
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

電流制御型素子と、
前記電流制御型素子と直列接続され、ゲートに供給される電圧に応じてコンダクタンスが
制御される駆動用トランジスタと、

補償用トランジスタと、を有し、
前記入力信号に対して前記補償用トランジスタのしきい値電圧を前記駆動用トランジスタ
のコンダクタンスを高める方向に加えた電圧が、前記駆動用トランジスタのゲートに供給
されるように、前記入力信号は 前記駆動用トランジスタ
のゲートに供給されてなる
ことを特徴とするトランジスタ回路。
【請求項２】

電流制御型素子と、前記電流制御型素子と直列接続さ
れ、ゲートに供給される電圧に応じて前記電流制御型素子に供給する電流を制御するＰチ
ャネル型駆動用トランジスタと、ゲートとドレインが前記駆動用トランジスタのゲートに
接続されるＰチャネル型補償用トランジスタと、を有し、
前記入力信号は、前記補償用トランジスタを介して前記駆動用トランジスタのゲートに供
給されてなることを特徴とするトランジスタ回路。
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【請求項３】
前記電流制御型素子に流される電流に対して、前記駆動用トランジスタのしきい値電圧と
前記補償用トランジスタのしきい値電圧が互いに相殺されるように、前記補償用トランジ
スタのゲートとソース又はドレインとが接続されてなることを特徴とする請求項１乃至
のいずれかに記載のトランジスタ回路。
【請求項４】
前記駆動用トランジスタ及び前記補償用トランジスタは、チャネル長を同一とした同一型
のトランジスタとすることを特徴とする請求項 に記載のトランジスタ回路。
【請求項５】
前記入力信号に基づく電圧が前記駆動用トランジスタのゲートに供給される前、もしくは
一の前記入力信号に基づく電圧が前記駆動用トランジスタのゲートに供給された後に次の
前記入力信号に基づく電圧が当該ゲートに供給される前に、前記駆動用トランジスタのゲ
ートにリセット信号を供給するリセット用トランジスタを有することを特徴とする請求項
１乃至 のいずれかに記載のトランジスタ回路。
【請求項６】
前記リセット信号は、前記入力信号に基づく電圧により制御される前記駆動用トランジス
タのコンダクタンスの最高値よりも高いコンダクタンスの値に対応する電圧、もしくは前
記入力信号の最大電圧よりも前記補償用トランジスタのしきい値電圧分以上大きい電圧で
あることを特徴とする請求項 記載のトランジスタ回路。
【請求項７】
請求項１乃至 のいずれかに記載の前記トランジスタ回路を、走査信号が供給される複数
の走査線及び前記入力信号が供給される複数のデータ線の交差に応じて複数設け、前記各
トランジスタ回路は、前記走査信号がゲートに供給されて導通状態となって前記入力信号
を前記補償用トランジスタに供給するスイッチング用トランジスタをさらに有することを
特徴とするトランジスタ回路。
【請求項８】
前記電流制御型素子は発光素子であることを特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載
のトランジスタ回路。
【請求項９】
走査信号が供給される複数の走査線及び入力信号が供給される複数のデータ線と、前記走
査線と前記データ線の交差に応じて設けられた複数の画素部とを備える表示パネルであっ
て、
前記各画素部は、

電流制御型素子と、
前記電流制御型素子と直列接続され、ゲートに供給される電圧に応じてコンダクタンスが
制御される駆動用トランジスタと、

補償用トランジスタと、を有し、
前記入力信号は 前記駆動用トランジスタのゲートに供給
されてなる
ことを特徴とする表示パネル。
【請求項１０】
走査信号が供給される複数の走査線及び入力信号が供給される複数のデータ線と、前記走
査線と前記データ線の交差に応じて設けられた複数の画素部とを備える表示パネルであっ
て、
前記各画素部は、
前記入力信号に応じた電流が供給される電流制御型素子と、前記電流制御型素子と直列接
続され、ゲートに供給される電圧に応じて前記電流制御型素子に供給する電流を制御する
Ｐチャネル型駆動用トランジスタと、ゲートとドレインが前記駆動用トランジスタのゲー
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トに接続されるＰチャネル型補償用トランジスタと、前記走査信号がゲートに供給されて
導通状態となって前記入力信号を前記補償用トランジスタに供給するスイッチング用トラ
ンジスタとを有し、前記入力信号は、前記補償用トランジスタを介して前記駆動用トラン
ジスタのゲートに供給されてなる
ことを特徴とする表示パネル。
【請求項１１】
前記電流制御型素子に流される電流に対して、前記駆動用トランジスタのしきい値電圧と
前記補償用トランジスタのしきい値電圧が互いに相殺されるように、前記補償用トランジ
スタのゲートとソース又はドレインとが接続されてなることを特徴とする請求項 乃至

のいずれかに記載の表示パネル。
【請求項１２】
前記駆動用トランジスタ及び前記補償用トランジスタは、チャネル長を同一とした同一型
のトランジスタとすることを特徴とする請求項１１に記載の表示パネル。
【請求項１３】
前記入力信号に基づく電圧が前記駆動用トランジスタのゲートに供給される前、もしくは
一の前記入力信号に基づく電圧が前記駆動用トランジスタのゲートに供給された後に次の
前記入力信号に基づく電圧が当該ゲートに供給される前に、前記駆動用トランジスタのゲ
ートにリセット信号を供給するリセット用トランジスタを有することを特徴とする請求項

乃至 のいずれかに記載の表示パネル。
【請求項１４】
前記リセット信号は、前記入力信号に基づく電圧により制御される前記駆動用トランジス
タのコンダクタンスの最高値よりも高いコンダクタンスの値に対応する電圧、もしくは前
記入力信号の最大電圧よりも前記補償用トランジスタのしきい値電圧分以上大きい電圧で
あることを特徴とする請求項 記載の表示パネル。
【請求項１５】
前記電流制御型素子は発光素子であることを特徴とする請求項 乃至 のいずれかに記
載の表示パネル。
【請求項１６】
請求項 乃至 のいずれかに記載の表示パネルを備えた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、薄膜トランジスタ（以下ＴＦＴと称す）、電界効果型トランジスタ、バイポー
ラトランジスタなどのトランジスタを複数備えて構成されるトランジスタ回路の技術分野
に属し、特にゲートに供給される電圧に応じてソース及びドレイン間のコンダクタンスを
制御することにより、該ソース及びドレインを介して電流制御型（電流駆動型）素子等の
被駆動素子に供給される駆動電流を制御する駆動用トランジスタを備えて構成されるトラ
ンジスタ回路の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、トランジスタには、半導体膜の膜質、膜厚、不純物濃度や拡散領域、ゲート絶縁
膜等の膜質、膜厚、動作温度などの各種条件に応じて、その電圧電流特性やしきい値には
大なり小なりばらつきが生じる。クリスタルシリコンを用いたバイポーラトランジスタの
場合には、このようなしきい値のばらつきは比較的小さいが、ＴＦＴの場合には、このよ
うなばらつきは大きいのが通常である。特に、液晶パネル、ＥＬパネル等の表示パネルな
どにおいてＴＦＴアレイ基板上で広範囲に渡って多数形成されるＴＦＴの場合には、この
ような電流電圧特性やしきい値のばらつきが非常に大きくなることが多い。例えば、この
種のＴＦＴのしきい値を２Ｖ（ボルト）程度（Ｎチャネルで＋２Ｖ、Ｐチャネルで－２Ｖ
）となるように製造しても、そのばらつきは±数Ｖ程度になったりする。
【０００３】
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ここで、所謂ＴＦＴ液晶パネル等の場合のように液晶等からなる画素部を電圧制御する電
圧制御（電圧駆動）方式の場合には、各画素部に設けられた駆動用ＴＦＴにおける電圧電
流特性やしきい値のばらつきが問題となることは比較的少ない。即ちこの場合には、たと
えＴＦＴの電流電圧特性やしきい値に多少のばらつきがあったとしても、十分なスイッチ
ング時間さえ与えれば、外部からＴＦＴを介して各画素部に供給する電圧の精度を高める
ことにより、各画素部における表示濃度や明るさを精度良く制御できるからである。従っ
て、各画素部での表示濃度や明るさのむらが重要視される表示用のＴＦＴ液晶パネル等に
おいても、電流電圧特性やしきい値のばらつきが比較的大きいＴＦＴを用いて、高品位の
画像表示等を行える。
【０００４】
他方で近年、電流供給量に応じて明るさが変化するように自発光する有機ＥＬ等の電流制
御型発光素子を画素部に備えた表示パネルが開発されており、バックライトや反射光を利
用せずに画像表示が可能であり、消費電力が低く、しかも視野角依存性が少なく、また時
