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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリクス状に配置された複数の画素と、前記複数の画素に電気的に接続された複数の
第１の配線及び複数の第２の配線と、複数の引き回し配線と、を有する画素領域と、
　前記複数の第１の配線のそれぞれに前記引き回し配線を介して信号を入力する第１の駆
動回路と、
　前記複数の第２の配線に信号を入力する第２の駆動回路とを有し、
　前記画素領域と、前記第１の駆動回路と、前記第２の駆動回路とは、同一基板上に形成
され、
　前記第１の駆動回路と前記第２の駆動回路とは、前記画素領域の上下左右の４方のうち
、同じ方に配置され、
　前記第２の配線の数は前記第１の配線の数よりも多く、
　前記引き回し配線の数は前記第２の配線の数と同じであることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記複数の第２の配線は前記引き回し配線と平行であることを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記第１の駆動回路はゲート信号線駆動回路であり、前記第２の駆動回路はソース信号
線駆動回路であり、
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　前記第２の駆動回路は前記第１の駆動回路よりも前記画素領域に近い位置に配置されて
いることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記表示装置は透過型であることを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記表示装置を用いることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、絶縁表面上に複数の画素を設け、各画素の輝度を変化させ表示を行う表示装置
に関する。特に、各画素の輝度を制御する駆動回路を、画素が形成された絶縁表面上と同
一表面上に、設けた構成の表示装置に関する。また、前記表示装置を用いた電子機器に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
表示装置は、様々な電子機器に組み込まれ用いられている。特に、携帯型情報機器に用い
られる表示装置では、携帯情報機器を小型化、低消費電力化するために、表示装置の小型
化、低消費電力化が求められている。
【０００３】
小型・低消費電力の表示装置として、液晶表示装置や、ＯＬＥＤ（Organic Light Emitti
ng Diode）素子を用いたＯＬＥＤ表示装置などのフラットパネルディスプレイが注目され
ている。
【０００４】
なお本明細書において、ＯＬＥＤ素子とは、一重項励起子からの発光（蛍光）と、三重項
励起子からの発光（燐光）の両方を含むものとする。
【０００５】
これらのフラットパネルディスプレイは、絶縁表面を有する基板上に形成された複数のマ
トリクス状の画素を有する。駆動回路によって、１画素に選択的に映像信号を入力して、
画素の輝度を変化させることによって、画像を表現する。
【０００６】
駆動回路と画素の接続の取り方としては、様々な手法がある。
【０００７】
画素の輝度を制御する駆動回路を、単結晶ＩＣ基板等の別基板上に形成し、画素が形成さ
れた絶縁表面を有する基板上に貼り付けて画素との接続を取る手法がある。この場合、単
結晶ＩＣ基板と、画素が形成された絶縁表面を有する基板の張り合わせの際に必要となる
面積が大きい。また、駆動回路と画素との間の配線抵抗が大きい。そのため、小型・低消
費電力の表示装置を提供するのが困難である。
【０００８】
一方、画素が形成された絶縁表面上と同一の表面上に駆動回路を一体形成し、画素と駆動
回路の接続を取る手法がある。画素が形成された絶縁表面と同一の表面上に、薄膜トラン
ジスタ（TFT：Thin Film Transister）によって、駆動回路を形成する。これによって、
小型化・低消費電力化可能な表示装置が提供される。
【０００９】
図９に、複数の画素がマトリクス状に形成された画素領域と、画素領域の周りに形成され
た駆動回路とを有する表示装置の上面図を示す。
【００１０】
絶縁表面を有する基板上９００に、ソース信号線駆動回路９０２と、ゲート信号線駆動回
路９０１（９０１A及び９０１B）と、画素領域９０３が配置されている。各駆動回路（ソ
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ース信号線駆動回路９０２及びゲート信号線駆動回路９０１）に入力される信号は、ＦＰ
Ｃ基板９０４より入力される。
【００１１】
表示装置を上面から見た場合に、画素領域９０３以外の領域を額縁と呼ぶことにする。つ
まり、表示装置において額縁とは、画像の表示を行わない部分に相当する。
【００１２】
液晶表示装置では、各画素の輝度は、液晶素子の配向を制御することによって透過率を制
御し、表現される。液晶素子は、２つの電極間に液晶材料が配置された構造を有する。駆
動回路等が形成された基板（以下、画素基板と表記する）上に液晶素子の一方の電極（以
下、画素電極と表記する）を形成し、別基板（以下、対向基板と表記する）上に、液晶素
子のもう一方の電極（対向電極）を形成する。画素基板及び対向基板を、画素電極と対向
電極が向かい合うように貼り付ける。
【００１３】
画素基板上において、画素領域及び各駆動回路を囲むようにシール材を配置し、対向基版
を貼り付ける。画素基板、対向基板及びシール材によって囲まれた領域に液晶材料が封入
される。図９に示す表示装置が液晶表示装置であるとすると、画素基板９００と対向基板
を貼り付ける際に用いるシール材がを、９０６である。なお、図９において対向基板、液
晶材料は、図示していない。
【００１４】
ＯＬＥＤ表示装置では、各画素の輝度は、ＯＬＥＤ素子の発光を制御することによって表
現される。ＯＬＥＤ素子は、駆動回路等を構成するＴＦＴが形成された後、画素基板上に
形成される。ここで、ＯＬＥＤ素子は、外気に触れると酸素や水分等によって著しく劣化
する性質がある。そのため、ＯＬＥＤ表示装置は、ＯＬＥＤ素子を形成した後、カバー材
を設けてＯＬＥＤ素子を外気から遮断する構造が用いられる。カバー材は、画素基板上に
シール材を用いて貼り付けられる。
【００１５】
画素基板上において、画素領域及び各駆動回路を囲むようにシール材を配置し、カバー材
を貼り付ける。画素基板、カバー材及びシール材によって囲まれた領域にOLED素子が密閉
される。図９に示す表示装置がＯＬＥＤ表示装置であるとすると、シール材は、９０６で
ある。なお、図９においてカバー材は、図示していない。
【００１６】
液晶表示装置やＯＬＥＤ表示装置などの表示装置に共通して、画素領域９０３には、並列
に配置されたｘ本（ｘは、自然数）のソース信号線Ｓ１～Ｓｘと、ソース信号線Ｓ１～Ｓ
ｘに垂直な方向に、並列に配置されたｙ（ｙは、自然数）のゲート信号線Ｇ１～Ｇｙが形
成される。これらのソース信号線Ｓ１～Ｓｘと、ゲート信号線Ｇ１～Ｇｙに入力された信
号によって、画素が選択され、選択された画素の輝度が制御される。
【００１７】
複数のソース信号線Ｓ１～Ｓｘに信号を入力するソース信号線駆動回路９０２と、複数の
ゲート信号線Ｇ１～Ｇｙに信号を入力するゲート信号線駆動回路９０１（９０１Ａ及び９
０１Ｂ）が、画素領域９０３の周りに形成されている。
【００１８】
シフトレジスタ等を用いたソース信号線駆動回路９０２では、図中矢印で示した走査方向
に従って、順に信号を出力し、出力された信号は、複数のソース信号線Ｓ１～Ｓｘに入力
される。通常、複数の平行に配置されたソース信号線Ｓ１～Ｓｘに対して、走査方向が垂
直になるようにソース信号線駆動回路９０２が配置されている。同様に、シフトレジスタ
等を用いたゲート信号線駆動回路９０１では、図中矢印で示した走査方向に従って、順に
信号を出力し、出力された信号は、複数のゲート信号線Ｇ１～Ｇｙに入力される。通常、
複数の平行に配置されたゲート信号線Ｇ１～Ｇｙに対して、走査方向が垂直になるように
ゲート信号線駆動回路９０１が配置されている。
【００１９】
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図９では、ゲート信号線駆動回路９０１（９０１Ａ及び９０１Ｂ）は、画素領域の両側に
形成されているが、片側配置でもかまわない。
【００２０】
上記のように配置したゲート信号線駆動回路９０１の走査方向を、行方向と呼び、ソース
信号線駆動回路９０２の走査方向を、列方向と呼ぶことにする。
【００２１】
図９では、四角形で示した画素領域９０３の１辺に平行にソース信号線駆動回路９０２が
形成される。そして、ソース信号線駆動回路９０２が平行に形成された辺とは異なり、ま
た対向しない２辺に、それぞれ平行にゲート信号線駆動回路９０１Ａ及び９０１Ｂが形成
されている。
【００２２】
本明細書中において、画素基板９００上の画素領域９０３の４辺の周辺で、ＦＰＣ基板９
０４が接続された辺の側を上部、その向かい合う辺の側を下部と言うことにする。
【００２３】
一方、画素基板９００上の画素領域９０３の４辺の周辺で、ＦＰＣ基板９０４が接続され
た辺と隣り合う辺の側と、その対向する辺の側とを、それぞれ画素領域の左部、右部と呼
ぶ事にする。
【００２４】
通常、ソース信号線駆動回路は、ＦＰＣ基板が貼り付けられた部分から一番近い距離に配
置される。そのため一般に、画素領域９０３の上部にはソース信号線駆動回路９０２が配
置されている。一方、画素基板９００上の画素領域９０３の左右には、ゲート信号線駆動
回路９０１が配置されている。
