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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に少なくとも第１電極と複数種類のエレクトロルミネッセント層と第２電極を有
するエレクトロルミネッセント素子の製造方法において、
　メチルトリクロルシラン、メチルトリブロムシラン、メチルトリメトキシシラン、メチ
ルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシラン、メチルトリｔ－ブトキシシラ
ン；エチルトリクロルシラン、エチルトリブロムシラン、エチルトリメトキシシラン、エ
チルトリエトキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラン、エチルトリｔ－ブトキシシ
ラン；ｎ－プロピルトリクロルシラン、ｎ－ブロピルトリブロムシラン、ｎ－ブロピルト
リメトキシシラン、ｎ－プロピルトリエトキシシラン、ｎ－プロピルトリイソプロポキシ
シラン、ｎ－プロピルトリｔ－ブトキシシラン；ｎ－ヘキシルトリクロルシラン、ｎ－ヘ
キシルトリブロムシラン、ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン、ｎ－ヘキシルトリエトキシ
シラン、ｎ－ヘキシルトリイソプロポキシシラン、ｎ－ヘキシルトリｔ－ブトキシシラン
；ｎ－デシルトリクロルシラン、ｎ－デシルトリブロムシラン、ｎ－デシルトリメトキシ
シラン、ｎ－デシルトリエトキシシラン、ｎ－デシルトリイソプロポキシシラン、ｎ－デ
シルトリｔ－ブトキシシラン；ｎ－オクタデシルトリクロルシラン、ｎ－オクタデシルト
リブロムシラン、ｎ－オルタデシルトリメトキシシラン、ｎ－オクタデシルトリエトキシ
シラン、ｎ－オクタデシルトリイソプロポキシシラン、ｎ－オクタデシルトリｔ－ブトキ
シシラン；フェニルトリクロルシラン、フェニルトリブロムシラン、フェニルトリメトキ
シシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリイソプロポキシシラン、フェニル
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トリｔ－ブトキシシラン；テトラクロルシラン、テトラブロムシラン、テトラメトキシシ
ラン、テトラブトキシシラン、トリクロルヒドロシラン、トリブロムヒドロシラン、トリ
メトキシヒドロシラン、トリエトキシヒドロシラン、トリイソプロポキシヒドロシラン、
トリｔ－ブトキシヒトロシラン；トリフルオロプロピルトリクロルシラン、トリフルオロ
プロピルトリブロムシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、トリフルオロプ
ロピルトリエトキシシラン、トリフルオロプロピルトリイソプロポキシシラン、トリフル
オロプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、
γ－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリイソプロ
ポキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－アミノプロピル
トリメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－アミノプロピルトリ
イソプロポキシシラン、γ－アミノプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－メルカプトプ
ロピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、γ－メルカプ
トプロピルトリイソプロポキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリｔ－ブトキシシラン
；β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、β－（３，４－
エポキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシシラン、ＣＦ3（ＣＦ2）3ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ
（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）5ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、 ＣＦ3（ＣＦ2）7Ｃ
Ｈ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）9ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、（ＣＦ3

）2ＣＦ（ＣＦ2）4ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）6ＣＨ2ＣＨ

2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）8ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3

（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）3（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3

）3　、 ＣＦ3（ＣＦ2）5（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）7（Ｃ6

Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3、ＣＦ3（ＣＦ2）3ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3、Ｃ
Ｆ3（ＣＦ2）5ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3、ＣＦ3（ＣＦ2）7ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（Ｏ
ＣＨ2ＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）9ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3　、及び、ＣＦ3（
ＣＦ2）7ＳＯ2Ｎ（Ｃ2Ｈ5）Ｃ2Ｈ4ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3より選択される珪素化合物の１
種または２種以上を溶剤に溶解し、塗工し、加熱し、加水分解重縮合反応を行うことによ
り、前記珪素化合物の１種または２種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物で
あるオルガノポリシロキサンを絶縁層中に９０重量以上含む絶縁層を形成する工程と、
　少なくとも第一電極が形成された基板上にエレクトロルミネッセント層を塗布法で形成
し、所定のガスを用いたドライエッチングプロセスを含むフォトリソグラフィー法を用い
てパターニングすることにより、パターニングされたエレクトロルミネッセント層を形成
する工程と、
　前記パターニングされたエレクトロルミネッセント層を形成する工程を複数回有するこ
とを特徴とする、エレクトロルミネッセント素子の製造方法。
【請求項２】
　前記複数種類のエレクトロルミネッセント層が３種類のエレクトロルミネッセント層で
あり、３回フォトリソグラフィー法を用いてエレクトロルミネッセント層をパターニング
することによりフルカラーのエレクトロルミネッセント素子を製造する、請求項１に記載
のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。
【請求項３】
　前記パターニングされたエレクトロルミネッセント層上にその端部が露出しないように
保護層を塗布法で形成する工程と、
前記パターニングされたエレクトロルミネッセント層上に形成された保護層を覆うように
、前記パターニングされたエレクトロルミネッセント層と異なる種類のエレクトロルミネ
ッセント層を塗布法で形成する工程とを有する、請求項１又は２に記載のエレクトロルミ
ネッセント素子の製造方法。
【請求項４】
　前記フォトリソグラフィー法を用いたパターニング工程において、パターニングされる
エレクトロルミネッセント層上にフォトレジストを塗布し、露光し、現像することにより
フォトレジストをパターニングした後、所定のガスを用いたドライエッチングプロセスに
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よりフォトレジストが除去された部分のエレクトロルミネッセント層を除去することを特
徴とする、請求項１乃至３のいずれかに記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法
。
【請求項５】
　前記ドライエッチングプロセスが、反応性イオンエッチングプロセスであることを特徴
とする、請求項１乃至４のいずれかに記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。
【請求項６】
　前記所定のガスが、酸素単体または酸素を含むガスであることを特徴とする、請求項１
乃至５のいずれかに記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。
【請求項７】
　前記絶縁層が、第１電極と第２電極の間に設けられることを特徴とする、請求項１乃至
６のいずれかに記載のエレクトロルミネッセント素子の製造方法。
【請求項８】
　前記絶縁層が、基板上の配線と第１電極の間及び／又は基板上の配線と第２電極の間に
設けられることを特徴とする、請求項１乃至７のいずれかに記載のエレクトロルミネッセ
ント素子の製造方法。
【請求項９】
　前記保護層を塗布法で形成する工程が、前記パターニングされたエレクトロルミネッセ
ント層を覆うように保護層形成用塗工液を塗布する工程と、前記パターニングされたエレ
クトロルミネッセント層及びその端部が露出しないように、保護層を露光した後、現像す
る工程を有することを特徴とする、請求項３に記載のエレクトロルミネッセント素子の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フォトリソグラフィー法を用いて形成されたエレクトロルミネッセント層を
有するエレクトロルミネッセント（以下、エレクトロルミネッセントをＥＬと略す場合が
ある。）素子およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＥＬ素子は対向する電極から注入された正孔および電子が発光層内で結合し、そのエネ
ルギーで発光層中の蛍光物質を励起し、蛍光物質に応じた色の発光を行うものであり、自
発光の面状表示素子として注目されている。その中でも有機物質を発光材料として用いた
有機薄膜ＥＬディスプレイは印加電圧が１０Ｖ弱であっても高輝度な発光が実現するなど
発光効率が高く、単純な素子構造で発光が可能で、特定のパターンを発光表示させる広告
その他低価格の簡易表示ディスプレイへの応用が期待されている。
【０００３】
　このようなＥＬ素子を用いたディスプレイの製造にあっては、電極層や有機ＥＬ層のパ
ターニングが通常なされている。このＥＬ素子のパターニング方法としては、発光材料を
シャドウマスクを介して蒸着する方法、インクジェットにより塗り分ける方法、紫外線照
射により特定の発光色素を破壊する方法、スクリーン印刷法等がある。しかしながらこれ
らの方法では、発光効率や光の取り出し効率の高さ、製造工程の簡便さや高精細なパター
ン形成の全てを実現するＥＬ素子を提供することはできなかった。
【０００４】
　このような問題点を解決する手段として、発光層をフォトリソグラフィー法によりパタ
ーニングすることにより形成するＥＬ素子の製造方法が提案されている。この方法によれ
ば、従来行われてきた蒸着によるパターニング法を比較すると、高精度のアライメント機
構を備えた真空設備等が不要であることから、比較的容易にかつ安価に製造することがで
きる。一方、インクジェット方式を用いたパターニング法と比較すると、パターニングを
補助する構造物や基板に対する前処理等を行うことがない点で好ましく、さらにインクジ
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ェットヘッドの吐出精度との関係から、フォトリソグラフィー法による製造方法の方が高
精細なパターンの形成に対しては好ましい方法であるといった利点を有するものである。
【０００５】
　このようなフォトリソグラフィー法により複数の発光部を形成する方法としては、例え
ば図４に示す方法が提案されている（特許文献１）。
【０００６】
　まず、図４（a）に示すように、電極が設けられた基板１上に発光層４を塗布し、図４
（b）に示すように、その上にフォトレジスト層６を積層する。次いで、図４（c）に示す
ように、第1発光部を形成する部分のみをフォトマスク７でマスクし、これら以外の部分
を紫外線８で露光する。これを、フォトレジスト現像液によって現像し、洗浄することに
より、図４（d）に示すように、露光部のフォトレジスト層６が除去される。さらにフォ
トレジスト層が除去され発光層が剥き出しとなった部分をエッチングにより除去し、図４
（e）を得る。
【０００７】
　以上の工程を３回繰り返すことにより、３種類の発光部のパターニングを行うことがで
きる。最後に、フォトレジスト剥離液によって剥離処理をすると、図４（n）に示すよう
に３種類の発光部６、９、１０が剥き出しとなる。この後、各発光部上に第２電極層を形
成する工程等を経て、図の下方に発光を放つＥＬ素子が製造される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－１７０６７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述のようなフォトリソグラフィー法によるパターニングの中で、エッチング方法とし
てはドライエッチングを用いることが多い。ドライエッチングは効率良く、有機物を除去
することができ、残渣もなくエッチングができるからである。しかし、ドライエッチング
は、有機材料の種類によって多少エッチング速度が異なるものの、結果的にはほとんどの
有機材料を選択性なくエッチングしてしまう。
【００１０】
　有機ＥＬ素子には、陽極や配線と陰極との間での短絡を防止するために、一般的に絶縁
層が設けられている。この絶縁層は熱硬化樹脂や紫外線硬化樹脂などの有機材料で作製さ
れているため、ドライエッチングの際に絶縁層までも浸食されてしまい、絶縁性を失って
陽極や配線と陰極間での短絡を引き起こすという問題があった。
【００１１】
　本発明は、上記問題点を鑑みてなされたもので、その目的は、フォトリソグラフィー法
による利点を有しつつ、エッチングによる絶縁層の欠損を防止し、素子の短絡の欠陥が防
止された長寿命で安定な発光が得られる素子、及びその製造方法を提供することを主目的
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、基板上に少なくとも第１電極と複数種類のエレクトロルミネッセント層と第
２電極を有するエレクトロルミネッセント素子の製造方法において、
　　メチルトリクロルシラン、メチルトリブロムシラン、メチルトリメトキシシラン、メ
チルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシラン、メチルトリｔ－ブトキシシ
ラン；エチルトリクロルシラン、エチルトリブロムシラン、エチルトリメトキシシラン、
エチルトリエトキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラン、エチルトリｔ－ブトキシ
シラン；ｎ－プロピルトリクロルシラン、ｎ－ブロピルトリブロムシラン、ｎ－ブロピル
トリメトキシシラン、ｎ－プロピルトリエトキシシラン、ｎ－プロピルトリイソプロポキ
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シシラン、ｎ－プロピルトリｔ－ブトキシシラン；ｎ－ヘキシルトリクロルシラン、ｎ－
ヘキシルトリブロムシラン、ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン、ｎ－ヘキシルトリエトキ
シシラン、ｎ－ヘキシルトリイソプロポキシシラン、ｎ－ヘキシルトリｔ－ブトキシシラ
ン；ｎ－デシルトリクロルシラン、ｎ－デシルトリブロムシラン、ｎ－デシルトリメトキ
シシラン、ｎ－デシルトリエトキシシラン、ｎ－デシルトリイソプロポキシシラン、ｎ－
デシルトリｔ－ブトキシシラン；ｎ－オクタデシルトリクロルシラン、ｎ－オクタデシル
トリブロムシラン、ｎ－オルタデシルトリメトキシシラン、ｎ－オクタデシルトリエトキ
シシラン、ｎ－オクタデシルトリイソプロポキシシラン、ｎ－オクタデシルトリｔ－ブト
キシシラン；フェニルトリクロルシラン、フェニルトリブロムシラン、フェニルトリメト
キシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリイソプロポキシシラン、フェニ
ルトリｔ－ブトキシシラン；テトラクロルシラン、テトラブロムシラン、テトラメトキシ
シラン、テトラブトキシシラン、トリクロルヒドロシラン、トリブロムヒドロシラン、ト
リメトキシヒドロシラン、トリエトキシヒドロシラン、トリイソプロポキシヒドロシラン
、トリｔ－ブトキシヒトロシラン；トリフルオロプロピルトリクロルシラン、トリフルオ
ロプロピルトリブロムシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、トリフルオロ
プロピルトリエトキシシラン、トリフルオロプロピルトリイソプロポキシシラン、トリフ
ルオロプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
、γ－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリイソプ
ロポキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－アミノプロピ
ルトリメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－アミノプロピルト
リイソプロポキシシラン、γ－アミノプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－メルカプト
プロピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、γ－メルカ
プトプロピルトリイソプロポキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリｔ－ブトキシシラ
ン；β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、β－（３，４
－エポキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシシラン、ＣＦ3（ＣＦ2）3ＣＨ2ＣＨ2Ｓ
ｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）5ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、 ＣＦ3（ＣＦ2）7

ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）9ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、（Ｃ
Ｆ3）2ＣＦ（ＣＦ2）4ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）6ＣＨ2

ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）8ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、
ＣＦ3（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）3（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（Ｏ
ＣＨ3）3　、 ＣＦ3（ＣＦ2）5（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）7

（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3、ＣＦ3（ＣＦ2）3ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3

、ＣＦ3（ＣＦ2）5ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3、ＣＦ3（ＣＦ2）7ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ
（ＯＣＨ2ＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）9ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3　、及び、Ｃ
Ｆ3（ＣＦ2）7ＳＯ2Ｎ（Ｃ2Ｈ5）Ｃ2Ｈ4ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3より選択される珪素化合
物の１種または２種以上を溶剤に溶解し、塗工し、加熱し、加水分解重縮合反応を行うこ
とにより、前記珪素化合物の１種または２種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮
合物であるオルガノポリシロキサンを絶縁層中に９０重量以上含む絶縁層を形成する工程
と、
　少なくとも第一電極が形成された基板上にエレクトロルミネッセント層を塗布法で形成
し、所定のガスを用いたドライエッチングプロセスを含むフォトリソグラフィー法を用い
てパターニングすることにより、パターニングされたエレクトロルミネッセント層を形成
する工程と、
　前記パターニングされたエレクトロルミネッセント層を形成する工程を複数回有するこ
とを特徴とする、エレクトロルミネッセント素子の製造方法を提供する。
【００１３】
　本発明に係るエレクトロルミネッセント素子の製造方法は、上記のような珪素化合物の
１種または２種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロ
キサンを含む絶縁層を形成する工程を有することにより、フォトリソグラフィー法により
パターニングされる際にドライエッチングを用いても、絶縁層までも浸食されることが防
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止され、電極間や電極と配線の間での短絡を引き起こすことなく、フォトリソグラフィー
法による利点を有することができる。すなわち、本発明においては、比較的容易にかつ安
価に高精細なパターンが形成された素子であって、素子の短絡の欠陥が防止された長寿命
で安定な発光が得られる素子を得ることができる。
【００１８】
　前記フォトリソグラフィー法を用いたパターニング工程において、パターニングされる
エレクトロルミネッセント層上にフォトレジストを塗布し、露光し、現像することにより
フォトレジストをパターニングした後、所定のガスを用いたドライエッチングプロセスに
よりフォトレジストが除去された部分のエレクトロルミネッセント層を除去することが、
高精細なパターンが得られる点から好ましい。
【００１９】
　また、本発明に係る製造方法におけるドライエッチングプロセスは、反応性イオンエッ
チングプロセスであることが、効果的なエッチング方法である点から好ましい。
　更に、本発明に係る製造方法におけるドライエッチングプロセスは、酸素単体または酸
素を含むガスを用いることが好ましい。酸素は、毒性もなく安全で、安定的に入手できる
材料であり、また酸化反応により、ガラスやＩＴＯ等の基板に影響を与えることなく効果
的にエレクトロルミネッセント層をエッチング可能だからである。
【００２０】
　本発明に係る製造方法において、絶縁層は、短絡防止の点から、第１電極と第２電極の
間に設けられることが好ましい。
【００２１】
　また、本発明に係る製造方法において、絶縁層は、短絡防止の点から、基板上の配線と
第１電極の間及び／又は基板上の配線と第２電極の間に設けられることが好ましい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係るエレクトロルミネッセント素子及びその製造方法によれば、フォトリソグ
ラフィー法によりパターニングされる際にドライエッチングを用いても、絶縁層までも浸
食されることが防止され、電極間や電極と配線の間での短絡を引き起こすことなく、フォ
トリソグラフィー法による利点を有することができる。すなわち、本発明においては、比
較的容易にかつ安価に高精細なパターンが形成された素子であって、素子の短絡の欠陥が
防止された長寿命で安定な発光が得られる素子を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係るＥＬ素子の一例を示す断面図である。
【図２】フォトリソグラフィー法を用いたパターニングの一例を示す断面図である。
【図３】（ａ）はフォトリソグラフィー法を用いたＥＬ素子の一例、（ｂ）（ｃ）は従来
のＥＬ素子の一例を示す断面図である。
【図４】フォトリソグラフィー法を用いたパターニングの一例を示す断面図である。
【図５】従来のＥＬ素子の一例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
１．エレクトロルミネッセント素子
　本発明に係るエレクトロルミネッセント素子は、基板上に少なくとも第１電極とエレク
トロルミネッセント層と第２電極を有し、該エレクトロルミネッセント層の少なくとも1
層を、所定のガスを用いたドライエッチングプロセスを含むフォトリソグラフィー法によ
りパターニングしてなるエレクトロルミネッセント素子であって、前記所定のガスを用い
たドライエッチングプロセスにおいて有機化合物との選択比が２．５以上である無機材料
を含む絶縁層を有することを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明に係るエレクトロルミネッセント素子は、基板上に少なくとも第１電極と
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エレクトロルミネッセント層と第２電極を有し、該エレクトロルミネッセント層の少なく
とも1層をフォトリソグラフィー法によりパターニングしてなるエレクトロルミネッセン
ト素子であって、ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）(ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基
、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Ｘはアルコキシル基または
ハロゲンを示す。ｎは０～３までの整数である。) で示される珪素化合物の１種または２
種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンを含む
絶縁層を有することを特徴とする。
【００２６】
　従来、図５に示されるように、絶縁層２０は熱硬化樹脂や紫外線硬化樹脂などの有機材
料で作製されていたため、ＥＬ層４をフォトリソグラフィー法によりパターニングすると
、ドライエッチングの際に絶縁層までも浸食されて、配線２１が露出したり、第１電極２
と絶縁層２０の間に隙間ができてしまっていた（図５（ｂ））。このように絶縁層２０が
浸食された状態で第２電極を積層すると、第１電極の側面に第２電極が接触して伝導路が
できて短絡２２を引き起こしたり、露出した配線２１に第２電極が接触して伝導路ができ
て短絡２２を引き起こすという問題があった（図５（ｃ））。
【００２７】
　本発明に係るＥＬ素子は、図１に示されるように、所定のガスを用いたドライエッチン
グプロセスにおいて有機化合物との選択比が２．５以上である無機材料、又は、上記のよ
うな珪素化合物の１種または２種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物である
オルガノポリシロキサンを含む絶縁層を有することにより（図１（ａ））、フォトリソグ
ラフィー法によりパターニングされる際にドライエッチングを用いても、絶縁層までも浸
食されることが防止される（図１（ｂ））。従って、本発明に係るＥＬ素子は、第２電極
を積層しても第２電極が第１電極２や配線（図示せず）に接触しないため（図１（ｃ））
、第１電極と第２電極の間や電極と配線の間での短絡を引き起こすことなく、フォトリソ
グラフィー法による利点を有することができる。すなわち、本発明においては、比較的容
易にかつ安価に高精細なパターンが形成された素子であって、素子の短絡の欠陥が防止さ
れた長寿命で安定な発光が得られる素子を得ることができる。
【００２８】
　図１（ｃ）は本発明に係るＥＬ素子の一例を示す概略断面図である。図１（ｃ）におい
て、ＥＬ素子は、基板１と上記基板１上に形成された第１電極２と、上記第１電極２上の
エッジ部分及び素子の非発光部分を覆うように形成された絶縁層３と、上記第１電極上に
形成され、少なくとも発光層を有するＥＬ層４と、上記ＥＬ層４上に形成された第２電極
５とを有しており、上記ＥＬ層４の少なくとも１層をフォトリソグラフィー法によりパタ
ーニングしてなる。
【００２９】
　以下、本発明のＥＬ素子の構成要素について説明する。なお、フォトリソグラフィー法
によるパターニングは、後述の本発明に係るＥＬ素子の製造方法において、詳細に説明す
る。
【００３０】
　(基板)
　基板は、ＥＬ素子の支持体になるものであり、例えばフレキシブルな材質であっても、
硬質な材質であってもよい。本発明で使用するＥＬ素子の基板としては、従来のＥＬ素子
に使用されているガラスやプラスチックシートなどの基板であれば用いることができ、特
に限定されない。これらの基板の厚みは通常約０．１～２．０ｍｍである。　
【００３１】
　(第１及び第２電極)
　本発明においては、基板上に第1電極を形成し、また、前記ＥＬ層の上には第２電極を
形成する。これらの電極は、陽極と陰極とからなる。ＥＬ層４で発光した光の取り出し方
向により、どちらの電極に透明性が要求されるか否かが異なり、基板１側から光を取り出
す場合には第１電極を透明または半透明な材料で形成する必要があり、また第２電極側か
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ら光を取り出す場合には第２電極を透明または半透明な材料で形成する必要がある。
【００３２】
　電極は、導電性材料から形成され、抵抗ができるだけ小さいものが好ましく、一般的に
は金属材料が用いられるが、有機化合物または無機化合物であってもよい。また、複数の
材料を混合して形成してもよい。
【００３３】
　陽極は、正孔が注入しやすいように仕事関数の大きい導電性材料から形成することが好
ましい。好ましい陽極材料としては、例えば、酸化インジウムや金などが挙げられる。
【００３４】
　陰極は、電子が注入しやすいように仕事関数の小さい導電性材料から形成することが好
ましい。好ましい陰極材料としては、例えば、マグネシウム合金(Mg－Agなど)、アルミニ
ウム合金(Al－Li、Al－Ca、Al－Mgなど)、金属カルシウムおよび仕事関数の小さな金属が
挙げられる。これらの電極層の厚みは、それぞれ通常約２０～１０００Åである。
【００３５】
（絶縁層）
　ＥＬ素子において絶縁層を必要とする場合、絶縁層は、通常、短絡防止の点から、第１
電極と第２電極の間に設けられる。また、絶縁層は、基板上に配線を有する場合、短絡防
止の点から、基板上の配線と第１電極の間及び／又は基板上の配線と第２電極の間にも設
けられる。なお、第１電極と第２電極の「間」や、基板上の配線と電極の「間」には、空
間的に間に介在する場合だけでなく、伝導路の間に介在する場合も含まれる。
【００３６】
　絶縁層は、発光に不要な部分での短絡を防ぐために、例えば、基板上にパターン状に形
成された第1電極のエッジ部分および素子の非発光部分を覆い、発光部分が開口となるよ
うに予め設けることにより、第１電極と第２電極の間、及び、基板上の配線と第１電極の
間及び／又は基板上の配線と第２電極の間に形成される。このようにすることで、素子の
短絡などによる欠陥が低減し、長寿命で安定発光する素子が得られる。
【００３７】
　フォトリソグラフィー法においてドライエッチングでＥＬ層をパターニングする場合、
絶縁層はドライエッチング耐性があることが望ましい。パターニングされるＥＬ層の主要
成分が有機材料である場合には、ドライエッチングの中でも好適に用いられる反応性イオ
ンエッチングは、例えば、酸素単体または酸素を含むガスなどの反応性ガスを用いてプラ
ズマを発生させ、有機材料がこれら反応ガスと化学反応してガスとなって除去されること
により行われる。そのため、ドライエッチングに用いられる所定のガスと反応しない絶縁
