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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板上に単一チャネルの薄膜トランジスタで形成される半導体デバイスのバッファ
回路が、
　第１及び第２の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第１及び第
２の薄膜トランジスタの接続中点を出力端とする出力段と、
　セットパルスで制御される第３の薄膜トランジスタと、リセットパルスで制御される第
４の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第３及び第４の薄膜トラ
ンジスタの接続中点に現れる電位を通じ、前記第１の薄膜トランジスタの制御電極に接続
される第１の制御配線の電位状態を、セットパルスの印加開始タイミングからリセットパ
ルスの印加開始タイミングまでの期間とそれ以外の期間とで切り替え制御する第１の入力
段と、
　セットパルスで制御される第６の薄膜トランジスタと、リセットパルスで制御される第
５の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第５及び第６の薄膜トラ
ンジスタの接続中点に現れる電位を通じ、前記第２の薄膜トランジスタの制御電極に接続
される第２の制御配線の電位状態を、前記第１の制御配線の電位変化とは逆位相の関係に
なるように切り替え制御する第２の入力段と、
　一方の主電極が前記第１の制御配線に接続され、他方の主電極が前記第２、第４及び第
６の薄膜トランジスタに共通の電源に接続され、制御電極が前記第２の制御配線に接続さ
れる第７の薄膜トランジスタと、
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　一方の主電極が前記第２の制御配線に接続され、他方の主電極が前記第２、第４及び第
６の薄膜トランジスタに共通の前記電源に接続され、制御電極が前記第１の制御配線に接
続される第８の薄膜トランジスタと
　を有する半導体デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体デバイスにおいて、
　前記出力端に現れる出力パルスの振幅に対し、前記セットパルス及び前記リセットパル
スの振幅が小さい
　ことを特徴とする半導体デバイス。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体デバイスにおいて、
　前記セットパルス及び前記リセットパルスは、それぞれ対応するシフトレジスタ回路か
ら供給される
　ことを特徴とする半導体デバイス。
【請求項４】
　請求項３に記載の半導体デバイスにおいて、
　前記バッファ回路の出力パルスは、表示パネルにおける電流供給線の制御に使用される
　ことを特徴とする半導体デバイス。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体デバイスにおいて、
　前記バッファ回路の出力パルスは、自発光型の表示パネルの点灯制御に使用され、
　前記セットパルス印加開始タイミングからリセットパルスの印加開始タイミングまでの
期間が、１フィールド期間内に配置される各発光期間長を与える
　ことを特徴とする半導体デバイス。
【請求項６】
　請求項５に記載の半導体デバイスにおいて、
　前記第３及び第５の薄膜トランジスタがダイオード接続である
　ことを特徴とする半導体デバイス。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体デバイスにおいて、
　前記第１の薄膜トランジスタの一方の主電極に、
　セットパルスの印加開始タイミングからリセットパルスの印加開始タイミングまでの期
間に複数の出力パルスを発生させるパルス信号が入力される
　ことを特徴とする半導体デバイス。
【請求項８】
　請求項７に記載の半導体デバイスにおいて、
　前記バッファ回路の出力パルスは、表示パネルにおけるサンプリングタイミングの制御
に使用される
　ことを特徴とする半導体デバイス。
【請求項９】
　絶縁基板上に単一チャネルの薄膜トランジスタで形成される半導体デバイスのバッファ
回路が、
　第１及び第２の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第１及び第
２の薄膜トランジスタの接続中点を出力端とする出力段と、
　セットパルスで制御される第３の薄膜トランジスタと、リセットパルスで制御される第
４の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第３及び第４の薄膜トラ
ンジスタの接続中点に現れる電位を通じ、前記第１の薄膜トランジスタの制御電極に接続
される第１の制御配線の電位状態を、セットパルスの印加開始タイミングからリセットパ
ルスの印加開始タイミングまでの期間とそれ以外の期間とで切り替え制御する第１の入力
段と、
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　セットパルスで制御される第６の薄膜トランジスタと、リセットパルスで制御される第
５の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第５及び第６の薄膜トラ
ンジスタの接続中点に現れる電位を通じ、前記第２の薄膜トランジスタの制御電極に接続
される第２の制御配線の電位状態を、前記第１の制御配線の電位変化とは逆位相の関係に
なるように切り替え制御する第２の入力段と、
　一方の主電極が前記第１の制御配線に接続され、他方の主電極が前記第２、第４及び第
６の薄膜トランジスタに共通の電源に接続され、制御電極が前記第２の制御配線に接続さ
れる第７の薄膜トランジスタと
　を有する半導体デバイス。
【請求項１０】
　絶縁基板上に単一チャネルの薄膜トランジスタで形成される半導体デバイスのバッファ
回路が、
　第１及び第２の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第１及び第
２の薄膜トランジスタの接続中点を出力端とする出力段と、
　セットパルスで制御される第３の薄膜トランジスタと、前記第３及び第４の薄膜トラン
ジスタの接続中点に現れる電位を通じ、リセットパルスで制御される第４の薄膜トランジ
スタが直列に接続された回路構成を有し、前記第１の薄膜トランジスタの制御電極に接続
される第１の制御配線の電位状態を、セットパルスの印加開始タイミングからリセットパ
ルスの印加開始タイミングまでの期間とそれ以外の期間とで切り替え制御する第１の入力
段と、
　セットパルスで制御される第６の薄膜トランジスタと、リセットパルスで制御される第
５の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第５及び第６の薄膜トラ
ンジスタの接続中点に現れる電位を通じ、前記第２の薄膜トランジスタの制御電極に接続
される第２の制御配線の電位状態を、前記第１の制御配線の電位変化とは逆位相の関係に
なるように切り替え制御する第２の入力段と、
　一方の主電極が前記第２の制御配線に接続され、他方の主電極が前記第２、第４及び第
６の薄膜トランジスタに共通の前記電源に接続され、制御電極が前記第１の制御配線に接
続される第８の薄膜トランジスタと
　を有する半導体デバイス。
【請求項１１】
　絶縁基板上に単一チャネルの薄膜トランジスタによって形成される画素アレイ部と、
　前記画素アレイ部を駆動制御する駆動回路のバッファ回路であって、第１及び第２の薄
膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第１及び第２の薄膜トランジス
タの接続中点を出力端とする出力段と、セットパルスで制御される第３の薄膜トランジス
タと、リセットパルスで制御される第４の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成
を有し、前記第３及び第４の薄膜トランジスタの接続中点に現れる電位を通じ、前記第１
の薄膜トランジスタの制御電極に接続される第１の制御配線の電位状態を、セットパルス
の印加開始タイミングからリセットパルスの印加開始タイミングまでの期間とそれ以外の
期間とで切り替え制御する第１の入力段と、セットパルスで制御される第６の薄膜トラン
ジスタと、リセットパルスで制御される第５の薄膜トランジスタが直列に接続された回路
構成を有し、前記第５及び第６の薄膜トランジスタの接続中点に現れる電位を通じ、前記
第２の薄膜トランジスタの制御電極に接続される第２の制御配線の電位状態を、前記第１
の制御配線の電位変化とは逆位相の関係になるように切り替え制御する第２の入力段と、
一方の主電極が前記第１の制御配線に接続され、他方の主電極が前記第２、第４及び第６
の薄膜トランジスタに共通の電源に接続され、制御電極が前記第２の制御配線に接続され
る第７の薄膜トランジスタと、一方の主電極が前記第２の制御配線に接続され、他方の主
電極が前記第２、第４及び第６の薄膜トランジスタに共通の前記電源に接続され、制御電
極が前記第１の制御配線に接続される第８の薄膜トランジスタとを有するバッファ回路と
　を有する表示パネル。
【請求項１２】
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　絶縁基板上に単一チャネルの薄膜トランジスタによって形成される画素アレイ部と、
　前記画素アレイ部を駆動制御する駆動回路のバッファ回路であって、第１及び第２の薄
膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第１及び第２の薄膜トランジス
タの接続中点を出力端とする出力段と、セットパルスで制御される第３の薄膜トランジス
タと、リセットパルスで制御される第４の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成
を有し、前記第３及び第４の薄膜トランジスタの接続中点に現れる電位を通じ、前記第１
の薄膜トランジスタの制御電極に接続される第１の制御配線の電位状態を、セットパルス
の印加開始タイミングからリセットパルスの印加開始タイミングまでの期間とそれ以外の
期間とで切り替え制御する第１の入力段と、セットパルスで制御される第６の薄膜トラン
ジスタと、リセットパルスで制御される第５の薄膜トランジスタが直列に接続された回路
構成を有し、前記第５及び第６の薄膜トランジスタの接続中点に現れる電位を通じ、前記
第２の薄膜トランジスタの制御電極に接続される第２の制御配線の電位状態を、前記第１
の制御配線の電位変化とは逆位相の関係になるように切り替え制御する第２の入力段と、
一方の主電極が前記第１の制御配線に接続され、他方の主電極が前記第２、第４及び第６
の薄膜トランジスタに共通の電源に接続され、制御電極が前記第２の制御配線に接続され
る第７の薄膜トランジスタと、一方の主電極が前記第２の制御配線に接続され、他方の主
電極が前記第２、第４及び第６の薄膜トランジスタに共通の前記電源に接続され、制御電
極が前記第１の制御配線に接続される第８の薄膜トランジスタとを有するバッファ回路と
、
　システム全体の動作を制御するシステム制御部と、
　前記システム制御部に対する操作入力部と
　を有する電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この明細書で説明する発明は、絶縁基板上に単一チャネルの薄膜トランジスタを用いて
形成される汎用型のバッファ回路に関する。なお、発明に係るバッファ回路は、特定の用
途に限定されるものではなく、様々な用途、デバイス、製品に使用できる。因みに、この
明細書で説明する発明は、半導体デバイス、表示パネル及び電子機器としての側面を有す
る。
【背景技術】
【０００２】
　低温ポリシリコン（ＬＴＰＳ：Low-temperature
poly-silicon)プロセスでは、ＮＭＯＳ型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：thin film
transistor）とＰＭＯＳ型の薄膜トランジスタの両方を用いて回路を形成することができ
る。従って、低温ポリシリコンプロセスでは、これら２種類の薄膜トランジスタを用いて
回路（いわゆる、ＣＭＯＳ回路）を製造するのが一般的である。
【０００３】
　その反面、ＣＭＯＳ回路の場合、２種類の薄膜トランジスタを用いる。このため、どう
しても工程数が増加してしまう。この工程数の増加は、生産効率を低下させ、製造コスト
を上昇させる一因となる。
【０００４】
　従って、ポリシリコンプロセスを利用する場合でも、可能であれば、単一チャネルの薄
膜トランジスタ（ＮＭＯＳ又はＰＭＯＳ）だけでＣＭＯＳ回路と同機能の回路を実現でき
ることが望まれる。
　しかも、この種の単一チャネル回路は、アモルファスシリコンや有機半導体で回路を形
成する場合にも応用することができる。
【０００５】
　例えばアモルファスシリコンではＮＭＯＳ型の薄膜トランジスタでしか回路を製造でき
ないし、有機ＴＦＴではＰＭＯＳ型の薄膜トランジスタでしか回路を製造できない。
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　このような背景により、単一チャネルの薄膜トランジスタ（ＮＭＯＳ又はＰＭＯＳ）だ
けでＣＭＯＳ回路と同機能の動作を実行可能な回路の実現が望まれている。
 
 
【０００６】
　この明細書では、特にバッファ回路に注目する。なお、言うまでもなくバッファ回路は
、実に様々な回路内に搭載される汎用的な回路である。従って、バッファ回路は、基本的
に、特定の用途に限定される回路ではない。ただし、以下の説明では便宜的に、表示パネ
ルを駆動する駆動回路への応用を前提に説明する。
【０００７】
　以下では、アクティブマトリクス駆動型の有機ＥＬパネルの駆動回路に適用するバッフ
ァ回路の従来例を説明する。
　図１に、有機ＥＬパネルのシステム構成例を示す。図１に示す有機ＥＬパネル１には、
パネル基板上に画素アレイ部３と、信号線駆動部５と、第１の制御線駆動部７と、第２の
制御線駆動部９とが配置されている。
【０００８】
　画素アレイ部３には、サブ画素１１が表示解像度に応じてマトリクス状に配置されてい
る。図２及び図３に、サブ画素１１の等価回路例を示す。なお、各図に示すサブ画素１１
は、いずれも薄膜トランジスタがＮＭＯＳのみで構成される場合の回路例である。
　図中、Ｎ１はサンプリングトランジスタ、Ｎ２は駆動トランジスタ、Ｎ３は点灯制御ト
ランジスタ、Ｃｓは保持容量である。また、ＷＳＬは書込制御線、ＬＳＬは点灯制御線、
ＰＳＬは電流供給線に対応する。
【０００９】
　因みに図２は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの点灯動作と消灯動作を、点灯制御トランジスタ
Ｎ３のオン・オフ制御によって実現する駆動方式を採用する場合の回路構成に対応する。
　一方、図３は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの点灯動作と消灯動作を、点灯制御線ＬＳＬの電
位変化によって実現する駆動方式を採用する場合の回路構成に対応する。なお、図３の場
合、点灯制御線ＬＳＬは電流供給線としても機能する。
【００１０】
　図４に、図２及び図３に示すサブ画素１１に信号電位Ｖsig （Ｄａｔａ）を書き込む際
のタイミングチャートを示す。因みに、図４（Ａ）は信号線ＤＴＬの駆動波形である。信
号線ＤＴＬには、画素階調Ｄａｔａに対応する信号電位Ｖsig が与えられる。ここでの信
号電位Ｖsig の大きさによって、駆動トランジスタＮ２が供給する駆動電流の大きさが決
まる。有機ＥＬ素子ＯＬＥＤは電流駆動素子であり、ここでの駆動電流が大きいほど輝度
が高くなる。
【００１１】
　図４（Ｂ）は書込制御線ＷＳＬの駆動波形である。Ｈレベルの期間にサンプリングトラ
ンジスタＮ１がオン制御され、信号線ＤＴＬの電位が駆動トランジスタＮ２のゲート電極
に書き込まれる。
　図４（Ｃ）は点灯制御線ＬＳＬの駆動波形である。点灯制御線ＬＳＬは、ＨレベルとＬ
レベルの２値で駆動される。この電位の切り替えにより、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの点灯と
消灯が切り替え制御される。
【００１２】
　なお、図２に示すサブ画素１１と図３に示すサブ画素１１では、点灯制御線ＬＳＬの制
御振幅が異なっている。図２の場合、点灯制御線ＬＳＬは点灯制御トランジスタＮ３を駆
動できれば良いのに対し、図３の場合、点灯制御線ＬＳＬは駆動トランジスタＮ２と有機
ＥＬ素子ＯＬＥＤの動作電圧を供給する必要があるためである。
【００１３】
　図４に示すように、信号電位Ｖsig の書き込みが終了した後は、点灯制御線ＬＳＬがＨ
レベルのとき有機ＥＬ素子ＯＬＥＤは点灯し、点灯制御線ＬＳＬがＬレベルのとき有機Ｅ
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Ｌ素子ＯＬＥＤは消灯する。
　なお、１フィールド期間に占める点灯期間の比率（Ｄｕｔｙ）を可変制御することによ
り、ピーク輝度レベルを制御することができる。
【００１４】
　この他、点灯制御線ＬＳＬ（図４（Ｃ））は、動画特性の調整にも用いられる。動画特
性の調整には、１フィールド期間内の点灯回数や点灯期間のタイミングを調整することが
求められる。
　従って、第２の制御線駆動部９には、複数種類のパルスを出力できることが求められる
。
【００１５】
　しかも、アクティブマトリクス駆動方式で一般的な線順次書込方式に適用する場合には
、これらのパルス波形を線順次に転送できなければならない。
　すなわち、この種の制御線駆動部には、制御パルスのパルス長を自在に設定できる機能
と、線順次に次段に転送できる機能の２つを搭載することが求められる。
【００１６】
　さて、図２及び図３に示すサブ画素１１では、前述した信号電位Ｖsig の書き込み動作
時に、駆動トランジスタＮ２の閾値補正動作と移動度補正動作を伴う場合がある。図５に
、図２に対応するサブ画素１１のタイミングチャートを示す。因みに、図２のサブ画素１
１に補正機能がある場合、電流供給線ＰＳＬは図５（Ｃ）に示すように駆動される。また
図６に、図３に対応するサブ画素１１のタイミングチャートを示す。なお、図２に示すサ
ブ画素１１と図３に示すサブ画素１１の違いは、初期化動作と発光期間制御を切り離すか
否かである。
【００１７】
　発光期間制御では、ピーク輝度を調節するために発光期間と消灯期間の比率（Ｄｕｔｙ
）を可変する動作が求められる。また、発光期間制御では、動画表示特性を調整するため
に、１フィールド期間内における発光期間と消灯期間の切り替え回数を変更する動作が求
められる。これらの用途のため、第２の制御線駆動部９の回路構成は一般に複雑になる。
【００１８】
　従って、閾値補正期間の準備タイミングを与える初期化パルスの供給線（ＰＳＬ）と点
灯期間制御パルスの供給線（ＬＳＬ）を別に用意する図２の回路構成は、制御インターフ
ェースの単純化に有利である。ただし、図２の回路構成は、制御線として書込制御線ＷＳ
Ｌ、点灯制御線ＬＳＬ、電流供給線ＰＳＬの３本が必要である。
【００１９】
　以下では、閾値補正動作と、移動度補正動作と、発光期間制御を含むサブ画素１１の制
御動作を、図３に示す画素回路の場合について説明する。従って、図６を参照しながら説
明する。
　なお、図２に示す画素回路について使用する制御動作は、前述したように、初期化動作
と発光期間制御を分離する以外は共通であるので説明を省略する。
【００２０】
　図６（Ａ）は書込制御線ＷＳＬの駆動波形である。例えばＨレベルの期間にサンプリン
グトランジスタＮ１がオン制御され、信号線ＤＴＬの電位が駆動トランジスタＮ２のゲー
ト電極に書き込まれる。
　なお、図中の１回目のＨレベル期間は、駆動トランジスタＮ２の閾値電位Ｖthのバラツ
キ補正に用いられる。
【００２１】
　一方、図中の２回目のＨレベル期間は、画素階調に対応する信号電位Ｖsig の書き込み
に用いられると共に、駆動トランジスタＮ２の移動度μのバラツキ補正に用いられる。
　因みに、２回目のＨレベル期間の立ち下げ時の波形が斜めになっているのは、高輝度（
高信号電位）から低輝度（低信号電位）まですべての階調において最適な移動度補正期間
を設定するためである。
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【００２２】
　移動度補正とは移動度μの高い駆動トランジスタＮ２と移動度μの小さい駆動トランジ
スタＮ２との移動度差を補正するための動作であり、その補正時間をこの書込制御線ＷＳ
ＬのＨレベルの長さで決めている。そして、この補正期間は原理上、低輝度（低信号電位
）ほど長い期間が必要になる。
【００２３】
　図６（Ｂ）は信号線ＤＴＬの駆動波形である。信号線ＤＴＬには、２種類の電位が印加
される。オフセット電位Ｖofs は、駆動トランジスタＮ２の閾値補正用である。信号電位
Ｖsig は、画素階調を与える電位である。ここでの信号電位Ｖsig の大きさによって、駆
動トランジスタＮ２が供給する駆動電流の大きさが決まる。有機ＥＬ素子ＯＬＥＤは電流
駆動素子であり、ここでの駆動電流が大きいほど輝度が高くなる。
【００２４】
　図６（Ｃ）は点灯制御線ＬＳＬの駆動波形である。点灯制御線ＬＳＬは、ＨレベルとＬ
レベルの２値で駆動される。図中の１回目のＬレベル期間は、初期化期間を与えるのに用
いられる。図中の２回目のＬレベル期間は、発光開始後の消灯期間を与えるのに用いられ
る。
【００２５】
　ここでの初期化動作は、駆動トランジスタＮ２のゲート・ソース間電圧Ｖgsを閾値電圧
Ｖthよりも広げるための動作である。この動作は、閾値補正の実行前に不可欠な動作であ
る。以下では、補正準備動作という。
【００２６】
　この補正準備動作の後、駆動トランジスタＮ２のゲート電極にオフセット電位Ｖofs
が印加されると共に、点灯制御線ＬＳＬの電位がＨレベルに切り替え制御される。この電
位関係での動作が閾値補正動作である。閾値補正動作が開始すると、駆動トランジスタＮ
２のソース電位Ｖｓは徐々に上昇し、駆動トランジスタＮ２のゲート・ソース間電圧Ｖｇ
ｓが閾値電圧Ｖthに達した時点でソース電位Ｖｓの上昇は停止する。
【００２７】
　なお、信号電位Ｖsig の書き込みが終了すると、次回の書き込み期間まで発光期間が開
始される。発光期間においては、点灯制御線ＬＳＬがＨレベルのとき、有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤが点灯し、Ｌレベルのとき有機ＥＬ素子ＯＬＥＤが消灯する。１フィールド期間内に
おける点灯期間長の比率を可変制御することにより、ピーク輝度レベルを制御することが
できる。
【００２８】
　図６（Ｄ）は駆動トランジスタＮ２のゲート電極に現れる電位Ｖｇを示している。図６
（Ｅ）は駆動トランジスタＮ２のソース電極（有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの陽極）に現れる電
位Ｖｓを示している。
　前述したように、書込制御信号（図６（Ａ））や点灯制御信号（図６（Ｃ））のパルス
長は、駆動動作の目的に応じて長さが異なる必要がある。
【００２９】
　例えば前者の場合であれば、閾値補正動作と信号書込兼移動度補正動作ではパルス長が
異なる必要がある。また例えば後者の場合であれば、補正準備動作の期間と発光期間中の
点灯／消灯制御の場合とではパルス長が異なる必要がある。
【００３０】
　従って、第１の制御線駆動部７と第２の制御線駆動部９のそれぞれには、複数種類のパ
ルス長を出力できることが求められる。しかも、アクティブマトリクス駆動方式で一般的
な線順次書込方式の場合には、これらのパルス波形を線順次に転送できなければならない
。すなわち、この種の制御線駆動部には、制御パルスのパルス長を自在に設定できる機能
と、線順次に次段に転送できる機能との２つを搭載することが求められる。
【００３１】
　図７～図１４に、前述した駆動条件を満たす制御線駆動回路の回路例と駆動動作例を示
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す。なお、制御線駆動回路は、シフトレジスタで構成される。
　図７に示すシフトレジスタは、２Ｎ個のシフト段ＳＲ（１）～ＳＲ（２Ｎ）の縦列接続
で構成される。各シフト段は、それぞれ前後段に位置する他のシフト段の出力パルスを駆
動パルスとして使用し、自段に入力されるクロック信号を出力パルスとして取り出すよう
に動作する。
【００３２】
　図８に、シフトレジスタの駆動パルス波形を示す。なお図８は、シフトレジスタがＮＭ
ＯＳ型の薄膜トランジスタでのみ構成される場合のパルス波形である。
　図８（Ａ）は、１段目のシフト段を駆動するためのスタートパルスｓｔであり、図８（
Ｂ）は、２Ｎ段目のシフト段を駆動するためのエンドパルスｅｎｄである。図８（Ｃ）は
、偶数段目に位置するシフト段用のクロック信号ｃｋ１である。
【００３３】
　図８（Ｄ）は、奇数段目に位置するシフト段用のクロック信号ｃｋ２である。図８（Ｅ
）は、１段目のシフト段ＳＲ（１）の出力パルスｏ１である。図８（Ｆ）は、ｋ－１段目
のシフト段ＳＲ（ｋ－１）の出力パルスｏ（ｋ－１）である。以下、図８（Ｇ）～図８（
Ｉ）は、図中に示す符号段目の出力パルスｏである。
【００３４】
　図９は、ｋ段目に位置するシフト段ＳＲの内部回路例である。図に示すように、シフト
段ＳＲを構成する薄膜トランジスタは全てＮＭＯＳ型である。このシフト段ＳＲの出力段
は、電源電位ＶＳＳとクロック入力端の間に直列接続されたＮＭＯＳ型の薄膜トランジス
タＮ１１及びＮ１２で構成される。なお、薄膜トランジスタＮ１１とＮ１２の接続中点が
出力端に接続される。また、薄膜トランジスタＮ１１のゲート電極と電源電位ＶＳＳとの
間には補間容量Ｃｂ１が接続される。一方、薄膜トランジスタＮ１２のゲート電極とクロ
ック入力端との間には補間容量Ｃｂ２が接続される。この補間容量Ｃｂ２が、ブートスト
ラップ動作を補間する容量である。
【００３５】
　図１０に、シフト段ＳＲに関連する入出力パルスとノードＡ点及びＢ点の電位関係を示
す。なお、図１０（Ａ）はクロック信号ｃｋの波形である。図１０（Ｂ）は第１の駆動パ
ルスｉｎ１（ｋ）（前段に位置するシフト段の出力パルスｏｕｔ（ｋ－１））の波形であ
る。図１０（Ｃ）は第２の駆動パルスｉｎ１（ｋ）（後段に位置するシフト段の出力パル
スｏｕｔ（ｋ＋１））の波形である。図１０（Ｄ）はノードＢの電位（薄膜トランジスタ
Ｎ１１の制御配線電位）の波形である。図１０（Ｅ）はノードＡの電位（薄膜トランジス
タＮ１２の制御配線電位）の波形である。図１０（Ｆ）は出力端に現れる出力パルスｏｕ
ｔの波形である。
【００３６】
　図１０に示すように、ノードＡとノードＢの電位は、第１の駆動パルスｉｎ１（ｋ）が
