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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　該基板の上方に設けられ、チャネル領域、ソース領域、及びドレイン領域を含む半導体
層、該半導体層上に設けられたゲート絶縁膜、該ゲート絶縁膜上に設けられたゲート電極
、並びに、前記半導体層の前記ソース領域及び前記ドレイン領域にそれぞれ電気的に接続
されたソース電極及びドレイン電極を含む第１の薄膜トランジスタと、
　該基板の上方に設けられ、チャネル領域、ソース領域、及びドレイン領域を含む半導体
層、該半導体層上に設けられたゲート絶縁膜、該ゲート絶縁膜上に設けられたゲート電極
、並びに、前記半導体層の前記ソース領域及び前記ドレイン領域にそれぞれ電気的に接続
されたソース電極及びドレイン電極を含む第２の薄膜トランジスタと、
　前記第１の薄膜トランジスタのゲート電極上及び前記第２の薄膜トランジスタのゲート
電極上に設けられた層間絶縁膜と、
　前記第１の薄膜トランジスタ及び前記第２の薄膜トランジスタを含む駆動回路によって
発光駆動される発光素子と、
　前記第１の薄膜トランジスタのゲート電極の上方領域内であって、前記層間絶縁膜上に
配置された第１キャパシタ電極とを備え、
　該第１キャパシタ電極は、前記第１の薄膜トランジスタのゲート電極との間で第１キャ
パシタを構成しており、前記第１の薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極には
接続されていない
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　発光表示装置。
【請求項２】
　基板と、
　該基板の上方に設けられ、チャネル領域、ソース領域、及びドレイン領域を含む半導体
層、該半導体層上に設けられたゲート絶縁膜、該ゲート絶縁膜上に設けられたゲート電極
、並びに、前記半導体層の前記ソース領域及び前記ドレイン領域にそれぞれ電気的に接続
されたソース電極及びドレイン電極を含む第１の薄膜トランジスタと、
　該基板の上方に設けられ、チャネル領域、ソース領域、及びドレイン領域を含む半導体
層、該半導体層上に設けられたゲート絶縁膜、該ゲート絶縁膜上に設けられたゲート電極
、並びに、前記半導体層の前記ソース領域及び前記ドレイン領域にそれぞれ電気的に接続
されたソース電極及びドレイン電極を含む第２の薄膜トランジスタと、
　前記第１の薄膜トランジスタのゲート電極上及び前記第２の薄膜トランジスタのゲート
電極上に設けられた層間絶縁膜と、
　前記第１の薄膜トランジスタ及び前記第２の薄膜トランジスタを含む駆動回路によって
発光駆動される発光素子と、
　前記第１の薄膜トランジスタのゲート電極の上方領域内であって、前記層間絶縁膜上に
配置された第１キャパシタ電極とを備え、
　該第１キャパシタ電極は、前記第１の薄膜トランジスタのゲート電極との間で第１キャ
パシタを構成しており、前記第２の薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極のい
ずれか一方に接続されている
　発光表示装置。
【請求項３】
　前記第２の薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極のいずれか他方は、前記第
１の薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極のいずれか一方に接続されている
　請求項２記載の発光表示装置。
【請求項４】
　前記第１の薄膜トランジスタは、前記発光素子に駆動電流を供給する駆動トランジスタ
である
　請求項１または２記載の発光表示装置。
【請求項５】
　前記第１の薄膜トランジスタは、前記発光素子への駆動電流を供給するタイミングを決
定するスイッチングトランジスタである
　請求項１または２記載の発光表示装置。
【請求項６】
　前記第１キャパシタは、前記駆動トランジスタに流れる電流値を設定するためのキャパ
シタである
　請求項４記載の発光表示装置。
【請求項７】
　前記第１キャパシタは、前記駆動電流の電流値を設定するためのキャパシタを初期化す
るためのキャパシタである
　請求項５記載の発光表示装置。
【請求項８】
　前記発光素子は、下部電極と、有機発光層と、上部電極とを備えた有機エレクトロルミ
ネッセンス素子であって、
　前記下部電極は、前記第１キャパシタ電極上に設けられた平坦化膜の上方に形成されて
いる、
　請求項１記載の発光表示装置。
【請求項９】
　前記発光表示装置は、複数の前記第１キャパシタ電極を備え、
　複数の前記第１キャパシタ電極は、前記ゲート電極との間でそれぞれ第１キャパシタを
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構成している
　請求項１記載の発光表示装置。
【請求項１０】
　前記第１キャパシタを構成する前記第１キャパシタ電極下面の、前記ゲート電極の上方
領域内における面積は、前記ゲート電極上面の面積の３０％～１００％である
　請求項１記載の発光表示装置。
【請求項１１】
　前記半導体層は、ポリシリコンで形成されている
　請求項１記載の発光表示装置。
【請求項１２】
　前記第１キャパシタの静電容量は、０．１～１０ｐＦである
　請求項１記載の発光表示装置。
【請求項１３】
　前記発光表示装置は、トップエミッション型であり、
　前記発光素子は、前記第１キャパシタ電極の上層に形成される
　請求項１記載の発光表示装置。
【請求項１４】
　前記発光表示装置は、ボトムエミッション型であり、
　前記薄膜トランジスタと前記第１キャパシタとは、前記発光素子が形成される発光領域
以外の領域に形成される
　請求項１記載の発光表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光表示装置に関し、特に、キャパシタと薄膜トランジスタとを含む駆動回
路と発光素子とを備えるアクティブマトリクス型の発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、有機ＥＬ素子と記載する）などの、
電流によって輝度を制御する発光素子を２次元状に配列した発光表示装置の開発が盛んに
行われている。特に、発光素子を駆動するための駆動回路を発光素子毎に備えた画素回路
を配列したアクティブマトリクス型の発光表示装置の開発が行われている。
【０００３】
　駆動回路は、一般的に、発光する画素を選択するスイッチングトランジスタと、発光素
子を駆動する駆動トランジスタと、キャパシタとを備える。駆動回路は、例えば、駆動ト
ランジスタが流す電流量を決定するための電圧を保持する保持キャパシタを備えている（
特許文献１参照）。
【０００４】
　図１は、特許文献１に示す従来の発光表示装置が備える発光画素７００のレイアウトを
示す図である。図１に示すように、発光画素７００には、信号線７０５と、走査線７０６
と、電源線７０７とが配線されている。また、発光画素７００は、スイッチングトランジ
スタ７０１と、保持キャパシタ７０２と、駆動トランジスタ７０３と、発光素子７０４と
を備える。発光素子７０４は、発光画素７００の発光領域に形成され、スイッチングトラ
ンジスタ７０１と、保持キャパシタ７０２と、駆動トランジスタ７０３とは、駆動回路領
域に形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３３０７３６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術では、キャパシタ専用の領域が設けられることになり、キ
ャパシタの数、又は、キャパシタの面積が増えた場合に、その他の素子を配置する領域が
狭くなり、設計の自由度が下がるという課題がある。
【０００７】
　例えば、図１に示す特許文献１に記載の発光表示装置のように、駆動回路領域の多くの
部分を保持キャパシタ７０２が占めている。したがって、より大きな面積の保持キャパシ
タ７０２を備える場合、又は、その他のキャパシタを備える場合には、駆動トランジスタ
７０３及びスイッチングトランジスタ７０１を配置する領域が狭くなる。あるいは、発光
