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(57)【要約】
【課題】有機発光素子同士を区画する隔壁部上に形成さ
れる補助陰極のような導電体を優れた成膜精度で形成す
ることができる有機発光装置の製造方法、かかる有機発
光装置の製造方法により製造され特性の高い有機発光装
置および電子機器を提供すること。
【解決手段】表示装置１０の製造方法は、陽極（個別電
極）３が設けられたＴＦＴ回路基板（基板）２０を用意
する第１の工程と、隔壁部３５を形成する第２の工程と
、有機半導体層７を形成する第３の工程と、陰極（共通
電極）８を形成する第４の工程と、第２の工程を実施し
た後から第４の工程を実施する前までの間に、直線状の
補助陰極（細幅の導電体）４を、隔壁部３５の上面に複
数回の真空蒸着法により形成する導電体形成工程とを有
しており、この導電体形成工程において、補助陰極４を
、同一のマスクを用いて互いに接続される細長い形状の
微小部分に分割して形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一方の面側に複数の個別電極が設けられた基板を用意する第１の工程と、
前記個別電極を区画する枠状の隔壁部を形成する第２の工程と、
前記隔壁部の内側に、発光層を含む有機半導体層を形成する第３の工程と、
各前記有機半導体層および前記隔壁部に重なるように共通電極を形成する第４の工程と
、
前記第２の工程を実施した後から前記第４の工程を実施する前までの間に、前記共通電
極に接触することにより、前記共通電極全体の電気抵抗を低減する機能を有する細幅の導
電体を、前記隔壁部の上面に複数回の真空蒸着法により形成する導電体形成工程とを有し
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、
前記導電体形成工程において、前記導電体を、同一のマスクを用いて互いに接続される
細長い形状の微小部分に分割して形成することを特徴とする有機発光装置の製造方法。
【請求項２】
前記導電体は、直線状をなし、
前記導電体形成工程において、前記導電体を、前記真空蒸着法を１回行う毎に、前記マ
スクを、前記導電体を形成すべき方向に移動させて形成する請求項１に記載の有機発光装
置の製造方法。
【請求項３】
前記導電体を、ほぼ直線状に配置される複数の微小部分を形成し、次いで、前記微小部
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分の端部同士を接続するように、さらに複数の前記微小部分を設けることにより形成する
請求項２に記載の有機発光装置の製造方法。
【請求項４】
前記微小部分は、その幅が両端部において大きくなっている請求項３に記載の有機発光
装置の製造方法。
【請求項５】
前記マスクは、支持基板と、該支持基板に固定され、前記微小部分に対応した開口部を
備える複数のチップとを有し、前記支持基板と前記チップとは、熱膨張係数がほぼ等しい
材料で構成されている請求項３または４に記載の有機発光装置の製造方法。
【請求項６】
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前記微小部分は、直線状をなし、
前記開口部の幅をｄ１［μｍ］とし、前記隔壁部の幅をＤ１［μｍ］とし、前記支持基
板と前記チップとのアライメント精度をＡ［μｍ］とし、前記マスクと前記基板とのアラ
イメント精度をＢ［μｍ］としたとき、２（Ａ＋Ｂ）＜ｄ１＜Ｄ１−２（Ａ＋Ｂ）なる関
係を満足する請求項５に記載の有機発光装置の製造方法。
【請求項７】
前記微小部分は、直線状をなし、
前記開口部の長さｄ２［μｍ］とし、前記導電体の長さをＤ２［μｍ］とし、前記Ｄ２
の分割数をＸとし、前記支持基板と前記チップとのアライメント精度をＡ［μｍ］とし、
前記マスクと前記基板とのアライメント精度をＢ［μｍ］としたとき、ｄ２＞Ｄ２／Ｘ＋
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２（Ａ＋Ｂ）なる関係を満足する請求項５または６に記載の有機発光装置の製造方法。
【請求項８】
前記共通電極を、透明導電性材料を用いて形成し、前記導電体を、前記透明導電性材料
より小さい電気抵抗値を有する金属材料を用いて形成する請求項１ないし７のいずれかに
記載の有機発光装置の製造方法。
【請求項９】
請求項１ないし８のいずれかに記載の有機発光装置の製造方法により製造されたことを
特徴とする有機発光装置。
【請求項１０】
当該有機発光装置は、前記個別電極を陽極とし、前記共通電極を陰極とするトップエミ
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ッション構造の装置である請求項９に記載の有機発光装置。
【請求項１１】
請求項９または１０に記載の有機発光装置を備えることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機発光装置の製造方法、有機発光装置および電子機器に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】