Ｈレベルに立ち上がるタイミングと第２の駆動パルスｉｎ２（ｋ）がＨレベルに立ち上が
るタイミングのそれぞれにおいて相補的に切り換えられる。
　この相補動作を実現するのが、薄膜トランジスタＮ１３～Ｎ１６である。
【００３７】
　例えば第１の駆動パルスｉｎ１（ｋ）がＨレベルで第２の駆動パルスｉｎ２（ｋ）がＬ
レベルのとき、薄膜トランジスタＮ１３とＮ１４がオン動作し、薄膜トランジスタＮ１５
とＮ１６はオフ動作する。また例えば第１の駆動パルスｉｎ１（ｋ）がＬレベルで第２の
駆動パルスｉｎ２（ｋ）がＨレベルのとき、薄膜トランジスタＮ１５とＮ１６がオン動作
し、薄膜トランジスタＮ１３とＮ１４はオフ動作する。
【００３８】
　ところで、ノードＡのＨレベルの間、補間容量Ｃｂ２は充電動作される。このため、ノ
ードＡがＨレベルの期間に、クロック信号ｃｋがＨレベルに切り替わって、出力パルスｏ
ｕｔ（ｋ）にＨレベルが現れると、ノードＡの電位は補間容量Ｃｂ２の充電電圧分だけ持
ち上がるように変化する。このとき、薄膜トランジスタＮ１２のゲート・ソース間電圧Ｖ
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ｇｓは、ブートストラップ動作により閾値電圧Ｖth以上に確保されるので、出力パルスｏ
ｕｔ（ｋ）の電位波形は、クロック信号ｃｋと全く同じ電位波形になる。
【００３９】
　すなわち、図７に示すシフトレジスタは、１段目のシフト段から順番にクロック信号ｃ
ｋを抜き出して出力端に出力するように動作する。従って、このシフトレジスタの場合に
は、出力パルスｏｕｔのパルス幅の可変範囲は、クロック信号ｃｋのパルス幅を可変可能
な１Ｈ期間（１水平走査期間）の範囲に限られる。
　なお、１Ｈ期間内であれば、このシフトレジスタは、複数発のパルス信号を転送するこ
ともできる。
【００４０】
　図１１に、クロック信号ｃｋが２つのパルス信号で構成される場合の転送動作例を示す
。なお、図１１（Ａ）～（Ｉ）に示す波形は、いずれも図８（Ａ）～（Ｉ）の波形に対応
する。
　また、図１２に、この場合に対応するシフト段ＳＲの動作波形を示す。図１２（Ａ）～
（Ｆ）の波形は、いずれも図１０（Ａ）～（Ｆ）の波形に対応する。図１２（Ｅ）に示す
ように、ブートストラップ動作も、２つのパルス信号について実行される。
【００４１】
　また、図７に示すシフトレジスタは、クロック信号ｃｋの立ち上がり速度と立ち下がり
速度の調整により、出力パルスｏｕｔに同じ波形変化を再現することができる。
　図１３に、クロック信号ｃｋに、台形形状のクロック信号ｃｋが入力される場合の転送
動作例を示す。なお、図１３（Ａ）～（Ｉ）に示す波形は、いずれも図８（Ａ）～（Ｉ）
の波形に対応する。
【００４２】
　また、図１４に、この場合に対応するシフト段ＳＲの動作波形を示す。図１４（Ａ）～
（Ｆ）の波形は、いずれも図１０（Ａ）～（Ｆ）の波形に対応する。図１４（Ｅ）に示す
ように、ブートストラップ動作も、パルス信号ｃｋと全く同じ台形波形になり、その波形
が出力パルスｏｕｔとして取り出される。
【特許文献１】特開２００５－１４９６２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００４３】
　ところで、図７（図９）で説明したシフトレジスタの出力段を構成する薄膜トランジス
タＮ１１及びＮ１２は相補的に動作する。従って出力段に貫通電流が流れることはなく、
その消費電力も小さく済む。
【００４４】
　しかし、図７（図９）で説明したシフトレジスタは、前述したように、外部から入力さ
れるクロック信号ｃｋがそのまま出力クロック（転送クロック）として出力される。従っ
て、図１５に示すように、第１の制御線駆動部７（シフトレジスタ）にクロック信号を供
給するバッファ回路２１には、出力パルスの供給先である全画素を駆動できるだけの駆動
能力が求められることになる。
【００４５】
　一方、第１の制御線駆動部７にスタートパルスｓｔやエンドパルスｅｎｄを供給するバ
ッファ回路２３の場合は、シフトレジスタ内のシフト段ＳＲだけを駆動できれば良い。
　このため、バッファ回路２１の回路サイズは、バッファ回路２３の回路サイズよりも大
きくならざるを得ない。
【００４６】
　結果的に、図７（図９）に示すシフトレジスタ（第１の制御線駆動部７）の内部で消費
される電力こそ低下できるものの、その前段に位置するバッファ回路２１で消費される電
力が大きくなる欠点がある。
　しかも、クロック信号ｃｋは、前述の通り、水平ライン上に位置する全ての画素を駆動
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する必要がある。従って、水平ライン上に並ぶ画素数が多いほど又は各画素の負荷が大き
いほど、バッファ回路２１の画素サイズが大型化し、消費電力も大きくなる問題がある。
【課題を解決するための手段】
【００４７】
　前述したように、現在提案されている制御線駆動部（半導体デバイス）には、未だ解決
すべき技術上の問題が残存する。そこで、発明者は、駆動すべき負荷が大きい場合にも、
前段回路に求められる駆動能力が小さく済む回路構成の採用が可能なバッファ回路を提案
する。
【００４８】
　発明者は、絶縁基板上に単一チャネルの薄膜トランジスタで形成される半導体デバイス
のバッファ回路として、以下の（ａ）～（ｅ）に示す構造を有するものを提案する。ただ
し、（ｄ）及び（ｅ）に示す構造については、いずれか一方だけを有する構造で良好な駆
動特性を実現することができる。
【００４９】
（ａ）第１及び第２の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、第１及び第
２の薄膜トランジスタの接続中点を出力端とする出力段
（ｂ）セットパルスで制御される第３の薄膜トランジスタと、リセットパルスで制御され
る第４の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第３及び第４の薄膜
トランジスタの接続中点に現れる電位を通じ、第１の薄膜トランジスタの制御電極に接続
される第１の制御配線の電位状態を、セットパルスの印加開始タイミングからリセットパ
ルスの印加開始タイミングまでの期間とそれ以外の期間とで切り替え制御する第１の入力
段
（ｃ）セットパルスで制御される第６の薄膜トランジスタと、リセットパルスで制御され
る第５の薄膜トランジスタが直列に接続された回路構成を有し、前記第５及び第６の薄膜
トランジスタの接続中点に現れる電位を通じ、第２の薄膜トランジスタの制御電極に接続
される第２の制御配線の電位状態を、第１の制御配線の電位変化とは逆位相の関係になる
ように切り替え制御する第２の入力段
（ｄ）一方の主電極が第１の制御配線に接続され、他方の主電極が第２、第４及び第６の
薄膜トランジスタに共通の電源に接続され、制御電極が第２の制御配線に接続される第７
の薄膜トランジスタ
（ｅ）一方の主電極が第２の制御配線に接続され、他方の主電極が第２、第４及び第６の
薄膜トランジスタに共通の前記電源に接続され、制御電極が第１の制御配線に接続される
第８の薄膜トランジスタ
【００５０】
　なお、前述した構造を有するバッファ回路は、出力端に現れる出力パルスの振幅に対し
、セットパルス及びリセットパルスの振幅が小さいことが望ましい。入力パルスの振幅が
小さければ、その分、前段回路の消費電力を小さくすることができる。
　因みに、セットパルス及びリセットパルスは、それぞれ対応するシフトレジスタ回路か
ら供給されることが望ましい。セットパルス用のシフトレジスタ回路とリセットパルス用
のシフトレジスタを用いることで、多数の負荷を順番に高速駆動することが要求される用
途に用いることができる。
【００５１】
　例えば、前述した構造を有するバッファ回路の出力パルスは、表示パネルにおけるサン
プリングタイミングの制御に使用されることが望ましい。
　また例えば、前述した構造を有するバッファ回路の出力パルスは、表示パネルにおける
電流供給線の制御に使用されることが望ましい。
　また例えば、前述した構造を有するバッファ回路の出力パルスは、自発光型の表示パネ
ルの点灯制御に使用され、セットパルス印加開始タイミングからリセットパルスの印加開
始タイミングまでの期間が、１フィールド期間内に配置される各発光期間長を与えること
が望ましい。
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【００５２】
　また、前述した構造を有するバッファ回路では、第１の薄膜トランジスタの一方の主電
極に、セットパルスの印加開始タイミングからリセットパルスの印加開始タイミングまで
の期間に複数の出力パルスを発生させるパルス信号が入力されることが望ましい。この構
造の採用により、複雑なパルス制御が可能になる。
　なお、前述した構造を有するバッファ回路の場合、第３及び第５の薄膜トランジスタが
ダイオード接続であることが望ましい。この場合、第３及び第５の薄膜トランジスタの一
方の主電極を接続する電源線が不要となり、その分、バッファ回路のレイアウト面積を小
さくできる。
【００５３】
　また、前述した構造を有するバッファ回路を搭載する半導体デバイスは、画素アレイ部
を構成する駆動回路の少なくとも一部に搭載することが望ましい。
　また、この表示パネルは電子機器に搭載することが望ましい。電子機器は、画素アレイ
部と、システム全体の動作を制御するシステム制御部と、システム制御部に対する操作入
力を受け付ける操作入力部とで構成する。
【発明の効果】
【００５４】
　前述した構造を有するバッファ回路の場合、第１及び第２の入力段の各出力電位が、出
力段を構成する第１及び第２の薄膜トランジスタの制御配線に印加される。ここで、セッ
トパルス及びリセットパルスの駆動対象は、第１及び第２の入力段を構成する各薄膜トラ
ンジスタである。従って、セットパルス及びリセットパルスの供給源に求められる駆動能
力は小さく済む。
【００５５】
　また、第１及び第２の入力段を配置することにより、セットパルスとリセットパルスの
有意レベルが印加されない期間でも、出力段を構成する第１及び第２の薄膜トランジスタ
の制御配線の電位状態を保持し続けることができる。これにより、出力段に電流負荷が接
続される場合でも、出力パルスの電位を保持し続けることができる。
【００５６】
　また、第７及び第８の薄膜トランジスタの両方又はいずれか一方を用意することにより
、２つの制御配線のうち一方の制御線の電位によって他方の制御線の電位を理想的なオフ
電位に固定することができる。この結果、出力段における貫通電流を確実に抑制すること
ができる。また、制御配線の電位が固定されることで、外部からの飛び込み信号に対する
耐性を高めることができる。すなわち、動作の信頼性を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５７】
　以下、明細書において提案する発明を、アクティブマトリクス駆動型の表示パネルにお
ける駆動回路に適用する場合について説明する。
　なお、本明細書で特に図示又は記載されない部分には、当該技術分野の周知又は公知技
術を適用する。
　また以下に説明する形態例は、発明の一つの形態例であって、これらに限定されるもの
ではない。
【００５８】
（Ａ）表示パネルのシステム構成    
　以下の形態例は、有機ＥＬパネルについて説明する。図１６に、形態例に係る有機ＥＬ
パネルのシステム構成例を示す。なお、図１６には、図１との対応部分に同一符号を付し
て示す。
　形態例に係る有機ＥＬパネル３１は、パネル基板上に画素アレイ部３と、信号線駆動部
５と、第１の制御線駆動部３３と、第２の制御線駆動部３５とによって構成される。
【００５９】
　すなわち、形態例に係るバッファ回路は、垂直方向に駆動パルスを転送する第１及び第
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２の制御線駆動部３３及び３５に搭載する。
　この形態例において提案する制御線駆動部は、図１７に示すように、クロック信号に基
づいてパルス信号を転送するシフトレジスタと、そのパルス信号に基づいて制御線を駆動
するバッファ回路との２段構造を想定する。
【００６０】
　後述するように、形態例に係るバッファ回路は、シフトレジスタの出力をセットパルス
とリセットパルスとして使用する。すなわち、シフトレジスタの出力パルスは、制御線に
接続する全てのサブ画素１１ではなく、バッファ回路だけを駆動する能力を備えていれば
良い。
　このため、シフトレジスタの前段に配置するクロック信号用のバッファ回路２１は、ス
タートパルスｓｔやエンドパルスｅｎｄ用のバッファ回路２３と同程度の駆動能力で良い
。
【００６１】
　なお、この形態例において、セットパルスは、バッファ回路の出力パルスの電位をセッ
ト電位に切り換えるタイミングを与える信号をいう。
　また、リセットパルスは、バッファ回路の出力パルスの電位をリセット電位に切り換え
るタイミングを与える信号をいう。
【００６２】
（Ｂ）制御線駆動部の構成（ＮＭＯＳ型）
　図１８に、ＮＭＯＳ型の薄膜トランジスタのみで形成される制御線駆動部の構成例を示
す。
　図１８に示す制御線駆動部は、セットパルス転送用のシフトレジスタ４１と、リセット
パルス転送用のシフトレジスタ４３と、各シフト段から出力されるセットパルスとリセッ
トパルスに基づいて相補動作するバッファ回路４５とで構成される。
【００６３】
　なお、バッファ回路４５は、セットパルスの入力によりＨレベル（セット電位）を出力
し、リセットパルスの入力によりＬレベル（リセット電位）を出力する。
　図１９に、この制御線駆動部の駆動パルス波形を示す。なお、図１９（Ａ）～（Ｃ）は
、セット信号転送用のシフトレジスタ４１の出力パルスscan1 を示す。また、図１９（Ｄ
）～（Ｆ）は、リセット信号転送用のシフトレジスタ４３の出力パルスscan2 を示す。ま
た、図１９（Ｇ）～（Ｉ）は、バッファ回路４５の出力パルスout を示す。
【００６４】
　図１９（Ｇ）～（Ｉ）に示すように、バッファ回路４５の出力パルスout
のパルス幅は、バッファ回路４５に入力されるセットパルスとリセットパルスの入力タイ
ミングの時間差に一致する。従って、セットパルスとリセットパルスの転送間隔を制御す
ることにより、バッファ回路４５の出力パルスout のパルス幅を自由に設定することが可
能になる。
　以下では、バッファ回路４５の形態例を説明する。
【００６５】
（Ｂ－１）形態例１
（ａ）回路構成
　図２０にバッファ回路４５の１つ目の形態例を示し、図２１に対応する駆動波形を示す
。
　図２０に示すバッファ回路４５は、出力段５１と、第１の入力段５３と、第２の入力段
５５で構成される。
【００６６】
　出力段５１は、高位電源ＶＤＤ１と低位電源ＶＳＳの間に、ＮＭＯＳ型の薄膜トランジ
スタＮ３１及びＮ３２を直列に接続した回路構成を有している。このうち、薄膜トランジ
スタＮ３１は高位電源ＶＤＤ１側に接続され、薄膜トランジスタＮ３２は低位電源ＶＳＳ
側に接続される。なお、薄膜トランジスタＮ３１とＮ３２の接続中点がバッファ回路４５
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の出力端ＯＵＴになる。
【００６７】
　この形態例の場合、薄膜トランジスタＮ３１のゲート電極と出力端の間には、ブートス
トラップ補完容量Ｃｂ３１を接続する。もっとも、薄膜トランジスタＮ３１のゲート容量
が十分大きい場合には、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１は配置しなくても良い。
【００６８】
　また、出力段５１には、薄膜トランジスタＮ３１のブートストラップ時のゲート電位Ｖ
ｇと第１の入力段５３の出力電位との電位差を吸収するための薄膜トランジスタＮ４１が
配置される。ここで、ＮＭＯＳ型の薄膜トランジスタＮ４１の主電極の一方は、薄膜トラ
ンジスタＮ３１のゲート電極配線（制御配線であるノードＡ）に接続され、他方は制御配
線であるノードＢに接続される。また、薄膜トランジスタＮ４１のゲート電極は、高位電
源ＶＤＤ１に接続される。
【００６９】
　なお、ノードＢには、電位保持用の容量（以下、「保持容量」という。）Ｃｓ１が接続
される。同様に、薄膜トランジスタＮ３２のゲート電極配線（制御配線であるノードＣ）
には、保持容量Ｃｓ２が接続される。これらは、ノードＢ及びＣの配線容量が小さい場合
に、その補完用に接続される。これらの補完容量を配置することにより、薄膜トランジス
タのオフリークや配線間容量を介した飛び込み等の誤動作の要因となるノード電位の変動
を小さくすることができる。
【００７０】
　第１の入力段５３と第２の入力段５５は、基本的に出力段５１と同じ回路構成である。
　まず、第１の入力段５３の回路構成を説明する。第１の入力段５３は、高位電源ＶＤＤ
１と低位電源ＶＳＳの間に、ＮＭＯＳ型の薄膜トランジスタＮ３３及びＮ３４を直列に接
続した回路構成を有している。このうち、薄膜トランジスタＮ３３は高位電源ＶＤＤ１側
に接続され、薄膜トランジスタＮ３４は低位電源ＶＳＳ側に接続される。なお、薄膜トラ
ンジスタＮ３３とＮ３４の接続中点が出力端となり、ノードＢに接続される。
【００７１】
　また、薄膜トランジスタＮ３３のゲート電極と出力端の間には、ブートストラップ補完
容量Ｃｂ３２が接続される。やはり、薄膜トランジスタＮ３３のゲート容量が十分大きい
場合には、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２は配置しなくても良い。
　また、薄膜トランジスタＮ３３のブートストラップ時のゲート電位Ｖｇとセットパルス
用の入力端に現れる電位との間に生じる電位差を吸収する薄膜トランジスタＮ４２が配置
される。
【００７２】
　ここで、ＮＭＯＳ型の薄膜トランジスタＮ４２の主電極の一方は、薄膜トランジスタＮ
３３のゲート電極配線（制御配線であるノードＤ）に接続され、他方はセットパルス用の
入力端ＩＮｓに接続される。また、薄膜トランジスタＮ４２のゲート電極は、高位電源Ｖ
ＤＤ１に接続される。
　一方、薄膜トランジスタＮ３４のゲート電極は、リセットパルス用の入力端ＩＮｒに接
続される。このように、第１の入力段５３は、セットパルスとリセットパルスによって動
作が制御される。
【００７３】
　次に、第２の入力段５５の回路構成を説明する。第２の入力段５５は、高位電源ＶＤＤ
１と低位電源ＶＳＳの間に、ＮＭＯＳ型の薄膜トランジスタＮ３５及びＮ３６を直列に接
続した回路構成を有している。このうち、薄膜トランジスタＮ３５は高位電源ＶＤＤ１側
に接続され、薄膜トランジスタＮ３６は低位電源ＶＳＳ側に接続される。なお、薄膜トラ
ンジスタＮ３５とＮ３６の接続中点が出力端となり、ノードＣに接続される。
【００７４】
　また、薄膜トランジスタＮ３５のゲート電極と出力端の間には、ブートストラップ補完
容量Ｃｂ３３が接続される。やはり、薄膜トランジスタＮ３５のゲート容量が十分大きい
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場合には、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３３は配置しなくても良い。
　また、薄膜トランジスタＮ３５のブートストラップ時のゲート電位Ｖｇとリセットパル
ス用の入力端に現れる電位との間に生じる電位差を吸収する薄膜トランジスタＮ４３が配
置される。
【００７５】
　ここで、ＮＭＯＳ型の薄膜トランジスタＮ４３の主電極の一方は、薄膜トランジスタＮ
３５のゲート電極配線（制御配線であるノードＥ）に接続され、他方はリセットパルス用
の入力端ＩＮｒに接続される。また、薄膜トランジスタＮ４３のゲート電極は、高位電源
ＶＤＤ１に接続される。
【００７６】
　一方、薄膜トランジスタＮ３６のゲート電極は、セットパルス用の入力端ＩＮｓに接続
される。このように、第２の入力段５５におけるセットパルスとリセットパルスの薄膜ト
ランジスタとの接続関係は、第１の入力段５３の接続関係と逆の関係に設定される。
　なお、各薄膜トランジスタＮ３１（Ｎ３３，Ｎ３５）のブートゲインｇb は次式で与え
られる。
　ｇb ＝（Ｃｇ＋Ｃｂ）／（Ｃｇ＋Ｃｂ＋Ｃｐ）
【００７７】
　ただし、Ｃｇはゲート容量であり、Ｃｂは薄膜トランジスタのゲート電極に接続するブ
ートストラップ補完容量であり、ＣｐはノードＡ（ノードＤ，ノードＥ）の寄生容量（Ｃ
ｇ、Ｃｂを除いた配線容量）である。
　寄生容量Ｃｐの存在がブートストラップゲインを劣化させる原因である。従って、前述
したように、ブートストラップ補完容量を配置してブートストラップゲインを上げること
が、各薄膜トランジスタのオン動作を確実にする上で好ましい。
【００７８】
（ｂ）駆動動作
　続いて、図２１に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。
　図２１（Ａ）は、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の電位状態を示す。図２１（Ｂ）は、
リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の電位状態を示す。
　図２１（Ｃ）は、薄膜トランジスタＮ３３のゲート電極配線（ノードＤ）の電位状態を
示す。
【００７９】
　図２１（Ｄ）は、薄膜トランジスタＮ３５のゲート電極配線（ノードＥ）の電位状態を
示す。図２１（Ｅ）は、第１の入力段５３の出力端が接続される制御配線（ノードＢ）の
電位状態を示す。図２１（Ｆ）は、薄膜トランジスタＮ３１のゲート電極配線（ノードＡ
）の電位状態を示す。図２１（Ｇ）は、第２の入力段５５の出力端が接続される制御配線
（ノードＣ）の電位状態を示す。図２１（Ｈ）は、出力段５１の出力端ＯＵＴに現れる電
位状態を示す。
【００８０】
　図２１に示すように、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の信号振幅は、ＶＳＳとＶＤＤ１
の２値で与えられる。一方、リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＳＳとＶ
ＤＤ１の２値で与えられる。このように、シフトレジスタ４１及び４３から与えられるパ
ルス信号は、バッファ回路４５に供給される２つの電源電位と同じである。
【００８１】
　この形態例の場合、セットパルスがＨレベルに立ち上がるタイミングは、出力段５１の
出力端に現れる出力パルスの立ち上がりタイミングを与えるタイミングとして規定されて
いる。一方、リセットパルスがＨレベルに立ち上がるタイミングは、出力段５１の出力端
に現われる出力パルスの立ち下がりタイミングを与えるタイミングとして規定されている
。図２１（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、セットパルスがまずＨレベルに立ち上がり、遅
れてリセットパルスがＨレベルに立ち上がる。
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【００８２】
　まず、セットパルスがＨレベルに立ち上がるタイミングで、第１の入力段５３のノード
ＤがＨレベルに立ち上がる。これにより、薄膜トランジスタＮ３３がオン動作し、ノード
Ｂの電位が上昇する（図２１（Ｅ））。
【００８３】
　なお、ノードＢの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３３のゲート電位（ノードＤ
の電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２の蓄積電荷分だけ上昇する（図２１（Ｃ
））。この上昇後の電位がＶｄである。この電位Ｖｄが、Ｖｄ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N33) を
満たすとき、薄膜トランジスタＮ３３のオン動作時にノードＢの電位が高位電源ＶＤＤ１
になる（図２１（Ｅ））。
【００８４】
　前述したようにノードＢが高位電源ＶＤＤ１まで立ち上がると、ノードＡの電位もＨレ
ベルに上昇して薄膜トランジスタＮ３１がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が上昇する（
図２１（Ｈ））。
　なお、出力端ＯＵＴの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３１のゲート電位（ノー
ドＡの電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１の蓄積電荷分だけ上昇する（図２１
（Ｆ））。この上昇後の電位がＶａである。この電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N31
) を満たすとき、薄膜トランジスタＮ３１のオン動作時に出力端ＯＵＴの電位が高位電源
ＶＤＤ１になる（図２１（Ｈ））。
【００８５】
　ところで、このセットパルスがＨレベルの期間では、薄膜トランジスタＮ３６もオン動
作している。このため、出力段５１を構成する薄膜トランジスタＮ３２のゲート電位（ノ
ードＣの電位）は、低位電源ＶＳＳに制御される（図２１（Ｇ））。
　やがて、セットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。しかし、ノードＢ及びＣ
には保持容量Ｃｓ１及びＣｓ２が接続されており、セットパルスがＨレベルのときの電位
状態が保持されている。従って、この電位状態が、リセットパルスがＬレベルからＨレベ
ルに切り替わるまで保持される。
【００８６】
　リセットパルスがＨレベルになると（図２１（Ｂ））、今度は、薄膜トランジスタＮ３
５がオン動作し、ノードＣの電位が上昇する（図２１（Ｇ））。なお、ノードＣの電位の
上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３５のゲート電位（ノードＥの電位）は、ブートストラ
ップ補完容量Ｃｂ３３の蓄積電荷分だけ上昇する（図２１（Ｄ））。この上昇後の電位が
Ｖｅである。この電位Ｖｅが、Ｖｅ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N35) を満たすとき、薄膜トランジ
スタＮ３５のオン動作時にノードＣの電位が高位電源ＶＤＤ１になる（図２１（Ｇ））。
【００８７】
　前述したようにノードＣが高位電源ＶＤＤ１まで立ち上がると、薄膜トランジスタＮ３
２がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が低位電源ＶＳＳに立ち下がる（図２１（Ｈ））。
　ところで、このリセットパルスがＨレベルの期間では、薄膜トランジスタＮ３４もオン
動作している。このため、ノードＢの電位は低位電源ＶＳＳに制御される（図２１（Ｅ）
）。また、これに伴い、出力段５１を構成する薄膜トランジスタＮ３１のゲート電位（ノ
ードＡの電位）も、低位電源ＶＳＳに低下する。
