のゲートの電位が保持される期間を長く確保するこ
とができる。そのため、静止画のように、連続する幾つかのフレーム期間に渡って、画素
部に同じ画像情報を有する画像信号が書き込まれる場合などは、駆動周波数を低くする、
言い換えると一定期間内における画素部への画像信号の書き込み回数を少なくしても、画
像の表示を維持することができる。例えば、高純度化された酸化物半導体を活性層に用い
たトランジスタ３１２を用いることで、画像信号の書き込みの間隔を１０秒以上、好まし
くは３０秒以上、さらに好ましくは１分以上にすることができる。そして、画像信号が書
き込まれる間隔を長くすればするほど、消費電力をより低減することができる。
【０１３１】
また、図８（Ａ）では、画像信号の電位をより長い期間に渡って保持することができるた
め、画像信号の電位を保持するために、トランジスタ３０３のゲートに容量素子３０４を
接続しなくても、表示される画質が低下するのを防ぐことができる。よって、容量素子３
０４を設けないことによって、或いは容量素子３０４のサイズを小さくすることによって
、開口率を高めることができるため、発光装置の消費電力を低減させることができる。
【０１３２】
（実施の形態４）
本実施の形態では、ボトムエミッション構造、トップエミッション構造、デュアルエミッ
ション構造について説明する。デュアルエミッション構造とは、発光素子の光を、トラン
ジスタが形成された基板側からと、上記基板とは反対の側からと、両方から取り出す構造
を意味する。なお、本実施の形態では、発光素子が有する一対の電極は、それぞれアノー
ドとカソードを意味するものとする。
【０１３３】
図１１（Ａ）に、発光素子６０３３から発せられる光を電極６０３４側から取り出す場合
の、画素の断面図を示す。トランジスタ６０３１は絶縁膜６０３７で覆われており、絶縁
膜６０３７上には開口部を有する隔壁６０３８が形成されている。隔壁６０３８の開口部
において電極６０３４が一部露出しており、該開口部において電極６０３４、ＥＬ層６０
３５、電極６０３６が順に積層されている。
【０１３４】
電極６０３４は、光を透過しやすい材料または膜厚で形成し、電極６０３６は、光を透過
しにくい材料または膜厚で形成する。上記構成により、電極６０３４側から白抜きの矢印
で示すように光を取り出す、ボトムエミッション構造を得ることができる。
【０１３５】
図１１（Ｂ）に、発光素子６０４３から発せられる光を電極６０４６側から取り出す場合
の、画素の断面図を示す。トランジスタ６０４１は絶縁膜６０４７で覆われており、絶縁
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膜６０４７上には開口部を有する隔壁６０４８が形成されている。隔壁６０４８の開口部
において電極６０４４が一部露出しており、該開口部において電極６０４４、ＥＬ層６０
４５、電極６０４６が順に積層されている。
【０１３６】
電極６０４４は、光を透過しにくい材料または膜厚で形成し、電極６０４６は、光を透過
しやすい材料または膜厚で形成する。上記構成により、電極６０４６側から白抜きの矢印
で示すように光を取り出す、トップエミッション構造を得ることができる。
【０１３７】
図１１（Ｃ）に、発光素子６０５３から発せられる光を電極６０５４側及び電極６０５６
側から取り出す場合の、画素の断面図を示す。トランジスタ６０５１は絶縁膜６０５７で
覆われており、絶縁膜６０５７上には開口部を有する隔壁６０５８が形成されている。隔
壁６０５８の開口部において電極６０５４が一部露出しており、該開口部において電極６
０５４、ＥＬ層６０５５、電極６０５６が順に積層されている。
【０１３８】
電極６０５４及び電極６０５６は、光を透過しやすい材料または膜厚で形成する。上記構
成により、電極６０５４及び電極６０５６側から白抜きの矢印で示すように光を取り出す
、デュアルエミッション構造を得ることができる。
【０１３９】
なお、アノードまたはカソードとなる電極には、金属、合金、電気伝導性化合物、および
これらの混合物などを用いることができる。具体的には、酸化インジウム－酸化スズ（Ｉ
ＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、珪素若しくは酸化珪素を含有した酸化イン
ジウム－酸化スズ、酸化インジウム－酸化亜鉛（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）
