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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素がマトリクス状に配置された表示領域を有する表示装置であって、
　前記表示領域内において、同一列に配置された複数の画素に沿って延伸されたソース配
線と、
　第一の配線および第二の配線を含む下部配線層と、
　前記下部配線層の上方に設けられた層間絶縁層と、
　前記層間絶縁層の上方に設けられ、第三の配線および第四の配線を含む上部配線層と、
を備え、
　前記第一の配線および前記第三の配線は、それぞれ、前記表示領域内において、同一行
に配置された画素で構成される複数の画素ラインのうち、第一のグループに属する画素ラ
インに沿って前記複数の画素にわたって延伸されると共に、前記層間絶縁層を介して積層
方向に重なる位置に配置され、
　前記第二の配線および前記第四の配線は、それぞれ、前記表示領域内において、前記同
一行に配置された画素で構成される前記複数の画素ラインのうち、前記第一のグループに
属する画素ラインを除いた第二のグループに属する画素ラインに沿って前記複数の画素に
わたって延伸されると共に、前記層間絶縁層を介して積層方向に重なる位置に配置され、
　前記第一の配線および前記第三の配線は、第一の電位に設定され、前記複数の画素に対
し前記第一の電位を供給するように構成されると共に、前記第二の配線および前記第四の
配線は、前記第一の電位とは異なる第二の電位に設定され、前記複数の画素に対し前記第
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二の電位を供給するように構成される
　表示装置。
【請求項２】
　前記第一のグループに属する画素ラインは、前記複数の画素ラインのうちの奇数ライン
の画素ラインおよび偶数ラインの画素ラインのうちの一方であり、前記第二のグループに
属する画素ラインは、前記奇数ラインの画素ラインおよび前記偶数ラインの画素ラインの
うちの他方である
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第一の配線と前記第三の配線とは、前記層間絶縁層に設けられたコンタクトホール
を介して電気的に接続され、
　前記第二の配線と前記第四の配線とは、前記層間絶縁層に設けられたコンタクトホール
を介して電気的に接続されている
　請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記複数の画素は、
　２つの電極で挟持された有機材料を有する有機発光層を含む有機発光素子と、
　前記有機発光素子を構成する層より基板側に位置する層に形成され、前記有機発光素子
を電流駆動する駆動トランジスタが形成される駆動回路層とを有し、
　前記駆動トランジスタのソース／ドレイン電極が、前記第一の配線および前記第三の配
線に接続され、
　前記有機発光素子の２つの電極のうちの一方が、前記第二の配線および前記第四の配線
に接続されている
　請求項１～３の何れか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第一の配線および前記第三の配線は、前記第一のグループに属する画素ラインを構
成する画素に対し前記第一の電位の電源を供給する電源配線であり、
　前記第二の配線および前記第四の配線は、前記第二のグループに属する画素ラインを構
成する画素に対し前記第二の電位の電源を供給する電源配線である
　請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記下部配線層は、前記駆動トランジスタのゲート電極が形成されるゲート電極層、ま
たは、前記駆動トランジスタのソース／ドレイン電極が形成されるソース／ドレイン層と
同一の層に形成され、
　前記上部配線層は、基板側に位置する前記有機発光素子の電極が形成される層と同一の
層に形成されている
　請求項４または５に記載の表示装置。
【請求項７】
　さらに、前記複数の画素を画素毎に区画するバンクを備え、
　前記第三の配線及び前記第四の配線は、一方が前記バンクによって覆われることにより
前記有機発光素子の電極と接続されず、他方が前記バンクから露出することにより前記有
機発光素子の電極と接続される
　請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第一の電位は、画素毎に形成された前記駆動回路を含んで構成される画素回路に印
加される高電位側の電位であり、
　前記第二の電位は、前記画素回路に印加される低電位側の電位である
　請求項４～７の何れか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、表示装置及に関し、特に、アクティブマトリクス型の表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置または有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）表示装置などのアクティブ
マトリクス型の表示装置（表示パネル）は、複数の画素が行方向および列方向にマトリク
ス状に配置された表示領域を備えている。各画素は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉ
ｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）で構成されるスイッチング素子や駆動素子、およ
び容量素子などで構成される駆動回路と、液晶素子や有機ＥＬ素子などの表示素子とを備
える。
【０００３】
　アクティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置では、一般的に、同一行の複数の画素で構
成される画素行毎に、当該画素行に含まれる各画素に電源電圧を供給する電源配線が設け
られている。電源配線は、例えば、電圧を供給する画素行と当該画素行に隣接する画素行
との間に配置されている。
【０００４】
　近年、表示パネルの大画面化に伴い、表示パネル面内の中央部分での電圧降下を防止す
るために、補助配線（補助電極）を設ける構成が知られている。補助配線は、例えば、画
素行毎に設けられ、電圧を供給する画素行と当該画素行に隣接する画素行との間に、上述
した電源配線と積層方向に重なるように配置されている。
【０００５】
　このように積層方向に２つの配線が配置された表示装置の場合、製造工程で導電性の異
物が混入すると、異物によって２つの配線同士がショートする場合がある。そこで、従来
、このような異物による配線間ショートを防止するための技術が提案されている（特許文
献１参照）。
【０００６】
　図７は、特許文献１に記載された従来の表示装置の構成を示すレイアウト図である。
【０００７】
　図７に示すように、従来の表示装置１０００では、電源配線１０５１と補助配線１０５
４とが積層方向に重なり合う位置において、補助配線１０５４が、画素側に迂回するよう
にずらされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－１２８３７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、図７に示す従来の表示装置１０００では、補助配線１０５４を水平方向
にずらすため、補助配線１０５４の迂回部分の面積分、すなわち各画素の画素容量（画素
を構成するコンデンサ１０３３の容量）が小さくなる。画素容量が小さくなると、ピーク
輝度や面内輝度の均一性といった画素特性が低下するという問題がある。
【００１０】
　特に、表示パネルを大画面化する場合には補助配線の幅を太くすることがあるが、この
場合、補助配線を迂回させると画素容量の低下率が大きくなり、上記問題がより顕著にな
る。
【００１１】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、画素容量を低下させること
なく、配線間ショートによる歩留まりの低下を抑制できる表示装置を提供することを目的
とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明に係る表示装置の一態様は、複数の画素がマトリク
ス状に配置された表示領域を有する表示装置であって、第一の配線及びおよび第二の配線
を含む下部配線層と、前記下部配線層の上方に設けられた層間絶縁層（平坦化層）と、前
記層間絶縁層の上方に設けられ、第三の配線及びおよび第四の配線を含む上部配線層と、
を備え、前記第一の配線及びおよび前記第三の配線は、それぞれ、前記表示領域内におい
て、同一行または同一列に配置された画素で構成される複数の画素ライン前記マトリクス
を構成する行のうち、第一のグループに属する画素ライン行に沿って配置されると共に、
前記層間絶縁層を介して積層方向に重なる位置に配置され、前記第二の配線及びおよび前
記第四の配線は、それぞれ、前記表示領域内において、前記複数の画素ラインのうち、前
記マトリクスを構成する行から前記第一のグループに属する画素ライン行を除いた第二の
グループに属する画素ライン行に沿って配置されると共に、前記層間絶縁層を介して積層
方向に重なる位置に配置され、前記第一の配線及びおよび前記第三の配線は、第一の電位
に設定され、前記複数の画素に対し前記第一の電位を供給するように構成されると共に、
前記第二の配線及びおよび前記第四の配線は、前記第一の電位とは異なる第二の電位に設
定され、前記複数の画素に対し前記第二の電位を供給するように構成される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、画素容量を低下させることなく、配線間ショートによる歩留まりの低