【００８８】
　やがて、リセットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。しかし、ノードＢ及び
Ｃには保持容量Ｃｓ１及びＣｓ２が接続されており、リセットパルスがＨレベルのときの
電位状態が保持されている。従って、この電位状態が、セットパルスがＬレベルからＨレ
ベルに切り替わるまで保持される。
【００８９】
　以上の動作により、セットパルスがＨレベルに立ち上がるタイミングで出力パルスがＨ
レベルに立ち上がり、リセットパルスがＨレベルに立ち上がるタイミングで出力パルスが
Ｌレベルに立ち下がるバッファ回路４５が実現される。
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【００９０】
（ｃ）効果
　以上説明したように、形態例に係る回路構成のバッファ回路４５の採用により、セット
パルスとリセットパルスが駆動すべき負荷は、それぞれ薄膜トランジスタＮ３３、Ｎ３６
とＮ３４、Ｎ３５のゲート容量に限定できる。従って、セットパルス及びリセットパルス
の供給源に求められる駆動能力を小さくすることができる。このため、当該駆動パルスの
供給源における消費電力を小さくできる。
【００９１】
　また、第１及び第２の入力段を配置したことにより、セットパルスとリセットパルスが
共にＬレベルの期間にも、出力段５１を構成する薄膜トランジスタＮ３１及びＮ３２の制
御配線（ノードＡ及びＣ）に対する電位の供給を継続することができる。このため、出力
段５１に電流負荷が接続される場合でも、出力パルスの電位を保持し続けることができる
。
【００９２】
　すなわち、形態例に係るバッファ回路を、図３に示すサブ画素１１の点灯制御線ＬＳＬ
を駆動する第２の制御線駆動部３５に実装することができる。勿論、その他の制御線を駆
動する制御線駆動部に対しても適用することができる。例えばサブ画素１１内の薄膜トラ
ンジスタのゲート電極電圧を制御する第１の制御線駆動部３３にも形態例に係るバッファ
回路に適用することができる。
【００９３】
　また、図２１（Ｆ）及び（Ｇ）に示すように、２つの薄膜トランジスタＮ３１とＮ３２
が同時にオン状態に制御されることはない。すなわち、薄膜トランジスタＮ３１とＮ３２
は相補的に動作する。従って、出力段５１に貫通電流が流れることはなく、ＣＭＯＳ型の
出力バッファと同じ低消費電力型の動作が可能な片チャネル型のバッファ回路を実現する
ことができる。
【００９４】
（Ｂ－２）形態例２
（ａ）形態例１の注意点
　前述したように、形態例１に係る回路構成のバッファ回路４５は、基本的に貫通電流が
流れない低消費電力型の回路デバイスである。ところで、形態例１に係るバッファ回路４
５の場合には、ブートストラップゲインを高めるため、薄膜トランジスタＮ３３及びＮ３
５のゲート容量やブートストラップ補完容量Ｃｂ３２及びＣｂ３３の容量値を大きな値に
定めている。
【００９５】
　しかし、容量が大きいということは、セットパルスやリセットパルスの電位変化が、各
入力段の出力端（ノードＢ及びＣ）に飛び込み易くなることを意味する。具体的には、セ
ットパルスやリセットパルスがＨレベルからＬレベルに変化する際の電位変化によって、
出力端（ノードＢ及びＣ）の電位が想定電位から低下する現象が発生する。この際、ゲー
ト拡散容量やブートストラップ補完容量Ｃｂ３２及びＣｂ３３はカップリング容量として
機能する。ゲート拡散容量とは、薄膜トランジスタのゲート－ソース（又はゲート－ドレ
イン）間の寄生容量のことである。ゲート容量とは、薄膜トランジスタがオン動作してい
るときにできるチャネル－ゲート間の容量である。
【００９６】
　図２２に、ゲート拡散容量やブートストラップ補完容量Ｃｂ３２及びＣｂ３３を通じて
発生するパルスの飛び込みを加味したタイミングチャートを示す。
　ノードＢ（図２２（Ｅ））では、高位電源ＶＤＤ１であるべき電位がＶｂ１に低下し、
低位電源ＶＳＳであるべき電位がＶｂ２に低下することが分かる。また、ノードＣ（図２
２（Ｇ））では、高位電源ＶＤＤ１であるべき電位がＶｃ２に低下し、低位電源ＶＳＳで
あるべき電位がＶｃ１に低下することが分かる。
【００９７】
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　図２２にも示すように、セットパルスとリセットパルスが共にＬレベルの期間は、ノー
ドＢやノードＣがフローティング状態で動作する。このため、パルスの飛び込みによる電
位低下は、図２０に示す回路構成を採用する限り、避け得ないものである。もっとも、パ
ルスの飛び込み量が小さければ、バッファ回路４５の動作上問題になることはない。駆動
動作に問題が生じないのは、ＶＤＤ１－Ｖｂ１＜Ｖth(N41) 及びＶｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N
32) を満たす場合である。
【００９８】
　ＶＤＤ１－Ｖｂ１＜Ｖth(N41) を満たせば、ノードＡのフローティング期間中も、薄膜
トランジスタＮ４１がオン動作することはなく、ノードＡはブートストラップ電位Ｖａを
保持することができる。従って、出力パルスのＨレベルとして高位電源ＶＤＤ１が出力さ
れる。
　また、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N32) を満たせば、薄膜トランジスタＮ３２のオン動作が
可能となり、出力パルスを確実に低位電源ＶＳＳに引き下げることができる。
【００９９】
　ただし、低消費電力化を考慮すると、ノードＢ及びＣの電位がパルスの飛び込みによっ
て低位電源ＶＳＳより低い電位に低下することが問題になる。
　図２３に、ＮＭＯＳトランジスタにおけるＩｄｓ－Ｖｇｓ特性を示す。図２３に示すよ
うに、一般的な構造のＮＭＯＳトランジスタでは、ゲート・ソース間電圧Ｖｇｓが負（＜
０）の領域で電流Ｉｄｓが増加する傾向がある。この現象をＩｂａｃｋが跳ねると表現す
る。図２４に、薄膜トランジスタＮ４１のＩｄｓ－Ｖｇｓ特性の測定結果を示す。
【０１００】
　図２４からは、Ｉｂａｃｋが跳ねていること、Ｉｂａｃｋの跳ね方にバラツキがあるこ
とが分かる。
　消費電力の観点からは（貫通電流を最小化する観点からは）、オフ動作時における薄膜
トランジスタＮ３１及びＮ３２のゲート・ソース間電圧Ｖgsが、Ｉｄｓが最も低くなるＶ
ｇｓ＝０付近であることが望まれる。
【０１０１】
　ところが、前述の通り、パルスの飛込みによりノードＢ（Ａ）及びＣの電位が低位電源
ＶＳＳ（＝０Ｖ）より低くなると、薄膜トランジスタＮ３１及びＮ３２の動作点は、Ｉｂ
ａｃｋの跳ねている領域に遷移してしまう。しかも、図２４に示したように、この領域の
リーク電流Ｉｄｓは、薄膜トランジスタの特性バラツキの影響を受ける。
　通常、相補回路では、オン電流に対してオフ電流が十分に小さければ駆動上問題ないが
、出力パルスの立ち上がり立下り（トランジェント）特性を考えると、そのリーク電流Ｉ
ｄｓの差が出力パルスの波形に影響する。
【０１０２】
（ｂ）回路構成
　そこで、この形態例では、リーク電流が少なく、かつ、リーク電流のバラツキも少ない
オフ動作点で薄膜トランジスタＮ３１及びＮ３２を動作させることができる回路構成を提
案する。具体的には、ノードＢ及びノードＣがＬレベルの期間にフローティング状態にな
るのを無くす構成、すなわちノードＢ及びノードＣのＬレベルを低位電源ＶＳＳに固定で
きる回路構成を提案する。
【０１０３】
　図２５に、バッファ回路４５の２つ目の形態例を示す。なお、図２５には、図２０との
対応部分に同一符号を付して示す。
　この形態例に係るバッファ回路４５の基本的な回路構成は、形態例１に係るバッファ回
路４５の回路構成から保持容量Ｃｓ１及びＣｓ２を除いた回路構成と同じである。
【０１０４】
　違いは、ノードＣがＨレベルの期間、ノードＢに低位電源ＶＳＳの供給を継続する薄膜
トランジスタＮ３７を設ける点と、ノードＢがＨレベルの期間、ノードＣに低位電源ＶＳ
Ｓの供給を継続する薄膜トランジスタＮ３８を設ける点の２点である。
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【０１０５】
　具体的には、薄膜トランジスタＮ３７の一方の主電極をノードＢに接続し、他方の主電
極を低位電源ＶＳＳに接続し、ゲート電極をノードＣに接続する。
　また、薄膜トランジスタＮ３８の一方の主電極をノードＣに接続し、他方の主電極を低
位電源ＶＳＳに接続し、ゲート電極をノードＢに接続する。
【０１０６】
（ｃ）駆動動作
　続いて、図２６に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。
　なお、図２６（Ａ）～図２６（Ｈ）に示す波形は、それぞれ図２１（Ａ）～図２１（Ｈ
）の各波形に対応する。
【０１０７】
　この形態例の場合も、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の信号振幅とリセットパルス（入
力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＳＳとＶＤＤ１の２値で与えられる。
　まず、セットパルスがＨレベルに立ち上がるタイミングで、第１の入力段のノードＤが
Ｈレベルに立ち上がる。これにより、薄膜トランジスタＮ３３がオン動作し、ノードＢの
電位が上昇する（図２６（Ｅ））。
【０１０８】
　このノードＢの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３３のゲート電位（ノードＤの
電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２の蓄積電荷分だけ上昇する（図２６（Ｃ）
）。上昇後の電位Ｖｄが、Ｖｄ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N33) を満たすとき、薄膜トランジスタ
Ｎ３３のオン動作時にノードＢの電位が高位電源ＶＤＤ１になる（図２６（Ｅ））。
【０１０９】
　前述したようにノードＢが高位電源ＶＤＤ１まで立ち上がると、ノードＡの電位もＨレ
ベルに上昇して薄膜トランジスタＮ３１がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が上昇する（
図２６（Ｈ））。
　なお、出力端ＯＵＴの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３１のゲート電位（ノー
ドＡの電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１の蓄積電荷分だけ上昇する（図２６
（Ｆ））。上昇後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N31) を満たすとき、薄膜トラン
ジスタＮ３１のオン動作時に出力端ＯＵＴの電位が高位電源ＶＤＤ１になる（図２６（Ｈ
））。
【０１１０】
　ところで、このセットパルスがＨレベルの期間、薄膜トランジスタＮ３６もオン動作し
ている。このため、出力段を構成する薄膜トランジスタＮ３２のゲート電位（ノードＣの
電位）は、低位電源ＶＳＳに制御される（図２６（Ｇ））。
　やがて、セットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＢに飛び込むことになる。図２
６（Ｅ）に示すように、ノードＢの電位はＨレベルを維持しながらも、その電位は高位電
源ＶＤＤ１からＶｂ１に低下する。
【０１１１】
　このとき、ノードＢの電位Ｖｂ１が、Ｖｂ１－ＶＳＳ＞Ｖth(N38) を満たすとき、薄膜
トランジスタＮ３８がオン動作し、ノードＣに低位電源ＶＳＳを印加することができる。
このことは、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジス
タＮ３２のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＢの電位がＶｂ１である間保持される。すなわち、リセットパ
ルスがＨレベルに切り替わるまでノードＣは低位電源ＶＳＳに保持される。結果的に、薄
膜トランジスタＮ３２のリーク電流を最小化することができる。
【０１１２】
　なお、このノードＢの電位Ｖｂ１は、ＶＤＤ１－Ｖｂ１＜Ｖth(N41)
も満たす。これは、薄膜トランジスタＮ４１をオフ動作させて、ノードＡをフローティン
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グ状態にし、ノードＡの電位をＶａに維持するのに必要な条件である。
【０１１３】
　やがて、リセットパルスがＬレベルからＨレベルになると（図２６（Ｂ））、今度は、
薄膜トランジスタＮ３５がオン動作し、ノードＣの電位が上昇する（図２６（Ｇ））。な
お、ノードＣの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３５のゲート電位（ノードＥの電
位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３３の蓄積電荷分だけ上昇する（図２６（Ｄ））
。この上昇後の電位がＶｅである。この電位Ｖｅが、Ｖｅ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N35) を満た
すとき、薄膜トランジスタＮ３５のオン動作時にノードＣの電位が高位電源ＶＤＤ１にな
る（図２６（Ｄ））。
【０１１４】
　前述したようにノードＣが高位電源ＶＤＤ１まで立ち上がると、薄膜トランジスタＮ３
２がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が低位電源ＶＳＳに立ち下がる（図２６（Ｈ））。
　ところで、このリセットパルスがＨレベルの期間、薄膜トランジスタＮ３４もオン動作
している。このため、ノードＢの電位は低位電源ＶＳＳに制御される（図２６（Ｅ））。
また、これに伴い、出力段を構成する薄膜トランジスタＮ３１のゲート電位（ノードＡの
電位）も、低位電源ＶＳＳに低下する。
【０１１５】
　やがて、リセットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時に、
容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノードＣに飛び込むことになる。
図２６（Ｇ）に示すように、ノードＣの電位はＨレベルを維持しながらも、その電位は高
位電源ＶＤＤ１からＶｃ２に低下する。
【０１１６】
　このとき、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N32) を満たすとき、薄膜
トランジスタＮ３２のオン状態が継続し、出力端ＯＵＴの電位が低位電源ＶＳＳに維持さ
れる（図２６（Ｈ））。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N37) を満たすことで、薄膜ト
ランジスタＮ３７がオン動作し、ノードＢに対する低位電源ＶＳＳの印加を継続する。
【０１１７】
　このことは、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジ
スタＮ３１のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＨレベルに切り替わるまでノードＢの電位は低位電源ＶＳＳに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＮ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０１１８】
（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路４５の場合には、形態
例１と同様の動作と効果に加え、隣接配線からのパルスの飛び込みに強く、リーク電流も
少なく済むバッファ回路を実現できる。
【０１１９】
（Ｂ－３）形態例３
　ここでは、形態例２の変形例に係るバッファ回路４５を説明する。
（ａ）回路構成
　図２７にバッファ回路４５の３つ目の形態例を示す。なお、図２７には、図２５との対
応部分に同一符号を付して示す。
【０１２０】
　この形態例に係るバッファ回路４５は、形態例２に係る回路構成から薄膜トランジスタ
Ｎ４１、Ｎ４２、Ｎ４３を除いた回路構成と同じである。このことは、第１及び第２の入
力段におけるブートストラップ動作を採用しないことを意味する。
【０１２１】
（ｂ）駆動動作
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　続いて、図２８に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。
　なお、図２８（Ａ）は、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の電位状態を示す。図２８（Ｂ
）は、リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の電位状態を示す。
　図２８（Ｃ）は、薄膜トランジスタＮ３１のゲート電極配線（ノードＡ）の電位状態を
示す。
【０１２２】
　図２８（Ｄ）は、薄膜トランジスタＮ３２のゲート電極配線（ノードＣ）の電位状態を
示す。図２８（Ｅ）は、出力段の出力端ＯＵＴに現れる電位状態を示す。
　この形態例の場合も、セットパルス（入力端ＩＮｓ）とリセットパルス（ＩＮｒ）の信
号振幅は、ＶＳＳとＶＤＤ１の２値で与えられる。
【０１２３】
　この形態例に係るバッファ回路４５の場合、セットパルスがＨレベルに立ち上がるタイ
ミングで、薄膜トランジスタＮ３３とＮ３６がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電
位が上昇し（図２８（Ｃ））、ノードＣは低位電源ＶＳＳに低下する（図２８（Ｄ））。
　ノードＡの上昇に伴い、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１は充電され、閾値電圧Ｖth
(N31) を越えた時点で薄膜トランジスタＮ３１がオン動作する。
【０１２４】
　この結果、出力端ＯＵＴの電位が上昇を開始する。また、この出力端ＯＵＴの電位上昇
に伴うブートストラップ動作により、ノードＡの電位がＶａまで上昇する(図２８（Ｃ）)
。この上昇後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N31) を満たすとき、出力端ＯＵＴの
電位が高位電源ＶＤＤ１になる（図２８（Ｅ））。
【０１２５】
　やがて、セットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＡに飛び込もうとする。しかし
、ノードＡの電位は、出力端ＯＵＴの電位（高位電源ＶＤＤ１）にブートストラップ補完
容量Ｃｂ３１の電圧分を加算した電位Ｖａに保持されており、この飛び込みの影響をほと
んど受けない。従って、図２８（Ｃ）に示すように、ノードＡの電位は、直前までの電位
を保持する。
【０１２６】
　一方、ノードＣは、薄膜トランジスタＮ３８がオン動作することを通じて低位電源ＶＳ
Ｓに制御される。結果的に、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けずに済む。
　この電位状態は、リセットパルスがＬレベルからＨレベルに切り替わるまで保持される
。結果的に、薄膜トランジスタＮ３２のオフ動作点は変動せず、リーク電流を最小化する
ことができる。
【０１２７】
　やがて、リセットパルスがＨレベルになると（図２８（Ｂ））、今度は、薄膜トランジ
スタＮ３４とＮ３５がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電位は低位電源ＶＳＳに低
下し（図２８（Ｃ））、ノードＣの電位は上昇する（図２８（Ｄ））。ただし、ノードＣ
の電位は、高位電源ＶＤＤ１に対して薄膜トランジスタＮ３５の閾値電圧Ｖth(N35) だけ
低い電位で与えられる。すなわち、ＶＤＤ１－Ｖth(N35) まで上昇する。勿論、ＶＤＤ１
－Ｖth(N35)－ＶＳＳ＞Ｖth(N32) である。
【０１２８】
　ノードＣがＨレベルに立ち上がると、薄膜トランジスタＮ３２がオン動作し、出力端Ｏ
ＵＴの電位が低位電源ＶＳＳに立ち下がる（図２８（Ｅ））。
　ところで、リセットパルスがＨレベルのとき、薄膜トランジスタＮ３４もオン動作する
ので、ノードＡの電位は低位電源ＶＳＳに制御される（図２８（Ｃ））。
【０１２９】
　やがて、リセットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時、薄
膜トランジスタンＮ３５の容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノード
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Ｃに飛び込む。図２８（Ｄ）に示すように、ノードＣの電位はＨレベルを維持しながらも
、その電位はＶｃ２に低下する。
【０１３０】
　ただし、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N32) を満たす。この条件を
満たす限り、薄膜トランジスタＮ３２のオン動作が継続し、出力端ＯＵＴへの低位電源Ｖ
ＳＳの印加が継続される。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２は、同時に、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N37)
を満たす。この条件を満たす限り、薄膜トランジスタＮ３７はオン動作し、ノードＡの電
位を低位電源ＶＳＳに固定する。
【０１３１】
　従って、薄膜トランジスタＮ３４を通じてノードＡにリセットパルスの電位変化が飛び
込むことはなく、薄膜トランジスタＮ３１のオフ動作点はずれずに済む。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＨレベルに切り替わるまでノードＡの電位は低位電源ＶＳＳに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＮ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０１３２】
（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路４５の場合には、形態
例２と同様の動作と効果が得られるバッファ回路をより少ない素子数で実現できる。
【０１３３】
（Ｂ－４）形態例４
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路４５を説明する。
（ａ）回路構成
　図２９にバッファ回路４５の４つ目の形態例を示す。なお、図２９には、図２５との対
応部分に同一符号を付して示す。
【０１３４】
　この形態例に係るバッファ回路４５は、形態例２に係る回路構成のうち第１及び第２の
入力段の部分でレベルシフトを実現する回路構成に対応する。
　このため、第１及び第２の入力段を構成する薄膜トランジスタＮ４２及びＮ４３のゲー
ト電極を第２の高位電源ＶＤＤ２（＜ＶＤＤ１）に接続する構造を採用する。これにより
、セットパルスとリセットパルスを低振幅化し、前段回路における更なる低消費電力化を
実現する。
【０１３５】
（ｂ）駆動動作
　続いて、図３０に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。なお、図３０（Ａ）～図３０（Ｈ）に示す波形は、それぞれ図
２６（Ａ）～図２６（Ｈ）の各波形に対応する。
　この形態例の場合も、図３０（Ａ）及び図３０（Ｂ）に示すように、セットパルス（入
力端ＩＮｓ）とリセットパルス（入力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＳＳとＶＤＤ２（＜Ｖ
ＤＤ１）の２値で与えられる。
【０１３６】
　まず、セットパルスがＨレベルに立ち上がるタイミングで、薄膜トランジスタＮ３３及
びＮ３６がオン動作する。なお、薄膜トランジスタＮ４２は、Ｈレベルのセットパルスの
入力によりダイオード接続となり、ノードＤの電位を上昇させる。これにより、薄膜トラ
ンジスタＮ３３がオン動作し、ノードＢの電位が上昇する（図３０（Ｅ））。
【０１３７】
　このノードＢの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３３のゲート電位（ノードＤの
電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２の蓄積電荷分だけ上昇する（図３０（Ｃ）
）。上昇後の電位Ｖｄが、Ｖｄ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N33) を満たすとき、薄膜トランジスタ
Ｎ３３のオン動作時にノードＢの電位が高位電源ＶＤＤ１になる（図３０（Ｅ））。すな
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わち、セットパルスのレベルシフトが実行される。
【０１３８】
　前述したようにノードＢが高位電源ＶＤＤ１まで立ち上がると、薄膜トランジスタＮ３
１がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が上昇する（図３０（Ｈ））。
　なお、出力端ＯＵＴの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３１のゲート電位（ノー
ドＡの電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１の蓄積電荷分だけ上昇する（図３０
（Ｆ））。上昇後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N31) を満たすとき、薄膜トラン
ジスタＮ３１のオン動作時に出力端ＯＵＴの電位が高位電源ＶＤＤ１になる（図３０（Ｈ
））。
【０１３９】
　このとき、オン動作した薄膜トランジスタＮ３６によってノードＣは、低位電源ＶＳＳ
に制御される（図３０（Ｇ））。
　やがて、セットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＢに飛び込むことになる。図３
０（Ｅ）に示すように、ノードＢの電位はＨレベルを維持しながらも、その電位は高位電
源ＶＤＤ１からＶｂ１に低下する。
【０１４０】
　このとき、ノードＢの電位Ｖｂ１が、Ｖｂ１－ＶＳＳ＞Ｖth(N38) を満たすとき、薄膜
トランジスタＮ３８がオン動作し、ノードＣに低位電源ＶＳＳを印加する。このことは、
ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジスタＮ３２のオ