領域が小さくなってしまい、発光素子に流れる電流密度が上昇し寿命が短くなってしまう
。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記従来の課題を解決するためになされたものであり、キャパシタ
専用の領域を設置、又は、新たに増やすことなくキャパシタを設けることで、設計の自由
度を高めることができる発光表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明に係る発光表示装置は、基板と、該基板の上方に設け
られ、チャネル領域、ソース領域、及びドレイン領域を含む半導体層、該半導体層上に設
けられたゲート絶縁膜、該ゲート絶縁膜上に設けられたゲート電極、並びに、前記半導体
層の前記ソース領域及び前記ドレイン領域にそれぞれ電気的に接続されたソース電極及び
ドレイン電極を含む第１の薄膜トランジスタと、該基板の上方に設けられ、チャネル領域
、ソース領域、及びドレイン領域を含む半導体層、該半導体層上に設けられたゲート絶縁
膜、該ゲート絶縁膜上に設けられたゲート電極、並びに、前記半導体層の前記ソース領域
及び前記ドレイン領域にそれぞれ電気的に接続されたソース電極及びドレイン電極を含む
第２の薄膜トランジスタと、前記第１の薄膜トランジスタのゲート電極上及び前記第２の
薄膜トランジスタのゲート電極上に設けられた層間絶縁膜と、前記第１の薄膜トランジス
タ及び前記第２の薄膜トランジスタを含む駆動回路によって発光駆動される発光素子と、
前記第１の薄膜トランジスタのゲート電極の上方領域内であって、前記層間絶縁膜上に配
置された第１キャパシタ電極とを備え、該第１キャパシタ電極は、前記第１の薄膜トラン
ジスタのゲート電極との間で第１キャパシタを構成しており、前記第１の薄膜トランジス
タのソース電極及びドレイン電極には接続されていない。
　また、本発明に係る発光表示装置は、基板と、該基板の上方に設けられ、チャネル領域
、ソース領域、及びドレイン領域を含む半導体層、該半導体層上に設けられたゲート絶縁
膜、該ゲート絶縁膜上に設けられたゲート電極、並びに、前記半導体層の前記ソース領域
及び前記ドレイン領域にそれぞれ電気的に接続されたソース電極及びドレイン電極を含む
第１の薄膜トランジスタと、該基板の上方に設けられ、チャネル領域、ソース領域、及び
ドレイン領域を含む半導体層、該半導体層上に設けられたゲート絶縁膜、該ゲート絶縁膜
上に設けられたゲート電極、並びに、前記半導体層の前記ソース領域及び前記ドレイン領
域にそれぞれ電気的に接続されたソース電極及びドレイン電極を含む第２の薄膜トランジ
スタと、前記第１の薄膜トランジスタのゲート電極上及び前記第２の薄膜トランジスタの
ゲート電極上に設けられた層間絶縁膜と、前記第１の薄膜トランジスタ及び前記第２の薄
膜トランジスタを含む駆動回路によって発光駆動される発光素子と、前記第１の薄膜トラ
ンジスタのゲート電極の上方領域内であって、前記層間絶縁膜上に配置された第１キャパ
シタ電極とを備え、該第１キャパシタ電極は、前記第１の薄膜トランジスタのゲート電極
との間で第１キャパシタを構成しており、前記第２の薄膜トランジスタのソース電極及び
ドレイン電極のいずれか一方に接続されている。
【発明の効果】
【００１０】
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　本発明によれば、キャパシタ専用の領域を設置、又は増やすことなく、キャパシタを設
けることで、設計の自由度を高めることができる発光表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、従来の発光表示装置が備える画素のレイアウトを示す図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る発光表示装置の構成の一例を示すブロック図である
。
【図３】図３は、実施の形態１に係る表示部が有する発光画素の回路構成を示す図である
。
【図４】図４は、実施の形態１に係る発光画素のレイアウトの一例を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態１に係る発光画素の断面図である。
【図６】図６は、実施の形態１の変形例に係る発光画素の回路構成を示す図である。
【図７】図７は、実施の形態１の変形例に係る発光画素の断面図である。
【図８】図８は、実施の形態１の別の変形例に係る発光画素の回路構成を示す図である。
【図９】図９は、実施の形態１の別の変形例に係る発光画素の断面図である。
【図１０】図１０は、実施の形態２に係る表示部が有する発光画素の回路構成を示す図で
ある。
【図１１】図１１は、実施の形態２に係る発光画素のレイアウトの一例を示す図である。
【図１２】図１２は、実施の形態２に係る発光画素の断面図である。
【図１３】図１３は、本発明に係る発光表示装置を備えるテレビの外観図である。
【図１４】図１４は、本発明に係る発光表示装置の別の変形例の発光画素のレイアウトの
一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る発光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
。
【００１３】
　本発明に係る発光表示装置は、基板と、該基板の上方に設けられ、チャネル領域、ソー
ス領域、及びドレイン領域を含む半導体層、該半導体層上に設けられたゲート絶縁膜、該
ゲート絶縁膜上に設けられたゲート電極、並びに、前記半導体層の前記ソース領域及び前
記ドレイン領域にそれぞれ電気的に接続されたソース電極及びドレイン電極を含む薄膜ト
ランジスタと、前記ゲート電極上に設けられた層間絶縁膜と、前記薄膜トランジスタを用
いて構成される駆動回路によって発光駆動される発光素子と、前記ゲート電極の上方領域
内であって、前記層間絶縁膜上に配置された第１キャパシタ電極とを備え、該第１キャパ
シタ電極は、前記ゲート電極との間で第１キャパシタを構成している。
【００１４】
　これにより、薄膜トランジスタのゲート電極を、単にゲート電極として利用するだけで
はなく、キャパシタを構成する２つの電極のうちの一方の電極としても利用するので、薄
膜トランジスタの上方に薄膜トランジスタと重なるように、キャパシタを配置することが
でき、画素スペースを有効に活用することができる。したがって、多数の薄膜トランジス
タ及び多数のキャパシタを含む複雑な駆動回路を、限られた面積の領域に形成することが
できる。なお、キャパシタは、ゲート電圧を保持するためのキャパシタであってもよく、
駆動回路における閾値電圧Ｖｔｈを保持するためのキャパシタであっても、本発明の構成
を適用することができる。
【００１５】
　また、前記発光表示装置は、複数の前記第１キャパシタ電極を備え、複数の前記第１キ
ャパシタ電極は、前記ゲート電極との間でそれぞれ第１キャパシタを構成していてもよい
。
【００１６】
　また、前記ソース電極またはドレイン電極が、前記第１キャパシタ電極と同一の層を構
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成し、該ソース電極及びドレイン電極のいずれか一方は、該第１キャパシタ電極と電気的
に接続されていてもよい。
【００１７】
　これにより、キャパシタを構成する２つの電極のうちの他方の電極とソース電極又はド
レイン電極とを１つの工程で形成することができる。
【００１８】
　また、前記発光素子は、前記ソース電極または前記ドレイン電極と電気的に接続されて
おり、前記薄膜トランジスタは、前記発光素子に駆動電流を供給する駆動トランジスタで
あり、前記第１キャパシタは、前記駆動トランジスタに流れる電流値を設定するためのキ
ャパシタであってもよい。
【００１９】
　これにより、駆動トランジスタに流れる駆動電流の電流値を設定するためのキャパシタ
を、画素スペースを有効に活用しつつ、駆動回路を構成することができる。
【００２０】
　また、前記薄膜トランジスタは、前記発光素子への駆動電流を供給するタイミングを決
定するスイッチングトランジスタであり、前記第１キャパシタは、前記駆動電流の電流値
を設定するためのキャパシタを初期化するためのキャパシタであってもよい。
【００２１】
