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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素領域を含む表示領域及びパッド領域を含む非表示領域が定義された基板と、
　前記基板上の各画素領域に形成される複数の薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタを含む基板の表示領域及び非表示領域上に積層される層間絶縁膜
及びパッシベーション膜と、
　前記非表示領域に位置する層間絶縁膜及びパッシベーション膜の少なくとも一方に形成
される少なくとも１つのラインホールパターンと、
　前記パッシベーション膜上に形成される平坦化膜と、
　前記平坦化膜上の各画素領域に形成され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続
される第１電極と、
　前記第１電極を含む基板の各画素領域の周囲及び非表示領域に形成される画素定義膜と
、
　前記第１電極上に前記各画素領域別に分離されて形成される有機発光層と、
　前記有機発光層を含む前記表示領域全面に形成される第２電極と、
　前記第２電極を含む基板全面に形成され、前記パッシベーション膜に形成された少なく
とも１つのラインホールパターンを直接被覆し、又は、前記パッシベーション膜を介して
前記層間絶縁膜に形成された少なくとも１つのラインホールパターンを被覆する、下部パ
ッシベーション膜と、を含むことを特徴とするフレキシブル有機電界発光装置。
【請求項２】
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　前記表示領域上の下部パッシベーション膜上に形成される有機膜と、
　前記下部パッシベーション膜及び前記有機膜上に形成される上部パッシベーション膜と
、
　前記基板に対向して配置される保護フィルムと、
　前記保護フィルム上に貼り付けられる偏光板と
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のフレキシブル有機電界発光装置。
【請求項３】
　前記基板は、フレキシブルガラス基板又はプラスチック材質からなることを特徴とする
請求項１に記載のフレキシブル有機電界発光装置。
【請求項４】
　前記層間絶縁膜及び前記パッシベーション膜の少なくとも一方に形成される少なくとも
１つのラインホールパターンは、互いに重なるか又は重ならないことを特徴とする請求項
１に記載のフレキシブル有機電界発光装置。
【請求項５】
　前記ラインホールパターンは、前記非表示領域のパッド領域に形成されるか、又は前記
パッド領域と前記表示領域の外郭に位置する非表示領域に一体に形成されることを特徴と
する請求項１に記載のフレキシブル有機電界発光装置。
【請求項６】
　前記ゲート絶縁膜のパッド領域にも少なくとも１つのラインホールパターンが形成され
ることを特徴とする請求項１に記載のフレキシブル有機電界発光装置。
【請求項７】
　前記非表示領域のパッド領域に形成されるラインホールパターンは、前記パッド領域の
上面及び下面の縁部に定義されたトリミングラインを囲むように形成される曲線ホールパ
ターンであることを特徴とする請求項５に記載のフレキシブル有機電界発光装置。
【請求項８】
　前記パッド領域と前記表示領域の外郭に位置する非表示領域に一体に形成されるライン
ホールパターンは、前記パッド領域の上面及び下面の縁部に定義されたトリミングライン
を囲むように形成される曲線ホールパターンと、前記曲線ホールパターンから延びて前記
表示領域の外郭の非表示領域に前記表示領域を囲むように形成される直線ホールパターン
とが一体に形成されるクラック防止ホールパターンであることを特徴とする請求項５に記
載のフレキシブル有機電界発光装置。
【請求項９】
　複数の画素領域を含む表示領域及びパッド領域を含む非表示領域が定義された基板を準
備する段階と、
　前記基板上の各画素領域に複数の薄膜トランジスタを形成する段階と、
　前記薄膜トランジスタを含む基板全面に層間絶縁膜及びパッシベーション膜を積層する
段階と、
　前記非表示領域に位置する層間絶縁膜及びパッシベーション膜の少なくとも一方に少な
くとも１つのラインホールパターンを形成する段階と、
　前記パッシベーション膜上に平坦化膜を形成する段階と、
　前記平坦化膜上の各画素領域に前記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続される第１
電極を形成する段階と、
　前記第１電極を含む基板の各画素領域の周囲に画素定義膜を形成する段階と、
　前記第１電極上に前記各画素領域別に有機発光層を形成する段階と、
　前記有機発光層を含む前記表示領域全面に第２電極を形成する段階と、
　前記第２電極を含む基板全面に下部パッシベーション膜を形成する段階であって、該下
部パッシベーション膜が前記パッシベーション膜に形成された少なくとも１つのラインホ
ールパターンを直接被覆し、又は、前記パッシベーション膜を介して前記層間絶縁膜に形
成された少なくとも１つのラインホールパターンを被覆する、下部パッシベーション膜を
形成する段階と、
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を含むことを特徴とするフレキシブル有機電界発光装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記有機発光層を含む前記表示領域全面に第２電極を形成する段階の後に、
　前記表示領域上の下部パッシベーション膜上に有機膜を形成する段階と、
　前記下部パッシベーション膜及び前記有機膜上に上部パッシベーション膜を形成する段
階と、
　前記上部パッシベーション膜上に保護フィルム及び偏光板を順次形成する段階と、
　前記基板を剥離する段階と、
　前記基板が剥離した部分にバックプレートをラミネートする段階と
をさらに含むことを特徴とする請求項９に記載のフレキシブル有機電界発光装置の製造方
法。
【請求項１１】
　前記層間絶縁膜及び前記パッシベーション膜の少なくとも一方に形成される少なくとも
１つのラインホールパターンは、互いに重なるか又は重ならないことを特徴とする請求項
９に記載のフレキシブル有機電界発光装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記ラインホールパターンは、前記非表示領域のパッド領域に形成されるか、又は前記
パッド領域と前記表示領域の外郭に位置する非表示領域に一体に形成されることを特徴と
する請求項９に記載のフレキシブル有機電界発光装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記ゲート絶縁膜のパッド領域にも少なくとも１つのラインホールパターンが形成され
ることを特徴とする請求項９に記載のフレキシブル有機電界発光装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記非表示領域のパッド領域に形成されるラインホールパターンは、前記パッド領域の
上面及び下面の縁部に定義されたトリミングラインを囲むように形成される曲線ホールパ
ターンであることを特徴とする請求項１２に記載のフレキシブル有機電界発光装置の製造
方法。
【請求項１５】
　前記パッド領域と前記表示領域の外郭に位置する非表示領域に一体に形成されるライン
ホールパターンは、前記パッド領域の上面及び下面の縁部に定義されたトリミングライン
を囲むように形成される曲線ホールパターンと、前記曲線ホールパターンから延びて前記
表示領域の外郭の非表示領域に前記表示領域を囲むように形成される直線ホールパターン
とが一体に形成されるクラック防止ホールパターンであることを特徴とする請求項１２に
記載のフレキシブル有機電界発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機電界発光装置（Organic Electroluminescent Device）に関し、特に、
有機電界発光装置の製造時にクラックが多く発生する表示領域の外郭に位置するパッド領
域又はそのパッド領域を含む非表示領域にラインホールを形成して段差部を設けることに
よりクラックの発生を最小限に抑えることのできるフレキシブル有機電界発光装置及びそ
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フラットパネルディスプレイ（Flat Panel Display; FPD）の１つである有機電界発光
装置は、高輝度特性及び低動作電圧特性を有する。また、前記有機電界発光装置は、自ら
発光する自発光型であるのでコントラスト比（明暗比）が大きく、超薄型ディスプレイの
実現が可能であり、応答時間が数マイクロ秒（μs）程度であるので動画像の実現が容易
であり、視野角の制限がなく、低温でも安定しており、直流５～１５Ｖの低い電圧で駆動
するので駆動回路の製造及び設計が容易である。
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【０００３】
　さらに、前記有機電界発光装置の製造工程に必要な装置は蒸着（deposition）装置と封
止（encapsulation）装置が全てといえるので、前記有機電界発光装置は製造工程が非常
に簡単である。
【０００４】
　このような特性を有する有機電界発光装置は、大きくパッシブマトリクス方式とアクテ
ィブマトリクス方式に分けられる。
【０００５】
　パッシブマトリクス方式では、走査線と信号線とが交差してマトリクス状に素子を構成