【００２５】
なお、ソース信号線駆動回路は、画素基板９００上の画素領域９０３の４辺の周辺で、Ｆ
ＰＣ基板９０４が接続された側と対向する側に配置されていても良い。このとき画素領域
の下部にソース信号線駆動回路が配置される構成となる。
【００２６】
なお、画素領域９０３の上下左右は、表示装置の上下左右にそれぞれ対応するものと考え
る。
【００２７】
【発明が解決しようとする課題】
携帯電話等の携帯情報機器の場合、画像表示を行う画面をできるだけ大きくすること、及
び、本体の幅を小さくして持ちやすくすることが、ユーザーから求められている。
【００２８】
表示画面をできるだけ大きくし、且つ、本体の幅をできるだけ小さくするために、本体に
組み込まれる表示装置の額縁の面積を小さくすることが要求される。
【００２９】
ここで、図９に示した構造の表示装置では、ゲート信号線駆動回路９０１Ａ及び９０１Ｂ
が、画素領域９０３の左右に配置されている。
【００３０】
また、画素基板９００上の、ゲート信号線駆動回路９０１Ａ及び９０１Ｂの外側には、更
にシール材９０６が形成される。そのため、表示装置の左右の額縁の面積を小さくするこ
とができない問題がある。
【００３１】
なお、画素領域の上下方向は、ＦＰＣ基板が接続されているため、額縁の面積を小さくす
るには限界がある。
【００３２】
そこで、複数の画素が形成された絶縁表面と同一の表面上に、それら複数の画素に入力す
る信号を制御する駆動回路が形成された表示装置において、表示装置の横の額縁の面積を
小さくすることを課題とする。
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【００３３】
【課題を解決するための手段】
複数の画素が形成された絶縁表面と同一の表面上に、それら複数の画素に入力する信号を
制御する駆動回路（ソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路）が形成された表示
装置において、ゲート信号線駆動回路を、ソース信号線駆動回路と平行に設ける。つまり
、ゲート信号線駆動回路を、画素領域の上や下に配置する。
【００３４】
こうして、画素領域の四方のうち、少なくとも対向する２方は、駆動回路が配置されない
構成とする。
【００３５】
ここで、ゲート信号線駆動回路とソース信号線駆動回路を平行にするとは、ゲート信号線
駆動回路の走査方向が、ソース信号線駆動回路の走査方向と平行になることを示す。
【００３６】
なお本明細書中では、駆動回路の走査方向とは、駆動回路において、駆動回路からの信号
を入力する複数の信号線のそれぞれに対応する回路が、並んだ方向を示すものとする。
【００３７】
一般に、ソース信号線駆動回路から出力される信号は、短い距離で、画素領域に入力され
るのが望ましい。そのため、ソース信号線駆動回路とゲート信号線駆動回路を画素領域の
同じ側に形成した場合、ソース信号線駆動回路は、ゲート信号線駆動回路より画素領域に
近い側に配置される。
【００３８】
なお、ゲート信号線駆動回路を、ソース信号線駆動回路より画素領域に近い側に配置する
構成とすることも可能である。
【００３９】
また、ソース信号線駆動回路を画素領域の上部または下部にのみ配置し、ゲート信号線駆
動回路を、画素領域のソース信号線駆動回路が形成された側の辺と対向する辺の側にのみ
配置する構成でもよい。
【００４０】
前述のように、ソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路を配置した場合、画素領
域のゲート信号線を順に走査するために以下の構成を用いる。
【００４１】
第１の構成としては、ゲート信号線駆動回路は、画素領域のゲート信号線に対して垂直な
、引き回し用ゲート信号線に信号を出力する。
【００４２】
ここで、ゲート信号線駆動回路とソース信号線駆動回路を画素領域の同じ側で、且つ、ソ
ース信号線駆動回路は、ゲート信号線駆動回路より画素領域に近い側に配置する構成の場
合は、引き回し用ゲート信号線は、ゲート信号線駆動回路と画素領域の間に設けられたソ
ース信号線駆動回路を貫通して、画素領域を引き回される。
【００４３】
引き回し用ゲート信号線は、画素領域において対応するゲート信号線に接続される。こう
してゲート信号線駆動回路は、画素領域のゲート信号線に信号を順次入力する。
【００４４】
画素領域において、ゲート信号線と接続される引き回し用ゲート信号線は、ゲート信号線
と同じ層に形成されていても良いし、異なる層に形成されていてもよい。
【００４５】
また、引き回し用ゲート信号線は、画素領域において、ソース信号線等と平行に形成され
る。引き回し用ゲート信号線を、これらの平行な配線と重ねて形成することによって、開
口率を大きくすることが可能である。
【００４６】
第２の構成としては、ゲート信号線駆動回路の出力を引き回して、画素領域の横方向から
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入力する。
【００４７】
このとき、ゲート信号線の上部にシール材を配置することができる。これによって、配線
が占める面積による表示装置の横方向の額縁の面積も抑制することができる。
【００４８】
上記構成により、ゲート信号線駆動回路の分、従来ゲート信号線駆動回路が形成されてい
た表示装置の横方向の幅を小さくすることができ、横方向の額縁の面積が小さな表示装置
を提供することができる。
【００４９】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
複数の画素が形成された絶縁表面と同一の表面上に、それら複数の画素に入力する信号を
制御する駆動回路（ソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路）が形成された表示
装置において、ゲート信号線駆動回路を、画素領域の４辺の周辺のソース信号線駆動回路
と同じ辺の側に配置する。このとき、ソース信号線駆動回路は、ゲート信号線駆動回路よ
り画素領域に近い側に配置し、ゲート信号線駆動回路からの信号を、ソース信号線駆動回
路を介して画素領域に入力する。
【００５０】
画素領域の左右には、各駆動回路（ソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路）を
配置しない。
【００５１】
図１に、本発明の表示装置の実施の形態１の構成を示す。
【００５２】
図１（A）は、表示装置の構成を示す上面図である。表示装置は、画素基板１００上に、
画素領域１０３と、ソース信号線駆動回路１０２と、ゲート信号線駆動回路１０１と、FP
C基板１０４と、シール材１０６とが配置されている。
【００５３】
ソース信号線駆動回路１０２は、画素領域１０３の上部に形成され、ゲート信号線駆動回
路１０１は、ソース信号線駆動回路１０２と平行に、画素領域１０３の上部に形成されて
いる。
【００５４】
図１（A）中、領域１１０で示した部分の詳細な構成を図１（B）に、領域１１１で示した
部分の詳細な構成を図１（C）に示す。
【００５５】
図１（B）に示す、１０１ａはゲート信号線駆動回路１０１の一部である。また、１０２
ａはソース信号線駆動回路１０２の一部である。ここで、画素領域には、ｘ（ｘは自然数
）本のソース信号線と、ｙ（ｙは自然数）本のゲート信号線が配置されているとする。
【００５６】
領域１１０において、ゲート信号線駆動回路１０１ａから出力された信号は、引き回し用
ゲート信号線GDｉ－２～GDｉ＋２（ｉは、３以上の自然数）に出力される。引き回し用ゲ
ート信号線GDｉ－２～GDｉ＋２は、ソース信号線駆動回路１０２ａを貫通して、画素領域
１０３へ引き回される。また、ソース信号線駆動回路１０２ａは、ソース信号線Sｊ－２
～Sj＋２（ｊは、３以上の自然数）に信号を出力する。引き回し用ゲート信号線GDｉ－２
～GDｉ＋２とソース信号線Sｊ－２～Sj＋２は、平行である。
【００５７】
なお本明細書において、ソース信号線の、ソース信号線駆動回路から画素領域に引き回さ
れる部分を、引き回し用のソース信号線とし、画素領域内のソース信号線と区別して呼ぶ
こともできるが、説明のため、画素領域のソース信号線と画素領域のソース信号線のどち
らも、ソース信号線と呼ぶことにする。
【００５８】



(7) JP 4789369 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

図１（C）示す領域１１１において、画素領域１０３に引き回された、引き回し用ゲート
信号線GDｉ－２～GDｉ＋２は、ゲート信号線Gｉ－２～Gｉ＋２とそれぞれ接続される。
【００５９】
なお、図１（C）において、ソース信号線等は図示していない。
【００６０】
領域１１０と同様に、ゲート信号線駆動回路１０１全体から、全ての引き回し用ゲート信
号線GD１～GDｚ（ｚは、自然数）に信号が入力され、画素領域に信号を入力する。また、
ソース信号線駆動回路１０２全体から、ソース信号線S１～Sｘに信号が入力され、画素領
域１０３に信号を入力する。画素領域１０３において、領域１１１と同様に、全てのゲー
ト信号線G１～Gyそれぞれは、対応する引き回し用ゲート信号線GD１～GDｚそれぞれと接
続される。
【００６１】
ここでは、引き回し用ゲート信号線の本数ｚを、ゲート信号線の本数ｙと同じに設定する
場合を想定する。
【００６２】
このとき、一般にソース信号線の数ｘは、ゲート信号線の数ｙと異なる。仮に、ソース信
号線の数ｘが、ゲート信号線の数ｙより大きな場合、ソース信号線と引き回し用ゲート信
号線が交互に画素領域へ引き回されている部分と、ソース信号線のみが画素領域へ引き回
されている部分が生じる状態となる。または、引き回し用ゲート信号線の配線間隔が、ソ
ース信号線の配線間隔より広くなる状態となる。