下を抑制できる表示装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明に係る表示装置を構成する表示パネルの一構成例を示す一部切り
欠き斜視図である。
【図２】図２は、表示パネルの画素を構成するサブ画素の構成例を示す回路図である。
【図３Ａ】図３Ａは、実施の形態１における表示装置の一構成例を示すレイアウト図であ
る。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３ＡのＡＡ’断面の構成を示す断面図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、図３ＡのＢＢ’断面の構成を示す断面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、実施の形態２における表示装置の一構成例を示すレイアウト図であ
る。
【図４Ｂ】図４Ｂは、図４ＡのＡＡ’断面の構成を示す断面図である。
【図５Ａ】図５Ａは、実施の形態３における表示装置の一構成例を示すレイアウト図であ
る。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図５ＡのＡＡ’断面の構成を示す断面図である。
【図６Ａ】図６Ａは、実施の形態４における表示装置の一構成例を示すレイアウト図であ
る。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図６ＡのＡＡ’断面の構成を示す断面図である。
【図７】図７は、従来の表示パネルを構成するアクティブマトリクス基板の一構成例を示
すレイアウト図である。
【図８Ａ】図８Ａは、従来の表示パネルの一構成例を示す断面図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、従来の表示パネルの一構成例を示す断面図である。
【図９】図９は、従来の表示パネルを構成するアクティブマトリクス基板の一構成例を示
すレイアウト図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施の形態の説明に先立ち、本発明が解決しようとする課題についてより具体
的に説明する。
【００１６】
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　ここでは、図８Ａおよび図８Ｂを用いて、異物６０によるショートが発生する場合の具
体的な例について説明する。図８Ａおよび図８Ｂは、表示装置の一例である有機ＥＬ表示
パネルの断面図である。
【００１７】
　図８Ａおよび図８Ｂに示すように、有機ＥＬ表示パネルは、例えば、自発光型表示素子
である有機ＥＬ素子と、薄膜トランジスタおよび各種配線等が形成されたアクティブマト
リクス基板（表示装置用薄膜半導体アレイ装置）とを備える。
【００１８】
　アクティブマトリクス基板は、図８Ａおよび図８Ｂに示すように、基板１００上に、半
導体層１０１、ゲート絶縁層１０２、ＧＭ層１０３（ゲート電極）、パッシベーション層
１０４、ＳＤメタル層１０５（ソース電極、ドレイン電極）および平坦化層１０６を積層
して構成される。アクティブマトリクス基板は、複数の画素がマトリクス状（行列状）に
配置された画素部と、行方向に延伸する複数のゲート配線と、列方向に延伸する複数のソ
ース配線と、列方向に延伸する複数の電源配線とを備えている。
【００１９】
　有機ＥＬ素子は、図８Ａおよび図８Ｂに示すように、アクティブマトリクス基板上に、
ＡＭ層１１１（アノード電極、補助電極）、発光層を含むＥＬ層１１２（青色ＥＬ層１１
２Ｂおよび赤色ＥＬ層１１２Ｒ）、透明電極層１１３（カソード電極）および封止材料層
１１４を積層して構成される。なお、ＥＬ層１１２は、図示しないが、正孔輸送層、発光
層、電子輸送層等を積層して構成され、バンク１１５により、後述するサブ画素毎に分離
して形成されている。
【００２０】
　また、有機ＥＬ素子上には、カラーフィルタ（不図示）が形成された対向ガラス基板５
０が貼り付けられている。
【００２１】
　各画素は、ＲＧＢの３原色の何れかに対応している。画素は、薄膜トランジスタなどか
らなる画素回路と、当該画素回路に対応する有機ＥＬ素子とを含んで構成されている。な
お、図８Ａおよび図８Ｂでは、青色表示画素ＰＢと赤色表示画素ＰＲの２つの画素を示し
ている。青色表示画素ＰＢ、赤色表示画素ＰＲおよび緑色表示画素（不図示）の３つの画
素で、一画素を構成している。
【００２２】
　このように構成された有機ＥＬ表示パネルでは、図８Ａおよび図８Ｂに示すように、電
源配線ＰＬおよびソース配線ＳＬがＳＤメタル層１０５に形成されており、補助配線ＡＬ
がＡＭ層１１１に形成されている。このため、電源配線ＰＬと補助配線ＡＬとが積層方向
に重なるように配置されている。例えば、有機ＥＬ表示パネルを平面視した場合において
、図９に示すようにして電源配線ＰＬと補助配線ＡＬとが重なるように配置されている。
図９は、有機ＥＬ表示パネルの一例を示すレイアウト図である。
【００２３】
　このように積層方向に２つの配線が配置された表示パネルでは、製造工程中に導電性の
異物が混入すると、この異物によって２つの配線をショートさせてしまう場合がある。例
えば、平坦化膜を形成する工程において、平坦化膜中に導電性の異物が混入すると、積層
方向に重なるように配置された２つの配線をショートさせる場合がある。また、有機ＥＬ
素子等を形成したアクティブマトリクス基板に対向ガラス基板を貼り合わせる工程におい
て、アクティブマトリクス基板と対向ガラス基板との間に導電性の異物が混入すると、当
該異物がアクティブマトリクス基板側に押し込まれ、積層方向に重なるように配置された
２つの配線をショートさせる場合がある。
【００２４】
　図８Ａでは、平坦化層１０６の形成時に導電性の異物６０が混入した場合を示している
。また、図８Ｂでは、封止材料層１１４を形成した後に、封止材料層１１４と対向ガラス
基板５０との間に導電性の異物６０が混入し、対向ガラス基板５０を貼り付ける時に導電
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性の異物６０がアクティブマトリクス基板に押し込まれた場合を示している。図８Ａおよ
び図８Ｂに示されるように、いずれの場合にも、互いに電位の異なる補助配線ＡＬと電源
配線ＰＬとがショートしている。
【００２５】
　このように、ＡＭ層１１１に形成された配線と異なる電位の配線が、ＳＤメタル層１０
５に形成されていると、導電性の異物６０の混入によりショートが発生する可能性がある
。言い換えると、平坦化層１０６に隣接して形成される２つの層間で導電性の異物６０に
よるショートが発生する可能性がある。つまり、図８Ａおよび図８Ｂでは図示しないが、
平坦化層１０６とＧＭ層１０３との間にＳＤメタル層１０５が形成されない領域では、Ａ
Ｍ層１１１とＧＭ層１０３との間で、導電性の異物６０の混入によりショートが発生する
可能性がある。導電性の異物６０の混入によって配線間ショートが発生すると、有機ＥＬ
素子が発光しないという不具合が生じる。
【００２６】
　本発明の一態様に係る表示装置は、複数の画素がマトリクス状に配置された表示領域を
有する表示装置であって、第一の配線及びおよび第二の配線を含む下部配線層と、前記下
部配線層の上方に設けられた層間絶縁層（平坦化層）と、前記層間絶縁層の上方に設けら
れ、第三の配線及びおよび第四の配線を含む上部配線層と、を備え、前記第一の配線及び
および前記第三の配線は、それぞれ、前記表示領域内において、同一行または同一列に配
置された画素で構成される複数の画素ライン前記マトリクスを構成する行のうち、第一の
グループに属する画素ライン行に沿って配置されると共に、前記層間絶縁層を介して積層
方向に重なる位置に配置され、前記第二の配線及びおよび前記第四の配線は、それぞれ、
前記表示領域内において、前記複数の画素ラインのうち、前記マトリクスを構成する行か
ら前記第一のグループに属する画素ライン行を除いた第二のグループに属する画素ライン
行に沿って配置されると共に、前記層間絶縁層を介して積層方向に重なる位置に配置され
、前記第一の配線及びおよび前記第三の配線は、第一の電位に設定され、前記複数の画素
に対し前記第一の電位を供給するように構成されると共に、前記第二の配線及びおよび前
記第四の配線は、前記第一の電位とは異なる第二の電位に設定され、前記複数の画素に対
し前記第二の電位を供給するように構成される。
【００２７】
　上記構成の表示装置によれば、電位が同じ第一の配線および第三の配線を積層方向に重
なるように配置しているため、異物が混入して第一の配線と第三の配線がショートした場
合でも、同じ電位の配線同士がショートすることになるため、不良とはならない。同様に
、上記構成の表示装置によれば、電位が同じ第二の配線および第四の配線を積層方向に重
なるように配置しているため、異物が混入して第二の配線と第四の配線がショートした場
合でも、同じ電位の配線同士がショートすることになるため、不良とはならない。
【００２８】
　言い換えると、補助配線同士が積層方向に重なるように、且つ、電源配線同士が積層方
向に重なるように配置しているため、異物の混入によるショートが生じても、不良とはな
らず、歩留まりの低下を抑制できる。
【００２９】
　また、例えば、前記第一のグループに属する画素ラインは、前記複数の画素ラインのう
ちの奇数ラインの画素ラインおよび偶数ラインの画素ラインのうちの一方であり、前記第
二のグループに属する画素ラインは、前記奇数ラインの画素ラインおよび前記偶数ライン
の画素ラインのうちの他方であるとしてもよい。
【００３０】
　また、例えば、前記第一の配線と前記第三の配線とは、前記層間絶縁層に設けられたコ
ンタクトホールを介して電気的に接続され、前記第二の配線と前記第四の配線とは、前記
層間絶縁層に設けられたコンタクトホールを介して電気的に接続されているとしてもよい
。
【００３１】