　これにより、駆動トランジスタに限らず、スイッチングトランジスタのゲート電極とキ
ャパシタの一方のキャパシタ電極とも兼用させることができる。したがって、より多くの
薄膜トランジスタとキャパシタとを、限られた画素スペースを有効に利用して配置するこ
とができる。
【００２２】
　また、前記第１キャパシタ電極は、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電
極には接続されていなくてもよく、例えば、前記薄膜トランジスタ以外の薄膜トランジス
タのソース電極及びドレイン電極のいずれか一方に接続されていてもよい。さらに、前記
薄膜トランジスタ以外の薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極のいずれか他方
は、前記薄膜トランジスタのソース電極及びドレイン電極のいずれか一方に接続されてい
てもよい。
【００２３】
　また、前記発光表示装置は、さらに、第２キャパシタを備え、該第２キャパシタは、前
記第１キャパシタと電気的に並列となるよう接続されていてもよい。
【００２４】
　これにより、第１キャパシタに加えて、第２キャパシタが並列的に設けられているので
、第２キャパシタの分だけ静電容量を増大させることができる。
【００２５】
　また、前記第２キャパシタは、上部第２キャパシタ電極及び下部第２キャパシタ電極を
含み、前記上部第２キャパシタ電極及び前記下部第２キャパシタ電極の一方は、前記ゲー
ト電極と電気的に接続され、前記上部第２キャパシタ電極及び前記下部第２キャパシタ電
極の他方は、前記ソース電極及び前記ドレイン電極のいずれか一方と電気的に接続されて
いてもよい。
【００２６】
　これにより、第２キャパシタの分だけ静電容量を増大させることができ、電流リークが
あっても電圧が安定し、クロストークを低減することができる。
【００２７】
　また、前記上部第２キャパシタ電極は、前記ソース電極及び前記ドレイン電極のいずれ
か一方と同一の層を構成し、前記下部第２キャパシタ電極は、前記ゲート電極と同一の層
を構成し、前記第１キャパシタ電極は、前記上部第２キャパシタ電極と、前記ソース電極
及び前記ドレイン電極のいずれか一方とに電気的に接続されていてもよい。
【００２８】
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　これにより、第１キャパシタ及び第２キャパシタを構成する各キャパシタ電極をそれぞ
れ同一の層として形成することができるので、製造工程を削減することができる。
【００２９】
　また、前記第１キャパシタを構成する前記第１キャパシタ電極下面の、前記ゲート電極
の上方領域内における面積は、前記ゲート電極上面の面積の３０％～１００％であっても
よい。
【００３０】
　また、前記半導体層は、ポリシリコンで形成されていてもよい。
【００３１】
　また、前記発光素子は、有機エレクトロルミネッセンス素子であってもよい。
【００３２】
　また、前記第１キャパシタの静電容量は、０．１～１０ｐＦであってもよい。
【００３３】
　また、前記発光表示装置は、トップエミッション型であり、前記発光素子は、前記第１
キャパシタ電極の上層に形成されてもよい。
【００３４】
　また、前記発光表示装置は、ボトムエミッション型であり、前記薄膜トランジスタと前
記第１キャパシタとは、前記発光素子が形成される発光領域以外の領域に形成されてもよ
い。
【００３５】
　（実施の形態１）
　実施の形態１に係る発光表示装置は、駆動トランジスタとキャパシタとを備え、駆動ト
ランジスタのゲート電極が、キャパシタを構成する２つのキャパシタ電極のうち一方の電
極である。したがって、キャパシタは、駆動トランジスタのゲート電極を含む領域であっ
て、駆動トランジスタの上方の領域に形成される。
【００３６】
　図２は、実施の形態１に係る発光表示装置１０の電気的な構成を示すブロック図である
。同図における発光表示装置１０は、少なくとも制御回路２０と、走査線駆動回路４０と
、信号線駆動回路５０と、表示部６０とを備える。
【００３７】
　また、図３は、実施の形態１に係る表示部６０が有する発光画素１００の回路構成を示
す図である。同図における発光画素１００は、スイッチングトランジスタ１０１と、キャ
パシタ１０２と、駆動トランジスタ１０３と、有機ＥＬ素子１０４と、信号線１０５と、
走査線１０６と、高電圧側電源線１０７と、低電圧側電源線１０８とを備える。
【００３８】
　まず、図２に示された構成要素について、その接続関係及び機能を説明する。
【００３９】
　制御回路２０は、走査線駆動回路４０、信号線駆動回路５０の制御を行う機能を有する
。制御回路２０は、外部から入力された映像信号を、信号線駆動回路５０に出力し、信号
線駆動回路５０の動作にあわせて走査線駆動回路４０の動作タイミングを制御する。
【００４０】
　走査線駆動回路４０は、走査線１０６に接続されており、走査線１０６に走査信号を出
力することにより、発光画素１００が備えるスイッチングトランジスタ１０１の導通（オ
ン状態）／非導通（オフ状態）を制御する機能を有する。
【００４１】
　信号線駆動回路５０は、信号線１０５に接続されており、映像信号に基づいた信号電圧
を発光画素１００に出力する機能を有する。
【００４２】
　表示部６０は、２次元状に配列された複数の発光画素１００を備え、外部から発光表示
装置１０に入力された映像信号に基づいて画像を表示する。
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【００４３】
　続いて、図３に示された構成要素について、その接続関係及び機能を説明する。
【００４４】
　スイッチングトランジスタ１０１は、ゲートが走査線１０６に接続され、ソース及びド
レインの一方が信号線１０５に接続され、ソース及びドレインの他方がキャパシタ１０２
のキャパシタ電極１０２ａに接続されたスイッチング素子の一例である。スイッチングト
ランジスタ１０１は、信号線１０５の信号電圧をキャパシタ１０２のキャパシタ電極１０
２ａに印加するタイミングを決定する機能を有する。スイッチングトランジスタ１０１は
、例えば、ｎ型の薄膜トランジスタ（ｎ型ＴＦＴ）であるがｐ型のＴＦＴであっても良い
。
【００４５】
　キャパシタ１０２は、第１キャパシタの一例であり、２つのキャパシタ電極１０２ａ及
び１０２ｂを備える。キャパシタ電極１０２ａが駆動トランジスタ１０３のゲートに接続
され、キャパシタ電極１０２ｂが高電圧側電源線１０７に接続されている。キャパシタ１
０２は、信号線１０５から供給された信号電圧に対応した電荷を保持する。つまり、キャ
パシタ１０２は、有機ＥＬ素子１０４に供給する駆動電流の電流値を設定するための保持
容量素子の一例である。例えば、キャパシタ１０２は、スイッチングトランジスタ１０１
がオフ状態となった後も次の新たな信号電圧が書き込まれるまで、駆動トランジスタ１０
３から有機ＥＬ素子１０４へ駆動電流を供給させる機能を有する。
【００４６】
　駆動トランジスタ１０３は、ソースが高電圧側電源線１０７に接続され、ドレインが有
機ＥＬ素子１０４のアノードに接続された駆動素子の一例である。駆動トランジスタ１０
３は、ゲート－ソース間に印加された信号電圧に対応した電圧を、当該信号電圧に対応し
たソース－ドレイン間電流に変換する。そして、このソース－ドレイン間電流を駆動電流
として有機ＥＬ素子１０４に供給する。駆動トランジスタ１０３は、例えば、ｐ型の薄膜
トランジスタ（ｐ型ＴＦＴ）である。
【００４７】
　有機ＥＬ素子１０４は、駆動トランジスタ１０３などの薄膜トランジスタを用いて構成
される駆動回路によって発光駆動される発光素子の一例である。有機ＥＬ素子１０４は、
アノードが駆動トランジスタ１０３のドレインに接続され、カソードが低電圧側電源線１
０８に接続されている。有機ＥＬ素子１０４は、駆動トランジスタ１０３により駆動電流
が流れることにより発光する。発光強度は、駆動電流の大きさ、すなわち、信号電圧によ
って制御される。
【００４８】
　信号線１０５は、信号線駆動回路５０に接続され、発光画素１００を含む画素列に属す
る各発光画素へ接続され、発光強度を決定する信号電圧を供給する機能を有する。なお、
発光表示装置１０は、画素列数分の信号線１０５を備える。
【００４９】