には可曲性を実現する表示パネルとして注目されている。このＥＬパネルの場合にも、ア
クティブマトリクス駆動を行うためには、各画素部において駆動用ＴＦＴが用いられる。
例えば、駆動用ＴＦＴのドレインが正孔注入用電極を介してＥＬ素子に接続され、ゲート
に印加されるデータ信号の電圧に応じて、ソースに接続された電源配線からＥＬ素子に供
給される駆動電流を制御する（変化させる）ように構成されている。このように駆動用Ｔ
ＦＴを用いれば、入力信号の電圧変化に応じてソース及びドレイン間のコンダクタンスを
制御することによりＥＬ素子を流れる駆動電流を制御して、各画素部での明るさ（輝度）
を変化させることが可能となり、画像表示等を行える。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特に上述したＥＬパネル等のように電流制御型素子の場合には、各画素部
に設けられた駆動用ＴＦＴにおける電圧電流特性やしきい値のばらつきが問題となる。即
ち、この場合には、外部から駆動用ＴＦＴに供給されるデータ信号の電圧精度を幾ら高め
たとしても、駆動用ＴＦＴにおける電圧電流特性やしきい値のばらつきがデータ信号に対
する駆動電流のばらつきとしてそのまま現われるため、駆動電流の精度が低下してしまう
。この結果、各画素部における明るさも駆動用ＴＦＴのしきい値のばらつきに従ってばら
ついてしまうのである。そして、特に現在の低温ポリシリコンＴＦＴの製造技術ではこの
ような電圧電流特性やしきい値のばらつきは、かなりの度合いで発生するため、この問題
は実用上非常に大きい。
【０００６】
この問題に対して、電圧電流特性やしきい値のばらつきを低減するように各ＴＦＴを製造
しようとすれば、歩留まりの低下を招き、特に表示パネルのように多数のＴＦＴを用いて
構成する装置においては極端な歩留まりの低下を招いてしまい、低コスト化という一般的
要請に反する。或いは、そのようなばらつきを低減するようなＴＦＴを製造することは不
可能に近い。また、各ＴＦＴにおける電流電圧特性やしきい値のばらつきを補償する回路
を別途設けようとしても、やはり装置の複雑化や大型化更には消費電力の増加を招き、特
に多数のＴＦＴが高密度で配列された表示パネルにおいては、再び歩留まりの低下を招き
、或いは近時の低消費電力化や装置の小型軽量化という要請に答えることが困難になるこ
とが予想される。
【０００７】
本発明は上述した問題点に鑑みなされたものであり、入力信号の電圧に応じて駆動用トラ
ンジスタにおけるコンダクタンス制御を行うトランジスタ回路であって、比較的低電圧の
入力信号により当該コンダクタンス制御が可能であり、しかも駆動用トランジスタの電流
電圧特性やしきい値特性のばらつきを、比較的少ない数のトランジスタを用いて比較的小
さな電力消費により補償することが可能なトランジスタ回路、並びにこれを用いた表示パ
ネル及び電子機器を提供することを課題とする。
【０００８】
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【課題を解決するための手段】
入力信号に応じた電流が供給される電流制御型素子と、
前記電流制御型素子と直列接続され、ゲートに供給される電圧に応じてコンダクタンスが
制御される駆動用トランジスタと、前記駆動用トランジスタと同一型で、ゲートが前記駆
動用トランジスタのゲートと接続され、ダイオード特性を有するようにゲートがソース又
はドレインのどちらか一方と接続された補償用トランジスタと、を有し、前記入力信号に
対して前記補償用トランジスタのしきい値電圧を前記駆動用トランジスタのコンダクタン
スを高める方向に加えた電圧が、前記駆動用トランジスタのゲートに供給されるように、
前記入力信号は前記補償用トランジスタを介して前記駆動用トランジスタのゲートに供給
されてなることを特徴とする。
また、入力信号に応じた電流が供給される電流制御型素子と、前記電流制御型素子と直列
接続され、ゲートに供給される電圧に応じて前記電流制御型素子に供給する電流を制御す
るＰチャネル型駆動用トランジスタと、ゲートとドレインが前記駆動用トランジスタのゲ
ートに接続されるＰチャネル型補償用トランジスタと、を有し、前記入力信号は、前記補
償用トランジスタを介して前記駆動用トランジスタのゲートに供給されてなることを特徴
とする。
さらに、前記電流制御型素子に流される電流に対して、前記駆動用トランジスタのしきい
値電圧と前記補償用トランジスタのしきい値電圧が互いに相殺されるように、前記補償用
トランジスタのゲートとソース又はドレインとが接続されてなることを特徴とする。
さらに、前記駆動用トランジスタ及び前記補償用トランジスタは、チャネル長を同一とし
た同一型のトランジスタとすることを特徴とする。
さらに、前記入力信号に基づく電圧が前記駆動用トランジスタのゲートに供給される前、
もしくは一の前記入力信号に基づく電圧が前記駆動用トランジスタのゲートに供給された
後に次の前記入力信号に基づく電圧が当該ゲートに供給される前に、前記駆動用トランジ
スタのゲートにリセット信号を供給するリセット用トランジスタを有することを特徴とす
る。
さらに、本発明のトランジスタ回路は、前記入力信号に基づく電圧が前記駆動用トランジ
スタのゲートに供給される前、もしくは一の前記入力信号に基づく電圧が前記駆動用トラ
ンジスタのゲートに供給された後に次の前記入力信号に基づく電圧が当該ゲートに供給さ
れる前に、前記駆動用トランジスタのゲートにリセット信号を供給するリセット用トラン
ジスタを有することを特徴とする。
さらに、本発明のトランジスタ回路は、前記リセット信号は、前記入力信号に基づく電圧
により制御される前記駆動用トランジスタのコンダクタンスの最高値よりも高いコンダク
タンスの値に対応する電圧、もしくは前記入力信号の最大電圧よりも前記補償用トランジ
スタのしきい値電圧分以上大きい電圧であることを特徴とする。
さらに、本発明のトランジスタ回路は、前記トランジスタ回路を、走査信号が供給される
複数の走査線及び前記入力信号が供給される複数のデータ線の交差に応じて複数設け、前
記各トランジスタ回路は、前記走査信号がゲートに供給されて導通状態となって前記入力
信号を前記補償用トランジスタに供給するスイッチング用トランジスタをさらに有するこ
とを特徴とする。
さらに、本発明のトランジスタ回路は、前記電流制御型素子は発光素子であることを特徴
とする。
また、走査信号が供給される複数の走査線及び入力信号が供給される複数のデータ線と、
前記走査線と前記データ線の交差に応じて設けられた複数の画素部とを備える表示パネル
であって、前記各画素部は、入力信号に応じた電流が供給される電流制御型素子と、前記
電流制御型素子と直列接続され、ゲートに供給される電圧に応じてコンダクタンスが制御
される駆動用トランジスタと、前記駆動用トランジスタと同一型で、ゲートが前記駆動用
トランジスタのゲートと接続され、ダイオード特性を有するようにゲートがソース又はド
レインのどちらか一方と接続された補償用トランジスタと、を有し、前記入力信号に対し
て前記補償用トランジスタのしきい値電圧を前記駆動用トランジスタのコンダクタンスを
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高める方向に加えた電圧が、前記駆動用トランジスタのゲートに供給されるように、前記
入力信号は前記補償用トランジスタを介して前記駆動用トランジスタのゲートに供給され
てなることを特徴とする。
また、走査信号が供給される複数の走査線及び入力信号が供給される複数のデータ線と、
前記走査線と前記データ線の交差に応じて設けられた複数の画素部とを備える表示パネル
であって、前記各画素部は、前記入力信号に応じた電流が供給される電流制御型素子と、
前記電流制御型素子と直列接続され、ゲートに供給される電圧に応じて前記電流制御型素
子に供給する電流を制御するＰチャネル型駆動用トランジスタと、ゲートとドレインが前
記駆動用トランジスタのゲートに接続されるＰチャネル型補償用トランジスタと、前記走
査信号がゲートに供給されて導通状態となって前記入力信号を前記補償用トランジスタに
供給するスイッチング用トランジスタとを有し、前記入力信号は、前記補償用トランジス
タを介して前記駆動用トランジスタのゲートに供給されてなることを特徴とする。
さらに、本発明の表示パネルは、前記電流制御型素子に流される電流に対して、前記駆動
用トランジスタのしきい値電圧と前記補償用トランジスタのしきい値電圧が互いに相殺さ
れるように、前記補償用トランジスタのゲートとソース又はドレインとが接続されてなる
ことを特徴とする。
さらに、本発明の表示パネルは、前記駆動用トランジスタ及び前記補償用トランジスタは
、チャネル長を同一とした同一型のトランジスタとすることを特徴とする。
さらに、本発明の表示パネルは、前記入力信号に基づく電圧が前記駆動用トランジスタの
ゲートに供給される前、もしくは一の前記入力信号に基づく電圧が前記駆動用トランジス