層が好適なものとして求められる。
【００３８】
　本発明において、絶縁層は、所定のガスを用いたドライエッチングプロセスにおいて有
機化合物との選択比が２．５以上である無機材料を含む絶縁層（絶縁層の第一の態様）で
あるか、又は、ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）(ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、
ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Ｘはアルコキシル基またはハ
ロゲンを示す。ｎは０～３までの整数である。) で示される珪素化合物の１種または２種
以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンを含む絶
縁層（絶縁層の第二の態様）である。このため、フォトリソグラフィー法によりパターニ
ングされる際にドライエッチングを用いても、絶縁層までも浸食されることが防止される
。
【００３９】
　また、一般的に基板の洗浄工程において、アルゴンまたは酸素を用いたプラズマ処理が
ドライ洗浄工程として使用されている。洗浄の場合、パターニングするドライエッチング
の時ほど基板へのダメージは大きくはないが、膜表面が荒れてしまうことがある。本発明
におけるような無機絶縁層を用いる場合には、一般的なドライ洗浄工程における膜表面の
荒れを防止する効果もある。
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【００４０】
　ｉ）絶縁層の第一の態様
　絶縁層の第一の態様に用いられる無機材料は、無機材料の中でも絶縁性を有し、且つ、
所定のガスを用いたドライエッチングプロセスにおいて有機化合物との選択比が２．５以
上であるものである。
【００４１】
　ここで、ドライエッチングプロセスにおける選択比は、エッチングしたい物質のエッチ
ング速度とエッチングしたくない物質のエッチング速度との比（エッチングしたい物質の
エッチング速度／エッチングしたくない物質のエッチング速度）をいい、本件の場合、有
機化合物のエッチング速度と絶縁層に用いられる無機材料のエッチング速度との比（有機
化合物のエッチング速度／絶縁層に用いられる無機材料のエッチング速度）をいう。なお
、ここでいう有機化合物は、ドライエッチングプロセスを含むフォトリソグラフィー法に
よりパターニングしてなるエレクトロルミネッセント層の少なくとも1層の形成材料の主
要成分であり、標準物質としては、発光性材料、例えばポリビニルカルバゾール、ポリパ
ラフェニレンビニレン、ポリチオフェン、ポリフルオレンを用いることができる。
【００４２】
　ドライエッチングプロセスにおいて有機化合物との選択比が２．５以上である無機材料
は、大部分が有機化合物で形成されているＥＬ層をエッチングするためのエッチング条件
においては、ＥＬ層との選択性が高く、浸食されない。
【００４３】
　本発明における無機材料において、所定のガスを用いたドライエッチングプロセスにお
いて有機化合物との選択比が２．５以上であるが、更に３以上であることが好ましく、特
に４以上、中でも特に５以上であることが好ましい。
　なお、本発明における無機材料とは、無機化合物を主体とした材料をいい、有機無機複
合体も含む。
【００４４】
　また、絶縁性の点から、無機材料の中でも、比抵抗（Ωｃｍ）が、１０１０以上である
ものを選択する必要があり、更に１０１２以上であるものを選択することが好ましい。こ
こで、比抵抗（Ωｃｍ）は、（電気抵抗率×断面積／長さ）により求めることができる。
【００４５】
　また、上記ドライエッチングプロセスは、酸素単体または酸素を含むガスを用いること
が好ましい。酸素は、毒性もなく安全で安定的に入手できる材料であり、反応性も高くエ
ッチングガスとして有用なため、本発明におけるフォトリソグラフィー法に用いられ得る
ドライエッチングプロセスにおいて好適に用いられるガスだからである。
【００４６】
　無機材料の中でも絶縁性を有し、且つ、ドライエッチングプロセスにおいて有機化合物
との選択比が２．５以上であるものとしては、例えば、珪素の酸化物（例えば、ＳｉＯｘ
（ｘは１以上２以下））、珪素の窒化物（例えば、ＳｉＮｘ（ｘは１／２以上４／３以下
））、ＳｉＯＮ、ＳｉＡｌＯＮ、ＳｉＯＦ、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタ
ン、酸化スズ、酸化バナジウム、チタン酸バリウムストロンチウム、ジルコニウム酸チタ
ン酸バリウム、ジルコニウム酸チタン酸鉛、チタン酸鉛ランタン、チタン酸ストロンチウ
ム、チタン酸バリウム、フッ化バリウムマグネシウム、チタン酸ビスマス、チタン酸スト
ロンチウムビスマス、タンタル酸ストロンチウムビスマス、タンタル酸ニオブ酸ビスマス
、トリオキサイドイットリウムなどが挙げられる。
【００４７】
　中でも、上記無機材料は、珪素の酸化物及び／または窒化物からなることが好ましい。
珪素の酸化物及び／または窒化物は、毒性もなく安定的に入手できる絶縁材料であるから
である。またスパッタリング、蒸着法などで容易に成膜できるからである。珪素の酸化物
及び／または窒化物の中でも、ＳｉＯｘ（ｘは１以上２以下）、ＳｉＮｘ（ｘは１／２以
上４／３以下）は好適に用いることができ、中でも特に、ＳｉＯｘ（ｘは２）、ＳｉＮｘ
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（ｘは４／３）は、本発明において特に好適に用いることができる。
【００４８】
　絶縁層の第一の態様には、本発明の効果を損なわない範囲で、ドライエッチングプロセ
スにおいて有機化合物との選択比が２．５以上である無機材料以外の他の成分を含んでも
よいが、その場合においても、ドライエッチングプロセスにおいて有機化合物との選択比
が２．５以上である無機材料は、ドライエッチング耐性の点から、絶縁層中に５０重量％
以上、更に７０重量％以上、特に９０重量％以上含まれることが好ましい。絶縁層は、ド
ライエッチング耐性及び絶縁性の点から、ドライエッチングプロセスにおいて有機化合物
との選択比が２．５以上である無機材料からなるものであることが、特に好ましい。
【００４９】
　ｉｉ）絶縁層の第二の態様
　絶縁層の第二の態様に用いられる、ＹｎＳｉＸ(４-ｎ)(ここで、Ｙはアルキル基、フル
オロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Ｘはアルコ
キシル基またはハロゲンを示す。ｎは０～３までの整数である。) で示される珪素化合物
の１種または２種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシ
ロキサンは、ゾルゲル反応等によりハロゲン及び／またはアルコキシル基を加水分解、重
縮合して、分子同士が重合し、ドライエッチング耐性がある強固で均一な層を形成する点
から、及び、簡便に湿式法で塗工等が可能な点から好ましい。
【００５０】
　上記ＹｎＳｉＸ(４-ｎ) で示される珪素化合物は、具体的には、メチルトリクロルシラ
ン、メチルトリブロムシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、
メチルトリイソプロポキシシラン、メチルトリｔ－ブトキシシラン；エチルトリクロルシ
ラン、エチルトリブロムシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン
、エチルトリイソプロポキシシラン、エチルトリｔ－ブトキシシラン；ｎ－プロピルトリ
クロルシラン、ｎ－ブロピルトリブロムシラン、ｎ－ブロピルトリメトキシシラン、ｎ－
プロピルトリエトキシシラン、ｎ－プロピルトリイソプロポキシシラン、ｎ－プロピルト
リｔ－ブトキシシラン；ｎ－ヘキシルトリクロルシラン、ｎ－ヘキシルトリブロムシラン
、ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン、ｎ－ヘキシルトリエトキシシラン、ｎ－ヘキシルト
リイソプロポキシシラン、ｎ－ヘキシルトリｔ－ブトキシシラン；ｎ－デシルトリクロル
シラン、ｎ－デシルトリブロムシラン、ｎ－デシルトリメトキシシラン、ｎ－デシルトリ
エトキシシラン、ｎ－デシルトリイソプロポキシシラン、ｎ－デシルトリｔ－ブトキシシ
ラン；ｎ－オクタデシルトリクロルシラン、ｎ－オクタデシルトリブロムシラン、ｎ－オ
ルタデシルトリメトキシシラン、ｎ－オクタデシルトリエトキシシラン、ｎ－オクタデシ
ルトリイソプロポキシシラン、ｎ－オクタデシルトリｔ－ブトキシシラン；フェニルトリ
クロルシラン、フェニルトリブロムシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリ
エトキシシラン、フェニルトリイソプロポキシシラン、フェニルトリｔ－ブトキシシラン
；テトラクロルシラン、テトラブロムシラン、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシ
ラン、テトラブトキシシラン、ジメトキシジエトキシシラン；ジメチルジクロルシラン、
ジメチルジブロムシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン；ジフ
ェニルジクロルシラン、ジフェニルジブロムシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフ
ェニルジエトキシシラン；フェニルメチルジクロルシラン、フェニルメチルジブロムシラ
ン、フェニルメチルジメトキシシラン、フェニルメチルジエトキシシラン；トリクロルヒ
ドロシラン、トリブロムヒドロシラン、トリメトキシヒドロシラン、トリエトキシヒドロ
シラン、トリイソプロポキシヒドロシラン、トリｔ－ブトキシヒトロシラン；ビニルトリ
クロルシラン、ビニルトリブロムシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキ
シシラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリｔ－ブトキシシラン；トリフル
オロプロピルトリクロルシラン、トリフルオロプロピルトリブロムシラン、トリフルオロ
プロピルトリメトキシシラン、トリフルオロプロピルトリエトキシシラン、トリフルオロ
プロピルトリイソプロポキシシラン、トリフルオロプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ
－グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルメチルジエ
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トキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピ
ルトリエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリイソプロポキシシラン、γ－グリ
シドキシプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－メタアクリロキシプロピルメチルジメト
キシシラン、γ－メタアクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ－メタアクリロ
キシプロピルトリメトキシシラン、γ－メタアクロヤキシプロピルトリエトキシシラン、
γ－メタアクリロキシプロピルトリイソプロポキシシラン、γ－メタアクリロキシプロピ
ルトリｔ－ブトキシシラン；γ－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ－アミノプ
ロピルメチルジエトキシシラン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、γ－アミノプ
ロピルトリエトキシシラン、γ－アミノプロピルトリイソプロポキシシラン、γ－アミノ
プロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、γ
－メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシ
ラン、γ－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリイソプ
ロポキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリｔ－ブトキシシラン；β－（３，４－エポ
キシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘキシ
ル）エチルトリエトキシシラン；下記に一例を示す一般的にフッ素系シランカップリング
剤として知られたフルオロアルキルシラン；および、それらの加水分解縮合物もしくは共
加水分解縮合物；および、それらの混合物を挙げることができる。
【００５１】
　ＣＦ3（ＣＦ2）3ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）5ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（Ｏ
ＣＨ3）3　、 ＣＦ3（ＣＦ2）7ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）9ＣＨ2Ｃ
Ｈ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）4ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、（
ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）6ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）8ＣＨ