【００６３】
上記状態は、透過型の表示装置で画素の開口率が問題となる場合等に、画素の輝度のばら
つきの原因となる可能性がある。そこで、引き回し用ゲート信号線の数ｚを、ソース信号
線の数ｘと同じに設定し、引き回し用ゲート信号線のｘ－ｙ本分を、実際にはゲート信号
線に信号を入力しない、ダミー配線として扱う構成としてもよい。
【００６４】
実施の形態１の第１の構成として、引き出し用ゲート信号線を、ゲート信号線と同じ層に
形成する場合を例に説明する。
【００６５】
図２に、画素領域の一部の構成を示す上面図を示す。
【００６６】
図２（A）において、引き回し用ゲート信号線ＧＤｉ－１～ＧＤｉ＋１と、ゲート信号線
Ｇｉ－１～Ｇｉ＋１は、同じ層に形成されている。ゲート信号線Ｇｉと、引き回し用ゲー
ト信号線ＧＤｉの接続されるとする。一方、接続されないゲート信号線Ｇｉと、引き回し
用ゲート信号線ＧＤｊ（ｊは、ｉとは異なるｙ以下の自然数）とは、ゲート信号線Ｇｉと
は別の層に形成された配線を介して交わる。
【００６７】
こうして画素領域全体において、引き回し用ゲート信号線ＧＤ１～ＧＤｙは、ゲート信号
線Ｇ１～Ｇｙとそれぞれ接続される。
【００６８】
図２（B）に、図２（A）中領域２００で示した部分の拡大図を示す。
【００６９】
引き回し用ゲート信号線GDｉは、ゲート信号線Gｉ、Gｉ－１等とは異なる層に形成された
配線２０１を介して、ゲート信号線Gｉ－１と交わる。つまり、ゲート信号線Gｉ－１と交
わる前に、ゲート信号線Gｉ－１と同じ層に形成された引き回し用ゲート信号線GDｉはコ
ンタクトホール２０２ａによって、配線２０１と接続される。また、ゲート信号線Gｉ－
１と交わった後、配線２０１は、コンタクトホール２０２ｂによって、再びゲート信号線
Gｉ－１と同じ層に形成された引き回し用ゲート信号線GDｉに接続される。こうして、引
き回し用ゲート信号線GDｉとゲート信号線Gｉは接続される。
【００７０】
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図２に示した構成は、反射型液晶表示装置や上方放射のＯＬＥＤ表示装置等、画素基板を
介さずに放出された光を視認するタイプの表示装置に有効である。
【００７１】
次に、実施の形態１の第２の構成として、引き出し用ゲート信号線を、ゲート信号線と異
なる層に形成する場合を例を図５を用いて説明する。
【００７２】
図５（Ａ）～図５（Ｃ）に、画素領域の一部の構成を示す上面図を示す。
【００７３】
図５（Ａ）に示す様に、引き出し用ゲート信号線ＧＤｉ、ＧＤｉ＋１をゲート信号線Ｇｉ
、Ｇｉ＋１と異なる層に形成する。なお、図５（Ａ）において、ゲート信号線及び引き回
し用ゲート信号線以外の配線は図示していない。
【００７４】
引き回し用ゲート信号線ＧＤｉとゲート信号線Ｇｉは、コンタクトホール５０１ｉによっ
て接続される。同様に、引き回し用ゲート信号線ＧＤｉ＋１とゲート信号線Ｇｉ＋１は、
コンタクトホール５０１ｉ＋１によって接続される。
【００７５】
図５（Ｂ）では、ソース信号線Ｓｊ、Ｓｊ＋１が、引き回し用ゲート信号線ＧＤｉ、ＧＤ
ｉ＋１と重ねて配置した例を示す。このとき、ソース信号線Ｓｊ及びＳｊ＋１と、ゲート
信号線Ｇｉ及びＧｉ＋１と、引き回し用ゲート信号線ＧＤｉ及びＧＤｉ＋１とをそれぞれ
異なる層に形成される。1画素を、５００で示す。
【００７６】
引き回し用ゲート信号線ＧＤｉとゲート信号線Ｇｉは、コンタクトホール５０２ｉによっ
て接続される。同様に、引き回し用ゲート信号線ＧＤｉ＋１とゲート信号線Ｇｉ＋１は、
コンタクトホール５０２ｉ＋１によって接続される。
【００７７】
図５（Ｂ）のような、ソース信号線と引き回し用ゲート信号線を重ねて配置する構成では
、画素の開口率を上げることができる。図５（Ｂ）に示した構成は、透過型液晶表示装置
や下方放射のＯＬＥＤ表示装置等、画素基板を介して放出された光を視認するタイプの表
示装置に有効である。
【００７８】
図５（Ｃ）では、電源線Ｖｉ、Ｖｉ＋１が、引き回し用ゲート信号線ＧＤｉ、ＧＤｉ＋１
と重ねて配置した例を示す。このとき、電源線Ｖｉ及びＶｉ＋１と、ゲート信号線Ｇｉ及
びＧｉ＋１と、引き回し用ゲート信号線ＧＤｉ及びＧＤｉ＋１とをそれぞれ異なる層に形
成される。なお、電源線Ｖｉ、Ｖｉ＋１と、ソース信号線Ｓｊ、Ｓｊ＋１は同じ層に形成
されていても良いし、異なる層に形成されていてもよい。1画素を、５００で示す。
【００７９】
引き回し用ゲート信号線ＧＤｉとゲート信号線Ｇｉは、コンタクトホール５０３ｉによっ
て接続される。同様に、引き回し用ゲート信号線ＧＤｉ＋１とゲート信号線Ｇｉ＋１は、
コンタクトホール５０３ｉ＋１によって接続される。
【００８０】
図５（Ｃ）のような、電源線と引き回し用ゲート信号線を重ねて配置する構成では、画素
の開口率を上げることができる。図５（Ｃ）に示した構成は、透過型液晶表示装置や下方
放射のＯＬＥＤ表示装置等、画素基板を介して放出された光を視認するタイプの表示装置
に有効である。
【００８１】
実施の形態１では、ゲート信号線駆動回路を、ソース信号線駆動回路の上方に配置した。
つまり、ソース信号線駆動回路を、ゲート信号線駆動回路より画素領域に近い側に配置す
る構成としたが、ゲート信号線駆動回路を、ソース信号線駆動回路より画素領域に近い側
に配置する構成とすることも可能である。
【００８２】
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実施の形態１で示した表示装置では、引き回し用ゲート信号線の引き回しの距離を短くす
ることができる。よって、実施の形態１は、画素領域の面積が比較的大きい表示装置に対
して、有効である。
【００８３】
本実施の形態は、液晶表示装置、ＯＬＥＤ表示装置等、画素列を選択する駆動回路（ソー
ス信号線駆動回路）及び画素行を選択する駆動回路（ゲート信号線駆動回路）によって駆
動される画素を有する、あらゆる構成の表示装置に自由に適用することが可能である。
【００８４】
また、本実施の形態の表示装置の画素には、画素列を選択する信号線（ソース信号線）及
び画素行を選択する信号線（ゲート信号線）が配線される、公知の構成の画素を自由に用
いることができる。また、各駆動回路（ソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路
）は、公知の構成の駆動回路を自由に用いることができる。
【００８５】
例えば、ゲート信号線駆動回路は、シフトレジスタ等を用て構成され順に信号を出力する
タイプのものでも良いし、デコーダ等によって構成され任意の順に信号を出力可能なタイ
プのものでもよい。
【００８６】
（実施の形態２）
実施の形態２は、複数の画素が形成された絶縁表面と同一の表面上に、それら複数の画素
に入力する信号を制御する駆動回路（ソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路）
が形成された表示装置において、ゲート信号線駆動回路を、ソース信号線駆動回路と平行
に配置し、ゲート信号線駆動回路からの信号出力を、ソース信号線駆動回路の周辺及び画
素領域の周辺を引き回して、横方向より画素領域のゲート信号線に入力する構成である。
上記構成の表示装置の模式図を図４に示す。
【００８７】
図４において、表示装置は、画素基板３００上にゲート信号線駆動回路３０１（３０１Ａ
及び３０１Ｂ）、ソース信号線駆動回路３０２、画素領域３０３、ＦＰＣ基板３０４、シ
ール材３０６が配置されている。
【００８８】
ゲート信号線駆動回路３０１（３０１Ａ及び３０１Ｂ）は、ソース信号線駆動回路３０２
と平行になるように、画素領域３０３の上下に配置されている。各ゲート信号線駆動回路
からの出力信号は、図中３３３で示した領域を引き回される配線によって、画素領域３０
３の左右から、画素領域３０３のゲート信号線に入力される。
【００８９】
なお、ゲート信号線駆動回路３０１は、画素領域３０３の上部または下部の片側だけに配
置してもよい。
【００９０】
ここで、画素領域の左右を引き回されるゲート信号線と重ねてシール材を形成することに
よって、表示装置の横の額縁の面積を更に小さくすることができる。
【００９１】
なお実施の形態２において、ゲート信号線の、ゲート信号線駆動回路から画素領域に引き
回される部分を、引き回し用のゲート信号線とし、画素領域内のゲート信号線と区別して
呼ぶこともできるが、説明のため、画素領域のゲート信号線と画素領域のゲート信号線の
どちらも、ゲート信号線と呼ぶことにする。
【００９２】
引き回されたゲート信号線とシール材とを重ねて配置した構造の例を示す模式図を、図１
５に示す。
【００９３】
図１５（Ａ）は、画素領域の左を引き回されるゲート信号線の上面図である。ゲート信号
線Ｇ１～Ｇｙ‘が並列に配置され、画素領域１５１０の左側の各場所で画素領域１５１０
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に引き回されている。ゲート信号線Ｇ１～Ｇｙ‘の上部には、シール材１５１１が形成さ
れている。図１５（Ａ）中、Ａ～Ａ‘で示す部分の断面図を、図１５（Ｂ）に示す。図１
５（Ｂ）において、ゲート信号線Ｇ１～Ｇｙ‘は、画素基板１５００上の絶縁表面１５０
１上に形成され、ゲート信号線Ｇ１～Ｇｙ‘の上には、シール材１５１１が形成されてい
る。
【００９４】
また、図１５（Ａ）や図１５（Ｂ）に示したように、画素領域１５１０の横の並列に配置
されたゲート信号線Ｇ１～Ｇｙ‘の全てが、シール材１５１１と重なった構成であっても
よいし、画素領域１５１０の横に並列に配置されたゲート信号線Ｇ１～Ｇｙ‘の一部が、
シール材１５１１と重なって配置された構成であってもよい。図１５（Ｃ）に、画素領域
１５１０の横側を引き回される、並列に配置されたゲート信号線Ｇ１～Ｇｙ‘の一部のみ