フ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＢの電位がＶｂ１である間保持される。すなわち、リセットパ
ルスがＨレベルに切り替わるまでノードＣは低位電源ＶＳＳに保持される。結果的に、薄
膜トランジスタＮ３２のリーク電流を最小化することができる。
【０１４１】
　なお、このノードＢの電位Ｖｂ１は、ＶＤＤ１－Ｖｂ１＜Ｖth(N41)
も満たす。これは、薄膜トランジスタＮ４１をオフ動作させて、ノードＡの電位をＶａに
維持するために必要な条件である。
　やがて、リセットパルスがＬレベルからＨレベルになると（図３０（Ｂ））、今度は、
薄膜トランジスタＮ３４及びＮ３５がオン動作する。なお、薄膜トランジスタＮ４３は、
Ｈレベルのリセットパルスの入力によりダイオード接続となり、ノードＥの電位を上昇さ
せる。これにより、薄膜トランジスタＮ３５がオン動作し、ノードＣの電位が上昇する（
図３０（Ｇ））。
【０１４２】
　このノードＣの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３５のゲート電位（ノードＥの
電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３３の蓄積電荷分だけ上昇する（図３０（Ｄ）
）。上昇後の電位Ｖｅが、Ｖｅ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N35) を満たすとき、薄膜トランジスタ
Ｎ３５のオン動作時にノードＣの電位が高位電源ＶＤＤ１になる（図３０（Ｇ））。すな
わち、リセットパルスのレベルシフトが実行される。
【０１４３】
　前述したようにノードＣが高位電源ＶＤＤ１まで立ち上がると、薄膜トランジスタＮ３
２がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が低位電源ＶＳＳに立ち下がる（図３０（Ｈ））。
　ところで、このリセットパルスがＨレベルの期間、薄膜トランジスタＮ３４もオン動作
している。このため、ノードＢの電位は低位電源ＶＳＳに制御される（図３０（Ｅ））。
また、これに伴い、出力段を構成する薄膜トランジスタＮ３１のゲート電位（ノードＡの
電位）も、低位電源ＶＳＳに低下する（図３０（Ｆ））。
【０１４４】
　やがて、リセットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時に、
容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノードＣに飛び込むことになる。
図３０（Ｇ）に示すように、ノードＣの電位はＨレベルを維持しながらも、その電位は高
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位電源ＶＤＤ１からＶｃ２に低下する。
【０１４５】
　このとき、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N32) を満たすとき、薄膜
トランジスタＮ３２のオン状態が継続し、出力端ＯＵＴの電位は低位電源ＶＳＳを維持す
る（図３０（Ｈ））。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N37) を満たすことで、薄膜ト
ランジスタＮ３７がオン動作し、ノードＢに低位電源ＶＳＳの印加を継続する。
【０１４６】
　このことは、ノードＢがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジ
スタＮ３１のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＨレベルに切り替わるまでノードＢの電位は低位電源ＶＳＳに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＮ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０１４７】
（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路４５の場合にも、形態
例２と同様の効果、すなわち隣接配線からのパルスの飛び込みに強く、リーク電流も少な
く済むバッファ回路を実現できる。
　また、この形態例に係る回路構成のバッファ回路４５の場合には、出力パルスの信号振
幅に対してセットパルスやリセットパルスの信号振幅を小さくできる。このため、前段回
路（例えばシフトレジスタ）での消費電力を他の形態例以上に小さくできる。
【０１４８】
（Ｂ－５）形態例５
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路４５を説明する。
（ａ）回路構成
　図３１にバッファ回路４５の５つ目の形態例を示す。なお、図３１には、図２５との対
応部分に同一符号を付して示す。
【０１４９】
　この形態例に係るバッファ回路４５は、形態例２に係る回路構成のうち出力段の部分で
レベルシフトを実現する回路構成に対応する。
　このため、出力段の最後尾に位置する薄膜トランジスタＮ３１及びＮ３２にのみ第１の
高位電源ＶＤＤ１を印加し、その前段に位置する薄膜トランジスタには、第２の高位電源
ＶＤＤ２（＜ＶＤＤ１）を印加する構造を採用する。これにより、セットパルスとリセッ
トパルスの低振幅化に加え、バッファ回路４５内における更なる低消費電力化を実現する
。
【０１５０】
（ｂ）駆動動作
　続いて、図３２に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。なお、図３２（Ａ）～図３２（Ｈ）に示す波形は、それぞれ図
２６（Ａ）～図２６（Ｈ）の各波形に対応する。
　なお、図３２（Ａ）及び図３２（Ｂ）に示すように、セットパルス（入力端ＩＮｓ）と
リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＳＳとＶＤＤ２の２値で与えられる。
【０１５１】
　まず、セットパルスがＨレベルに立ち上がるタイミングで、薄膜トランジスタＮ３３及
びＮ３６がオン動作する。なお、薄膜トランジスタＮ４２は、Ｈレベルのセットパルスの
入力によりダイオード接続となり、ノードＤの電位を上昇させる。これにより、薄膜トラ
ンジスタＮ３３がオン動作し、ノードＢの電位が上昇する（図３２（Ｅ））。
【０１５２】
　このノードＢの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３３のゲート電位（ノードＤの
電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２の蓄積電荷分だけ上昇する（図３２（Ｃ）
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）。上昇後の電位Ｖｄが、Ｖｄ－ＶＤＤ２＞Ｖth(N33) を満たすとき、薄膜トランジスタ
Ｎ３３のオン動作時にノードＢの電位が第２の高位電源ＶＤＤ２になる（図３２（Ｅ））
。
【０１５３】
　前述したようにノードＢが第２の高位電源ＶＤＤ２まで立ち上がると、ノードＡもＨレ
ベルに上昇して薄膜トランジスタＮ３１がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が上昇する（
図３２（Ｈ））。
　なお、出力端ＯＵＴの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３１のゲート電位（ノー
ドＡの電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１の蓄積電荷分だけ上昇する（図３２
（Ｆ））。上昇後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N31) を満たすとき、薄膜トラン
ジスタＮ３１のオン動作時に出力端ＯＵＴの電位が高位電源ＶＤＤ１になる（図３２（Ｈ
））。すなわち、パルスレベルがシフトされる。
【０１５４】
　また、セットパルスのＨレベル時、オン動作した薄膜トランジスタＮ３６によってノー
ドＣは、低位電源ＶＳＳに制御される（図３２（Ｇ））。
　やがて、セットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＢに飛び込むことになる。図３
２（Ｅ）に示すように、ノードＢの電位はＨレベルを維持しながらも、その電位は高位電
源ＶＤＤ２からＶｂ１に低下する。
【０１５５】
　このとき、ノードＢの電位Ｖｂ１が、Ｖｂ１－ＶＳＳ＞Ｖth(N38) を満たすとき、薄膜
トランジスタＮ３８がオン動作し、ノードＣに対する低位電源ＶＳＳの印加を継続する。
このことは、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジス
タＮ３２のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＢの電位がＶｂ１である間保持される。すなわち、リセットパ
ルスがＨレベルに切り替わるまでノードＣは低位電源ＶＳＳに保持される。結果的に、薄
膜トランジスタＮ３２のリーク電流を最小化することができる。
【０１５６】
　なお、このノードＢの電位Ｖｂ１は、ＶＤＤ２－Ｖｂ１＜Ｖth(N41)
も満たす。これは、薄膜トランジスタＮ４１をオフ動作させて、ノードＡの電位をＶａに
維持するために必要な条件である。
　やがて、リセットパルスがＬレベルからＨレベルになると（図３２（Ｂ））、今度は、
薄膜トランジスタＮ３４及びＮ３５がオン動作する。なお、薄膜トランジスタＮ４３は、
Ｈレベルのリセットパルスの入力によりダイオード接続となり、ノードＥの電位を上昇さ
せる。これにより、薄膜トランジスタＮ３５がオン動作し、ノードＣの電位が上昇する（
図３２（Ｇ））。
【０１５７】
　このノードＣの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３５のゲート電位（ノードＥの
電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３３の蓄積電荷分だけ上昇する（図３２（Ｄ）
）。上昇後の電位Ｖｅが、Ｖｅ－ＶＤＤ２＞Ｖth(N35) を満たすとき、薄膜トランジスタ
Ｎ３５のオン動作時にノードＣの電位が高位電源ＶＤＤ２になる（図３２（Ｇ））。
【０１５８】
　前述したようにノードＣが高位電源ＶＤＤ２まで立ち上がると、薄膜トランジスタＮ３
２がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が低位電源ＶＳＳに立ち下がる（図３２（Ｈ））。
　ところで、このリセットパルスがＨレベルの期間、薄膜トランジスタＮ３４もオン動作
している。このため、ノードＢの電位は低位電源ＶＳＳに制御される（図３２（Ｅ））。
また、これに伴い、出力段を構成する薄膜トランジスタＮ３１のゲート電位（ノードＡの
電位）も、低位電源ＶＳＳに低下する（図３２（Ｆ））。
【０１５９】
　やがて、リセットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時に、
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容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノードＣに飛び込むことになる。
図３２（Ｇ）に示すように、ノードＣの電位はＨレベルを維持しながらも、その電位は高
位電源ＶＤＤ２からＶｃ２に低下する。
【０１６０】
　このとき、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N32) を満たすとき、薄膜
トランジスタＮ３２のオン状態が継続し、出力端ＯＵＴの電位が低位電源ＶＳＳに維持さ
れる（図３２（Ｈ））。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N37) を満たすことで、薄膜ト
ランジスタＮ３７がオン動作し、ノードＢに低位電源ＶＳＳの印加を継続する。
【０１６１】
　このことは、ノードＢがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジ
スタＮ３１のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＨレベルに切り替わるまでノードＢの電位は低位電源ＶＳＳに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＮ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０１６２】
（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路４５の場合には、出力
パルスの信号振幅に対してセットパルスやリセットパルスの信号振幅を小さくできるだけ
でなく、バッファ回路の内部についても最終出力段以外で低振幅化を実現できる。このた
め、前段回路（例えばシフトレジスタ）だけでなく、バッファ回路４５で消費される電力
についても他の形態例以上に小さくできる。
【０１６３】
（Ｂ－６）形態例６
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路４５を説明する。
（ａ）回路構成
　図３３にバッファ回路４５の６つ目の形態例を示す。なお、図３３には、図３１との対
応部分に同一符号を付して示す。
【０１６４】
　この形態例に係るバッファ回路４５は、形態例５に係る回路構成から薄膜トランジスタ
Ｎ４１、Ｎ４２、Ｎ４３を除いた回路構成と同じである。すなわち、第１及び第２の入力
段におけるブートストラップ動作を採用しない回路構成を提案する。
【０１６５】
（ｂ）駆動動作
　続いて、図３４に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。
　なお、図３４（Ａ）は、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の電位状態を示す。図３４（Ｂ
）は、リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の電位状態を示す。
　図３４（Ｃ）は、薄膜トランジスタＮ３１のゲート電極配線（ノードＡ）の電位状態を
示す。
【０１６６】
　図３４（Ｄ）は、薄膜トランジスタＮ３２のゲート電極配線（ノードＣ）の電位状態を
示す。図３４（Ｅ）は、出力段の出力端ＯＵＴに現れる電位状態を示す。
　この形態例の場合も、図３４（Ａ）及び図３４（Ｂ）に示すように、セットパルス（入
力端ＩＮｓ）とリセットパルス（入力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＳＳとＶＤＤ２（＜Ｖ
ＤＤ１）の２値で与えられる。
【０１６７】
　この形態例に係るバッファ回路４５の場合、セットパルスがＨレベルに立ち上がるタイ
ミングで、薄膜トランジスタＮ３３とＮ３６がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電
位が上昇し(図３４（Ｃ）)、ノードＣは低位電源ＶＳＳに低下する（図３４（Ｄ））。
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　ノードＡの上昇に伴い、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１は充電され、閾値電圧Ｖth
(N31)を越えた時点で薄膜トランジスタＮ３１がオン動作する。
【０１６８】
　この結果、出力端ＯＵＴの電位が上昇を開始する。また、この出力端ＯＵＴの電位上昇
に伴うブートストラップ動作により、ノードＡの電位がＶａまで上昇する(図３４（Ｃ）)
。この上昇後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N31) を満たすとき、出力端ＯＵＴの
電位が高位電源ＶＤＤ１になる（図３４（Ｅ））。すなわち、セットパルスがレベルシフ
トされる。
【０１６９】
　やがて、セットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＡに飛び込もうとする。しかし
、ノードＡの電位は、出力端ＯＵＴの電位（高位電源ＶＤＤ１）にブートストラップ補完
容量Ｃｂ３１の電圧分を加算した電位Ｖａに保持されており、この飛び込みの影響をほと
んど受けない。従って、図３４（Ｃ）に示すように、ノードＡの電位は、直前までの電位
（すなわち、Ｖａ）を保持する。
【０１７０】
　ところで、ノードＣは、オン状態にある薄膜トランジスタＮ３８を通じて低位電源ＶＳ
Ｓに制御される。結果的に、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けずに済む。
　この電位状態は、リセットパルスがＬレベルからＨレベルに切り替わるまで保持される
。結果的に、薄膜トランジスタＮ３２のオフ動作点は変動せず、リーク電流を最小化する
ことができる。
【０１７１】
　やがて、リセットパルスがＨレベルになると（図３４（Ｂ））、今度は、薄膜トランジ
スタＮ３４とＮ３５がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電位は低位電源ＶＳＳに低
下し(図３４（Ｃ）)、ノードＣの電位は上昇する（図３４（Ｄ））。ただし、ノードＣの
電位は、第２の高位電源ＶＤＤ２に対して薄膜トランジスタＮ３５の閾値電圧Ｖth(N35) 
だけ低い電位で与えられる。すなわち、ＶＤＤ２－Ｖth(N35) まで上昇する。勿論、ＶＤ
Ｄ２－Ｖth(N35) －ＶＳＳ＞Ｖth(N32) である。
【０１７２】
　ノードＣがＨレベルに立ち上がると、薄膜トランジスタＮ３２がオン動作し、出力端Ｏ
ＵＴの電位が低位電源ＶＳＳに立ち下がる（図３４（Ｅ））。
　このリセットパルスがＨレベルのとき、薄膜トランジスタＮ３４もオン動作しているの
で、ノードＡの電位は低位電源ＶＳＳに制御される（図３４（Ｃ））。
【０１７３】
　やがて、リセットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時、薄
膜トランジスタンＮ３５の容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノード
Ｃに飛び込む。図３４（Ｄ）に示すように、ノードＣの電位はＨレベルを維持しながらも
、その電位はＶｃ２に低下する。
【０１７４】
　ただし、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N32) を満たしている。この
条件を満たす限り、薄膜トランジスタＮ３２のオン動作が継続し、出力端ＯＵＴへの低位
電源ＶＳＳの印加が継続される。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２は、同時に、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N37)
を満たす。この条件を満たす限り、薄膜トランジスタＮ３７はオン動作し、ノードＡの電
位を低位電源ＶＳＳに固定する。
【０１７５】
　従って、薄膜トランジスタＮ３４を通じてノードＡにリセットパルスの電位変化が飛び
込むことはなく、薄膜トランジスタＮ３１のオフ動作点はずれずに済む。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＨレベルに切り替わるまでノードＡの電位は低位電源ＶＳＳに保持される。結果
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的に、薄膜トランジスタＮ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０１７６】
（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路４５の場合には、形態
例５と同様の動作と効果を、より少ない素子数で実現できる。
【０１７７】
（Ｂ－７）形態例７
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路４５を説明する。
（ａ）回路構成
　図３５にバッファ回路４５の７つ目の形態例を示す。なお、図３５には、図３３との対
応部分に同一符号を付して示す。
【０１７８】
　この形態例に係るバッファ回路４５は、形態例６に係る回路構成から第２の高位電源Ｖ
ＤＤ２供給用の配線を削減した回路構成と同じである。このため、薄膜トランジスタＮ３
３及びＮ３５をダイオード接続とする回路構成を提案する。
　なお、図３５では出力段でレベルシフトを実行する駆動方式を採用するため、セットパ
ルスとリセットパルスの信号振幅をＶＳＳとＶＤＤ２で与えるが、レベルシフトを実行し
ない場合には、セットパルスとリセットパルスの信号振幅はＶＳＳとＶＤＤ１で良い。
【０１７９】
（ｂ）駆動動作
　続いて、図３６に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。なお、図３６（Ａ）～（Ｅ）に示す波形は、図３４（Ａ）～（
Ｅ）に示す各波形に対応する。
　この形態例の場合も、図３６（Ａ）及び図３６（Ｂ）に示すように、セットパルス（入
力端ＩＮｓ）とリセットパルス（入力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＳＳとＶＤＤ２（＜Ｖ
ＤＤ１）の２値で与えられる。
【０１８０】
　この形態例に係るバッファ回路４５の場合、セットパルスがＨレベルに立ち上がるタイ
ミングで、薄膜トランジスタＮ３３とＮ３６がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電
位が上昇し（図３６（Ｃ））、ノードＣは低位電源ＶＳＳに低下する（図３６（Ｄ））。
　ノードＡの上昇に伴い、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１は充電され、閾値電圧Ｖth
(N31)を越えた時点で薄膜トランジスタＮ３１がオン動作する。
【０１８１】
　この結果、出力端ＯＵＴの電位が上昇を開始する。また、この出力端ＯＵＴの電位上昇
に伴うブートストラップ動作により、ノードＡの電位がＶａまで上昇する(図３６（Ｃ）)
。この上昇後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N31) を満たすとき、出力端ＯＵＴの
電位が高位電源ＶＤＤ１になる（図３６（Ｅ））。すなわち、セットパルスがレベルシフ
トされる。
【０１８２】
　やがて、セットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＡに飛び込もうとする。しかし
、ノードＡの電位は、出力端ＯＵＴの電位（高位電源ＶＤＤ１）にブートストラップ補完
容量Ｃｂ３１の電圧分を加算した電位Ｖａに保持されており、この飛び込みの影響をほと
んど受けない。従って、図３６（Ｃ）に示すように、ノードＡの電位は、直前までの電位
（すなわち、Ｖａ）を保持する。
【０１８３】
　一方、ノードＣは、オン状態にある薄膜トランジスタＮ３８を通じて低位電源ＶＳＳに
制御される。結果的に、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けずに済む。
　この電位状態は、リセットパルスがＬレベルからＨレベルに切り替わるまで保持される
。結果的に、薄膜トランジスタＮ３２のオフ動作点は変動せず、リーク電流を最小化する
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ことができる。
【０１８４】
　やがて、リセットパルスがＨレベルになると（図３６（Ｂ））、今度は、薄膜トランジ
スタＮ３４とＮ３５がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電位は低位電源ＶＳＳに低
下し（図３６（Ｃ））、ノードＣの電位は上昇する（図３６（Ｄ））。ただし、ノードＣ
の電位は、高位電源ＶＤＤ２に対して薄膜トランジスタＮ３５の閾値電圧Ｖth(N35) だけ
低い電位で与えられる。すなわち、ＶＤＤ２－Ｖth(N35) まで上昇する。勿論、ＶＤＤ２
－Ｖth(N35) －ＶＳＳ＞Ｖth(N32) である。
【０１８５】
　ノードＣがＨレベルに立ち上がると、薄膜トランジスタＮ３２がオン動作し、出力端Ｏ
ＵＴの電位が低位電源ＶＳＳに立ち下がる（図３６（Ｅ））。
　ところで、リセットパルスがＨレベルのとき、薄膜トランジスタＮ３４もオン動作して
いるので、ノードＡの電位は低位電源ＶＳＳに制御される（図３６（Ｃ））。
【０１８６】
　やがて、リセットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時、薄
膜トランジスタンＮ３５の容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノード
Ｃに飛び込む。図３６（Ｄ）に示すように、ノードＣの電位はＨレベルを維持しながらも
、その電位はＶｃ２に低下する。
【０１８７】
　ただし、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N32) を満たしている。この
条件を満たす限り、薄膜トランジスタＮ３２のオン動作が継続し、出力端ＯＵＴへの低位
電源ＶＳＳの印加が継続される。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２は、同時に、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N37)
を満たす必要がある。この条件を満たす限り、薄膜トランジスタＮ３７はオン動作し、ノ
ードＡの電位を低位電源ＶＳＳに固定する。
【０１８８】
　従って、薄膜トランジスタＮ３４を通じてノードＡにリセットパルスの電位変化が飛び
込むことはなく、薄膜トランジスタＮ３１のオフ動作点はずれずに済む。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＨレベルに切り替わるまでノードＡの電位は低位電源ＶＳＳに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＮ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０１８９】
（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路４５の場合には、形態
例６の回路レイアウトから第２の高位電源用の配線を削減できる。結果的に、形態例６と