2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2

）3（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、 ＣＦ3（ＣＦ2）5（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（Ｏ
ＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）7（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4Ｓｉ（ＯＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）3Ｃ
Ｈ2ＣＨ2ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2　、ＣＦ3（ＣＦ2）5ＣＨ2ＣＨ2ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2

　、ＣＦ3（ＣＦ2）7ＣＨ2ＣＨ2ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2　、ＣＦ3（ＣＦ2）9ＣＨ2ＣＨ2

ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2　、（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）4ＣＨ2ＣＨ2ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2

　、（ＣＦ3）2ＣＦ（ＣＦ2）6ＣＨ2ＣＨ2ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2、（ＣＦ3）2ＣＦ（Ｃ
Ｆ2）8ＣＨ2ＣＨ2ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2　、ＣＦ3（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3

）2　、ＣＦ3（ＣＦ2）3（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2、 ＣＦ3（ＣＦ2）5（
Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4ＳｉＣＨ3（ＯＣＨ3）2、ＣＦ3（ＣＦ2）7（Ｃ6Ｈ4）Ｃ2Ｈ4ＳｉＣＨ3（
ＯＣＨ3）2　、ＣＦ3（ＣＦ2）3ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3、ＣＦ3（ＣＦ2）5Ｃ
Ｈ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3、ＣＦ3（ＣＦ2）7ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3　
、ＣＦ3（ＣＦ2）9ＣＨ2ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ2ＣＨ3）3　、ＣＦ3（ＣＦ2）7ＳＯ2Ｎ（Ｃ2

Ｈ5）Ｃ2Ｈ4ＣＨ2Ｓｉ（ＯＣＨ3）3

【００５２】
　上記のオルガノポリシロキサンの中でも、ドライエッチング耐性を向上させるために架
橋により強固な膜を形成させる点から、アルコキシル基またはハロゲンのような、架橋点
になり得る官能基を多く含むことが好ましい。従って、ＹｎＳｉＸ(４-ｎ)(ここで、Ｙは
アルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を
示し、Ｘはアルコキシル基またはハロゲンを示す。ｎは０～３までの整数である。) で示
される珪素化合物のうち、ｎは小さい方が好ましく、特に、ｎ＝０であることが好ましい
。
【００５３】
　また、絶縁層の第二の態様には、本発明の効果を損なわない範囲で、上記オルガノポリ
シロキサン以外の他の成分を含んでもよいが、その場合においても、上記オルガノポリシ
ロキサンは、ドライエッチング耐性の点から、絶縁層中に５０重量％以上、更に７０重量
％以上、特に９０重量％以上含まれることが好ましい。絶縁層は、ドライエッチング耐性
及び絶縁性の点から、上記オルガノポリシロキサンからなるものであることが、特に好ま
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しい。
【００５４】
　また、第二の態様においても、本発明において絶縁層の比抵抗（Ωｃｍ）は、１０１０