がシール材１５１１と重ねて配置された構造の上面図を示す。また、図１５（Ｃ）中、Ｂ
～Ｂ‘の断面図が、図１５（Ｄ）である。なお、図１５（Ｃ）及び図１５（Ｄ）中、図１
５（Ａ）及び図１５（Ｂ）と同じ部分は同じ符号を用いて示し、説明は省略する。
【００９５】
図１５では、シール材とゲート信号線が、接して形成される構成を示したが、シール材と
ゲート信号線は、その間に層間膜等を介して、重なっていてもかまわない。
【００９６】
なお、図１５に示した表示装置が、液晶表示装置の場合、対向基板や配向膜、液晶材料等
は図示していない。また、図１５に示した表示装置がＯＬＥＤ表示装置の場合、カバー材
等は、図示していない。
【００９７】
上述の引き回し部分のゲート信号線をシール材と重ねて配置する構造によって、ゲート信
号線の数が多い場合にも、額縁の面積を小さく抑えることが可能である。
【００９８】
図３に、実施の形態２の表示装置の具体的な構成の一例を示す。
【００９９】
図３（Ａ）において、図４と同じ部分は同じ符号を用いて示し、説明は省略する。
【０１００】
ゲート信号線駆動回路３０１Ａは、画素領域３０３の上部のソース信号線駆動回路３０２
の更に上方に配置される。また、ゲート信号線駆動回路３０１Ｂが、画素領域３０３の下
部にも配置される。
【０１０１】
ゲート信号線駆動回路３０１Ａ及び３０１Ｂの出力信号は、ソース信号線駆動回路３０２
の周辺及び画素領域３０３の周辺を引き回され、画素領域３０３に入力される。
【０１０２】
各ゲート信号線駆動回路３０１Ａ及び３０１Ｂの出力信号を、画素領域に入力するまでの
ゲート信号線の引き回しの具体例の１つを、図３（Ｂ）～図３（Ｊ）を用いて詳細に説明
する。
【０１０３】
なお、画素領域に配置されるゲート信号線の本数をｙ（ｙは、自然数）とする。ここでは
説明の関係上、ｙは４の倍数とするが、本発明はこれに限定されない。
【０１０４】
まず、ゲート信号線駆動回路３０１Ａは、２つのブロック３０１Ａ＿１及び３０１Ａ＿２
に分けられるものとする。また、ゲート信号線駆動回路３０１Ｂは、２つのブロック３０
１Ｂ＿１及び３０１Ｂ＿２に分けられるものとする。ゲート信号線駆動回路３０１Ａ＿１
は、画素領域３０３に配置された1本目から（ｙ／４）本までのゲート信号線Ｇ１～Ｇ（
ｙ／４）に信号を入力する回路であるとする。ゲート信号線Ｇ１～Ｇ（ｙ／４）が配置さ
れる画素領域を３０３＿１で示す。ゲート信号線駆動回路３０１Ａ＿２は、画素領域３０
３に配置された（ｙ／４）＋１本目から（ｙ／２）本までのゲート信号線Ｇ（ｙ／４）＋
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１～Ｇ（ｙ／２）に信号を入力する回路であるとする。ゲート信号線Ｇ（ｙ／４）＋１～
Ｇ（ｙ／２）が配置される画素領域を３０３＿２で示す。ゲート信号線駆動回路３０１Ｂ
＿１は、画素領域３０３に配置された（ｙ／２）＋１本目から（３ｙ／４）本までのゲー
ト信号線Ｇ（ｙ／２）＋１～Ｇ（３ｙ／４）に信号を入力する回路であるとする。ゲート
信号線Ｇ（ｙ／２）＋１～Ｇ（３ｙ／４）が配置される画素領域を３０３＿３で示す。ゲ
ート信号線駆動回路３０１Ｂ＿２は、画素領域３０３に配置された（３ｙ／４）＋１本目
からｙ本までのゲート信号線Ｇ（３ｙ／４）＋１～Ｇｙに信号を入力する回路であるとす
る。ゲート信号線Ｇ（３ｙ／４）＋１～Ｇｙが配置される画素領域を３０３＿４で示す。
【０１０５】
始めに、ゲート信号線駆動回路３０１Ａ＿１からの出力信号を、領域３０３＿１に入力す
るための配線について詳細に説明する。図３（Ｂ）～図３（Ｄ）はそれぞれ、図３（Ａ）
中、３１１ａ、３１２ａ、及び３１３ａで示した領域の詳細な構造である。
【０１０６】
図３（Ｂ）に示すように、ゲート信号線駆動回路３０１Ａ＿１の一部３０１Ａａより出力
された信号は、ゲート信号線Ｇｉ－２～Ｇｉ＋２に入力される。ゲート信号線Ｇｉ－２～
Ｇｉ＋２は、ゲート信号線駆動回路３０１Ａａとソース信号線駆動回路３０２の一部３０
２ａの間で向きを変えられる。こうして、ゲート信号線駆動回路３０１Ａ＿１から出力さ
れた信号は、ソース信号線駆動回路３０２と、ゲート信号線駆動回路３０１Ａ＿１の間に
平行に形成されたゲート信号線Ｇ１～Ｇ（ｙ／４）を介して、ソース信号線駆動回路３０
２の左端まで引き回される。ゲート信号線Ｇ１～Ｇ（ｙ／４）は、ソース信号線駆動回路
３０２の左端まで引き回されたら方向を変え、シール材３０６と重なった画素領域３０３
の左側の領域を、領域３０３＿１の左側まで引き回され、領域３０３＿１に入力される。
図３（Ｃ）において、シール材３０６の一部３０６ａと領域３０３＿１の一部３０３ａを
示す。こうして、図３（Ｄ）に示すように、画素領域３０３＿１においてソース信号線（
図中Ｓと表記）と垂直に形成されたゲート信号線Ｇｉ－２～Ｇｉ＋２に、信号が入力され
る。
【０１０７】
次に、ゲート信号線駆動回路３０１Ａ＿２からの出力信号を、領域３０３＿２に入力する
ための配線について詳細に説明する。図３（Ｅ）～図３（Ｇ）はそれぞれ、図３（Ａ）中
、３１１ｂ、３１２ｂ、及び３１３ｂで示した領域の詳細な構造である。
【０１０８】
図３（Ｅ）に示すように、ゲート信号線駆動回路３０１Ａ＿２の一部３０１Ａｂより出力
された信号は、ゲート信号線Ｇｊ－２～Ｇｊ＋２に入力される。ゲート信号線Ｇｊ－２～
Ｇｊ＋２は、ゲート信号線駆動回路３０１Ａｂとソース信号線駆動回路３０２の一部３０
２ｂの間で向きを変えられる。こうして、ゲート信号線駆動回路３０１Ａ＿２から出力さ
れた信号は、ソース信号線駆動回路３０２と、ゲート信号線駆動回路３０１Ａ＿２の間に
平行に形成されたゲート信号線Ｇ（ｙ／４）＋１～Ｇ（ｙ／２）を介して、ソース信号線
駆動回路３０２の右端まで引き回される。ゲート信号線Ｇ１～Ｇ（ｙ／４）は、ソース信
号線駆動回路３０２の右端まで引き回されたら方向を変え、シール材３０６と重なった画
素領域３０３の右側の領域を、領域３０３＿２の右側まで引き回され、領域３０３＿２に
入力される。図３（Ｆ）において、シール材３０６の一部３０６ｂと領域３０３＿２の一
部３０３ｂを示す。こうして、図３（Ｇ）に示すように、画素領域３０３＿２においてソ
ース信号線（図中Ｓと表記）と垂直に形成されたゲート信号線Ｇｊ－２～Ｇｊ＋２に、信
号が入力される。
【０１０９】
ゲート信号線駆動回路３０１Ｂ＿１からの出力信号を、領域３０３＿３に入力するための
配線について詳細に説明する。図３（Ｈ）～図３（Ｊ）はそれぞれ、図３（Ａ）中、３１
１ｃ、３１２ｃ、及び３１３ｃで示した領域の詳細な構造である。
【０１１０】
図３（Ｈ）に示すように、ゲート信号線駆動回路３０１Ｂ＿１の一部３０１Ｂａより出力
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された信号は、ゲート信号線Ｇｋ－２～Ｇｋ＋２に入力される。ゲート信号線Ｇｋ－２～
Ｇｋ＋２は、ゲート信号線駆動回路３０１Ｂａと画素領域３０３＿４の一部３０３ｃの間
で向きを変えられる。こうして、ゲート信号線駆動回路３０１Ｂ＿１から出力された信号
は、画素領域３０３と、ゲート信号線駆動回路３０１Ｂ＿１の間に平行に形成されたゲー
ト信号線Ｇ（ｙ／２）＋１～Ｇ（３ｙ／４）を介して、画素領域３０３の左端まで引き回
される。ゲート信号線Ｇ（ｙ／２）＋１～Ｇ（３ｙ／４）は、画素領域３０３の左端まで
引き回されたら方向を変え、シール材３０６と重なった画素領域３０３の左側の領域を、
領域３０３＿３の左側まで引き回され、領域３０３＿３に入力される。図３（Ｉ）におい
て、シール材３０６の一部３０６ｃと領域３０３＿１の一部３０３ｃを示す。こうして、
図３（Ｊ）に示すように、画素領域３０３＿３においてソース信号線（図中Ｓと表記）と
垂直に形成されたゲート信号線Ｇｉ－２～Ｇｉ＋２に、信号が入力される。
【０１１１】
同様に、図示しないが、ゲート信号線駆動回路３０１Ｂ＿２から出力される信号は、ゲー
ト信号線駆動回路３０１Ｂ＿２と画素領域３０３＿４の間を、画素領域３０３の右端まで
引き回され、方向を変えられ、シール材３０６と重なった画素領域３０３の右側の領域を
、領域３０３＿４の右端まで引き回されて、領域３０３＿４に入力される。
【０１１２】
ここで、各ゲート信号線駆動回路３０１Ａ＿１、３０１Ａ＿２、３０１Ｂ＿１、３０１Ｂ
＿２をそれぞれ走査し、ゲート信号線Ｇ１～Ｇｙに順に信号を出力することによって、画
素領域３０３のゲート信号線Ｇ１～Ｇｙに順に信号を入力することができる。
【０１１３】
上記構成によって、画素領域の横側に、ゲート信号線駆動回路が無い分、画素領域の横方
向の額縁の面積を更に減らすことができる。また、シール材をこれら画素領域の左右を引
き回されるゲート信号線の上部に形成することによって、表示装置の左右の額縁の幅を更
に小さくすることができる。
【０１１４】
また、上記構成の様に、画素領域の上部左、上部右、下部左、下部右の４方向からゲート
信号線を引き回す場合は、画素領域の左右にはそれぞれに最多でｙ／４本のゲート信号線
が並列に配置されている。仮に、ゲート信号線駆動回路を画素領域の上方のみに配置し、
画素領域の上部左の１方向からゲート信号線を引き回す場合、画素領域の左には、最多で
ｙ本のゲート信号線が並列に配置されることになる。
【０１１５】
本実施の形態のように、画素領域の複数の方向がらゲート信号線を引き回すことで、画素
領域の横側に並列に設けられる配線の数を減らすことができる。こうして、画素領域の横
方向の額縁の面積を、更に減らすことが可能となる。
【０１１６】
また、ＦＰＣ基板から、各駆動回路（ソース信号線駆動回路３０２及びゲート信号線駆動
回路３０１）に信号を入力する信号線や電源線は、画素領域３０３周りを引き回されるゲ
ート信号線とは異なる層に形成する。