、酸化タングステン及び酸化亜鉛を含有した酸化インジウム、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）
、ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、鉄（
Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、チタン（Ｔｉ）の他、元
素周期表の第１族または第２族に属する元素、すなわちリチウム（Ｌｉ）やセシウム（Ｃ
ｓ）等のアルカリ金属、およびカルシウム（Ｃａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）等のアルカ
リ土類金属、マグネシウム（Ｍｇ）およびこれらを含む合金（ＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ）、ユ
ウロピウム（Ｅｕ）、イッテルビウム（Ｙｂ）等の希土類金属およびこれらを含む合金、
その他、グラフェン等を用いることができる。そして、上記材料を適宜選択し、その膜厚
を最適な値に設定することで、トップエミッション構造、ボトムエミッション構造、また
はデュアルエミッション構造を作り分けることが可能となる。
【０１４０】
また、本発明の一態様に係る発光装置では、白色などの単色の光を発する発光素子と、カ
ラーフィルタを組み合わせることで、フルカラー画像の表示を行う、カラーフィルタ方式
を採用することができる。或いは、互いに異なる色相の光を発する複数の発光素子を用い
て、フルカラー画像の表示を行う方式を採用することもできる。この方式は、発光素子が
有する一対の電極間に設けられるＥＬ層を、対応する色ごとに塗り分けるため、塗り分け
方式と呼ばれる。
【０１４１】
塗り分け方式の場合、ＥＬ層の塗り分けは、通常、メタルマスクなどのマスクを用いて、
蒸着法で行われる。そのため、画素のサイズは蒸着法によるＥＬ層の塗り分け精度に依存
する。一方、カラーフィルタ方式の場合、塗り分け方式とは異なり、ＥＬ層の塗り分けを
行う必要がない。よって、塗り分け方式の場合よりも、画素サイズの縮小化が容易であり
、高精細の画素部を実現することができる。
【０１４２】
また、トップエミッション構造の場合、発光素子から発せられる光を、配線、トランジス
タ、容量素子などの各種素子によって遮られることがないため、ボトムエミッション構造
に比べて、画素からの光の取り出し効率を高めることができる。よって、トップエミッシ
ョン構造は、発光素子に供給する電流値を低く抑えても、高い輝度を得ることができるた
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め、発光素子の長寿命化に有利である。
【０１４３】
また、本発明の一態様に係る発光装置では、ＥＬ層から発せられる光を発光素子内で共振
させる、マイクロキャビティ（微小光共振器）構造を有していても良い。マイクロキャビ
ティ構造により、特定の波長の光について、発光素子からの取り出し効率を高めることが
できるので、画素部の輝度と色純度を向上させることができる。
【０１４４】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することができる。
【０１４５】
（実施の形態５）
本発明の一態様に係る発光装置の外観について、図１２を用いて説明する。図１２（Ａ）
は、基板４００１と基板４００６とを封止材４００５によって接着させた発光装置の上面
図であり、図１２（Ｂ）は、図１２（Ａ）の破線Ａ－Ａ’における断面図に相当する。
【０１４６】
基板４００１上に設けられた画素部４００２と、走査線駆動回路４００４と、選択回路４
０２０とを囲むように、封止材４００５が設けられている。また、画素部４００２、走査
線駆動回路４００４、選択回路４０２０の上に基板４００６が設けられている。よって、
画素部４００２と、走査線駆動回路４００４と、選択回路４０２０とは、基板４００１と
封止材４００５と基板４００６とによって封止されている。
【０１４７】
また、基板４００１上の封止材４００５によって囲まれている領域とは異なる領域に、信
号線駆動回路４００３が形成された基板４０２１が、実装されている。図１２（Ｂ）では
、信号線駆動回路４００３に含まれるトランジスタ４００９を例示する。
【０１４８】
また、基板４００１上に設けられた画素部４００２、走査線駆動回路４００４、選択回路
４０２０は、トランジスタを複数有している。図１２（Ｂ）では、画素部４００２に含ま