以上であるものを選択する必要があり、更に１０１２以上であるものを選択することが好
ましい。
【００５５】
　また、本発明において絶縁層の厚さは、絶縁性の点から ０．１μｍ～５μｍであるこ
とが好ましく、更に０．５μｍ～１．５μｍであることが好ましい。厚すぎると第２電極
が断線したり、絶縁層のパターニング不良が生じる場合があり、薄すぎると短絡する場合
があるからである。
【００５６】
（ＥＬ層）
　ＥＬ層４は、少なくとも１層をフォトリソグラフィー法によりパターニングしてなる。
ＥＬ層には、少なくとも発光層が含まれている必要があり、その他、バッファー層、正孔
輸送層、正孔注入層、電子輸送層、電子注入層等が組み合わされていてもよい。
【００５７】
　また、上記パターニングされるＥＬ層は、上述したＥＬ層を構成するいずれの層であっ
てもよいが、本発明においては、発光層もしくはバッファー層であることが好ましく、中
でも発光層をＥＬ層としてパターニングしたものであることが、エリアカラーまたはフル
カラー表示素子を作製する点で好ましい。さらに、ＥＬ素子のキャリア注入バランスの点
から、この発光層とバッファー層とをＥＬ層としてパターニングしたものであることが、
更に好ましい。
【００５８】
　また、フルカラーのＥＬ素子の場合には、ＥＬ層は、上記発光層が三種類の発光層であ
り、３回フォトリソグラフィー法によりパターニングされたＥＬ層であっても良い。
【００５９】
　［発光層］
　第1電極上に形成する発光層は、本発明においては有機発光層であることが好ましく、
通常、主として蛍光またはりん光を発光する有機物(低分子化合物および高分子化合物)と
、これを補助するドーパントとから形成される。発光層を形成する材料は、発光層がフォ
トリソグラフィー法によりパターニングされて形成される場合は、フォトリソグラフィー
法に用いられる、下記フォトレジスト溶媒、下記フォトレジスト現像液、および下記フォ
トレジスト剥離液に不溶である材料であることが好ましい。
【００６０】
　本発明において用いることができる発光層を形成する材料としては、例えば以下のもの
が挙げられる。
　＜色素系材料＞
　色素系材料としては、例えば、シクロペンダミン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘
導体化合物、トリフェニルアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピラゾロキノリン誘
導体、ジスチリルベンゼン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、ピロール誘導体、チオ
フェン環化合物、ピリジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェ
ン誘導体、トリフマニルアミン誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマー
などが挙げられる。
【００６１】
　＜金属錯体系材料＞
　金属錯体系材料としては、例えば、アルミキノリノール錯体、ベンゾキノリノールベリ
リウム錯体、ベンゾオキサゾリル亜鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛
錯体、ポルフィリン亜鉛錯体、ユーロピウム錯体など、中心金属に、Al、Zn、Beなどまた
はTb、Eu、Dyなどの希土類金属を有し、配位子にオキサジアゾール、チアジアゾール、フ
ェニルピリジン、フェニルベンゾイミダゾール、キノリン構造などを有する金属錯体など
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を挙げることができる。
【００６２】
　＜高分子系材料＞
　高分子系材料としては、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、
ポリパラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体、ポリフルオレン
誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、上記色素体や金属錯体系発光材料を高分子化し
たものなどが挙げられる。
【００６３】
　上記発光性材料のうち、青色に発光する材料としては、ジスチリルアリーレン誘導体、
オキサジアゾール誘導体、およびそれらの重合体、ポリビニルカルバゾール誘導体、ポリ
パラフェニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体などを挙げることができる。なかでも高分
子材料のポリビニルカルバゾール誘導体、ポリパラフェニレン誘導体やポリフルオレン誘
導体などが好ましい。
【００６４】
　また、緑色に発光する材料としては、キナクリドン誘導体、クマリン誘導体、およびそ
れらの重合体、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体などを挙げる
ことができる。なかでも高分子材料のポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレ
ン誘導体などが好ましい。
【００６５】
　また、赤色に発光する材料としては、クマリン誘導体、チオフェン環化合物、およびそ
れらの重合体、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリフルオ
レン誘導体などを挙げることが出来る。なかでも高分子材料のポリパラフェニレンビニレ
ン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリフルオレン誘導体などが好ましい。
【００６６】
　＜ドーパント材料＞
　発光層中に発光効率の向上や発光波長を変化させるなどの目的で、ドーパントを添加す
ることができる。このようなドーパントとしては、例えば、ペリレン誘導体、クマリン誘
導体、ルブレン誘導体、キナクリドン誘導体、スクアリウム誘導体、ポルフィリン誘導体
、スチリル系色素、テトラセン誘導体、ピラゾロン誘導体、デカシクレン、フェノキサゾ
ンなどを挙げることができる。
　なお、このような発光層の厚さは、通常約２０～２０００Åである。
【００６７】
　[バッファー層]
　本発明におけるバッファー層とは、発光層に電荷の注入が容易に行われるように、陽極
と発光層との間に、または陰極と発光層との間に設けられ、有機物、特に有機導電体など
を含む層である。例えば、発光層への正孔注入効率を高めて、電極などの凹凸を平坦化す
る機能を有する導電性高分子から形成することができる。
【００６８】
　上記バッファー層は、その導電性が高い場合、素子のダイオード特性を保ち、クロスト
ークを防ぐために、パターニングされていることが望ましい。なお、バッファー層の抵抗
が高い場合などはパターニングされていなくてもよい場合があり、また、バッファー層が
省ける素子の場合、バッファー層は設けなくてもよい。
【００６９】
　本発明において、バッファー層および発光層の両者がフォトリソグラフィー法によりパ
ターニングされて形成される場合は、バッファー層を形成する材料が、下記フォトレジス
ト溶媒および発光層形成に用いる溶媒に不溶であるものを選択することが好ましく、さら
に、バッファー層を形成する材料が、下記フォトレジスト剥離液に不溶である材料を選択
することがより好ましい。
【００７０】
　一方、発光層が真空蒸着等により形成され、ＥＬ層としてフォトリソグラフィー法によ



(14) JP 5056834 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

りパターニングされる層がバッファー層のみである場合は、バッファー層を形成する材料
が、下記フォトレジスト溶媒および下記フォトレジスト剥離液に不溶である材料を選択す
ることが好ましい。
【００７１】
　バッファー層を形成する材料としては、具体的には、ポリアルキルチオフェン誘導体、
ポリアニリン誘導体、トリフェニルアミンなどの正孔輸送性物質の重合体、無機化合物の
ゾルゲル膜、トリフルオロメタンなどの有機物の重合膜、ルイス酸を含む有機化合物膜な
どが挙げられるが、上述したような溶解性に関する条件を満たしていれば特に限定されず
、製膜後に反応、重合あるいは焼成等により上記の条件を満たしても良い。また、発光層
を真空製膜等によって製膜する場合は一般に使用されているバッファー材料、正孔注入材
料、正孔輸送材料を使用することができる。
　なお、このようなバッファー層の厚みは、通常約１００～２０００Åである。
【００７２】
　［電荷輸送・注入層］
　本発明のＥＬ素子には、正孔輸送層、正孔注入層、電子輸送層、電子注入層が形成され
ていてもよい。これらは、例えば、特開平１１－４０１１号公報に記載のもののように、
従来のＥＬ素子に一般に用いられているものであれば特に限定されない。
【００７３】
２．エレクトロルミネッセント素子の製造方法
　本発明に係るエレクトロルミネッセント素子の製造方法は、ドライエッチングプロセス
において有機化合物との選択比が２．５以上である無機材料を含む材料を用いて絶縁層を
形成する工程と、エレクトロルミネッセント素子を構成する少なくとも１層のエレクトロ
ルミネッセント層を、フォトリソグラフィー法を用いてパターニングする工程を有する。
【００７４】
　また、本発明に係るエレクトロルミネッセント素子の製造方法は、ＹｎＳｉＸ（４－ｎ