し、それぞれの画素を駆動するために時間毎に走査線を順次駆動するので、要求される平
均輝度を得るためには、平均輝度にライン数をかけた瞬間輝度とならなければならない。
【０００６】
　それに対して、アクティブマトリクス方式では、画素領域をオン／オフにするスイッチ
ング薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor; TFT）が駆動薄膜トランジスタに接続さ
れており、前記駆動薄膜トランジスタが電源配線及び有機電界発光ダイオードに接続され
ている。前記スイッチング薄膜トランジスタ及び前記駆動薄膜トランジスタは各画素領域
毎に設けられている。
【０００７】
　ここで、前記駆動薄膜トランジスタに接続される第１電極は、画素領域単位でオン／オ
フになり、前記第１電極に対向する第２電極は、共通電極の役割を果たすことにより、こ
れらの２つの電極間に介在する有機発光層と共に前記有機電界発光ダイオードを構成する
。
【０００８】
　このようなアクティブマトリクス方式では、画素領域に印加される電圧がストレージキ
ャパシタ（Ｃｓｔ）に充電されており、次のフレーム信号が供給されるまで電源を供給す
るようにすることにより、走査線数に関係なく、１つの画面の間駆動し続ける。
【０００９】
　つまり、アクティブマトリクス方式は、低い電流を供給しても同じ輝度が得られるので
、低消費電力、高精細、大型化が可能であるという利点を有する。よって、近年アクティ
ブマトリクス方式の有機電界発光装置が主に用いられている。
【００１０】
　以下、従来の有機電界発光装置について図９及び図１０を参照して説明する。
【００１１】
　図９は、従来の有機電界発光装置を示す概略平面図である。
【００１２】
　図１０は、図９のII－II線断面図であって、従来の有機電界発光装置の概略断面図であ
る。
【００１３】
　図９を参照すると、従来の有機電界発光装置１０は、基板（図示せず）に表示領域ＡＡ
が定義されており、表示領域ＡＡの外側にパッド領域を含む非表示領域（図示せず）が定
義されており、表示領域ＡＡにゲート配線（図示せず）とデータ配線（図示せず）とによ
り囲まれる領域として定義される複数の画素領域（図示せず）が設けられており、前記デ
ータ配線と平行に電源配線（図示せず）が備えられている。
【００１４】
　ここで、前記各画素領域には、スイッチング薄膜トランジスタ（ＳＴｒ）（図示せず）
及び駆動薄膜トランジスタ（ＤＴｒ）（図示せず）が形成されており、前記スイッチング
薄膜トランジスタと前記駆動薄膜トランジスタとは電気的に接続されている。
【００１５】
　従来の有機電界発光装置１０においては、駆動薄膜トランジスタ及び有機電界発光素子
Ｅが形成された基板（図１０の符号１１参照）が保護フィルム（図１０の符号４７参照）
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により封止（カプセル化）されている。
【００１６】
　図１０を参照してより詳細に説明すると、従来の有機電界発光装置１０は、ガラス製の
基板１１に表示領域ＡＡが定義されており、表示領域ＡＡの外側にパッド領域ＰＤを含む
非表示領域（図示せず）が定義されており、表示領域ＡＡにゲート配線（図示せず）とデ
ータ配線（図示せず）とにより囲まれる領域として定義される複数の画素領域（図示せず
）が設けられており、前記データ配線と平行に電源配線（図示せず）が備えられている。
【００１７】
　ここで、ガラス製の基板１１上にはポリイミド層１５が形成されており、ポリイミド層
１５と基板１１との間には犠牲層１３が形成されている。
【００１８】
　ポリイミド層１５上には絶縁物質、例えば無機絶縁物質である酸化シリコン（ＳｉＯ２

）又は窒化シリコン（ＳｉＮｘ）からなるバッファ層（図示せず）が形成されている。
【００１９】
　また、前記バッファ層上の表示領域ＡＡ内の各画素領域には、駆動領域（図示せず）及
びスイッチング領域（図示せず）に対応して純粋ポリシリコンからなる活性層１９が形成
されている。活性層１９は、チャネルを形成する中央部のチャネル領域１９ａ、並びにチ
ャネル領域１９ａの両側に高濃度の不純物がドーピングされて形成されるソース領域１９
ｂ及びドレイン領域１９ｃから構成される。
【００２０】
　活性層１９を含むバッファ層上にはゲート絶縁膜２１が形成されており、ゲート絶縁膜
２１上には前記駆動領域及び前記スイッチング領域において各活性層１９のチャネル領域
１９ａに対応してゲート電極２３が形成されている。
【００２１】
　また、ゲート絶縁膜２１上には、前記スイッチング領域に形成されたゲート電極２３に
接続されて一方向に延びるように前記ゲート配線が形成されている。
【００２２】
　一方、前記ゲート配線及びゲート電極２３上の表示領域全面には層間絶縁膜２５が形成
されている。ここで、層間絶縁膜２５とその下部のゲート絶縁膜２１には、各活性層１９
のチャネル領域１９ａの両側面に位置するソース領域１９ｂ及びドレイン領域１９ｃをそ
れぞれ露出するコンタクトホール（図示せず）が設けられている。
【００２３】
　また、前記コンタクトホールを含む層間絶縁膜２５上には、前記ゲート配線と交差して
前記画素領域を定義し、金属物質からなる前記データ配線と、前記データ配線から離隔し
た前記電源配線が形成されている。ここで、前記電源配線は、前記ゲート配線が形成され
た層、すなわちゲート絶縁膜２１上に前記ゲート配線から離隔して前記ゲート配線と平行
に形成されてもよい。
【００２４】
　また、層間絶縁膜２５上の前記駆動領域及び前記スイッチング領域には、互いに離隔し
て前記コンタクトホールから露出するソース領域１９ｂ及びドレイン領域１９ｃとそれぞ
れ接触するように、前記データ配線と同じ金属物質からなるソース電極２７ａ及びドレイ
ン電極２７ｂが形成されている。ここで、前記駆動領域に順次積層された活性層１９、ゲ
ート絶縁膜２１、ゲート電極２３及び層間絶縁膜２５と、互いに離隔して形成されたソー
ス電極２７ａ及びドレイン電極２７ｂとは、駆動薄膜トランジスタを構成する。
【００２５】
　一方、前記駆動薄膜トランジスタ及びスイッチング薄膜トランジスタ（図示せず）上に
は、前記駆動薄膜トランジスタのドレイン電極２７ｂを露出するドレインコンタクトホー
ル（図示せず）を有する第１パッシベーション膜３１と平坦化膜３３が形成されている。
【００２６】
　また、平坦化膜３３上には、前記ドレインコンタクトホールを介して前記駆動薄膜トラ



(6) JP 5964807 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

ンジスタのドレイン電極２７ｂと接触し、各画素領域別に分離された形態を有する第１電
極３５が形成されている。
【００２７】
　また、第１電極３５上には、各画素領域を分離して形成するための画素定義膜３７が形
成されている。ここで、画素定義膜３７は、隣接する画素領域間に配置されている。
【００２８】
　画素定義膜３７で囲まれた各画素領域内の第１電極３５上には、それぞれ赤、緑及び青
色を発光する発光層（図示せず）で構成された有機発光層３９が形成されている。
【００２９】
　また、有機発光層３９及び画素定義膜３７上には、表示領域ＡＡ全面に第２電極４１が
形成されている。ここで、第１電極３５、第２電極４１、及び第１電極３５と第２電極４
１との間に介在する有機発光層３９は、有機電界発光素子Ｅを構成する。
【００３０】
　第２電極４１を含む基板全面には有機膜４３が形成され、有機膜４３上には第２パッシ
ベーション膜４５が形成されている。
【００３１】
　また、第２パッシベーション膜４５上には、有機電界発光素子Ｅの封止及び上部からの
透湿を防止するための保護フィルム４７が配置され、基板１１と保護フィルム４７との間
には、粘着剤（Pressure Sensitive Adhesive; PSA）（図示せず）が空気層を含まないよ
うに基板１１及び保護フィルム４７と完全に密着して介在しており、保護フィルム４７上
には、偏光板５３が配置されている。ここで、第２パッシベーション膜４５及び保護フィ
ルム４７は、フェイスシール（face seal）構造を形成する。
【００３２】
　このように、前記粘着剤により基板１１と保護フィルム４７とが固定されてパネル状態
を形成することにより、従来の有機電界発光装置１０が構成される。
【００３３】
　上記構成の従来の有機電界発光装置１０をフレキシブル有機電界発光装置にするために
は、まず、有機電界発光装置１０の基板１１の背面を洗浄し、次いでレーザ照射により基
板１１とポリイミド層１５との間に介在する犠牲層１３を熱により分離し、基板１１を有
機電界発光装置１０から剥離する。
【００３４】
　次に、前記分離された有機電界発光装置１０のポリイミド層１５の表面にバックプレー
ト（図示せず）をラミネートすることにより、フレキシブル有機電界発光装置を形成する
。
【００３５】
　しかし、従来のフレキシブル有機電界発光装置の製造方法においては、基板１１を有機
電界発光装置１０から剥離する工程を行う際に、有機電界発光装置１０を構成する保護フ
ィルム４７、偏光板５３及び薄膜トランジスタ部自体のストレスにより、有機電界発光装
置１０が反る。
【００３６】
　図１１は、従来の有機電界発光装置の概略斜視図であって、有機電界発光装置のパッド
領域からのクラックにより有機電界発光装置に反りが発生したことを示す概略図である。
【００３７】
　図１１に示すように、基板１１が剥離したポリイミド層１５の表面にバックプレート（
図示せず）をラミネートする工程を行う際に、反りと戻りが繰り返される脆弱領域、例え
ばプリント基板（ＦＰＣ）が接続されるパッド領域ＰＤにクラックＣが発生し、そのクラ
