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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に剥離層を形成し、
　前記剥離層上に半導体素子を形成し、
　前記半導体素子上に樹脂層を形成し、
　エッチング液を用いて前記剥離層を溶解し、
　前記剥離層の溶解した領域にフィルムを挿入し、
　前記フィルムを前記剥離層の溶解していない領域に向かって移動させることによって、
前記基板と前記半導体素子とを分離することを特徴とするフレキシブル半導体装置の作製
方法。
【請求項２】
　基板上に剥離層を形成し、
　前記剥離層上にバッファ層を形成し、
　前記バッファ層上に半導体素子を形成し、
　前記半導体素子上に樹脂層を形成し、
　エッチング液を用いて前記剥離層を溶解し、
　前記剥離層の溶解した領域にフィルムを挿入し、
　前記フィルムを前記剥離層の溶解していない領域に向かって移動させることによって、
前記基板と前記半導体素子とを分離することを特徴とするフレキシブル半導体装置の作製
方法。



(2) JP 5586920 B2 2014.9.10

10

20

30

40

50

【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記半導体素子を囲うようにレーザを照射して、前記樹脂層に溝を形成し、
　前記溝に沿って、前記エッチング液を用いて前記剥離層を溶解することを特徴とするフ
レキシブル半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記フィルムはポリエチレンナフタレートであることを特徴とするフレキシブル半導体
装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記エッチング液はアンモニア－過酸化水素混合液であることを特徴とするフレキシブ
ル半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、
　前記樹脂層は紫外線硬化樹脂で形成されることを特徴とするフレキシブル半導体装置の
作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一において、
　前記剥離層はタングステンを含むことを特徴とするフレキシブル半導体装置の作製方法
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はフレキシブル半導体装置の作製方法に関する。
【０００２】
なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置
全般を指し、液晶、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）等を用いた表示装置、半導体回路
及び電子機器は全て半導体装置である。
【背景技術】
【０００３】
近年、半導体装置作製技術の発展はめざましく、特に薄型化、フレキシブル化に関して注
目が集まっている。
【０００４】
フレキシブル半導体装置の作製方法としては、ガラス基板や石英基板といった基材上に薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）などの半導体素子を作製した後、基材から他の基材（例えばフ
レキシブルな基材）へと半導体素子を転置する技術が開発されている。半導体素子を他の
基材へ転置するためには、半導体素子を作製する際に用いた基材から半導体素子を分離す
る工程が必要である。
【０００５】
半導体装置、特に発光装置を剥離工程によってフレキシブル化する方法としては以下のも
のが挙げられる。
【０００６】
第１の方法は、剥離及び転置を行った後、ＥＬ層を形成する方法である。例えば、剥離層
を形成したＴＦＴ基板の上面に支持体となる剥離補助用樹脂を塗布する。次に剥離きっか
けを入れ、ＴＦＴを作製する際に用いた基板を剥離する。続いて剥離面にフレキシブル基
板を貼り付け、剥離補助用樹脂を除去する。次にＴＦＴの上方にＥＬ層を形成し、封止を
行う。
【０００７】
第２の方法は、剥離後、剥離面に電極、隔壁、ＥＬ層等を形成する方法である。例えば、
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剥離層を形成したＴＦＴ基板の上面に支持体となる剥離補助用樹脂を塗布する。次に剥離
きっかけを入れ、ＴＦＴを作製する際に用いた基板を剥離する。続いて剥離面にコンタク
トホールを形成し、ＴＦＴのドレインと電気的に接続するように酸化インジウム－酸化ス
ズ（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）を成膜し、パターニングすることによ
り電極を形成する。その後隔壁やＥＬ層を形成し、フィルム等を貼り付けることにより封
止する。この方法を用いると、下面にフィルムが貼り付けられ、上面に剥離補助用樹脂が
形成された発光装置が得られる。
【０００８】
第３の方法は、電極、ＥＬ層、剥離補助用樹脂等を形成した後、剥離を行う方法である。
【０００９】
第１の方法は、剥離補助用樹脂の塗布及び除去が必要となるため、その分の工程が増加し
てしまう。第２の方法は、フレキシブル化した基板に対して少なくとも３回（コンタクト
ホール形成、ＩＴＯのパターニング、隔壁形成）フォトリソグラフィー工程が必要となる
ため、技術的なハードルが高い。したがって、第１及び第２の方法に比べると、第３の方
法は工程数が少なく、量産に適した方法であると言える。
【００１０】
発光素子に代表される半導体素子を作製する際に用いた基材から半導体素子を剥離する方
法としては、剥離層を設け、剥離層を起点として半導体素子を剥離する方法がある。まず
、基材上に剥離層を設け、その上に半導体素子膜を作製する。その後、物理的な力を加え
ることにより、半導体素子膜を剥離層より剥離する。このように剥離を行い、半導体素子
をフレキシブル化する。
【００１１】
例えば、特許文献１には次のようなレーザーアブレーションを用いた剥離技術が記載され
ている。基板上に、非晶質シリコンなどからなる分離層、分離層上に薄膜素子からなる被
剥離層を設け、被剥離層を接着層により転写体に接着させる。レーザ光の照射により分離
層をアブレーションさせることで、分離層に剥離を生じさせている。
【００１２】
また、特許文献２には人の手などの物理的な力で剥離を行う技術が記載されている。特許
文献２では、基板と酸化物層との間に金属層を形成し、酸化物層と金属層との界面の結合
が弱いことを利用して、酸化物層と金属層との界面で剥離を生じさせることで、被剥離層
と基板とを分離している。
【００１３】
人の手などの物理的な力によって剥離を行う場合、剥離層を起点として被剥離層を基材か
ら引き剥がすために、被剥離層をわん曲させる必要がある。剥離層に接して形成された被
剥離層は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）、配線、層間膜などを含む半導体素子が形成され
た薄膜であり、厚さ１０μｍ程度の非常に脆いものである。半導体素子に曲げストレスが
かかると、被剥離層には膜割れやひびが発生しやすく、これが原因で半導体素子が破壊さ
れるという不具合が多発している。
【００１４】
剥離を行う際には、基材上に形成された剥離層及び被剥離層の中で最も密着性の弱い部分
が優先的に剥がれる。したがって、被剥離層を構成する積層膜が剥がれることなく、基材
と剥離層との界面、剥離層と被剥離層との界面、又は剥離層内部において剥離が開始され
るためには、基材から被剥離層までの積層体において、基材と剥離層の界面又は剥離層と
被剥離層の界面の密着性が最も弱いことが必要である。
【００１５】
また、剥離層が積層膜であれば、剥離層を構成するそれぞれの膜の界面の密着性が最も弱
い場合にも、基材と剥離層との界面、剥離層と被剥離層との界面、又は剥離層内部におい
て剥離を行うことができる。
【００１６】
ただし、基材と剥離層との密着性、剥離層と被剥離層との密着性、あるいは剥離層内のそ
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れぞれの膜の間の密着性が弱すぎると、剥離が行われるべきでない工程中（剥離工程以外
の工程中）に膜の応力によって剥離が生じる可能性がある。したがって、剥離工程の直前
までは剥離層がある程度の密着性を保持し、剥離工程において何らかの処理を行うことに
よって、作為的に剥離層の密着性を低下させるプロセスが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特開平１０－１２５９３１号公報
【特許文献２】特開２００３－１７４１５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
剥離層の上にバッファ層を介して被剥離層として半導体素子を作製し、半導体素子のみを
剥離転置することによってフレキシブル半導体装置を得ようとすると、半導体素子の内部
で剥離が生じてしまう。これは、剥離層とバッファ層との密着性に比べて、半導体素子内
の膜どうしの密着性が弱く、剥離されるべき剥離層とバッファ層との間よりも先に半導体
素子内の膜と膜との間から剥がれるためである。
【００１９】
半導体素子の作製方法や、用いる材料を変更することや、剥離工程において熱や圧力を加
えることによって、半導体素子内の膜どうしの密着性が向上する可能性はあるが、劇的な
効果は見込めない。このため、剥離層とバッファ層との密着性を弱める技術が必要である
。
【００２０】
また、剥離によって素子に曲げストレスが生じないようにする必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
本発明の一態様は、剥離層上にバッファ層を介して形成した半導体素子を、エッチング液
を用いて剥離層を溶解させることで、剥離層とバッファ層との密着性を弱め、半導体素子
に曲げストレスを生じさせることなく剥離するものである。
【００２２】
また、本発明の一態様は、エッチング液が剥離層に接触しやすくなるようにレーザ照射に
より描画ラインを形成する構成を含む。なお、描画ラインとは、レーザ光を照射すること
で描画した溝である。
【００２３】
また、本発明の一態様は、エッチング液に接触したことによって剥離層が溶解した領域に
フィルムを挿入し、剥離層が溶解していない領域に向かってフィルムを移動させることに
より、半導体素子に曲げストレスを生じさせることなく剥離するものである。
【００２４】
本発明の一態様は、基板上に剥離層を形成し、剥離層上にバッファ層を形成し、バッファ
層上に半導体素子を形成し、半導体素子上に樹脂層を形成し、エッチング液を用いて剥離
層を溶解し、剥離層の溶解した領域にフィルムを挿入し、フィルムを剥離層の溶解してい
ない領域に向かって移動させることによって、半導体素子に曲げストレスを生じさせるこ
となく、基板と半導体素子とを分離することを特徴とする。
【００２５】
本発明の一態様は、基板上に第１のバッファ層を形成し、第１のバッファ層上に剥離層を
形成し、剥離層上に第２のバッファ層を形成し、第２のバッファ層上に半導体素子を形成
し、半導体素子上に樹脂層を形成し、エッチング液を用いて剥離層を溶解し、剥離層の溶
解した領域にフィルムを挿入し、フィルムを剥離層の溶解していない領域に向かって移動
させることによって、半導体素子に曲げストレスを生じさせることなく、基板と半導体素
子とを分離することを特徴とする。