タのゲートに供給された後に次の前記入力信号に基づく電圧が当該ゲートに供給される前
に、前記駆動用トランジスタのゲートにリセット信号を供給するリセット用トランジスタ
を有することを特徴とする。
さらに、本発明の表示パネルは、前記リセット信号は、前記入力信号に基づく電圧により
制御される前記駆動用トランジスタのコンダクタンスの最高値よりも高いコンダクタンス
の値に対応する電圧、もしくは前記入力信号の最大電圧よりも前記補償用トランジスタの
しきい値電圧分以上大きい電圧であることを特徴とする。
さらに、本発明の表示パネルは、前記電流制御型素子は発光素子であることを特徴とする
。
また、本発明の電子機器は、上記表示パネルを備えたことを特徴とする。
【０００９】
また、本発明の実施形態に基づくトランジスタ回路は、第１ゲート、第１ソース及び第１
ドレインを有し、該第１ゲートに供給される入力信号の電圧に応じて該第１ソース及び第
１ドレイン間のコンダクタンスが制御される駆動用トランジスタと、第２ゲート、第２ソ
ース及び第２ドレインを有し、該第２ゲートが該第２ソース及び第２ドレインの一方に接
続されており、該第２ソース及び第２ドレインを介して前記入力信号が前記第１ゲートに
供給されるように且つ前記コンダクタンスを高める方向に前記第１ゲートに接続された補
償用トランジスタとを備えたことを特徴とする。
上記トランジスタ回路によれば、補償用トランジスタの第２ソース及び第２ドレインの一
方が駆動用トランジスタの第１ゲートに接続されており、これらの第２ソース及び第２ド
レインを介して、駆動用トランジスタの第１ゲートには入力信号が供給される。そして、
駆動用トランジスタにおいて、この第１ゲートに供給される入力信号の電圧に応じて、第
１ソース及び第１ドレイン間のコンダクタンスが制御される。ここで、補償用トランジス
タは、第２ゲートが第２ドレインに接続されており、第１ソース及び第１ドレイン間のコ
ンダクタンスを高める方向に第１ゲートに接続されている。即ち、補償用トランジスタは
、ダイオード特性を有しており、例えば、駆動用トランジスタがＮチャネル型であれば、
その第１ゲートから入力信号源への向きにのみ通電可能である。或いは、駆動用トランジ
スタがＰチャネル型であれば、入力信号源から第１ゲートへの向きに通電可能である。
【００１０】
このため、当該トランジスタ回路に入力信号を供給した際には、補償用トランジスタに入
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力される時点における入力信号の電圧と比較して、第１ゲートのゲート電圧は、補償用ト
ランジスタのしきい値の分だけ駆動用トランジスタのコンダクタンスが高められる側に昇
圧されることになる。従って、駆動用トランジスタにおいて所望のコンダクタンスを得る
ためには、当該コンダクタンスに対応するゲート電圧よりも補償用トランジスタのしきい
値（電圧）の分だけ低い電圧の入力信号を補償用トランジスタを介して供給すればよいこ
とになる。このように、補償用トランジスタのしきい値（電圧）の分だけ入力信号に対す
るゲート電圧を昇圧できるので、補償用トランジスタがない場合と比較して、より低い入
力信号の電圧により同等のコンダクタンス制御を行うことが可能となる。
【００１１】
一般に、この入力信号は他の信号に比較して高周波数であることが多く、より低い入力信
号でよいとなれば、かなりの低消費電力化が期待できる。
【００１２】
更に、このように補償用トランジスタにより入力信号の電圧を昇圧して第１ゲートにおけ
るゲート電圧とすることは、トランジスタ回路全体として見た場合、駆動用トランジスタ
においてコンダクタンス制御されるソース及びドレインを介して流れる駆動電流に対する
入力信号のしきい値は、駆動用トランジスタのしきい値電圧から、入力電圧からゲート電
圧への昇圧分である補償用トランジスタのしきい値電圧だけ低くなっている。即ち、駆動
電流に対する入力電圧のしきい値中では、補償用トランジスタのしきい値と駆動用トラン
ジスタのしきい値とは、相殺された形となっている。従って、両者のしきい値特性や電圧
電流特性を近付けることにより、駆動電流に対する入力信号のしきい値を零に近付けるこ
とが可能となる。
【００１３】
更にまた、このように駆動用トランジスタのしきい値と補償用トランジスタのしきい値と
を当該トランジスタ回路全体の中で相殺させることにより、駆動用トランジスタのしきい
値の大小によらずにトランジスタ回路全体としての入力信号のしきい値を一定の値（ゼロ
）に近付けることができる。即ち、複数のしきい値の相異なる駆動用トランジスタを用い
て当該トランジスタ回路を複数作成した場合に、各トランジスタ回路における駆動用トラ
ンジスタと補償用トランジスタのしきい値を夫々相互に近付ければ（理想的には両者を一
致させれば）、各トランジスタ回路間におけるしきい値の差は、各駆動用トランジスタの
しきい値の差よりも小さくなっている（理想的には差が殆どなくなっている）。従って、
当該トランジスタ回路を複数作成する際に、複数のしきい値の異なる複数の駆動用トラン
ジスタを用いたとしても、しきい値のばらつきが殆ど又は全くない複数のトランジスタ回
路を得ることが可能となる。
【００１４】
本発明の実施形態に基づくトランジスタ回路は、上述のトランジスタ回路において、前記
第１ゲートに対し前記入力信号に応じて制御される前記コンダクタンスの最高値よりも高
いコンダクタンスの値に対応する電圧を有するリセット信号を前記入力信号の供給前に供
給するリセット手段を備えたことを特徴とする。
【００１５】
上記トランジスタ回路によれば、駆動用トランジスタの第１ゲートに入力信号が供給され
る以前に（或いは、一の入力信号が供給された後に、次の入力信号が供給される以前に）
、リセット手段によりこの第１ゲートに、入力信号に応じて制御される駆動用トランジス
タのコンダクタンスの最高値よりも高いコンダクタンスの値に対応する電圧を有するリセ
ット信号が供給される。この結果、入力信号の電圧値の大小によらずに駆動用トランジス
タのゲート電圧をリセット手段により一定値とすることができ、しかも、リセット後に、
コンダクタンスを高める方向に第１ゲートに接続された補償用トランジスタを介して入力
信号を第１ゲートに供給することが可能となる。
【００１６】
本発明の実施形態に基づくトランジスタ回路は、上述のトランジスタ回路において、前記
リセット信号は、前記入力信号の最大電圧よりも前記補償用トランジスタのしきい値電圧
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分以上大きい電圧に設定されたことを特徴とする。
【００１７】
上記トランジスタ回路によれば、リセット手段により駆動用トランジスタの第１ゲートに
、入力信号よりも大きい電圧のリセット信号が供給される。しかも、このリセット信号の
電圧は、入力信号の最大電圧よりも補償用トランジスタのしきい値電圧分以上大きく設定
されているので、リセット後に入力信号が入力されると、入力信号の電圧の大小や駆動用
トランジスタのしきい値の大小によらずに常に、その入力信号の電圧よりも駆動用トラン
ジスタのしきい値電圧分だけ高い電圧を、補償用トランジスタを介して駆動用トランジス
タの第１ゲートに供給することが出来る。
【００１８】
本発明の実施形態に基づくトランジスタ回路は、上述のトランジスタ回路において、前記
リセット手段は、第３ゲート、第３ソース及び第３ドレインを有し、該第３ソース及び第
３ドレインの一方が前記第１ゲートに接続されており、該第３ゲートにリセットタイミン
グ信号が前記入力信号の供給前に供給された時に、該第３ソース及び第３ドレインを介し
て前記リセット信号を前記第１ゲートに供給するリセット用トランジスタを備えたことを
特徴とする。
【００１９】
上記トランジスタ回路によれば、リセット用トランジスタの第３ゲートにリセットタイミ
ング信号が供給されると、該リセット用トランジスタにより、その第３ソース及び第３ド
レインを介して、リセット信号が駆動用トランジスタの第１ゲートに供給される。この結
果、駆動用トランジスタのゲート電圧をリセットタイミング信号の供給タイミングで一定
値にリセットすることができる。従って、この後の、上述のトランジスタ回路に対して説
明した動作が可能となる。
【００２０】
本発明の実施形態に基づくトランジスタ回路は、上述のトランジスタ回路において、前記
駆動用トランジスタと前記補償用トランジスタとは、同一型のトランジスタであることを
特徴とする。
【００２１】
上記トランジスタ回路によれば、駆動用トランジスタと補償用トランジスタとは、同一型
のトランジスタであるが、ここに、「同一型」とは、駆動用トランジスタがＮチャネル型
であれば、補償用トランジスタもＮチャネル型であり、駆動用トランジスタがＰチャネル
型であれば、補償用トランジスタもＰチャネル型である意である。従って、補償用トラン
ジスタのしきい値と駆動用トランジスタのしきい値とは相互にほぼ等しくなるため、当該