ックＣが装置内部の薄膜トランジスタ部まで伝播することから、有機電界発光装置の不良
をもたらす。特に、基板を除去した後のポリイミド層１５の破損の程度が大きく（brittl
e）、パッド領域ＰＤを構成する層のほとんどが無機膜で形成されており、クラックの発
生に非常に脆弱な構造である。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００３８】
【特許文献１】特開２０１１－０６１２１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３９】
　このように、従来のフレキシブル有機電界発光装置の製造方法においては、反りと戻り
が繰り返される脆弱領域であり、プリント基板（ＦＰＣ）が接続されるパッド領域ＰＤに
クラックＣが発生し、そのクラックＣが装置内部の薄膜トランジスタ部まで伝播すること
から、有機電界発光装置の不良をもたらす。
【００４０】
　また、その発生したクラックは、次の工程を行うことによって成長し、パネルの信号配
線への干渉を招き、駆動不良や画面異常不良につながる。
【００４１】
　本発明は、このような従来技術の問題を解決するためになされたものであり、フレキシ
ブル有機電界発光装置を製造する際に、反りと戻りが繰り返される脆弱領域であり、プリ
ント基板（ＦＰＣ）が接続されるパッド領域ＰＤ、又はそのパッド領域を含む非表示領域
に位置する複数の無機膜の表面にラインホールパターンを形成し、クラックの経路を迂回
させてクラックが装置内部に伝播しないようにすることにより、フレキシブル有機電界発
光装置のダメージを最小限に抑えることのできる、フレキシブル有機電界発光装置及びそ
の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００４２】
　上記目的を達成するための本発明によるフレキシブル有機電界発光装置は、複数の画素
領域を含む表示領域及びパッド領域を含む非表示領域が定義された基板と、前記基板上の
各画素領域に形成される複数の薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを含む基板の
表示領域及び非表示領域上に積層される層間絶縁膜及びパッシベーション膜と、前記非表
示領域に位置する層間絶縁膜及びパッシベーション膜の少なくとも一方に形成される少な
くとも１つのラインホールパターンと、前記パッシベーション膜上に形成される平坦化膜
と、前記平坦化膜上の各画素領域に形成され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極に接
続される第１電極と、前記第１電極を含む基板の各画素領域の周囲及び非表示領域に形成
される画素定義膜と、前記第１電極上に前記各画素領域別に分離されて形成される有機発
光層と、前記有機発光層を含む前記表示領域全面に形成される第２電極と、前記第２電極
を含む基板全面に形成される下部パッシベーション膜と、前記表示領域上の下部パッシベ
ーション膜上に形成される有機膜と、前記有機膜を含む第１パッシベーション膜上に形成
される上部パッシベーション膜と、前記基板に対向して配置される保護フィルムと、前記
保護フィルム上に貼り付けられる偏光板とを含むことを特徴とする。
【００４３】
　上記目的を達成するための本発明によるフレキシブル有機電界発光装置の製造方法は、
複数の画素領域を含む表示領域及びパッド領域を含む非表示領域が定義された基板を準備
する段階と、前記基板上の各画素領域に複数の薄膜トランジスタを形成する段階と、前記
薄膜トランジスタを含む基板全面に層間絶縁膜及びパッシベーション膜を積層する段階と
、前記非表示領域に位置する層間絶縁膜及びパッシベーション膜の少なくとも一方に少な
くとも１つのラインホールパターンを形成する段階と、前記パッシベーション膜上に平坦
化膜を形成する段階と、前記平坦化膜上の各画素領域に前記薄膜トランジスタのドレイン
電極に接続される第１電極を形成する段階と、前記第１電極を含む基板の各画素領域の周
囲に画素定義膜を形成する段階と、前記第１電極上に前記各画素領域別に有機発光層を形
成する段階と、前記有機発光層を含む前記表示領域全面に第２電極を形成する段階と、前
記第２電極を含む基板全面に下部パッシベーション膜を形成する段階と、前記表示領域上
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の下部パッシベーション膜上に有機膜を形成する段階と、前記有機膜を含む第１パッシベ
ーション膜上に上部パッシベーション膜を形成する段階と、前記上部パッシベーション膜
上に保護フィルム及び偏光板を順次形成する段階と、前記基板を剥離する段階と、前記基
板が剥離した部分にバックプレートをラミネートする段階とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明によるフレキシブル有機電界発光装置及びその製造方法においては、フレキシブ
ル有機電界発光装置を製造する際に、反りと戻りが繰り返される脆弱領域であり、プリン
ト基板（ＦＰＣ）が接続されるパッド領域ＰＤ、又はそのパッド領域を含む非表示領域に
位置する複数の無機膜、すなわちゲート絶縁膜、層間絶縁膜又はパッシベーション膜の表
面にラインホールパターンを形成し、クラックの経路を迂回させてクラックが装置内部に
伝播しないようにすることにより、フレキシブル有機電界発光装置のダメージを最小限に
抑えることができる。
【００４５】
　特に、スクライブラインに隣接するウィークポイントに複数のラインホールパターンを
形成し、クラック発生時に前記ウィークポイントでの線破壊及びクラックの経路を迂回さ
せることにより、クリティカルポイントであるパネル配線のクラックを防止することがで
きる。
【００４６】
　また、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置及びその製造方法においては、フレ
キシブル有機電界発光装置を製造する際に、パネルのパッド領域の上面及び下面の縁部に
定義されたトリミングライン（trimming line）にトリミングカット（trimming cutting
）が行われるが、前記パッド領域の上面及び下面の縁部に前記トリミングラインを囲む曲
線ホールパターンを形成し、トリミングカットされたトリミングラインからクラックがパ
ネルの内部に侵入することを防止するために迂回段差を形成することにより、前記パッド
領域の上面及び下面の縁部からクラックが表示領域に伝播されることを防止することがで
きる。
【００４７】
　さらに、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置及びその製造方法においては、フ
レキシブル有機電界発光装置を製造する際に、パネルのパッド領域の上面及び下面の縁部
に加え、前記パネルのパッド領域の反対側に位置する非表示領域の上面及び下面の縁部に
定義されたトリミングラインにもトリミングカットが行われるが、前記非表示領域に前記
パッド領域の曲線ホールパターンから延びて前記表示領域を囲むように、ラインホールパ
ターンを前記曲線ホールパターンと一体に形成し、トリミングカットされた前記非表示領
域のトリミングラインからクラックがパネルの内部に侵入することを防止するための迂回
段差を形成することにより、前記非表示領域のトリミングラインからクラックが前記表示
領域に伝播されることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明によるフレキシブル有機電界発光装置を示す概略平面図である。
【図２】図１のＶ－Ｖ線断面図であって、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置の
概略断面図である。
【図３】本発明によるフレキシブル有機電界発光装置のパッド領域を拡大して示す概略断
面図である。
【図４Ａ】本発明によるフレキシブル有機電界発光装置の製造工程を示す概略断面図であ
る。
【図４Ｂ】図４Ａに続く工程を示す図である。
【図４Ｃ】図４Ｂに続く工程を示す図である。
【図４Ｄ】図４Ｃに続く工程を示す図である。
【図４Ｅ】図４Ｄに続く工程を示す図である。
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【図４Ｆ】図４Ｅに続く工程を示す図である。
【図４Ｇ】図４Ｆに続く工程を示す図である。
【図４Ｈ】図４Ｇに続く工程を示す図である。
【図４Ｉ】図４Ｈに続く工程を示す図である。
【図４Ｊ】図４Ｉに続く工程を示す図である。
【図４Ｋ】図４Ｊに続く工程を示す図である。
【図４Ｌ】図４Ｋに続く工程を示す図である。
【図４Ｍ】図４Ｌに続く工程を示す図である。
【図４Ｎ】図４Ｍに続く工程を示す図である。
【図４Ｏ】図４Ｎに続く工程を示す図である。
【図４Ｐ】図４Ｏに続く工程を示す図である。
【図４Ｑ】図４Ｐに続く工程を示す図である。
【図４Ｒ】図４Ｑに続く工程を示す図である。
【図４Ｓ】図４Ｒに続く工程を示す図である。
【図５】本発明によるフレキシブル有機電界発光装置の概略斜視図である。
【図６】本発明によるフレキシブル有機電界発光装置のパッド領域を拡大して示す概略平
面図であって、クラックの経路が複数のラインホールパターンに沿って迂回することを示
す概略平面図である。
【図７】本発明によるフレキシブル有機電界発光装置のパッド領域のラインホールパター
ンの他の例を示す概略平面図である。
【図８】本発明によるフレキシブル有機電界発光装置のパッド領域のラインホールパター
ンのさらに他の例を示す概略平面図である。
【図９】従来の有機電界発光装置を示す概略平面図である。