(5) JP 5586920 B2 2014.9.10

10

20

30

40

50

【００２６】
本発明の一態様は、基板上に剥離層を形成し、剥離層上にバッファ層を形成し、バッファ
層上に半導体素子を形成し、半導体素子上に樹脂層を形成し、半導体素子を囲うようにレ
ーザを照射して、バッファ層及び樹脂層に描画ラインを形成し、描画ラインに沿って、エ
ッチング液を用いて剥離層を溶解し、剥離層の溶解した領域にフィルムを挿入し、フィル
ムを剥離層の溶解していない領域に向かって移動させることによって、半導体素子に曲げ
ストレスを生じさせることなく、基板と半導体素子とを分離することを特徴とする。
【００２７】
本発明の一態様は、基板上に第１のバッファ層を形成し、第１のバッファ層上に剥離層を
形成し、剥離層上に第２のバッファ層を形成し、第２のバッファ層上に半導体素子を形成
し、半導体素子上に樹脂層を形成し、半導体素子を囲うようにレーザを照射して、第１の
バッファ層、第２のバッファ層、及び樹脂層に描画ラインを形成し、描画ラインに沿って
、エッチング液を用いて剥離層を溶解し、剥離層の溶解した領域にフィルムを挿入し、フ
ィルムを剥離層の溶解していない領域に向かって移動させることによって、半導体素子に
曲げストレスを生じさせることなく、基板と半導体素子とを分離することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
従来の方法で半導体装置を作製する場合、全面剥離自体ができなかったが、ガラス基板に
半導体素子を作り込んだ上で全面剥離を行い、フレキシブル化することができる。また、
剥離層を溶解させるため、剥離層とバッファ層との密着性を弱めることができ、半導体素
子に曲げストレスを生じさせることなく剥離することができる。他の剥離プロセスに比べ
て、工程数の削減及びアライメント工程の容易化が実現できる。
【００２９】
さらに、剥離層が溶解した領域にフィルムを挿入して、フィルムを剥離層の溶解していな
い領域に向かって移動させることによって、半導体素子に曲げストレスを生じさせること
なく、より効率的に剥離を行うことができる。
【００３０】
また、剥離が生じると、静電気による放電（静電気放電、Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｓｔａｔｉｃ
　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ）の影響で半導体素子などが破壊されることがあるが、エッチング
液を用いるため、静電気放電破壊を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施の形態１を説明する図。
【図２】実施の形態２を説明する図。
【図３】実施の形態４及び実施例２を説明する図。
【図４】実施の形態４及び実施例２を説明する図。
【図５】実施の形態４及び実施例２を説明する図。
【図６】実施の形態４及び実施例２を説明する図。
【図７】実施の形態４及び実施例２を説明する図。
【図８】実施の形態４及び実施例２を説明する図。
【図９】実施の形態４及び実施例２を説明する図。
【図１０】実施例４を説明する図。
【図１１】実施例５を説明する図。
【図１２】実施例３を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明
に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなく、その形態及び詳細を様
々に変更しうることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実
施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
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【００３３】
（実施の形態１）
本実施の形態では、フレキシブル半導体装置の作製方法（特に剥離工程）について説明す
る。
【００３４】
図１（Ａ）に剥離する前の素子構造を示す。基板１００上に剥離層１０１及び半導体素子
層１０２が形成されている。半導体素子層１０２上に紫外線硬化樹脂１０３が形成されて
いる。
【００３５】
剥離層１０１は金属材料で形成する。金属材料としてアルカリ溶液に可溶な材質を用いる
ことが好ましい。そのような金属材料の一例として、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ
）、アルミニウム（Ａｌ）、又はスズ（Ｓｎ）を用いることができる。剥離層１０１とし
て用いるタングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、アルミニウム（Ａｌ）、又はスズ（Ｓｎ
）の薄膜は、スパッタリング法、プラズマＣＶＤ法、塗布法、印刷法等により、基板１０
０上に形成することができる。
【００３６】
半導体素子層１０２には薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等が含まれる。薄膜トランジスタは
どのような形状であっても良く、また、どのような方法で作製されていても良い。
【００３７】
次に、エッチング液１０４を用いて剥離層１０１を溶解させる（図１（Ｂ））。エッチン
グ液１０４にはアルカリ溶液を用いる。アルカリ溶液は、剥離層１０１に用いた金属材料
を溶解できる（エッチングできる）材質であることが好ましい。そのようなアルカリ溶液
の一例として、アンモニア－過酸化水素混合液、ＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムヒ
ドロキシド）、ＴＭＡＨ－過酸化水素混合液などが挙げられる。
【００３８】
剥離層１０１として、金属単体では溶解せず、酸化すると溶解する材料（例えばタングス
テン（Ｗ））を用いた場合には、エッチング液に過酸化水素が混合されたものを用いると
よい。また、剥離層１０１として、金属単体では溶解するが、酸化すると溶解しない材料
（例えばアルミニウム（Ａｌ））を用いた場合には、エッチング液に過酸化水素が混合さ
れていないものを用いるとよい。
【００３９】
このように、エッチング液１０４を用いて剥離層１０１を溶解させることによって、基板
１００と剥離層１０１との密着性又は剥離層１０１と半導体素子層１０２との密着性を弱
めることができる。また、剥離層１０１を完全に溶解することができるため、作製した半
導体素子を曲げることなく剥離を行うことができ、基板の再利用が可能となる。
【００４０】
続いて、剥離層１０１が溶解した領域にフィルム１０５を挿入する（図１（Ｃ））。フィ
ルム１０５には、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート：Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｎａ
ｐｈｔｈａｌａｔｅ）などを用いる。
【００４１】
なお、図示しないが、実際には、エッチング液１０４を用いて剥離層１０１を溶解させる
と、半導体素子層１０２及び紫外線硬化樹脂１０３の端部が数ｍｍ程度浮き上がる。浮き
上がった部分にフィルム１０５を挿入する。
【００４２】
剥離層１０１が溶解した領域にエッチング液１０４を加えながら、フィルム１０５を剥離
が進んでいない領域に向かって移動させることによって、剥離層１０１を除去する（図１
（Ｄ））。フィルム１０５を挿入し、エッチング液１０４を用いた剥離層１０１の溶解と
フィルム１０５の移動とを同時に行うことにより、半導体素子に対する曲げストレスが生
じることなく、効率的に剥離を行うことができる。
【００４３】
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従来の剥離方法では、本実施の形態で説明したように剥離層１０１を溶解させたとしても