【０１１７】
実施の形態１と比較して実施の形態２では、ゲート信号線駆動回路から出力された信号を
、画素領域３０３の左右まで引き回す必要がある。そのため、特に画素領域が大きな表示
装置の場合、ゲート信号線Ｇ１～Ｇｙの引き回し距離が長くなる。しかし、画素領域内に
、ゲート信号線と垂直な引き回し用ゲート信号線を配置する必要がないので、透過型の表
示装置において、開口率を大きくすることができる。また、引き回し用ゲート信号線が、
ソース信号線駆動回路内を貫通する必要がないので、ソース信号線駆動回路のレイアウト
上の制約が少ない。
【０１１８】
よって、実施の形態２は、比較的画素領域の小さな表示装置に対して有効である。
【０１１９】
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本実施の形態は、液晶表示装置、ＯＬＥＤ表示装置等、画素列を選択する駆動回路（ソー
ス信号線駆動回路）及び画素行を選択する駆動回路（ゲート信号線駆動回路）によって駆
動される画素を有する、あらゆる構成の表示装置に自由に適用することが可能である。
【０１２０】
また、本実施の形態の表示装置の画素には、画素列を選択する信号線（ソース信号線）及
び画素行を選択する信号線（ゲート信号線）が配線される、公知の構成の画素を自由に用
いることができる。また、各駆動回路（ソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路
）は、公知の構成の駆動回路を自由に用いることができる。
【０１２１】
例えば、ゲート信号線駆動回路は、シフトレジスタ等を用て構成され順に信号を出力する
タイプのものでも良いし、デコーダ等によって構成され任意の順に信号を出力可能なタイ
プのものでもよい。
【０１２２】
【実施例】
（実施例１）
本実施例では、実施の形態１の第２の構成として、図５（Ｂ）に示した構成の液晶表示装
置の一例を示す。
【０１２３】
図１０は、本実施例の画素の構成を示す回路図である。
【０１２４】
図１０において、1画素６００には、ソース信号線６０２＿１と、ゲート信号線６０３＿
１と、スイッチング用ＴＦＴ６０７と、容量素子（保持容量）６０８が配置されてる。
【０１２５】
６０３＿１～６０３＿３は、ゲート信号線である。６０１＿１～６０１＿３は、引き回し
用ゲート信号線である。６０６＿１～６０６＿３は、コモン線である。
【０１２６】
なお、本実施例において、スイッチング用ＴＦＴ６０７は、第１のゲート電極と、第２の
ゲート電極とを有するデュアルゲート型ＴＦＴであるとする。スイッチング用ＴＦＴ６０
７の第１のゲート電極と第２のゲート電極のうちの一方は、電位Ｖcomが与えられており
、もう一方は、ゲート信号線６０３＿１に接続されている。
【０１２７】
スイッチング用ＴＦＴ６０７のソース領域またはドレイン領域は、一方はソース信号線６
０２＿１と接続され、もう一方は、保持容量６０８の一方の電極及び液晶素子６０９に接
続されている。保持容量６０８のもう一方の電極は、コモン線６０６＿１に接続されてい
る。
【０１２８】
ゲート信号線６０３＿１は、引き回し用ゲート信号線６０１＿１と、コンタクトホール６
０５＿１を介して接続されている。同様に、ゲート信号線６０３＿２は、引き回し用ゲー
ト信号線６０１＿２と、コンタクトホール６０５＿２を介して接続されている。ゲート信
号線６０３＿３は、引き回し用ゲート信号線６０１＿３と、コンタクトホール６０５＿３
を介して接続されている。
【０１２９】
図６に、図１０に示した構成の液晶表示装置の画素の上面図及び断面図を示す。
【０１３０】
図６において、図１０と同じ部分は同じ符号を用いて示し、説明は省略する。
なお図６中において、液晶素子として画素電極のみを６０９で示し、対向基板、液晶層、
配向膜等は図示しない。
【０１３１】
図６（Ａ）は、液晶表示装置の上面図である。また図６（Ａ）中、Ａ～Ａ‘の断面図が図
６（Ｂ）、Ｂ～Ｂ’の断面図が図６（Ｃ）、Ｃ～Ｃ‘の断面図が図６（Ｄ）である。
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【０１３２】
図６（Ｂ）に示すように、画素基板６６６上に形成されたスイッチング用ＴＦＴ６０７の
ソース領域とドレイン領域の一方６６８ａは、ソース信号線６０２＿１に接続され、もう
一方６６８ｃは、配線６１２を介して保持容量６０８の一方の電極６１３及び画素電極６
０９に接続されている。ここで、保持容量６０８は、半導体層によって形成された電極６
１３と、コモン線６０６＿１の間に絶縁膜６６９を挟んだ構成である。ここで、６７０は
層間膜である。
【０１３３】
スイッチング用ＴＦＴ６０７は、チャネル部分６６８ｂに絶縁膜６６９を介して接する第
１のゲート電極６０３＿１ａと、チャネル部分６６８ｂに絶縁膜６６７を介して接する第
２のゲート電極６１０ａとを有する、デュアルゲート型のＴＦＴである。ここで、第１の
ゲート電極６０３＿１ａは、ゲート信号線６０３＿１の一部に相当する。また第２のゲー
ト電極６１０ａは、電位Ｖcomが与えられる配線６１０の一部に相当する。
【０１３４】
引き回し用ゲート信号線６０１＿１は、ソース信号線６０２＿１と重ねて形成されている
。
【０１３５】
図６（Ｃ）に示すように、スイッチング用ＴＦＴ６０７の第２のゲート電極６１０ａに電
位Ｖcomを与える配線６１０は、コンタクトホール６１１によって配線６１４に接続され
、引き回し用ゲート信号線６０１＿２上を引き回される。
【０１３６】
図６（Ｄ）に示すように、引き回し用ゲート信号線６０１＿２は、ゲート信号線６０３＿
２とコンタクトホール６０５＿２を介して接続される。
【０１３７】
上記構成の様に、各画素に配置されたＴＦＴがデュアルゲート型ＴＦＴの場合、ＴＦＴの
有する、異なる層に形成されたゲート電極のうち、一方のゲート電極が形成された層にゲ
ート信号線を形成し、もう一方のゲート電極が形成された層に引き回し用ゲート信号線を
形成することができる。
【０１３８】
（実施例２）
本実施例では、実施の形態１の第２の構成として、図５（Ｃ）に示した構成のＯＬＥＤ表
示装置の一例を示す。
【０１３９】
図１１は、本実施例の画素の構成を示す回路図である。
【０１４０】
図１１において、１画素７００には、ソース信号線７０４＿１と、ゲート信号線７０３＿
１と、電源線７０２＿２と、スイッチング用ＴＦＴ７０６と、駆動用ＴＦＴ７０７と、容
量素子（保持容量）７０８が配置されてる。
【０１４１】
７０３＿１～７０３＿３は、ゲート信号線である。７０１＿１～７０１＿３は、引き回し
用ゲート信号線である。７０４＿１～７０４＿３は、ソース信号線である。７０２＿１～
７０２＿３は、電源線である。
【０１４２】
なお、本実施例において、スイッチング用ＴＦＴ７０６は、第１のゲート電極と、第２の
ゲート電極とを有するデュアルゲート型ＴＦＴであるとする。スイッチング用ＴＦＴ７０
６の第１のゲート電極と第２のゲート電極のうちの一方は、電位Ｖcomが与えられており
、もう一方は、ゲート信号線７０３＿１に接続されている。
【０１４３】
また、駆動用ＴＦＴ７０７も、第１のゲート電極と、第２のゲート電極とを有するデュア
ルゲート型ＴＦＴであるとする。駆動用ＴＦＴ７０７の第１のゲート電極と第２のゲート
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電極は接続されている。
【０１４４】
ＴＦＴをデュアルゲート型とすることで、ＴＦＴの特性バラツキを低減することが可能で
ある。駆動用ＴＦＴ７０７は、特に特性バラツキを低減する必要がある。そのため、駆動
用ＴＦＴ７０７をデュアルゲート型とすることは有効な手段である。
【０１４５】
スイッチング用ＴＦＴ７０６のソース領域またはドレイン領域は、一方はソース信号線７
０４＿１と接続され、もう一方は、保持容量７０８の一方の電極及び駆動用ＴＦＴ７０７
のゲート電極（第１のゲート電極及び第２のゲート電極）に接続されている。保持容量７
０８のもう一方の電極は、電源線７０２＿２に接続されている。駆動用ＴＦＴ７０７のソ
ース領域とドレイン領域は一方は、電源線７０２＿２に接続され、もう一方は、ＯＬＥＤ
素子７０９の一方の電極（画素電極）に接続されている。
【０１４６】
ゲート信号線７０３＿１は、引き回し用ゲート信号線７０１＿１と、コンタクトホール７
０５＿１を介して接続されている。同様に、ゲート信号線７０３＿２は、引き回し用ゲー
ト信号線７０１＿２と、コンタクトホール７０５＿２を介して接続されている。ゲート信
号線７０３＿３は、引き回し用ゲート信号線７０１＿３と、コンタクトホール７０５＿３
を介して接続されている。
【０１４７】
図７に、図１１に示した構成のＯＬＥＤ表示装置の画素の上面図及び断面図を示す。
【０１４８】
図７において、図１１と同じ部分は同じ符号を用いて示し、説明は省略する。なお図６中
において、ＯＬＥＤ素子として画素電極のみを７０９で示し、ＯＬＥＤ層、カバー材等は
図示しない。
【０１４９】
図７（Ａ）は、ＯＬＥＤ表示装置の上面図である。また図７（Ａ）中、Ａ～Ａ‘の断面図
が図７（Ｂ）、Ｂ～Ｂ’の断面図が図７（Ｃ）、Ｃ～Ｃ‘の断面図が図７（Ｄ）、Ｄ～Ｄ
‘の断面図が図７（Ｅ）である。
【０１５０】
図７（Ｂ）に示すように、画素基板７７７上に形成されたスイッチング用ＴＦＴ７０６の
ソース領域とドレイン領域の一方７７９ａは、ソース信号線７０４＿１に接続され、もう
一方７７９ｃは、配線７１２を介して配線７１５及び配線７１６と接続されている。７８
１は層間膜である。
【０１５１】
スイッチング用ＴＦＴ７０６は、チャネル部分７７９ｂに絶縁膜７８０を介して接する第
１のゲート電極７０３＿１ａと、チャネル部分７７９ｂに絶縁膜７７８を介して接する第
２のゲート電極７１０ａとを有する、デュアルゲート型のＴＦＴである。ここで、第１の