）(ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基ま
たはエポキシ基を示し、Ｘはアルコキシル基またはハロゲンを示す。ｎは０～３までの整
数である。) で示される珪素化合物の１種または２種以上の加水分解縮合物もしくは共加
水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンを含む材料を用いて絶縁層を形成する工程と
、エレクトロルミネッセント素子を構成する少なくとも１層のエレクトロルミネッセント
層を、フォトリソグラフィー法を用いてパターニングする工程を有する。
【００７５】
　本発明に係るエレクトロルミネッセント素子の製造方法は、ドライエッチングプロセス
において有機化合物との選択比が２．５以上である無機材料、又は、上記のような珪素化
合物の１種または２種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポ
リシロキサンを含む絶縁層を形成する工程を有するため、フォトリソグラフィー法を用い
てパターニングする工程においてドライエッチングを用いても、絶縁層までも浸食される
ことが防止され、電極間や電極と配線の間での短絡を引き起こすことなく、フォトリソグ
ラフィー法による利点を有することができる。
【００７６】
　（絶縁層を形成する工程）
ｉ）絶縁層の第一の態様
　上述した、ドライエッチングプロセスにおいて有機化合物との選択比が２．５以上であ
る無機材料を含む絶縁層の形成方法としては、特に限定されないが、上述の材料を用いて
、スパッタリング法、蒸着法など、被覆材料を気相状態で被覆面に堆積させる公知の乾式
成膜法を好適に用いることができる。
【００７７】
ｉｉ）絶縁層の第二の態様
　上述した、オルガノポリシロキサンを含む絶縁層の形成方法としては、特に限定されな
いが、溶剤に溶解可能な場合が多いことから、スピンコート、スプレーコート、ディップ
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コート、ロールコート、ビードコート等の公知の湿式成膜法を好適に用いることができる
。この場合、ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）(ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、ビ
ニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Ｘはアルコキシル基またはハロ
ゲンを示す。ｎは０～３までの整数である。) で示される珪素化合物の１種または２種以
上を、適宜溶剤に溶解させ、上記のような湿式成膜法を用いて塗工等を行い、これをクリ
ーンオーブン等の加熱手段を用いて加熱し、加水分解重縮合反応と乾燥を行うことにより
成膜する。
【００７８】
　使用することができる溶剤は、上記ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）を溶解するものであり、例え
ばエタノール、イソプロパノール等のアルコール類、アセトン、アセトニトリル、エチレ
ングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジメチルホル
ムアミド、ジメチルスルフォキシド、ジオキサン、エチレングリコール、ヘキサメチル燐
酸トリアミド、ピリジン、テトラヒドロフラン、Ｎ－メチルピロリジノン等およびこれら
の混合溶媒から選択することができる。
【００７９】
（少なくとも１層のＥＬ層を、フォトリソグラフィー法を用いてパターニングする工程）
　フォトリソグラフィー法とは、光照射により膜の光照射部の溶解性が変化することを利
用して光照射パターンに応じた任意のパターンを形成する方法である。
【００８０】
　フォトリソグラフィー法を用いたパターニングは、従来のシャドウマスクを介して行わ
れる蒸着法と比較すると真空装置等が不要であることから、容易にかつ安価に有機ＥＬ層
のパターニングを行うことが可能である。一方、インクジェット法によるパターニングと
比較すると、基体の前処理やパターン間に撥液性の凸部を設ける等を行わなくても、高精
細なパターニングを行うことが可能である。すなわち、少なくとも１層のＥＬ層を、フォ
トリソグラフィー法を用いてパターニングする工程を有すると、高精細なパターンを有す
る高品質なＥＬ素子を安価に得ることができる。
【００８１】
［フォトレジスト］
　本発明において用いることができるフォトレジストは、ポジ型であってもネガ型であっ
てもよく、特に限定されるものではないが、下地を溶解しない溶媒に可溶で塗布可能なも
のであって、且つ、発光層などのＥＬ層形成に用いる溶媒に不溶であるものが好ましい。
　具体的に用いることができるフォトレジストとしては、ノボラック樹脂系、ゴム＋ビス
アジド系等を挙げることができる。
【００８２】
［フォトレジスト溶媒］
　本発明において、上記フォトレジストをコーティングする際に用いられるフォトレジス
ト溶媒としては、フォトレジスト製膜の際に発光層等の上述したＥＬ層とフォトレジスト
材料が混合や溶解することを防ぎ、本来の発光特性を保つために発光層材料等のＥＬ層形
成用材料を溶解しないものを用いることが望ましい。この点を考慮すると、本発明に用い
ることができるフォトレジスト溶媒としては、発光層材料等のＥＬ層形成用材料に対する
溶解度が、２５℃、１気圧で０．００１（ｇ／ｇ溶媒）以下であるものを選択することが
好ましく、さらに好ましくは０．０００１（ｇ／ｇ溶媒）以下であるものを選択すること
が好ましい。なお、一般に下地との混合や溶解を防止するには、以下のいずれの場合も、
この溶解度の条件を用いることが好ましい。
【００８３】
　例えば、バッファー層形成材料が水系の溶媒に溶解し、発光層が芳香族系等の無極性有
機溶媒に溶解する場合に用いることができるフォトレジスト溶媒としては、アセトン、メ
チルエチルケトンをはじめとするケトン類、プロピレングリコールモノエチルエーテルア
セテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモ
ノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、をは
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じめとするセロソルブアセテート類、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピ
レングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン
グリコールモノエチルエーテルをはじめとするセロソルブ類、メタノール、エタノール、
１－ブタノール、２－ブタノール、シクロヘキサノールをはじめとするアルコール類、酢
酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒、シクロヘキサン、デカリン等が挙げられるが
、この他でも条件を満たす溶媒であれば使用可能であり、２種以上の混合溶媒であっても
良い。
【００８４】
　［フォトレジスト現像液］
　また、本発明に用いることができるフォトレジスト現像液としては、上記ＥＬ層形成用
材料を溶解するものでなければ特に限定されるものではない。具体的には、一般的に使用
されている有機アルカリ系現像液を使用できるが、そのほかに、無機アルカリ、またはレ
ジストの現像が可能な水溶液を使用することができる。レジストの現像を行った後は水で
洗浄するのが望ましい。
【００８５】
　本発明に用いることができる現像液としては、発光層材料等のＥＬ層形成用材料に対す
る溶解度が、上記溶解度の条件であるものを用いることができる。
【００８６】
　[フォトレジスト剥離液]
　さらに、本発明において用いることができるフォトレジスト剥離液としては、上記ＥＬ
層を溶解するものではなく、フォトレジスト層を溶解することが必要であり、上述したよ
うなフォトレジストの溶媒をそのまま使用することがでる。また、ポジ型レジストを用い
た場合はＵＶ露光を行った後でレジスト現像液として挙げた液を用いて剥離することも可
能である。
【００８７】
　さらに、強アルカリ水溶液、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチル
スルホキシド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン等の溶媒、およびそれらの混合物、市販のレ
ジスト剥離液を用いてもよい。レジスト剥離後は、２－プロパノール等でリンスし、さら
に水でリンスしてもよい。
【００８８】
　[パターニング方法]
　本発明に用いられるフォトリソグラフィー法によるパターニングは、具体的には、ポジ
型のフォトレジストを用いた場合、まずＥＬ層を全面形成後、その上に上記フォトレジス
ト材料を上記フォトレジスト溶媒に溶解したフォトレジスト溶液を全面塗布して乾燥させ
ることにより、まずフォトレジスト層を形成する。次いで、このフォトレジスト層に対し
てパターン露光を行い、露光部分のフォトレジストを上述したようなレジスト現像液で現
像する。この現像により、未露光部のフォトレジストのみ残す。そして、フォトレジスト
が被覆されていない部分のＥＬ層を除去することにより、ＥＬ層をパターニングする方法
である。
【００８９】
　なお、上記のような発光層やバッファー層等のＥＬ層を全面形成する方法としては、通
常のＥＬ層の形成と同様であって特に制限はないが、蒸着法の他、電着法、材料の溶融液
、溶液または混合液を使用するスピンコーティング法、キャスティング法、ディッピング
法、バーコート法、ブレードコート法、ロールコート法、グラビアコート法、フレキソ印
刷法、スプレーコート法等の塗布方法が挙げられる。
【００９０】
　なお、バッファー層を形成する場合、発光層塗布用溶媒は、発光層の製膜の際にバッフ
ァー層と発光層材料が混合や溶解することを防ぎ、バッファー層を溶解しないことが望ま
しい。このような観点から、発光層塗布用溶媒はバッファー層材料に対する溶解度が、上
記溶解度の条件であるものを用いることができる。
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【００９１】
　また、２種以上の発光層を並列に形成する場合、発光層塗布用溶媒は、２色目以降の発
光層製膜の際に、フォトレジスト層と発光層材料が混合や溶解することを防ぎ、さらに、
すでにパターニングされている発光層を保護するためにフォトレジストを溶解しないこと
が望ましい。
【００９２】
　このような観点から、発光層塗布溶媒はフォトレジストに対する溶解度が、上記溶解度
の条件であるものを用いることができる。例えば、バッファー層が水系やＤＭＦ、ＤＭＳ
Ｏ、アルコール等の極性溶媒に溶解し、フォトレジストが一般的なノボラック系ポジレジ
ストの場合、ベンゼン、トルエン、キシレンの各異性体およびそれらの混合物、メシチレ
ン、テトラリン、ｐ－シメン、クメン、エチルベンゼン、ジエチルベンゼン、ブチルベン
ゼン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンの各異性体およびそれらの混合物等をはじめと
する芳香族系溶媒、アニソール、フェネトール、ブチルフェニルエーテル、テトラヒドロ
フラン、２－ブタノン、１，４－ジオキサン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテ
ル、ジフェニルエーテル、ジベンジルエーテル、ジグライム等をはじめとするエーテル系
溶媒、ジクロロメタン、１，１－ジクロロエタン、１，２－ジクロロエタン、トリクロロ
エチレン、テトラクロロエチレン、クロロホルム、四塩化炭素、１－クロロナフタレン等
のクロル系溶媒、シクロヘキサノン等が挙げられるが、この他でも条件を満たす溶媒であ
れば使用可能であり、２種以上の混合溶媒であっても良い。
【００９３】
　また、バッファー層が塗布方法のように溶媒を用いて形成される場合のバッファー層塗
布用溶媒は、バッファー材料が分散または溶解していればよく、特に制限されるものでは
ないが、フルカラーのパターニング等において、複数回のバッファー層の製膜が必要であ
る場合、フォトレジスト材料を溶解しないバッファー層溶媒を用いる必要があり、さらに