(7) JP 6056072 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

　また、例えば、前記複数の画素は、２つの電極で挟持された有機材料を有する有機発光
層を含む有機発光素子と、前記有機発光素子を構成する層より基板側に位置する層に形成
され、前記有機発光素子を電流駆動する駆動トランジスタが形成される駆動回路層とを有
し、前記駆動トランジスタのソース／ドレイン電極が、前記第一の配線および前記第三の
配線に接続され、前記有機発光素子の２つの電極のうちの一方が、前記第二の配線および
前記第四の配線に接続されているとしてもよい。
【００３２】
　また、例えば、前記第一の配線および前記第三の配線は、前記第一のグループに属する
画素ラインを構成する画素に対し前記第一の電位の電源を供給する電源配線であり、前記
第二の配線および前記第四の配線は、前記第二のグループに属する画素ラインを構成する
画素に対し前記第二の電位の電源を供給する電源配線であるとしてもよい。
【００３３】
　上記構成の表示装置によれば、電源配線同士の異物によるショートを低減できる。なお
、通常の配線同士のショートであれば、不具合の生じた箇所に関連する画素のみが発光し
ない不具合となる可能性が高く、ショートの発生箇所を特定することができる場合があり
、この場合には、ショートに対する対応を行うことができる。しかし、電源配線同士の異
物によるショートの場合は、表示パネルを構成する全ての画素が発光しないため、ショー
トの発生箇所を特定することができず、ショートに対する対応を行うことができない。従
って、上記構成の表示装置は、電源配線同士の異物によるショートを低減できるので、よ
り効果的に、歩留まりの低下を抑制できる。
【００３４】
　また、例えば、前記下部配線層は、前記駆動トランジスタのゲート電極が形成されるゲ
ート電極層、または、前記駆動トランジスタのソース／ドレイン電極が形成されるソース
／ドレイン層と同一の層に形成され、前記上部配線層は、基板側に位置する前記有機発光
素子の電極が形成される層と同一の層に形成されているとしてもよい。
【００３５】
　また、例えば、前記第一の電位は、画素毎に形成された前記駆動回路を含んで構成され
る画素回路に印加される高電位側の電位であり、前記第二の電位は、前記画素回路に印加
される低電位側の電位であるとしてもよい。
【００３６】
　以下、本発明に係る表示装置の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。な
お、各図は、説明のための模式図であり、膜厚および各部の大きさの比などは、必ずしも
厳密に表したものではない。また、各図において、実質的に同一の構成部材については同
一の符号を付す。
【００３７】
　さらに、以下の実施の形態および各図において、行方向および列方向とは、説明のため
に設定した方向であり、異なる２つの方向に任意に設定可能である。行方向および列方向
は、以下では、直交する場合を例に説明するが、必ずしも直交している必要はない。
【００３８】
　また、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の望ましい一具体例を示すもので
ある。以下の実施の形態で示される構成要素、構成要素の配置位置および接続形態、処理
、処理の順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の
形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない
構成要素については、より望ましい形態を構成する任意の構成要素として説明される。
【００３９】
　（実施の形態１）
　まず、本発明の実施の形態１に係る表示装置について、図１～図３Ｃを基に説明する。
なお、本実施の形態に係る表示装置（表示パネル）は、アクティブマトリクス型の有機Ｅ
Ｌ表示装置（有機ＥＬ表示パネル）であり、複数の画素が行方向および列方向にマトリク
ス状に配置された画素部（表示領域）を備えている。
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【００４０】
　［１．表示パネルの構成］
　本実施の形態における表示パネル１の構成について、図１を基に説明する。図１は、本
実施の形態に係る表示パネル１の構成例を示す一部切り欠き斜視図である。
【００４１】
　図１に示すように、表示パネル１は、自発光型表示素子である有機ＥＬ素子１０と、薄
膜トランジスタおよび各種配線等を含む画素回路３０が形成されたアクティブマトリクス
基板（表示装置用薄膜半導体アレイ装置）２０とを備える。
【００４２】
　有機ＥＬ素子１０は、下部電極層１２（アノード）、有機発光層１３（ＥＬ層）および
上部電極層１４（カソード）を備えて構成され、アクティブマトリクス基板２０上にこの
順に積層して形成されている。下部電極層１２および有機発光層１３は、図示しないが、
正孔輸送層、発光層、電子輸送層等を積層して構成され、バンク１１５（不図示）により
、後述するサブ画素毎に分離して形成されている。
【００４３】
　アクティブマトリクス基板２０は、複数の画素Ｐがマトリクス状（行列状）に配置され
た画素部と、画素行方向に延伸する複数のゲート配線ＧＬと、画素列方向に延伸する複数
のソース配線ＳＬとを備えている。複数のソース配線ＳＬと複数のゲート配線ＧＬとは直
交するように構成されている。
【００４４】
　各画素Ｐは、薄膜トランジスタなどからなる画素回路３０と、当該画素回路３０に対応
する有機ＥＬ素子１０とを含んで構成されている。本実施の形態において、各画素Ｐは、
ＲＧＢの３原色に対応する。また、本実施の形態では、ＲＧＢの３つの画素Ｐによって一
画素ＰＧが構成されている。なお、同じ色の画素Ｐは、行方向に隣接して配置される。
【００４５】
　複数のゲート配線ＧＬの各々は、同一行の複数の画素Ｐで構成される画素行毎に設けら
れている。各ゲート配線ＧＬに対応する画素行に属する全ての画素Ｐは、当該ゲート配線
ＧＬによって制御回路（走査線駆動回路）に接続される。
【００４６】
　複数のソース配線ＳＬの各々は、同一列の複数の画素Ｐで構成される画素列毎に設けら
れている。各ソース配線ＳＬに対応する画素列に属する全ての画素Ｐは、当該ソース配線
ＳＬによって制御回路（データ線駆動回路）に接続される。
【００４７】
　このように、本実施の形態に係る表示パネル１は、ゲート配線ＧＬとソース配線ＳＬと
で区画された画素Ｐ毎に表示制御を行うアクティブマトリクス方式が採用されている。
【００４８】
　なお、図１では図示しないが、本実施の形態に係る表示パネル１は、画素行方向に延伸
する複数の電源配線ＰＬと、画素行方向に延伸する補助配線ＡＬとを備える。
【００４９】
　［２．サブ画素の回路構成］
　次に、各画素Ｐの回路構成について、図２を基に説明する。図２は、本実施の形態に係
る表示装置における画素Ｐの回路構成例を示す回路図である。
【００５０】
　図２に示すように、画素Ｐは、ｐチャネル型のＴＦＴである第一薄膜トランジスタ３１
、ｐチャネル型のＴＦＴである第二薄膜トランジスタ３２、および、コンデンサ３３を含
む画素回路３０と、有機ＥＬ素子１０とを備える。
【００５１】
　第一薄膜トランジスタ３１は、駆動させる（映像信号電圧を書き込む）有機ＥＬ素子１
０を選択的に切り替えるスイッチングトランジスタであり、複数の画素Ｐの中から発光さ
せる（映像信号電圧を書き込む）画素Ｐを選択する。第一薄膜トランジスタ３１は、ドレ
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イン電極がコンデンサ３３の一端および第二薄膜トランジスタのゲート電極に、ソース電
極がソース配線ＳＬに、ゲート電極がゲート配線ＧＬに、それぞれ接続されている。
【００５２】
　第二薄膜トランジスタ３２は、有機ＥＬ素子１０を駆動するための駆動トランジスタで
ある。第二薄膜トランジスタ３２は、ドレイン電極が有機ＥＬ素子１０の陽極（アノード
）に、ソース電極がコンデンサ３３の他端および電源配線ＰＬに、ゲート電極が第一薄膜
トランジスタ３１のドレイン電極およびコンデンサ３３の一端に、それぞれ接続されてい
る。
【００５３】
　コンデンサ３３は、一端が第一薄膜トランジスタ３１のドレイン電極および第二薄膜ト
ランジスタ３２のゲート電極に、他端が第二薄膜トランジスタ３２のソース電極および電
源配線ＰＬに、それぞれ接続されている。
【００５４】
　有機ＥＬ素子１０は、アノードが第二薄膜トランジスタ３２のドレイン電極に、カソー
ドが透明電極を介して補助配線ＡＬに、それぞれ接続されている。
【００５５】
　このように構成される画素Ｐにおいて、ゲート配線ＧＬにゲート信号が入力され、第一
薄膜トランジスタ３１をオン状態にすると、ソース配線ＳＬを介して供給された映像信号
電圧がコンデンサ３３に書き込まれる。そして、コンデンサ３３に書き込まれた映像信号
電圧は、１フレーム期間を通じて保持される。この保持された映像信号電圧により、第二
薄膜トランジスタ３２のコンダクタンスがアナログ的に変化し、発光階調に対応した駆動
電流が、有機ＥＬ素子１０のアノードからカソードへと流れて有機ＥＬ素子１０が発光す
る。これにより、所定の画像を表示することができる。
【００５６】
　［３．電源配線および補助配線の構成］
　次に、本実施の形態に係る表示装置のレイアウト構成について、図３Ａおよび図３Ｂを
用いて説明する。
【００５７】
　図３Ａは、本実施の形態における表示装置のレイアウト構成を示す図であり、対向ガラ
ス基板５０を貼り付ける側からみたときの構成を示している。また、図３Ｂは、図３Ａの
ＡＡ’線に対応する表示装置の断面を示す断面図であり、図３Ｃは、図３ＡのＢＢ’線に
対応する表示装置の断面を示す断面図である。なお、図３Ａでは、説明のため、６つの画
素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋１）（ｊ＋１）について例示している。
【００５８】
　図３Ｂおよび図３Ｃに示すように、本実施の形態における表示装置は、基板１００と、
基板１００側から順に積層された、半導体層１０１（図３Ｂおよび図３Ｃでは不図示）、
ゲート絶縁層１０２、ＧＭ層１０３（ゲート電極、ゲート配線）、パッシベーション層１
０４、ＳＤメタル層１０５（ソース電極、ドレイン電極、ソース配線、電源配線）、平坦
化層１０６、ＡＭ層１１１Ａ、１１１Ｐ（アノード、補助配線）、ＥＬ層１１２（図３Ｂ
および図３Ｃでは不図示）、透明電極層１１３（カソード）および封止材料層１１４から
なる積層構造と、この積層構造に貼り合わされた対向ガラス基板５０とを備える。また、
本実施の形態において、表示装置は、トップエミッション型である場合を例に説明するが
、ボトムエミッション型であってもよい。
【００５９】
　また、発光部であるＥＬ層１１２（不図示）は、バンク１１５によって囲繞されている
。バンク１１５は、ＥＬ層１１２を画素Ｐごとに分離して区画するための開口部を有する
。バンク１１５は、互いに隣接する画素Ｐの間をソース配線ＳＬと平行な方向に延びる凸
部からなる。言い換えれば、図１に示される各画素Ｐの下部電極層１２（アノード）およ
び有機発光層１３は、互いに隣接する凸部の間（すなわち、バンク１１５の開口部）に形
成されている。
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【００６０】
　図３Ａ～図３Ｃでは、表示装置の構成要素として、６つの画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋１