ゲート電極７０３＿１ａは、ゲート信号線７０３＿１の一部に相当する。また第２のゲー
ト電極７１０ａは、電位Ｖcomが与えられる配線７１０の一部に相当する。
【０１５２】
引き回し用ゲート信号線７０１＿１は、電源線７０２＿１と重ねて形成されている。
【０１５３】
図７（Ｃ）に示すように、駆動用ＴＦＴ７０７のソース領域とドレイン領域の一方７８２
ａは、配線７１７を介して画素電極７０９と接続され、もう一方７８２ｃは、電源線７０
２＿２と接続されている。また、引き回し用ゲート信号線７０１＿２と電源線７０２＿２
は重ねて形成されている。
【０１５４】
駆動用ＴＦＴ７０７は、チャネル部分７８２ｂに絶縁膜７８０を介して接する第１のゲー
ト電極７１５ａと、チャネル部分７８２ｂに絶縁膜７７８を介して接する第２のゲート電
極７１６ａとを有する、デュアルゲート型のＴＦＴである。ここで、第１のゲート電極７
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１５ａは、配線７１５の一部に相当する。また第２のゲート電極７１６ａは、配線７１６
の一部に相当する。なお、配線７１５と配線７１６は接続されている（図７Ｄ）参照）。
【０１５５】
図７（Ｄ）に示すように、配線７１５及び配線７１６は接続される。配線７１５が、保持
容量７０８の一方の電極に相当する。保持容量のもう一方の電極は、半導体層によって形
成される７８３であり、７８３はコンタクトホール７８４によって電源線７０２＿２に接
続されている。
【０１５６】
また、引き回し用ゲート信号線７０１＿２は、ゲート信号線７０３＿２とコンタクトホー
ル７０５＿２を介して接続される。
【０１５７】
図７（Ｅ）に示すように、スイッチング用ＴＦＴ７０６の第２のゲート電極７１０ａに電
位Ｖcomを与える配線７１０は、コンタクトホール７１１によって配線７１４に接続され
、引き回し用ゲート信号線７０１＿２上を引き回される。
【０１５８】
上記構成の様に、各画素に配置されたＴＦＴがデュアルゲート型ＴＦＴの場合、ＴＦＴの
有する、異なる層に形成されたゲート電極のうち、一方のゲート電極が形成された層にゲ
ート信号線を形成し、もう一方のゲート電極が形成された層に引き回し用ゲート信号線を
形成することができる。
【０１５９】
（実施例３）
本実施例では、実施の形態１の第２の構成として、図５（Ｃ）に示した構成のＯＬＥＤ表
示装置の、実施例２とは異なる例を示す。
【０１６０】
図１２は、本実施例の画素の構成を示す回路図である。なお、図１２において、図１１と
同じ部分は同じ符号を用いて示す。
【０１６１】
図１２において、１画素７２４には、ソース信号線７０４＿１と、ゲート信号線７０３＿
１と、電源線７０２＿２と、スイッチング用ＴＦＴ７０６と、駆動用ＴＦＴ７０７と、消
去用ＴＦＴ７２２と、容量素子（保持容量）７０８が配置されてる。
【０１６２】
７０３＿１～７０３＿３は、ゲート信号線である。７０１＿１～７０１＿３は、引き回し
用ゲート信号線である。７２１＿１～７２１＿３は、消去用ゲート信号線である。７２０
＿１～７２０＿３は、引き回し用消去用ゲート信号線である。７０４＿１～７０４＿３は
、ソース信号線である。７０２＿１～７０２＿３は、電源線である。
【０１６３】
なお、本実施例において、スイッチング用ＴＦＴ７０６は、第１のゲート電極と、第２の
ゲート電極とを有するデュアルゲート型ＴＦＴであるとする。スイッチング用ＴＦＴ７０
６の第１のゲート電極と第２のゲート電極のうちの一方は、電位Ｖcomが与えられており
、もう一方は、ゲート信号線７０３＿１に接続されている。
【０１６４】
また、駆動用ＴＦＴ７０７も、第１のゲート電極と、第２のゲート電極とを有するデュア
ルゲート型ＴＦＴであるとする。駆動用ＴＦＴ７０７の第１のゲート電極と第２のゲート
電極は接続されている。
【０１６５】
更に、消去用ＴＦＴ７２２も、第１のゲート電極と、第２のゲート電極とを有するデュア
ルゲート型ＴＦＴであるとする。消去用ＴＦＴ７２２の第１のゲート電極と第２のゲート
電極のうちの一方は、電位Ｖcomが与えられており、もう一方は、消去用ゲート信号線７
２１＿１に接続されている。
【０１６６】
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スイッチング用ＴＦＴ７０６のソース領域またはドレイン領域は、一方はソース信号線７
０４＿１と接続され、もう一方は、保持容量７０８の一方の電極及び駆動用ＴＦＴ７０７
のゲート電極（第１のゲート電極及び第２のゲート電極）に接続されている。保持容量７
０８のもう一方の電極は、電源線７０２＿２に接続されている。駆動用ＴＦＴ７０７のソ
ース領域とドレイン領域は一方は、電源線７０２＿２に接続され、もう一方は、ＯＬＥＤ
素子７０９の一方の電極（画素電極）に接続されている。
【０１６７】
消去用ＴＦＴ７２２のソース領域とドレイン領域の一方は、電源線７０２＿２に接続され
、もう一方は、駆動用ＴＦＴ７０７のゲート電極（第１のゲート電極及び第２のゲート電
極）に接続されている。
【０１６８】
ゲート信号線７０３＿１は、引き回し用ゲート信号線７０１＿１と、コンタクトホール７
０５＿１を介して接続されている。同様に、ゲート信号線７０３＿２は、引き回し用ゲー
ト信号線７０１＿２と、コンタクトホール７０５＿２を介して接続されている。ゲート信
号線７０３＿３は、引き回し用ゲート信号線７０１＿３と、コンタクトホール７０５＿３
を介して接続されている。
【０１６９】
消去用ゲート信号線７２１＿１は、引き回し用消去用ゲート信号線７２０＿１と、コンタ
クトホール７２３＿１を介して接続されている。同様に、消去用ゲート信号線７２１＿２
は、引き回し用消去用ゲート信号線７２０＿２と、コンタクトホール７２３＿２を介して
接続されている。消去用ゲート信号線７２１＿３は、引き回し用消去用ゲート信号線７２
０＿３と、コンタクトホール７２３＿３を介して接続されている。
【０１７０】
図８に、図１２に示した構成のＯＬＥＤ表示装置の画素の上面図及び断面図を示す。
【０１７１】
図８において、図１２と同じ部分は同じ符号を用いて示し、説明は省略する。なお図８中
において、ＯＬＥＤ素子として画素電極のみを７０９で示し、ＯＬＥＤ層、カバー材等は
図示しない。
【０１７２】
図８（Ａ）は、ＯＬＥＤ表示装置の上面図である。また図８（Ａ）中、Ａ～Ａ‘の断面図
が図８（Ｂ）、Ｃ～Ｃ‘の断面図が図８（Ｃ）、Ｅ～Ｅ‘の断面図が図８（Ｄ）、Ｄ～Ｄ
‘の断面図が図８（Ｅ）である。なお、図８（Ａ）中、Ｂ～Ｂ’の断面図は、図７（Ｃ）
と同様である。
【０１７３】
図８（Ｂ）に示すように、画素基板７７７上に形成されたスイッチング用ＴＦＴ７０６の
ソース領域とドレイン領域の一方７７９ａは、ソース信号線７０４＿１に接続され、もう
一方７７９ｃは、配線７１２を介して配線７１５及び配線７１６と接続されている。７８
１は層間膜である。
【０１７４】
スイッチング用ＴＦＴ７０６は、チャネル部分７７９ｂに絶縁膜７８０を介して接する第
１のゲート電極７０３＿１ａと、チャネル部分７７９ｂに絶縁膜７７８を介して接する第
２のゲート電極７１０ａとを有する、デュアルゲート型のＴＦＴである。ここで、第１の
ゲート電極７０３＿１ａは、ゲート信号線７０３＿１の一部に相当する。また第２のゲー
ト電極７１０ａは、電位Ｖcomが与えられる配線７１０の一部に相当する。
【０１７５】
引き回し用ゲート信号線７０１＿１は、電源線７０２＿１と重ねて形成されている。また
、引き回し用消去用ゲート信号線７２０＿１は、ソース信号線７０４＿１と重ねて形成さ
れている。
【０１７６】
図７（Ｃ）に示すように、配線７１５及び配線７１６は接続される。配線７１５が、保持
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容量７０８の一方の電極に相当する。保持容量のもう一方の電極は、半導体層によって形
成される７８３であり、７８３はコンタクトホール７８４によって電源線７０２＿２に接
続されている。
【０１７７】
また、引き回し用ゲート信号線７０１＿２は、ゲート信号線７０３＿２とコンタクトホー
ル７０５＿２を介して接続される。
【０１７８】
図８（Ｄ）に示すように、消去用ＴＦＴ７２２のソース領域とドレイン領域の一方７９９
ａは、配線７１５に接続され、もう一方７９９ｃは、電源線７０２＿２と接続されている
。
【０１７９】
消去用ＴＦＴ７２２は、チャネル部分７９９ｂに絶縁膜７８０を介して接する第１のゲー
ト電極７２１＿１ａと、チャネル部分７９９ｂに絶縁膜７７８を介して接する第２のゲー
ト電極７１０ａとを有する、デュアルゲート型のＴＦＴである。ここで、第１のゲート電
極７２１＿１ａは、消去用ゲート信号線７２１＿１の一部に相当する。また第２のゲート
電極７１０ａは、電位Ｖcomが与えられる配線７１０の一部に相当する。
【０１８０】
引き回し用消去用ゲート信号線７２０＿１は、ソース信号線７０４＿１と重ねて形成され
ている。引き回し用消去用ゲート信号線７２０＿１は、コンタクトホール７２３＿１によ
って、消去用ゲート信号線７２１＿１と接続されている。
【０１８１】
図７（Ｅ）に示すように、スイッチング用ＴＦＴ７０６Ｔの第２のゲート電極及び消去用
ＴＦＴ７２２の第２のゲート電極７１０ａに電位Ｖcomを与える配線７１０は、コンタク
トホール７１１によって配線７１４に接続され、引き回し用ゲート信号線７０１＿２及び
引き回し用消去用ゲート信号線７２０＿１上を引き回される。
【０１８２】
上記構成の様に、各画素に配置されたＴＦＴがデュアルゲート型ＴＦＴの場合、ＴＦＴの
有する、異なる層に形成されたゲート電極のうち、一方のゲート電極が形成された層にゲ
ート信号線及び消去用ゲート信号線を形成し、もう一方のゲート電極が形成された層に引