【図１０】図９のII－II線断面図であって、従来の有機電界発光装置の概略断面図である
。
【図１１】従来の有機電界発光装置の概略斜視図であって、有機電界発光装置のパッド領
域からのクラックにより有機電界発光装置に反りが発生したことを示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、本発明の好ましい実施の形態によるフレキシブル有機電界発光装置及びその製造
方法について添付図面を参照して詳細に説明する。
【００５０】
　本発明の構成及びそれによる作用効果は以下の発明の詳細な説明により明確に理解され
るであろう。なお、本発明の好ましい実施の形態を詳細に説明するにあたって、異なる図
であっても同一の構成要素には同一の符号を付し、公知の構成については、その具体的な
説明を省略する。
【００５１】
　本発明によるフレキシブル有機電界発光装置は、発光した光の透過方向によって上部発
光方式（top emission type）と下部発光方式（bottom emission type）に分けられるが
、以下では下部発光方式を例に挙げて説明する。
【００５２】
　まず、本発明の好ましい実施の形態によるフレキシブル有機電界発光装置について図１
～図３を参照して詳細に説明する。
【００５３】
　図１は、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置を示す概略平面図である。
【００５４】
　図２は、図１のＶ－Ｖ線断面図であって、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置
の概略断面図である。
【００５５】
　図３は、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置のパッド領域を拡大して示す概略
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断面図である。
【００５６】
　図１を参照すると、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置は、駆動薄膜トランジ
スタ（ＤＴｒ）（図示せず）及び有機電界発光素子Ｅが形成された基板１０１が保護フィ
ルム１５１により封止（カプセル化）されている。
【００５７】
　より具体的には、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置は、図１及び図２に示す
ように、ガラス製の基板１０１に表示領域ＡＡが定義されており、表示領域ＡＡの外側に
パッド領域ＰＤを含む非表示領域ＮＡが定義されており、表示領域ＡＡにゲート配線（図
示せず）とデータ配線（図示せず）とにより囲まれる領域として定義される複数の画素領
域（図示せず）が設けられており、前記データ配線と平行に電源配線（図示せず）が備え
られている。
【００５８】
　ここで、ガラス製の基板１０１は、有機電界発光装置を製造した後に剥離し、剥離した
部分にはフレキシブルなバックプレート（図４Ｓの符号１６１参照）がラミネートされる
が、バックプレート１６１は、フレキシブル有機電界発光装置（ＯＬＥＤ）が紙のように
曲がっても表示性能をそのまま維持できるように、フレキシブルガラス基板又はプラスチ
ック材質からなる。
【００５９】
　また、基板１０１上には、有機物質のポリイミド層１０５が形成されており、ポリイミ
ド層１０５上には、絶縁物質、例えば無機絶縁物質である酸化シリコン（ＳｉＯ２）又は
窒化シリコン（ＳｉＮｘ）からなる多層構造のバッファ層１０７が形成されている。ここ
で、バッファ層１０７を次の工程で形成される活性層１０９の下部に形成する理由は、活
性層１０９が結晶化する際に基板１０１の内部から放出されるアルカリイオンにより活性
層１０９の特性が低下することを防止するためである。
【００６０】
　基板１０１とポリイミド層１０５との間には非晶質シリコン又は窒化シリコン（ＳｉＮ
ｘ）からなる犠牲層１０３が形成されているが、犠牲層１０３は、有機電界発光装置を製
造した後にレーザ照射工程で基板１０１をポリイミド層１０５から容易に剥離できるよう
にする役割を果たす。
【００６１】
　また、バッファ層１０７上の表示領域ＡＡ内の各画素領域には、駆動領域（図示せず）
及びスイッチング領域（図示せず）に対応して純粋ポリシリコンからなる活性層１０９が
形成されている。活性層１０９は、チャネルを形成する中央部のチャネル領域１０９ａ、
並びにチャネル領域１０９ａの両側に高濃度の不純物がドーピングされて形成されるソー
ス領域１０９ｂ及びドレイン領域１０９ｃから構成される。
【００６２】
　活性層１０９を含むバッファ層１０７上にはゲート絶縁膜１１３が形成されており、ゲ
ート絶縁膜１１３上には前記駆動領域及び前記スイッチング領域において各活性層１０９
のチャネル領域１０９ａに対応してゲート電極１１５ａが形成されている。ここで、パッ
ド領域ＰＤに位置するゲート絶縁膜１１３には、少なくとも１つのラインホールパターン
（図示せず）がパッド領域ＰＤの長辺方向、すなわち表示領域ＡＡに対向して形成されて
もよい。
【００６３】
　また、ゲート絶縁膜１１３上には、前記スイッチング領域に形成されたゲート電極１１
５ａに接続されて一方向に延びるように前記ゲート配線が形成されている。ここで、前記
ゲート配線及びゲート電極１１５ａは、低抵抗特性を有する第１金属物質、例えばアルミ
ニウム（Ａｌ）、アルミニウムとネオジムの合金（ＡｌＮｄ）、銅（Ｃｕ）、銅合金、モ
リブデン（Ｍｏ）、モリブデンチタン（ＭｏＴｉ）のいずれか１つからなり、単一層構造
を有するようにしてもよく、２つ以上の前記第１金属物質からなり、二重層又は三重層構
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造を有するようにしてもよい。同図においては、前記ゲート配線及びゲート電極１１５ａ
が単一層構造を有する場合を例示する。
【００６４】
　一方、前記ゲート配線及びゲート電極１１５ａを含む基板１０１の表示領域全面には、
絶縁物質、例えば無機絶縁物質である酸化シリコン（ＳｉＯ２）又は窒化シリコン（Ｓｉ
Ｎｘ）からなる層間絶縁膜１２１が形成されている。ここで、層間絶縁膜１２１とその下
部のゲート絶縁膜１１３には、活性層１０９のチャネル領域１０９ａの両側面に位置する
ソース領域１０９ｂ及びドレイン領域１０９ｃをそれぞれ露出する活性層コンタクトホー
ル（図示せず）が設けられている。
【００６５】
　また、パッド領域ＰＤに位置する層間絶縁膜１２１には、少なくとも１つの第１ライン
ホールパターン１２５ｃが形成されている。ここで、第１ラインホールパターン１２５ｃ
は、パッド領域ＰＤの長辺方向、すなわち表示領域ＡＡに対向して形成されている。
【００６６】
　また、前記活性層コンタクトホールを含む層間絶縁膜１２１上には、前記ゲート配線と
交差して前記画素領域を定義し、第２金属物質、例えばアルミニウム（Ａｌ）、アルミニ
ウムとネオジムの合金（ＡｌＮｄ）、銅（Ｃｕ）、銅合金、モリブデン（Ｍｏ）、モリブ
デンチタン（ＭｏＴｉ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）のいずれか１つ又は２つ以上
の物質からなる前記データ配線と、前記データ配線から離隔した前記電源配線が形成され
ている。ここで、前記電源配線は、前記ゲート配線が形成された層、すなわちゲート絶縁
膜１１３上に前記ゲート配線から離隔して前記ゲート配線と平行に形成されてもよい。
【００６７】
　さらに、層間絶縁膜１２１上の前記駆動領域及び前記スイッチング領域には、互いに離
隔して前記活性層コンタクトホールから露出するソース領域１０９ｂ及びドレイン領域１
０９ｃとそれぞれ接触するように、前記データ配線と同じ第２金属物質からなるソース電
極１２７ａ及びドレイン電極１２７ｂが形成されている。ここで、前記駆動領域に順次積
層された活性層１０９、ゲート絶縁膜１１３、ゲート電極１１５ａ及び層間絶縁膜１２１
と、互いに離隔して形成されたソース電極１２７ａ及びドレイン電極１２７ｂとは、前記
駆動薄膜トランジスタを構成する。
【００６８】
　一方、同図においては、前記データ配線、ソース電極１２７ａ及びドレイン電極１２７
ｂが単一層構造を有する場合を例示するが、これらの構成要素は二重層又は三重層構造を
有するようにしてもよい。
【００６９】
　図示していないが、前記スイッチング領域には、前記駆動薄膜トランジスタ（ＤＴｒ）
と同じ積層構造を有するスイッチング薄膜トランジスタ（ＳＴｒ）（図示せず）が形成さ
れている。ここで、前記スイッチング薄膜トランジスタは、前記駆動薄膜トランジスタ、
前記ゲート配線及び前記データ配線に電気的に接続されている。つまり、前記ゲート配線
及び前記データ配線は、それぞれ前記スイッチング薄膜トランジスタのゲート電極（図示
せず）及びソース電極（図示せず）に接続されており、前記スイッチング薄膜トランジス
タのドレイン電極（図示せず）は前記駆動薄膜トランジスタのゲート電極１１５ａに電気
的に接続されている。
【００７０】
　一方、本実施の形態においては、駆動薄膜トランジスタ及びスイッチング薄膜トランジ
スタが、ポリシリコンの活性層１０９を有し、かつトップゲートタイプで構成された場合
を例に挙げて説明するが、駆動薄膜トランジスタ及びスイッチング薄膜トランジスタは、
非晶質シリコンの活性層を有し、かつボトムゲートタイプで構成されるようにしてもよい
。
【００７１】
　前記駆動薄膜トランジスタ及び前記スイッチング薄膜トランジスタがボトムゲートタイ
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プで構成される場合、その積層構造は、ゲート電極／ゲート絶縁膜／純粋非晶質シリコン