10

有機ＥＬ素子は、陰極と陽極との間に少なくとも蛍光性有機化合物（発光材料）を含む
発光層を有する有機半導体層を挟んだ構成となっており、この発光層に電子および正孔（
ホール）を注入して再結合させることにより励起子（エキシトン）を生成させ、このエキ
シトンが失活する際の光の放出（蛍光・燐光）を利用して発光させる素子である。
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この有機ＥＬ素子は、１０Ｖ以下の低電圧で、１００〜１０００００ｃｄ／ｍ 程度の
高輝度の面発光が可能であること、また、発光材料の種類を選択することにより、青色か
ら赤色までの発光が可能なこと等の特徴を有し、安価で大面積フルカラー表示を実現し得
る表示装置（有機発光装置）が備える素子として注目を集めている。
【０００３】
ここで、フルカラー表示を実現し得る有機発光装置は、例えば、図１１に示すように、
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基板が備える複数の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）９１０に対応するように設けられた個別
の陽極９２０と、各陽極９２０を区画する枠状の隔壁部９３０と、隔壁部９３０の内側に
設けられた発光層９４０と正孔輸送層９５０とを含む有機半導体層９６０と、各有機半導
体層９６０および各隔壁部９３０を覆うように設けられた共通電極としての陰極９７０と
を備え、陰極９７０側から光を取り出す構成となっているトップエミッション型の有機発
光装置９００がある。
【０００４】
このような構成の有機発光装置９００では、有機ＥＬ素子９８０の発光効率をより高め
るという観点から、陰極９７０の厚さを可能な限り薄く設定するのが望ましい。ところが
、陰極９７０を薄くするにしたがって、陰極９７０全体としての抵抗値は増大することと
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なる。その結果、有機ＥＬ素子９８０の駆動電圧を高く設定する必要が生じ、これに起因
して有機ＥＬ素子９８０の消費電力が高くなり、さらには、その寿命が短くなってしまう
という問題がある。
【０００５】
なお、このような有機ＥＬ素子９８０の駆動電圧を高くすることに起因した問題は、陽
極９２０側から光を取り出す構成のボトムエミッション型の有機発光装置においても同様
に生じている。
このような問題を解決する方法として、陰極９７０に接触する細幅の補助陰極を隔壁部
９３０の上面に設けることにより、この陰極９７０全体としての電気抵抗を低減する方法
が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
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【０００６】
この有機発光装置において、補助陰極は、通常、有機半導体層９６０が雰囲気中の酸素
や水分等を吸収して経時的に変質・劣化するのを防止または抑制するためにシャドーマス
ク（以下、単に「マスク」という。）を用いた真空蒸着法により形成される。
ところが、細幅のパターンを有する補助陰極の形状に対応する開口部を備えるマスクを
形成すると、マスクの基材の剛性が低下することに起因して、開口部に撓みや歪みが生じ
ることとなる。そのため、このようなマスクを用いて形成された補助陰極は、その形状が
開口部と同様に、撓みや歪みを有するものとなる。その結果、陰極９７０の低抵抗化が十
分に図れていないのが実情である。
【０００７】
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【特許文献１】特開２００３−１２３９８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明の目的は、有機発光素子同士を区画する隔壁部上に形成される補助陰極のような
導電体を優れた成膜精度で形成することができる有機発光装置の製造方法、かかる有機発
光装置の製造方法により製造され特性の高い有機発光装置および電子機器を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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このような目的は、下記の本発明により達成される。
本発明の有機発光装置の製造方法は、一方の面側に複数の個別電極が設けられた基板を
用意する第１の工程と、
前記個別電極を区画する枠状の隔壁部を形成する第２の工程と、
前記隔壁部の内側に、発光層を含む有機半導体層を形成する第３の工程と、
各前記有機半導体層および前記隔壁部に重なるように共通電極を形成する第４の工程と
、
前記第２の工程を実施した後から前記第４の工程を実施する前までの間に、前記共通電
極に接触することにより、前記共通電極全体の電気抵抗を低減する機能を有する細幅の導
電体を、前記隔壁部の上面に複数回の真空蒸着法により形成する導電体形成工程とを有し
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、
前記導電体形成工程において、前記導電体を、同一のマスクを用いて互いに接続される
細長い形状の微小部分に分割して形成することを特徴とする。
これにより、有機発光素子同士を区画する隔壁部上に形成される補助陰極のような導電
体を優れた成膜精度で形成し得る有機発光装置の製造方法とすることができる。
【００１０】
本発明の有機発光装置の製造方法では、前記導電体は、直線状をなし、
前記導電体形成工程において、前記導電体を、前記真空蒸着法を１回行う毎に、前記マ
スクを、前記導電体を形成すべき方向に移動させて形成することが好ましい。
これにより、前記導電体を優れた成膜精度で形成することができる。
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本発明の有機発光装置の製造方法では、前記導電体を、ほぼ直線状に配置される複数の
微小部分を形成し、次いで、前記微小部分の端部同士を接続するように、さらに複数の前
記微小部分を設けることにより形成することが好ましい。
これにより、前記導電体を優れた成膜精度で形成することができる。
【００１１】
本発明の有機発光装置の製造方法では、前記微小部分は、その幅が両端部において大き
くなっていることが好ましい。
これにより、形成される微小部分の幅方向に対して、隣接する微小部分同士が、その両
端部において、重なり合わないようになるのを確実に防止することができる。
本発明の有機発光装置の製造方法では、前記マスクは、支持基板と、該支持基板に固定
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され、前記微小部分に対応した開口部を備える複数のチップとを有し、前記支持基板と前
記チップとは、熱膨張係数がほぼ等しい材料で構成されていることが好ましい。
支持基板とチップとをこのような材料で構成することにより、真空蒸着法で導電体を形