　走査線１０６は、走査線駆動回路４０に接続され、発光画素１００を含む画素行に属す
る各発光画素に接続されている。これにより、走査線１０６は、発光画素１００を含む画
素行に属する各発光画素へ上記信号電圧を書き込むタイミングを供給する機能を有する。
なお、発光表示装置１０は、画素行数分の走査線１０６を備える。
【００５０】
　なお、図２及び図３には記載されていないが、高電圧側電源線１０７及び低電圧側電源
線１０８は、それぞれ、他の発光画素にも接続されており電圧源に接続されている。高電
圧側電源線１０７が接続される電圧源ＶＤＤと、低電圧側電源線１０８が接続される電圧
源ＶＥＥとの電位差は、有機ＥＬ素子１０４を発光させるのに充分な電流を流すことが可
能な大きさである。なお、低電圧側電源線１０８は、接地されていてもよい。
【００５１】
　以上の構成に示すように、実施の形態１に係る発光表示装置１０は、２次元状に配列さ
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れた複数の発光画素１００を備える表示部６０を備える。表示部６０は、発光画素１００
内の有機ＥＬ素子１０４が信号電圧に応じた発光強度で発光することにより、映像を表示
する。
【００５２】
　続いて、実施の形態１に係る発光画素１００に含まれる各素子の位置関係について説明
する。
【００５３】
　図４は、実施の形態１に係る発光画素１００のレイアウトの一例を示す図である。
【００５４】
　図４に示すように、発光画素１００は、駆動回路領域１１０と発光領域１２０とに分け
られる。発光領域１２０には有機ＥＬ素子１０４が形成され、有機ＥＬ素子１０４は、信
号線１０５から供給される信号電圧に応じて発光する。なお、実施の形態１に係る発光表
示装置１０は、ボトムエミッション型の発光表示装置であるとする。すなわち、有機ＥＬ
素子１０４から発せられる光は、基板の裏面方向に出射される。言い換えると、表示部６
０の表示面が、基板の裏面側である。
【００５５】
　駆動回路領域１１０は、発光画素１００のうち発光領域１２０を除く領域であり、有機
ＥＬ素子１０４を駆動する駆動回路が形成される領域である。駆動回路領域１１０には、
スイッチングトランジスタ１０１と、キャパシタ１０２と、駆動トランジスタ１０３とが
形成されている。
【００５６】
　図５は、実施の形態１に係る発光画素１００の断面図である。具体的には、図５は、図
４に示す発光画素１００のＡ－Ａ断面を模式的に示す図である。Ａ－Ａ断面は、キャパシ
タ１０２と駆動トランジスタ１０３との位置関係を示す断面である。なお、簡単のため、
図５には、信号線１０５及び高電圧側電源線１０７を示していない。
【００５７】
　図５に示すように、駆動トランジスタ１０３は、基板２１０上に形成される。駆動トラ
ンジスタ１０３は、半導体層２２０と、ゲート絶縁膜２３０と、ゲート電極１０３ｇと、
ソース電極１０３ｓと、ドレイン電極１０３ｄとを備える。また、キャパシタ１０２は、
キャパシタ電極１０２ｂと、層間絶縁膜２４０と、ゲート電極１０３ｇとしても機能する
キャパシタ電極１０２ａとで構成される。さらに、キャパシタ１０２上には平坦化膜２５
０が形成されている。
【００５８】
　基板２１０は、例えば、ガラス、石英などの透明性を有する透明基板である。また、基
板２１０は、プラスチックなどのフレキシブル基板でもよい。なお、トップエミッション
型の発光表示装置である場合は、基板２１０は、シリコン基板などの半導体基板、又は、
窒化物半導体などの化合物半導体からなる化合物半導体基板であってもよい。
【００５９】
　なお、駆動トランジスタ１０３は、基板２１０上に形成されるとしたが、基板２１０上
方に形成されてもよい。例えば、基板２１０上にバッファ層を形成し、当該バッファ層上
に駆動トランジスタ１０３を形成してもよい。
【００６０】
　半導体層２２０は、基板２１０上に形成された半導体層であり、チャネル領域２２１と
、ソース領域２２２と、ドレイン領域２２３とを含む。例えば、半導体層２２０は、不純
物がドープされたポリシリコン、微結晶シリコン、アモルファスシリコンなどの無機物半
導体、又は、有機物半導体から構成される。
【００６１】
　なお、駆動トランジスタ１０３はｐ型ＴＦＴであるので、チャネル領域２２１では、主
に正孔が導電に寄与する。つまり、ソース電極１０３ｓ、ドレイン電極１０３ｄ及びゲー
ト電極１０３ｇのそれぞれに印加される電圧に応じて、ソース領域２２２からドレイン領
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域２２３にかけて正孔が移動することによって、上記の駆動電流が流れる。
【００６２】
　ゲート絶縁膜２３０は、例えば、シリコン酸化膜（ＳｉＯｘ）などの絶縁性を有する膜
である。図５に示す例では、ゲート絶縁膜２３０は、半導体層２２０を覆うように基板２
１０の全面に形成され、ソース領域２２２及びドレイン領域２２３の上方領域に貫通孔が
形成されている。なお、ゲート絶縁膜２３０は、少なくともチャネル領域２２１上に形成
されていればよい。
【００６３】
　ゲート電極１０３ｇは、ゲート絶縁膜２３０上に形成された金属電極である。例えば、
ゲート電極１０３ｇは、モリブデンやタングステンなどの金属、モリブデン・タングステ
ン合金、ポリシリコンなどの単層構造、又は、ポリシリコンとチタン及びタングステンな
どとの積層構造から構成される。なお、ゲート電極１０３ｇは、スイッチングトランジス
タ１０１のソース又はドレインに接続されている（図５には示していない）。そして、ゲ
ート電極１０３ｇは、キャパシタ１０２のキャパシタ電極１０２ａとしても機能する点が
、本発明の最大の特徴点である。
【００６４】
　ソース電極１０３ｓは、ソース領域２２２上に形成され、例えば、アルミニウム、銅な
どの金属、又は、アルミニウム及びモリブデンなどの金属の積層構造から構成される。ソ
ース電極１０３ｓは、高電圧側電源線１０７に接続されている（図５には示していない）
。さらに、図５に示すように、ソース電極１０３ｓは、層間絶縁膜２４０及びゲート絶縁
膜２３０に形成された貫通孔を介して、キャパシタ１０２のキャパシタ電極１０２ｂに接
続されている。
【００６５】
　ドレイン電極１０３ｄは、ドレイン領域２２３上に形成され、例えば、アルミニウムな
どの金属、又は、アルミニウム及びモリブデンなどの金属の積層構造から構成される。ド
レイン電極１０３ｄは、有機ＥＬ素子１０４のアノードに接続されている（図５には示し
ていない）。
【００６６】
　層間絶縁膜２４０は、ゲート電極１０３ｇ上に形成され、例えば、シリコン窒化膜（Ｓ
ｉＮｘ）、シリコン酸化膜などから構成される。図５に示す例では、層間絶縁膜２４０は
、ゲート電極１０３ｇを覆うように、ゲート絶縁膜２３０の全面に形成され、ソース領域
２２２及びドレイン領域２２３の情報領域に貫通孔が形成されている。なお、層間絶縁膜
２４０は、少なくともゲート電極１０３ｇ上に形成されていればよい。
【００６７】
　なお、層間絶縁膜２４０の厚さは、１００～１０００ｎｍである。
【００６８】
　キャパシタ電極１０２ｂは、第１キャパシタ電極の一例であり、ゲート電極１０３ｇの
上方であり、かつ、層間絶縁膜２４０上に形成されている。つまり、キャパシタ電極１０
２ｂは、ゲート電極１０３ｇの上方領域内であって、かつ、層間絶縁膜２４０上に配置さ
れている。キャパシタ電極１０２ｂは、もう一方のキャパシタ電極１０２ａであるゲート
電極１０３ｇとともに、キャパシタ１０２を構成する。例えば、キャパシタ電極１０２ｂ
は、アルミニウム、銅などの金属、又は、アルミニウム及びモリブデンなどの金属の積層
構造から構成される。なお、この例においては、キャパシタ電極１０２ｂは、高電圧側電
源線１０７に接続されている。
【００６９】
　また、キャパシタ電極１０２ｂは、ソース電極１０３ｓと同一の層を構成し、ソース電
極１０３ｓに接続されている。具体的には、キャパシタ電極１０２ｂは、層間絶縁膜２４
０に形成された貫通孔を介して、ソース電極１０３ｓに接続されている。また、キャパシ
タ電極１０２ｂは、ソース電極１０３ｓと同じ材料で構成されていることが好ましい。こ
れにより、キャパシタ電極１０２ｂとソース電極１０３ｓとを同一の工程で形成すること