の活性層／互いに離隔して形成される不純物非晶質シリコンのオーミックコンタクト層／
互いに離隔して形成されるソース電極及びドレイン電極からなる。ここで、前記ゲート配
線は、前記ゲート電極が形成された層に前記スイッチング薄膜トランジスタのゲート電極
に接続されるように形成され、前記データ配線は、前記スイッチング薄膜トランジスタの
ソース電極が形成された層に前記ソース電極に接続されるように形成される。
【００７２】
　一方、前記駆動薄膜トランジスタ及び前記スイッチング薄膜トランジスタ上には、前記
駆動薄膜トランジスタのドレイン電極１２７ｂを露出するドレインコンタクトホール（図
示せず）を有するパッシベーション膜１３１及び平坦化膜１３３が積層されている。ここ
で、パッシベーション膜１３１としては、絶縁物質、例えば無機絶縁物質である酸化シリ
コン（ＳｉＯ２）又は窒化シリコン（ＳｉＮｘ）を使用し、平坦化膜１３３としては、フ
ォトアクリルを含む有機物質群からいずれかを選択して使用する。
【００７３】
　一方、パッシベーション膜１３１のうちパッド領域ＰＤに位置する部分には、少なくと
も１つの第２ラインホールパターン１３５ｂが形成されている。ここで、第２ラインホー
ルパターン１３５ｂは、パッド領域ＰＤの長辺方向、すなわち表示領域ＡＡに対向して形
成されている。なお、少なくとも１つの第２ラインホールパターン１３５ｂは、その下部
の第１ラインホールパターン１２５ｃと重なるように形成されてもよく、重ならないよう
に形成されてもよい。
【００７４】
　また、平坦化膜１３３上には、前記ドレインコンタクトホールを介して前記駆動薄膜ト
ランジスタのドレイン電極１２７ｂと接触し、各画素領域別に分離された形態を有する第
１電極１３７が形成されている。ここで、第１電極１３７は、透明電極又は反射型電極で
構成されるが、透明電極で構成される場合は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ又はＩｎ２Ｏ３で
形成し、反射型電極で構成される場合は、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、
Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ及びこれらの化合物などで反射膜を形成し、その上にＩＴＯ、ＩＺＯ、
ＺｎＯ又はＩｎ２Ｏ３を積層して形成するようにしてもよい。
【００７５】
　また、第１電極１３７上の各画素領域の境界領域には、絶縁物質、例えばベンゾシクロ
ブテン（ＢＣＢ）、ポリイミド又はフォトアクリルからなる画素定義膜１３９が形成され
ている。ここで、画素定義膜１３９は、各画素領域を囲む形態であって、第１電極１３７
の縁部と重なるように形成されており、表示領域ＡＡ全体では複数の開口部を有する格子
状となっている。
【００７６】
　画素定義膜１３９により囲まれた各画素領域内の第１電極１３７上には、それぞれ赤、
緑及び青色を発光する有機物質からなる有機発光層１４１が形成されている。有機発光層
１４１は、有機発光物質からなる単一層で構成してもよく、図示していないが、発光効率
を向上させるために、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層及び電子注入層の多
重層で構成してもよい。
【００７７】
　また、有機発光層１４１及び画素定義膜１３９を含む表示領域ＡＡ全面には、第２電極
１４３が形成されている。ここで、第１電極１３７、第２電極１４３、及び第１電極１３
７と第２電極１４３との間に介在する有機発光層１４１は、有機電界発光素子Ｅを構成す
る。
【００７８】
　よって、有機電界発光素子Ｅは、選択された色信号に応じて第１電極１３７と第２電極
１４３に所定の電圧が印加されると、第１電極１３７から注入された正孔と第２電極１４
３から注入された電子が有機発光層１４１に輸送されてエキシトン（exciton）を形成し
、そのエキシトンが励起状態から基底状態に遷移する際に光が発生して可視光線の形で放
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出される。このとき発生した光が透明な第２電極１４３を通過して外部に放出されるので
、フレキシブル有機電界発光装置は任意の画像を実現する。
【００７９】
　一方、第２電極１４３を含む基板１０１全面には、絶縁物質、例えば無機絶縁物質であ
る酸化シリコン（ＳｉＯ２）又は窒化シリコン（ＳｉＮｘ）からなる下部パッシベーショ
ン膜１４５が形成されている。これは、第２電極１４３だけでは有機発光層１４１への水
分の浸透を完全に抑制することができないので、第２電極１４３上に下部パッシベーショ
ン膜１４５を形成することにより、有機発光層１４１への水分の浸透を完全に抑制するた
めのものである。
【００８０】
　また、下部パッシベーション膜１４５上の表示領域ＡＡには、ポリマーなどの高分子有
機物質からなる有機膜１４７が形成されている。ここで、有機膜１４７を構成する高分子
有機物質としては、オレフィン系高分子（ポリエチレンやポリプロピレンなど）、ポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴ）、エポキシ樹脂、フッ素樹脂、ポリシロキサンなどが用
いられる。
【００８１】
　また、有機膜１４７を含む基板１０１全面には、有機膜１４７を介して水分が浸透する
ことを遮断するために、絶縁物質、例えば無機絶縁物質である酸化シリコン（ＳｉＯ２）
又は窒化シリコン（ＳｉＮｘ）からなる上部パッシベーション膜１４９がさらに形成され
ている。
【００８２】
　また、上部パッシベーション膜１４９を含む基板１０１全面には、有機電界発光素子Ｅ
の封止のための保護フィルム１５１が対向して配置されるが、基板１０１と保護フィルム
１５１との間には、透明で接着特性を有するフリット、有機絶縁物質、高分子物質のいず
れかからなる粘着剤（図示せず）が空気層を含まないように基板１０１及び保護フィルム
１５１と完全に密着して介在しており、保護フィルム１５１上には、偏光板１５３が配置
されている。
【００８３】
　このように、前記粘着剤により基板１０１と保護フィルム１５１とが固定されてパネル
状態を形成することにより、本発明による有機電界発光装置が構成される。
【００８４】
　上記構成の有機電界発光装置をフレキシブル有機電界発光装置にするためには、まず、
前記有機電界発光装置の基板１０１の背面を洗浄し、次いでレーザ照射により基板１０１
とポリイミド層１０５との間に介在する犠牲層１０３を熱により分離し、基板１０１を前
記有機電界発光装置から剥離する。
【００８５】
　次に、前記分離された有機電界発光装置のポリイミド層１０５の表面にバックプレート
（図示せず）をラミネートすることにより、フレキシブル有機電界発光装置を形成する。
【００８６】
　このように、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置によれば、フレキシブル有機
電界発光装置を製造する際に、反りと戻りが繰り返される脆弱領域であり、プリント基板
（ＦＰＣ）が接続されるパッド領域ＰＤに位置する複数の無機膜、すなわちゲート絶縁膜
、層間絶縁膜又はパッシベーション膜の表面にラインホールパターンを形成し、クラック
の経路を迂回させてクラックが装置内部に伝播しないようにすることにより、フレキシブ
ル有機電界発光装置のダメージを最小限に抑えることができる。
【００８７】
　特に、スクライブラインＳＬ（Scribe Line）に隣接するウィークポイントに複数のラ
インホールパターンを形成し、クラック発生時に前記ウィークポイントでの線破壊及びク
ラックの経路を迂回させることにより、クリティカルポイントであるパネル配線のクラッ
クを防止することができる。
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【００８８】
　次に、本発明の好ましい実施の形態によるフレキシブル有機電界発光装置の製造方法に
ついて図４Ａ～図４Ｓを参照して詳細に説明する。
【００８９】
　図４Ａ～図４Ｓは、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置の製造工程を示す概略
断面図である。
【００９０】
　まず、図４Ａに示すように、表示領域ＡＡ及び表示領域ＡＡの外側に設けられてパッド
領域ＰＤを含む非表示領域ＮＡが定義されたガラス製の基板１０１を準備する。ここで、
基板１０１は、有機電界発光装置を製造した後に剥離し、剥離した部分にはフレキシブル
なバックプレート（図４Ｓの符号１６１参照）がラミネートされるが、バックプレート１
６１は、フレキシブル有機電界発光装置（ＯＬＥＤ）が紙のように曲がっても表示性能を
そのまま維持できるように、フレキシブルガラス基板又はプラスチック材質からなる。
【００９１】
　次いで、基板１０１上に有機物質のポリイミド層１０５を形成し、ポリイミド層１０５
上に絶縁物質、例えば無機絶縁物質である酸化シリコン（ＳｉＯ２）又は窒化シリコン（
ＳｉＮｘ）からなる多層構造のバッファ層１０７を形成する。ここで、バッファ層１０７
を次の工程で形成される活性層１０９の下部に形成する理由は、活性層１０９が結晶化す
る際に基板１０１の内部から放出されるアルカリイオンにより活性層１０９の特性が低下
することを防止するためである。
【００９２】
　基板１０１とポリイミド層１０５との間には非晶質シリコン又は窒化シリコン（ＳｉＮ
ｘ）からなる犠牲層１０３が形成されているが、犠牲層１０３は、有機電界発光装置を製
造した後にレーザ照射工程で基板１０１をポリイミド層１０５から容易に剥離できるよう