好ましくは発光層を溶解しないバッファー層溶媒であることが好ましい。本発明に用いる
ことができるバッファー層溶媒としては、レジスト材料の溶解度が、上記溶解度の条件で
あるものを用いることができる。またバッファー層溶媒としてさらに好ましくは、発光材
料の溶解度が、上記溶解度の条件であるものを用いることができる。例えば、水、メタノ
ール、エタノールをはじめとするアルコール類、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセト
アミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン等の溶媒が挙げられるが、
この他でも条件を満たす溶媒であれば使用可能である。また、２種以上の溶媒を混合して
用いても良い。
【００９４】
　フォトリソグラフィー法において、フォトレジストが被覆されていない部分のＥＬ層を
除去する方法には、ＥＬ層を溶解する溶剤を用いる湿式法とドライエッチングプロセス（
乾式法）を用いることが可能であるが、異方性を特徴とするドライエッチングプロセスを
用いることが好ましい。
【００９５】
　従って、前記フォトリソグラフィー法を用いたパターニングは、パターニングされるＥ
Ｌ層上にフォトレジストを塗布し、露光し、現像することによりフォトレジストをパター
ニングした後、ドライエッチングプロセスによりフォトレジストが除去された部分のエレ
クトロルミネッセント層を除去することによるパターニングであることが好ましい。ドラ
イエッチングプロセスによりフォトレジストが除去された部分のエレクトロルミネッセン
ト層を除去すると、エッチングの端部をよりシャープとすることが可能となることから、
パターンの端部に存在する膜厚不均一領域の幅をより狭くすることが可能となり、その結
果、より高精細なパターニングが可能となるからである。
【００９６】
　本発明においては、ドライエッチングプロセスの中でも、反応性イオンエッチングプロ
セスが好ましい。反応性イオンエッチング法を用いることにより、有機材料が化学的に反
応を受け、分子量の小さい化合物になることにより、気化・蒸発して基板上から除去する
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ことができ、エッチング精度が高くかつ短時間での加工が可能となるからである。
【００９７】
　また、ドライエッチングプロセスには、酸素単体または酸素を含むガスを用いることが
好ましい。酸素単体または酸素を含むガスを用いることで、有機発光層の酸化反応による
分解除去が可能であり、基板上から不要な有機物を除去することができ、エッチング精度
が高くかつ短時間での加工が可能となるからである。また、この条件では、通常用いられ
るＩＴＯ等の酸化物透明導電膜をエッチングすることがないので、電極特性を損なうこと
なく、電極表面を浄化することができる点においても効果的である。
【００９８】
　さらに上記ドライエッチングプロセスには、大気圧プラズマを用いることが好ましい。
大気圧プラズマを用いることで、通常真空装置が必要であるドライエッチングを大気圧下
で行うことができ、処理時間の短縮やコストの低減が可能である。この場合、エッチング
はプラズマ化した大気中の酸素によって有機材料が酸化分解することを利用できるが、ガ
スの置換および循環によって反応雰囲気のガス組成を任意に調整してもよい。
【００９９】
　一方、湿式法によりＥＬ層の一部を除去する方法には、ＥＬ層を溶解又は剥離可能な溶
剤を用いてＥＬ層を除去する方法、更に溶剤を用いて超音波浴中でＥＬ層を除去する方法
等が挙げられる。
【０１００】
　このとき用いる溶剤は、フォトレジストを剥離することなく、発光層を溶解または剥離
することが必要であり、発光層の塗布溶媒の他、上記条件を満たす溶剤を選択することが
できる。
【０１０１】
　更に超音波浴を用いる場合には、フォトレジストを用いたＥＬ層のパターニングにおい
て、各パターンの細りやＥＬ層形成用材料の流出等の不具合が無い、精度の高いパターニ
ングが可能となり、短時間で精度の高いパターニングが可能となる点で好ましい。なお、
上記フォトレジストを現像する際にもこの超音波浴を用いて行うようにしてもよい。
【０１０２】
　本発明においては、この超音波浴に用いる超音波の条件は、２５℃において、２０～１
００キロヘルツの発振周波数で、０．１～６０秒間行なうことが好ましく、このような条
件とすることで、短時間で精度の高いパターニングが可能となる。
【０１０３】
　［保護層］　
　特に、上記発光層が三種類の発光層であり、３回フォトリソグラフィー法によりパター
ニングされて形成されたフルカラーのＥＬ素子を製造する場合には、先に形成された第１
、第２ＥＬ層およびその端部が露出しないように保護層を形成する工程を含むことが好ま
しい。第１、第２ＥＬ層およびその端部が露出しないように被覆する保護層を形成する場
合には、第２ＥＬ層を形成する工程および第３ＥＬ層を形成する工程において、第２また
は第３ＥＬ層中に、第１及び第２ＥＬ層が溶出し、混色や画素細りが生じる等の問題を防
ぐことができる。これにより、複数種類の高精細な発光部を有するＥＬ素子を製造するこ
とができる。
【０１０４】
　本発明における保護層形成工程は、上記工程により形成されたＥＬ層を覆うように保護
層形成用塗工液を塗布する工程と、後述する保護層パターニング工程とからなり、ＥＬ層
およびその端部を覆うように形成する。
【０１０５】
　このような保護層形成用塗工液として用いられる材料としては、後述する保護層パター
ニング工程によりパターニングすることが可能な材料であれば、特に限定されるものでは
ないが、パターニングが容易であり、かつ最終的に各フォトレジスト層および各保護層を
除去する際に用いられるレジスト剥離液により剥離可能であるという観点から上述したフ
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ォトレジスト等を用いることが好ましい。
【０１０６】
　なお、本工程における保護層の塗布方法等は、上述したＥＬ層等と同様の方法により行
うことが可能である。また、本工程は、ＥＬ層上に残存するフォトレジスト層を、フォト
レジスト剥離液等により剥離した後、行うものであってもよい。これにより、より良好な
保護層を形成することが可能となるからである。
【０１０７】
　次に、本発明における保護層パターニング工程は、上記ＥＬ層およびその端部が露出し
ないように、上述した保護層を露光した後、現像する工程である。このような保護層のパ
ターニングにおける露光および現像については、上記ＥＬ層より大きな幅でＥＬ層を覆う
ようにパターニングを行う。すなわち、ＥＬ層の端部を覆うとともに、隣接するＥＬ層を
形成する位置にかからない程度の大きさで保護層を露光・現像する。これにより、上記Ｅ
Ｌ層およびその端部が保護層により保護される。よって、続いて行われるＥＬ層形成の際
に、第１又は第２ＥＬ層が、第２又は第３ＥＬ層と接触せず、溶出することを防ぐことが
でき、混色や画素細りといった問題を防止することができる。
【０１０８】
　なお、保護層パターニング工程における露光および現像の方法等は、上述したＥＬ層用
フォトレジスト層をパターニングする工程と同様の方法により行うことが可能である。
【０１０９】
　以下に、フルカラーのＥＬ素子を製造する場合に３回フォトリソグラフィー法により発
光層をパターニングする工程の一例であって、保護層を形成する工程を含むものを示す。
なお、以下において「発光層」とは発光層形成用塗工液を塗布し、乾燥させることにより
形成された層を意味し、「発光部」とは所定の位置に形成された発光層を意味するものと
する。
【０１１０】
　まず、図２（a）に示すように、電極を備えた基板１上に発光層４を塗布し、図２（b）
に示すように、その上にフォトレジスト層６を積層する。次いで、図２（c）に示すよう
に、第1発光部を形成する部分のみをフォトマスク７でマスクし、これら以外の部分を紫
外線８で露光する。
【０１１１】
　これを、フォトレジスト現像液によって現像し、洗浄することにより、図２（d）に示
すように、露光部のフォトレジスト層が除去される。図２（e）に示すように、さらにフ
ォトレジスト層が除去され発光層が剥き出しとなった部分をエッチングにより除去し、つ
いで、図２（ｆ）に示すように、第１発光部のフォトレジスト層を剥離して、第１発光部
４を得る。
次に、第１発光部４を覆うように保護層形成用塗工液を塗布して保護層１１を形成し、さ
らに保護層１１を露光し、現像することにより、第１発光部４およびその端部を覆う保護
層１１を形成する（図２（ｇ））。
【０１１２】
　次いで、上記と同様に第２発光層形成用塗工液を塗布し、第２発光層９を形成する。さ
らに、その上にポジ型フォトレジストを全面塗布し、第２発光層用フォトレジスト層６’
を形成する（図２（ｈ））。
【０１１３】
　次いで、図２（ｉ）に示すように、上記と同様に第２発光部が形成される位置にのみフ
ォトマスク７でマスクし第２発光部が形成される位置以外の位置に紫外線８を露光し、第
２発光層用フォトレジスト層６’をフォトレジスト現像液により現像し、洗浄する。これ
により、第２発光部が形成される部分のみに第２発光層用フォトレジスト層６’が残る（
図２（ｊ））。
【０１１４】
　さらに、第２発光層用フォトレジスト層６’が除去されて、露出した第２発光層９を除
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去することにより、基板１上には、第２発光層用フォトレジスト層６’に被覆された第２
発光部９と、第１保護層１１に被覆された第１発光部４が残る（図２（ｋ））。
【０１１５】
　ここで、上記第２発光部９上の第２発光層用フォトレジスト層６’を剥離して、第２発
光部９を露出させる（図２（ｌ））。通常この際、第１発光部２上に形成された第１保護
層１１も、上記第２発光層用フォトレジスト層６’と同時に剥離する。
【０１１６】
　続いて、図２（ｍ）に示すように、上記工程で露出した第１発光部４および第２発光部
９を覆うように保護層形成用塗工液を塗布して、さらに第２保護層１１’を露光し、現像
し、第１および第２発光部とそれぞれの端部が露出しないように第２保護層１１’を形成
する。これにより、第１発光部４およびその端部と、第２発光部９およびその端部とを覆
う第２保護層１１’を形成する。なお、第１発光部２上に形成された第２保護層と第２発
光部上に形成された第２保護層とは、つながっていても、互いに独立していてもよい。
【０１１７】
　次いで、３色目の発光部のパターニングを行う。第１発光部４およびその端部を覆うよ
うに形成された第２保護層１１’により被覆された第１発光部４と、第２発光部９および
その端部を覆うように形成された第２保護層１１’により被覆された第２発光部９とが形
成された基板１上に、図２（ｎ）に示すように、第３発光層形成用塗工液を塗布し、第３
発光層１０を形成する。さらに、その上にポジ型フォトレジストを塗布し、第３発光層用
フォトレジスト層６”を形成する。この際、第１発光部４および第２発光部９は、第２保
護層１１’により、第１発光部４およびその端部と、第２発光部９およびその端部とが保
護されていることにより、第３発光層１０と接触することがない。これにより、第１発光
部４および第２発光部９が端部から第３発光層１０中に溶出することを防ぐことが可能と
なる。
【０１１８】
　次いで、図２（ｏ）に示すように、第３発光部が形成される位置のみフォトマスク７で
マスクし、マスクされた以外の領域を紫外線８で露光した後、フォトレジスト現像液で現
像、洗浄することにより、第３発光部が形成される領域以外に位置する第３発光層用フォ
トレジスト層６”が除去される（図２（ｐ））。
【０１１９】
　次いで、第３発光層用フォトレジスト層６”が除去され露出した第３発光層１０を除去
することにより、表面に第３発光層用フォトレジスト層６”を有する第３発光部１０が残
る（図２（ｑ））。第３発光層用フォトレジスト層パターニング工程において、第３発光
部が形成される位置のみフォトマスクを介してパターン露光すると、第１発光部４および
第２発光部９上には一層の第２保護層１１’が積層された状態とすることができる。
【０１２０】
　最後に、図２（ｒ）に示すように、最上層に位置する各フォトレジスト層および保護層
を剥離し（剥離工程）、露出した各発光層上に第２電極層を形成し、図の下方に発光する
ＥＬ素子を製造することが可能となる。