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ができるので、工程数を削減することができる。
【００７０】
　なお、キャパシタ電極１０２ｂの下面の、キャパシタ電極１０２ａであるゲート電極１
０３ｇの上方領域内における面積は、ゲート電極１０３ｇ上面の面積の３０％～１００％
である。なお、キャパシタ電極１０２ｂの方がゲート電極１０３ｇより大きくてもよい。
また、キャパシタ１０２の静電容量は、０．１～１０ｐＦである。
【００７１】
　平坦化膜２５０は、キャパシタ１０２上に形成され、キャパシタ１０２及び駆動トラン
ジスタ１０３を保護する保護膜として機能するとともに、キャパシタ１０２及び駆動トラ
ンジスタ１０３の上方を平坦化する平坦化膜としても機能する。平坦化膜２５０は、例え
ば、シリコン酸化膜（ＳｉＯｘ）又はシリコン窒化膜（ＳｉＮｘ）などから構成される。
【００７２】
　以上の構成に示すように、キャパシタ１０２は、一方の電極としてゲート電極１０３ｇ
を利用する。つまり、駆動トランジスタ１０３の上方の領域に、ゲート電極１０３ｇをキ
ャパシタ電極１０２ａとして備えるキャパシタ１０２が形成されている。
【００７３】
　これにより、図４に示すように、発光画素１００内にキャパシタ１０２専用の領域を設
けることなく、キャパシタ１０２を配置することができる。したがって、キャパシタ１０
２の面積、又は、駆動トランジスタ１０３及びスイッチングトランジスタ１０１の配置を
比較的自由に設計することができる。あるいは、他のキャパシタを駆動回路領域１１０に
加えることもできる。このように、実施の形態１に係る発光表示装置１０によれば、設計
の自由度を向上させることができる。これにより、例えば、実施の形態１に係る発光表示
装置１０は、ボトムエミッション型であるので、発光領域１２０を広く確保することがで
き、有機ＥＬ素子１０４に流れる電流密度を低くすることができ、発光表示装置１０の発
光寿命をより長く確保することができる。
【００７４】
　なお、本実施の形態に示すように、駆動トランジスタ１０３の上方にキャパシタを形成
する構成は、図３に示す回路以外の他の駆動回路にも適用することができる。具体的には
、本実施の形態に係る構成は、駆動トランジスタ１０３のゲートとキャパシタを構成する
２つのキャパシタ電極の一方とが電気的に接続されている回路構成を有する駆動回路に適
用することができる。以下では、いくつか変形例について図面を用いて説明する。
【００７５】
　（変形例１）
　図６は、実施の形態１の変形例に係る発光画素３００の回路構成を示す図である。図６
に示す発光画素３００は、スイッチングトランジスタ１０１、３１３、３１４及び３１５
と、駆動トランジスタ１０３と、キャパシタ３１１及び３１２と、有機ＥＬ素子１０４と
、信号線１０５と、走査線１０６、３１６、３１７及び３１８と、高電圧側電源線１０７
と、低電圧側電源線１０８と、参照電圧電源線３１９とを備える。なお、図３に示す発光
画素１００と同じ構成については同じ符号を付し、以下では説明を省略する。
【００７６】
　スイッチングトランジスタ３１３は、ゲートが走査線３１６に接続され、ソース及びド
レインの一方が参照電圧電源線３１９に接続され、ソース及びドレインの他方がスイッチ
ングトランジスタ１０１のソース及びドレインの一方に接続されたスイッチング素子の一
例である。スイッチングトランジスタ３１３は、駆動トランジスタ１０３のゲート電位を
初期化、すなわち、参照電位Ｖｒｅｆに設定する機能を有する。
【００７７】
　具体的には、スイッチングトランジスタ３１３は、走査線３１６から供給される走査信
号によってオン状態になり、参照電位Ｖｒｅｆをキャパシタの第２電極に供給する。なお
、スイッチングトランジスタ３１３は、例えば、ｎ型ＴＦＴである。
【００７８】
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　スイッチングトランジスタ３１４は、ゲートが走査線３１７に接続され、ソース及びド
レインの一方が駆動トランジスタ１０３のゲートに接続され、ソース及びドレインの他方
が駆動トランジスタ１０３のドレインに接続されたスイッチング素子の一例である。スイ
ッチングトランジスタ３１４は、駆動トランジスタ１０３の閾値電圧を検出する機能を有
する。
【００７９】
　具体的には、例えば、スイッチングトランジスタ３１４は、走査線３１７から供給され
る走査信号によってオン状態になり、駆動トランジスタ１０３のゲートとドレインとを短
絡する。したがって、駆動トランジスタ１０３のゲート電極には駆動トランジスタ１０３
の閾値電圧が発生する。スイッチングトランジスタ３１４は、例えば、ｎ型ＴＦＴである
。
【００８０】
　スイッチングトランジスタ３１５は、ゲートが走査線３１８に接続され、ソース及びド
レインの一方が駆動トランジスタ１０３のドレインに接続され、ソース及びドレインの他
方が有機ＥＬ素子１０４のアノードに接続されたスイッチング素子の一例である。スイッ
チングトランジスタ３１５は、有機ＥＬ素子１０４に駆動電流を供給するタイミングを決
定する機能を有する。
【００８１】
　具体的には、スイッチングトランジスタ３１５は、走査線３１８から供給される走査信
号によってオン状態となり、オン状態である期間中に、駆動トランジスタ１０３がオン状
態になれば駆動電流が有機ＥＬ素子１０４に供給される。言い換えると、スイッチングト
ランジスタ３１５がオフ状態であれば、駆動トランジスタ１０３の動作に関わらず有機Ｅ
Ｌ素子１０４には電流が供給されない。なお、スイッチングトランジスタ３１５は、例え
ば、ｎ型ＴＦＴである。
【００８２】
　キャパシタ３１１は、２つのキャパシタ電極３１１ａ及び３１１ｂを備える。キャパシ
タ電極３１１ａは、参照電圧電源線３１９に接続され、キャパシタ電極３１１ｂは、スイ
ッチングトランジスタ１０１のソース及びドレインの一方に接続されている。また、キャ
パシタ電極３１１ｂは、キャパシタ３１２を介して駆動トランジスタ１０３のゲートに接
続される。キャパシタ３１１は、信号線１０５から供給された信号電圧に対応した電荷を
保持する。
【００８３】
　キャパシタ３１２は、第１キャパシタの一例であり、２つのキャパシタ電極３１２ａ及
び３１２ｂを備える。キャパシタ電極３１２ａは、スイッチングトランジスタ１０１のソ
ース及びドレインの一方に接続され、キャパシタ電極３１２ｂは、駆動トランジスタ１０
３のゲートに接続されている。キャパシタ３１２は、駆動トランジスタ１０３の閾値電圧
に対応した電荷を保持する。
【００８４】
　走査線３１６、３１７及び３１８は、走査線駆動回路４０に接続され、発光画素３００
を含む画素列に属する各発光画素へ接続されている。走査線３１６は、発光画素３００を
含む画素行に属する各発光画素に含まれる駆動トランジスタ１０３の閾値電圧を検出する
基準電圧を供給する機能を有する。
【００８５】
　走査線３１７は、発光画素３００を含む画素行に属する各発光画素に含まれる駆動トラ
ンジスタ１０３の閾値電圧を検出するタイミングを供給する機能を有する。走査線３１８
は、発光画素３００を含む画素行に属する各発光画素に含まれる有機ＥＬ素子１０４に駆
動電流を供給するタイミングと駆動トランジスタ１０３の閾値電圧を検出するタイミング
とを供給する機能を有する。
【００８６】
　なお、発光表示装置１０は、画素行数分の走査線３１６、３１７及び３１８を備える。
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【００８７】
　参照電圧電源線３１９は、他の発光画素にも接続されており、所定の参照電圧を供給す
る電圧源に接続されている。これにより、参照電圧電源線３１９の電位は、参照電位Ｖｒ
ｅｆに保たれている。
【００８８】
　図７は、実施の形態１の変形例に係る発光画素３００の一部の断面図である。具体的に
は、図７は、キャパシタ３１２と駆動トランジスタ１０３との配置構成を示している。な
お、駆動トランジスタ１０３の断面構成は、図５に示す断面構成と同じであるため、以下
では説明を省略する。
【００８９】
　図７に示すように、層間絶縁膜２４０上には、キャパシタ３１２のキャパシタ電極３１
２ｂが形成されている。そして、ゲート電極１０３ｇは、キャパシタ３１２のキャパシタ
電極３１２ａとしても機能する。