トランジスタ回路内において、これえらのしきい値は相殺しあい、この結果、駆動電流に
対する入力信号のしきい値をほぼ零としてコンダクタンス制御を行うことも可能となる。
更に、複数のトランジスタ回路を、しきい値のばらついた複数の駆動用トランジスタから
構成した場合にも、しきい値のばらつきを補償することも可能となる。
【００２２】
また、トランジスタのチャネル幅、チャネル長を始めとする設計値、デバイス構造、プロ
セス条件等も、駆動用トランジスタと補償用トランジスタとで等しくすることにより、よ
り完全な補償が可能となる。
【００２３】
本発明の実施形態に基づくトランジスタ回路は、上述のトランジスタ回路において、第４
ゲート、第４ソース及び第４ドレインを有し、該第４ゲートにスイッチングタイミング信
号が供給された時に前記入力信号を該第４ソース及び第４ドレインを介して前記補償用ト
ランジスタに供給するように接続されたスイッチング用トランジスタを更に備えたことを
特徴とする。
【００２４】
上記トランジスタ回路によれば、スイッチングタイミング信号がスイッチング用トランジ
スタの第４ゲートに供給されると、入力信号が、該スイッチング用トランジスタの第４ソ
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ース及び第４ドレインを介して補償用トランジスタに供給される。この結果、スイッチン
グタイミング信号の供給タイミングで入力信号を駆動用トランジスタに供給することがで
きる。
【００２５】
本発明の実施形態に基づくトランジスタ回路は、上述のトランジスタ回路において、前記
第１ゲートに接続された保持容量を更に備えたことを特徴とする。
【００２６】
上記トランジスタ回路によれば、第１ゲートに入力信号が供給されるとその電圧は、該１
ゲートに接続された保持容量により保持される。従って、入力信号を一定期間だけ供給し
た場合にも、それよりも長い期間に亘って第１ゲートにかかる電圧を保持することが可能
となる。
【００２７】
本構成では、補償用トランジスタを通じて、スイッチング用トランジスタにリーク電流が
ある場合でも、第１ゲートに印加される電位の変化を低減することが可能となる。
【００２８】
本発明の実施形態に基づくトランジスタ回路は、上述のトランジスタ回路において、前記
トランジスタは夫々、同一基板上に形成された薄膜トランジスタから構成されていること
を特徴とする。
【００２９】
上記トランジスタ回路によれば、同一基板上に形成された駆動用薄膜トランジスタにおけ
る電流電圧特性やしきい値特性が駆動電流に及ぼす影響を補償用薄膜トランジスタにより
補償することが出来る。特に、両薄膜トランジスタを同一基板上に同一薄膜形成工程で形
成すれば、両トランジスタ間の特性類似の度合いは一般に増すため、電流電圧特性やしき
い値特性のばらつきが少ない複数のトランジスタ回路を同一基板上で得ることが可能とな
る。
【００３０】
本発明の実施形態に基づくトランジスタ回路は、上述のトランジスタ回路において、前記
トランジスタは夫々、前記ゲート、ソース及びドレインがベース、コレクタ及びエミッタ
に夫々対応するバイポーラトランジスタから構成されている。
【００３１】
上記トランジスタ回路によれば、駆動用バイポーラトランジスタにおける電流電圧特性や
しきい値特性が駆動電流に及ぼす影響を補償用バイポーラトランジスタにより補償するこ
とが出来る。特に、両バイポーラトランジスタを同一製造工程で製造すれば、両トランジ
スタ間の特性類似の度合いは一般に増すため、電流電圧特性やしきい値特性のばらつきが
少ない複数のトランジスタ回路を得ることが可能となる。
【００３２】
本発明の実施形態に基づくトランジスタ回路は、上述のトランジスタ回路において、前記
入力信号は、入力信号源により電圧が制御される電圧信号であり、前記駆動用トランジス
タは、前記第１ソース及び第１ドレインの一方が電流制御型素子に接続されており、前記
コンダクタンスを制御することにより該電流制御型素子に流れる電流を制御することを特
徴とする。
【００３３】
上記トランジスタ回路によれば、入力信号源により電圧が制御される電圧信号が、入力信
号として補償用トランジスタを介して供給されると、駆動用トランジスタにおいて、この
電圧信号の電圧変化に応じて第１ソース及び第１ドレイン間のコンダクタンスが制御され
る。これにより、第１ソース及び第１ドレインの一方に接続された電流制御型素子は、電
流制御される。従って、電流制御型素子を比較的低電圧の入力信号で電流駆動することが
可能となり、しかも、複数の駆動用トランジスタ間における電流電圧特性やしきい値特性
のばらつきによらずに、複数の電流駆動型素子を電圧信号の電圧に応じて精度良く電流制
御することも可能となる。
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【００３４】
本発明の実施形態に基づく表示パネルは、上述のトランジスタ回路を夫々含むと共にマト
リクス状に配置された複数の画素部を備え、電流制御型発光素子が前記電流制御型素子と
して該複数の画素部に夫々設けられたことを特徴とする。
【００３５】
上記表示パネルによれば、各画素部において、入力信号が補償用トランジスタを介して供
給されると、駆動用トランジスタによりこの入力信号の電圧に応じて電流制御型発光素子
は電流制御されるので、駆動用トランジスタ間における電流電圧特性やしきい値特性のば
らつきによらずに、電流制御型発光素子の明るさ（輝度）を精度良く制御することが出来
、表示パネルの画面表示領域の全面に渡って明るさのむらを低減できる。更に、駆動用ト
ランジスタのゲート電圧を補償用トランジスタにより昇圧することにより比較的低電圧の
入力信号により電流制御型発光素子の制御を行うことも可能となる。
【００３６】
上述の表示パネルにより電子機器を構成してもよい。
【００３７】
上述の電子機器によれば、上述の表示パネルを備えるので、表示パネルの全面に渡って明
るさのむらが少なく且つ比較的低電圧で駆動することも可能な電子機器を実現できる。
【００３８】
本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施の形態から明らかにされよう。
【００３９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００４０】
（トランジスタ回路）
先ず、本発明のトランジスタ回路の実施の形態について図１及び図２を参照して説明する
。図１は、本実施の形態におけるトランジスタ回路の回路図であり、図２（Ａ）及び（Ｂ
）は夫々、該トランジスタ回路における各種信号のタイミング及び電圧を示したタイミン
グチャートである。
【００４１】
図１において、トランジスタ回路１００は、駆動用ＴＦＴ１１０（Ｐチャネル型）、補償
用ＴＦＴ１２０（Ｐチャネル型）、リセット用ＴＦＴ１３０（Ｎチャネル型）及びスイッ
チング用ＴＦＴ１４０（Ｎチャネル型）を備えて構成されている。以下各トランジスタの
構成について順に説明する。
【００４２】
先ず、駆動用トランジスタの一例を構成する駆動用ＴＦＴ１１０は、スイッチング用ＴＦ
Ｔ１４０及び補償用ＴＦＴ１２０を介して供給される入力信号に基づいてゲート１１１に
印加されるゲート電圧Ｖｇに応じて、ソース１１２及びドレイン１１３間のコンダクタン
スが制御されるように構成されている。
【００４３】
補償用トランジスタの一例を構成する補償用ＴＦＴ１２０は、ゲート１２１がソース１２
２及びドレイン１２３の一方（図１では、ドレイン１２３）に接続されている。即ち、補
償用ＴＦＴ１２０は所謂ダイオード接続されている。そして、補償用トランジスタ１２０
は、ソース１２２及びドレイン１２３を介して、入力信号がゲート１１１に供給されるよ
うに且つコンダクタンスを高める方向に（図１では、ドレイン１２３の側が）ゲート１１
１に接続されている。
【００４４】
リセット手段の一例を構成するリセット用ＴＦＴ１３０は、ソース１３２及びドレイン１
３３の一方（図１では、ドレイン１３３）がゲート１１１に接続されており、ゲート１３
１にリセットタイミング信号の一例としての電圧Ｖｒｓｃａｎのリセット走査信号（以下
、リセット走査信号Ｖｒｓｃａｎと称す）が入力信号Ｖｓｉｇの供給前に供給された時に
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、ソース１３２及びドレイン１３３を介して電圧Ｖｒｓｉｇのリセット信号（以下、リセ
ット信号Ｖｒｓｉｇと称す）をゲート１１１に供給するように構成されている。
【００４５】
また、スイッチングトランジスタの一例を構成するスイッチング用ＴＦＴ１４０は、ゲー
ト１４１にスイッチングタイミング信号の一例としての電圧Ｖｓｃａｎの走査信号（以下
、走査信号Ｖｓｃａｎと称す）が供給された時に、電圧Ｖｓｉｇの入力信号（以下、入力
信号Ｖｓｉｇと称す）をソース１４２及びドレイン１４３を介して補償用ＴＦＴ１２０に
供給するように入力信号源及び補償用ＴＦＴ１２０の間に接続されている。