同様の動作と効果を、より少ないレイアウト面積で実現できる。
【０１９０】
（Ｂ－８）形態例８
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路４５を説明する。前述した各形態例の
場合では、一組のセットパルスとリセットパルスが入力されるバッファ回路について説明
したが、複数組のセットパルスとリセットパルスを入力するバッファ回路も構成できる。
　ここでは、２組のセットパルスとリセットパルスがバッファ回路に入力される場合につ
いて考える。
【０１９１】
　図３７に、形態例２に係るバッファ回路４５（図２５）における第１及び第２の入力段
を並列に接続した回路例を示す。
　図３７では、第１組のセットパルスとリセットパルスに対応する薄膜トランジスタＮ３
３、Ｎ３４、Ｎ３５、Ｎ３６、Ｎ４２及びＮ４３を、Ｎ３３１、Ｎ３４１、Ｎ３５１、Ｎ
３６１、Ｎ４２１及びＮ４３１で示す。
【０１９２】
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　また、図３７では、第２組のセットパルスとリセットパルスに対応する薄膜トランジス
タＮ３３、Ｎ３４、Ｎ３５、Ｎ３６、Ｎ４２及びＮ４３を、Ｎ３３２、Ｎ３４２、Ｎ３５
２、Ｎ３６２、Ｎ４２２及びＮ４３２で示す。
　このように、２組のセットパルスとリセットパルスを入力することができれば、出力パ
ルスのパルス幅やパルスの出力タイミングを複合的に可変できるバッファ回路を実現する
ことができる。
　なお、セットパルスとリセットパルスの入力数はそれぞれ必要に応じて決めれば良く、
またセットパルスとリセットパルスの入力数が同数である必要もない。制御信号（セット
パルス、リセットパルス）数が複数あるマルチ入力のバッファ回路を実現できる。
【０１９３】
　勿論、この形態例の構造は、この明細書で提案するその他の形態例についても適用可能
である。
　また、図３７の場合には、第１及び第２の入力段を構成するＮ３３１とＮ３３２、Ｎ３
４１とＮ３４２、Ｎ３５１とＮ３５２、Ｎ３６１とＮ３６２がそれぞれ出力端について並
列に接続されているが、これらの一部又は全部が、２つの動作電源（例えばＶＤＤ１とＶ
ＳＳ）の間に直列に接続されても良い。
【０１９４】
（Ｂ－９）形態例９
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路４５を説明する。
（ａ）回路構成
　前述した各形態例の場合には、出力段を構成する薄膜トランジスタＮ３１の一方の主電
極に高位電源ＶＤＤ１が接続される場合について説明した。
　しかしながら、この高位電源ＶＤＤ１に代えてパルス信号線（任意の制御パルスが与え
られる）を接続することもできる。
【０１９５】
　図３８に、形態例２の出力段を構成する薄膜トランジスタＮ３１に制御パルスＶpulse 
を印加する場合の回路構成を示す。なお、この形態例に係る回路構成は、その他の形態例
についても同様に適用できる。
【０１９６】
（ｂ）駆動動作
　図３９に、この形態例に係るセットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を示す。
　なお、図３９（Ａ）は、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の電位状態を示す。図３９（Ｂ
）は、リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の電位状態を示す。
　図３９（Ｃ）は、薄膜トランジスタＮ３３のゲート電極配線（ノードＤ）の電位状態を
示す。
【０１９７】
　図３９（Ｄ）は、薄膜トランジスタＮ３５のゲート電極配線（ノードＥ）の電位状態を
示す。図３９（Ｅ）は、第１の入力段の出力端が接続される制御配線（ノードＢ）の電位
状態を示す。図３９（Ｆ）は、薄膜トランジスタＮ３１のゲート電極配線（ノードＡ）の
電位状態を示す。図３９（Ｇ）は、第２の入力段の出力端が接続される制御配線（ノード
Ｃ）の電位状態を示す。図３９（Ｈ）は、別配線に印加される制御パルスＶpulse の電位
状態を示す。図３９（Ｉ）は、出力段の出力端ＯＵＴに現れる電位状態を示す。
【０１９８】
　まず、セットパルスがＨレベルに立ち上がるタイミングから説明する。
　セットパルスがＨレベルに立ち上がることで、第１の入力段のノードＤがＨレベルに立
ち上がる。これにより、薄膜トランジスタＮ３３がオン動作し、ノードＢの電位が上昇す
る（図３９（Ｅ））。
【０１９９】
　なお、ノードＢの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３３のゲート電位（ノードＤ
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の電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２の蓄積電荷分だけ上昇する（図３９（Ｃ
））。この上昇後の電位がＶｄである。この電位Ｖｄが、Ｖｄ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N33) を
満たすとき、薄膜トランジスタＮ３３のオン動作時にノードＢの電位が高位電源ＶＤＤ１
になる（図３９（Ｅ））。
【０２００】
　前述したようにノードＢが高位電源ＶＤＤ１まで立ち上がると、ノードＡの電位がＶＤ
Ｄ１－Ｖth(N41) で与えられる電位に変化する（図３９（Ｆ））。
　ただし、パルス信号線に印加される制御パルスＶpulse の電位は低位電源ＶＳＳである
ため（図３９（Ｈ））、出力端ＯＵＴの電位は低位電源ＶＳＳのままである（図３９（Ｉ
））。
　なお、このセットパルスがＨレベルの期間、薄膜トランジスタＮ３６がオン動作してい
るので、薄膜トランジスタＮ３２のゲート電位（ノードＣの電位）は、低位電源ＶＳＳに
制御される（図３９（Ｇ））。
【０２０１】
　やがて、セットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＢに飛び込むことになる。図３
９（Ｅ）に示すように、ノードＢの電位はＨレベルを維持しながらも、その電位は高位電
源ＶＤＤ１からＶｂ１に低下する。
【０２０２】
　このとき、ノードＢの電位Ｖｂ１が、Ｖｂ１－ＶＳＳ＞Ｖth(N38) を満たすとき、薄膜
トランジスタＮ３８がオン動作し、ノードＣに低位電源ＶＳＳを印加することができる。
このことは、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジス
タＮ３２のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
【０２０３】
　この電位状態は、ノードＢの電位がＶｂ１である間保持される。すなわち、リセットパ
ルスがＨレベルに切り替わるまでノードＣは低位電源ＶＳＳに保持される。結果的に、薄
膜トランジスタＮ３２のリーク電流を最小化することができる。
【０２０４】
　なお、このノードＢの電位Ｖｂ１は、ＶＤＤ１－Ｖｂ１＜Ｖth(N41)
も満たす。これは、薄膜トランジスタＮ４１をオフ動作させて、ノードＡのフローティン
グ状態を維持するのに必要な条件である。
　この形態例の場合、セットパルスが低位電源ＶＳＳに立ち下がったタイミング以降に、
Ｈレベルを高位電源ＶＤＤ１とする２つのパルスがパルス信号線に入力される（図３９（
Ｈ））。１つ目のパルスは、立ち上がりと立ち下がりの両方が矩形のパルスである。２つ
目のパルスは、立ち上がりのみ矩形であり、立ち下がりはなだらかである。
【０２０５】
　薄膜トランジスタＮ３１がオン動作状態で、この制御パルスＶpulse が入力されること
で、出力端ＯＵＴの電位が上昇する。この出力端ＯＵＴの電位の上昇に伴い、薄膜トラン
ジスタＮ３１のゲート電位（ノードＡの電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１の
蓄積電荷分だけ上昇する（図３９（Ｆ））。上昇後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＤＤ１＞Ｖth
(N31) を満たすとき、薄膜トランジスタＮ３１のオン動作時に出力端ＯＵＴの電位が高位
電源ＶＤＤ１になる（図３９（Ｉ））。
【０２０６】
　やがて、リセットパルスがＬレベルからＨレベルになると（図３９（Ｂ））、今度は、
薄膜トランジスタＮ３５がオン動作し、ノードＣの電位が上昇する（図３９（Ｇ））。な
お、ノードＣの電位の上昇に伴い、薄膜トランジスタＮ３５のゲート電位（ノードＥの電
位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３３の蓄積電荷分だけ上昇する（図３９（Ｄ））
。この上昇後の電位がＶｅである。この電位Ｖｅが、Ｖｅ－ＶＤＤ１＞Ｖth(N35) を満た
すとき、薄膜トランジスタＮ３５のオン動作時にノードＣの電位が高位電源ＶＤＤ１にな
る（図３９（Ｇ））。
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【０２０７】
　前述したようにノードＣが高位電源ＶＤＤ１まで立ち上がると、薄膜トランジスタＮ３
２がオン動作し、出力端ＯＵＴには低位電源ＶＳＳが供給される（図３９（Ｉ））。
　ところで、このリセットパルスがＨレベルの期間、薄膜トランジスタＮ３４もオン動作
している。従って、ノードＢの電位は低位電源ＶＳＳに制御される（図３９（Ｅ））。ま
た、これに伴い、出力段を構成する薄膜トランジスタＮ３１のゲート電位（ノードＡの電
位）も、低位電源ＶＳＳに低下する。
【０２０８】
　やがて、リセットパルスはＨレベルからＬレベルに立ち下がる。この電位の変化時に、
容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノードＣに飛び込む。図３９（Ｇ
）に示すように、ノードＣの電位はＨレベルを維持しながらも、その電位は高位電源ＶＤ
Ｄ１からＶｃ２に低下する。
【０２０９】
　このとき、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N32) を満たすとき、薄膜
トランジスタＮ３２のオン状態が継続し、出力端ＯＵＴの電位が低位電源ＶＳＳに維持さ
れる（図３９（Ｉ））。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＳＳ＞Ｖth(N37) を満たすことで、薄膜ト
ランジスタＮ３７がオン動作し、ノードＢに対する低位電源ＶＳＳの印加を継続する。
【０２１０】
　このことは、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジ
スタＮ３１のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＨレベルに切り替わるまでノードＢの電位は低位電源ＶＳＳに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＮ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０２１１】
（ｃ）効果
　この回路構成の採用により、ノードＡのブートストラップ動作は、パルス信号線に印加
される制御パルスＶpulse （図３９（Ｈ））が高位電源ＶＤＤ１に立ち上がるタイミング
に同期して実行される。従って、図３９（Ｉ）に示すように、セット信号の立ち上がりタ
イミングとリセット信号の立ち上がりタイミングで挟まれた期間に入力される制御パルス
Ｖpulse の電位変化を抜き出した出力パルスが出力端ＯＵＴに現れることになる。
【０２１２】
　このように、この形態例に係る回路構成の採用により、出力パルスの波形の調整が可能
になる。例えば出力パルスを複数回のパルスに分割したり、トランジェント（立ち上がり
・立ち下がり）特性を調整することが可能になる。
【０２１３】
（Ｃ）制御線駆動部の構成（ＰＭＯＳ型）
　続いて、画素アレイ部や制御線駆動部がＰＭＯＳのみで構成される場合に好適な制御線
駆動部の回路例について説明する。
　まず、画素アレイ部がＰＭＯＳ型の薄膜トランジスタ構造のみで形成される場合のサブ
画素１１の等価回路例を図４０及び図４１に示す。
【０２１４】
　図４０及び図４１に示すサブ画素１１の構成は、図２及び図３の各薄膜トランジスタを
ＮＭＯＳ型からＰＭＯＳ型に置き換えた以外は、基本的に同じ回路構成である。従って、
その駆動波形は、図４２に示すように、図４における書込制御線ＷＳＬと点灯制御線ＬＳ
ＬのＨレベルとＬレベルをそれぞれ入れ替えた関係になる。
【０２１５】
　因みに、図４０に示すサブ画素１１は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの点灯動作と消灯動作を
、点灯制御トランジスタＰ３のオン・オフ制御によって実現する駆動方式を採用する場合
の回路構成である。一方、図４１に示すサブ画素１１は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの点灯動
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作と消灯動作を、点灯制御線ＬＳＬの電位変化によって実現する駆動方式を採用する場合
の回路構成に対応する。なお、図４１の場合、点灯制御線ＬＳＬは電流供給線としても機
能する。
【０２１６】
　図４３に、ＰＭＯＳ型の薄膜トランジスタのみで形成される制御線駆動部の構成例を示
す。
　図４３に示す制御線駆動部は、セット信号転送用のシフトレジスタ６１と、リセット信
号転送用のシフトレジスタ６３と、各シフト段から出力されるセット信号とリセット信号
に基づいて相補動作するバッファ回路６５とで構成される。
【０２１７】
　なお、バッファ回路６５は、セット信号の入力によりＬレベルを出力し、リセット信号
の入力によりＨレベルを出力する。
　図４４に、この制御線駆動部の駆動パルス波形を示す。なお、図４４（Ａ）～（Ｃ）は
、セット信号転送用のシフトレジスタ６１の出力パルスscan1 を示す。また、図４４（Ｄ
）～（Ｆ）は、リセット信号転送用のシフトレジスタ６３の出力パルスscan2 を示す。ま
た、図４４（Ｇ）～（Ｉ）は、バッファ回路６５の出力パルスout を示す。
【０２１８】
　図４４（Ｇ）～（Ｉ）に示すように、バッファ回路６５の出力パルスout
のパルス幅は、バッファ回路６５に入力されるセット信号とリセット信号の入力タイミン
グの時間差に一致する。従って、セット信号とリセット信号の転送間隔を制御することに
より、バッファ回路６５の出力パルスout のパルス幅を自由に設定することが可能になる
。
　以下では、バッファ回路６５の形態例を説明する。
【０２１９】
（Ｃ－１）形態例１
　図４５にバッファ回路６５の１つ目の形態例を示し、図４６に対応する駆動波形を示す
。
　図４５に示すバッファ回路６５は、出力段７１と、第１の入力段７３と、第２の入力段
７５で構成される。
【０２２０】
　出力段７１は、低位電源ＶＳＳ１と高位電源ＶＤＤの間に、ＰＭＯＳ型の薄膜トランジ
スタＰ３１及びＰ３２を直列に接続した回路構成を有している。このうち、薄膜トランジ
スタＰ３１は低位電源ＶＳＳ１側に接続され、薄膜トランジスタＰ３２は高位電源ＶＤＤ
側に接続される。なお、薄膜トランジスタＰ３１とＰ３２の接続中点がバッファ回路６５
の出力端ＯＵＴになる。
【０２２１】
　この形態例の場合、薄膜トランジスタＰ３１のゲート電極と出力端の間には、ブートス
トラップ補完容量Ｃｂ３１を接続する。もっとも、薄膜トランジスタＰ３１のゲート容量
が十分大きい場合には、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１は配置しなくても良い。
【０２２２】
　また、出力段７１には、薄膜トランジスタＰ３１のブートストラップ時のゲート電位Ｖ
ｇと第１の入力段７３の出力電位との電位差を吸収するための薄膜トランジスタＰ４１が
配置される。ここで、ＰＭＯＳ型の薄膜トランジスタＰ４１の主電極の一方は、薄膜トラ
ンジスタＰ３１のゲート電極配線（制御配線であるノードＡ）に接続され、他方は制御配
線であるノードＢに接続される。また、薄膜トランジスタＰ４１のゲート電極は、低位電
源ＶＳＳ１に接続される。
【０２２３】
　なお、ノードＢには、電位保持用の容量（以下、「保持容量」という。）Ｃｓ１が接続
される。同様に、薄膜トランジスタＰ３２のゲート電極配線（制御配線であるノードＣ）
には、保持容量Ｃｓ２が接続される。これらは、ノードＢ及びＣの配線容量が小さい場合



(33) JP 5141363 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

に、その補完用に接続される。これらの補完容量を配置することにより、薄膜トランジス
タのオフリークや配線間容量を介した飛び込み等の誤動作の要因となるノード電位の変動
を小さくすることができる。
【０２２４】
　第１の入力段７３と第２の入力段７５は、基本的に出力段７１と同じ回路構成である。
　まず、第１の入力段７３の回路構成を説明する。第１の入力段７３は、低位電源ＶＳＳ
１と高位電源ＶＤＤの間に、ＰＭＯＳ型の薄膜トランジスタＰ３３及びＰ３４を直列に接
続した回路構成を有している。このうち、薄膜トランジスタＰ３３は低位電源ＶＳＳ１側
に接続され、薄膜トランジスタＰ３４は高位電源ＶＤＤ側に接続される。なお、薄膜トラ
ンジスタＰ３３とＰ３４の接続中点が出力端となり、ノードＢに接続される。
【０２２５】
　また、薄膜トランジスタＰ３３のゲート電極と出力端の間には、ブートストラップ補完
容量Ｃｂ３２が接続される。やはり、薄膜トランジスタＰ３３のゲート容量が十分大きい
場合には、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２は配置しなくても良い。
　また、薄膜トランジスタＰ３３のブートストラップ時のゲート電位Ｖｇとセットパルス
用の入力端に現れる電位との間に生じる電位差を吸収する薄膜トランジスタＰ４２が配置
される。
【０２２６】
　ここで、ＰＭＯＳ型の薄膜トランジスタＰ４２の主電極の一方は、薄膜トランジスタＰ
３３のゲート電極配線（制御配線であるノードＤ）に接続され、他方はセットパルス用の
入力端ＩＮｓに接続される。また、薄膜トランジスタＰ４２のゲート電極は、低位電源Ｖ
ＳＳ１に接続される。
　一方、薄膜トランジスタＰ３４のゲート電極は、リセットパルス用の入力端ＩＮｒに接
続される。このように、第１の入力段７３は、セットパルスとリセットパルスによって動
作が制御される。
【０２２７】
　次に、第２の入力段７５の回路構成を説明する。第２の入力段７５は、低位電源ＶＳＳ
１と高位電源ＶＤＤの間に、ＰＭＯＳ型の薄膜トランジスタＰ３５及びＰ３６を直列に接
続した回路構成を有している。このうち、薄膜トランジスタＰ３５は低位電源ＶＳＳ１側
に接続され、薄膜トランジスタＰ３６は高位電源ＶＤＤ側に接続される。なお、薄膜トラ
ンジスタＰ３５とＰ３６の接続中点が出力端となり、ノードＣに接続される。
【０２２８】
　また、薄膜トランジスタＰ３５のゲート電極と出力端の間には、ブートストラップ補完
容量Ｃｂ３３が接続される。やはり、薄膜トランジスタＰ３５のゲート容量が十分大きい
場合には、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３３は配置しなくても良い。
　また、薄膜トランジスタＰ３５のブートストラップ時のゲート電位Ｖｇとリセットパル
ス用の入力端に現れる電位との間に生じる電位差を吸収する薄膜トランジスタＰ４３が配
置される。
【０２２９】
　ここで、ＰＭＯＳ型の薄膜トランジスタＰ４３の主電極の一方は、薄膜トランジスタＰ
３５のゲート電極配線（制御配線であるノードＥ）に接続され、他方はリセットパルス用
の入力端ＩＮｒに接続される。また、薄膜トランジスタＰ４３のゲート電極は、低位電源
ＶＳＳ１に接続される。
【０２３０】
　一方、薄膜トランジスタＰ３６のゲート電極は、セットパルス用の入力端ＩＮｓに接続
される。このように、第２の入力段７５におけるセットパルスとリセットパルスの薄膜ト
ランジスタとの接続関係は、第１の入力段７３の接続関係と逆の関係に設定される。
　なお、各薄膜トランジスタＰ３１（Ｐ３３，Ｐ３５）のブートゲインｇb は次式で与え
られる。
　ｇb ＝（Ｃｇ＋Ｃｂ）／（Ｃｇ＋Ｃｂ＋Ｃｐ）
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【０２３１】
　ただし、Ｃｇはゲート容量であり、Ｃｂは薄膜トランジスタのゲート電極に接続するブ
ートストラップ補完容量であり、ＣｐはノードＡ（ノードＤ，ノードＥ）の寄生容量（Ｃ
ｇ、Ｃｂを除いた配線容量）である。
　寄生容量Ｃｐの存在がブートストラップゲインを劣化させる原因である。従って、前述
したように、ブートストラップ補完容量を配置してブートストラップゲインを上げること
が、各薄膜トランジスタのオン動作を確実にする上で好ましい。
【０２３２】
（ｂ）駆動動作
　続いて、図４６に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。
　図４６（Ａ）は、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の電位状態を示す。図４６（Ｂ）は、
リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の電位状態を示す。
　図４６（Ｃ）は、薄膜トランジスタＰ３３のゲート電極配線（ノードＤ）の電位状態を
示す。
【０２３３】
　図４６（Ｄ）は、薄膜トランジスタＰ３５のゲート電極配線（ノードＥ）の電位状態を
示す。図４６（Ｅ）は、第１の入力段７３の出力端が接続される制御配線（ノードＢ）の
電位状態を示す。図４６（Ｆ）は、薄膜トランジスタＰ３１のゲート電極配線（ノードＡ
）の電位状態を示す。図４６（Ｇ）は、第２の入力段７５の出力端が接続される制御配線
（ノードＣ）の電位状態を示す。図４６（Ｈ）は、出力段７１の出力端ＯＵＴに現れる電
位状態を示す。
【０２３４】
　図４６に示すように、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の信号振幅は、ＶＳＳとＶＤＤ１
の２値で与えられる。一方、リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＳＳとＶ
ＤＤ１の２値で与えられる。このように、シフトレジスタ６１及び６３から与えられるパ
ルス信号は、バッファ回路６５に供給される２つの電源電位と同じである。
【０２３５】
　この形態例の場合、セットパルスがＬレベルに立ち下がるタイミングは、出力段７１の
出力端に現れる出力パルスの立ち下がりタイミングを与えるタイミングとして規定されて
いる。一方、リセットパルスがＬレベルに立ち下がるタイミングは、出力段７１の出力端
に現われる出力パルスの立ち上がりタイミングを与えるタイミングとして規定されている
。図４６（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、セットパルスがまずＬレベルに立ち下がり、遅
れてリセットパルスがＬレベルに立ち下がる。
【０２３６】
　まず、セットパルスがＬレベルに立ち下がるタイミングで、第１の入力段７３のノード
ＤがＬレベルに立ち下がる。これにより、薄膜トランジスタＰ３３がオン動作し、ノード
Ｂの電位が低下する（図４６（Ｅ））。
【０２３７】
　なお、ノードＢの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３３のゲート電位（ノードＤ
の電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２の蓄積電荷分だけ低下する（図４６（Ｃ
））。この低下後の電位がＶｄである。この電位Ｖｄが、Ｖｄ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P33) を
満たすとき、薄膜トランジスタＰ３３のオン動作時にノードＢの電位が低位電源ＶＳＳ１
になる（図４６（Ｅ））。
【０２３８】
　前述したようにノードＢが低位電源ＶＳＳ１まで立ち下がると、ノードＡの電位もＬレ
ベルに低下して薄膜トランジスタＰ３１がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が低下する（
図４６（Ｈ））。
　なお、出力端ＯＵＴの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３１のゲート電位（ノー
ドＡの電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１の蓄積電荷分だけ低下する（図４６
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（Ｆ））。この低下後の電位がＶａである。この電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P31
) を満たすとき、薄膜トランジスタＰ３１のオン動作時に出力端ＯＵＴの電位が低位電源
ＶＳＳ１になる（図４６（Ｈ））。
【０２３９】
　ところで、このセットパルスがＬレベルの期間では、薄膜トランジスタＰ３６もオン動
作している。このため、出力段７１を構成する薄膜トランジスタＰ３２のゲート電位（ノ
ードＣの電位）は、高位電源ＶＤＤに制御される（図４６（Ｇ））。
　やがて、セットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。しかし、ノードＢ及びＣ
には保持容量Ｃｓ１及びＣｓ２が接続されており、セットパルスがＬレベルのときの電位
状態が保持されている。従って、この電位状態が、リセットパルスがＨレベルからＬレベ
ルに切り替わるまで保持される。
【０２４０】
　リセットパルスがＬレベルになると（図４６（Ｂ））、今度は、薄膜トランジスタＰ３
５がオン動作し、ノードＣの電位が低下する（図４６（Ｇ））。なお、ノードＣの電位の
低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３５のゲート電位（ノードＥの電位）は、ブートストラ
ップ補完容量Ｃｂ３３の蓄積電荷分だけ低下する（図４６（Ｄ））。この低下後の電位が
Ｖｅである。この電位Ｖｅが、Ｖｅ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P35) を満たすとき、薄膜トランジ
スタＰ３５のオン動作時にノードＣの電位が低位電源ＶＳＳ１になる（図４６（Ｇ））。
【０２４１】
　前述したようにノードＣが低位電源ＶＳＳ１まで立ち下がると、薄膜トランジスタＰ３
２がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が高位電源ＶＤＤに立ち上がる（図４６（Ｈ））。
　ところで、このリセットパルスがＬレベルの期間では、薄膜トランジスタＰ３４もオン
動作している。このため、ノードＢの電位は高位電源ＶＤＤに制御される（図４６（Ｅ）
）。また、これに伴い、出力段７１を構成する薄膜トランジスタＰ３１のゲート電位（ノ
ードＡの電位）も、高位電源ＶＤＤに上昇する。
【０２４２】
　やがて、リセットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。しかし、ノードＢ及び
Ｃには保持容量Ｃｓ１及びＣｓ２が接続されており、リセットパルスがＬレベルのときの
電位状態が保持されている。従って、この電位状態が、セットパルスがＨレベルからＬレ
ベルに切り替わるまで保持される。
【０２４３】
　以上の動作により、セットパルスがＬレベルに立ち下がるタイミングで出力パルスがＬ
レベルに立ち下がり、リセットパルスがＬレベルに立ち下がるタイミングで出力パルスが
Ｈレベルに立ち上がるバッファ回路６５が実現される。
【０２４４】
（ｃ）効果
　以上説明したように、形態例に係る回路構成のバッファ回路６５の採用により、セット
パルスとリセットパルスが駆動すべき負荷は、それぞれ薄膜トランジスタＰ３３、Ｐ３６
とＰ３４、Ｐ３５のゲート容量に限定できる。従って、セットパルス及びリセットパルス
の供給源に求められる駆動能力を小さくすることができる。このため、当該駆動パルスの
供給源における消費電力を小さくできる。
【０２４５】
　また、第１及び第２の入力段を配置したことにより、セットパルスとリセットパルスが
共にＨレベルの期間にも、出力段７１を構成する薄膜トランジスタＰ３１及びＰ３２の制
御配線（ノードＡ及びＣ）に対する電位の供給を継続することができる。このため、出力
段７１に電流負荷が接続される場合でも、出力パルスの電位を保持し続けることができる
。
【０２４６】
　すなわち、形態例に係るバッファ回路を、図４１に示すサブ画素１１の点灯制御線ＬＳ
Ｌを駆動する第２の制御線駆動部３５に実装することができる。勿論、その他の制御線を



(36) JP 5141363 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

駆動する制御線駆動部に対しても適用することができる。例えばサブ画素１１内の薄膜ト
ランジスタのゲート電極電圧を制御する第１の制御線駆動部３３にも形態例に係るバッフ
ァ回路に適用することができる。
【０２４７】
　また、図４６（Ｆ）及び（Ｇ）に示すように、２つの薄膜トランジスタＰ３１とＰ３２
が同時にオン状態に制御されることはない。すなわち、薄膜トランジスタＰ３１とＰ３２
は相補的に動作する。従って、出力段７１に貫通電流が流れることはなく、ＣＭＯＳ型の
出力バッファと同じ低消費電力型の動作が可能な片チャネル型のバッファ回路を実現する
ことができる。
【０２４８】
（Ｃ－２）形態例２
（ａ）形態例１の注意点
　前述したように、形態例１に係る回路構成のバッファ回路６５は、基本的に貫通電流が
流れない低消費電力型の回路デバイスである。ところで、形態例１に係るバッファ回路６
５の場合には、ブートストラップゲインを高めるため、薄膜トランジスタＰ３３及びＰ３
５のゲート容量やブートストラップ補完容量Ｃｂ３２及びＣｂ３３の容量値を大きな値に
定めている。
【０２４９】
　しかし、容量が大きいということは、セットパルスやリセットパルスの電位変化が、各
入力段の出力端（ノードＢ及びＣ）に飛び込み易くなることを意味する。具体的には、セ
ットパルスやリセットパルスがＬレベルからＨレベルに変化する際の電位変化によって、
出力端（ノードＢ及びＣ）の電位が想定電位から上昇する現象が発生する。この際、ゲー
ト拡散容量やブートストラップ補完容量Ｃｂ３２及びＣｂ３３はカップリング容量として
機能する。ゲート拡散容量とは、薄膜トランジスタのゲート－ソース（又はゲート－ドレ
イン）間の寄生容量のことである。ゲート容量とは、薄膜トランジスタがオン動作してい
るときにできるチャネル－ゲート間の容量である。
【０２５０】
　図４７に、ゲート拡散容量やブートストラップ補完容量Ｃｂ３２及びＣｂ３３を通じて
発生するパルスの飛び込みを加味したタイミングチャートを示す。
　ノードＢ（図４７（Ｅ））では、低位電源ＶＳＳ１であるべき電位がＶｂ１に上昇し、
高位電源ＶＤＤであるべき電位がＶｂ２に上昇することが分かる。また、ノードＣ（図４
７（Ｇ））では、低位電源ＶＳＳ１であるべき電位がＶｃ２に上昇し、高位電源ＶＤＤで
あるべき電位がＶｃ１に上昇することが分かる。
【０２５１】
　図４７にも示すように、セットパルスとリセットパルスが共にＨレベルの期間は、ノー
ドＢやノードＣがフローティング状態で動作する。このため、パルスの飛び込みによる電
位上昇は、図４５に示す回路構成を採用する限り、避け得ないものである。もっとも、パ
ルスの飛び込み量が小さければ、バッファ回路６５の動作上問題になることはない。駆動
動作に問題が生じないのは、ＶＳＳ１－Ｖｂ１＞Ｖth(P41) 及びＶｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P
32) を満たす場合である。
【０２５２】
　ＶＳＳ１－Ｖｂ１＞Ｖth(P41) を満たせば、ノードＡのフローティング期間中も、薄膜
トランジスタＰ４１がオン動作することはなく、ノードＡはブートストラップ電位Ｖａを
保持することができる。従って、出力パルスのＬレベルとして低位電源ＶＳＳ１が出力さ
れる。
　また、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P32) を満たせば、薄膜トランジスタＰ３２のオン動作が
可能となり、出力パルスを確実に高位電源ＶＤＤに引き上げることができる。
【０２５３】
　ただし、低消費電力化を考慮すると、ノードＢ及びＣの電位がパルスの飛び込みによっ
て高位電源ＶＤＤより高い電位に上昇することが問題になる。
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　図４８に、ＰＭＯＳトランジスタにおけるＩｄｓ－Ｖｇｓ特性を示す。図４８に示すよ
うに、一般的な構造のＰＭＯＳトランジスタでは、ゲート・ソース間電圧Ｖｇｓが正（＞
０）の領域で電流Ｉｄｓが増加する傾向がある。この現象をＩｂａｃｋが跳ねると表現す
る。図４９に、薄膜トランジスタＰ４１のＩｄｓ－Ｖｇｓ特性の測定結果を示す。
【０２５４】
　図４９からは、Ｉｂａｃｋが跳ねていること、Ｉｂａｃｋの跳ね方にバラツキがあるこ
とが分かる。
　消費電力の観点からは（貫通電流を最小化する観点からは）、オフ動作時における薄膜
トランジスタＰ３１及びＰ３２のゲート・ソース間電圧Ｖgsが、Ｉｄｓが最も低くなるＶ
ｇｓ＝０付近であることが望まれる。
【０２５５】
　ところが、前述の通り、パルスの飛込みによりノードＢ（Ａ）及びＣの電位が高位電源
ＶＤＤ（＝０Ｖ）より高くなると、薄膜トランジスタＰ３１及びＰ３２の動作点は、Ｉｂ
ａｃｋの跳ねている領域に遷移してしまう。しかも、図４９に示したように、この領域の
リーク電流Ｉｄｓは、薄膜トランジスタの特性バラツキの影響を受ける。
　通常、相補回路では、オン電流に対してオフ電流が十分に小さければ駆動上問題ないが
、出力パルスの立ち上がり立下り（トランジェント）特性を考えると、そのリーク電流Ｉ
ｄｓの差が出力パルスの波形に影響する。
【０２５６】
（ｂ）回路構成
　そこで、この形態例では、リーク電流が少なく、かつ、リーク電流のバラツキも少ない
オフ動作点で薄膜トランジスタＰ３１及びＰ３２を動作させることができる回路構成を提
案する。具体的には、ノードＢ及びノードＣがＨレベルの期間にフローティング状態にな
るのを無くす構成、すなわちノードＢ及びノードＣのＨレベルを高位電源ＶＤＤに固定で
きる回路構成を提案する。
【０２５７】
　図５０に、バッファ回路６５の２つ目の形態例を示す。なお、図５０には、図４５との
対応部分に同一符号を付して示す。
　この形態例に係るバッファ回路６５の基本的な回路構成は、形態例１に係るバッファ回
路６５の回路構成から保持容量Ｃｓ１及びＣｓ２を除いた回路構成と同じである。
【０２５８】
　違いは、ノードＣがＬレベルの期間、ノードＢに高位電源ＶＤＤの供給を継続する薄膜
トランジスタＰ３７を設ける点と、ノードＢがＬレベルの期間、ノードＣに高位電源ＶＤ
Ｄの供給を継続する薄膜トランジスタＰ３８を設ける点の２点である。
【０２５９】
　具体的には、薄膜トランジスタＰ３７の一方の主電極をノードＢに接続し、他方の主電
極を高位電源ＶＤＤに接続し、ゲート電極をノードＣに接続する。
　また、薄膜トランジスタＰ３８の一方の主電極をノードＣに接続し、他方の主電極を高
位電源ＶＤＤに接続し、ゲート電極をノードＢに接続する。
【０２６０】
（ｃ）駆動動作
　続いて、図５１に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。
　なお、図５１（Ａ）～図５１（Ｈ）に示す波形は、それぞれ図４６（Ａ）～図４６（Ｈ
）の各波形に対応する。
【０２６１】
　この形態例の場合も、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の信号振幅とリセットパルス（入
力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＤＤとＶＳＳ１の２値で与えられる。
　まず、セットパルスがＬレベルに立ち下がるタイミングで、第１の入力段のノードＤが
Ｌレベルに立ち下がる。これにより、薄膜トランジスタＰ３３がオン動作し、ノードＢの
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電位が低下する（図５１（Ｅ））。
【０２６２】
　このノードＢの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３３のゲート電位（ノードＤの
電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２の蓄積電荷分だけ低下する（図５１（Ｃ）
）。低下後の電位Ｖｄが、Ｖｄ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P33) を満たすとき、薄膜トランジスタ
Ｐ３３のオン動作時にノードＢの電位が低位電源ＶＳＳ１になる（図５１（Ｅ））。
【０２６３】
　前述したようにノードＢが低位電源ＶＳＳ１まで立ち下がると、ノードＡの電位もＬレ
ベルに低下して薄膜トランジスタＰ３１がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が低下する（
図５１（Ｈ））。
　なお、出力端ＯＵＴの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３１のゲート電位（ノー
ドＡの電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１の蓄積電荷分だけ低下する（図５１
（Ｆ））。低下後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P31) を満たすとき、薄膜トラン
ジスタＰ３１のオン動作時に出力端ＯＵＴの電位が低位電源ＶＳＳ１になる（図５１（Ｈ
））。
【０２６４】
　ところで、このセットパルスがＬレベルの期間、薄膜トランジスタＰ３６もオン動作し
ている。このため、出力段を構成する薄膜トランジスタＰ３２のゲート電位（ノードＣの
電位）は、高位電源ＶＤＤに制御される（図５１（Ｇ））。
　やがて、セットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＢに飛び込むことになる。図５
１（Ｅ）に示すように、ノードＢの電位はＬレベルを維持しながらも、その電位は低位電
源ＶＳＳ１からＶｂ１に上昇する。
【０２６５】
　このとき、ノードＢの電位Ｖｂ１が、Ｖｂ１－ＶＤＤ＜Ｖth(P38) を満たすとき、薄膜
トランジスタＰ３８がオン動作し、ノードＣに高位電源ＶＤＤを印加することができる。
このことは、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジス
タＰ３２のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＢの電位がＶｂ１である間保持される。すなわち、リセットパ
ルスがＬレベルに切り替わるまでノードＣは高位電源ＶＤＤに保持される。結果的に、薄
膜トランジスタＰ３２のリーク電流を最小化することができる。
【０２６６】
　なお、このノードＢの電位Ｖｂ１は、ＶＳＳ１－Ｖｂ１＞Ｖth(P41)
も満たす。これは、薄膜トランジスタＰ４１をオフ動作させて、ノードＡをフローティン
グ状態にし、ノードＡの電位をＶａに維持するのに必要な条件である。
【０２６７】
　やがて、リセットパルスがＨレベルからＬレベルになると（図５１（Ｂ））、今度は、
薄膜トランジスタＰ３５がオン動作し、ノードＣの電位が低下する（図５１（Ｇ））。な
お、ノードＣの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３５のゲート電位（ノードＥの電
位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３３の蓄積電荷分だけ低下する（図５１（Ｄ））
。この低下後の電位がＶｅである。この電位Ｖｅが、Ｖｅ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P35) を満た
すとき、薄膜トランジスタＰ３５のオン動作時にノードＣの電位が低位電源ＶＳＳ１にな
る（図５１（Ｄ））。
【０２６８】
　前述したようにノードＣが低位電源ＶＳＳ１まで立ち下がると、薄膜トランジスタＰ３
２がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が高位電源ＶＤＤに立ち上がる（図５１（Ｈ））。
　ところで、このリセットパルスがＬレベルの期間、薄膜トランジスタＰ３４もオン動作
している。このため、ノードＢの電位は高位電源ＶＤＤに制御される（図５１（Ｅ））。
また、これに伴い、出力段を構成する薄膜トランジスタＰ３１のゲート電位（ノードＡの
電位）も、高位電源ＶＤＤになる。
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【０２６９】
　やがて、リセットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時に、
容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノードＣに飛び込むことになる。
図５１（Ｇ）に示すように、ノードＣの電位はＬレベルを維持しながらも、その電位は低
位電源ＶＳＳ１からＶｃ２に上昇する。
【０２７０】
　このとき、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P32) を満たすとき、薄膜
トランジスタＰ３２のオン状態が継続し、出力端ＯＵＴの電位が高位電源ＶＤＤに維持さ
れる（図５１（Ｈ））。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P37) を満たすことで、薄膜ト
ランジスタＰ３７がオン動作し、ノードＢに対する高位電源ＶＤＤの印加を継続する。
【０２７１】
　このことは、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジ
スタＰ３１のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＬレベルに切り替わるまでノードＢの電位は高位電源ＶＤＤに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＰ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０２７２】
（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路６５の場合には、形態
例１と同様の動作と効果に加え、隣接配線からのパルスの飛び込みに強く、リーク電流も
少なく済むバッファ回路を実現できる。
【０２７３】
（Ｃ－３）形態例３
　ここでは、形態例２の変形例に係るバッファ回路４５を説明する。
（ａ）回路構成
　図５２にバッファ回路６５の３つ目の形態例を示す。なお、図５２には、図５０との対
応部分に同一符号を付して示す。
【０２７４】
　この形態例に係るバッファ回路６５は、形態例２に係る回路構成から薄膜トランジスタ
Ｐ４１、Ｐ４２、Ｐ４３を除いた回路構成と同じである。このことは、第１及び第２の入
力段におけるブートストラップ動作を採用しないことを意味する。
【０２７５】
（ｂ）駆動動作
　続いて、図５３に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。
　なお、図５３（Ａ）は、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の電位状態を示す。図５３（Ｂ
）は、リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の電位状態を示す。
　図５３（Ｃ）は、薄膜トランジスタＰ３１のゲート電極配線（ノードＡ）の電位状態を
示す。
【０２７６】
　図５３（Ｄ）は、薄膜トランジスタＰ３２のゲート電極配線（ノードＣ）の電位状態を
示す。図５３（Ｅ）は、出力段の出力端ＯＵＴに現れる電位状態を示す。
　この形態例の場合も、セットパルス（入力端ＩＮｓ）とリセットパルス（ＩＮｒ）の信
号振幅は、ＶＤＤとＶＳＳ１の２値で与えられる。
【０２７７】
　この形態例に係るバッファ回路６５の場合、セットパルスがＬレベルに立ち下がるタイ
ミングで、薄膜トランジスタＰ３３とＰ３６がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電
位が低下し（図５３（Ｃ））、ノードＣは高位電源ＶＤＤに上昇する（図５３（Ｄ））。
　ノードＡの低下に伴い、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１は充電され、閾値電圧Ｖth
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(P31)を越えた時点で薄膜トランジスタＰ３１がオン動作する。
【０２７８】
　この結果、出力端ＯＵＴの電位が低下を開始する。また、この出力端ＯＵＴの電位低下
に伴うブートストラップ動作により、ノードＡの電位がＶａまで低下する(図５３（Ｃ）)
。この低下後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P31) を満たすとき、出力端ＯＵＴの
電位が低位電源ＶＳＳ１になる（図５３（Ｅ））。
【０２７９】
　やがて、セットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＡに飛び込もうとする。しかし
、ノードＡの電位は、出力端ＯＵＴの電位（低位電源ＶＳＳ１）からブートストラップ補
完容量Ｃｂ３１の電圧分を減算した電位Ｖａに保持されており、この飛び込みの影響をほ
とんど受けない。従って、図５３（Ｃ）に示すように、ノードＡの電位は、直前までの電
位を保持する。
【０２８０】
　一方、ノードＣは、薄膜トランジスタＰ３８がオン動作することを通じて高位電源ＶＤ
Ｄに制御される。結果的に、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けずに済む。
　この電位状態は、リセットパルスがＨレベルからＬレベルに切り替わるまで保持される
。結果的に、薄膜トランジスタＰ３２のオフ動作点は変動せず、リーク電流を最小化する
ことができる。
【０２８１】
　やがて、リセットパルスがＬレベルになると（図５３（Ｂ））、今度は、薄膜トランジ
スタＰ３４とＰ３５がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電位は高位電源ＶＤＤに上
昇し（図５３（Ｃ））、ノードＣの電位は低下する（図５３（Ｄ））。ただし、ノードＣ
の電位は、低位電源ＶＳＳ１に対して薄膜トランジスタＰ３５の閾値電圧Ｖth(P35) だけ
高い電位で与えられる。すなわち、ＶＳＳ１－Ｖth(P35) まで上昇する。勿論、ＶＳＳ１
－Ｖth(P35) －ＶＤＤ＜Ｖth(P32) である。
【０２８２】
　ノードＣがＬレベルに立ち下がると、薄膜トランジスタＰ３２がオン動作し、出力端Ｏ
ＵＴの電位が高位電源ＶＤＤに立ち上がる（図５３（Ｅ））。
　ところで、リセットパルスがＬレベルのとき、薄膜トランジスタＰ３４もオン動作して
いるので、ノードＡの電位は高位電源ＶＤＤに制御される（図５３（Ｃ））。
【０２８３】
　やがて、リセットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時、薄
膜トランジスタンＰ３５の容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノード
Ｃに飛び込む。図５３（Ｄ）に示すように、ノードＣの電位はＬレベルを維持しながらも
、その電位はＶｃ２に上昇する。
【０２８４】
　ただし、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P32) を満たす。この条件を
満たす限り、薄膜トランジスタＰ３２のオン動作が継続し、出力端ＯＵＴへの高位電源Ｖ
ＤＤの印加が継続される。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２は、同時に、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P37)
を満たす。この条件を満たす限り、薄膜トランジスタＰ３７はオン動作し、ノードＡの電
位を高位電源ＶＤＤに固定する。
【０２８５】
　従って、薄膜トランジスタＰ３４を通じてノードＡにリセットパルスの電位変化が飛び
込むことはなく、薄膜トランジスタＰ３１のオフ動作点はずれずに済む。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＬレベルに切り替わるまでノードＡの電位は高位電源ＶＤＤに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＰ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０２８６】
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（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路６５の場合には、形態
例２と同様の動作と効果が得られるバッファ回路をより少ない素子数で実現できる。
【０２８７】
（Ｃ－４）形態例４
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路６５を説明する。
（ａ）回路構成
　図５４にバッファ回路６５の４つ目の形態例を示す。なお、図５４には、図５０との対
応部分に同一符号を付して示す。
【０２８８】
　この形態例に係るバッファ回路６５は、形態例２に係る回路構成のうち第１及び第２の
入力段の部分でレベルシフトを実現する回路構成に対応する。
　このため、第１及び第２の入力段を構成する薄膜トランジスタＰ４２及びＰ４３のゲー
ト電極を第２の低位電源ＶＳＳ２（＞ＶＳＳ１）に接続する構造を採用する。これにより
、セットパルスとリセットパルスを低振幅化し、前段回路における更なる低消費電力化を
実現する。
【０２８９】
（ｂ）駆動動作
　続いて、図５５に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。なお、図５５（Ａ）～図５５（Ｈ）に示す波形は、それぞれ図
５１（Ａ）～図５１（Ｈ）の各波形に対応する。
　この形態例の場合も、図５５（Ａ）及び図５５（Ｂ）に示すように、セットパルス（入
力端ＩＮｓ）とリセットパルス（入力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＤＤとＶＳＳ２（＞Ｖ
ＳＳ１）の２値で与えられる。
【０２９０】
　まず、セットパルスがＬレベルに立ち下がるタイミングで、薄膜トランジスタＰ３３及
びＰ３６がオン動作する。なお、薄膜トランジスタＰ４２は、Ｌレベルのセットパルスの
入力によりダイオード接続となり、ノードＤの電位を低下させる。これにより、薄膜トラ
ンジスタＰ３３がオン動作し、ノードＢの電位が低下する（図５５（Ｅ））。
【０２９１】
　このノードＢの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３３のゲート電位（ノードＤの
電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２の蓄積電荷分だけ低下する（図５５（Ｃ）
）。低下後の電位Ｖｄが、Ｖｄ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P33) を満たすとき、薄膜トランジスタ
Ｐ３３のオン動作時にノードＢの電位が低位電源ＶＳＳ１になる（図５５（Ｅ））。すな
わち、セットパルスのレベルシフトが実行される。
【０２９２】
　前述したようにノードＢが低位電源ＶＳＳ１まで立ち下がると、薄膜トランジスタＰ３
１がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が低下する（図５５（Ｈ））。
　なお、出力端ＯＵＴの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３１のゲート電位（ノー
ドＡの電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１の蓄積電荷分だけ低下する（図５５
（Ｆ））。低下後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P31) を満たすとき、薄膜トラン
ジスタＰ３１のオン動作時に出力端ＯＵＴの電位が低位電源ＶＳＳ１になる（図５５（Ｈ
））。
【０２９３】
　このとき、オン動作した薄膜トランジスタＰ３６によってノードＣは、高位電源ＶＤＤ
に制御される（図５５（Ｇ））。
　やがて、セットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＢに飛び込むことになる。図５