、紫外線硬化樹脂１０３を支持体とする転置体１０６と基板１００とを分離させる際に、
転置体１０６をわん曲させる必要があった。この方法では半導体素子層１０２が破壊され
る可能性がある。本実施の形態では、エッチング液１０４を用いて、剥離層１０１を溶解
させた領域にフィルム１０５を挿入し、溶解した剥離層を除去して剥離する、さらにフィ
ルム１０５を介してエッチング液１０４が剥離層１０１の剥離が進んでいない領域に接す
ることで、剥離層をさらに溶解させる。こうして剥離が進んでいない領域に向かってフィ
ルム１０５を移動させて剥離層１０１を除去するため、半導体素子層１０２を曲げること
なく剥離を行うことができる。
【００４４】
エッチング液を用いて剥離層を溶解する方法と、フィルムを移動させて剥離を行う方法と
を併せて用いることにより、より効率的な剥離を行うことができる。
【００４５】
エッチング液を加えながら剥離を進める方法であるため、静電気放電破壊を防止すること
ができる。
【００４６】
また、剥離層内部の密着性が半導体素子層内の膜どうしの密着性よりも弱い場合であれば
、エッチング液を加えずにフィルムを移動させる工程のみで剥離を行うことが可能である
。この場合も、半導体素子に対する曲げストレスが生じることなく、剥離を行うことがで
きる。
【００４７】
なお、本実施の形態は、本明細書の他の実施の形態で示した構成又は実施例で示した構成
と適宜組み合わせて実施することができる。
【００４８】
（実施の形態２）
本実施の形態では、フレキシブル発光装置の作製方法（特に剥離工程）について説明する
。
【００４９】
図２（Ａ）に剥離する前の素子構造を示す。基板２００上に剥離層２０１及び素子層２０
２が形成されている。素子層２０２には薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等が含まれる。素子
層２０２上に第１の電極２０３及びＥＬ層２０４が形成されている。ＥＬ層２０４には、
正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層などが含まれる。ＥＬ層２０
４上に第２の電極２０５及び紫外線硬化樹脂２０６が形成されている。なお、本実施の形
態では第１の電極２０３は陽極として機能し、第２の電極２０５は陰極として機能するも
のとして以下説明をする。また、実施の形態１における半導体素子層１０２は、本実施の
形態における素子層２０２、第１の電極２０３、ＥＬ層２０４、及び第２の電極２０５を
含む。
【００５０】
剥離層２０１は金属材料で形成する。金属材料としてアルカリ溶液に可溶な材質を用いる
ことが好ましい。そのような金属材料の一例として、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ
）、アルミニウム（Ａｌ）、又はスズ（Ｓｎ）を用いることができる。剥離層２０１とし
て用いるタングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、アルミニウム（Ａｌ）、又はスズ（Ｓｎ
）の薄膜は、スパッタリング法、プラズマＣＶＤ法、塗布法、印刷法等により、基板２０
０上に形成することができる。
【００５１】
第１の電極２０３としては、仕事関数の大きい（具体的には４．０ｅＶ以上）金属、合金
、導電性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが好ましい。具体的には、例え
ば、酸化インジウム－酸化スズ（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、珪素若
しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム－酸化スズ、酸化インジウム－酸化亜鉛（ＩＺ
Ｏ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、酸化タングステン及び酸化亜鉛を含有した
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酸化インジウム（ＩＷＺＯ）等が挙げられる。これらの導電性金属酸化物膜は、通常スパ
ッタリング法により成膜されるが、ゾル－ゲル法などを応用して作製しても構わない。
【００５２】
例えば、酸化インジウム－酸化亜鉛（ＩＺＯ）は、酸化インジウムに対し１～２０ｗｔ％
の酸化亜鉛を加えたターゲットを用いてスパッタリング法により形成することができる。
また、酸化タングステン及び酸化亜鉛を含有した酸化インジウム（ＩＷＺＯ）は、酸化イ
ンジウムに対し酸化タングステンを０．５～５ｗｔ％、酸化亜鉛を０．１～１ｗｔ％含有
したターゲットを用いてスパッタリング法により形成することができる。この他、金（Ａ
ｕ）、白金（Ｐｔ）、ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、モリブ
デン（Ｍｏ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、また
は金属材料の窒化物（例えば、窒化チタン）等が挙げられる。
【００５３】
第２の電極２０５としては、仕事関数の小さい（具体的には３．８ｅＶ以下）金属、合金
、電気伝導性化合物、およびこれらの混合物などを用いることができる。このような陰極
材料の具体例としては、元素周期表の１族または２族に属する元素、すなわちリチウム（
Ｌｉ）やセシウム（Ｃｓ）等のアルカリ金属、およびマグネシウム（Ｍｇ）、カルシウム
（Ｃａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）等のアルカリ土類金属、およびこれらを含む合金（Ｍ
ｇＡｇ、ＡｌＬｉ）、ユウロピウム（Ｅｕ）、イッテルビウム（Ｙｂ）等の希土類金属お
よびこれらを含む合金等が挙げられる。
【００５４】
次に、エッチング液２０７を用いて剥離層２０１を溶解させる（図２（Ｂ））。エッチン
グ液２０７にはアルカリ溶液を用いる。アルカリ溶液は、剥離層２０１に用いた金属材料
を溶解できる（エッチングできる）材質であることが好ましい。そのようなアルカリ溶液
の一例として、アンモニア－過酸化水素混合液、ＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムヒ
ドロキシド）、ＴＭＡＨ－過酸化水素混合液などが挙げられる。
【００５５】
剥離層２０１として、金属単体では溶解せず、酸化すると溶解する材料（例えばタングス
テン（Ｗ））を用いた場合には、エッチング液に過酸化水素が混合されたものを用いると
よい。また、剥離層２０１として、金属単体では溶解するが、酸化すると溶解しない材料
（例えばアルミニウム（Ａｌ））を用いた場合には、エッチング液に過酸化水素が混合さ
れていないものを用いるとよい。
【００５６】
このように、エッチング液２０７を用いて剥離層２０１を溶解させることによって、ＥＬ
層２０４と第２の電極２０５との密着性が弱い素子であっても、ＥＬ層２０４と第２の電
極２０５との界面で剥離が生じることなく、基板２００から剥離することができる。また
、剥離層２０１を溶解させることができるため、作製した発光素子を曲げることなく剥離
を行うことができ、基板の再利用が可能となる。
【００５７】
続いて、剥離層２０１が溶解した領域にフィルム２０８を挿入する（図２（Ｃ））。フィ
ルム２０８には、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート：Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｎａ
ｐｈｔｈａｌａｔｅ）などを用いる。
【００５８】
なお、図示しないが、実際には、エッチング液２０７を用いて剥離層２０１を溶解させる