）（ｊ＋１）と、ソース配線ＳＬｊ、ＳＬ（ｊ＋１）と、電源配線ＰＬｉ～ＰＬ（ｉ＋３

）と、補助配線ＡＬｉ、ＡＬ（ｉ＋１）とが例示されている。
【００６１】
　６つの画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋１）（ｊ＋１）は、アクティブマトリクス基板と平行
な面において、マトリクス状に（行列状に）配置され、半導体層１０１～ＳＤメタル層１
０５等に形成されている。
【００６２】
　図３Ａでは、画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋１）（ｊ＋１）は、それぞれ、長方形状の破線
示す部分に配置されており、図面左上側に第一薄膜トランジスタ３１が、図面右上側に第
二薄膜トランジスタ３２が、第二薄膜トランジスタ３２と一部が積層方向に重なるように
コンデンサ３３が配置されている。また、画素Ｐｉｊおよび画素Ｐ（ｉ＋１）ｊの第二薄
膜トランジスタ３２のドレイン端子が、電源配線に接続された接続用配線４０に接続され
ている。
【００６３】
　ソース配線ＳＬｊ、ＳＬ（ｊ＋１）は、アクティブマトリクス基板と平行な面において
、列方向に延伸するように、ＳＤメタル層１０５に形成されている。ソース配線ＳＬｊは
、画素Ｐｉｊ、Ｐ（ｉ＋１）ｊ、Ｐ（ｉ＋２）ｊの図面左側に、第一薄膜トランジスタ３
１と接続されるように（積層方向で重なるように）、画素Ｐｉｊ、Ｐ（ｉ＋１）ｊ、Ｐ（

ｉ＋２）ｊの形成領域を通って形成されている。
【００６４】
　電源配線ＰＬｉ、ＰＬ（ｉ＋１）は、図３Ａ～図３Ｃに示すように、本実施の形態では
、画素Ｐｉｊを含む画素行と画素Ｐ（ｉ＋１）ｊを含む画素行とに沿って配置されている
。電源配線ＰＬｉは、ＧＭ層１０３Ｐ（ＧＭ層１０３）に形成され、電源配線ＰＬ（ｉ＋