５（Ｅ）に示すように、ノードＢの電位はＬレベルを維持しながらも、その電位は低位電
源ＶＳＳ１からＶｂ１に上昇する。
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【０２９４】
　このとき、ノードＢの電位Ｖｂ１が、Ｖｂ１－ＶＤＤ＜Ｖth(P38) を満たすとき、薄膜
トランジスタＰ３８がオン動作し、ノードＣに高位電源ＶＤＤを印加する。このことは、
ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジスタＰ３２のオ
フ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＢの電位がＶｂ１である間保持される。すなわち、リセットパ
ルスがＬレベルに切り替わるまでノードＣは高位電源ＶＤＤに保持される。結果的に、薄
膜トランジスタＰ３２のリーク電流を最小化することができる。
【０２９５】
　なお、このノードＢの電位Ｖｂ１は、ＶＳＳ１－Ｖｂ１＞Ｖth(P41)
も満たす。これは、薄膜トランジスタＰ４１をオフ動作させて、ノードＡの電位をＶａに
維持するために必要な条件である。
　やがて、リセットパルスがＨレベルからＬレベルになると（図５５（Ｂ））、今度は、
薄膜トランジスタＰ３４及びＰ３５がオン動作する。なお、薄膜トランジスタＰ４３は、
Ｌレベルのリセットパルスの入力によりダイオード接続となり、ノードＥの電位を上昇さ
せる。これにより、薄膜トランジスタＰ３５がオン動作し、ノードＣの電位が低下する（
図５５（Ｇ））。
【０２９６】
　このノードＣの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３５のゲート電位（ノードＥの
電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３３の蓄積電荷分だけ低下する（図５５（Ｄ）
）。低下後の電位Ｖｅが、Ｖｅ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P35) を満たすとき、薄膜トランジスタ
Ｐ３５のオン動作時にノードＣの電位が低位電源ＶＳＳ１になる（図５５（Ｇ））。すな
わち、リセットパルスのレベルシフトが実行される。
【０２９７】
　前述したようにノードＣが低位電源ＶＳＳ１まで立ち下がると、薄膜トランジスタＰ３
２がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が高位電源ＶＤＤに立ち上がる（図５５（Ｈ））。
　ところで、このリセットパルスがＬレベルの期間、薄膜トランジスタＰ３４もオン動作
している。このため、ノードＢの電位は高位電源ＶＤＤに制御される（図５５（Ｅ））。
また、これに伴い、出力段を構成する薄膜トランジスタＰ３１のゲート電位（ノードＡの
電位）も、高位電源ＶＤＤに上昇する（図５５（Ｆ））。
【０２９８】
　やがて、リセットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時に、
容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノードＣに飛び込むことになる。
図５５（Ｇ）に示すように、ノードＣの電位はＬレベルを維持しながらも、その電位は低
位電源ＶＳＳ１からＶｃ２に上昇する。
【０２９９】
　このとき、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P32)を満たすとき、薄膜
トランジスタＰ３２のオン状態が継続し、出力端ＯＵＴの電位は高位電源ＶＤＤを維持す
る（図５５（Ｈ））。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P37) を満たすことで、薄膜ト
ランジスタＰ３７がオン動作し、ノードＢに高位電源ＶＤＤの印加を継続する。
【０３００】
　このことは、ノードＢがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジ
スタＰ３１のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＬレベルに切り替わるまでノードＢの電位は高位電源ＶＤＤに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＰ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０３０１】
（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路６５の場合にも、形態
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例２と同様の効果、すなわち隣接配線からのパルスの飛び込みに強く、リーク電流も少な
く済むバッファ回路を実現できる。
　また、この形態例に係る回路構成のバッファ回路６５の場合には、出力パルスの信号振
幅に対してセットパルスやリセットパルスの信号振幅を小さくできる。このため、前段回
路（例えばシフトレジスタ）での消費電力を他の形態例以上に小さくできる。
【０３０２】
（Ｃ－５）形態例５
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路６５を説明する。
（ａ）回路構成
　図５６にバッファ回路６５の５つ目の形態例を示す。なお、図５６には、図５４との対
応部分に同一符号を付して示す。
【０３０３】
　この形態例に係るバッファ回路６５は、形態例２に係る回路構成のうち出力段の部分で
レベルシフトを実現する回路構成に対応する。
　このため、出力段の最後尾に位置する薄膜トランジスタＰ３１及びＰ３２にのみ第１の
低位電源ＶＳＳ１を印加し、その前段に位置する薄膜トランジスタには、第２の低位電源
ＶＳＳ２（＞ＶＳＳ１）を印加する構造を採用する。これにより、セットパルスとリセッ
トパルスの低振幅化に加え、バッファ回路６５内における更なる低消費電力化を実現する
。
【０３０４】
（ｂ）駆動動作
　続いて、図５７に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。なお、図５７（Ａ）～図５７（Ｈ）に示す波形は、それぞれ図
５７（Ａ）～図５７（Ｈ）の各波形に対応する。
　なお、図５７（Ａ）及び図５７（Ｂ）に示すように、セットパルス（入力端ＩＮｓ）と
リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＤＤとＶＳＳ２の２値で与えられる。
【０３０５】
　まず、セットパルスがＬレベルに立ち下がるタイミングで、薄膜トランジスタＰ３３及
びＰ３６がオン動作する。なお、薄膜トランジスタＰ４２は、Ｌレベルのセットパルスの
入力によりダイオード接続となり、ノードＤの電位を低下させる。これにより、薄膜トラ
ンジスタＰ３３がオン動作し、ノードＢの電位が低下する（図５７（Ｅ））。
【０３０６】
　このノードＢの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３３のゲート電位（ノードＤの
電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２の蓄積電荷分だけ低下する（図５７（Ｃ）
）。低下後の電位Ｖｄが、Ｖｄ－ＶＳＳ２＜Ｖth(P33) を満たすとき、薄膜トランジスタ
Ｐ３３のオン動作時にノードＢの電位が第２の低位電源ＶＳＳ２になる（図５７（Ｅ））
。
【０３０７】
　前述したようにノードＢが第２の低位電源ＶＳＳ２まで立ち下がると、ノードＡもＬレ
ベルに低下して薄膜トランジスタＰ３１がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が低下する（
図５７（Ｈ））。
　なお、出力端ＯＵＴの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３１のゲート電位（ノー
ドＡの電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１の蓄積電荷分だけ低下する（図５７
（Ｆ））。低下後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P31) を満たすとき、薄膜トラン
ジスタＰ３１のオン動作時に出力端ＯＵＴの電位が低位電源ＶＳＳ１になる（図５７（Ｈ
））。すなわち、パルスレベルがシフトされる。
【０３０８】
　また、セットパルスのＬレベル時、オン動作した薄膜トランジスタＰ３６によってノー
ドＣは、高位電源ＶＤＤに制御される（図５７（Ｇ））。
　やがて、セットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時に、容
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量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＢに飛び込むことになる。図５
７（Ｅ）に示すように、ノードＢの電位はＬレベルを維持しながらも、その電位は低位電
源ＶＳＳ２からＶｂ１に上昇する。
【０３０９】
　このとき、ノードＢの電位Ｖｂ１が、Ｖｂ１－ＶＤＤ＜Ｖth(P38) を満たすとき、薄膜
トランジスタＰ３８がオン動作し、ノードＣに対する高位電源ＶＤＤの印加を継続する。
このことは、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジス
タＰ３２のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＢの電位がＶｂ１である間保持される。すなわち、リセットパ
ルスがＬレベルに切り替わるまでノードＣは高位電源ＶＤＤに保持される。結果的に、薄
膜トランジスタＰ３２のリーク電流を最小化することができる。
【０３１０】
　なお、このノードＢの電位Ｖｂ１は、ＶＳＳ２－Ｖｂ１＞Ｖth(P41)
も満たす。これは、薄膜トランジスタＰ４１をオフ動作させて、ノードＡの電位をＶａに
維持するために必要な条件である。
　やがて、リセットパルスがＨレベルからＬレベルになると（図５７（Ｂ））、今度は、
薄膜トランジスタＰ３４及びＰ３５がオン動作する。なお、薄膜トランジスタＰ４３は、
Ｌレベルのリセットパルスの入力によりダイオード接続となり、ノードＥの電位を低下さ
せる。これにより、薄膜トランジスタＰ３５がオン動作し、ノードＣの電位が低下する（
図５７（Ｇ））。
【０３１１】
　このノードＣの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３５のゲート電位（ノードＥの
電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３３の蓄積電荷分だけ低下する（図５７（Ｄ）
）。低下後の電位Ｖｅが、Ｖｅ－ＶＳＳ２＜Ｖth(P35) を満たすとき、薄膜トランジスタ
Ｐ３５のオン動作時にノードＣの電位が低位電源ＶＳＳ２になる（図５７（Ｇ））。
【０３１２】
　前述したようにノードＣが低位電源ＶＳＳ２まで立ち下がると、薄膜トランジスタＰ３
２がオン動作し、出力端ＯＵＴの電位が高位電源ＶＤＤに立ち上がる（図５７（Ｈ））。
　ところで、このリセットパルスがＬレベルの期間、薄膜トランジスタＰ３４もオン動作
している。このため、ノードＢの電位は高位電源ＶＤＤに制御される（図５７（Ｅ））。
また、これに伴い、出力段を構成する薄膜トランジスタＰ３１のゲート電位（ノードＡの
電位）も、高位電源ＶＤＤに上昇する（図５７（Ｆ））。
【０３１３】
　やがて、リセットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時に、
容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノードＣに飛び込むことになる。
図５７（Ｇ）に示すように、ノードＣの電位はＬレベルを維持しながらも、その電位は低
位電源ＶＳＳ２からＶｃ２に上昇する。
【０３１４】
　このとき、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P32) を満たすとき、薄膜
トランジスタＰ３２のオン状態が継続し、出力端ＯＵＴの電位が高位電源ＶＤＤに維持さ
れる（図５７（Ｈ））。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P37) を満たすことで、薄膜ト
ランジスタＰ３７がオン動作し、ノードＢに高位電源ＶＤＤの印加を継続する。
【０３１５】
　このことは、ノードＢがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジ
スタＰ３１のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＬレベルに切り替わるまでノードＢの電位は高位電源ＶＤＤに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＰ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０３１６】
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（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路６５の場合には、出力
パルスの信号振幅に対してセットパルスやリセットパルスの信号振幅を小さくできるだけ
でなく、バッファ回路の内部についても最終出力段以外で低振幅化を実現できる。このた
め、前段回路（例えばシフトレジスタ）だけでなく、バッファ回路６５で消費される電力
についても他の形態例以上に小さくできる。
【０３１７】
（Ｃ－６）形態例６
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路６５を説明する。
（ａ）回路構成
　図５８にバッファ回路６５の６つ目の形態例を示す。なお、図５８には、図５６との対
応部分に同一符号を付して示す。
【０３１８】
　この形態例に係るバッファ回路６５は、形態例５に係る回路構成から薄膜トランジスタ
Ｐ４１、Ｐ４２、Ｐ４３を除いた回路構成と同じである。すなわち、第１及び第２の入力
段におけるブートストラップ動作を採用しない回路構成を提案する。
【０３１９】
（ｂ）駆動動作
　続いて、図５９に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。
　なお、図５９（Ａ）は、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の電位状態を示す。図５９（Ｂ
）は、リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の電位状態を示す。
　図５９（Ｃ）は、薄膜トランジスタＰ３１のゲート電極配線（ノードＡ）の電位状態を
示す。
【０３２０】
　図５９（Ｄ）は、薄膜トランジスタＰ３２のゲート電極配線（ノードＣ）の電位状態を
示す。図５９（Ｅ）は、出力段の出力端ＯＵＴに現れる電位状態を示す。
　この形態例の場合も、図５９（Ａ）及び図５９（Ｂ）に示すように、セットパルス（入
力端ＩＮｓ）とリセットパルス（入力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＤＤとＶＳＳ２（＞Ｖ
ＳＳ１）の２値で与えられる。
【０３２１】
　この形態例に係るバッファ回路６５の場合、セットパルスがＬレベルに立ち下がるタイ
ミングで、薄膜トランジスタＰ３３とＰ３６がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電
位が低下し(図５９（Ｃ）)、ノードＣは高位電源ＶＤＤに上昇する（図５９（Ｄ））。
　ノードＡの上昇に伴い、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１は充電され、閾値電圧Ｖth
(P31)を越えた時点で薄膜トランジスタＰ３１がオン動作する。
【０３２２】
　この結果、出力端ＯＵＴの電位が低下を開始する。また、この出力端ＯＵＴの電位低下
に伴うブートストラップ動作により、ノードＡの電位がＶａまで低下する(図５９（Ｃ）)
。この低下後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P31) を満たすとき、出力端ＯＵＴの
電位が低位電源ＶＳＳ１になる（図５９（Ｅ））。すなわち、セットパルスがレベルシフ
トされる。
【０３２３】
　やがて、セットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＡに飛び込もうとする。しかし
、ノードＡの電位は、出力端ＯＵＴの電位（低位電源ＶＳＳ１）からブートストラップ補
完容量Ｃｂ３１の電圧分を減算した電位Ｖａに保持されており、この飛び込みの影響をほ
とんど受けない。従って、図５９（Ｃ）に示すように、ノードＡの電位は、直前までの電
位（すなわち、Ｖａ）を保持する。
【０３２４】
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　ところで、ノードＣは、オン状態にある薄膜トランジスタＰ３８を通じて高位電源ＶＤ
Ｄに制御される。結果的に、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けずに済む。
　この電位状態は、リセットパルスがＨレベルからＬレベルに切り替わるまで保持される
。結果的に、薄膜トランジスタＰ３２のオフ動作点は変動せず、リーク電流を最小化する
ことができる。
【０３２５】
　やがて、リセットパルスがＬレベルになると（図５９（Ｂ））、今度は、薄膜トランジ
スタＰ３４とＰ３５がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電位は高位電源ＶＤＤに上
昇し(図５９（Ｃ）)、ノードＣの電位は低下する（図５９（Ｄ））。ただし、ノードＣの
電位は、第２の低位電源ＶＳＳ２に対して薄膜トランジスタＰ３５の閾値電圧Ｖth(P35) 
だけ高い電位で与えられる。すなわち、ＶＳＳ２－Ｖth(P35) まで低下する。勿論、ＶＳ
Ｓ２－Ｖth(P35) －ＶＤＤ＜Ｖth(P32) である。
【０３２６】
　ノードＣがＬレベルに立ち下がると、薄膜トランジスタＰ３２がオン動作し、出力端Ｏ
ＵＴの電位が高位電源ＶＤＤに立ち上がる（図５９（Ｅ））。
　このリセットパルスがＬレベルのとき、薄膜トランジスタＰ３４もオン動作しているの
で、ノードＡの電位は高位電源ＶＤＤに制御される（図５９（Ｃ））。
【０３２７】
　やがて、リセットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時、薄
膜トランジスタンＰ３５の容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノード
Ｃに飛び込む。図５９（Ｄ）に示すように、ノードＣの電位はＬレベルを維持しながらも
、その電位はＶｃ２に上昇する。
【０３２８】
　ただし、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P32) を満たしている。この
条件を満たす限り、薄膜トランジスタＰ３２のオン動作が継続し、出力端ＯＵＴへの高位
電源ＶＤＤの印加が継続される。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２は、同時に、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P37)
を満たす。この条件を満たす限り、薄膜トランジスタＰ３７はオン動作し、ノードＡの電
位を高位電源ＶＤＤに固定する。
【０３２９】
　従って、薄膜トランジスタＰ３４を通じてノードＡにリセットパルスの電位変化が飛び
込むことはなく、薄膜トランジスタＰ３１のオフ動作点はずれずに済む。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＬレベルに切り替わるまでノードＡの電位は高位電源ＶＤＤに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＰ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０３３０】
（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路６５の場合には、形態
例５と同様の動作と効果を、より少ない素子数で実現できる。
【０３３１】
（Ｃ－７）形態例７
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路６５を説明する。
（ａ）回路構成
　図６０にバッファ回路６５の７つ目の形態例を示す。なお、図６０には、図５８との対
応部分に同一符号を付して示す。
【０３３２】
　この形態例に係るバッファ回路６５は、形態例６に係る回路構成から第２の低位電源Ｖ
ＳＳ２供給用の配線を削減した回路構成と同じである。このため、薄膜トランジスタＰ３
３及びＰ３５をダイオード接続とする回路構成を提案する。
　なお、図６０では出力段でレベルシフトを実行する駆動方式を採用するため、セットパ
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ルスとリセットパルスの信号振幅をＶＤＤとＶＳＳ２で与えるが、レベルシフトを実行し
ない場合には、セットパルスとリセットパルスの信号振幅はＶＤＤとＶＳＳ１で良い。
【０３３３】
（ｂ）駆動動作
　続いて、図６１に基づいて、セットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を説明する。なお、図６１（Ａ）～（Ｅ）に示す波形は、図５９（Ａ）～（
Ｅ）に示す各波形に対応する。
　この形態例の場合も、図６１（Ａ）及び図６１（Ｂ）に示すように、セットパルス（入
力端ＩＮｓ）とリセットパルス（入力端ＩＮｒ）の信号振幅は、ＶＤＤとＶＳＳ２（＞Ｖ
ＳＳ１）の２値で与えられる。
【０３３４】
　この形態例に係るバッファ回路６５の場合、セットパルスがＬレベルに立ち下がるタイ
ミングで、薄膜トランジスタＰ３３とＰ３６がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電
位が低下し（図６１（Ｃ））、ノードＣは高位電源ＶＤＤに上昇する（図６１（Ｄ））。
　ノードＡの低下に伴い、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１は充電され、閾値電圧Ｖth
(P31)を越えた時点で薄膜トランジスタＰ３１がオン動作する。
【０３３５】
　この結果、出力端ＯＵＴの電位が低下を開始する。また、この出力端ＯＵＴの電位低下
に伴うブートストラップ動作により、ノードＡの電位がＶａまで低下する(図６１（Ｃ）)
。この低下後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P31) を満たすとき、出力端ＯＵＴの
電位が低位電源ＶＳＳ１になる（図６１（Ｅ））。すなわち、セットパルスがレベルシフ
トされる。
【０３３６】
　やがて、セットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＡに飛び込もうとする。しかし
、ノードＡの電位は、出力端ＯＵＴの電位（低位電源ＶＳＳ１）からブートストラップ補
完容量Ｃｂ３１の電圧分を減算した電位Ｖａに保持されており、この飛び込みの影響をほ
とんど受けない。従って、図６１（Ｃ）に示すように、ノードＡの電位は、直前までの電
位（すなわち、Ｖａ）を保持する。
【０３３７】
　一方、ノードＣは、オン状態にある薄膜トランジスタＰ３８を通じて高位電源ＶＤＤに
制御される。結果的に、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けずに済む。
　この電位状態は、リセットパルスがＨレベルからＬレベルに切り替わるまで保持される
。結果的に、薄膜トランジスタＰ３２のオフ動作点は変動せず、リーク電流を最小化する
ことができる。
【０３３８】
　やがて、リセットパルスがＬレベルになると（図６１（Ｂ））、今度は、薄膜トランジ
スタＰ３４とＰ３５がオン動作する。これに伴い、ノードＡの電位は高位電源ＶＤＤに上
昇し（図６１（Ｃ））、ノードＣの電位は低下する（図６１（Ｄ））。ただし、ノードＣ
の電位は、低位電源ＶＳＳ２に対して薄膜トランジスタＰ３５の閾値電圧Ｖth(P35)だけ
高い電位で与えられる。すなわち、ＶＳＳ２－Ｖth(P35) まで低下する。勿論、ＶＳＳ２
－Ｖth(P35) －ＶＤＤ＜Ｖth(P32) である。
【０３３９】
　ノードＣがＬレベルに立ち下がると、薄膜トランジスタＰ３２がオン動作し、出力端Ｏ
ＵＴの電位が高位電源ＶＤＤに立ち下がる（図６１（Ｅ））。
　ところで、リセットパルスがＬレベルのとき、薄膜トランジスタＰ３４もオン動作して
いるので、ノードＡの電位は高位電源ＶＤＤに制御される（図６１（Ｃ））。
【０３４０】
　やがて、リセットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時、薄
膜トランジスタンＰ３５の容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノード



(48) JP 5141363 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

Ｃに飛び込む。図６１（Ｄ）に示すように、ノードＣの電位はＬレベルを維持しながらも
、その電位はＶｃ２に上昇する。
【０３４１】
　ただし、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P32) を満たしている。この
条件を満たす限り、薄膜トランジスタＰ３２のオン動作が継続し、出力端ＯＵＴへの高位
電源ＶＤＤの印加が継続される。
　また、ノードＣの電位Ｖｃ２は、同時に、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P37)
を満たす必要がある。この条件を満たす限り、薄膜トランジスタＰ３７はオン動作し、ノ
ードＡの電位を高位電源ＶＤＤに固定する。
【０３４２】
　従って、薄膜トランジスタＰ３４を通じてノードＡにリセットパルスの電位変化が飛び
込むことはなく、薄膜トランジスタＰ３１のオフ動作点はずれずに済む。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＬレベルに切り替わるまでノードＡの電位は高位電源ＶＤＤに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＰ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０３４３】