【００４６】
そして、駆動用トランジスタ１１０のソース１１２には、ＥＬ素子等の電流制御型（電流
駆動型）素子５００の一端が接続されており、この電流制御型素子５００の他端には、所
定電位の負電源－Ｖｃが接続されている。また、駆動用トランジスタ１１０のドレイン１
１３には、所定電位の正電源＋Ｖｃが接続されている。従って、駆動用トランジスタ１１
０においてソース１１２及びドレイン１１３間のコンダクタンス制御が行われると、電流
制御型素子５００を流れる駆動電流Ｉｄが制御される（即ち、コンダクタンス変化に応じ
て駆動電流Ｉｄが変化する）。
【００４７】
更に、駆動用トランジスタ１１０のゲート１１１には、保持容量１６０が接続されている
。このため、一旦印加されたゲート電圧Ｖｇは、保持容量１６０により保持される。
【００４８】
次に、以上のように構成されたトランジスタ回路１００の動作について図１と共に図２及
び図３を参照して説明する。
【００４９】
図２（Ａ）に示すように、リセット走査信号Ｖｒｓｃａｎがリセット用ＴＦＴ１３０に入
力されると、リセット用ＴＦＴ１３０が導通状態とされて、駆動用ＴＦＴ１１０のゲート
１１１には、リセット信号Ｖｒｓｉｇが供給されて、ゲート１１１のゲート電圧Ｖｇは、
このリセット信号Ｖｒｓｉｇの電圧Ｖｒｓｉｇにほぼ等しいレベルとされる。この結果、
入力信号Ｖｓｉｇの電圧Ｖｓｉｇの大小によらずに駆動用ＴＦＴ１１０のゲート電圧Ｖｇ
をリセット走査信号Ｖｒｓｉｇの供給タイミングで一定電圧（即ち、電圧Ｖｒｓｉｇ）に
リセットすることができる。
【００５０】
そして、このリセット期間が終わり、走査信号Ｖｓｃａｎがスイッチング用ＴＦＴ１４０
に供給されると、スイッチング用ＴＦＴ１４０が導通状態とされて、駆動用ＴＦＴ１１０
のゲート１１１には、補償用ＴＦＴ１２０を介してデータ信号Ｖｓｉｇが供給される。こ
こで、本実施の形態では特に補償用ＴＦＴ１２０においてゲート１２１がドレイン１２３
に接続されているため（即ち、ダイオード接続されているため）、負電圧をゲート１１１
に印加することで道通状態とされるＰチャネル型ＴＦＴである駆動用ＴＦＴ１１０におけ
るゲート電圧Ｖｇは、データ信号Ｖｓｉｇの電圧Ｖｓｉｇよりも補償用ＴＦＴ１２０のし
きい値電圧Ｖｔｈ２だけ負電圧側に降圧される。そして、このように降圧されたゲート電
圧Ｖｇは、走査信号Ｖｓｃａｎや入力信号Ｖｓｉｇの供給停止後も、保持容量１６０によ
り駆動期間中保持される。
【００５１】
尚、リセット期間としては、ゲート電圧Ｖｇがリセット信号Ｖｒｓｉｇの電圧Ｖｒｓｉｇ
となる時間だけとれば十分である。このため、駆動期間をリセット期間よりも遥かに長く
設定することができ、これにより、リセット期間中に駆動用ＴＦＴ１１０がリセット信号
Ｖｒｓｉｇにより道通状態とされても、この間に駆動用ＴＦＴ１１０のソース１１２及び
ドレイン１１３を介して流れる電流の駆動電流Ｉｄに対する影響を、無視できる程度に小
さくできる。
【００５２】
以上のように本実施の形態によれば、補償用ＴＦＴ１２０のしきい値電圧Ｖｔｈ２の分だ
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け入力信号Ｖｓｉｇに対するゲート電圧Ｖｇを降圧できるので、補償用ＴＦＴ１２０がな
い場合と比較して、より低い入力信号Ｖｓｉｇの電圧Ｖｓｉｇを用いて同等のコンダクタ
ンス制御を駆動用ＴＦＴ１１０において行うことが可能となる。
【００５３】
尚、図２（Ｂ）は、駆動用ＴＦＴ１１０及び補償用ＴＦＴ１２０を共にＮチャネル型ＴＦ
Ｔから構成した場合のタイミングチャートであり、この場合には、正電圧をゲート１１１
に印加することで道通状態とされるＮチャネル型ＴＦＴである駆動用ＴＦＴ１１０におけ
るゲート電圧Ｖｇは、リセット時にリセット信号Ｖｒｓｉｇの電圧Ｖｒｓｉｇとされた後
、入力信号Ｖｓｉｇの電圧Ｖｓｉｇよりも補償用ＴＦＴ１２０のしきい値電圧Ｖｔｈ２だ
け正電圧側に昇圧される。
【００５４】
ここで、補償用ＴＦＴ１２０を介することなく駆動用ＴＦＴ１１０に入力信号Ｖｓｉｇを
直接入力したとすると、即ち入力信号Ｖｓｉｇの電圧Ｖｓｉｇとゲート電圧Ｖｇとが一致
する場合には、図３（Ａ）（これは駆動用ＴＦＴ１１０がＮチャネルの場合である）に示
すように、駆動電流Ｉｄは、駆動用ＴＦＴ１１０のしきい値電圧Ｖｔｈ１から立ち上がる
特性を持つ。例えば、このしきい値電圧Ｖｔｈ１の設計基準値を２Ｖとすればしきい値の
ばらつきは±数Ｖ程度となる。そして、駆動用ＴＦＴ１１０におけるしきい値電圧Ｖｔｈ
１のばらつきがそのまま駆動電流Ｉｄのばらつきとして現われる。
【００５５】
これに対し、本実施の形態では、補償用ＴＦＴ１２０を介して駆動用ＴＦＴ１１０に入力
信号Ｖｓｉｇを入力するため、即ち入力信号Ｖｓｉｇの電圧Ｖｓｉｇを補償用ＴＦＴ１２
０のしきい値電圧Ｖｔｈ２の分だけ昇圧してゲート電圧Ｖｇとする場合には、図３（Ｂ）
（これは駆動用ＴＦＴ１１０及び補償用ＴＦＴ１２０が共にＮチャネルの場合である）に
示すように、補償用ＴＦＴ１２０のしきい値電圧Ｖｔｈ２と駆動用ＴＦＴ１１０のしきい
値電圧Ｖｔｈ１とが相殺されて、トランジスタ回路１００全体に対する入力信号Ｖｓｉｇ
のしきい値電圧Ｖｔｈは零に近付くのである。そして、特に両しきい値電圧Ｖｔｈ１とＶ
ｔｈ２とがほぼ一致する場合には、このしきい値電圧Ｖｔｈは、ほぼ零となる。このよう
に、しきい値電圧Ｖｔｈ１とＶｔｈ２とを一致させることは、例えば同一半導体基板上の
近接位置に駆動用ＴＦＴ１１０と補償用ＴＦＴ１２０とを同型ＴＦＴから構成することに
より比較的簡単にできる。このように構成すれば、両方のＴＦＴにおける、薄膜形成され
るゲート絶縁膜、半導体膜等の膜厚や、チャネル長等の各構成要素の平面形状や、チャネ
ル形成用領域、ソース領域、ドレイン領域における不純物濃度や、動作時の温度状態など
を容易に一致させることができるので、結局、両方のＴＦＴのしきい値電圧Ｖｔｈ１とＶ
ｔｈ２とを完全に又はほぼ完全に一致させることが出来るのである。尚、しきい値特性を
近似させる上では、チャネル長さは同じにする方が良いが、チャネル幅は同じでなくても
良い。
【００５６】
このように本実施の形態によれば、駆動用ＴＦＴ１１０と補償用ＴＦＴ１２０のしきい値
特性や電圧電流特性を近付けることにより（理想的には一致させることにより）、駆動電
流Ｉｄに対する入力信号Ｖｓｉｇのしきい値電圧Ｖｔｈを零に近付ける（理想的には零に
一致させる）ことが可能となる。
【００５７】
更に、図３（Ａ）及び図３（Ｂ）から判るように、複数のトランジスタ回路１００を製造
する場合に、各駆動用ＴＦＴ１１０におけるしきい値電圧Ｖｔｈ１が相互にばらついたと
しても、このしきい値電圧Ｖｔｈ１の大小によらずに、各補償用ＴＦＴ１２０の作用によ
り各トランジスタ回路１００のしきい値電圧Ｖｔｈは、零に近い値とされる。即ち、しき
い値電圧Ｖｔｈが一定の多数のトランジスタ回路１００を製造できることになる。これは
、後述のように多数のトランジスタ回路１００間におけるしきい値電圧Ｖｔｈのばらつき
が問題となるような表示パネル用等の用途には特に役立つ。そして、各トランジスタ回路
１００において、相互に近接配置される一対の駆動用ＴＦＴ１１０のしきい値電圧Ｖｔｈ
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１と補償用ＴＦＴ１２０のしきい値電圧Ｖｔｈ２とを一致させることは、距離を隔てて別
個に配置される二つの駆動用ＴＦＴ１１０のしきい値電圧Ｖｔｈ１を一致させることより
も前述のように遥かに容易であるため、このように補償用ＴＦＴ１２０により各トランジ
スタ回路１００におけるしきい値電圧Ｖｔｈ１を補償する構成は、複数のトランジスタ回
路１００相互間のしきい値電圧Ｖｔｈのばらつきを低減させるためには極めて効果的であ
ると言える。
【００５８】
以上のように本実施の形態によれば、トランジスタ回路１００を複数作成する際に、しき
い値電圧Ｖｔｈ１の相異なる複数の駆動用ＴＦＴ１１０、即ち設計基準値としてのしきい
値電圧（例えば、２．５Ｖ）から大きくばらついたしきい値電圧Ｖｔｈ１を夫々持つ複数
の駆動用ＴＦＴ１１０を用いたとしても、しきい値電圧Ｖｔｈのばらつきが殆ど又は全く
ない複数のトランジスタ回路１００を得ることが可能となる。このため、電流電圧特性に
ついてＴＦＴに要求される条件が緩くなり、歩留まりの向上及び製造コストの低減を図る
ことができる。
【００５９】
尚、図３（Ａ）及び図３（Ｂ）から判るように、しきい値電圧Ｖｔｈ１及びＶｔｈ２を一
致させることにより、各駆動用ＴＦＴ１１０におけるコンダクタンス制御を入力信号Ｖｓ
ｉｇの電圧Ｖｓｉｇよりも高いゲート電圧Ｖｇを用いて行えるという第１の効果、及び複
数のトランジスタ回路１００間におけるしきい値電圧Ｖｔｈのばらつきを低減するという
第２の効果は、顕著に発揮されるが、各トランジスタ回路１００において駆動用ＴＦＴ１
１０のしきい値電圧Ｖｔｈ１と補償用ＴＦＴ１２０のしきい値電圧Ｖｔｈ２とを完全に一