れるトランジスタ４０１０と、選択回路４０２０に含まれるトランジスタ４０２２とを例
示している。
【０１４９】
発光素子４０１１は、トランジスタ４０１０に電気的に接続されている。
【０１５０】
また、信号線駆動回路４００３、選択回路４０２０、走査線駆動回路４００４、画素部４
００２に与えられる、画像信号を含む各種信号及び電位は、引き回し配線４０１４及び４
０１５を介して、接続端子４０１６から供給されている。接続端子４０１６は、ＦＰＣ４
０１８が有する端子と、異方性導電膜４０１９を介して電気的に接続されている。
【０１５１】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することができる。
【０１５２】
（実施の形態６）
本発明の一態様に係る発光装置は、表示機器、パーソナルコンピュータ、記録媒体を備え
た画像再生装置（代表的にはＤＶＤ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ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有する装置）に用いることが
できる。その他に、本発明の一態様に係る発光装置を用いることができる電子機器として
、携帯電話、携帯型を含むゲーム機、携帯情報端末、電子書籍、ビデオカメラ、デジタル
スチルカメラなどのカメラ、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、デジタルオーディオプレイヤ
ー等）、複写機、ファクシミリ、プリンター、プリンター複合機、現金自動預け入れ払い
機（ＡＴＭ）、自動販売機などが挙げられる。これら電子機器の具体例を図１３に示す。
【０１５３】
図１３（Ａ）は携帯型ゲーム機であり、筐体５００１、筐体５００２、表示部５００３、
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表示部５００４、マイクロホン５００５、スピーカー５００６、操作キー５００７、スタ
イラス５００８等を有する。表示部５００３または表示部５００４に、本発明の一態様に
係る発光装置を用いることができる。なお、図１３（Ａ）に示した携帯型ゲーム機は、２
つの表示部５００３と表示部５００４とを有しているが、携帯型ゲーム機が有する表示部
の数は、これに限定されない。
【０１５４】
図１３（Ｂ）は表示機器であり、筐体５２０１、表示部５２０２、支持台５２０３等を有
する。表示部５２０２に本発明の一態様に係る発光装置を用いることができる。なお、表
示機器には、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
表示用表示機器が含まれる。
【０１５５】
図１３（Ｃ）はノート型パーソナルコンピュータであり、筐体５４０１、表示部５４０２
、キーボード５４０３、ポインティングデバイス５４０４等を有する。表示部５４０２に
本発明の一態様に係る発光装置を用いることができる。
【０１５６】
図１３（Ｄ）は携帯情報端末であり、第１筐体５６０１、第２筐体５６０２、第１表示部
５６０３、第２表示部５６０４、接続部５６０５、操作キー５６０６等を有する。第１表
示部５６０３は第１筐体５６０１に設けられており、第２表示部５６０４は第２筐体５６
０２に設けられている。そして、第１筐体５６０１と第２筐体５６０２とは、接続部５６
０５により接続されており、第１筐体５６０１と第２筐体５６０２の間の角度は、接続部
５６０５により変更が可能となっている。第１表示部５６０３における映像を、接続部５
６０５における第１筐体５６０１と第２筐体５６０２との間の角度に従って、切り替える
構成としても良い。また、第１表示部５６０３及び第２表示部５６０４の少なくとも一方
に、位置入力装置としての機能が付加された発光装置を用いるようにしても良い。なお、
位置入力装置としての機能は、発光装置にタッチパネルを設けることで付加することがで
きる。或いは、位置入力装置としての機能は、フォトセンサとも呼ばれる光電変換素子を
発光装置の画素部に設けることでも、付加することができる。第１表示部５６０３または
第２表示部５６０４に本発明の一態様に係る発光装置を用いることができる。
【０１５７】
図１３（Ｅ）はビデオカメラであり、第１筐体５８０１、第２筐体５８０２、表示部５８
０３、操作キー５８０４、レンズ５８０５、接続部５８０６等を有する。操作キー５８０