成する際に、支持基板の熱膨張量とチップの熱膨張量との差によるマスクの歪みまたは橈
みの発生を抑えることができる。
【００１２】
本発明の有機発光装置の製造方法では、前記微小部分は、直線状をなし、
前記開口部の幅をｄ１［μｍ］とし、前記隔壁部の幅をＤ１［μｍ］とし、前記支持基
板と前記チップとのアライメント精度をＡ［μｍ］とし、前記マスクと前記基板とのアラ
イメント精度をＢ［μｍ］としたとき、２（Ａ＋Ｂ）＜ｄ１＜Ｄ１−２（Ａ＋Ｂ）なる関
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係を満足することが好ましい。
これにより、前記マスクを用いて導電体を形成する際に、形成される微小部分の幅方向
に対して、隣接する微小部分が、隔壁部上からはみ出すのを防止しつつ、それぞれの両端
部において重なり合うように確実に形成することができる。
【００１３】
本発明の有機発光装置の製造方法では、前記微小部分は、直線状をなし、
前記開口部の長さｄ２［μｍ］とし、前記導電体の長さをＤ２［μｍ］とし、前記Ｄ２
の分割数をＸとし、前記支持基板と前記チップとのアライメント精度をＡ［μｍ］とし、
前記マスクと前記基板とのアライメント精度をＢ［μｍ］としたとき、ｄ２＞Ｄ２／Ｘ＋
２（Ａ＋Ｂ）なる関係を満足することが好ましい。
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これにより、前記マスクを用いて導電体を形成する際に、形成される微小部分の長軸方
向に対して、隣接する微小部分が、それぞれの両端部において重なり合うように確実に形
成することができる。
【００１４】
本発明の有機発光装置の製造方法では、前記共通電極を、透明導電性材料を用いて形成
し、前記導電体を、前記透明導電性材料より小さい電気抵抗値を有する金属材料を用いて
形成することが好ましい。
これにより、共通電極全体としての電気抵抗を確実に低減することができる。
本発明の有機発光装置は、本発明の有機発光装置の製造方法により製造されたことを特
徴とする。
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これにより、消費電力の低減および長寿命化が図られた有機発光素子を備える有機発光
装置を得ることができる。
【００１５】
本発明の有機発光装置では、当該有機発光装置は、前記個別電極を陽極とし、前記共通
電極を陰極とするトップエミッション構造の装置であることが好ましい。
かかる構成の有機発光装置に適用することにより、有機発光装置が備える有機発光素子
の消費電力が確実に低減して、さらには、有機発光素子の長寿命化を確実に図ることがで
きる。
本発明の電子機器は、本発明の有機発光装置を備えることを特徴とする。
これにより、信頼性の高い電子機器が得られる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
以下、本発明の有機発光装置の製造方法、有機発光装置および電子機器について、添付
図面を参照しつつ詳細に説明する。
まず、本発明の有機発光装置の製造方法を説明するのに先立って、本発明の有機発光装
置を適用したアクティブマトリクス型表示装置の実施形態について説明する。
＜有機発光装置＞
図１は、本発明の有機発光装置を適用したアクティブマトリクス型表示装置の実施形態
を示す縦断面図、図２は、図１に示すアクティブマトリクス型表示装置の有機ＥＬ素子の
配置を示す平面図、図３は、有機ＥＬ素子の他の配置を示す平面図である。なお、以下の
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説明では、図１中の上側を「上」、下側を「下」と言う。
【００１７】
図１に示すアクティブマトリクス型表示装置（以下、単に「表示装置」と言う。）１０
は、ＴＦＴ回路基板２０と、このＴＦＴ回路基板２０上に設けられ、発光色が赤色（Ｒ）
の有機ＥＬ素子１Ｒ、緑色（Ｇ）の有機ＥＬ素子１Ｇおよび青色（Ｂ）の有機ＥＬ素子１
Ｂと、各有機ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１Ｂ同士を区画する隔壁部３５と、ＴＦＴ回路基板２
０に対向する上基板９とを有している。
【００１８】
基板２１は、表示装置１０を構成する各部の支持体となるものであり、上基板９は、例
えば、各有機ＥＬ素子（有機発光素子）１Ｒ、１Ｇ、１Ｂを保護する保護膜等として機能
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するものである。
また、本実施形態の表示装置１０は、上基板９（後述する陰極８）側から光を取り出す
構成（トップエミッション型）であるため、上基板９は、実質的に透明（無色透明、着色
透明、半透明）とされ、一方、基板２１は、特に、透明性は要求されない。
このような基板２１には、各種ガラス材料基板および各種樹脂基板のうち比較的硬度の
高いものが好適に用いられる。
【００１９】
一方、上基板９には、各種ガラス材料基板および各種樹脂基板のうち透明なものが選択
され、例えば、石英ガラス、ソーダガラスのようなガラス材料や、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリエチレンナフタレート、ポリプロピレン、シクロオレフィンポリマー、ポリ
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アミド、ポリエーテルサルフォン、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリ
アリレートのような樹脂材料等を主材料として構成される基板を用いることができる。
【００２０】
基板２１の平均厚さは、特に限定されないが、１〜３０ｍｍ程度であるのが好ましく、
５〜２０ｍｍ程度であるのがより好ましい。一方、上基板９の平均厚さも、特に限定され
ないが、０．１〜３０ｍｍ程度であるのが好ましく、０．１〜１０ｍｍ程度であるのがよ
り好ましい。
回路部２２は、基板２１上に形成された下地保護層２３と、下地保護層２３上に形成さ
れた駆動用ＴＦＴ（スイッチング素子）２４と、第１層間絶縁層２５と、第２層間絶縁層
２６とを有している。
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【００２１】
駆動用ＴＦＴ２４は、半導体層２４１と、半導体層２４１上に形成されたゲート絶縁層
２４２と、ゲート絶縁層２４２上に形成されたゲート電極２４３と、ソース電極２４４と
、ドレイン電極２４５とを有している。
このような回路部２２上に、各駆動用ＴＦＴ２４に対応して、それぞれ、有機ＥＬ素子
１Ｒ、１Ｇ、１Ｂが設けられている。また、隣接する有機ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１Ｂ同士
は、第１隔壁部３１および第２隔壁部３２により構成される隔壁部（バンク）３５により
区画されている。
【００２２】
本発明の有機発光装置では、この隔壁部３５上に、細幅の補助陰極（導電体）４が設け