と、素子層２０２及び紫外線硬化樹脂２０６の端部が数ｍｍ程度浮き上がる。浮き上がっ
た部分にフィルム２０８を挿入する。
【００５９】
剥離層２０１が溶解した領域にエッチング液２０７を加えながら、フィルム２０８を剥離
が進んでいない領域に向かって移動させることによって、剥離層２０１を除去する（図２
（Ｄ））。フィルム２０８を挿入し、エッチング液２０７を用いた剥離層２０１の溶解と
フィルム２０８の移動とを同時に行うことにより、発光素子に対する曲げストレスが生じ
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ることなく、効率的に剥離を行うことができる。
【００６０】
従来の剥離方法では、本実施の形態で説明したように剥離層２０１を溶解させたとしても
、紫外線硬化樹脂２０６を支持体とする転置体２０９と基板２００とを分離させる際に、
転置体２０９をわん曲させる必要があった。この方法では素子層２０２やＥＬ層２０４が
破壊される可能性がある。本実施の形態では、剥離が進んでいない領域に向かってフィル
ム２０８を移動させて剥離層２０１を除去するため、素子層２０２やＥＬ層２０４を曲げ
ることなく剥離を行うことができる。
【００６１】
エッチング液を用いて剥離層を溶解する方法と、フィルムを移動させて剥離を行う方法と
を併せて用いることにより、より効率的な剥離を行うことができる。
【００６２】
エッチング液を加えながら剥離を進める方法であるため、静電気放電破壊を防止すること
ができる。
【００６３】
また、基板と剥離層の密着性が半導体素子層内の膜どうしの密着性よりも弱い場合であれ
ば、エッチング液を加えずにフィルムを移動させる工程のみで剥離を行うことが可能であ
る。この場合も、半導体素子に対する曲げストレスが生じることなく、剥離を行うことが
できる。
【００６４】
本実施の形態は、アクティブマトリクス型発光装置について説明したが、パッシブマトリ
クス型発光装置に適用することも可能である。
【００６５】
本実施の形態は、発光装置について説明したが、液晶表示装置、半導体回路、電子機器な
ど、半導体特性を利用することで機能しうる半導体装置全てに適用することができる。
【００６６】
なお、本実施の形態は、本明細書の他の実施の形態で示した構成又は実施例で示した構成
と適宜組み合わせて実施することができる。
【００６７】
（実施の形態３）
本実施の形態では、フレキシブル発光装置を剥離する際に用いる紫外線硬化樹脂について
説明する。
【００６８】
剥離工程は、基板上に形成された素子層の上方に支持体となる基材を設け、素子層を保持
してから行われる。発光装置の場合、発光素子は水や酸素によって劣化し、また有機溶媒
に触れると溶解してしまうため、剥離工程においてもどの材料を用いるか、特に工夫が必
要となる。
【００６９】
実施の形態１で説明した支持体として用いる紫外線硬化樹脂は、溶媒を用いずに形成する
ことができる。また、８０℃以下の熱処理で作製できるため、ＥＬ層にダメージを与えず
に形成することができる。
【００７０】
また、上面射出構造の発光装置を作製する場合は、支持体として用いる基材も透過率が高
いものでなくてはならないが、紫外線硬化樹脂は透過率が高いため好適である。
【００７１】
本実施の形態は、発光装置について説明したが、液晶表示装置、半導体回路、電子機器な
ど、半導体特性を利用することで機能しうる半導体装置全てに適用することができる。
【００７２】
なお、本実施の形態は、本明細書の他の実施の形態で示した構成又は実施例で示した構成
と適宜組み合わせて実施することができる。
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【００７３】
（実施の形態４）
本実施の形態では、フレキシブル発光装置の作製工程について図３～９を用いて説明する
。
【００７４】
ガラス基板３００上に第１のバッファ層３０１、剥離層３０２、第２のバッファ層３０３
を形成する（図３（Ａ））。第１のバッファ層３０１は絶縁性材料で形成する。絶縁性材
料の一例として酸化窒化シリコンなどを用いることができる。
【００７５】
剥離層３０２は金属材料で形成する。金属材料としてアルカリ溶液に可溶な材質を用いる
ことが好ましい。そのような金属材料の一例として、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ
）、アルミニウム（Ａｌ）、又はスズ（Ｓｎ）を用いることができる。
【００７６】
第２のバッファ層３０３は絶縁性材料で形成する。絶縁性材料の一例として、窒化シリコ
ン、酸化窒化シリコン、又は窒化酸化シリコンなどを用いることができる。また、第２の
バッファ層３０３は単層でも積層構造としてもよいが、第２のバッファ層３０３の総膜厚
は１０００ｎｍ程度以上であることが好ましい。例えば、酸化窒化シリコン膜６００ｎｍ
、窒化シリコン膜２００ｎｍ、酸化窒化シリコン膜２００ｎｍを順に積層した構造などが
好適である。
【００７７】
なお、本明細書中において、酸化窒化シリコンとは、その組成として、窒素よりも酸素の
含有量が多いものであって、好ましくは、ラザフォード後方散乱法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅ
ｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）及び水素前方
散乱法（ＨＦＳ：Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）を用いて
測定した場合に、濃度範囲として酸素が５０～７０原子％、窒素が０．５～１５原子％、
シリコンが２５～３５原子％、水素が０．１～１０原子％の範囲で含まれるものをいう。
また、窒化酸化シリコンとは、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多いものであ
って、好ましくは、ＲＢＳ及びＨＦＳを用いて測定した場合に、濃度範囲として酸素が５
～３０原子％、窒素が２０～５５原子％、シリコンが２５～３５原子％、水素が１０～３
０原子％の範囲で含まれるものをいう。ただし、酸化窒化シリコン又は窒化酸化シリコン
を構成する原子の合計を１００原子％としたとき、窒素、酸素、シリコン及び水素の含有
比率が上記の範囲内に含まれるものとする。
【００７８】
第２のバッファ層３０３上に下地絶縁膜３０４及び結晶性半導体膜３０５を形成する（図
３（Ｂ））。下地絶縁膜３０４には窒化酸化シリコンと酸化窒化シリコンの積層膜などを
用いることができる。結晶性半導体膜３０５としては、非晶質半導体にレーザを照射して
作製した結晶性半導体を用いる。
【００７９】
作製した結晶性半導体膜３０５をエッチングし、島状半導体層３０６を形成する。次に、
露出した下地絶縁膜３０４及び島状半導体層３０６上にゲート絶縁膜３０７を形成する（
図３（Ｃ））。ゲート絶縁膜３０７には酸化窒化シリコンなどを用いることができる。
【００８０】
次に第１のゲート電極層３０８及び第２のゲート電極層３０９を形成する（図３（Ｄ））
。
【００８１】
続いて、第１のゲート電極層３０８及び第２のゲート電極層３０９をエッチングし、第１
のゲート電極３１０及び第２のゲート電極３１１を形成する（図４（Ａ））。第１のゲー
ト電極３１０としては窒化タンタル、第２のゲート電極３１１としてはタングステン（Ｗ
）などを用いることができる。
【００８２】
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次に、第１のゲート電極３１０及び第２のゲート電極３１１上に第１の層間絶縁膜３１２
を形成する（図４（Ｂ））。第１の層間絶縁膜３１２は単層でも積層構造としても良く、
例えば、酸化窒化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコンなどを積層した膜などが挙