１）は、ＡＭ層１１１Ｐ（ＡＭ層１１１）に形成されており、積層方向に重なるように配
置されている。なお、電源配線ＰＬｉおよび電源配線ＰＬ（ｉ＋１）は、図３Ａに示すよ
うに、電源供給対象の画素行と重なるように配置されていてもよいし、画素行間に配置さ
れていてもよい。
【００６５】
　同様に、電源配線ＰＬ（ｉ＋２）、ＰＬ（ｉ＋３）は、図３Ａ～図３Ｃに示すように、
本実施の形態では、画素Ｐ（ｉ＋２）ｊを含む画素行に沿って配置されている。電源配線
ＰＬ（ｉ＋２）は、ＧＭ層１０３Ｐ（ＧＭ層１０３）に、電源配線ＰＬ（ｉ＋３）は、Ａ
Ｍ層１１１Ｐ（ＡＭ層１１１）に形成されており、積層方向に重なるように配置されてい
る。なお、電源配線ＰＬ（ｉ＋２）および電源配線ＰＬ（ｉ＋３）は、図３Ａに示すよう
に、電源供給対象の画素行と重なるように配置されていてもよいし、画素行間に配置され
ていてもよい。
【００６６】
　補助配線ＡＬｉ、ＡＬ（ｉ＋１）は、図３Ａ～図３Ｃに示すように、本実施の形態では
、画素Ｐ（ｉ＋１）ｊを含む画素行と画素Ｐ（ｉ＋２）ｊを含む画素行とに沿って配置さ
れている。補助配線ＡＬ（ｉ＋１）は、ＧＭ層１０３Ａ（ＧＭ層１０３）に、補助配線Ａ
Ｌｉは、ＡＭ層１１１Ａ（ＡＭ層１１１）に形成されており、積層方向に重なるように配
置されている。なお、補助配線ＡＬ（ｉ＋１）および補助配線ＡＬｉは、図３Ａに示すよ
うに、電源供給対象の画素行と重なるように配置されていてもよいし、画素行間に配置さ
れていてもよい。
【００６７】
　［４．比較など］
　ここで、図８Ａおよび図８Ｂに示す従来の比較例における表示装置では、画素Ｐｉｊと
画素Ｐ（ｉ＋１）ｊとの間において、電源配線ＰＬｉがＧＭ層１０３に形成されており、
補助配線ＡＬｉがＡＭ層１１１に形成されている。このため、電源配線ＰＬｉと補助配線
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ＡＬｉとが積層方向に重なるように配置されている。このように積層方向に２つの配線が
配置された表示パネルでは、製造工程中における導電性の異物６０の混入により、配線間
ショートを発生させる場合がある。
【００６８】
　一方、本実施の形態では、図３Ｂおよび図３Ｃに示すように、ＡＡ’線における断面で
は、ＧＭ層１０３に電源配線ＰＬｉが、ＡＭ層１１１Ｐに電源配線ＰＬ（ｉ＋１）がそれ
ぞれ配置されている。ＢＢ’線における断面では、ＧＭ層１０３に補助配線ＡＬ（ｉ＋１

）が、ＡＭ層１１１Ａに補助配線ＡＬｉがそれぞれ配置されている。このため、電源配線
ＰＬ（ｉ＋１）と電源配線ＰＬｉとが積層方向に配置され、補助配線ＡＬ（ｉ＋１）と補
助配線ＡＬｉとが積層方向に配置されている。つまり、ＧＭ層１０３Ｐに形成された配線
とＡＭ層１１１Ｐに形成された配線とが同じ電位に、ＧＭ層１０３Ａに形成された配線と
ＡＭ層１１１Ａに形成された配線とが同じ電位になるため、異物６０によるショートが発
生しても、電位が同じであるため、不具合とはならない。
【００６９】
　従って、本実施の形態の表示装置では、異物６０によるショートによる歩留まりの低下
を抑制できる。また、補助配線を迂回させないため、画素容量が低下することがない。
【００７０】
　なお、本実施の形態においては、同じ電位の２つの配線を積層方向に重なるように形成
している。従って、同じ電位の配線を２つの層に形成せずに、電源配線ＰＬをＧＭ層１０
３ＰまたはＡＭ層１１１Ｐのみに形成する、あるいは、補助配線ＡＬをＧＭ層１０３Ａま
たはＡＭ層１１１Ａのみに形成してもよいとも考えられる。しかし、この場合には、配線
の本数が半分になることから、配線抵抗が大きくなる。従って、本実施の形態のように、
ＡＭ層１１１ＰおよびＧＭ層１０３Ｐの両方に同じ電位の電源配線ＰＬを、ＡＭ層１１１
ＡおよびＧＭ層１０３Ａの両方に同じ電位の補助配線ＡＬを形成すれば、配線抵抗の増大
を抑制できる。なお、ＡＭ層１１１Ｐに形成される電源配線ＰＬおよびＡＭ層１１１Ａに
形成される補助配線ＡＬは、ＧＭ層１０３Ｐに形成される電源配線ＧＬおよびＧＭ層１０
３Ａに形成される補助配線ＡＬに比べて、配線幅が狭い。このため、従来と比較すると、
電源配線ＰＬのトータルでの配線幅は少なくなるが、この減少幅は非常に小さいため、回
路動作に影響を与える程ではない。また、従来と比較すると、補助配線ＡＬのトータルで
の配線幅は大きくなるが、配線幅が大きくなることでは、不具合は生じない。
【００７１】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係る表示装置について、図４Ａおよび図４Ｂを基に説明する。
なお、本実施の形態に係る表示装置（表示パネル）は、実施の形態１と同様に、アクティ
ブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示パネル）であり、複数の画素Ｐが行方
向および列方向にマトリクス状に配置された画素部（表示領域）を備えている。
【００７２】
　なお、本実施の形態の表示装置が、実施の形態１の表示装置と異なる点は、行方向だけ
でなく、列方向にも電源配線ＰＬおよび補助配線ＡＬが配置されている点である。
【００７３】
　本実施形態における表示パネル１は、実施の形態１と同様に、自発光型表示素子である
有機ＥＬ素子１０と、薄膜トランジスタおよび各種配線等を含む画素回路３０が形成され
たアクティブマトリクス基板２０とを備える。なお、有機ＥＬ素子１０の構成は、図１と
同じである。また、アクティブマトリクス基板２０の構成は、電源配線ＰＬおよび補助配
線ＡＬの配置構成を除き、同じである。
【００７４】
　図４Ａは、本実施の形態における表示装置のレイアウト構成を示す図であり、図４Ｂは
、図４ＡのＡＡ’線に対応する断面図である。なお、図４Ａでは、説明のため、９つの画
素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）について例示している。
【００７５】



(12) JP 6056072 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

　図４Ｂに示すように、表示装置は、本実施の形態における表示装置は、基板１００と、
基板１００側から順に積層された、半導体層１０１（図４Ｂでは不図示）、ゲート絶縁層
１０２、ＧＭ層１０３Ａ（ゲート電極、ゲート配線）、パッシベーション層１０４、ＳＤ
メタル層１０５（ソース電極、ドレイン電極、ソース配線、電源配線）、平坦化層１０６
、ＡＭ層１１１Ａ（アノード、補助配線）、ＥＬ層１１２（図４Ｂでは不図示）、透明電
極層１１３（カソード）および封止材料層１１４からなる積層構造と、この積層構造に貼
り合わされた対向ガラス基板５０とを備える。また、本実施の形態において、表示装置は
、トップエミッション型である場合を例に説明するが、ボトムエミッション型であっても
よい。
【００７６】
　また、発光部であるＥＬ層１１２（不図示）は、バンク１１５によって囲繞されている
。バンク１１５は、ＥＬ層１１２を画素Ｐごとに分離して区画するための開口部を有する
。バンク１１５は、互いに隣接する画素Ｐの間をソース配線ＳＬと平行な方向に延びる凸
部からなる。言い換えれば、図１に示される各画素Ｐの下部電極層１２（アノード）およ
び有機発光層１３は、互いに隣接する凸部の間（すなわち、バンク１１５の開口部）に形
成されている。
【００７７】
　図４Ａおよび図４Ｂでは、表示装置の構成要素として、９つの画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ

＋２）（ｊ＋２）と、ソース配線ＳＬｊ～ＳＬ（ｊ＋２）と、行方向に延伸する電源配線
ＰＬｉ～ＰＬ（ｉ＋３）と、列方向に延伸する電源配線ＰＬｊと、行方向に延伸する補助
配線ＡＬｉ、ＡＬ（ｉ＋１）と、列方向に延伸する補助配線ＡＬｊとが例示されている。
【００７８】
　９つの画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）は、アクティブマトリクス基板と平行
な面において、マトリクス状に（行列状に）配置され、半導体層１０１～ＳＤメタル層１
０５等に形成されている。
【００７９】
　図４Ａでは、画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）は、それぞれ、長方形状の破線
示す部分に配置されている。
【００８０】
　画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋２）ｊは、実施の形態１と同様に、図面左上側に第一薄膜ト
ランジスタ３１が、図面右上側に第二薄膜トランジスタ３２が、第二薄膜トランジスタ３
２と一部が積層方向に重なるようにコンデンサ３３が配置されている。また、画素Ｐｉｊ