30

られている。なお、本実施形態では、図２に示すように、補助陰極４は、複数設けられ、
その形状が直線状となっている。
この補助陰極４は、後述する陰極８と接触することにより、陰極８全体としての電気抵
抗を低減することを目的に形成されている。
【００２３】
そのため、補助陰極４の構成材料としては、後述する陰極８の構成材料として用いられ
る透明導電性材料よりも電気抵抗の小さい導電性材料が好適に用いられる。
このような導電性材料としては、特に限定されないが、例えば、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃ
ｕ、Ａｇ、Ａｕおよびこれらを含む合金等の金属材料が挙げられる。これらの金属材料は
、前記透明導性材料よりも優れた導電性を有するものであることから、陰極８全体として
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の電気抵抗を確実に低減することができる。
【００２４】
補助陰極４の構成材料としては、これらの金属材料の中でも、特に、Ａｌを主成分とす
るものが好ましい。Ａｌは、比較的安価で優れた導電性を示すとともに、後述する真空蒸
着法により容易に成膜し得ることから、補助陰極４の構成材料として好適に用いることが
できる。
補助陰極４の平均厚さは、陰極８の平均厚さよりも薄くなっていればよく、特に限定さ
れるものではないが、１０〜２０００ｎｍ程度であるのが好ましく、３００〜１５００ｎ
ｍ程度であるのがより好ましい。補助陰極４の厚さが薄すぎると、補助陰極４としての機
能が充分に発揮されなくなるおそれがある。一方、補助陰極４が厚過ぎても、それ以上の
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効果の増加が期待できない。
【００２５】
本実施形態では、各有機ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１Ｂの陽極３は、個別電極（画素電極）
を構成し、各駆動用ＴＦＴ２４のドレイン電極２４５に配線２７により電気的に接続され
ている。また、正孔輸送層５および発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂを備える有機半導体層７Ｒ、
７Ｇ、７Ｂとは、各有機ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１Ｂに対して個別に形成されており、陰極
８は、共通電極とされている。
【００２６】
そして、各有機ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１Ｂは、図２に示すように、平面視において、マ
トリクス状に配置され、２点鎖線で囲まれる部分（３つの有機ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１Ｂ
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）により１画素が構成されている。
なお、有機ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１Ｂの配置は、図２に示すものに限定されず、例えば
、図３（ａ）および図３（ｂ）に示すようなものであってもよい。また、かかる構成とす
る場合、直線状の補助陰極４は、それぞれ、例えば、図３（ａ）および図３（ｂ）に示す
ような位置に形成される。
【００２７】
以下、この有機ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１Ｂについて詳述する。
図１に示すように、有機ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１Ｂは、個別の陽極３と、共通の陰極８
と、陽極３と陰極８との間に設けられた個別の有機半導体層７Ｒ、７Ｇ、７Ｂとを有して
いる。なお、本実施形態では、有機半導体層７Ｒ、７Ｇ、７Ｂは、陽極３側から正孔輸送
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層５と発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂとがこの順で積層された積層体となっている。
なお、以下では、有機ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１Ｂを総称して有機ＥＬ素子１と、有機半
導体層７Ｒ、７Ｇ、７Ｂを総称して有機半導体層７と、発光層６Ｒ、６Ｇ、６Ｂを総称し
て発光層６と言うことがある。
【００２８】
陽極３は、正孔輸送層５（有機半導体層７）に正孔を注入する電極である。
この陽極３の構成材料（陽極材料）としては、導電性を有するものであればよく、特に
限定されないが、仕事関数が大きく、導電性に優れた材料を用いるのが好ましい。
このような陽極材料としては、例えば、ＩＴＯ（酸化インジウムと酸化亜鉛との複合物
）、ＳｎＯ2、Ｓｂ含有ＳｎＯ2、Ａｌ含有ＺｎＯ等の酸化物、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ａｕ、
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Ｐｔ、Ａｇ、Ｃｕまたはこれらを含む合金等が挙げられ、これらのうちの少なくとも１種
を用いることができる。
【００２９】
陽極３の平均厚さは、特に限定されないが、１０〜２００ｎｍ程度であるのが好ましく
、５０〜１５０ｎｍ程度であるのがより好ましい。陽極３の厚さが薄すぎると、陽極３と
しての機能が充分に発揮されなくなるおそれがあり、一方、陽極３が厚過ぎると、後述す
る正孔と電子との再結合を発光層６において行うことができず、有機ＥＬ素子１の発光効
率等の特性が低下するおそれがある。
【００３０】
なお、陽極材料には、例えば、ポリチオフェン、ポリピロール等の導電性樹脂材料を用
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いることもできる。
また、このような陽極３は、光反射性を有するのが好ましい。これにより、後述する発
光層６で発光した光が陽極３側で吸収（吸光）されることなく、上基板９側に反射させて
、上基板９（陰極８）を通過する光の量を増大させることができる。その結果、有機ＥＬ
素子１の発光効率や光の取り出し効率等の特性が向上をすることとなる。
かかる構成の陽極３は、前述したような陽極材料のうち、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ａｇまた
はこれらを含む合金で、その少なくとも表面付近を構成することにより形成することがで
きる。
【００３１】
一方、陰極８は、有機半導体層７（発光層６）に電子を注入する電極である。
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この陰極８の構成材料（陰極材料）としては、表示装置１０が陰極８側から光を取り出
すトップエミッション構造であるため透光性を有する透明導電性材料が選択される。
このような陰極材料としては、インジウムティンオキサイド（ＩＴＯ）、フッ素含有イ
ンジウムティンオキサイド（ＦＩＴＯ）、アンチモンティンオキサイド（ＡＴＯ）、イン
ジウムジンクオキサイド（ＩＺＯ）、アルミニウムジンクオキサイド（ＡＺＯ）、酸化ス
ズ（ＳｎＯ２ ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、フッ素含有酸化スズ（ＦＴＯ）、フッ素含有イン
ジウムオキサイド（ＦＩＯ）、インジウムオキサイド（ＩＯ）、等の透明導電性材料が挙
げられ、これらのうち１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００３２】
陰極８の平均厚さは、特に限定されないが、１００〜３０００ｎｍ程度であるのが好ま
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しく、５００〜２０００ｎｍ程度であるのがより好ましい。陰極８の厚さが薄すぎると、
陰極８としての機能が充分に発揮されなくなるおそれがあり、一方、陰極８が厚過ぎると
、陰極材料の種類等によっては、光の透過率が低下して、トップエミッション型の構造を
有する有機ＥＬ素子１として、実用に適さなくなるおそれがある。
【００３３】
このような陰極８は、その光（可視光領域）の透過率が好ましくは６０％以上、より好
ましくは８０％以上となっている。これにより、光を効率よく陰極８側から取り出すこと
ができる。
ここで、陰極８は、このような光の透過率が確保されるように、その厚さが上述したよ
うな範囲内で可能な限り薄く設定される。そのため、陰極８としての抵抗値が増大するこ
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ととなる。これにより、補助陰極４の形成を省略すると、有機ＥＬ素子１の駆動電圧を高
く設定しなければならず、その結果として、有機ＥＬ素子１の消費電力が高くなり、さら
には、その寿命が短くなってしまうという問題がある。また、陽極３と陰極８との間に電
圧を印加するための端子は、通常、陰極８の縁部において確保されるが、陰極８抵抗値が
大きくなると、この端子から各有機ＥＬ素子１（発光層６）までの距離が異なることに起
因して、各画素（有機ＥＬ素子１）の発光を均一に制御すること、すなわち、複数の画素
を同時に発光させることが困難となる。
【００３４】
これに対して、陰極８と接触するように隔壁部３５上に補助陰極４を設けることにより
、陰極８と補助陰極４とを合わせた電気抵抗、すなわち、陰極８全体としての電気抵抗を
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低減することができる。その結果、有機ＥＬ素子１の消費電力が低くなり、さらには、有
機ＥＬ素子１の長寿命化を図ることができる。
さらに、補助陰極４は、図２に示すように、陰極８の厚さ方向に対して垂直な方向とほ
ぼ水平となるように直線状に複数設けられている。そのため、上述したような端子を介し
て陽極３と陰極８との間に電圧を印加したとしても、導電性に優れる補助陰極４を介して
電流（電子）が流れることから、各画素（有機ＥＬ素子１）をほぼ同時に発光させること
ができる。
また、陽極３と陰極８との間には、有機半導体層７が設けられている。本実施形態では
、この有機半導体層７は、正孔輸送層５と発光層６とで構成される積層体となっている。
【００３５】
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正孔輸送層５は、陽極３から注入された正孔を発光層６まで輸送する機能を有するもの
である。
正孔輸送層５の構成材料（正孔輸送材料）としては、例えば、ポリアリールアミン、フ
ルオレン−アリールアミン共重合体、フルオレン−ビチオフェン共重合体、ポリ（Ｎ−ビ
ニルカルバゾール）、ポリビニルピレン、ポリビニルアントラセン、ポリチオフェン、ポ
リアルキルチオフェン、ポリヘキシルチオフェン、ポリ（ｐ−フェニレンビニレン）、ポ
リチニレンビニレン、ピレンホルムアルデヒド樹脂、エチルカルバゾールホルムアルデヒ
ド樹脂またはその誘導体等の化合物が挙げられ、これらのうちの１種または２種以上を組
み合わせて用いることができる。
【００３６】
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また、前記化合物は、他の化合物との混合物として用いることもできる。一例として、
ポリチオフェンを含有する混合物としては、ポリ（３，４−エチレンジオキシチオフェン
／スチレンスルホン酸）（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）等が挙げられる。
このような正孔輸送層５の平均厚さは、特に限定されないが、１０〜１５０ｎｍ程度で
あるのが好ましく、５０〜１００ｎｍ程度であるのがより好ましい。
【００３７】
なお、陽極３と正孔輸送層５との間には、例えば、陽極３からの正孔注入効率を向上さ
せる正孔注入層を設けるようにしてもよい。
この正孔注入層の構成材料（正孔注入材料）としては、例えば、銅フタロシアニンや、
４，４