げられる。
【００８３】
次に、ゲート絶縁膜３０７及び第１の層間絶縁膜３１２にコンタクトホールを形成する。
続いて、前述したコンタクトホールを介して、島状半導体層３０６と電気的に接続するよ
うに配線３１３を形成する（図４（Ｃ））。配線３１３は単層でも積層構造としても良く
、例えば、チタン（Ｔｉ）、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）の順に積層したもの
などが挙げられる。
【００８４】
次に第２の層間絶縁膜３１４を形成し、コンタクトホールを形成し、配線３１３の一部を
露出させる。第２の層間絶縁膜３１４としては酸化窒化シリコンを用いると良い。続いて
、第２の層間絶縁膜３１４のコンタクトホールを介して、配線３１３と電気的に接続する
ように第１の電極層を形成する。第１の電極層を所望の形状にエッチングし、第１の電極
３１５とする（図４（Ｄ））。
【００８５】
第１の電極３１５としては、仕事関数の大きい（具体的には４．０ｅＶ以上）金属、合金
、導電性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが好ましい。具体的には、例え
ば、酸化インジウム－酸化スズ（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、珪素若
しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム－酸化スズ、酸化インジウム－酸化亜鉛（ＩＺ
Ｏ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、酸化タングステン及び酸化亜鉛を含有した
酸化インジウム（ＩＷＺＯ）等が挙げられる。これらの導電性金属酸化物膜は、通常スパ
ッタリング法により成膜されるが、ゾル－ゲル法などを応用して作製しても構わない。
【００８６】
例えば、酸化インジウム－酸化亜鉛（ＩＺＯ）は、酸化インジウムに対し１～２０ｗｔ％
の酸化亜鉛を加えたターゲットを用いてスパッタリング法により形成することができる。
また、酸化タングステン及び酸化亜鉛を含有した酸化インジウム（ＩＷＺＯ）は、酸化イ
ンジウムに対し酸化タングステンを０．５～５ｗｔ％、酸化亜鉛を０．１～１ｗｔ％含有
したターゲットを用いてスパッタリング法により形成することができる。この他、金（Ａ
ｕ）、白金（Ｐｔ）、ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、モリブ
デン（Ｍｏ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、また
は金属材料の窒化物（例えば、窒化チタン）等が挙げられる。
【００８７】
第１の電極３１５の端部を覆って、隔壁３１６を形成する。隔壁３１６としては、ポリイ
ミドなどの有機樹脂を用いることができる。次に、ＥＬ層３１７及び第２の電極３１８を
形成する（図５（Ａ））。
【００８８】
ＥＬ層３１７には、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層、正孔阻
止層などが含まれる。ＥＬ層３１７に用いる材料は適宜選択すればよい。
【００８９】
第２の電極３１８としては、仕事関数の小さい（具体的には３．８ｅＶ以下）金属、合金
、電気伝導性化合物、およびこれらの混合物などを用いることができる。このような陰極
材料の具体例としては、元素周期表の１族または２族に属する元素、すなわちリチウム（
Ｌｉ）やセシウム（Ｃｓ）等のアルカリ金属、およびマグネシウム（Ｍｇ）、カルシウム
（Ｃａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）等のアルカリ土類金属、およびこれらを含む合金（Ｍ
ｇＡｇ、ＡｌＬｉ）、ユウロピウム（Ｅｕ）、イッテルビウム（Ｙｂ）等の希土類金属お
よびこれらを含む合金等が挙げられる。
【００９０】
作製した発光素子（第１の電極３１５、ＥＬ層３１７、及び第２の電極３１８）を覆って
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、紫外線硬化樹脂３１９を塗布する（図５（Ｂ））。紫外線硬化樹脂３１９に紫外線を照
射し、仮硬化を行う。続いて、加熱処理によって本硬化を行う。ここで、紫外線硬化樹脂
３１９は剥離する膜の機械的強度を向上させ、剥離転置する際の支持体として機能するも
のである。しかし、ＥＬ層３１７は水や有機溶剤に対する耐性が弱いため、水や有機溶剤
を用いずに形成できる材料を選択する必要がある。また、ＥＬ層３１７は耐熱性が低いた
め、本実施の形態で用いる紫外線硬化樹脂３１９には、紫外線照射処理及び８０℃以下程
度の加熱処理によって硬化する材料を用いる。
【００９１】
次に、紫外線レーザ３２０を用いてパネル部３２１の外側を囲うように描画する（図６（
Ａ）及び図７（Ａ））。
【００９２】
レーザが照射された部分が溶融し、溶融した材料を除去することで、剥離の開始点（描画
ライン）３２２が形成される（図６（Ｂ）及び図７（Ｂ））。描画ライン３２２は幅１ｍ
ｍ程度で形成すると良い。なお、図７は発光素子を作製したパネル部の剥離工程を示す斜
視図である。
【００９３】
その後、カッター等の物理的手段により描画ラインの周辺部の第１のバッファ層３０１、
剥離層３０２、第２のバッファ層３０３を除去する（図８（Ａ））。これにより、エッチ
ング液がしみこむスペースをより確実に確保することができる。
【００９４】
描画ライン３２２にエッチング液３２３を導入することにより、剥離層３０２が溶解し、
部分的にリフトオフされる（図８（Ｂ））。エッチング液３２３にはアルカリ溶液を用い
る。アルカリ溶液は、剥離層３０２に用いた金属材料を溶解できる（エッチングできる）
材質であることが好ましい。そのようなアルカリ溶液の一例として、アンモニア－過酸化
水素混合液、ＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムヒドロキシド）、ＴＭＡＨ（テトラメ
チルアンモニウムヒドロキシド）－過酸化水素混合液などを用いることができる。
【００９５】
剥離層３０２として、金属単体では溶解せず、酸化すると溶解する材料（例えばタングス
テン（Ｗ））を用いた場合には、エッチング液に過酸化水素が混合されたものを用いると
よい。また、剥離層３０２として、金属単体では溶解するが、酸化すると溶解しない材料
（例えばアルミニウム（Ａｌ））を用いた場合には、エッチング液に過酸化水素が混合さ
れていないものを用いるとよい。
【００９６】
剥離層３０２にタングステン（Ｗ）、エッチング液３２３にアンモニア－過酸化水素混合
液を用いた場合、エッチング液３２３が触れた部分の剥離層３０２は数秒で溶解する。こ
のため、剥離層３０２と第１のバッファ層３０１との密着性又は剥離層３０２と第２のバ
ッファ層３０３との密着性を弱めることができ、発光素子に曲げストレスが生じることな
く剥離を行うことができる。
【００９７】
図６（Ｂ）乃至図８（Ｂ）において、描画ライン３２２が第１のバッファ層３０１、剥離
層３０２、第２のバッファ層３０３、下地絶縁膜３０４、及び紫外線硬化樹脂３１９を２
つに分断しているが、図の簡略化のため、図９では描画ラインより左側の第１のバッファ
層３０１、剥離層３０２、第２のバッファ層３０３、下地絶縁膜３０４、及び紫外線硬化
樹脂３１９を省略することとする。
【００９８】
リフトオフが進んだ領域３２４では、ガラス基板３００と第２のバッファ層３０３との間
に隙間が生じる。その隙間にフィルム３２５を挿入する（図９（Ａ））。
【００９９】
なお、図示しないが、実際には、エッチング液３２３を用いて剥離層３０２を溶解させる
と、紫外線硬化樹脂３１９の端部が数ｍｍ程度浮き上がる。浮き上がった部分にフィルム