にする役割を果たす。
【００９３】
　次に、図４Ｂに示すように、バッファ層１０７上に純粋ポリシリコンからなる活性層１
０９を形成する。ここで、活性層１０９は、バッファ層１０７上の表示領域ＡＡ内の各画
素領域（図示せず）において、駆動領域（図示せず）及びスイッチング領域（図示せず）
に対応して形成され、チャネルを形成する中央部のチャネル領域１０９ａ、並びにチャネ
ル領域１０９ａの両側に高濃度の不純物がドーピングされて形成されるソース領域１０９
ｂ及びドレイン領域１０９ｃから構成される。
【００９４】
　次に、図４Ｃに示すように、活性層１０９上に第１感光膜（図示せず）を塗布し、露光
及び現像工程で前記第１感光膜を選択的にパターニングすることにより、第１感光膜パタ
ーン１１１を形成する。
【００９５】
　次に、図４Ｄに示すように、第１感光膜パターン１１１をエッチングマスクとして活性
層１０９を選択的に除去し、その後第１感光膜パターン１１１を除去する。
【００９６】
　次に、図４Ｅに示すように、活性層１０９を含むバッファ層１０７上にゲート絶縁膜１
１３と第１金属物質層１１５を順次蒸着する。ここで、第１金属物質層１１５は、低抵抗
特性を有する第１金属物質、例えばアルミニウム（Ａｌ）、アルミニウムとネオジムの合
金（ＡｌＮｄ）、銅（Ｃｕ）、銅合金、モリブデン（Ｍｏ）、モリブデンチタン（ＭｏＴ
ｉ）のいずれか１つからなり、単一層構造を有するようにしてもよく、２つ以上の前記第
１金属物質からなり、二重層又は三重層構造を有するようにしてもよい。同図においては
、第１金属物質層１１５が単一層構造を有する場合を例示する。
【００９７】
　次いで、第１金属物質層１１５上に第２感光膜（図示せず）を塗布し、露光及び現像工
程で前記第２感光膜を選択的にパターニングすることにより、第２感光膜パターン１１７
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を形成する。
【００９８】
　次に、図４Ｆに示すように、第２感光膜パターン１１７をエッチングマスクとして第１
金属物質層１１５を選択的にエッチングすることにより、ゲート電極１１５ａを形成する
。このとき、ゲート絶縁膜１１３上には、前記スイッチング領域に形成されたゲート電極
１１５ａに接続されて一方向に延びるゲート配線（図示せず）が形成される。
【００９９】
　次いで、第２感光膜パターン１１７を除去し、ゲート電極１１５ａの両側下の活性層１
０９に不純物を注入し、活性層１０９の中央部でチャネルを形成するチャネル領域１０９
ａ、並びにチャネル領域１０９ａを基準として離隔したソース領域１０９ｂ及びドレイン
領域１０９ｃを形成する。
【０１００】
　次に、図４Ｇに示すように、前記ゲート配線及びゲート電極１１５ａ上の表示領域全面
に絶縁物質、例えば無機絶縁物質である酸化シリコン（ＳｉＯ２）又は窒化シリコン（Ｓ
ｉＮｘ）からなる層間絶縁膜１２１を形成する。
【０１０１】
　次いで、層間絶縁膜１２１上に第３感光膜（図示せず）を塗布し、露光及び現像工程で
前記第３感光膜を選択的にパターニングすることにより、第３感光膜パターン１２３を形
成する。
【０１０２】
　次に、図４Ｈに示すように、第３感光膜パターン１２３をエッチングマスクとして層間
絶縁膜１２１とその下のゲート絶縁膜１１３を選択的にエッチングすることにより、活性
層１０９のソース領域１０９ｂを露出するソース領域コンタクトホール１２５ａ、及び活
性層１０９のドレイン領域１０９ｃを露出するドレイン領域コンタクトホール１２５ｂを
同時に形成する。なお、ソース領域コンタクトホール１２５ａ及びドレイン領域コンタク
トホール１２５ｂを形成する際に、層間絶縁膜１２１のうちパッド領域ＰＤに位置する部
分に少なくとも１つのラインホールパターン１２５ｃが共に形成される。ここで、第１ラ
インホールパターン１２５ｃは、パッド領域ＰＤの長辺方向、すなわち表示領域ＡＡに対
向して形成される。
【０１０３】
　次に、第３感光膜パターン１２３を除去し、図４Ｉに示すように、第１ラインホールパ
ターン１２５ｃを含む層間絶縁膜１２１上に第２金属物質層１２７を形成する。ここで、
第２金属物質層１２７は、アルミニウム（Ａｌ）、アルミニウムとネオジムの合金（Ａｌ
Ｎｄ）、銅（Ｃｕ）、銅合金、モリブデン（Ｍｏ）、モリブデンチタン（ＭｏＴｉ）、ク
ロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）のいずれか１つ又は２つ以上の物質からなる。
【０１０４】
　次いで、第２金属物質層１２７上に第４感光膜（図示せず）を塗布し、露光及び現像工
程でパターニングすることにより、第４感光膜パターン１２９を形成する。
【０１０５】
　次に、図４Ｊに示すように、第４感光膜パターン１２９をエッチングマスクとして第２
金属物質層１２７を選択的にエッチングすることにより、前記ゲート配線と交差して前記
画素領域を定義するデータ配線（図示せず）、及び前記データ配線から離隔した電源配線
（図示せず）を形成し、その後第４感光膜パターン１２９を除去する。ここで、前記電源
配線は、前記ゲート配線が形成された層、すなわちゲート絶縁膜１１３上に前記ゲート配
線から離隔して前記ゲート配線と平行に形成してもよい。
【０１０６】
　また、前記データ配線を形成する際に、層間絶縁膜１２１上の前記駆動領域及び前記ス
イッチング領域に、互いに離隔してソース領域コンタクトホール１２５ａ及びドレイン領
域コンタクトホール１２５ｂを介して活性層１０９のソース領域１０９ｂ及びドレイン領
域１０９ｃとそれぞれ接触するように、前記データ配線と同じ第２金属物質からなるソー
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ス電極１２７ａ及びドレイン電極１２７ｂを同時に形成する。ここで、前記駆動領域に順
次積層された活性層１０９、ゲート絶縁膜１１３、ゲート電極１１５ａ及び層間絶縁膜１
２１と、互いに離隔して形成されたソース電極１２７ａ及びドレイン電極１２７ｂとは、
駆動薄膜トランジスタ（ＤＴｒ）（図示せず）を構成する。
【０１０７】
　一方、同図においては、前記データ配線、ソース電極１２７ａ及びドレイン電極１２７
ｂが単一層構造を有する場合を例示するが、これらの構成要素は二重層又は三重層構造を
有するようにしてもよい。
【０１０８】
　図示していないが、前記スイッチング領域には、前記駆動薄膜トランジスタ（ＤＴｒ）
と同じ積層構造を有するスイッチング薄膜トランジスタ（ＳＴｒ）（図示せず）が形成さ
れている。ここで、前記スイッチング薄膜トランジスタは、前記駆動薄膜トランジスタ、
前記ゲート配線及び前記データ配線に電気的に接続されている。つまり、前記ゲート配線
及び前記データ配線は、それぞれ前記スイッチング薄膜トランジスタのゲート電極（図示
せず）及びソース電極（図示せず）に接続されており、前記スイッチング薄膜トランジス
タのドレイン電極（図示せず）は前記駆動薄膜トランジスタのゲート電極１１５ａに電気
的に接続されている。
【０１０９】
　一方、本実施の形態においては、駆動薄膜トランジスタ及びスイッチング薄膜トランジ
スタが、ポリシリコンの活性層１０９を有し、かつトップゲートタイプで構成された場合
を例に挙げて説明するが、駆動薄膜トランジスタ及びスイッチング薄膜トランジスタは、
非晶質シリコンの活性層を有し、かつボトムゲートタイプで構成されるようにしてもよい
。
【０１１０】
　前記駆動薄膜トランジスタ及び前記スイッチング薄膜トランジスタがボトムゲートタイ
プで構成される場合、その積層構造は、ゲート電極／ゲート絶縁膜／純粋非晶質シリコン
の活性層／互いに離隔して形成される不純物非晶質シリコンのオーミックコンタクト層／
互いに離隔して形成されるソース電極及びドレイン電極からなる。ここで、前記ゲート配
線は、前記ゲート電極が形成された層に前記スイッチング薄膜トランジスタのゲート電極
に接続されるように形成され、前記データ配線は、前記スイッチング薄膜トランジスタの
ソース電極が形成された層に前記ソース電極に接続されるように形成される。
【０１１１】
　次に、図４Ｋに示すように、ソース電極１２７ａ及びドレイン電極１２７ｂを含む基板
１０１全面にパッシベーション膜１３１を形成する。ここで、パッシベーション膜１３１
としては、絶縁物質、例えば無機絶縁物質である酸化シリコン（ＳｉＯ２）又は窒化シリ
コン（ＳｉＮｘ）を使用する。
【０１１２】
　次に、図４Ｌに示すように、パッシベーション膜１３１上に有機物質からなる平坦化膜
１３３を形成する。ここで、前記有機物質としては、絶縁特性を有する疎水性有機系であ
って、ポリアクリル、ポリイミド、ポリアミド（ＰＡ）、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）
及びフェノール樹脂からなる群からいずれか１つを選択して使用してもよい。
【０１１３】
　次に、図４Ｍに示すように、平坦化膜１３３とその下部のパッシベーション膜１３１を
順次エッチングし、ドレイン電極１２７ｂを露出するドレインコンタクトホール１３５ａ
を形成する。なお、ドレインコンタクトホール１３５ａを形成する際に、パッシベーショ
ン膜１３１のうちパッド領域ＰＤに位置する部分に少なくとも１つの第２ラインホールパ
ターン１３５ｂを共に形成する。ここで、第２ラインホールパターン１３５ｂは、パッド
領域ＰＤの長辺方向、すなわち表示領域ＡＡに対向して形成され、層間絶縁膜１２１に形
成された第１ラインホールパターン１２５ｃと重なるように形成されてもよく、重ならな
いように形成されてもよい。
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【０１１４】