～画素Ｐ（ｉ＋２）ｊの第二薄膜トランジスタ３２のドレイン端子が、列方向に延伸する
電源配線ＰＬｊに接続され、第一薄膜トランジスタ３１のソース端子が、ソース配線ＳＬ

ｊに接続されている。
【００８１】
　画素Ｐｉ（ｊ＋１）～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋１）は、上述した画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（

ｉ＋２）ｊとは、第一薄膜トランジスタ３１、第二薄膜トランジスタ３２およびコンデン
サ３３等の構成要素が、左右対称に形成されている。また、画素Ｐｉ（ｊ＋１）～画素Ｐ

（ｉ＋２）（ｊ＋１）の第二薄膜トランジスタ３２のドレイン端子が、列方向に延伸する
電源配線ＰＬｊに接続され、第一薄膜トランジスタ３１のソース端子が、ソース配線ＳＬ

（ｊ＋１）に接続されている。
【００８２】
　画素Ｐｉ（ｊ＋２）～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）は、実施の形態１と同様に、図面左
上側に第一薄膜トランジスタ３１が、図面右上側に第二薄膜トランジスタ３２が、第二薄
膜トランジスタ３２と一部が積層方向に重なるようにコンデンサ３３が配置されている。
また、画素Ｐｉ（ｊ＋２）～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）の第一薄膜トランジスタ３１の
ソース端子が、ソース配線ＳＬ（ｊ＋２）に接続されている。
【００８３】
　ソース配線ＳＬｊ～ＳＬ（ｊ＋２）は、アクティブマトリクス基板と平行な面において
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、列方向に延伸するように、ＳＤメタル層１０５に形成されている。ソース配線ＳＬｊは
、画素Ｐｉｊ～Ｐ（ｉ＋２）ｊの図面左側に、第一薄膜トランジスタ３１と接続されるよ
うに（積層方向で重なるように）、画素Ｐｉｊ～Ｐ（ｉ＋２）ｊの形成領域を通って形成
されている。同様に、ソース配線ＳＬ（ｊ＋１）は、画素Ｐｉ（ｊ＋１）～Ｐ（ｉ＋２）

（ｊ＋１）の図面右側に、第一薄膜トランジスタ３１と接続されるように（積層方向で重
なるように）、画素Ｐｉ（ｊ＋１）～Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋１）の形成領域を通って形成さ
れている。ソース配線ＳＬ（ｊ＋２）は、画素Ｐｉ（ｊ＋２）～Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）

の図面左側に、第一薄膜トランジスタ３１と接続されるように（積層方向で重なるように
）、画素Ｐｉ（ｊ＋２）～Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）の形成領域を通って形成されている。
【００８４】
　電源配線ＰＬｉ、ＰＬ（ｉ＋１）は、図４Ａおよび図４Ｂに示すように、本実施の形態
では、画素Ｐｉｊを含む画素行と画素Ｐ（ｉ＋１）ｊを含む画素行とに沿って配置されて
いる。電源配線ＰＬｉは、ＧＭ層（図３ＢのＧＭ層１０３Ｐと同じ階層）に形成され、電
源配線ＰＬ（ｉ＋１）は、ＡＭ層（図３ＢのＡＭ層１１１Ｐと同じ階層）に形成されてお
り、積層方向に重なるように配置されている。なお、電源配線ＰＬｉおよび電源配線ＰＬ

（ｉ＋１）は、図４Ａに示すように、電源供給対象の画素行と重なるように配置されてい
てもよいし、画素行間に配置されていてもよい。
【００８５】
　同様に、電源配線ＰＬ（ｉ＋２）、ＰＬ（ｉ＋３）は、図４Ａおよび図４Ｂに示すよう
に、本実施の形態では、画素Ｐ（ｉ＋２）ｊを含む画素行に沿って配置されている。電源
配線ＰＬ（ｉ＋２）は、ＧＭ層（図３ＢのＧＭ層１０３Ｐと同じ階層）に形成され、電源
配線ＰＬ（ｉ＋３）は、ＡＭ層（図３ＢのＡＭ層１１１Ｐと同じ階層）に形成されており
、積層方向に重なるように配置されている。なお、電源配線ＰＬ（ｉ＋２）および電源配
線ＰＬ（ｉ＋３）は、図４Ａに示すように、電源供給対象の画素行と重なるように配置さ
れていてもよいし、画素行間に配置されていてもよい。
【００８６】
　補助配線ＡＬｉ、ＡＬ（ｉ＋１）は、図４Ａおよび図４Ｂに示すように、本実施の形態
では、画素Ｐ（ｉ＋１）ｊを含む画素行と画素Ｐ（ｉ＋２）ｊを含む画素行とに沿って配
置されている。補助配線ＡＬ（ｉ＋１）は、ＧＭ層１０３Ａに、補助配線ＡＬｉは、ＡＭ
層１１１Ａに形成されており、積層方向に重なるように配置されている。なお、補助配線
ＡＬ（ｉ＋１）および補助配線ＡＬｉは、図４Ａに示すように、電源供給対象の画素行と
重なるように配置されていてもよいし、画素行間に配置されていてもよい。
【００８７】
　なお、本実施の形態では、一点鎖線で囲んだ補助配線ＡＬｊと電源配線ＰＬｉと電源配
線ＰＬ（ｉ＋１）とが重なる部分、一点鎖線で囲んだ補助配線ＡＬｊと電源配線ＰＬ（ｉ

＋２）と電源配線ＰＬ（ｉ＋３）とが重なる部分、および、二点鎖線で囲んだ電源配線Ｐ
Ｌｊと補助配線ＡＬｉと補助配線ＡＬ（ｉ＋１）とが重なる部分については、電位の異な
る配線が、上部配線層、下部配線層およびＳＤメタル層１０５で積層方向に重なることに
なるが、当該部分の面積は、従来と比較して非常に限られるため、異物６０によるショー
トによる歩留まりの低下を、効果的に抑制できる。また、補助配線ＡＬを迂回させないた
め、画素容量が低下することがない。
【００８８】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３に係る表示装置について、図５Ａおよび図５Ｂを基に説明する。
なお、本実施の形態に係る表示装置（表示パネル）は、実施の形態１と同様に、アクティ
ブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示パネル）であり、複数の画素が行方向
および列方向にマトリクス状に配置された画素部（表示領域）を備えている。
【００８９】
　なお、本実施の形態の表示装置が、実施の形態２の表示装置と異なる点は、電源配線Ｐ
Ｌおよび補助配線ＡＬの交差部において、配線の繋ぎ替えを行っている点である。
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【００９０】
　本実施形態における表示パネル１は、実施の形態１と同様に、自発光型表示素子である
有機ＥＬ素子１０と、薄膜トランジスタおよび各種配線等を含む画素回路３０が形成され
たアクティブマトリクス基板２０とを備える。なお、有機ＥＬ素子１０の構成は、図１と
同じである。また、アクティブマトリクス基板２０の構成は、電源配線ＰＬおよび補助配
線ＡＬの配置構成を除き、同じである。
【００９１】
　図５Ａは、本実施の形態における表示装置のレイアウト構成を示す図であり、図５Ｂは
、図５ＡのＡＡ’線に対応する断面図である。なお、図５Ａでは、説明のため、９つの画
素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）について例示している。
【００９２】
　図５Ｂに示すように、表示装置は、本実施の形態における表示装置は、基板１００と、
基板１００側から順に積層された、半導体層１０１（図５Ｂでは不図示）、ゲート絶縁層
１０２、ＧＭ層１０３Ａ（ゲート電極、ゲート配線）、パッシベーション層１０４、ＳＤ
メタル層１０５（ソース電極、ドレイン電極、ソース配線、電源配線）、平坦化層１０６
、ＡＭ層１１１Ａ（アノード、補助配線）、ＥＬ層１１２（図５Ｂでは不図示）、透明電
極層１１３（カソード）および封止材料層１１４からなる積層構造と、この積層構造に貼
り合わされた対向ガラス基板５０とを備える。また、本実施の形態において、表示装置は
、トップエミッション型である場合を例に説明するが、ボトムエミッション型であっても
よい。
【００９３】
　また、発光部であるＥＬ層１１２（不図示）は、バンク１１５によって囲繞されている
。バンク１１５は、ＥＬ層１１２を画素Ｐごとに分離して区画するための開口部を有する
。バンク１１５は、互いに隣接する画素Ｐの間をソース配線ＳＬと平行な方向に延びる凸
部からなる。言い換えれば、図１に示される各画素Ｐの下部電極層１２（アノード）およ
び有機発光層１３は、互いに隣接する凸部の間（すなわち、バンク１１５の開口部）に形
成されている。
【００９４】
　図５Ａおよび図５Ｂでは、表示装置の構成要素として、実施の形態２と同様に、９つの
画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）と、ソース配線ＳＬｊ～ＳＬ（ｊ＋２）と、行
方向に延伸する電源配線ＰＬｉ～ＰＬ（ｉ＋３）と、列方向に延伸する電源配線ＰＬｊと
、行方向に延伸する補助配線ＡＬｉ、ＡＬ（ｉ＋１）と、列方向に延伸する補助配線ＡＬ