，４

−トリス（Ｎ，Ｎ‐フェニル‐３‐メチルフェニルアミノ）トリフェニ

10

ルアミン（ｍ−ＭＴＤＡＴＡ）等が挙げられる。
【００３８】
ここで、陽極３と陰極８との間に通電（電圧を印加）すると、正孔輸送層４中を移動し
て発光層６に注入された正孔と、陰極８から発光層６に注入された電子とが、この発光層
６において再結合する。そして、発光層６ではエキシトン（励起子）が生成し、このエキ
シトンが基底状態に戻る際にエネルギー（蛍光やりん光）を放出（発光）する。
発光層６（６Ｒ、６Ｇ、６Ｂ）の構成材料（発光材料）としては、例えば、１，３，５
−トリス［（３−フェニル−６−トリ−フルオロメチル）キノキサリン−２−イル］ベン
ゼン（ＴＰＱ１）、１，３，５−トリス［｛３−（４−ｔ−ブチルフェニル）−６−トリ
スフルオロメチル｝キノキサリン−２−イル］ベンゼン（ＴＰＱ２）のようなベンゼン系
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化合物、フタロシアニン、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）、鉄フタロシアニンのような金
属または無金属のフタロシアニン系化合物、トリス（８−ヒドロキシキノリノレート）ア
ルミニウム（Ａｌｑ３ ）、ファクトリス（２−フェニルピリジン）イリジウム（Ｉｒ（ｐ
ｐｙ）３ ）のような低分子系のものや、オキサジアゾール系高分子、トリアゾール系高分
子、カルバゾール系高分子のような高分子系のものが挙げられ、これらの１種または２種
以上を組み合わせて、目的とする発光色を得るようにする。
【００３９】
具体的には、赤色の発光材料（発光層６Ｒの構成材料）としては、例えば、トリス（１
−フェニルイソキノリン）

イ リ ジ ウ ム （ III） 、 ポ リ ［ ２ ， ５ − ビ ス （ ３ 、 ７ − ジ メ チ

ルオクチロキシ）−１，４−フェニレンビニレン］、ポリ［２−メトキシ−５−（２

−
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エチルヘキシルオキシ）−１，４−（１−シアノビニレン）フェニレン］、ポリ［２−メ
トキシ−５−（３，７−ジメチルオクチルオキシ）−１，４−フェニレンビニレン］等が
挙げられる。
【００４０】
緑色の発光材料（発光層６Ｇの構成材料）としては、例えば、９，１０−ビス［（９−
エチル−３−カルバゾール）−ビニレニル］−アントラセン、ポリ（９，９−ジヘキシル
−２，７−ビニレンフルオレニレン）、ポリ［（９，９−ジオクチルフルオレン−２，７
−ジイル）−コ−（１，４−ジフェニレン−ビニレン−２−メトキシ−５−｛２−エチル
ヘキシルオキシ｝ベンゼン）］、ポリ［（９，９−ジオクチル−２，７−ジビニレンフル
オレニレン）−オルト−コ−（２−メトキシ−５−（２−エトキシルヘキシルオキシ）−
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１，４−フェニレン）］等が挙げられる。
【００４１】
青色の発光材料（発光層６Ｂの構成材料）としては、例えば、４，４
チル−３−カルバゾビニレン）−１，１

−ビス（９−エ

−ビフェニル、ポリ［（９．９−ジオクチルフ

ルオレン−２，７−ジイル）−コ−（２，５−ジメトキシベンゼン−１，４−ジイル）］
、ポリ［（９，９−ジヘキシルオキシフルオレン−２，７−ジイル）−オルト−コ−（２
−メトキシ−５−｛２−エトキシヘキシルオキシ｝フェニレン−１，４−ジイル）］、ポ
リ［（９，９−ジオクチルフルオレン−２，７−ジイル）−コ−（エチルニルベンゼン）
］等が挙げられる。
【００４２】
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また、各発光層６の平均厚さは、特に限定されないが、それぞれ、１０〜１５０ｎｍ程
度であるのが好ましく、５０〜１００ｎｍ程度であるのがより好ましい。
なお、陰極８と発光層６との間には、陰極８から注入された電子を発光層６まで輸送す
る機能を有する電子輸送層を設けるようにしてもよく、さらには、この電子輸送層と陰極
８との間に、陰極８から電子輸送層への電子の注入効率を向上させる電子注入層を設ける
ようにしてもよい。
【００４３】
電子輸送層の構成材料（電子輸送材料）としては、例えば、１，３，５−トリス［（３
−フェニル−６−トリ−フルオロメチル）キノキサリン−２−イル］ベンゼン（ＴＰＱ１
）のようなベンゼン系化合物、ナフタレン系化合物、フェナントレン系化合物、クリセン

10

系化合物、ペリレン系化合物、アントラセン系化合物、ピレン系化合物、アクリジン系化
合物、スチルベン系化合物、ＢＢＯＴのようなチオフェン系化合物、ビスチリル系化合物
、ジスチリルピラジンのようなピラジン系化合物、キノキサリン系化合物、２，５−ジフ
ェニル−パラ−ベンゾキノンのようなベンゾキノン系化合物、ナフトキノン系化合物、ア
ントラキノン系化合物、オキサジアゾール系化合物、３，４，５−トリフェニル−１，２
，４−トリアゾールのようなトリアゾール系化合物、オキサゾール系化合物、アントロン
系化合物、１，３，８−トリニトロ−フルオレノン（ＴＮＦ）のようなフルオレノン系化
合物、ＭＢＤＱのようなジフェノキノン系化合物、ＭＢＳＱのようなスチルベンキノン系
化合物、アントラキノジメタン系化合物、チオピランジオキシド系化合物、フルオレニリ
デンメタン系化合物、ジフェニルジシアノエチレン系化合物、フローレン系化合物、８−
ヒドロキシキノリン

20

アルミニウム（Ａｌｑ３ ）、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾー

ルを配位子とする錯体のような各種金属錯体等が挙げられ、これらのうちの１種または２
種以上を組み合わせて用いることができる。
【００４４】
電子輸送層の平均厚さは、特に限定されないが、１〜１００ｎｍ程度であるのが好まし
く、２０〜５０ｎｍ程度であるのがより好ましい。
また、電子注入層の構成材料（電子注入材料）としては、例えば、８−ヒドロキシキノ
リン、オキサジアゾール、または、これらの誘導体（例えば、８−ヒドロキシキノリンを
含む金属キレートオキシノイド化合物）等が挙げられ、これらのうちの１種または２種以
上組み合わせて用いることができる。
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【００４５】
なお、本実施形態では、上基板９（陰極８）側から光を取り出すトップエミッション型
の表示装置１０に補助陰極４を設ける場合について説明したが、このような場合に限定さ
れず、ＴＦＴ回路基板２０（陽極３）側から光を取り出すボトムエミッション型の表示装
置に補助陰極を設けるようにしてもよい。
ボトムエミッション型の表示装置は、トップエミッション型の表示装置と比較して、Ｔ
ＦＴ回路基板２０に駆動用ＴＦＴ２４が存在するため、光を取り出す領域の面積が制限さ
れる。すなわち、ＴＦＴ回路基板２０の開口率が低下する。そのため、より高い発光輝度
を得るためには、有機ＥＬ素子の駆動電圧を高く設定する必要が生じ、これに起因して有
機ＥＬ素子の消費電力が高くなり、さらには、その寿命が短くなってしまうという問題が