【０１２１】
　上述のような、フォトリソグラフィー法のプロセスを用いて製造されたＥＬ素子は、他
の製法により製造されたＥＬ素子とは異なる次の特徴を有する。
【０１２２】
　まず、他の製法と異なり、フォトリソグラフィー法では一度全面に塗布した膜をエッチ
ングによって不要部を除去するために、ＥＬ層の端部の形状１２に特徴がある (図３（ａ
）参照)。一般的な蒸着法や塗布法等の製法では図３（ｂ）に示すように、端部に膜厚の
傾斜が存在し、膜厚不均一領域の幅が広いのに対し、フォトリソグラフィー法ではエッチ
ングによりパターニングすることから、図３（ａ）に示すように、端部の膜厚が中央部と
同等、すなわち端部の膜厚不均一領域の幅が１５μｍ以下、好ましくは１０μｍ以下、特
に好ましくは７μｍ以下であるという特徴を有する。なお「膜厚不均一領域」とは、膜厚
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が平坦部の平均膜厚の９０％以下となっている領域をいう。
【０１２３】
　また、例えば、インクジェット法では、隔壁と呼ばれる構造物が必要となり(図３(Ｃ)
）、ＥＬ層が絶縁層または隔壁内部に収まる構造となるのに対し、フォトリソグラフィー
法では隔壁、パターニングを補助する構成物およびパターニングを補助する表面処理のい
ずれをも有しないことを特徴とし、ＥＬ層端部が絶縁層上に形成されるという特徴を有す
る。
【実施例】
【０１２４】
　次に、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施例の記載
に限定されるものではない。
【０１２５】
（参考例１）
　(絶縁層の形成)
　６インチ□、板厚１．１ｍｍのパターニングされたＩＴＯ基板を洗浄し、基体および第
１電極層とした。得られた基板に、ドライエッチングプロセスにおいて有機化合物との選
択比が２．５である二酸化珪素（ＳｉＯ2）を、スパッタリングにより全面に２０００オ
ングストロームの厚みで成膜した。さらに、二酸化珪素膜上にポジ型フォトレジスト(東
京応化社製；ＯＦＰＲ－８００)を１μｍの厚みで成膜した。その後、アライメント露光
機に露光マスクと共にセットし、発光部のみ紫外線露光した。レジスト現像液(東京応化
社製；ＮＭＤ－３)で、２０秒間現像後、水洗し、露光部のフォトレジストを除去した。
その後、四フッ化メタンを反応ガスとして用い、反応性イオンエッチングにより、フォト
レジストが除去された部分の二酸化珪素を除去した。アセトンでフォトレジストを除去し
、二酸化珪素の絶縁層を得た。
【０１２６】
　(第１バッファー層の成膜)
　得られた基板上に、バッファー層塗布液(バイエル；BaytronP)を０．５ｍＬとり、基板
の中心部に滴下して、絶縁層の開口部にスピンコーティングを行った。２５００ｒｐｍで
２０秒間保持して層を形成した。この結果、膜厚は８００オングストロームとなった。
【０１２７】
　(第１発光層の成膜)
　第１の発光層として、バッファー層上に赤色発光有機材料である塗布液(ポリビニルカ
ルバゾール７０重量部、オキサジアゾール３０重量部、ジシアノメチレンピラン誘導体１
重量部、モノクロロベンゼン４９００重量部)を１ｍＬとり、基板の中心部に滴下して、
絶縁層の開口部にスピンコーティングを行った。２０００ｒｐｍで１０秒間保持して層を
形成した。この結果、膜厚は８００オングストロームとなった。
【０１２８】
　ポジ型フォトレジスト液(東京応化社製；ＯＦＰＲ－８００)を２ｍＬとり、基体の中心
部に滴下して、スピンコーティングを行った。５００ｒｐｍで１０秒間保持し、その後、
２０００ｒｐｍで２０秒間保持して層形成した。この結果、膜厚は約１μｍとなった。８
０℃で３０分間プリベークを行った。その後、アライメント露光機に露光マスクと共にセ
ットし、第1発光部以外の発光層を除去したい部分に紫外線露光した。レジスト現像液(東
京応化社製；ＮＭＤ－３)で２０秒間現像後、水洗し、露光部のフォトレジスト層を除去
した。１２０℃で３０分間ポストベークした後、酸素プラズマを用いた反応性イオンエッ
チングにより、フォトレジスト層が除去された部分のバッファー層および発光層を除去し
た。アセトンでフォトレジストを除去した後、再度、ポジ型フォトレジスト液(東京応化
社製；ＯＦＰＲ－８００)を２ｍＬとり、基体の中心部に滴下して、スピンコーティング
を行った。５００ｒｐｍで１０秒間保持し、その後、２０００ｒｐｍで２０秒間保持して
層を形成した。この結果、膜厚は約１μｍとなった。８０℃で３０分間プリベークを行っ
た。その後、アライメント露光機に露光マスクと共にセットし、第１発光部の幅よりも１
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０μｍずつ大きい幅のフォトレジスト層を残すように紫外線露光した。レジスト現像液(
東京応化社製；ＮＭＤ－３)で２０秒間現像後、水洗し、露光部のフォトレジスト層を除
去した。１２０℃で３０分間ポストベークし、第1発光部が第1発光部の幅よりも１０μｍ
ずつ大きい幅を有するフォトレジスト層で保護された基体を得た。
【０１２９】
　(第２バッファー層の成膜)
　得られた基体に、バッファー層塗布液(バイエル；BaytronP)を０．５ｍＬとり、基板の
中心部に滴下して、絶縁層の開口部にスピンコーティングを行った。２５００ｒｐｍで２
０秒間保持して層形成した。この結果、膜厚は８００オングストロームとなった。
【０１３０】
　(第２発光層の成膜)
　第２の発光層として、バッファー層上に緑色発光有機材料である塗布液(ポリビニルカ
ルバゾール７０重量部、オキサジアゾール３０重量部、クマリン６を１重量部、モノクロ
ロベンゼン４９００重量部)を１ｍＬとり、基板の中心部に滴下して、絶縁層の開口部に
スピンコーティングを行った。２０００ｒｐｍで１０秒間保持して層形成を行った。この
結果、膜厚は８００オングストロームとなった。
【０１３１】
　ポジ型フォトレジスト液(東京応化社製；ＯＦＰＲ－８００)を２ｍＬとり、基体の中心
部に滴下して、スピンコーティングを行った.５００ｒｐｍで１０秒間保持し、その後、
２０００ｒｐｍで２０秒間保持して層形成した。この結果、膜厚は約１μｍとなった。８
０℃で３０分間プリベークを行った。その後、アライメント露光機に露光マスクと共にセ
ットし、第１発光部と第２発光部以外の発光層を除去したい部分に紫外線露光した。レジ
スト現像液(東京応化社製；ＮＭＤ－３)で２０秒間現像後、水洗し、露光部のフォトレジ
ストを除去した。１２０℃で３０分間ポストベークした後、酸素プラズマを用いた反応性
イオンエッチングにより、フォトレジスト層が除去された部分のバッファー層および発光
層を除去した。アセトンでフォトレジストを除去した後、再度、ポジ型フォトレジスト液
(東京応化社製ＯＦＰＲ－８００)を２ｍＬとり、基体の中心部に滴下して、スピンコーテ
ィングを行った。５００ｒｐｍで１０秒間保持し、その後、２０００ｒｐｍで２０秒間保
持して層形成した。この結果、膜厚は約１μｍとなった。８０℃で３０分間プリベークを
行った。その後、アライメント露光機に露光マスクと共にセットし、第１発光部及び第２
発光部の幅よりも１０μｍずつ大きい幅でフォトレジスト層が残るように紫外線露光した
。レジスト現像液(東京応化社製；ＮＭＤ－３)で２０秒間現像後、水洗し、露光部のフォ
トレジストを除去した。１２０℃で３０分間ポストベークし、第１発光部及び第２発光部
の幅よりも１０μｍずつ大きい幅を有するフォトレジストで保護された基体を得た。
【０１３２】
　(第３バッファー層の成膜)
　得られた基体に、バッファー層塗布液(バイエル；BaytronP)を０．５ｍＬとり、基板の
中心部に滴下して、絶縁層の開口部にスピンコーティングを行った。２５００ｒｐｍで２
０秒間保持して層形成した。この結果、膜厚は８００オングストロームとなった。
【０１３３】
　(第３発光層の成膜)
　第３の発光層として、バッファー層上に青色発光有機材料である塗布液(ポリビニルカ
ルバゾール７０重量部、オキサジアゾール３０重量部、ペリレン１重量部、モノクロロベ
ンゼン４９００重量部)を１ｍＬとり、基板の中心部に滴下して、絶縁層の開口部にスピ
ンコーティングを行った。２０００ｒｐｍで１０秒間保持して層形成を行った。この結果
、膜厚は８００オングストロームとなった。
【０１３４】
　ポジ型フォトレジスト液(東京応化社製；ＯＦＰＲ－８００)を２ｍＬとり、基体の中心
部に滴下して、スピンコーティングを行った。５００ｒｐｍで１０秒間保持し、その後、
２０００ｒｐｍで２０秒間保持して層を形成した。この結果、膜厚は約１μｍとなった。
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８０℃で３０分間プリベークを行った。その後、アライメント露光機に露光マスクと共に
セットし、第１発光部、第２発光部、及び第３発光部以外の発光層を除去したい部分に紫
外線露光した。レジスト現像液(東京応化社製；ＮＭＤ－３)で２０秒間現像後、水洗し、
露光部のフォトレジストを除去した。１２０℃で３０分間ポストベークした後、酸素プラ
ズマを用いた反応性イオンエッチングにより、フォトレジスト層が除去された部分のバッ
ファー層および発光層を除去し、第1発光部、第2発光部、および第3発光部がフォトレジ
ストで保護された基体を得た。その後、アセトンでフォトレジストをすべて除去し、パタ
ーニングされた発光層を露出させた。
【０１３５】
　１００℃で１時間乾燥した後、次いで、得られた基体上に、第二電極層としてＣａを５
００オングストロームの厚みで蒸着し、さらに保護層としてＡｇを２５００オングストロ
ームの厚みで蒸着し、有機ＥＬ素子を作製した。
【０１３６】
　(実施例１)
　絶縁層を以下のように形成した以外は、参考例１と同様に有機ＥＬ素子を作製した。
【０１３７】
　(絶縁層の形成)
　６インチ□、板厚１．１ｍｍのパターニングされたＩＴＯ基板を洗浄し、基体および第
１電極層とした。得られた基板に、オルガノアルコキシシラン（東芝シリコーン（株）製
、ＴＳＬ８１１３）の５重量％イソプロピルアルコール溶液）を０．５ｍｌとり、基板の
中心部に滴下し、スピンコーティングを行い、全面に２０００オングストローム成膜した
。成膜後、２００℃にて３０分加熱し、オルガノポリシロキサンの硬化膜を形成した。さ
らに、得られた基板上にポジ型フォトレジスト(東京応化社製；ＯＦＰＲ－８００)を１μ
ｍの厚みで成膜した。その後、アライメント露光機に露光マスクと共にセットし、発光部
のみ紫外線露光した。レジスト現像液(東京応化社製；ＮＭＤ－３)で、２０秒間現像後、
水洗し、露光部のフォトレジストを除去した。その後、四フッ化メタンを反応ガスとして
用い、反応性イオンエッチングにより、フォトレジストが除去された部分のオルガノポリ
シロキサンを除去した。アセトンでフォトレジストを除去し、オルガノポリシロキサンの
絶縁層を得た。
【０１３８】
＜結果＞
　参考例１及び実施例１において、比較的容易にかつ安価に高精細なパターンが形成され
た素子を得ることができた。
【０１３９】
　（ＥＬ素子の発光特性の評価)
　参考例１及び実施例１において、ＩＴＯ電極側を正極、Ａｇ電極側を負極に接続し、ソ
ースメーターにより、直流電流を印加した。１０Ｖ印加時に第１、２、３の発光部それぞ
れより発光が認められた。
【０１４０】
　（絶縁性）
　参考例１及び実施例１において、目視評価にて、開口部のみで発光を確認することがで
きた。また、電圧－電流密度特性を測定したところ、ダイオード特性が示され、短絡が起
きていないことを確認した。フォトリソグラフィー法によりパターニングする際にドライ
エッチングを用いても、絶縁層までも浸食されることが防止され、電極間や電極と配線の
間での短絡を引き起こすことがなかった。
【符号の説明】
【０１４１】
　１　基板
　２　第一電極
　３　絶縁層
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　４　ＥＬ層（発光層、第１発光部）
　５　第二電極
　６、６’、６”　フォトレジスト層
　７　フォトマスク
　８　紫外線
　９　第２発光層（第２発光部）
　１０　第３発光層（第３発光部）
　１１、１１’　保護層
　１２　端部の形状
　１３　隔壁
　２０　有機材料からなる絶縁層
　２１　配線
　２２　短絡

【図１】 【図２】
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