（ｃ）効果
　以上説明したように、この形態例に係る回路構成のバッファ回路６５の場合には、形態
例６の回路レイアウトから第２の低位電源用の配線を削減できる。結果的に、形態例６と
同様の動作と効果を、より少ないレイアウト面積で実現できる。
【０３４４】
（Ｃ－８）形態例８
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路６５を説明する。前述した各形態例の
場合では、一組のセットパルスとリセットパルスが入力されるバッファ回路について説明
したが、複数組のセットパルスとリセットパルスを入力するバッファ回路も構成できる。
　ここでは、２組のセットパルスとリセットパルスがバッファ回路に入力される場合につ
いて考える。
【０３４５】
　図６２に、形態例２に係るバッファ回路６５（図５０）における第１及び第２の入力段
を並列に接続した回路例を示す。
　図６２では、第１組のセットパルスとリセットパルスに対応する薄膜トランジスタＰ３
３、Ｐ３４、Ｐ３５、Ｐ３６、Ｐ４２及びＰ４３を、Ｐ３３１、Ｐ３４１、Ｐ３５１、Ｐ
３６１、Ｐ４２１及びＰ４３１で示す。
【０３４６】
　また、図６２では、第２組のセットパルスとリセットパルスに対応する薄膜トランジス
タＰ３３、Ｐ３４、Ｐ３５、Ｐ３６、Ｐ４２及びＰ４３を、Ｐ３３２、Ｐ３４２、Ｐ３５
２、Ｐ３６２、Ｐ４２２及びＰ４３２で示す。
　このように、２組のセットパルスとリセットパルスを入力することができれば、出力パ
ルスのパルス幅やパルスの出力タイミングを複合的に可変できるバッファ回路を実現する
ことができる。
　なお、セットパルスとリセットパルスの入力数はそれぞれ必要に応じて決めれば良く、
またセットパルスとリセットパルスの入力数が同数である必要もない。制御信号（セット
パルス、リセットパルス）数が複数あるマルチ入力のバッファ回路を実現できる。
【０３４７】
　勿論、この形態例の構造は、この明細書で提案するその他の形態例についても適用可能
である。
　また、図６２の場合には、第１及び第２の入力段を構成するＰ３３１とＰ３３２、Ｐ３
４１とＰ３４２、Ｐ３５１とＰ３５２、Ｐ３６１とＰ３６２がそれぞれ出力端について並
列に接続されているが、これらの一部又は全部が、２つの動作電源（例えばＶＳＳ１とＶ
ＤＤ）の間に直列に接続されても良い。
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【０３４８】
（Ｃ－９）形態例９
　ここでも、形態例２の変形例に係るバッファ回路６５を説明する。
（ａ）回路構成
　前述した各形態例の場合には、出力段を構成する薄膜トランジスタＰ３１の一方の主電
極に低位電源ＶＳＳ１が接続される場合について説明した。
　しかしながら、この低位電源ＶＳＳ１に代えてパルス信号線（任意の制御パルスが与え
られる）を接続することもできる。
【０３４９】
　図６３に、形態例２の出力段を構成する薄膜トランジスタＰ３１に制御パルスＶpulse 
を印加する場合の回路構成を示す。なお、この形態例に係る回路構成は、その他の形態例
についても同様に適用できる。
【０３５０】
（ｂ）駆動動作
　図６４に、この形態例に係るセットパルスとリセットパルスの電位状態と各ノードの電
位状態の関係を示す。
　なお、図６４（Ａ）は、セットパルス（入力端ＩＮｓ）の電位状態を示す。図６４（Ｂ
）は、リセットパルス（入力端ＩＮｒ）の電位状態を示す。
　図６４（Ｃ）は、薄膜トランジスタＰ３３のゲート電極配線（ノードＤ）の電位状態を
示す。
【０３５１】
　図６４（Ｄ）は、薄膜トランジスタＰ３５のゲート電極配線（ノードＥ）の電位状態を
示す。図６４（Ｅ）は、第１の入力段の出力端が接続される制御配線（ノードＢ）の電位
状態を示す。図６４（Ｆ）は、薄膜トランジスタＰ３１のゲート電極配線（ノードＡ）の
電位状態を示す。図６４（Ｇ）は、第２の入力段の出力端が接続される制御配線（ノード
Ｃ）の電位状態を示す。図６４（Ｈ）は、別配線に印加される制御パルスＶpulse の電位
状態を示す。図６４（Ｉ）は、出力段の出力端ＯＵＴに現れる電位状態を示す。
【０３５２】
　まず、セットパルスがＬレベルに立ち下がるタイミングから説明する。
　セットパルスがＬレベルに立ち下がることで、第１の入力段のノードＤがＬレベルに立
ち下がる。これにより、薄膜トランジスタＰ３３がオン動作し、ノードＢの電位が低下す
る（図６４（Ｅ））。
【０３５３】
　なお、ノードＢの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３３のゲート電位（ノードＤ
の電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３２の蓄積電荷分だけ低下する（図６４（Ｃ
））。この低下後の電位がＶｄである。この電位Ｖｄが、Ｖｄ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P33) を
満たすとき、薄膜トランジスタＰ３３のオン動作時にノードＢの電位が低位電源ＶＳＳ１
になる（図６４（Ｅ））。
【０３５４】
　前述したようにノードＢが低位電源ＶＳＳ１まで立ち下がると、ノードＡの電位がＶＳ
Ｓ１－Ｖth(P41) で与えられる電位に変化する（図６４（Ｆ））。
　ただし、パルス信号線に印加される制御パルスＶpulse の電位は高位電源ＶＤＤである
ため（図６４（Ｈ））、出力端ＯＵＴの電位は高位電源ＶＤＤのままである（図６４（Ｉ
））。
　なお、このセットパルスがＬレベルの期間、薄膜トランジスタＰ３６がオン動作してい
るので、薄膜トランジスタＰ３２のゲート電位（ノードＣの電位）は、高位電源ＶＤＤに
制御される（図６４（Ｇ））。
【０３５５】
　やがて、セットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時に、容
量カップリングにより、セットパルスの電位変化がノードＢに飛び込むことになる。図６
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４（Ｅ）に示すように、ノードＢの電位はＬレベルを維持しながらも、その電位は低位電
源ＶＳＳ１からＶｂ１に上昇する。
【０３５６】
　このとき、ノードＢの電位Ｖｂ１が、Ｖｂ１－ＶＤＤ＜Ｖth(P38) を満たすとき、薄膜
トランジスタＰ３８がオン動作し、ノードＣに高位電源ＶＤＤを印加することができる。
このことは、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジス
タＰ３２のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
【０３５７】
　この電位状態は、ノードＢの電位がＶｂ１である間保持される。すなわち、リセットパ
ルスがＬレベルに切り替わるまでノードＣは高位電源ＶＤＤに保持される。結果的に、薄
膜トランジスタＰ３２のリーク電流を最小化することができる。
【０３５８】
　なお、このノードＢの電位Ｖｂ１は、ＶＳＳ１－Ｖｂ１＞Ｖth(P41)
も満たす。これは、薄膜トランジスタＰ４１をオフ動作させて、ノードＡのフローティン
グ状態を維持するのに必要な条件である。
　この形態例の場合、セットパルスが低位電源ＶＳＳ１に立ち下がったタイミング以降に
、Ｌレベルを低位電源ＶＳＳ１とする２つのパルスがパルス信号線に入力される（図６４
（Ｈ））。１つ目のパルスは、立ち上がりと立ち下がりの両方が矩形のパルスである。２
つ目のパルスは、立ち下がりのみ矩形であり、立ち上がりはなだらかである。
【０３５９】
　薄膜トランジスタＰ３１がオン動作状態で、この制御パルスＶpulse が入力されること
で、出力端ＯＵＴの電位が低下する。この出力端ＯＵＴの電位の低下に伴い、薄膜トラン
ジスタＰ３１のゲート電位（ノードＡの電位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３１の
蓄積電荷分だけ低下する（図６４（Ｆ））。低下後の電位Ｖａが、Ｖａ－ＶＳＳ１＜Ｖth
(P31) を満たすとき、薄膜トランジスタＰ３１のオン動作時に出力端ＯＵＴの電位が低位
電源ＶＳＳ１になる（図６４（Ｉ））。
【０３６０】
　やがて、リセットパルスがＨレベルからＬレベルになると（図６４（Ｂ））、今度は、
薄膜トランジスタＰ３５がオン動作し、ノードＣの電位が低下する（図６４（Ｇ））。な
お、ノードＣの電位の低下に伴い、薄膜トランジスタＰ３５のゲート電位（ノードＥの電
位）は、ブートストラップ補完容量Ｃｂ３３の蓄積電荷分だけ低下する（図６４（Ｄ））
。この低下後の電位がＶｅである。この電位Ｖｅが、Ｖｅ－ＶＳＳ１＜Ｖth(P35) を満た
すとき、薄膜トランジスタＰ３５のオン動作時にノードＣの電位が低位電源ＶＳＳ１にな
る（図６４（Ｇ））。
【０３６１】
　前述したようにノードＣが低位電源ＶＳＳ１まで立ち下がると、薄膜トランジスタＰ３
２がオン動作し、出力端ＯＵＴには高位電源ＶＤＤが供給される（図６４（Ｉ））。
　ところで、このリセットパルスがＬレベルの期間、薄膜トランジスタＰ３４もオン動作
している。従って、ノードＢの電位は高位電源ＶＤＤに制御される（図６４（Ｅ））。ま
た、これに伴い、出力段を構成する薄膜トランジスタＰ３１のゲート電位（ノードＡの電
位）も、高位電源ＶＤＤに上昇する。
【０３６２】
　やがて、リセットパルスはＬレベルからＨレベルに立ち上がる。この電位の変化時に、
容量カップリングにより、リセットパルスの電位変化がノードＣに飛び込む。図６４（Ｇ
）に示すように、ノードＣの電位はＬレベルを維持しながらも、その電位は低位電源ＶＳ
Ｓ１からＶｃ２に上昇する。
【０３６３】
　このとき、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P32) を満たすとき、薄膜
トランジスタＰ３２のオン状態が継続し、出力端ＯＵＴの電位が高位電源ＶＤＤに維持さ
れる（図６４（Ｉ））。
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　また、ノードＣの電位Ｖｃ２が、Ｖｃ２－ＶＤＤ＜Ｖth(P37) を満たすことで、薄膜ト
ランジスタＰ３７がオン動作し、ノードＢに対する高位電源ＶＤＤの印加を継続する。
【０３６４】
　このことは、ノードＣがセットパルスの飛び込みの影響を受けないこと（薄膜トランジ
スタＰ３１のオフ動作点がずれないこと）を意味する。
　この電位状態は、ノードＣの電位がＶｃ２である間保持される。すなわち、次にセット
パルスがＬレベルに切り替わるまでノードＢの電位は高位電源ＶＤＤに保持される。結果
的に、薄膜トランジスタＰ３１のリーク電流を最小化することができる。
【０３６５】
（ｃ）効果
　この回路構成の採用により、ノードＡのブートストラップ動作は、パルス信号線に印加
される制御パルスＶpulse （図６４（Ｈ））が低位電源ＶＳＳ１に立ち上がるタイミング
に同期して実行される。従って、図６４（Ｉ）に示すように、セット信号の立ち下がりタ
イミングとリセット信号の立ち下がりタイミングで挟まれた期間に入力される制御パルス
Ｖpulse の電位変化を抜き出した出力パルスが出力端ＯＵＴに現れることになる。
【０３６６】
　このように、この形態例に係る回路構成の採用により、出力パルスの波形の調整が可能
になる。例えば出力パルスを複数回のパルスに分割したり、トランジェント（立ち上がり
・立ち下がり）特性を調整することが可能になる。
【０３６７】
（Ｄ）他の形態例
（Ｄ－１）他の表示パネル
　前述した形態例の場合には、有機ＥＬパネルへの応用を前提に説明した。特に、垂直方
向に制御パルスを転送する制御線駆動部への応用を前提に説明した。
　しかし、前述したバッファ回路は、信号線ＤＴＬへの信号電位Ｖsig の印加タイミング
を与える信号線駆動部にも適用できる。
　また、前述したバッファ回路を搭載する駆動回路は、有機ＥＬパルル以外の表示パネル
についても応用することができる。
【０３６８】
　例えば無機ＥＬパネルやＬＥＤパネルその他のパネルの駆動回路にも応用できる。また
、プラズマディスプレイパネルの駆動回路にも応用できる。また、電界放出ディスプレイ
の駆動回路にも適用できる。また、液晶ディスプレイパネルの駆動回路にも応用できる。
また、液晶ディスプレイパネルのバックライト光源がＬＥＤの場合に、その駆動回路とし
ても形態例で説明したバッファ回路を用いることができる。例えば１フィールド期間内の
点灯期間の比率を可変制御する場合、１フィールド期間内の点灯期間を複数個の点灯期間
に分割し、個々の点灯期間の長さや配置を可変制御する場合に好適である。
【０３６９】
（Ｄ－２）表示パネルの製品例
（ａ）外観形態
　この明細書においては、半導体プロセスを用いて画素アレイ部や駆動回路を絶縁基板上
に形成したパネルモジュールだけでなく、駆動回路については別基板（例えば特定用途向
けＩＣ）として製造され、画素アレイ部を形成した絶縁基板上に実装する場合も表示パネ
ルに含まれるものとする。
【０３７０】
　図６５に、表示パネルの外観構成例を示す。表示パネル８１は、支持基板８３のうち画
素アレイ部の形成領域に対向基板８５を貼り合わせた構造を有している。
　支持基板８３は、ガラス、プラスチックその他の絶縁性の基材（絶縁基板）で構成され
る。
【０３７１】
　対向基板８５も、ガラス、プラスチックその他の絶縁性の基材（絶縁基板）で構成され
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る。
　なお、基材の透過性は、表示パネルの種類によって異なる。例えば液晶ディスプレイパ
ネルであれば両面とも透過性の高い基板である必要がある。一方、自発光型のディスプレ
イの場合には、光束の射出側の基板について透過性が確保されていれば良い。
　この他、表示パネル８１には、外部信号や駆動電源を入力するためのＦＰＣ（フレキシ
ブルプリントサーキット）８７が配置される。
【０３７２】
（ｂ）電子機器への搭載形態
　前述した表示パネルは、各種の電子機器に実装した形態でも流通される。図６６に、電
子機器９１の概念構成例を示す。電子機器９１は、前述した駆動回路を搭載する表示パネ
ル９３、システム制御部９５及び操作入力部９７で構成される。システム制御部９５で実
行される処理内容は、電子機器９１の商品形態により異なる。また、操作入力部９７は、
システム制御部９５に対する操作入力を受け付けるデバイスである。操作入力部９７には
、例えばスイッチ、ボタンその他の機械式インターフェース、グラフィックインターフェ
ース等が用いられる。
【０３７３】
　図６７に、電子機器がテレビジョン受像機の場合の外観例を示す。テレビジョン受像機
１０１の筐体正面には、フロントパネル１０３及びフィルターガラス１０５等で構成され
る表示画面１０７が配置される。表示画面１０７の部分が、図６６の表示パネル９３に対
応する。
【０３７４】
　また、この種の電子機器には、例えばデジタルカメラが想定される。図６８に、デジタ
ルカメラ１１１の外観例を示す。図６８（Ａ）が正面側（被写体側）の外観例であり、図
６８（Ｂ）が背面側（撮影者側）の外観例である。
【０３７５】
　デジタルカメラ１１１は、保護カバー１１３、撮像レンズ部１１５、表示画面１１７、
コントロールスイッチ１１９及びシャッターボタン１２１で構成される。このうち、表示
画面１１７の部分が、図６６の表示パネル９３に対応する。
【０３７６】
　また、この種の電子機器には、例えばビデオカメラが想定される。図６９に、ビデオカ
メラ１３１の外観例を示す。
　ビデオカメラ１３１は、本体１３３の前方に被写体を撮像する撮像レンズ１３５、撮影
のスタート／ストップスイッチ１３７及び表示画面１３９で構成される。このうち、表示
画面１３９の部分が、図６６の表示パネル９３に対応する。
【０３７７】
　また、この種の電子機器には、例えば携帯端末装置が想定される。図７０に、携帯端末
装置としての携帯電話機１４１の外観例を示す。図７０に示す携帯電話機１４１は折りた
たみ式であり、図７０（Ａ）が筐体を開いた状態の外観例であり、図７０（Ｂ）が筐体を
折りたたんだ状態の外観例である。
【０３７８】
　携帯電話機１４１は、上側筐体１４３、下側筐体１４５、連結部（この例ではヒンジ部
）１４７、表示画面１４９、補助表示画面１５１、ピクチャーライト１５３及び撮像レン
ズ１５５で構成される。このうち、表示画面１４９及び補助表示画面１５１の部分が、図
７０の表示パネル９３に対応する。
【０３７９】
　また、この種の電子機器には、例えばコンピュータが想定される。図７１に、ノート型
コンピュータ１６１の外観例を示す。
　ノート型コンピュータ１６１は、下型筐体１６３、上側筐体１６５、キーボード１６７
及び表示画面１６９で構成される。このうち、表示画面１６９の部分が、図６６の表示パ
ネル９３に対応する。
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【０３８０】
　これらの他、電子機器には、オーディオ再生装置、ゲーム機、電子ブック、電子辞書等
が想定される。
【０３８１】
（Ｄ－３）表示パネルの駆動回路以外への応用
　前述の説明では、バッファ回路を表示パネルの垂直方向に制御パルスを転送する駆動回
路に適用する場合について説明した。
　しかし、このバッファ回路は、水平方向に制御パルスを転送する場合にも応用できる。
また、表示パネル上で使用する全てのバッファ回路に応用することができる。
　また、バッファ回路は汎用性の高い基本回路であり、バッファ回路を搭載する全ての半
導体デバイスに応用することができる。
【０３８２】
（Ｄ－４）その他
　前述した形態例には、発明の趣旨の範囲内で様々な変形例が考えられる。また、本明細
書の記載に基づいて創作される又は組み合わせられる各種の変形例及び応用例も考えられ
る。
【図面の簡単な説明】
【０３８３】
【図１】有機ＥＬパネルのシステム構成例を示す図である。
【図２】サブ画素の等価回路図を示す図である（ＮＭＯＳ型）。
【図３】サブ画素の等価回路図を示す図である（ＮＭＯＳ型）。
【図４】サブ画素の駆動タイミングを説明する図である。
【図５】図２に対応する駆動波形を示す図である。
【図６】図３に対応する駆動波形を示す図である。
【図７】シフトレジスタ（スキャナ）の回路例を示す図である。
【図８】シフトレジスタ（スキャナ）の駆動波形を示す図である（ＮＭＯＳ型）。
【図９】ブートストラップ機能付きのシフト段の内部構造を説明する図である。
【図１０】ブートストラップ動作を用いたシフト段の入出力動作を説明する図である。
【図１１】入力クロックのパルス形状とシフトレジスタの転送動作との関係を説明する図
である。
【図１２】ブートストラップ動作を用いたシフト段の入出力動作を説明する図である。
【図１３】入力クロックのパルス形状とシフトレジスタの転送動作との関係を説明する図
である。
【図１４】ブートストラップ動作を用いたシフト段の入出力動作を説明する図である。
【図１５】従来型の駆動回路に用いる場合のパネル構造を説明する図である。
【図１６】形態例に係る有機ＥＬパネルのシステム構成例を示す図である。
【図１７】明細書で提案するバッファ回路を駆動回路に用いる場合のパネル構造を説明す
る図である。
【図１８】制御線駆動部の回路構成を示す図である。
【図１９】形態例に係る制御線駆動部の駆動波形を示す図である（ＮＭＯＳ型）。
【図２０】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図２１】図２０に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図２２】カップリングの影響を考慮した図２０に示すバッファ回路の駆動波形を示す図
である。
【図２３】ＮＭＯＳトランジスタのＩｄｓ－Ｖｇｓ特性を示す図である。
【図２４】ＮＭＯＳトランジスタのＩｄｓ－Ｖｇｓ特性の測定結果を示す図である。
【図２５】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図２６】図２５に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図２７】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図２８】図２７に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
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【図２９】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図３０】図２９に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図３１】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図３２】図３１に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図３３】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図３４】図３３に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図３５】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図３６】図３５に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図３７】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図３８】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図３９】図３８に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図４０】サブ画素の等価回路図を示す図である（ＰＭＯＳ型）。
【図４１】サブ画素の等価回路図を示す図である（ＰＭＯＳ型）。
【図４２】サブ画素の駆動タイミングを説明する図である。
【図４３】制御線駆動部の回路構成を示す図である。
【図４４】形態例に係る制御線駆動部の駆動波形を示す図である（ＰＭＯＳ型）。
【図４５】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図４６】図４５に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図４７】カップリングの影響を考慮した図４４に示すバッファ回路の駆動波形を示す図
である。
【図４８】ＰＭＯＳトランジスタのＩｄｓ－Ｖｇｓ特性を示す図である。
【図４９】ＰＭＯＳトランジスタのＩｄｓ－Ｖｇｓ特性の測定結果を示す図である。
【図５０】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図５１】図５０に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図５２】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図５３】図５２に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図５４】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図５５】図５４に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図５６】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図５７】図５６に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図５８】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図５９】図５８に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図６０】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図６１】図６０に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図６２】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図６３】バッファ回路の形態例を示す図である。
【図６４】図６３に示すバッファ回路の駆動波形を示す図である。
【図６５】表示パネルの外観構成例を示す図である。
【図６６】電子機器の機能構成例を示す図である。
【図６７】電子機器の商品例を示す図である。
【図６８】電子機器の商品例を示す図である。
【図６９】電子機器の商品例を示す図である。
【図７０】電子機器の商品例を示す図である。
【図７１】電子機器の商品例を示す図である。
【符号の説明】
【０３８４】
　３　　　　　　画素アレイ部
　５　　　　　　信号線駆動部
　３３　　　　　制御線駆動部
　３５　　　　　制御線駆動部
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　４１　　　　　シフトレジスタ
　４３　　　　　シフトレジスタ
　４５　　　　　バッファ回路
　６１　　　　　シフトレジスタ
　６３　　　　　シフトレジスタ
　６５　　　　　バッファ回路
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】
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【図４５】 【図４６】
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【図４７】 【図４８】

【図４９】 【図５０】
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【図５７】 【図５８】
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【図５９】 【図６０】

【図６１】 【図６２】
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【図６５】 【図６６】
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【図７０】
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