致させなくとも、両しきい値電圧は相殺しあう性質をもつので、両しきい値電圧の類似性
に応じた程度でこれらの第１及び第２の効果は発揮される。
【００６０】
本実施の形態では特に、ゲート１１１に対し入力信号Ｖ sigに応じて制御されるコンダク
タンスの最高値よりも高いコンダクタンスの値に対応する電圧を有するリセット信号Ｖ rs
igを供給するように構成されている。従って、入力信号Ｖ sigの電圧値Ｖ sigの大小によら
ずにリセット後に、このコンダクタンスを高める方向でゲート１１１が接続された補償用
ＴＦＴ１２０を介して入力信号Ｖ sigをゲート１１１に供給することが可能となる。しか
も本実施の形態では、リセット信号Ｖ rsigは、入力信号Ｖ sigの最大電圧よりも補償用Ｔ
ＦＴ１２０のしきい値電圧Ｖ th2分以上大きい電圧に設定されている。従って、リセット
後に入力信号Ｖ sigが入力されると、入力信号Ｖ sigの電圧Ｖ sigの大小や補償用ＴＦＴ１
２０のしきい値電圧Ｖ th2の大小によらずに常に、その入力信号Ｖ sigの電圧Ｖ sigよりも
補償用ＴＦＴ１２０のしきい値電圧Ｖ th2分だけ高い電圧を、ゲート１１１に供給するこ
とが出来るのである。
【００６１】
尚、従来の液晶表示素子で良く用いられている、入力信号Ｖｓｉｇの反転が行われる場合
には、反転した入力信号も含めた全ての入力信号Ｖｓｉｇに対しても、上記のリセット信
号Ｖｓｉｇの関係が成り立つことが望ましい。
【００６２】
このリセット信号Ｖｒｓｉｇの電圧設定による効果について図４及び図５を参照して検討
を加える。ここで、図４は、しきい値の設計基準値を例えば－２．５Ｖとしてその基準値
からのしきい値電圧のばらつきΔＶｔｈに対する駆動電流Ｉｄの変化を、（１）補償用Ｔ
ＦＴ１２０無しで駆動用ＴＦＴ１１０に直接入力信号Ｖｓｉｇを供給した場合（特性曲線
Ｃ１）、（２）リセット信号Ｖｒｓｉｇを５Ｖとして補償用ＴＦＴ１２０を介して駆動用
ＴＦＴ１１０に入力信号Ｖｓｉｇを供給した場合（特性曲線Ｃ２）、及び（３）リセット
信号Ｖｒｓｉｇを０Ｖとして補償用ＴＦＴ１２０を介して駆動用ＴＦＴ１１０に入力信号
Ｖｓｉｇを供給した場合（特性曲線Ｃ３）について夫々示したものである。また、図５（
Ａ）は、特性曲線Ｃ２に対応するゲート電圧Ｖｇの変動範囲を示し、図５（Ｂ）は、特性
曲線Ｃ３に対応するゲート電圧Ｖｇの変動範囲を示す。なお、ここで、Ｖｓｉｇ＝７．５
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Ｖ、＋Ｖｃ＝１０Ｖ、－Ｖｃ＝５Ｖとしている。
【００６３】
図４において、特性曲線Ｃ１で示したように、補償用ＴＦＴ１２０無しの場合には、しき
い値電圧のばらつきΔＶｔｈが、そのまま駆動電流Ｉｄのばらつきとして顕著に現われて
いる。
【００６４】
特性曲線Ｃ２で示したように、リセット信号Ｖｒｓｉｇを５Ｖとして補償用ＴＦＴを用い
た場合には、しきい値電圧のばらつきΔＶｔｈが、プラス側ではかなり補償されているが
、マイナス側では、駆動電流Ｉｄのばらつきとして現われている。これは、図５（Ａ）に
示すようにマイナス側では、リセット後に入力信号Ｖｓｉｇが入力されたとき、ゲート電
圧Ｖｇを、入力信号Ｖｓｉｇよりも、しきい値電圧Ｖｔｈ２の分だけ負電圧側に降圧する
（補償する）ことができないためである。何故なら、ダイオードである補償用ＴＦＴ１２
０は、ゲート電圧Ｖｇをリセット信号Ｖｒｓｉｇから入力信号Ｖｓｉｇへ近付けることは
出来ても遠ざけることは出来ないからである。
【００６５】
また、特性曲線Ｃ３で示したように、リセット信号Ｖｒｓｉｇを０Ｖとして補償用ＴＦＴ
を用いた場合には、しきい値電圧のばらつきΔＶｔｈが、駆動電流Ｉｄのばらつきとして
殆ど現われていない。これは、図５（Ｂ）に示すように、リセット後に入力信号Ｖｓｉｇ
が入力されたとき、ゲート電圧Ｖｇを、入力信号Ｖｓｉｇよりも、しきい値電圧Ｖｔｈの
分だけ負電圧側に降圧する（補償する）ことができるためである。なお、ここで与えたＶ
ｓｉｇ＝７．５Ｖは、入力信号Ｖｓｉｇの最小電位だと考えれば、全てのＶｓｉｇに対し
て補償できるかということに対して、上記考察が成り立つ。
【００６６】
以上のように本実施の形態では、入力電圧Ｖｓｉｇの大小や補償用ＴＦＴ１１０のしきい
値電圧Ｖｔｈ２の大小によらずに常に、その入力信号Ｖｓｉｇの電圧よりも補償用ＴＦＴ
１２０のしきい値電圧Ｖｔｈ２分だけ低い電圧Ｖｇを、駆動用ＴＦＴ１１０のゲート１１
１に印加することが出来るのである。
【００６７】
尚、図２（Ａ）及び図２（Ｂ）において、ゲート電圧Ｖｇは駆動期間中、保持容量１６０
により保持される。このため、保持容量１６０により、複数のトランジスタ回路１００間
におけるゲート電圧Ｖｇの保持特性のばらつきをも低減（補償）することができる。
【００６８】
以上図１から図５を用いて説明したように、本実施の形態のトランジスタ回路１００によ
れば、ＥＬ素子等の電流制御型素子５００を比較的低電圧の入力信号Ｖｓｉｇで電流駆動
することが可能となり、しかも、複数の駆動用ＴＦＴ１１０間における電流電圧特性やし
きい値特性のばらつきによらずに、複数の電流制御型素子５００を入力信号Ｖｓｉｇの電
圧に応じて精度良く電流制御するができる。
【００６９】
尚、図１に示した例では、Ｐチャネル型ＴＦＴとＮチャネル型ＴＦＴとを混ぜて構成して
いるが、全てのＴＦＴをＮチャネル型ＴＦＴから構成してもよいし、或いは、全てのＴＦ
ＴをＰチャネル型ＴＦＴから構成してもよい。但し、駆動用ＴＦＴ１１０の電流電圧特性
やしきい値特性を補償用ＴＦＴ１２０で補償する観点からは、これらの駆動用ＴＦＴ１１
０及び補償用ＴＦＴ１２０を同一工程により同型のＴＦＴとして構成した方が有利である
。特に、両ＴＦＴを同一薄膜形成工程で形成すれば、両ＴＦＴ間の特性類似の度合いは一
般に増すため、電流電圧特性やしきい値特性のばらつきが全く又は殆どないトランジスタ
回路１００を同一基板上で得ることが可能となる。他方、リセット用ＴＦＴ１３０やスイ
ッチング用ＴＦＴ１４０は、駆動用ＴＦＴ１１０がＰチャネル型であるかＮチャネル型で
あるかによらず、Ｐチャネル型でもＮチャネル型でも構わない。但し、全てのＴＦＴを同
型のＴＦＴとした方が製造上有利であることも多い。
【００７０】
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また、本実施の形態における各種のＴＦＴ１１０～１４０を、接合型、並列・直列接続等
のいずれの種類の電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）から構成してもよい。
【００７１】
更に、図６に示すように、上述の如きトランジスタ回路をバイポーラトランジスタから構
成してもよい。この場合、上述のゲート、ソース及びドレインをベース、エミッタ及びコ
レクタに夫々対応させて、バイポーラトランジスタから駆動用トランジスタ１１０’を構
成すると共にバイポーラトランジスタから補償用トランジスタ１２０’を構成して、トラ
ンジスタ回路１００’とすればよい。一般にバイポーラトランジスタの場合には、しきい
値電圧は、例えば０．７Ｖを中心として、そのばらつきはＴＦＴと比較すると小さいが、
このように構成しても、駆動用トランジスタ１１０’における電流電圧特性やしきい値特
性のばらつきが駆動電流Ｉｄに及ぼす影響を補償用トランジスタ１２０’により補償する
ことが出来る。更に、比較的低電圧で駆動用トランジスタ１１０’による駆動を行うこと
が出来る。特に、駆動用トランジスタ１１０’と補償用トランジスタ１２０’とを同一製
造工程で製造すれば、これら両トランジスタ間の特性類似の度合いは一般に増すため、電
流電圧特性やしきい値特性のばらつきが殆ど無い又は低減された多数のトランジスタ回路
１００’を得ることが可能となる。
【００７２】
以上の実施の形態における電流制御型素子５００としては、有機ＥＬ素子、無機ＥＬ素子
等の電流制御型発光素子、電流制御型の熱転写素子など各種の素子が挙げられる。
【００７３】
（表示パネル）
本発明の表示パネルの実施の形態について図７から図１０を参照して説明する。図７は、
表示パネルの全体構成を示すブロック図であり、図８は、表示パネルにおける一つの画素
部の平面図であり、図９（Ａ）、図９（Ｂ）及び図９（Ｃ）は夫々、そのＡ－Ａ’断面図
、Ｂ－Ｂ’断面図及びＣ－Ｃ’断面図であり、図１０は、相隣接する４つの画素部の回路
図である。
【００７４】
本実施の形態における表示パネルは、上述した本発明のトランジスタ回路を夫々含むと共
にマトリクス状に配置された複数の画素部を備えており、該複数の画素部には、電流制御
型発光素子の一例としてＥＬ素子５０が夫々設けられて構成されている。
【００７５】
図７に示すように、表示パネル２００は、ＴＦＴアレイ基板１を有し、該ＴＦＴアレイ基
板１上において複数の画素部２がマトリクス状に配置された画面表示領域には、Ｙ方向に
夫々伸びておりＸ方向に配列された複数のデータ線１１と、Ｘ方向に夫々伸びておりＹ方