き回し用ゲート信号線及び引き回し用消去用ゲート信号線を形成することができる。
【０１８３】
（実施例４）
本実施例では、実施の形態２において図４で示した構成の表示装置の具体例として、図３
で示した例とは異なる例を示す。
【０１８４】
図１３に本実施例の表示装置の構成を示す。なお、実施の形態２において示した、図３と
同じ部分は同じ符号を用いて示す。
【０１８５】
図１３（Ａ）は、表示装置の上面図である。画素基板３００上に、ゲート信号線駆動回路
１３０１（１３０１Ａ及び１３０１Ｂ）、ソース信号線駆動回路３０２、画素領域３０３
、ＦＰＣ基板３０４、シール材３０６が配置されている。
【０１８６】
ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ及び１３０１Ｂの出力信号は、ソース信号線駆動回路３
０２の周辺及び画素領域３０３の周辺を引き回され、画素領域３０３に入力される。
【０１８７】
各ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ及び１３０１Ｂの出力信号を、画素領域３０３に入力
するまでのゲート信号線の引き回しの具体例の１つを、図１３（Ｂ）～図１３（Ｆ）を用
いて詳細に説明する。
【０１８８】
なお、画素領域に配置されるゲート信号線の本数をｙ（ｙは、自然数）とする。ここでは
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説明の関係上、ｙは４の倍数とするが、本発明はこれに限定されない。
【０１８９】
まず、ゲート信号線駆動回路１３０１Ａは、２つのブロック１３０１Ａ＿１及び１３０１
Ａ＿２に分けられるものとする。また、ゲート信号線駆動回路１３０１Ｂは、２つのブロ
ック１３０１Ｂ＿１及び１３０１Ｂ＿２に分けられるものとする。
【０１９０】
ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ＿１は、画素領域３０３に配置された1本目から（ｙ／
２）本までのゲート信号線Ｇ１～Ｇ（ｙ／２）のうち偶数番目のゲート信号線に信号を入
力する回路であるとする。ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ＿２は、画素領域３０３に配
置された1本目から（ｙ／２）本までのゲート信号線Ｇ１～Ｇ（ｙ／２）のうち奇数番目
のゲート信号線に信号を入力する回路であるとする。ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ＿
１及び１３０１Ａ＿２によって出力される信号が入力されるゲート信号線Ｇ１～Ｇ（ｙ／
２）が配置される画素領域３０３を、３０３＿Ａで示す。
【０１９１】
同様に、ゲート信号線駆動回路１３０１Ｂ＿１は、画素領域３０３に配置された（ｙ／２
）＋1本目からｙ本までのゲート信号線Ｇ（ｙ／２）＋1～Ｇｙのうち偶数番目のゲート信
号線に信号を入力する回路であるとする。ゲート信号線駆動回路１３０１Ｂ＿２は、画素
領域３０３に配置された（ｙ／２）＋1本目からｙ本までのゲート信号線Ｇ（ｙ／２）＋1
～Ｇｙのうち奇数番目のゲート信号線に信号を入力する回路であるとする。ゲート信号線
駆動回路１３０１Ｂ＿１及び１３０１Ｂ＿２によって出力される信号が入力されるゲート
信号線Ｇ（ｙ／２）＋1～Ｇｙが配置される画素領域３０３を、３０３＿Ｂで示す。
【０１９２】
始めに、ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ＿１からの出力信号を、領域３０３＿Ａに入力
するための配線について詳細に説明する。図１３（Ｂ）、図１３（Ｃ）はそれぞれ、図１
３（Ａ）中、１３１１ａ、１３１２ａで示した領域の詳細な構造である。
【０１９３】
図１３（Ｂ）に示すように、ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ＿１の一部１３０１Ａａよ
り出力された信号は、ゲート信号線Ｇｉ－４、Ｇｉ－２、Ｇｉ、Ｇｉ＋２、Ｇｉ＋４に入
力される。ゲート信号線Ｇｉ－４、Ｇｉ－２、Ｇｉ、Ｇｉ＋２、Ｇｉ＋４は、ゲート信号
線駆動回路１３０１Ａａとソース信号線駆動回路３０２の一部３０２ａの間で向きを変え
られる。こうして、ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ＿１から出力された信号は、ソース
信号線駆動回路３０２と、ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ＿１の間に平行に形成された
ゲート信号線Ｇ１～Ｇ（ｙ／２）のうちの偶数番目のゲート信号線を介して、ソース信号
線駆動回路３０２の左端まで引き回される。ゲート信号線は、ソース信号線駆動回路３０
２の左端まで引き回されたら方向を変え、シール材３０６と重なった画素領域３０３の左
側の領域を、領域３０３＿Ａの左側まで引き回され、領域３０３＿Ａに入力される。図１
３（Ｃ）において、シール材３０６の一部３０６ａと領域３０３＿Ａの一部３０３ａを示
す。
【０１９４】
次に、ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ＿２からの出力信号を、領域３０３＿Ａに入力す
るための配線について詳細に説明する。図１３（Ｄ）、図１３（Ｅ）はそれぞれ、図１３
（Ａ）中、１３１１ｂ、１３１２ｂで示した領域の詳細な構造である。
【０１９５】
図１３（Ｄ）に示すように、ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ＿２の一部１３０１Ａｂよ
り出力された信号は、ゲート信号線Ｇｉ－５、Ｇｉ－３、Ｇｉ－１、Ｇｉ＋１、Ｇｉ＋３
に入力される。ゲート信号線Ｇｉ－５、Ｇｉ－３、Ｇｉ－１、Ｇｉ＋１、Ｇｉ＋３は、ゲ
ート信号線駆動回路１３０１Ａｂとソース信号線駆動回路３０２の一部３０２ｂの間で向
きを変えられる。こうして、ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ＿２から出力された信号は
、ソース信号線駆動回路３０２と、ゲート信号線駆動回路１３０１Ａ＿２の間に平行に形
成されたゲート信号線Ｇ１～Ｇ（ｙ／２）のうちの奇数番目のゲート信号線を介して、ソ
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ース信号線駆動回路３０２の右端まで引き回される。ゲート信号線は、ソース信号線駆動
回路３０２の右端まで引き回されたら方向を変え、シール材３０６と重なった画素領域３
０３の右側の領域を、領域３０３＿Ａの右側まで引き回され、領域３０３＿Ａに入力され
る。図１３（Ｅ）において、シール材３０６の一部３０６ｂと領域３０３＿Ａの一部３０
３ｂを示す。
【０１９６】
図１３（Ｆ）に示す用に、上記構成によって、画素領域３０３＿Ａの一部１３１３ａｂに
おいてソース信号線（図中Ｓと表記）と垂直に形成されたゲート信号線Ｇｉ－５～Ｇｉ＋
４に、信号が入力される。
【０１９７】
同様にゲート信号線駆動回路１３０１Ｂ＿１及び１３０１Ｂ＿２からもゲート信号線が引
き回され、画素領域３０３＿Ｂのゲート信号線と接続される。
【０１９８】
こうして、画素領域３０３のゲート信号線Ｇ１～Ｇｙに、ゲート信号線駆動回路１３０１
Ａ及び１３０１Ｂの信号が入力される。
【０１９９】
また、ＦＰＣ基板から、各駆動回路（ソース信号線駆動回路３０２及びゲート信号線駆動
回路１３０１）に信号を入力する信号線や電源線は、画素領域３０３周りを引き回される
ゲート信号線とは異なる層に形成する。
【０２００】
本実施例は、液晶表示装置、ＯＬＥＤ表示装置等、画素列を選択する駆動回路（ソース信
号線駆動回路）及び画素行を選択する駆動回路（ゲート信号線駆動回路）によって駆動さ
れる画素を有する、あらゆる構成の表示装置に自由に適用することが可能である。
【０２０１】
また、本実施例の表示装置の画素には、画素列を選択する信号線（ソース信号線）及び画
素行を選択する信号線（ゲート信号線）が配線される、公知の構成の画素を自由に用いる
ことができる。また、各駆動回路（ソース信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路）は
、公知の構成の駆動回路を自由に用いることができる。
【０２０２】
例えば、ゲート信号線駆動回路は、シフトレジスタ等を用て構成され順に信号を出力する
タイプのものでも良いし、デコーダ等によって構成され任意の順に信号を出力可能なタイ
プのものでもよい。
【０２０３】
（実施例５）
本実施例では、本発明の表示装置をＯＬＥＤ表示装置に応用した例を示す。
【０２０４】
図１６に本発明のＯＬＥＤ表示装置の画素の構成を示す断面図を示す。なお、本実施例で
は、ＯＬＥＤ表示装置の画素を構成する素子として、ＯＬＥＤ素子及びＯＬＥＤ素子にド
レイン電流を流す駆動用ＴＦＴのみを示す。
【０２０５】
ここで本明細書中では、ＯＬＥＤ素子は、電界が生じるとエレクトロルミネッセンス効果
によって発光するＯＬＥＤ層を、陽極及び陰極で挟んだ構造を有する素子を示すものとす
る。
【０２０６】
なお、本明細書中において、ＯＬＥＤ素子とは、一重項励起子から基底状態に遷移する際
の発光（蛍光）を利用するものと、三重項励起子から基底状態に遷移する際の発光（燐光
）を利用するものの両方を示すものとする。
【０２０７】
ＯＬＥＤ層としては、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層等が挙
げられる。ＯＬＥＤ素子は、基本的に、陽極／発光層／陰極の順に積み重ねた構造で示さ
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れるが、この他に、陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層／陰極のの順に積み重ねた構