(13) JP 5586920 B2 2014.9.10

10

20

30

40

３２５を挿入する。
【０１００】
エッチング液３２３を加えながら、まだ剥離の進んでいない領域３２６に向かって移動さ
せることにより、リフトオフ領域が広がる（図９（Ｂ））。挿入するフィルム３２５とし
ては、例えばＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート：Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｎａｐｈ
ｔｈａｌａｔｅ）などを用いることができる。
【０１０１】
剥離が完了したら、付着したエッチング液を純水で洗浄する。以上の工程により、フレキ
シブル発光装置を作製することができる。なお、エッチング液を洗浄するための溶液とし
ては、エッチング液を洗浄できる溶液であれば何を用いても良い。
【０１０２】
発光装置のカラー化は、画素のアライメントを行い、赤（Ｒ）緑（Ｇ）青（Ｂ）に発光す
る発光材料を塗り分ける方法や、着色層（カラーフィルタ）を形成する方法によってなさ
れる。剥離を行い、発光素子をフレキシブル化すると、被形成面のわん曲、シュリンクな
どの問題が生じるため、アライメントをとるのが困難である。本実施の形態においては、
ＥＬ層や着色層（カラーフィルタ）などを剥離工程の前に形成することができるので、カ
ラー化にも容易に適用できる。また、作製工程の途中に剥離工程が入る場合は、転置を少
なくとも２回行う必要があるが、本実施の形態に示した作製方法は工程数が短く、製造し
やすいというメリットがある。
【０１０３】
また、エッチング液を加えながら剥離を進める方法であるため、静電気放電破壊を防止す
ることもできる。
【０１０４】
また、剥離層内部の密着性が半導体素子層内の膜どうしの密着性よりも弱い場合であれば
、エッチング液を加えずにフィルムを移動させる工程のみで剥離を行うことが可能である
。この場合も、半導体素子に対する曲げストレスが生じることなく、剥離を行うことがで
きる。
【０１０５】
本実施の形態は、アクティブマトリクス型発光装置について説明したが、パッシブマトリ
クス型発光装置に適用することも可能である。
【０１０６】
本実施の形態は、発光装置について説明したが、液晶表示装置、半導体回路、電子機器な
ど、半導体特性を利用することで機能しうる半導体装置全てに適用することができる。
【０１０７】
なお、本実施の形態は、本明細書の他の実施の形態で示した構成又は実施例で示した構成
と適宜組み合わせて実施することができる。
【実施例１】
【０１０８】
本実施例では、エッチング液（アンモニア－過酸化水素混合液）で剥離層（タングステン
（Ｗ））をエッチングする際のエッチレートについて説明する。
【０１０９】
まず、ガラス基板上にタングステン（Ｗ）５０ｎｍを形成した。次に、エッチング液とし
て（Ａ）過酸化水素水：アンモニア水：水＝５：２：２で混合した液、（Ｂ）過酸化水素
水：アンモニア水：水＝５：２：０で混合した液を用い、ディップ方式にてウェットエッ
チングを行った。なお、過酸化水素水の濃度は３４．５％、アンモニア水の濃度は２８％
である。結果を表１に示す。
【０１１０】
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【表１】