４及びレンズ５８０５は第１筐体５８０１に設けられており、表示部５８０３は第２筐体
５８０２に設けられている。そして、第１筐体５８０１と第２筐体５８０２とは、接続部
５８０６により接続されており、第１筐体５８０１と第２筐体５８０２の間の角度は、接
続部５８０６により変更が可能となっている。表示部５８０３における映像の切り替えを
、接続部５８０６における第１筐体５８０１と第２筐体５８０２との間の角度に従って行
う構成としても良い。表示部５８０３に本発明の一態様に係る発光装置を用いることでき
る。
【０１５８】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することができる。
【符号の説明】
【０１５９】
１００　　発光装置
１０１　　信号線駆動回路
１０２　　選択回路
１０２－（ｉ＋１）　　選択回路
１０２－ｉ　　選択回路
１０３　　発光素子
１０４　　第１選択回路
１０５　　第２選択回路
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１０６　　信号線
１０６－（ｉ＋１）　　信号線
１０６－ｉ　　信号線
１０７　　容量素子
１０８　　容量素子
１０９　　容量素子
１１０　　端子
１１０－（ｉ＋１）　　端子
１１０－ｉ　　端子
１１１　　トランジスタ
１１２　　トランジスタ
１１３　　トランジスタ
１１４　　トランジスタ
１１５　　トランジスタ
１１６　　トランジスタ
２００　　発光装置
２０１　　画素部
２０２　　走査線駆動回路
２０３　　信号線駆動回路
２０４　　選択回路
２０５　　シフトレジスタ
２０６　　レベルシフタ
２０７　　サンプリング回路
２０８　　アナログ記憶回路
２０９　　アナログバッファ
３００　　画素
３０１　　トランジスタ
３０２　　発光素子
３０３　　トランジスタ
３０４　　容量素子
３０５　　信号線
３０６　　配線
３０７　　配線
３０８　　配線
３１１　　トランジスタ
３１２　　トランジスタ
３１３　　トランジスタ
３１４　　トランジスタ
３１５　　トランジスタ
３１６　　発光素子
３１７　　容量素子
３１８　　信号線
３１９　　配線
３２０　　配線
３２１　　配線
３２２　　配線
３２３　　配線
３２４　　配線
３５０　　画素部
４００１　　基板
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４００２　　画素部
４００３　　信号線駆動回路
４００４　　走査線駆動回路
４００５　　封止材
４００６　　基板
４００９　　トランジスタ
４０１０　　トランジスタ
４０１１　　発光素子
４０１４　　配線
４０１６　　接続端子
４０１８　　ＦＰＣ
４０１９　　異方性導電膜
４０２０　　選択回路
４０２１　　基板
４０２２　　トランジスタ
５００１　　筐体
５００２　　筐体
５００３　　表示部
５００４　　表示部
５００５　　マイクロホン
５００６　　スピーカー
５００７　　操作キー
５００８　　スタイラス
５２０１　　筐体
５２０２　　表示部
５２０３　　支持台
５４０１　　筐体
５４０２　　表示部
５４０３　　キーボード
５４０４　　ポインティングデバイス
５６０１　　筐体
５６０２　　筐体
５６０３　　表示部
５６０４　　表示部
５６０５　　接続部
５６０６　　操作キー
５８０１　　筐体
５８０２　　筐体
５８０３　　表示部
５８０４　　操作キー
５８０５　　レンズ
５８０６　　接続部
６００１　　基板
６００２　　画素部
６００３　　走査線駆動回路
６００４　　基板
６００５　　ＦＰＣ
６００６　　基板
６００７　　選択回路
６０３１　　トランジスタ
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６０３３　　発光素子
６０３４　　電極
６０３５　　ＥＬ層
６０３６　　電極
６０３７　　絶縁膜
６０３８　　隔壁
６０４１　　トランジスタ
６０４３　　発光素子
６０４４　　電極
６０４５　　ＥＬ層
６０４６　　電極
６０４７　　絶縁膜
６０４８　　隔壁
６０５１　　トランジスタ
６０５３　　発光素子
６０５４　　電極
６０５５　　ＥＬ層
６０５６　　電極
６０５７　　絶縁膜
６０５８　　隔壁
６１０１　　基板
６１０２　　画素部
６１０３　　走査線駆動回路
６１０４　　基板
６１０５　　ＦＰＣ
６１０６　　基板
６１０７　　選択回路
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