40

ある。このようなボトムエミッション型の表示装置の陰極に接触するように補助陰極を設
けると、トップエミッション型の表示装置に適用した場合と同様に、有機ＥＬ素子の駆動
電圧を低くすることができ、上述したような問題を解消することができる。
【００４６】
また、本発明は、本実施形態で説明したような、ＴＦＴ回路基板２０上に陽極３、正孔
輸送層５、発光層６および陰極８がこの順で積層された構成の有機ＥＬ素子１を備える表
示装置１０に適用できる他、ＴＦＴ回路基板２０上に個別の陰極、個別の発光層、個別の
正孔輸送層および共通の陽極がこの順で積層された構成の有機ＥＬ素子を備える表示装置
にも適用することができる。この場合、陽極（共通電極）の電気抵抗を低下させることを
目的に、陽極３に接触するように、隔壁部３５上に導電体として補助陽極を設けるように
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すればよい。
さらに、表示装置１０は、本実施形態で説明したように各有機ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１
Ｂがそれぞれ異なる発光色（赤色、緑色および青色）を発光するフルカラー表示のものに
限定されず、各有機ＥＬ素子が同一の発光色（例えば、白色）を発光する単色（モノカラ
ー）表示のものであってもよい。
【００４７】
＜有機発光装置の製造方法＞
上述したような表示装置１０は、本発明の有機発光装置の製造方法により、例えば、次
のようにして製造することができる。
［１］まず、複数の陽極（個別電極）３が設けられたＴＦＴ回路基板２０を用意する（

10

第１の工程）。
［１−Ａ］まず、基板２１を用意し、基板２１上に、例えば、ＴＥＯＳ（テトラエトキ
シシラン）や酸素ガス等を原料ガスとして、プラズマＣＶＤ法等により、平均厚さが約２
００〜５００ｎｍの酸化シリコンを主材料として構成される下地保護層２３を形成する。
【００４８】
［１−Ｂ］次に、下地保護層２３上に、駆動用ＴＦＴ２４を形成する。
［１−Ｂａ］まず、基板２１を約３５０℃に加熱した状態で、下地保護層２３上に、例
えばプラズマＣＶＤ法等により、平均厚さが約３０〜７０ｎｍのアモルファスシリコンを
主材料として構成される半導体膜を形成する。
［１−Ｂｂ］次いで、半導体膜に対して、レーザアニールまたは固相成長法等により結

20

晶化処理を行い、アモルファスシリコンをポリシリコンに変化させる。
ここで、レーザアニール法では、例えば、エキシマレーザでビームの長寸が４００ｍｍ
のラインビームを用い、その出力強度は、例えば２００ｍＪ／ｃｍ

２

程度に設定される。

また、ラインビームについては、その短寸方向におけるレーザー強度のピーク値の９０％
に相当する部分が各領域に重なるようにラインビームを走査する。
【００４９】
［１−Ｂｃ］次いで、半導体膜をパターニングして島状とし、各島状の半導体膜２４１
を覆うように、例えば、ＴＥＯＳ（テトラエトキシシラン）や酸素ガスなどを原料ガスと
して、プラズマＣＶＤ法等により、平均厚さが約６０〜１５０ｎｍの酸化シリコンまたは
窒化シリコン等を主材料として構成されるゲート絶縁層２４２を形成する。
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［１−Ｂｄ］次いで、ゲート絶縁層２４２上に、例えば、スパッタ法等により、アルミ
ニウム、タンタル、モリブデン、チタン、タングステンなどの金属を主材料として構成さ
れる導電膜を形成した後、パターニングし、ゲート電極２４３を形成する。
［１−Ｂｅ］次いで、この状態で、高濃度のリンイオンを打ち込んで、ゲート電極２４
３に対して自己整合的にソース・ドレイン領域を形成する。なお、不純物が導入されなか
った部分がチャネル領域となる。
【００５０】
［１−Ｃ］次に、駆動用ＴＦＴ２４に電気的に接続されるソース電極２４４およびドレ
イン電極２４５を形成する。
［１−Ｃａ］まず、ゲート電極２４３を覆うように、第１層間絶縁層２５を形成した後

40

、コンタクトホールを形成する。
［１−Ｃｂ］次いで、コンタクトホール内にソース電極２４４およびドレイン電極２４
５を形成する。
【００５１】
［１−Ｄ］次に、ドレイン電極２４５と陽極３とを電気的に接続する配線（中継電極）
２７を形成する。
［１−Ｄａ］まず、第１層間絶縁層２５上に、第２層間絶縁層２６を形成した後、コン
タクトホールを形成する。
［１−Ｄｂ］次いで、コンタクトホール内に配線２７を形成する。
以上のようにして、ＴＦＴ回路基板２０が得られる。
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【００５２】
［１−Ｅ］次に、ＴＦＴ回路基板２０が備える第２層間絶縁層２６上に、各配線２７に
接触するように、複数の陽極（個別電極）３を形成する（第１の工程）。
この陽極３は、第２層間絶縁層２６上に、例えば、真空蒸着法やスパッタ法のような気
相成膜法等により、前述したような陽極３の構成材料を主材料として構成される導電膜を
形成した後、パターニングすることにより得ることができる。
【００５３】
［２］次に、第２層間絶縁層２６上に、各陽極３を区画するように、すなわち、各有機
ＥＬ素子１Ｒ、１Ｇ、１Ｂを形成する領域を区画するように、隔壁部（バンク）３５を形
成する（第２の工程）。

10

隔壁部３５は、第２層間絶縁膜２６上に第１隔壁部３１を形成した後、この第１隔壁部
３１上に、第２隔壁部３２を形成することにより得ることができる。
【００５４】
なお、第１隔壁部３１は、陽極３および第２層間絶縁膜２６を覆うように絶縁膜を形成
した後、フォトリソグラフィー法等を用いてパターニングすること等により形成すること
ができる。
また、第２隔壁部３２は、陽極３および第１隔壁部３１を覆うように絶縁膜を形成した
後、第１隔壁部３１を得たのと同様にして形成することができる。
【００５５】
ここで、第１隔壁部３１および第２隔壁部３２の構成材料は、耐熱性、撥液性、インク
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溶剤耐性、下地層との密着性等を考慮して選択される。
具体的には、第１隔壁部３１の構成材料としては、例えば、アクリル系樹脂、ポリイミ
ド系樹脂のような有機材料や、ＳｉＯ２ のような無機材料が挙げられる。
また、第２隔壁部３２の構成材料としては、第１の隔壁部３１で挙げたものの他、例え
ば、フッ素系樹脂等を用いることができる。フッ素系樹脂を用いることにより、第２隔壁
部３２の耐吸湿性の向上を図ることができる。
また、隔壁部３５の開口の形状は、図２に示すように、四角形の他、例えば、円形、楕
円形、六角形等の多角形等、いかなるものであってもよい。
【００５６】
なお、隔壁部３５の開口の形状を多角形とする場合には、角部は丸みを帯びているのが