　次に、図４Ｎに示すように、平坦化膜１３３上に導電物質層（図示せず）を蒸着し、そ
の後マスク工程で前記導電物質層を選択的にエッチングすることにより、ドレインコンタ
クトホール１３５ａを介して前記駆動薄膜トランジスタのドレイン電極１２７ｂと接触し
、各画素領域別に分離された形態を有する第１電極１３７を形成する。ここで、前記導電
物質層は、透明電極又は反射型電極として設けられるが、透明電極として設けられる場合
は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ又はＩｎ２Ｏ３で形成し、反射型電極として設けられる場合
は、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ及びこれらの化合物
などで反射膜を形成し、その上にＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ又はＩｎ２Ｏ３を積層して形成
するようにしてもよい。
【０１１５】
　次に、図４Ｏに示すように、第１電極１３７上の各画素領域の境界領域に絶縁物質層（
図示せず）を形成する。ここで、前記絶縁物質層は、例えばベンゾシクロブテン（ＢＣＢ
）、ポリイミド又はフォトアクリルからなるようにしてもよい。
【０１１６】
　次いで、前記絶縁物質層を選択的にパターニングすることにより、画素定義膜１３９を
形成する。ここで、画素定義膜１３９は、各画素領域を囲む形態であって、第１電極１３
７の縁部と重なるように形成されており、表示領域ＡＡ全体では複数の開口部を有する格
子状となっている。
【０１１７】
　次に、図４Ｐに示すように、画素定義膜１３９により囲まれた各画素領域内の第１電極
１３７上にそれぞれ赤、緑及び青色を発光する有機発光層１４１を形成する。ここで、有
機発光層１４１は、有機発光物質からなる単一層で構成してもよく、図示していないが、
発光効率を向上させるために、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層及び電子注
入層の多重層で構成してもよい。
【０１１８】
　次に、図４Ｑに示すように、有機発光層１４１及び画素定義膜１３９を含む表示領域Ａ
Ａ全面に第２電極１４３を形成する。ここで、第２電極１４３は、透明電極又は反射型電
極で構成されるが、透明電極で構成される場合は、カソード電極として用いられるので、
仕事関数が小さい金属、すなわちＬｉ、Ｃａ、ＬｉＦ／Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ａｌ、Ａｇ
、Ｍｇ及びこれらの化合物を有機発光層１４１側に蒸着し、その上にＩＴＯ、ＩＺＯ、Ｚ
ｎＯ又はＩｎ２Ｏ３などの透明電極形成用物質で補助電極層やバス電極ラインを形成して
もよい。また、第２電極１４３が反射型電極で構成される場合は、Ｌｉ、Ｃａ、ＬｉＦ／
Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ａｌ、Ａｇ、Ｍｇ及びこれらの化合物を全面蒸着して形成する。
【０１１９】
　つまり、有機電界発光素子Ｅは、電流の流れによって赤、緑及び青の光を発光して所定
の画像情報を表示するものであって、駆動薄膜トランジスタのドレイン電極１２７ｂに接
続されて当該ドレイン電極１２７ｂからプラス（＋）電源が供給される第１電極１３７と
、画素全体を覆うように備えられてマイナス（－）電源が供給される第２電極１４３と、
第１電極１３７と第２電極１４３との間に配置されて発光する有機発光層１４１とから構
成される。
【０１２０】
　第１電極１３７と第２電極１４３とは、有機発光層１４１により絶縁されており、有機
発光層１４１に異なる極性の電圧を印加して有機発光層１４１を発光させる。
【０１２１】
　よって、このような有機電界発光素子Ｅは、選択された色信号に応じて第１電極１３７
と第２電極１４３に所定の電圧が印加されると、第１電極１３７から注入された正孔と第
２電極１４３から注入された電子が有機発光層１４１に輸送されてエキシトンを形成し、
そのエキシトンが励起状態から基底状態に遷移する際に光が発生して可視光線の形で放出
される。このとき発生した光が透明な第２電極１４３を通過して外部に放出されるので、
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フレキシブル有機電界発光装置は任意の画像を実現することができる。
【０１２２】
　次に、図４Ｒに示すように、第２電極１４３を含む基板１０１全面に、絶縁物質、例え
ば無機絶縁物質である酸化シリコン（ＳｉＯ２）又は窒化シリコン（ＳｉＮｘ）からなる
下部パッシベーション膜１４５を形成する。これは、第２電極１４３だけでは有機発光層
１４１への水分の浸透を完全に抑制することができないので、第２電極１４３上に下部パ
ッシベーション膜１４５を形成することにより、有機発光層１４１への水分の浸透を完全
に抑制するためのものである。
【０１２３】
　次いで、スクリーン印刷法などの塗布方法により、下部パッシベーション膜１４５上の
表示領域ＡＡにポリマーなどの高分子有機物質からなる有機膜１４７を形成する。ここで
、有機膜１４７を構成する高分子有機物質としては、オレフィン系高分子（ポリエチレン
やポリプロピレンなど）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、エポキシ樹脂、フッ
素樹脂、ポリシロキサンなどが用いられる。
【０１２４】
　その後、有機膜１４７を含む基板１０１全面に、有機膜１４７を介して水分が浸透する
ことを遮断するために、絶縁物質、例えば無機絶縁物質である酸化シリコン（ＳｉＯ２）
又は窒化シリコン（ＳｉＮｘ）からなる上部パッシベーション膜１４９をさらに形成する
。
【０１２５】
　次いで、上部パッシベーション膜１４９を含む基板１０１全面に有機電界発光素子Ｅの
封止のための保護フィルム１５１を対向して配置するが、基板１０１と保護フィルム１５
１との間には、透明で接着特性を有するフリット、有機絶縁物質、高分子物質のいずれか
からなる粘着剤（図示せず）を介在させて、空気層を含まないように基板１０１及び保護
フィルム１５１を完全に密着させ、その後、保護フィルム１５１上に偏光板１５３を貼り
付ける。
【０１２６】
　このように、前記粘着剤により基板１０１と保護フィルム１５１とが固定されてパネル
状態を形成することにより、本発明による有機電界発光装置の製造工程を完了する。
【０１２７】
　次に、図４Ｓに示すように、上記構成の有機電界発光装置をフレキシブル有機電界発光
装置にするために、前記有機電界発光装置の基板１０１の背面を洗浄し、次いでレーザ照
射により基板１０１とポリイミド層１０５との間に介在する犠牲層１０３を熱により分離
し、基板１０１を前記有機電界発光装置から剥離する。
【０１２８】
　次に、前記分離された有機電界発光装置のポリイミド層１０５の表面にバックプレート
１６１をラミネートすることにより、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置の製造
工程を完了する。
【０１２９】
　図５は、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置の概略斜視図である。
【０１３０】
　図６は、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置のパッド領域を拡大して示す概略
平面図であって、クラックの経路が複数のラインホールパターンに沿って迂回することを
示す概略平面図である。
【０１３１】
　図５に示すように、フレキシブル有機電界発光装置を製造する際に、反りと戻りが繰り
返される脆弱領域であり、プリント基板（ＦＰＣ）１７０が接続されるパッド領域ＰＤに
位置する複数の無機膜、例えば層間絶縁膜１２１又はパッシベーション膜１３１の表面に
ラインホールパターン１２５ｃ、１３５ｂを形成する。
【０１３２】
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　図６に示すように、フレキシブル有機電界発光装置を製造する際に、反りと戻りが繰り
返される脆弱領域であり、プリント基板（ＦＰＣ）１７０が接続されるパッド領域ＰＤに
位置する複数の無機膜、例えば層間絶縁膜１２１又はパッシベーション膜１３１の表面に
、スクライブラインＳＬに隣接してラインホールパターン１２５ｃ、１３５ｂを形成する
ことにより、外部衝撃時に衝撃吸収や破壊によりウィークポイントに発生するクラックの
伝播経路を迂回させ、従って、クラックが表示領域内に伝播することを最小限に抑えるこ
とができる。
【０１３３】
　一方、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置のパッド領域に設けられるラインホ
ールパターンの他の例について図７を参照して概略的に説明する。
【０１３４】
　図７は、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置のパッド領域のラインホールパタ
ーンの他の例を示す概略平面図である。
【０１３５】
　本発明によるフレキシブル有機電界発光装置には、適用分野によって別途の部材、例え
ばカメラやその他の部材が必要に応じて配置されるが、これらの部材は、表示領域ＡＡに
配置されてはならず、非表示領域ＮＡのパッド領域ＰＤに配置される。この場合、非表示
領域ＮＡの一部の領域にこれらのカメラやその他の部材が配置されなければならないので
、それだけパッド領域ＰＤの面積を小さくして設計しなければならないことがある。
【０１３６】