【００９０】
　キャパシタ電極３１２ｂは、第１キャパシタ電極の一例であり、駆動トランジスタ１０
３のソース電極１０３ｓ又はドレイン電極１０３ｄには接続されていない。キャパシタ電
極３１２ｂは、スイッチングトランジスタ１０１のソース又はドレインの一方とキャパシ
タ電極３１１ｂと接続されている（図７には示していない）。
【００９１】
　以上のように、駆動トランジスタ１０３上に形成されるキャパシタ３１１のキャパシタ
電極３１２ｂは、駆動トランジスタ１０３の各電極に接続されていなくてもよい。つまり
、キャパシタを構成する２つの電極のうちの一方の電極が、駆動トランジスタ１０３のゲ
ート電極１０３ｇに接続する構成であれば、本実施の形態に係る構成を適用することがで
きる。
【００９２】
　（変形例２）
　図８は、実施の形態１の別の変形例に係る発光画素４００の回路構成を示す図である。
図８に示す発光画素４００は、図６に示す発光画素３００と比較して、キャパシタ３１１
の代わりにキャパシタ４１１を備え、スイッチングトランジスタ３１３の代わりにスイッ
チングトランジスタ４１３を備える点が異なっている。以下では、図６に示す発光画素３
００と同じ構成については同じ符号を付し、以下では説明を省略する。
【００９３】
　キャパシタ４１１は、第１キャパシタの一例であり、２つのキャパシタ電極４１１ａ及
び４１１ｂを備える。キャパシタ電極４１１ａは、駆動トランジスタ１０３のゲート電極
１０３ｇに接続され、キャパシタ電極４１１ｂは、例えば高電圧側電源線１０７に接続さ
れている。キャパシタ４１１は、信号線１０５から供給された信号電圧と駆動トランジス
タの閾値電圧に対応した電荷を保持する。
【００９４】
　スイッチングトランジスタ４１３は、ゲートが走査線３１６に接続され、ソース及びド
レインの一方が高電圧側電源線１０７に接続され、ソース及びドレインの他方がスイッチ
ングトランジスタ１０１のソース及びドレインの一方とキャパシタ３１２のキャパシタ電
極３１２ｂとに接続されたスイッチング素子の一例である。スイッチングトランジスタ４
１３は、キャパシタ３１２を及びキャパシタ４１１を初期化する機能を有する。
【００９５】
　具体的には、スイッチングトランジスタ４１３は、走査線３１６から供給される走査信
号によってオン状態となり、キャパシタ３１２のキャパシタ電極３１２ｂの電位をＶＤＤ
に設定し、スイッチングトランジスタ３１４が走査線３１７から供給される走査信号によ
ってオン状態となることで、キャパシタ３１２及びキャパシタ４１１に駆動トランジスタ
１０３の閾値電圧を保持した状態となるように初期化する。なお、スイッチングトランジ
スタ４１３は、例えば、ｎ型ＴＦＴである。
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【００９６】
　図９は、実施の形態１の変形例に係る発光画素４００の断面図である。具体的には、図
９は、キャパシタ３１２とキャパシタ４１１と駆動トランジスタ１０３との配置構成を示
している。なお、駆動トランジスタ１０３の断面構成は、図５に示す断面構成と同じであ
るため、以下では説明を省略する。
【００９７】
　図９に示すように、層間絶縁膜２４０上には、キャパシタ３１２のキャパシタ電極３１
２ｂとキャパシタ４１１のキャパシタ電極４１１ｂとが形成されている。そして、ゲート
電極１０３ｇは、キャパシタ３１２のキャパシタ電極３１２ａとキャパシタ４１１のキャ
パシタ電極４１１ａとしても機能する。
【００９８】
　キャパシタ電極４１１ｂは、第１キャパシタ電極の一例であり、駆動トランジスタ１０
３のソース電極１０３ｓと同一の層を構成し、ソース電極１０３ｓに接続されている。具
体的には、キャパシタ電極４１１ｂは、層間絶縁膜２４０に形成された貫通孔を介してソ
ース電極１０３ｓに接続されている。
【００９９】
　なお、キャパシタ電極３１２ｂ、キャパシタ電極４１１ｂ及びソース電極１０３ｓは、
同じ材料で構成されていることが好ましい。これにより、キャパシタ電極３１２ｂ、キャ
パシタ電極４１１ｂ及びソース電極１０３ｓとを同一の工程で形成することができるので
、工程数を削減することができる。
【０１００】
　以上のように、実施の形態１の変形例２に係る発光表示装置１０では、複数の第１キャ
パシタ電極を備え、複数の第１キャパシタ電極は、ゲート電極１０３ｇとの間でそれぞれ
第１キャパシタを構成している。図８及び図９に示す例では、２つの第１キャパシタ電極
について示したが、３つ以上の第１キャパシタ電極がゲート電極１０３ｇの上方領域内で
あって、層間絶縁膜２４０上に形成されていてもよい。
【０１０１】
　以上、実施の形態１及びその変形例に係る発光表示装置１０では、駆動回路に含まれる
駆動トランジスタ１０３のゲート電極１０３ｇと、ゲート電極１０３ｇの上方に形成され
た第１キャパシタ電極とによって第１キャパシタを構成する。このようにして構成された
第１キャパシタは、有機ＥＬ素子１０４に供給する駆動電流の電流値を設定するための保
持容量素子などとして利用することができる。
【０１０２】
　これにより、発光画素１００内の限られた領域を有効に利用することができる。すなわ
ち、設計の自由度を高めることができる。したがって、本実施の形態に係る発光表示装置
１０は、例えば、発光領域１２０を広く確保することができるなどの効果を奏する。
【０１０３】
　なお、実施の形態１に係る発光表示装置１０は、さらに、キャパシタ１０２と電気的に
並列となるように接続されている第２キャパシタを備えていてもよい。例えば、第２キャ
パシタは、上部第２キャパシタ電極と下部第２キャパシタ電極とを含む。上部第２キャパ
シタ電極及び下部第２キャパシタ電極の一方は、ゲート電極１０３ｇと接続され、他方は
、ソース電極１０３ｓ及びドレイン電極１０３ｄの一方と電気的に接続されている。
【０１０４】
　より具体的には、下部第２キャパシタ電極は、ゲート電極１０３ｇと同一の層を構成し
、上部第２キャパシタ電極は、電気的に接続されているソース電極１０３ｓ及びドレイン
電極１０３ｄの一方と同一の層を構成していてもよい。このとき、キャパシタ１０２のキ
ャパシタ電極１０２ａは、上部第２キャパシタ電極と電気的に接続されている。
【０１０５】
　（実施の形態２）
　実施の形態２に係る発光表示装置は、スイッチングトランジスタと駆動トランジスタと
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キャパシタとを備え、スイッチングトランジスタのゲート電極が、キャパシタを構成する
２つのキャパシタ電極の一方の電極である。したがって、キャパシタは、スイッチングト
ランジスタの上方の領域に形成される。
【０１０６】
　実施の形態２に係る発光表示装置では、実施の形態１に係る発光表示装置１０と比較す
ると、表示部に含まれる発光画素の回路構成、及び、発光画素を構成する素子の配置が異
なっている。すなわち、実施の形態２に係る発光表示装置の電気的な構成は、図２に示し
た実施の形態１に係る発光表示装置１０と同じである。したがって、以下では、実施の形
態２に係る発光表示装置の電気的な構成については説明を省略し、発光画素の回路構成、
及び、発光画素を構成する素子の配置を中心に説明する。
【０１０７】
　図１０は、実施の形態２に係る表示部が有する発光画素５００の回路構成を示す図であ
る。同図における発光画素５００は、スイッチングトランジスタ５０１、５０６、５０７
及び５０８と、キャパシタ５０２及び５０５と、駆動トランジスタ５０３と、有機ＥＬ素
子５０４と、信号線５０９と、走査線５１０、５１１、５１２及び５１３と、高電圧側電
源線５１４と、低電圧側電源線５１５と、参照電圧電源線５１６を備える。
【０１０８】
　スイッチングトランジスタ５０１は、ゲートが走査線５１０に接続され、ソース及びド
レインの一方が信号線５０９に接続され、ソース及びドレインの他方がキャパシタ５０２
のキャパシタ電極５０２ａ及び駆動トランジスタ５０３のゲートに接続されたスイッチン
グ素子の一例である。スイッチングトランジスタ５０１は、信号線５０９の信号電圧をキ
ャパシタ５０２のキャパシタ電極５０２ａに印加するタイミングを決定する機能を有する
。スイッチングトランジスタ５０１は、例えば、ｎ型ＴＦＴである。
【０１０９】