【０１１１】
表１より、水で希釈していない混合液（Ｂ）は、水で希釈した混合液（Ａ）の約１．３倍
のエッチレートであることがわかった。この結果から、本発明の一態様においては、エッ
チング液として水で希釈していない混合液を用いることとした。
【０１１２】
なお、本実施例は、本明細書の他の実施の形態で示した構成又は実施例で示した構成と適
宜組み合わせて実施することができる。
【実施例２】
【０１１３】
本実施例では、フレキシブル発光装置の作製工程について図３～９を用いて説明する。
【０１１４】
ガラス基板３００上に酸化窒化シリコン膜をＣＶＤ法により１００ｎｍ成膜し、第１のバ
ッファ層３０１とした。続いて、タングステン（Ｗ）膜を５０ｎｍ、酸化窒化シリコン膜
を６００ｎｍ、窒化シリコン膜を２００ｎｍ、酸化窒化シリコン膜を２００ｎｍ成膜した
。タングステン（Ｗ）膜は剥離層３０２として、それ以外の膜は第２のバッファ層３０３
として設けた（図３（Ａ））。このとき、第２のバッファ層３０３の総膜厚が１０００ｎ
ｍ以上であることが必要である。これは、剥離面がＥＬ層まで移動するのを防ぐためであ
る。
【０１１５】
第２のバッファ層３０３上に下地絶縁膜３０４として、窒化酸化シリコン膜１４０ｎｍと
酸化窒化シリコン膜１００ｎｍを成膜した。
【０１１６】
次に結晶性半導体膜３０５を形成した（図３（Ｂ））。半導体層としては、非晶質半導体
、結晶性半導体、微結晶半導体などを用いることができるが、本実施例では非晶質半導体
にレーザを照射して作製した結晶性半導体を用いた。
【０１１７】
作製した結晶性半導体膜３０５をエッチングし、島状半導体層３０６を形成する。次にゲ
ート絶縁膜３０７を成膜した（図３（Ｃ））。ゲート絶縁膜３０７として酸化窒化シリコ
ン１１０ｎｍを形成した。
【０１１８】
次に、第１のゲート電極層３０８として窒化タンタルを３０ｎｍ成膜し、第２のゲート電
極層３０９としてタングステン（Ｗ）を３７０ｎｍ成膜した（図３（Ｄ））。
【０１１９】
続いて、第１のゲート電極層３０８及び第２のゲート電極層３０９をエッチングし、第１
のゲート電極３１０及び第２のゲート電極３１１を形成した（図４（Ａ））。
【０１２０】
次に、第１のゲート電極３１０及び第２のゲート電極３１１上に第１の層間絶縁膜３１２
を形成した（図４（Ｂ））。第１の層間絶縁膜３１２は、酸化窒化シリコン５０ｎｍ、窒
化酸化シリコン１４０ｎｍ、酸化窒化シリコン５２０ｎｍを順に積層した。
【０１２１】
次に、ゲート絶縁膜３０７及び第１の層間絶縁膜３１２にコンタクトホールを形成した。
続いて、前述したコンタクトホールを介して、島状半導体層３０６と電気的に接続するよ
うに配線３１３を形成する（図４（Ｃ））。配線３１３は単層でも良いし、積層構造とし
ても良いが、本実施例では、チタン（Ｔｉ）１００ｎｍ、アルミニウム（Ａｌ）７００ｎ
ｍ、チタン（Ｔｉ）１００ｎｍの順に積層した。
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【０１２２】
次に第２の層間絶縁膜３１４として酸化窒化シリコンを１５０ｎｍ成膜した。続いて、コ
ンタクトホールを形成することにより、配線３１３の一部を露出させた。
【０１２３】
第２の層間絶縁膜３１４のコンタクトホールを介して、配線３１３と電気的に接続するよ
うに第１の電極層を形成した。第１の電極層としてはＩＴＳＯ（ＩＴＯにＳｉＯ２が含ま
れたもの）を１２５ｎｍ成膜した。第１の電極層をエッチングし、第１の電極３１５とし
た（図４（Ｄ））。
【０１２４】
第１の電極３１５の端部を覆って、ポリイミドでなる隔壁３１６を形成した。次に、ＥＬ
層３１７及び第２の電極３１８を形成した（図５（Ａ））。
【０１２５】
ＥＬ層３１７には、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層、正孔阻
止層などが含まれる。ＥＬ層３１７に用いる材料は適宜選択すればよいが、本実施例にお
いては、正孔注入層としてＮＰＢ（４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニ
ルアミノ］ビフェニル）と酸化モリブデンの複合層を５０ｎｍ、正孔輸送層としてＮＰＢ
を１０ｎｍ、発光層としてはＡｌｑ（トリス（８－キノリノラト）アルミニウム）とクマ
リン６を共蒸着により４０ｎｍ、電子輸送層としてＡｌｑを１０ｎｍ、電子注入層として
Ａｌｑと炭酸セシウムを共蒸着により２０ｎｍ成膜した。第２の電極にはアルミニウム（
Ａｌ）を用いた。なお、発光層のＡｌｑはホスト材料、クマリン６はゲスト材料である。
【０１２６】
作製した発光素子（第１の電極３１５、ＥＬ層３１７、及び第２の電極３１８）を覆うよ
うに、バーコータで紫外線硬化樹脂３１９を１５０μｍ塗布した（図５（Ｂ））。紫外線
硬化樹脂３１９として、アクリル－ウレタン系樹脂（Ｎｏｒｌａｎｄ　ＮＥＡ１２１）を
用いた。アクリル－ウレタン系樹脂は８０℃以下の低温焼成が可能であり、可視光透過率
が９０％以上であるため、発光装置の作製に適した材料であると言える。
【０１２７】
次に紫外線（波長：３６５ｎｍ）を２０ｍＷ／ｃｍ２で３分照射し、仮硬化を行った。続
いて、プレス機で０．５ＭＰａの圧力をかけながら、８０℃の熱処理を３時間行い、本硬
化を行った。
【０１２８】
次に紫外線レーザ３２０（波長：２６６ｎｍ、出力：１．８Ｗ）を用いて、パネルとなる
領域（パネル部）３２１の外側を囲うように描画した（図６（Ａ）及び図７（Ａ））。
【０１２９】
レーザが照射された部分は溶融するため、剥離の開始点（描画ライン）３２２を形成する
ことができた（図６（Ｂ）及び図７（Ｂ））。なお、描画ライン３２２は幅１ｍｍ程度で
形成した。
【０１３０】
その後、カッターで描画ライン３２２の周辺部の第１のバッファ層３０１、剥離層３０２
、第２のバッファ層３０３を削った（図８（Ａ））。これにより、アンモニア－過酸化水
素混合液が入り込むスペースをより確実に確保することができる。
【０１３１】
次に、描画ライン３２２にエッチング液３２３を導入した。エッチング液３２３としては
、アンモニア－過酸化水素混合液を用いた。エッチング液３２３に触れた剥離層は数秒で
溶解し、部分的にリフトオフされた（図８（Ｂ））。
【０１３２】
図６（Ｂ）乃至図８（Ｂ）において、描画ライン３２２が第１のバッファ層３０１、剥離
層３０２、第２のバッファ層３０３、下地絶縁膜３０４、及び紫外線硬化樹脂３１９を２
つに分断しているが、図の簡略化のため、図９では描画ラインより左側の第１のバッファ
層３０１、剥離層３０２、第２のバッファ層３０３、下地絶縁膜３０４、及び紫外線硬化
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樹脂３１９を省略することとする。
【０１３３】
エッチング液３２３を加えながら、リフトオフが進んだ領域３２４のガラス基板３００と
第２のバッファ層３０３との隙間にフィルム３２５を挿入した（図９（Ａ））。本実施例
ではフィルム３２５としてＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート：Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎ
ｅ　ｎａｐｈｔｈａｌａｔｅ）フィルム（厚さ：５０μｍ）を用いた。
【０１３４】
なお、図示しないが、実際には、エッチング液３２３を用いて剥離層３０２を溶解させる
と、紫外線硬化樹脂３１９の端部が数ｍｍ程度浮き上がる。浮き上がった部分にフィルム
３２５を挿入した。
【０１３５】
まだ剥離の進んでいない領域（リフトオフが進んでいない領域）３２６に向かってフィル
ム３２５を移動させると、リフトオフ領域が広がり、剥離層を除去することができた（図
９（Ｂ））。
【０１３６】
剥離完了後、付着したエッチング液を純水で洗浄した。以上の工程により、フレキシブル
発光装置を作製することができた。
【０１３７】
発光装置のカラー化は、画素のアライメントを行い、赤（Ｒ）緑（Ｇ）青（Ｂ）に発光す