向に配列された複数の走査線１２と、複数のデータ線１１と平行に並べられた複数の共通
給電線１３とを備えている。表示パネル１は更に、画面表示領域の周囲に、各データ線１
１にデータ信号を供給するデータ線駆動回路２１と、各走査線１２に走査信号を供給する
一対の走査線駆動回路２２と、各画素部２における道通不良、絶縁不良、素子の欠陥等を
検査するための検査回路２３とを備えて構成されている。なお、本実施の形態では、各駆
動回路は、ＴＦＴアレイ基板１上に画素部２と共通の工程で形成されているが、ＴＦＴア
レイ基板１上にない回路とされてもよいし、又は画素部２と別の工程で形成されてもよい
。
【００７６】
図８に示すように、各画素部２には、図１から図６を用いて説明した駆動用ＴＦＴ１１０
、補償用ＴＦＴ１２０、リセット用ＴＦＴ１３０、スイッチング用ＴＦＴ１４０及び保持
容量１６０が設けられている。そして、前段の走査線１２ｂが図１におけるリセット走査
信号Ｖｒｓｃａｎ用の配線となり、当段の走査線１２ａが図１における走査信号Ｖｓｃａ
ｎ用の配線及びリセット信号Ｖｒｓｉｇ用の配線となり、当段のデータ線１１ａが図１に
おける入力信号Ｖｓｉｇ（データ信号）用の配線となっている。更に、共通給電線１３が
正電源＋Ｖに接続されており、ＥＬ素子５０が駆動用ＴＦＴ１１０と後述の対向電極との
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間に接続されており、該対向電極が負電源－Ｖに接続されている。
【００７７】
図９（Ａ）に示すように、スイッチング用ＴＦＴ１４０、補償用ＴＦＴ１２０及び保持容
量１６０は、図８のＡ－Ａ’断面に沿って、ＴＦＴアレイ基板上１に半導体膜（ポリシリ
コン膜）４、酸化シリコン膜や窒化シリコン膜からなるゲート絶縁膜５、Ｔａ（タンタル
）膜６、酸化シリコン膜や窒化シリコン膜からなる第１層間絶縁膜７及びＡｌ膜８から構
成されている。尚、ゲート電極形成用のＴａ膜６の代わりに、低抵抗ポリシリコン膜を成
膜してもよい。
【００７８】
より具体的には、スイッチング用ＴＦＴ１４０は、ポリシリコン膜６からなるゲート１４
１を持つトップゲート型のＴＦＴであり、ゲート絶縁膜５を介してゲート１４１に対向す
る半導体層４部分をチャネル形成用領域として、その両側にｎ型に高濃度ドープされたソ
ース１４２及びドレイン１４３を備えたＮチャネル型のＴＦＴとして構成されている。そ
して、ソース１４２は、ゲート絶縁膜５及び第１層間絶縁膜７に開孔されたコンタクトホ
ールを介してＡｌ膜８からなるデータ線１１ａに接続されている。また、ドレイン１４３
は、ゲート絶縁膜５及び第１層間絶縁膜７に開孔されたコンタクトホール及びＡｌ膜８を
中継して、補償用ＴＦＴ１２０に接続されている。
【００７９】
補償用ＴＦＴ１２０は、Ｔａ膜６からなるゲート１２１を持つトップゲート型のＴＦＴで
あり、ゲート絶縁膜５を介してゲート１２１に対向する半導体膜４部分をチャネル形成用
領域として、その両側にｐ型に高濃度ドープされたソース１２２及びドレイン１２３を備
えたＰチャネル型のＴＦＴとして構成されている。そして、ゲート絶縁膜５及び第１層間
絶縁膜７に開孔されたコンタクトホール及びＡｌ膜８を中継してスイッチング用ＴＦＴ１
４０及び保持容量１６０並びに駆動用ＴＦＴ１１０のゲート１１１に接続されている。
【００８０】
また、保持容量１６０は、２重のコンデンサ構成を有するように、半導体膜４、Ｔａ膜６
及びＡｌ膜８が、ゲート絶縁膜５及び第１層間絶縁膜７を介して対向配置されて構成され
ている。そして保持容量を構成する半導体膜４部分は、ゲート絶縁膜５及び第１層間絶縁
膜７に開孔されたコンタクトホールを介してＡｌ膜８に接続されており、保持容量を構成
するＴａ膜６部分は、第１層間絶縁膜７に開孔されたコンタクトホールを介してＡｌ膜８
に接続されている。
【００８１】
図９（Ｂ）に示すように、リセット用ＴＦＴ１３０は、図８のＢ－Ｂ’断面に沿って、Ｔ
ＦＴアレイ基板上１に半導体膜４、ゲート絶縁膜５、Ｔａ膜６、第１層間絶縁膜７及びＡ
ｌ膜８から構成されている。
【００８２】
より具体的には、リセット用ＴＦＴ１３０は、Ｔａ膜６からなるゲート１３１を持つトッ
プゲート型のＴＦＴであり、ゲート絶縁膜５を介してゲート１３１に対向する半導体層４
部分をチャネル形成用領域として、その両側にｎ型に高濃度ドープされたソース１３２及
びドレイン１３３を備えたＮチャネル型のＴＦＴとして構成されている。そしてソース１
３２及びドレイン１３３は、ゲート絶縁膜５及び第１層間絶縁膜７に開孔されたコンタク
トホール及びＡｌ膜８を中継して、Ｔａ膜６からなる当段の走査線１２ａ及び駆動用ＴＦ
Ｔ１１０のゲート１１１に夫々接続されている。
【００８３】
また、図９（Ｃ）に示すように、駆動用ＴＦＴ１１０は、図８のＣ－Ｃ’断面に沿って、
ＴＦＴアレイ基板上１に半導体膜４、ゲート絶縁膜５、Ｔａ膜６、第１層間絶縁膜７及び
Ａｌ膜８から構成されている。そして、第２層間絶縁膜９上には、駆動用ＴＦＴ１１０の
ドレイン１１３にコンタクトホール及びＡｌ膜８を中継して接続されたＩＴＯ膜５１が形
成され、その上にＥＬ素子５０が形成されている。他方、駆動用ＴＦＴ１１０のソース１
１２は、コンタクトホールを介してＡｌ膜８からなる共通給電線１３に接続されている。
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また、相隣接する画素部２におけるＥＬ素子５０は、電気絶縁性のバンク５２により相隔
てられている。好ましくは、バンク５２は遮光性を持つものがよい。バンク５２は、例え
ば、遮光性のレジストからなり、当該表示パネル２００の画面表示領域の周囲を覆う周辺
見切り領域にもバンク５２を設けるようにしてもよい。そして、ＥＬ素子５０上には、Ａ
ｌ等の低抵抗金属或いはＩＴＯ等からなる対向電極（上電極）５６が設けられている。
【００８４】
図１０に示すように、表示パネル２００においては特に、共通給電線１３によりＸ方向に
相隣接した画素部２の双方に対して正電源＋Ｖが供給される構成を採り、正電源＋Ｖ供給
用の電源配線を単純に画素部２の列毎に設ける場合と比較して、電源配線の数を約１／２
にしている。また、リセット用ＴＦＴ１３０のゲート１３１に入力されるリセット走査信
号Ｖｒｓｃａｎを前段の走査線１２ｂにより供給し、リセット用ＴＦＴ１３０に入力され
るリセット信号Ｖｒｓｉｇを当段の走査線１２ｂにより供給する構成を採ることにより、
リセット走査信号Ｖｒｓｃａｎ専用の配線やリセット信号Ｖｒｓｉｇ専用の配線を設ける
場合と比較して信号配線の数を減らしている。このように電源配線数や信号配線数を増や
さないようにすることにより、従来の表示パネルには設けられていない補償用ＴＦＴ１２
０やリセット用ＴＦＴ１３０を設けるスペースを確保することができる。勿論、本実施の
形態と違って、各画素毎に共通給電線を設けて、各画素毎にパターンを同じにしたものや
、リセット走査信号Ｖｒｓｃａｎ専用の配線や、リセット信号Ｖｒｓｉｇ専用の配線を設
けたものに対しても、本発明の思想は適用できる。
【００８５】
尚、本実施の形態のように電流駆動型発光素子であるＥＬ素子５０を用いた表示パネル２
００の場合には、例えば、液晶パネルのように画素の開口領域を増やさなくても、発光素
子に供給する電流量を増加させればこれに応じて自発光するが故に、画像表示に必要な明
るさを得ることができる。従って、本実施の形態のように、配線の占める領域を節約して
各種のＴＦＴを画素部２に形成するスペースを確保してもよいし、各ＥＬ素子５０の大き
さを小さくすることにより各種のＴＦＴを画素部２に形成するスペースを確保してもよい
。
【００８６】
次に、本実施の形態の表示パネル２００の動作について図７及び図１０を参照して説明す
る。
【００８７】
走査線駆動回路２２から前段の走査線１２ｂに走査信号Ｖｓｃａｎが供給されると、これ
が当段のリセット走査信号Ｖｒｓｃａｎとして、当段のリセット用ＴＦＴ１３０のゲート
１３１に入力される。これと並行して、走査線駆動回路２２から当段の走査線１２ａにリ
セット信号Ｖｒｓｉｇが供給されて、当段の駆動用ＴＦＴ１１０のゲート電圧Ｖｇは、リ
セット信号Ｖｒｓｉｇの電位とされる（図２（Ａ）参照）。このとき、リセット信号Ｖｒ
ｓｉｇは、走査信号Ｖｓｃａｎのオフ電位と同一でもかまわない。続いて、走査線駆動回
路２２から当段の走査線１２ａに走査信号Ｖｓｃａｎが供給されると、これが当段のスイ
ッチング用ＴＦＴ１４０のゲート１４１に入力される。これと並行して、データ線駆動回
路２１から当段のデータ線１１ａに入力信号Ｖｓｉｇ（データ信号）が供給されて、スイ
ッチング用ＴＦＴ１４０及び補償用ＴＦＴ１２０を介して、この電圧Ｖｓｉｇが補償用Ｔ
ＦＴ１２０のしきい値電圧Ｖｔｈ２分だけ降圧されて、当段の駆動用ＴＦＴ１１０のゲー
ト１１１に、ゲート電圧Ｖｇとして供給される（図２（Ａ）参照）。この結果、この降圧
されたゲート電圧Ｖｇに応じて、駆動用ＴＦＴ１１０のソース１１２及びドレイン１１３