30

好ましい。これにより、正孔輸送層５および発光層６を、後述するような液状材料を用い
て形成する際に、これらの液状材料を、隔壁部３５の内側の空間の隅々にまで確実に供給
することができる。
このような隔壁部３５の高さは、陽極３、正孔輸送層５および発光層６の合計の厚さに
応じて適宜設定され、特に限定されないが、３０〜５００ｎｍ程度とするのが好ましい。
かかる高さとすることにより、十分に隔壁（バンク）としての機能が発揮される。
【００５７】
［３］次に、各陽極３上に、すなわち、各隔壁部３５の内側に、それぞれ、正孔輸送層
５および発光層６をこの順で積層して有機半導体層７を形成する（第３の工程）。
［３−Ａ］まず、各陽極３上に、それぞれ、正孔輸送層５を形成する。
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この正孔輸送層５は、例えば、スパッタ法、真空蒸着法、ＣＶＤ法等を用いた気相プロ
セスや、スピンコート法（パイロゾル法）、キャスティング法、マイクログラビアコート
法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイヤーバーコート法、ディッ
プコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法
、インクジェット印刷法等を用いた液相プロセス等により形成することができるが、中で
も、インクジェット法（液滴吐出法）を用いた液相プロセスにより形成するのが好ましい
。インクジェット法を用いることにより、正孔輸送層５の薄膜化、画素サイズの微小化を
図ることができる。また、正孔輸送層形成用の液状材料を、隔壁部３５の内側に選択的に
供給することができるため、液状材料のムダを省くことができる。
【００５８】
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具体的には、正孔輸送層形成用の液状材料を、インクジェットプリント装置のヘッドか
ら吐出し、各陽極３上に供給し、脱溶媒または脱分散媒した後、必要に応じて、１５０℃
程度で短時間の加熱処理を施す。
こ の 脱 溶 媒 ま た は 脱 分 散 媒 は 、 減 圧 雰 囲 気 に 放 置 す る 方 法 、 熱 処 理 (例 え ば ５ ０ 〜 ６ ０
℃ 程 度 )に よ る 方 法 、 窒 素 ガ ス の よ う な 不 活 性 ガ ス の フ ロ ー に よ る 方 法 等 が 挙 げ ら れ る 。
さらに、追加の熱処理（１５０℃程度で短時間）で行うことにより、残存溶媒を除去する
。
【００５９】
用いる液状材料は、前述したような正孔輸送材料を溶媒または分散媒に溶解または分散
することにより調製される。

10

また、液状材料の調製に用いる溶媒または分散媒としては、例えば、硝酸、硫酸、アン
モニア、過酸化水素、水、二硫化炭素、四塩化炭素、エチレンカーボネイト等の各種無機
溶媒や、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、アセトン、ジエチルケトン、メチルイソブチル
ケトン（ＭＩＢＫ）、メチルイソプロピルケトン（ＭＩＰＫ）、シクロヘキサノン等のケ
トン系溶媒、メタノール、エタノール、イソプロパノール、エチレングリコール、ジエチ
レングリコール（ＤＥＧ）、グリセリン等のアルコール系溶媒、ジエチルエーテル、ジイ
ソプロピルエーテル、１，２−ジメトキシエタン（ＤＭＥ）、１，４−ジオキサン、テト
ラヒドロフラン（ＴＨＦ）、テトラヒドロピラン（ＴＨＰ）、アニソール、ジエチレング
リコールジメチルエーテル（ジグリム）、ジエチレングリコールエチルエーテル（カルビ
トール）等のエーテル系溶媒、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、フェニルセロソル
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ブ等のセロソルブ系溶媒、ヘキサン、ペンタン、ヘプタン、シクロヘキサン等の脂肪族炭
化水素系溶媒、トルエン、キシレン、ベンゼン等の芳香族炭化水素系溶媒、ピリジン、ピ
ラジン、フラン、ピロール、チオフェン、メチルピロリドン等の芳香族複素環化合物系溶
媒、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ
）等のアミド系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、１，２−ジクロロエタン等のハロ
ゲン化合物系溶媒、酢酸エチル、酢酸メチル、ギ酸エチル等のエステル系溶媒、ジメチル
スルホキシド（ＤＭＳＯ）、スルホラン等の硫黄化合物系溶媒、アセトニトリル、プロピ
オニトリル、アクリロニトリル等のニトリル系溶媒、ギ酸、酢酸、トリクロロ酢酸、トリ
フルオロ酢酸等の有機酸系溶媒のような各種有機溶媒、または、これらを含む混合溶媒等
が挙げられる。
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なお、陽極３上に供給された液状材料は、流動性が高く（粘性が低く）、水平方向（面
方向）に広がろうとするが、陽極３が隔壁部３５により囲まれているため、所定の領域以
外に広がることが阻止され、正孔輸送層５（有機ＥＬ素子１）の輪郭形状が正確に規定さ
れる。
【００６０】
［３−Ｂ］次に、各正孔輸送層５上に、発光層６を形成する。
この発光層６も、気相プロセスや液相プロセスにより形成することができるが、前述し
たのと同様の理由から、インクジェット法（液滴吐出法）を用いた液相プロセスにより形
成するのが好ましい。また、インクジェット法を用いることにより、複数色の発光層６Ｒ
、６Ｇ、６Ｂの塗り分けを容易に行うことができるという利点も得られる。
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【００６１】
［４］次に、次工程［５］で形成される陰極８と接触し得るように、直線状の補助陰極
（導電体）４を隔壁部３５上に形成する。（導電体形成工程）。
ここで、前述したように、直線状の補助陰極４すなわち細幅の導電体を、その形状に対
応した開口部を備えるシャドーマスク（以下、単に「マスク」という。）を用いた真空蒸
着法で１度に（一括して）形成すると、開口部に生じた撓みや歪みにより、形成される補
助陰極も撓みや歪みを有するものとなる。
【００６２】
これに対して、本発明の有機発光装置の製造方法では、複数回の真空蒸着法により、細
幅の導電体（本実施形態では、直線状の補助陰極４）が、同一のマスクを用いて互いに接
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続される細長い形状の微小部分に分割して形成される。
そこで、本発明の有機発光装置の製造方法で用いられるマスクには、その開口部が細幅
の導電体を分割した形状に対応するように形成されている。そして、１回の真空蒸着法を
施す毎に、このマスクを導電体を形成すべき方向に移動させることにより導電パターンを
形成することができる。
【００６３】
すなわち、本実施形態では、１回の真空蒸着法を施す毎に、直線状の補助陰極４を分割
した形状に対応する開口部を備えるマスクを、形成すべき補助陰極４の長軸方向（長手方
向）に沿って水平移動させることにより、補助陰極４を形成することができる。
また、マスクをかかる構成とすることにより、マスクの基材の剛性が低下するのを防止