る発光材料を塗り分ける方法や、着色層（カラーフィルタ）を形成する方法によってなさ
れる。剥離を行い、発光素子をフレキシブル化すると、被形成面の湾曲、シュリンクなど
の問題が生じるため、アライメントをとるのが困難である。本実施例においては、ＥＬ層
や着色層（カラーフィルタ）などを剥離工程の前に形成することができるので、カラー化
にも容易に適用できる。また、作製工程の途中に剥離工程が入る場合は、転置を少なくと
も２回行う必要があるが、本実施例に示した作製方法は工程数が短く、製造しやすいとい
うメリットがある。
【０１３８】
なお、エッチング液を加えながら剥離を進める方法であるため、静電気放電破壊を防止す
ることもできる。
【０１３９】
本実施例は、アクティブマトリクス型発光装置について説明したが、パッシブマトリクス
型発光装置に適用することも可能である。
【０１４０】
本実施例は、発光装置について説明したが、液晶表示装置、半導体回路、電子機器など、
半導体特性を利用することで機能しうる半導体装置全てに適用することができる。
【０１４１】
なお、本実施例は、本明細書の他の実施の形態で示した構成又は実施例で示した構成と適
宜組み合わせて実施することができる。
【実施例３】
【０１４２】
実施例２において、剥離を行う際に用いるフィルムを挿入するための溝（開口部）を、レ
ーザで形成した描画ライン３２２とした。しかし、本発明の一態様はこの方法に限定され
ない。本実施例では、実施例２で説明した溝の形成方法とは別の形成方法について、図１
２を用いて説明する。
【０１４３】
紫外線レーザ１２２０（波長：２６６ｎｍ、出力：１．３～１．８Ｗ）を用いて、パネル
となる領域１２２１の外側を囲い、かつ、剥離層が露出するように描画ライン１２２２を
形成し、さらに、描画ライン１２２２の外側を囲い、かつ、剥離層が露出するように描画
ライン１２２３を形成した。つまり、パネルとなる領域１２２１からするとその外側に、
二重の描画ラインを形成したことになる。そして、描画ライン１２２２と描画ライン１２
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２３の間には、後に除去される領域１２２４が設けられた。描画ライン１２２２と描画ラ
イン１２２３の間隔は０．５～２ｍｍ程度が望ましい。また、描画ライン１２２２，１２
２３の幅はそれぞれ０．０５～０．１ｍｍ程度が望ましい。本実施例では、描画ライン１
２２２と描画ライン１２２３の間隔は０．８ｍｍとし、描画ライン１２２２，１２２３の
幅は、０．１ｍｍとした。
【０１４４】
次いで、除去される領域１２２４をカッター等で除去した。この結果、剥離層が露出され
た溝１２２５が形成された。また、溝１２２５の幅は１～２ｍｍ程度が望ましい。なお、
本実施例では、溝１２２５の幅は１ｍｍとした。
【０１４５】
次いで、溝１２２５にエッチング液を導入した。この結果、エッチング液に触れた剥離層
は溶解して、部分的にリフトオフされた。次いで、エッチング液を加えながら、リフトオ
フが進んだ部分に対して、フィルムを挿入した。つまり、溶解した剥離層にフィルムを挿
入した。フィルムはフィルム状のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレン
ナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）等の有機樹脂を用いても良
い。本実施例ではフィルムとしてＰＥＮフィルム（厚さ：５０μｍ）を用いた。
【０１４６】
本実施例では、紫外線レーザ１２２０を用いて、二重の描画ラインを形成し、溝１２２５
を形成することで、フィルムを剥離層に挿入するスペースを十分に確保できた。さらに、
溝１２２５の領域は、剥離層が露出しているので、他の工程を必要とせず、エッチング液
を溝１２２５に導入するだけで、エッチング液が剥離層に接することができた。
【０１４７】
なお、本実施例は、本明細書の他の実施の形態で示した構成又は実施例で示した構成と適
宜組み合わせて実施することができる。
【実施例４】
【０１４８】
実施例２に沿ってパッシブマトリクス型のフレキシブル発光素子を作製した。
【０１４９】
図１０（Ａ）は、フレキシブル発光素子の第１の端部と第２の端部をそれぞれ手で持ち、
第１の端部と第２の端部の距離を約３～５ｃｍに近づけ、フレキシブル発光素子をわん曲
させた状態で発光させた写真である。図１０（Ｂ）は、直径７３ｍｍの円筒形のプラスチ
ック基材に貼り付けた状態で発光させた写真である。
【実施例５】
【０１５０】
本実施例では、実施の形態１～４及び実施例１～４により得られるフレキシブル発光装置
を表示部に組み込んだ電子機器について説明する。本発明の一態様のフレキシブル発光装
置を組み込むことができる電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ヘッドマ
ウントディスプレイ（ゴーグル型ディスプレイ）、カーナビゲーション、プロジェクタ、
カーステレオ、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末、及び電子書籍などが挙げられる
。その一例を図１１に示す。
【０１５１】
図１１（Ａ）はテレビジョン装置であり、筐体２０１０、操作部であるキーボード部２０
１２、表示部２０１１、スピーカー部２０１３等を含む。本発明の一態様は、表示部２０
１１の作製に適用される。図１１（Ａ）の表示部は、わん曲可能なフレキシブル発光装置
を用いているので、表示部がわん曲したテレビジョン装置となっている。このように表示
部の形状を自由に設計することができるので、所望の形状のテレビジョン装置を作製する
ことができる。
【０１５２】
なお、本発明の一態様はテレビジョン装置に限定されず、パーソナルコンピュータのモニ
タをはじめ、鉄道の駅や空港などにおける情報表示盤や、街頭における広告表示盤などの
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表示媒体としても様々な用途に適用することができる。
【０１５３】
図１１（Ｂ）は携帯情報端末（電子書籍）であり、本体３００１、表示部３００２、３０
０３、記憶媒体３００４、操作スイッチ３００５、アンテナ３００６等を含む。
【符号の説明】
【０１５４】
１００　　基板
１０１　　剥離層
１０２　　半導体素子層
１０３　　紫外線硬化樹脂
１０４　　エッチング液
１０５　　フィルム
１０６　　転置体
２００　　基板
２０１　　剥離層
２０２　　素子層
２０３　　第１の電極
２０４　　ＥＬ層
２０５　　第２の電極
２０６　　紫外線硬化樹脂
２０７　　エッチング液
２０８　　フィルム
２０９　　転置体
３００　　ガラス基板
３０１　　第１のバッファ層
３０２　　剥離層
３０３　　第２のバッファ層
３０４　　下地絶縁膜
３０５　　結晶性半導体膜
３０６　　島状半導体層
３０７　　ゲート絶縁膜
３０８　　第１のゲート電極層
３０９　　第２のゲート電極層
３１０　　第１のゲート電極
３１１　　第２のゲート電極
３１２　　第１の層間絶縁膜
３１３　　配線
３１４　　第２の層間絶縁膜
３１５　　第１の電極
３１６　　隔壁
３１７　　ＥＬ層
３１８　　第２の電極
３１９　　紫外線硬化樹脂
３２０　　紫外線レーザ
３２１　　パネル部
３２１　　パネル部
３２２　　描画ライン
３２３　　エッチング液
３２４　　リフトオフが進んだ領域
３２５　　フィルム
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３２６　　剥離の進んでいない領域
２０１０　　筐体
２０１１　　表示部
２０１２　　キーボード部
２０１３　　スピーカー部
３００１　　本体
３００２　　表示部
３００４　　記憶媒体
３００５　　操作スイッチ
３００６　　アンテナ

【図１】 【図２】
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