ｊとが例示されている。
【００９５】
　なお、９つの画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）、および、ソース配線ＳＬｊ～
ＳＬ（ｊ＋２）の構成は、実施の形態２と同じである。
【００９６】
　電源配線ＰＬｉ、ＰＬ（ｉ＋１）は、図５Ａおよび図５Ｂに示すように、本実施の形態
では、画素Ｐｉｊと画素Ｐ（ｉ＋１）ｊとに沿って配置されている。
【００９７】
　電源配線ＰＬ（ｉ＋１）は、実施の形態２と同様に、ＡＭ層に形成されている。電源配
線ＰＬｉは、本実施の形態では、一点鎖線で囲んだ部分（以下、第一の交差部と称する）
を除き、ＧＭ層に形成され、第一の交差部では、ＡＭ層に形成されている。より具体的に
は、電源配線ＰＬｉは、第一の交差部の図面左右両側において、コンタクトで電源配線Ｐ
Ｌ（ｉ＋１）と接続し、第一の交差部では、ＡＭ層に形成された電源配線ＰＬ（ｉ＋１）

と統合されている。なお、列方向に形成された補助配線ＡＬと行方向に形成された電源配
線ＰＬとが重なる他の第一の交差部についても、同じ構成となっている。また、電源配線
ＰＬｉおよび電源配線ＰＬ（ｉ＋１）は、図５Ａに示すように、電源供給対象の画素行と
重なるように配置されていてもよいし、画素行間に配置されていてもよい。
【００９８】
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　また、列方向に延伸する補助配線ＡＬｊは、第一の交差部を除く部分では、ＳＤメタル
層１０５に形成され、第一の交差部では、ＧＭ層１０３Ａに形成されており、第一の交差
部の図面上下両側において、コンタクトにより、ＳＤメタル層１０５から、ＧＭ層１０３
Ａに繋ぎ替えられている。
【００９９】
　補助配線ＡＬｉ、ＡＬ（ｉ＋１）は、図５Ａおよび図５Ｂに示すように、本実施の形態
では、画素Ｐ（ｉ＋１）ｊと画素Ｐ（ｉ＋２）ｊとに沿って配置されている。
【０１００】
　補助配線ＡＬｉは、実施の形態２と同様に、ＡＭ層１１１Ａに形成されている。補助配
線ＡＬ（ｉ＋１）は、本実施の形態では、二点鎖線で囲んだ部分（以下、第二の交差部と
称する）を除き、ＧＭ層１０３Ａ形成され、第二の交差部では、ＡＭ層１１１Ａに形成さ
れている。より具体的には、補助配線ＡＬ（ｉ＋１）は、第二の交差部の図面左右両側に
おいて、コンタクトで補助配線ＡＬｉと接続し、第二の交差部では、ＡＭ層１１１Ａに形
成された補助配線ＡＬｉと統合されている。なお、列方向に形成された電源配線ＰＬと行
方向に形成された補助配線ＡＬとが重なる他の第二の交差部についても、同じ構成となっ
ている。また、補助配線ＡＬ（ｉ＋１）および補助配線ＡＬｉは、図５Ａに示すように、
電源供給対象の画素行と重なるように配置されていてもよいし、画素行間に配置されてい
てもよい。
【０１０１】
　また、列方向に延伸する電源配線ＰＬｊは、第二の交差部を除く部分では、ＳＤメタル
層１０５に形成され、第二の交差部では、ＧＭ層に形成され、第二の交差部の図面上下両
側において、コンタクトにより、ＳＤメタル層１０５から、ＧＭ層に繋ぎ替えられている
。
【０１０２】
　本実施の形態では、第一の交差部および第二の交差部において、電源配線ＰＬおよび補
助配線ＡＬの一方をＧＭ層に、他方をＡＭ層に配置するように構成したので、電源配線Ｐ
Ｌおよび補助配線ＡＬの一方を他方で挟む構成の場合に比べ、異物６１および異物６２に
よるショートの可能性を低減することが可能になる。また、補助配線を迂回させないため
、画素容量が低下することがない。
【０１０３】
　（実施の形態４）
　本発明の実施の形態４に係る表示装置について、図６Ａおよび図６Ｂを基に説明する。
なお、本実施の形態に係る表示装置（表示パネル）は、実施の形態１と同様に、アクティ
ブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬ表示パネル）であり、複数の画素Ｐが行方
向および列方向にマトリクス状に配置された画素部（表示領域）を備えている。
【０１０４】
　なお、本実施の形態の表示装置が、実施の形態３の表示装置と異なる点は、電源配線Ｐ
Ｌおよび補助配線ＡＬの交差部において、配線の繋ぎ替えの方法が異なる点である。
【０１０５】
　本実施形態における表示パネル１は、実施の形態１と同様に、自発光型表示素子である
有機ＥＬ素子１０と、薄膜トランジスタおよび各種配線等を含む画素回路３０が形成され
たアクティブマトリクス基板２０とを備える。なお、有機ＥＬ素子１０の構成は、図１と
同じである。また、アクティブマトリクス基板２０の構成は、電源配線ＰＬおよび補助配
線ＡＬの配置構成を除き、同じである。
【０１０６】
　図６Ａは、本実施の形態における表示装置のレイアウト構成を示す図であり、図６Ｂは
、図６ＡのＡＡ’線に対応する断面図である。なお、図６Ａでは、説明のため、９つの画
素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）について例示している。
【０１０７】
　図６Ｂに示すように、表示装置は、本実施の形態における表示装置は、基板１００と、
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基板１００側から順に積層された、半導体層１０１（図６Ｂでは不図示）、ゲート絶縁層
１０２、ＧＭ層１０３Ａ（ゲート電極、ゲート配線）、パッシベーション層１０４、ＳＤ
メタル層１０５（ソース電極、ドレイン電極、ソース配線、電源配線）、平坦化層１０６
、ＡＭ層１１１Ａ（アノード、補助配線）、ＥＬ層１１２（図６Ｂでは不図示）、透明電
極層１１３（カソード）および封止材料層１１４からなる積層構造と、この積層構造に貼
り合わされた対向ガラス基板５０とを備える。また、本実施の形態において、表示装置は
、トップエミッション型である場合を例に説明するが、ボトムエミッション型であっても
よい。
【０１０８】
　また、発光部であるＥＬ層１１２（不図示）は、バンク１１５によって囲繞されている
。バンク１１５は、ＥＬ層１１２を画素Ｐごとに分離して区画するための開口部を有する
。バンク１１５は、互いに隣接する画素Ｐの間をソース配線ＳＬと平行な方向に延びる凸
部からなる。言い換えれば、図１に示される各画素Ｐの下部電極層１２（アノード）およ
び有機発光層１３は、互いに隣接する凸部の間（すなわち、バンク１１５の開口部）に形
成されている。
【０１０９】
　図６Ａおよび図６Ｂでは、表示装置の構成要素として、実施の形態２と同様に、９つの
画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）と、ソース配線ＳＬｊ～ＳＬ（ｊ＋２）と、行
方向に延伸する電源配線ＰＬｉ～ＰＬ（ｉ＋３）と、列方向に延伸する電源配線ＰＬｊと
、行方向に延伸する補助配線ＡＬｉ、ＡＬ（ｉ＋１）と、列方向に延伸する補助配線ＡＬ