間のコンダクタンスが制御されて、正電源＋Ｖ及び負電源－Ｖの間で、ＥＬ素子５０を流
れる駆動電流Ｉｄが制御される。
【００８８】
従って、各画素部２に設けられた駆動用ＴＦＴ１１０におけるしきい値電圧Ｖｔｈ１のば
らつきが補償用ＴＦＴ１２０のしきい値Ｖｔｈ２により補償されて、複数の画素部２間に
おける駆動電流Ｉｄに対するデータ信号Ｖｓｉｇのしきい値のばらつきが殆どなくなり、
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表示パネル２００の画面表示領域全体にわたって均一の明るさでむらのない画像表示が可
能とされる。また、補償用ＴＦＴ１２０による降圧作用により比較的小さい電圧のデータ
信号Ｖｓｉｇを用いて駆動電流Ｉｄを制御することも可能とされる。
【００８９】
以上の実施の形態では、リセット用ＴＦＴ１３０によりゲート電圧Ｖｇを入力信号Ｖｓｉ
ｇの供給前にリセットしているが、例えば、静止画を表示する期間には、同じ入力信号Ｖ
ｓｉｇにより複数フレームに亘って駆動電流Ｉｄの制御を行えばよいので、係るリセット
動作を各走査毎に行う必要はない。また、このように電気的なリセット信号Ｖｒｓｉｇの
代わりに光照射によりゲート電圧Ｖｇをリセットする（所定のリセット電圧にする）よう
に構成してもよい。更にまた、リセット用ＴＦＴ１３０の代わりにスイッチング用ＴＦＴ
１４０や補償用ＴＦＴ１２０を介してリセット信号Ｖｒｓｉｇを供給するように構成して
もよい。他方、アクティブマトリクス駆動の如くスイッチングを行わない用途であれば、
スイッチング用ＴＦＴ１４０やスイッチング動作が不要なことは言うまでもない。
【００９０】
（電子機器）
次に、以上詳細に説明した表示パネル２００を備えた電子機器の実施の形態について図１
１から図１３を参照して説明する。
【００９１】
先ず図１１に、このように表示パネル２００を備えた電子機器の概略構成を示す。
【００９２】
図１１において、電子機器は、表示情報出力源１０００、表示情報処理回路１００２、駆
動回路１００４、表示パネル１００６、クロック発生回路１００８並びに電源回路１０１
０を備えて構成されている。
【００９３】
前述した実施の形態における表示パネル２００は、本実施の形態における表示パネル１０
０６及び駆動回路１００４に相当する。従って、表示パネル１００６を構成するＴＦＴア
レイ基板の上に、駆動回路１００４を搭載してもよく、更に表示情報処理回路１００２等
を搭載してもよい。或いは、表示パネル１００６を搭載するＴＦＴアレイ基板に対し駆動
回路１００４を外付けして構成してもよい。
【００９４】
表示情報出力源１０００は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、光ディスク装置などのメモリ、テレビ信号
を同調して出力する同調回路等を含み、クロック発生回路１００８からのクロック信号に
基づいて、所定フォーマットの画像信号などの表示情報を表示情報処理回路１００２に出
力する。表示情報処理回路１００２は、増幅・極性反転回路、相展開回路、ローテーショ
ン回路、ガンマ補正回路、クランプ回路等の周知の各種処理回路を含んで構成されており
、クロック信号に基づいて入力された表示情報からデジタル信号を順次生成し、クロック
信号ＣＬＫと共に駆動回路１００４に出力する。駆動回路１００４は、表示パネル２００
を駆動する。電源回路１０１０は、上述の各回路に所定電源を供給する。
【００９５】
次に図１２から図１３に、このように構成された電子機器の具体例を夫々示す。
【００９６】
図１２において、電子機器の他の例たるマルチメディア対応のラップトップ型のパーソナ
ルコンピュータ（ＰＣ）１２００は、上述した表示パネル２００がトップカバーケース１
２０６内に備えられており、更にＣＰＵ、メモリ、モデム等を収容すると共にキーボード
１２０２が組み込まれた本体１２０４を備えている。
【００９７】
また図１３に示すように、駆動回路１００４や表示情報処理回路１００２を搭載しない表
示パネル１３０４の場合には、駆動回路１００４や表示情報処理回路１００２を含むＩＣ
１３２４がポリイミドテープ１３２２上に実装されたＴＣＰ（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ
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　Ｐａｃｋａｇｅ）１３２０に、ＴＦＴアレイ基板１の周辺部に設けられた異方性導電フ
ィルムを介して物理的且つ電気的に接続して、表示パネルとして、生産、販売、使用等す
ることも可能である。
【００９８】
以上図１２から図１３を参照して説明した電子機器の他にも、テレビ、ビューファインダ
型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、電子手帳、電卓
、ワードプロセッサ、エンジニアリング・ワークステーション（ＥＷＳ）、携帯電話、テ
レビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた装置等などが図１１に示した電子機器の例
として挙げられる。
【００９９】
以上説明したように、本実施の形態によれば、表示パネルの全面に渡って明るさのむらが
少なく且つ比較的低電圧で駆動することも可能な各種の電子機器を実現できる。
【０１００】
【発明の効果】
本発明のトランジスタ回路によれば、補償用トランジスタのしきい値電圧の分だけ入力信
号の電圧に対してゲート電圧を降圧もしくは昇圧できるので、低い入力信号の電圧により
駆動用トランジスタにおけるコンダクタンス制御を行うことができる。更に、補償用トラ
ンジスタと駆動用トランジスタとのしきい値特性や電圧電流特性を近付けることにより、
駆動電流に対する入力信号のしきい値電圧を零に近付けることも可能となる。更にまた、
複数のしきい値特性の相異なる駆動用トランジスタを用いて当該トランジスタ回路を複数
作成した場合に、複数のしきい値電圧の異なる複数の駆動用トランジスタ、即ち設計基準
値から大きくばらついたしきい値電圧を夫々持つ複数の駆動用トランジスタを用いたとし
ても、複数のトランジスタ回路におけるしきい値電圧のばらつきが殆ど又は全くない複数
のトランジスタ回路を得ることも可能となる。
【０１０１】
本発明の表示パネルによれば、明るさむらが低減された画像表示を低電圧の入力信号を用
いて実現できる。
【０１０２】
また、本発明の電子機器によれば、高品位の画像表示が可能な、パーソナルコンピュータ
、ページャ等の様々な電子機器を実現可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】トランジスタ回路の一実施の形態における回路図である。
【図２】図１のトランジスタ回路における各種信号のタイミングチャート（図２（Ａ））
、及び図１のトランジスタ回路の変形例における各種信号のタイミングチャート（図２（
Ｂ））である。
【図３】駆動用ＴＦＴを備えた比較例におけるしきい値特性を示す特性図（図３（Ａ））
、及び補償用ＴＦＴと駆動用ＴＦＴとを備えた本実施の形態におけるしきい値特性を示す
特性図（図３（Ｂ））である。
【図４】しきい値のばらつきΔＶｔｈに対する駆動電流Ｉｄの変化を各種の場合について
示す特性図である。
【図５】本実施の形態においてリセット信号Ｖｒｓｉｇを５Ｖにした場合の補償用ＴＦＴ
による降圧作用を示すタイミングチャート（図５（Ａ））、及びリセット信号Ｖｒｓｉｇ
を０Ｖにした場合の補償用ＴＦＴによる降圧作用を示すタイミングチャート（図５（Ｂ）
）である。
【図６】トランジスタ回路の他の実施の形態における回路図である。
【図７】表示パネルの実施の形態の全体構成を示す平面図である。
【図８】図７の表示パネルの一画素部の平面図である。
【図９】図８のＡ－Ａ’断面図（図９（Ａ））、Ｂ－Ｂ’断面図（図９（Ｂ））及びＣ－
Ｃ’断面図（図９（Ｃ））である。
【図１０】図７の表示パネルにおける相隣接する４つの画素部の回路図である。
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【図１１】本発明による電子機器の実施の形態の概略構成を示すブロック図である。
【図１２】電子機器の一例としてのパーソナルコンピュータを示す正面図である。
【図１３】電子機器の他の例としてのＴＣＰを用いた液晶装置を示す斜視図である。
【符号の説明】
１…ＴＦＴアレイ基板
２…画素部
１１…データ線
１２…走査線
１３…共通給電線
２１…データ線駆動回路
２２…走査線駆動回路
２３…検査回路
５０…ＥＬ素子
１００…トランジスタ回路
１１０…駆動用ＴＦＴ
１２０…補償用ＴＦＴ
１３０…リセット用ＴＦＴ
１４０…スイッチング用ＴＦＴ
１６０…保持容量
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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