　キャパシタ５０２は、駆動トランジスタ５０３に対する第１キャパシタの一例であり、
２つのキャパシタ電極５０２ａ及び５０２ｂを備える。キャパシタ電極５０２ａは、駆動
トランジスタ５０３のゲートに接続され、キャパシタ電極５０２ｂは、キャパシタ５０５
のキャパシタ電極５０５ｂ及びスイッチングトランジスタ５０７のソース又はドレインに
接続されている。キャパシタ５０２は、信号線５０９から供給された信号電圧と駆動トラ
ンジスタ５０３の閾値電圧とに対応した電荷を保持する。つまり、キャパシタ５０２は、
有機ＥＬ素子５０４に供給する駆動電流の電流値を設定するための保持容量素子の一例で
ある。
【０１１０】
　駆動トランジスタ５０３は、ドレインが高電圧側電源線５１４に接続され、ソースがス
イッチングトランジスタ５０８を介して有機ＥＬ素子５０４のアノードに接続された駆動
素子の一例である。駆動トランジスタ５０３は、ゲート－ソース間に印加された信号電圧
に対応した電圧を、当該信号電圧に対応したソース－ドレイン間電流に変換する。駆動ト
ランジスタ５０３は、例えば、ｎ型ＴＦＴである。
【０１１１】
　有機ＥＬ素子５０４は、アノードがスイッチングトランジスタ５０８を介して駆動トラ
ンジスタ５０３のソースに接続され、カソードが低電圧側電源線５１５に接続された発光
素子の一例である。有機ＥＬ素子５０４は、駆動トランジスタ５０３により駆動電流が流
れることにより発光する。
【０１１２】
　キャパシタ５０５は、スイッチングトランジスタ５０８に対する第１キャパシタの一例
であり、２つのキャパシタ電極５０５ａ及び５０５ｂを備える。キャパシタ電極５０５ａ
は、走査線５１３に接続され、キャパシタ電極５０５ｂは、キャパシタ電極５０２ｂ及び
スイッチングトランジスタ５０７のソース及びドレインの一方に接続されている。キャパ
シタ５０５は、信号線５０９から印加されるデータ電圧を保持容量素子であるキャパシタ
５０２が保持する電圧量を調整するための容量素子の一例である。
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【０１１３】
　スイッチングトランジスタ５０６は、ゲートが走査線５１１に接続され、ソース及びド
レインの一方が参照電圧電源線５１６に接続され、ソース及びドレインの他方が駆動トラ
ンジスタ５０３のゲートに接続されたスイッチング素子の一例である。スイッチングトラ
ンジスタ５０６は、駆動トランジスタ５０３のゲートに参照電圧Ｖｒｅｆを印加する機能
を有する。なお、スイッチングトランジスタ５０６は、例えば、ｎ型ＴＦＴである。
【０１１４】
　スイッチングトランジスタ５０７は、ゲートが走査線５１２に接続され、ソース及びド
レインの一方がキャパシタ５０２のキャパシタ電極５０２ｂに接続され、ソース及びドレ
インの他方が駆動トランジスタ５０３のソースに接続されたスイッチング素子の一例であ
る。スイッチングトランジスタ５０７は、キャパシタ５０２に信号電圧を書き込む際に、
キャパシタ５０２と駆動トランジスタ５０３のソースとを切断する機能を有する。なお、
スイッチングトランジスタ５０７は、例えば、ｎ型ＴＦＴである。
【０１１５】
　スイッチングトランジスタ５０８は、ゲートが走査線５１３に接続され、ソース及びド
レインの一方が駆動トランジスタ５０３のソースに接続され、ソース及びドレインの他方
が有機ＥＬ素子５０４のアノードに接続されたスイッチング素子の一例である。スイッチ
ングトランジスタ５０８は、有機ＥＬ素子５０４に駆動電流を供給するタイミングを決定
する機能を有する。なお、スイッチングトランジスタ５０８は、例えば、ｎ型ＴＦＴであ
る。
【０１１６】
　信号線５０９は、信号線駆動回路に接続され、発光画素５００を含む画素列に属する各
発光画素へ接続され、発光強度を決定する信号電圧を供給する機能を有する。なお、実施
の形態２に係る発光表示装置は、画素列数分の信号線５０９を備える。
【０１１７】
　走査線５１０、５１１、５１２及び５１３は、走査線駆動回路に接続され、発光画素５
００を含む画素行に属する各発光画素に接続されている。走査線５１０は、発光画素５０
０を含む画素行に属する各発光画素へ上記信号電圧を書き込むタイミングを供給する機能
を有する。
【０１１８】
　走査線５１１は、発光画素５００を含む画素行に属する各発光画素において、駆動トラ
ンジスタ５０３のゲートに参照電圧Ｖｒｅｆを印加するタイミングを供給する機能を有す
る。走査線５１２は、発光画素５００を含む画素行に属する各発光画素において、キャパ
シタ５０２と駆動トランジスタ５０３のソースとを切断するタイミングを供給する機能を
有する。走査線５１３は、発光画素５００を含む画素行に属する各発光画素において、有
機ＥＬ素子５０４に駆動電流を供給するタイミングを供給する機能を有する。
【０１１９】
　なお、実施の形態２に係る発光表示装置は、画素行数分の走査線５１０、５１１、５１
２及び５１３を備える。
【０１２０】
　なお、図１０には記載されていないが、高電圧側電源線５１４、低電圧側電源線５１５
、及び参照電圧電源線５１６はそれぞれ、他の発光画素にも接続されており電圧源に接続
されている。高電圧側電源線５１４が接続される電圧源と、低電圧側電源線５１５が接続
される電圧源との電位差は、有機ＥＬ素子５０４を発光させるのに充分な電流を流すこと
が可能な大きさである。なお、低電圧側電源線５１５は、接地されていてもよい。
【０１２１】
　図１１は、実施の形態２に係る発光画素５００のレイアウトの一例を示す図である。実
施の形態２に係る発光表示装置は、トップエミッション型の発光表示装置であるとする。
すなわち、有機ＥＬ素子５０４から発せられる光は、基板の表面方向に出射される。言い
換えると、表示部の表示面が、基板の表面側である。
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【０１２２】
　発光画素５００は、有機ＥＬ素子５０４が形成される発光領域と駆動回路領域とが同じ
である。すなわち、駆動回路領域の上方に発光領域が形成されている。
【０１２３】
　図１１に示すように、駆動トランジスタ５０３とキャパシタ５０２とが平面内で同一の
領域に重なるように形成され、スイッチングトランジスタ５０８とキャパシタ５０５とが
平面内で同一の領域に重なるように形成されている。このように、駆動トランジスタ５０
３又はスイッチングトランジスタ５０８などの薄膜トランジスタのゲートと、キャパシタ
のキャパシタ電極とが電気的に接続されている回路構成であれば、本実施の形態に係る構
成を適用することができる。
【０１２４】
　図１２は、実施の形態２に係る発光画素５００の断面図である。具体的には、図１２は
、スイッチングトランジスタ５０８とキャパシタ５０５と有機ＥＬ素子５０４との配置構
成を示している。
【０１２５】
　なお、スイッチングトランジスタ５０８の構成は、図７に示す駆動トランジスタ１０３
と同じである。つまり、図１２に示す基板６１０、半導体層６２０、ゲート絶縁膜６３０
、層間絶縁膜６４０、ゲート電極５０８ｇ、ソース電極５０８ｓ及びドレイン電極５０８
ｄはそれぞれ、図７に示す基板２１０、半導体層２２０、ゲート絶縁膜２３０、層間絶縁
膜２４０、ゲート電極１０３ｇ、ソース電極１０３ｓ及びドレイン電極１０３ｄに相当す
る。また、半導体層６２０に含まれるチャネル領域６２１、ソース領域６２２及びドレイ
ン領域６２３はそれぞれ、半導体層２２０に含まれるチャネル領域２２１、ソース領域２
２２及びドレイン領域２２３に相当する。
【０１２６】
　図１２に示すように、キャパシタ５０５のキャパシタ電極５０５ｂは、第１キャパシタ
電極の一例であり、ソース電極５０８ｓと同一の層を構成し、かつ、ソース電極５０８ｓ
に電気的に接続されている。なお、キャパシタ電極５０５ｂは、ソース電極５０８ｓでは
なく、ドレイン電極５０８ｄに電気的に接続されていてもよい。
【０１２７】
　実施の形態２に係る発光表示装置は、トップエミッション型の発光表示装置であるため
、有機ＥＬ素子５０４は、キャパシタ５０５の上層に形成されている。具体的には、図１
２に示すように、キャパシタ５０５上に形成された平坦化膜６５０を介して、有機ＥＬ素
子５０４が形成されている。有機ＥＬ素子５０４は、陽極５０４ａと、発光層５０４ｂと
、透明陰極５０４ｃとを備える。