ｊとが例示されている。
【０１１０】
　なお、９つの画素Ｐｉｊ～画素Ｐ（ｉ＋２）（ｊ＋２）、ソース配線ＳＬｊ～ＳＬ（ｊ

＋２）、列方向に延伸する電源配線ＰＬｊ、および、列方向に延伸する補助配線ＡＬｊの
構成は、実施の形態２と同じである。
【０１１１】
　電源配線ＰＬｉ、ＰＬ（ｉ＋１）は、図６Ａおよび図６Ｂに示すように、本実施の形態
では、画素Ｐｉｊと画素Ｐ（ｉ＋１）ｊとに沿って配置されている。
【０１１２】
　電源配線ＰＬｉは、実施の形態２と同様に、ＧＭ層（図３ＢのＧＭ層１０３Ｐと同じ階
層）に形成されている。電源配線ＰＬ（ｉ＋１）は、本実施の形態では、第一の交差部を
除き、ＡＭ層（図３ＢのＡＭ層１１１Ｐと同じ階層）に形成され、第一の交差部では、Ｇ
Ｍ層に形成されている。より具体的には、電源配線ＰＬ（ｉ＋１）は、本実施の形態では
、第一の交差部の図面左右両側において、コンタクトで電源配線ＰＬｉと接続し、第一の
交差部では、ＧＭ層に形成された電源配線ＰＬｉと統合されている。なお、列方向に形成
された補助配線ＡＬと行方向に形成された電源配線ＰＬとが重なる他の第一の交差部につ
いても、同じ構成となっている。また、電源配線ＰＬｉおよび電源配線ＰＬ（ｉ＋１）は
、図６Ａに示すように、電源供給対象の画素行と重なるように配置されていてもよいし、
画素行間に配置されていてもよい。
【０１１３】
　補助配線ＡＬｉ、ＡＬ（ｉ＋１）は、図６Ａおよび図６Ｂに示すように、本実施の形態
では、画素Ｐ（ｉ＋１）ｊと画素Ｐ（ｉ＋２）ｊとに沿って配置されている。
【０１１４】
　補助配線ＡＬ（ｉ＋１）は、実施の形態２と同様に、ＧＭ層１０３Ａに形成されている
。補助配線ＡＬｉは、本実施の形態では、第二の交差部を除き、ＡＭ層１１１Ａに形成さ
れ、第二の交差部では、ＧＭ層１０３Ａに形成されている。より具体的には、補助配線Ａ
Ｌｉは、本実施の形態では、第二の交差部の図面左右両側において、コンタクトで補助配
線ＡＬ（ｉ＋１）と接続し、第二の交差部では、ＧＭ層１０３Ａに形成された補助配線Ａ
Ｌ（ｉ＋１）と統合されている。なお、列方向に形成された電源配線ＰＬと行方向に形成
された補助配線ＡＬとが重なる他の第二の交差部についても、同じ構成となっている。ま
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た、補助配線ＡＬ（ｉ＋１）および補助配線ＡＬｉは、図６Ａに示すように、電源供給対
象の画素行と重なるように配置されていてもよいし、画素行間に配置されていてもよい。
【０１１５】
　さらに、本実施の形態では、第二の交差部上に、バンク１１５が形成されている。
【０１１６】
　本実施の形態では、第一の交差部および第二の交差部において、電位の異なる電源配線
ＰＬと補助配線ＡＬを、ＳＤメタル層１０５とＧＭ層１０３Ａとに形成したので、平坦化
層１０６に異物６０が混入した場合でも、ショートの可能性を低減できる。平坦化層１０
６の形成時において混入した異物６０は、図８Ａおよび図８Ｂで説明したように、典型的
には、ＡＭ層１１１ＡとＳＤメタル層１０５との間、または、ＡＭ層１１１ＡとＧＭ層１
０３との間でショートを発生させるからである。また、第二の交差部上にはバンク１１５
が形成されているため、対向ガラス基板５０の貼り付け時における異物６０の押し込みを
防止できる。
【０１１７】
　従って、異物６０の混入経路がある程度推定できる場合には、本実施の形態のつなぎ替
えは有用である。
【０１１８】
　また、実施の形態１～実施の形態３と同様に、補助配線を迂回させないため、画素容量
が低下することがない。
【０１１９】
　（別実施の形態）
　（１）上記実施の形態１～実施の形態４では、一画素ＰＧは、ＲＧＢの３原色の画素Ｐ
である場合を例に説明したが、これに限るものではない。例えば、ＲＧＢＷやＲＧＢＹと
いった４原色、さらに原色を追加しそれぞれに対応して構成されてもよい。また、例えば
、ＲＧとＢＧとを組み合わせて１単位胞としてマトリクス配置されたペンタイル配置の画
素から構成されてもよい。
【０１２０】
　（２）上記実施の形態１～実施の形態４では、第一薄膜トランジスタ３１および第二薄
膜トランジスタ３２をｐチャネル型のＴＦＴであるとして説明したが、ｎチャネル型のＴ
ＦＴであってもよい。
【０１２１】
　（３）上記実施の形態１～実施の形態４において、表示装置は、例えば、テレビジョン
セットや携帯電話機、パーソナルコンピュータ、あるいは他の機器のフラットパネルディ
スプレイ等として利用することができる。
【０１２２】
　以上、本発明に係る表示装置について、実施形態および実施例に基づいて説明したが、
本発明はこれらの実施形態および実施例に限定されるものではない。
【０１２３】
　また、本実施形態において、本発明に係る表示装置は、有機ＥＬ表示装置に適用する例
を示したが、他のアクティブマトリクス型の表示装置に適用することもできる。
【０１２４】
　その他、各実施形態および実施例に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる
形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施形態および実施例における構成要素およ
び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　本発明に係る表示装置は、テレビジョンセット、パーソナルコンピュータ、携帯電話な
どの表示装置等において広く利用することができる。
【符号の説明】
【０１２６】
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１　　　　表示パネル
１０　　　有機ＥＬ素子
１２　　　下部電極層
１３　　　有機発光層
１４　　　上部電極層
２０　　　アクティブマトリクス基板
３０　　　画素回路
３１　　　第一薄膜トランジスタ
３２　　　第二薄膜トランジスタ
３３　　　コンデンサ
４０　　　接続用配線
５０　　　対向ガラス基板
６０、６１、６２　異物
１００　　基板
１０１　　半導体層
１０２　　ゲート絶縁層
１０３、１０３Ａ、１０３Ｐ　ＧＭ層
１０４　　パッシベーション層
１０５　　ＳＤメタル層
１０６　　平坦化層
１１１、１１１Ａ、１１１Ｐ　ＡＭ層
１１２　　ＥＬ層
１１２Ｂ　ＥＬ層
１１２Ｒ　ＥＬ層
１１３　　透明電極層
１１４　　封止材料層
１１５　　バンク
１０００　アクティブマトリクス型表示装置
１０１０　有機ＥＬ素子
１０３１　第一薄膜トランジスタ
１０３２　第二薄膜トランジスタ
１０３３　コンデンサ
１０５１　電源配線
１０５２　走査線
１０５３　電源線
１０５４　補助配線
ＰＧ　　　画素
Ｐ　　　　サブ画素
ＧＬ　　　ゲート配線
ＳＬ　　　ソース配線
ＰＬ　　　電源配線
ＡＬ　　　補助配線
ＰＢ　　　青色表示画素
ＰＲ　　　赤色表示画素
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