造や、陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極の順に積
み重ねた構造などがある。
【０２０８】
図１６（Ａ）において、画素基板１６００上に、駆動用ＴＦＴ１６０１が形成されている
。駆動用ＴＦＴ１６０１は、第１のゲート電極１６０３ａと、第２のゲート電極１６０３
ｂと、第１電極と第２のゲート電極に間に、絶縁膜１６０２及び絶縁膜１６０５を介して
挟まれた、チャネル形成領域１６０４とを有する、デュアルゲート型ＴＦＴである。駆動
用ＴＦＴ１６０１のソース領域とドレイン領域は、一方は１６０４ａ、もう一方は１６０
４ｃである。駆動用ＴＦＴ１６０１が形成された後、層間膜１６０６が形成される。
【０２０９】
なお、駆動用ＴＦＴ１６０１としては、図に示した構成に限定されず、公知の構成のＴＦ
Ｔを自由に用いることができる。
【０２１０】
次に、ＩＴＯ等を代表とする透明導電膜を成膜し、所望の形状にパターニングして、画素
電極１６０８を形成する。ここで、画素電極１６０８は、陽極である。層間膜１６０６に
、駆動用ＴＦＴのソース領域及びドレイン領域、１６０４ａ、１６０４ｃに達するコンタ
クトホールを形成し、Ｔｉ、Ｔｉを含むＡｌおよびＴｉでなる積層膜を成膜し、所望の形
状にパターニングして、配線１６０７及び配線１６０９を形成する。配線１６０９を、画
素電極１６０８と接触させることによって、導通をとっている。
【０２１１】
続いて、アクリル等の有機樹脂材料等でなる絶縁膜を形成し、ＯＬＥＤ素子１６１４の画
素電極１６０８に対応する位置に開口部を形成して絶縁膜１６１０を形成する。ここで、
開口部の側壁の段差に起因するＯＬＥＤ層の劣化、段切れ等の問題を回避するため、開口
部は、十分になだらかなテーパー形状の側壁を有するように形成する。
【０２１２】
次に、ＯＬＥＤ層１６１１を形成した後、ＯＬＥＤ素子１６１４の対向電極（陰極）１６
１２を、２[nm]以下の厚さのセシウム(Ｃｓ)膜及び１０[nm]以下の厚さの銀(Ａｇ)膜を順
に成膜した積層膜によって形成する。ＯＬＥＤ素子１６１４の対向電極１６１２の膜厚を
極めて薄くすることにより、ＯＬＥＤ層１６１１で発生した光は対向電極１６１２を透過
して、画素基板１６００とは逆の方向に出射される。次いで、ＯＬＥＤ素子１６１４の保
護を目的として、保護膜１６１３を成膜する。
【０２１３】
このように、画素基板１６００とは逆の方向に光を放射する表示装置の場合、ＯＬＥＤ素
子１６１４に対して、画素基板１６００側に形成された、駆動用ＴＦＴ１６０１をはじめ
とする素子を介して、ＯＬＥＤ素子１６１４の発光を視認する必要が無いため、開口率を
大きくすることが可能である。
【０２１４】
なお、画素電極１６０８の材料として、ＴｉＮ等を用い、画素電極を陰極とし、対向電極
１６１２をＩＴＯ等を代表とする透明導電膜を用いて形成し、陽極とする。こうして、陽
極側から画素基板１６００とは逆の方向に、ＯＬＥＤ層１６１１が発光した光を放射する
構成としてもよい。
【０２１５】
図１６（Ｂ）は、図１６（Ａ）と異なる構成のＯＬＥＤ素子を有する画素の構成を示す断
面図である。
【０２１６】
図１６（Ｂ）において、図１６（Ａ）と同じ部分は同じ符号を用いて説明する。
【０２１７】
図１６（Ｂ）において、駆動用ＴＦＴ１６０１を形成し、層間膜１６０６を形成するまで
は、図１６（Ａ）で示した構成と同様に作成することができる。
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【０２１８】
次に、層間膜１６０６に、駆動用ＴＦＴのソース領域及びドレイン領域、１６０４ａ、１
６０４ｃに達するコンタクトホールを形成する。その後、Ｔｉ、Ｔｉを含むＡｌおよびＴ
ｉでなる積層膜を成膜し、続いて、ＩＴＯ等を代表とする透明導電膜を成膜する。Ｔｉ、
Ｔｉを含むＡｌおよびＴｉでなる積層膜と、ＴＯ等を代表とする透明導電膜とを、所望の
形状にパターニングして、１６１７及び１６１８ｂによって構成される配線１６２１と、
配線１６１９と、画素電極１６２０を形成する。画素電極１６２０がＯＬＥＤ素子１６２
４の陽極に相当する。
【０２１９】
続いて、アクリル等の有機樹脂材料等でなる絶縁膜を形成し、ＯＬＥＤ素子１６２４の画
素電極１６２０に対応する位置に開口部を形成して絶縁膜１６１０を形成する。ここで、
開口部の側壁の段差に起因するＯＬＥＤ層の劣化、段切れ等の問題を回避するため、開口
部は、十分になだらかなテーパー形状の側壁を有するように形成する。
【０２２０】
次に、ＯＬＥＤ層１６１１を形成した後、ＯＬＥＤ素子１６２４の対向電極（陰極）１６
１２を、２[nm]以下の厚さのセシウム(Ｃｓ)膜及び１０[nm]以下の厚さの銀(Ａｇ)膜を順
に成膜した積層膜によって形成する。ＯＬＥＤ素子１６２４の対向電極１６１２の膜厚を
極めて薄くすることにより、ＯＬＥＤ層１６１１で発生した光は対向電極１６１２を透過
して、画素基板１６００とは逆の方向に出射される。次いで、ＯＬＥＤ素子１６２４の保
護を目的として、保護膜１６１３を成膜する。
【０２２１】
このように、画素基板１６００とは逆の方向に光を放射する表示装置の場合、ＯＬＥＤ素
子１６２４に対して、画素基板１６００側に形成された、駆動用ＴＦＴ１６０１をはじめ
とする素子を介して、ＯＬＥＤ素子１６２４の発光を視認する必要が無いため、開口率を
大きくすることが可能である。
【０２２２】
なお、画素電極１６２０及び配線１６２１の材料として、ＴｉＮ等を用い、画素電極を陰
極とし、対向電極１６１２をＩＴＯ等を代表とする透明導電膜を用いて形成し、陽極とす
る。こうして、陽極側から、画素基板１６００とは逆の方向に、ＯＬＥＤ層１６１１が発
光した光を放射する構成としてもよい。
【０２２３】
図１６（Ｂ）で示した構成の画素は、図１６（Ａ）で示した構成の画素と比較して、駆動
用ＴＦＴのソース領域またはドレイン領域と接続される配線１６１９と、画素電極１６２
０を、共通のフォトマスクを用いてパターニン形成することができるため、作成工程にお
いて必要となるフォトマスクの削減及び工程の簡略化が可能となる。
【０２２４】
本実施例は、実施例１～実施例４と自由に組み合わせて実施することが可能である。
【０２２５】
（実施例６）
本実施例では、本発明の表示装置は、電子機器に用いることができる。
【０２２６】
本発明の表示装置を用いた電子機器の一例を図１４に示す。
【０２２７】
図１４（Ａ）は、携帯情報端末である。携帯情報端末は、本体１４００、表示部１４０１
、電源スイッチ１４０２、操作キー１４０３、外部接続ポート１４０４、音声出力部１４
０５、音声入力部１４０６、カメラ部１４０７等によって構成される。本発明の表示装置
は、表示部１４０１に用いることができる。これによって、図中１４（Ａ）で示す、表示
部１４０１の有する表示画面周りの額縁の幅Ｗ１を小さくすることができるので、携帯情
報装置の本体の幅Ｗ２を小さくすることができる。
【０２２８】
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【０２２９】
図１４（Ｂ）は、携帯電話である。携帯電話は、本体１４１０、表示部１４１１、電源ス
イッチ１４１２、操作キー１４１３、外部入力ポート１４１４、音声出力部１４１５、音
声入力部１４１６、アンテナ１４１７等によって構成される。本発明の表示装置は、表示
部１４１１に用いることができる。これによって、図中１４（Ｂ）で示す、表示部の有す
る表示画面の額縁の幅Ｗ３を小さくすることができるので、携帯電話の本体の幅Ｗ４を小
さくすることができる。
【０２３０】
こうして、持ち運びに便利な携帯電話が提供される。
【０２３１】
本発明の表示装置は、上記に限定されず、様々な電子機器に用いることができる。
【０２３２】
本実施例は、実施例１～実施例４と自由に組み合わせて実施することが可能である。
【０２３３】
【発明の効果】
本発明は上記構成のように、複数の画素が形成された絶縁表面と同一の表面上に、それら
複数の画素に入力する信号を制御する駆動回路（ソース信号線駆動回路及びゲート信号線
駆動回路）が形成された表示装置において、ゲート信号線駆動回路をソース信号線駆動回
路と平行に配置する。こうして、表示装置の横方向の額縁の面積を小さくすることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　本発明の表示装置の構成を示す図。
【図２】　　本発明の表示装置の画素の配線構造を示す図。
【図３】　　本発明の表示装置の構成を示す図。
【図４】　　本発明の表示装置の構成を示す模式図。
【図５】　　本発明の表示装置の画素の配線構造を示す図。
【図６】　　本発明の液晶表示装置の画素の構成を示す図。
【図７】　　本発明のＯＬＥＤ表示装置の画素の構成を示す図。
【図８】　　本発明のＯＬＥＤ表示装置の画素の構成を示す図。
【図９】　　従来の表示装置の構成を示す図。
【図１０】　本発明の液晶表示装置の画素の構成を示す回路図。
【図１１】　本発明のＯＬＥＤ表示装置の画素の構成を示す回路図。
【図１２】　本発明のＯＬＥＤ表示装置の画素の構成を示す回路図。
【図１３】　本発明の表示装置の構成を示す図。
【図１４】　本発明の表示装置を用いた電子機器を示す図。
【図１５】　本発明の表示装置のシール材とゲート信号線の引き回し部分の構成を示す図
。
【図１６】　本発明のＯＬＥＤ表示装置の画素の構成を示す断面図。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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