【０１２８】
　平坦化膜６５０は、例えば、シリコン窒化膜などから構成される。
【０１２９】
　陽極５０４ａは、光反射性を有する電極であり、例えば、アルミニウムなどの金属から
構成される。陽極５０４ａは、発光層５０４ｂから発せられた光を反射する機能を有する
。陽極５０４ａは、有機ＥＬ素子５０４のアノード電極であり、図１０に示すように、ス
イッチングトランジスタ５０８を介して駆動トランジスタ５０３のソースに接続されてい
る。
【０１３０】
　発光層５０４ｂは、陽極５０４ａ及び透明もしくは半透過の透明陰極５０４ｃの間に形
成され、陽極５０４ａ及び透明陰極５０４ｃから注入される正孔及び電子の再結合により
発光する発光層である。なお、発光層５０４ｂは、正孔輸送層、正孔注入層、電子輸送層
、及び電子注入層などを備えていてもよい。
【０１３１】
　透明陰極５０４ｃは、光透過性を有する電極であり、例えば、酸化インジウムスズ（Ｉ
ＴＯ）などの透明酸化物導電膜から構成される。透明陰極５０４ｃは、有機ＥＬ素子５０
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４のカソード電極であり、図１０に示すように、低電圧側電源線５１５に接続されている
。
【０１３２】
　以上のように、実施の形態２に係る発光表示装置では、駆動回路に含まれるスイッチン
グトランジスタ５０８のゲート電極５０８ｇと、ゲート電極５０８ｇの上方に形成された
キャパシタ電極５０５ｂとによってキャパシタ５０５を構成する。このようにして構成さ
れたキャパシタ５０５は、例えば、有機ＥＬ素子５０４に供給する駆動電流の電流値を設
定するための保持容量素子を初期化し、保持容量が信号線５０９から印加されるデータ電
圧のうち保持する電圧量を調整するための容量素子として利用することができる。
【０１３３】
　したがって、スイッチングトランジスタのゲート電極とキャパシタのキャパシタ電極の
一方とが電気的に接続されている回路構成を有する駆動回路であれば、本実施の形態の構
成を適用することができる。これにより、キャパシタ専用の領域を削減することができる
ので、駆動回路の設計の自由度を高めることができる。
【０１３４】
　以上、本発明に係る発光表示装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明
は、これらの実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当
業者が思いつく各種変形を当該実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構
成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
【０１３５】
　例えば、本発明は、駆動回路に含まれる薄膜トランジスタのゲートとキャパシタの電極
の一方とが接続されている回路構成を有する回路に適用することができる。上記実施の形
態では、駆動トランジスタ又はスイッチングトランジスタのゲートとキャパシタの電極の
一方とが接続されている構成について説明したが、回路構成などは上記説明に限られない
。
【０１３６】
　また、以上に述べた実施の形態では、スイッチングトランジスタのゲートに正の電圧が
印加された場合にオン状態になるｎ型トランジスタとして説明しているが、これらをｐ型
トランジスタで形成し、走査線の極性を反転させた映像表示装置であっても、上述した各
実施の形態と同様の効果を奏する。また、以上の説明では、下部電極が陽極、上部電極が
陰極の場合で説明したが、もちろん、下部電極が陰極、上部電極が陽極であってもよい。
【０１３７】
　また、例えば、本発明に係る発光表示装置は、図１３に示すようなテレビに内蔵される
。本発明に係る発光表示装置が内蔵されることにより、映像信号を反映した高精度な画像
表示が可能なテレビが実現される。
【０１３８】
　また、本発明に係る発光表示装置は、上述したような薄膜トランジスタのゲート電極を
下部電極として備える第１キャパシタと電気的に並列となるように接続されている第２キ
ャパシタを備えていてもよい。
【０１３９】
　図１４は、本発明に係る発光表示装置の別の変形例の発光画素のレイアウトの一例を示
す図である。なお、図１４では、図１に示す従来の発光表示装置と同じ構成については、
同じ符号を付し、以下では説明を省略する。
【０１４０】
　図１４に示すように、発光画素７００は、第１キャパシタ７０８と、第２キャパシタで
ある保持キャパシタ７０２とを備える。第１キャパシタ７０８は、駆動トランジスタ７０
３上に形成され、上部電極と下部電極とを備える。第１キャパシタ７０８の下部電極は、
駆動トランジスタ７０３のゲート電極としても機能する。第２キャパシタである保持キャ
パシタ７０２は、上部第２キャパシタ電極と下部第２キャパシタ電極とを含む。
【０１４１】
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　第１キャパシタ７０８の上部電極は、保持キャパシタ７０２の上部第２キャパシタ電極
と電気的に接続されている。具体的には、図１４に示すように、第１キャパシタ７０８の
上部電極は、保持キャパシタ７０２の上部第２キャパシタ電極と、電源線７０７と、駆動
トランジスタ７０３のソース電極及びドレイン電極の一方と同一の層を構成し、当該一方
と電気的に接続されている。
【０１４２】
　第１キャパシタ７０８の下部電極は、上述したように駆動トランジスタ７０３のゲート
電極として機能するとともに、保持キャパシタ７０２の下部第２キャパシタ電極と電気的
に接続されている。具体的には、図１４に示すように、第１キャパシタ７０８の下部電極
であるゲート電極は、保持キャパシタ７０２の下部第２キャパシタ電極と同一の層を構成
し、電気的に接続されている。
【０１４３】
　以上の構成により、駆動トランジスタ７０３の上方の領域を有効に利用することができ
るとともに、保持キャパシタ７０２の容量をより大きくすることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１４４】
　本発明に係る発光表示装置は、例えば、テレビ、パーソナルコンピュータ、携帯電話な
どのあらゆる表示装置に利用することができる。
【符号の説明】
【０１４５】
１０　発光表示装置
２０　制御回路
４０　走査線駆動回路
５０　信号線駆動回路
６０　表示部
１００、３００、４００、５００、７００　発光画素
１０１、３１３、３１４、３１５、４１３、５０１、５０６、５０７、５０８、７０１　
スイッチングトランジスタ
１０２、３１１、３１２、４１１、５０２、５０５　キャパシタ
１０２ａ、１０２ｂ、３１１ａ、３１１ｂ、３１２ａ、３１２ｂ、４１１ａ、４１１ｂ、
５０２ａ、５０２ｂ、５０５ａ、５０５ｂ　キャパシタ電極
１０３、５０３、７０３　駆動トランジスタ
１０３ｄ、５０８ｄ　ドレイン電極
１０３ｇ、５０８ｇ　ゲート電極
１０３ｓ、５０８ｓ　ソース電極
１０４、５０４　有機ＥＬ素子
１０５、５０９、７０５　信号線
１０６、３１６、３１７、３１８、５１０、５１１、５１２、５１３、７０６　走査線
１０７、５１４　高電圧側電源線
１０８、５１５　低電圧側電源線
１１０　駆動回路領域
１２０　発光領域
２１０、６１０　基板
２２０、６２０　半導体層
２２１、６２１　チャネル領域
２２２、６２２　ソース領域
２２３、６２３　ドレイン領域
２３０、６３０　ゲート絶縁膜
２４０、６４０　層間絶縁膜
２５０、６５０　平坦化膜
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３１９、５１６　参照電圧電源線
５０４ａ　陽極
５０４ｂ　発光層
５０４ｃ　透明陰極
７０２　保持キャパシタ
７０４　発光素子
７０７　電源線
７０８　第１キャパシタ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】



(22) JP 5508301 B2 2014.5.28
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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