　そうすると、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置のパッド領域ＰＤの面積が小
さくなることにより、パッド領域ＰＤに形成されるラインホールパターンの形状も変更し
なければならない。
【０１３７】
　以下、本発明の他の例による第１、第２ラインホールパターン２２５、２３５について
は、図２に示すようにゲート絶縁膜１１３、層間絶縁膜１２１及びパッシベーション膜１
３１の少なくとも１つに形成される場合と同じ場合を例に挙げて説明する。
【０１３８】
　すなわち、第１ラインホールパターン２２５が層間絶縁膜（図示せず、図２の符号１２
１参照）に形成され、第２ラインホールパターン２３５がパッシベーション膜（図示せず
、図２の符号１３１参照）に形成される場合を例に挙げて説明する。
【０１３９】
　図７を参照すると、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置２００は、基板（図示
せず）に表示領域ＡＡが定義されており、表示領域ＡＡの外側にパッド領域ＰＤを含む非
表示領域ＮＡが定義されている。
【０１４０】
　パッド領域ＰＤに隣接する非表示領域ＮＡの両側縁部には、カメラやその他の部材が配
置される空間部２４０が設けられている。この場合、パッド領域ＰＤは、図１に示すパッ
ド領域ＰＤより面積が小さく、それにより、パッド領域ＰＤに位置する層間絶縁膜又はパ
ッシベーション膜に形成される第１、第２ラインホールパターン２２５、２３５の形状も
変更される。
【０１４１】
　ここで、第１、第２ラインホールパターン２２５、２３５は、それぞれ直線部２２５ａ
、２３５ａと折曲部２２５ｂ、２３５ｂとからなるが、直線部２２５ａ、２３５ａは第１
、第２ラインホールパターン２２５、２３５の中央領域に該当し、折曲部２２５ｂ、２３
５ｂは第１、第２ラインホールパターン２２５、２３５の両側端領域に該当する。
【０１４２】
　つまり、本発明においては、必要に応じてパッド領域ＰＤの面積が小さくなることに鑑
み、第１、第２ラインホールパターン２２５、２３５の両側端領域に折曲部２２５ｂ、２
３５ｂを形成することにより、フレキシブル有機電界発光装置を製造する際に、反りと戻



(20) JP 5964807 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

りの繰り返しにより発生する衝撃などによるクラックの経路を迂回させてクラックが装置
内部に伝播しないようにすることにより、フレキシブル有機電界発光装置のダメージを最
小限に抑えることができる。
【０１４３】
　このように、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置及びその製造方法においては
、フレキシブル有機電界発光装置を製造する際に、反りと戻りが繰り返される脆弱領域で
あり、プリント基板（ＦＰＣ）が接続されるパッド領域ＰＤに位置する複数の無機膜、す
なわちゲート絶縁膜、層間絶縁膜又はパッシベーション膜の表面にラインホールパターン
を形成し、クラックの経路を迂回させてクラックが装置内部に伝播しないようにすること
により、フレキシブル有機電界発光装置のダメージを最小限に抑えることができる。
【０１４４】
　特に、スクライブラインＳＬに隣接するウィークポイントにラインホールパターンを形
成し、クラック発生時に前記ウィークポイントでの線破壊及びクラックの経路を迂回させ
ることにより、クリティカルポイントであるパネル配線のクラックを防止することができ
る。
【０１４５】
　一方、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置のパッド領域に設けられるラインホ
ールパターンのさらに他の例について図８を参照して概略的に説明する。
【０１４６】
　図８は、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置のパッド領域のラインホールパタ
ーンのさらに他の例を示す概略平面図である。
【０１４７】
　以下、本発明のさらに他の例によるクラック防止ホールパターン３２５について説明す
るにあたっては、図２に示すようにゲート絶縁膜１１３、層間絶縁膜１２１及びパッシベ
ーション膜１３１の少なくとも１つに形成される場合と同じ場合を例に挙げて説明する。
ここで、クラック防止ホールパターン３２５が層間絶縁膜（図示せず、図２の符号１２１
参照）に形成される場合を例に挙げて説明する。
【０１４８】
　図８を参照すると、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置３００は、基板（図示
せず）に表示領域ＡＡが定義されており、表示領域ＡＡの外側にパッド領域ＰＤを含む非
表示領域ＮＡが定義されており、非表示領域ＮＡの外側にスクライブラインＳＬが形成さ
れており、パッド領域ＰＤの上面及び下面の縁部に第１トリミングラインＴＬ１が定義さ
れており、パッド領域ＰＤの反対側に位置する非表示領域ＮＡの上面及び下面の縁部に第
２トリミングラインＴＬ２が定義されている。
【０１４９】
　ここで、フレキシブル有機電界発光装置３００を製造する際に、パネルのパッド領域Ｐ
Ｄの上面及び下面の縁部に定義された第１トリミングラインＴＬ１、及びパッド領域ＰＤ
の反対側に位置する非表示領域ＮＡの上面及び下面の縁部に定義された第２トリミングラ
インＴＬ２にトリミングカットが行われる。
【０１５０】
　図８を参照すると、パッド領域ＰＤの上面及び下面の縁部には、第１トリミングライン
ＴＬ１を囲む第１ホールパターン３２５ａが形成されている。ここで、第１ホールパター
ン３２５ａは曲線状又は直線状に形成される。
【０１５１】
　第１ホールパターン３２５ａは、第１トリミングラインＴＬ１からクラックがパネルの
内部に侵入することを防止するための迂回段差を形成する。
【０１５２】
　つまり、第１トリミングラインＴＬ１からクラックがパネルの内部に侵入することを防
止するための迂回段差を第１ホールパターン３２５ａが形成することにより、パッド領域
ＰＤの上面及び下面の縁部の第１トリミングラインＴＬ１からクラックが表示領域ＡＡに
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伝播されることが防止される。
【０１５３】
　また、図８を参照すると、表示領域ＡＡの外郭に位置する非表示領域ＮＡには、パッド
領域ＰＤの第１ホールパターン３２５ａから延びて表示領域ＡＡを囲むように、第２ホー
ルパターン３２５ｂが第１ホールパターン３２５ａと一体に形成されており、パッド領域
ＰＤの第１ホールパターン３２５ａと非表示領域ＮＡの第２ホールパターン３２５ｂとは
、クラック防止ホールパターン３２５を構成する。ここで、第２ホールパターン３２５ｂ
は直線状に形成される。
【０１５４】
　第２ホールパターン３２５ｂは、非表示領域ＮＡの第２トリミングラインＴＬ２からク
ラックがパネルの内部に侵入することを防止するための迂回段差を形成する。
【０１５５】
　つまり、非表示領域ＮＡの第２トリミングラインＴＬ２からクラックがパネルの内部に
侵入することを防止するための迂回段差を第２ホールパターン３２５ｂが形成することに
より、非表示領域ＮＡの第２トリミングラインＴＬ２からクラックが表示領域ＡＡに伝播
されることが防止される。
【０１５６】
　以上のように、本発明によるフレキシブル有機電界発光装置及びその製造方法において
は、パッド領域の上面及び下面の縁部に第１トリミングラインを囲むように形成された第
１ホールパターンと当該第１ホールパターンから延びて表示領域を囲むように形成された
第２ホールパターンとを一体に形成してクラック防止ホールパターンを構成することによ
り、前記パッド領域の上面及び下面の縁部の第１トリミングラインからクラックが前記表
示領域に伝播されることが防止されるだけでなく、前記非表示領域の第２トリミングライ
ンからクラックが前記表示領域に伝播されることが防止される。
【０１５７】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明したが、当該技術分野における
通常の知識を有する者であればこれから様々な変形及び均等な実施の形態が可能であるこ
とを理解するであろう。
【０１５８】
　よって、前述した実施の形態はあくまで例示的なものであり、本発明は前述した実施の
形態に限定されるものではない。本発明の範囲は特許請求の範囲により定められるもので
あり、特許請求の範囲の思想及び範囲、並びにその等価概念から導き出される全ての変更
又は変形形態が本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきである。
【符号の説明】
【０１５９】
　１０１　基板
　１０３　犠牲層
　１０５　ポリイミド層
　１０７　バッファ層
　１０９　活性層
　１１３　ゲート絶縁膜
　１１５ａ　ゲート電極
　１２１　層間絶縁膜
　１２５ｃ　第１ラインホールパターン
　１２７ａ　ソース電極
　１２７ｂ　ドレイン電極
　１３１　パッシベーション膜
　１３３　平坦化膜
　１３５ａ　ドレインコンタクトホール
　１３５ｂ　第２ラインホールパターン



(22) JP 5964807 B2 2016.8.3

10

　１３７　第１電極
　１３９　画素定義膜
　１４１　有機発光層
　１４３　第２電極
　１４５　下部パッシベーション膜
　１４７　有機膜
　１４９　上部パッシベーション膜
　１５１　保護フィルム
　１５３　偏光板
　１６１　バックプレート

【図１】

【図２】
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