10

し得ることから、開口部における撓みや歪みの発生が確実に阻止されることとなる。これ
により、形成される補助陰極４に撓みや歪みが生じるのを確実に阻止し得ることから、優
れた成膜精度で補助陰極４を形成することができる。その結果、陰極８全体としての電気
抵抗が低減され、有機ＥＬ素子１の消費電力の低減、さらには、その長寿命化が図られる
。
【００６４】
以下では、まず、本発明の有機発光装置の製造方法で用いられるマスクの一例（マスク
４０）について説明し、その後に、真空蒸着法により、このマスク４０を用いて直線状の
補助陰極４を形成する方法について説明する。
なお、このマスク４０を用いる場合、直線状の補助陰極４は、２回の真空蒸着法により

20

、微小部分として、それぞれ同一の形状を有する第１の微小部分４ａおよび第２の微小部
分４ｂがこの順で成膜されることにより形成される。
【００６５】
（マスク）
図４は、本発明の有機発光素子の製造方法に用いられるマスクの一例を示す模式的斜視
図、図５は、図４に示すマスクの要部を示す拡大斜視図である。
支持基板４１は、図４および図５に示すように、平面視で長方形をなすとともに厚さ方
向に貫通する開口領域４２を複数有し、これらの開口領域４２は、それぞれ、その長手方
向に沿って平行に、かつ、一定間隔に設けられている。
【００６６】
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そして、支持基板４１には、これらの開口領域４２の周囲に、チップ４５を取り付ける
際に支持基板４１に対するチップ４５の位置合わせのためアライメントマーク４４が形成
されている。このようなアライメントマーク４４は、フォトリソグラフィー技術または結
晶異方性エッチングなどで形成することができる。
また、支持基板４１には、その外周部に、マスク４０を使用して真空蒸着法により補助
陰極４を形成する際にマスク４０の位置決めを行うためのマスク位置決めマーク４６が形
成されている。このマスク位置決めマーク４６は、１回目の真空蒸着法を施す際に用いら
れるマスク位置決めマーク４６ａと、２回目の真空蒸着法を施す際に用いられるマスク位
置決めマーク４６ｂとで構成されている。マスク位置決めマーク４６は、例えば、金属膜
で構成されている。なお、チップ４５にマスク位置決めマーク４６を形成してもよい。

40

【００６７】
このような支持基板４１の構成材料としては、チップ４５の構成材料（すなわちシリコ
ン）の熱膨張係数とほぼ同一（等しい）または近い熱膨張係数を有するものが好適に用い
られる。
より具体的には、支持基板４１の構成材料としては、例えば、シリコンの熱膨張係数（
３０×１０

− ７

／℃）とほぼ同一の熱膨張係数を有するものとして、コーニング社製のパ

イレックス（登録商標）ガラス（熱膨張係数３０×１０

− ７

／℃）が挙げられ、また、シ

リコンの熱膨張係数と近い熱膨張係数を有するものとして、無アルカリガラスである日本
電気ガラス社製のＯＡ−１０（熱膨張係数３８×１０
イ（熱膨張係数５０×１０

− ７

− ７

／℃）、金属材料では４２アロ

／℃）、およびインバー材（熱膨張係数１２×１０

− ７

／
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℃）などが挙げられる。このような材料で支持基板４１を構成することにより、真空蒸着
法で、補助陰極４を形成する際に、支持基板４１の熱膨張量とチップ４５の熱膨張量との
差によるマスク４０の歪みまたは橈みの発生を抑えることができる。
【００６８】
このような支持基板４１に対し、前述したアライメントマーク４４により位置合わせさ
れた状態で、複数のチップ４５が接合されている。
より具体的には、複数のチップ４５は、支持基板４１の開口領域４２を塞ぐように、互
いに等間隔を隔てて、支持基板４１上に行列をなすように配置・接合されている。なお、
本実施形態では、図４に示すように、チップ４５は、支持基板４１上に行列ともに７個ず
つ配置・接合される。

10

【００６９】
各チップ４５には、図５に示すように、形成する補助陰極４の一部の形状および配置に
対応するようにして、複数の貫通部（開口部）４７が形成されている。本実施形態では、
各貫通部４７は、形成すべき微小部分（第１の微小部分４ａおよび第２の微小部分４ｂ）
の形状に対応して、平面視で直線状をなすとともに厚さ方向に貫通している。そして、複
数の貫通部４７は、互いに平行に一定間隔離間して形成されている。
【００７０】
このような各貫通部４７は、それぞれ、支持基板４１の開口領域４２の長手方向と直交
する向きに延在している。
また、各貫通部４７の幅ｄ１は、図５に示すように、形成する補助陰極４の幅とほぼ同

20

一になっている。そして、同一の開口領域４２を塞ぎかつ互いに隣り合うチップ４５同士
は、その間隔を補助陰極４の幅ｄ１だけ開けた状態で配置されている。そのため、このよ
うなチップ４５同士の隙間は、チップ４５の貫通部４７と同様に機能し、この隙間を用い
て補助陰極４の一部を形成することができる。
【００７１】
さらに、貫通部（開口部）４７の幅ｄ１［μｍ］は、支持基板４１とチップ４５とのア
ライメント精度をＡ［μｍ］とし、マスク４０とＴＦＴ回路基板２０とのアライメント精
度をＢ［μｍ］とし、隔壁部３５の幅をＤ１［μｍ］としたとき、２（Ａ＋Ｂ）の値より
も大きく、かつ、Ｄ１−２（Ａ＋Ｂ）の値よりも小さくなるように設定されているのが好
ましい。これにより、マスク４０を用いて補助陰極４を形成する際に、すなわち、マスク

30

４０を用いて後述する第１の微小部分４ａと第２の微小部分４ｂを形成する際に、第１の
微小部分４ａと第２の微小部分４ｂとを、貫通部４７の長軸方向と垂直な方向に対して、
隔壁部３５上からはみ出すのを防止しつつ、それぞれの両端部において確実に重なり合わ
せて形成することができる。
【００７２】
また、貫通部４７の形状は、すなわち、形成される微小部分（第１の微小部分４ａおよ
び第２の微小部分４ｂ）の形状は、その幅が両端部において他の部分（両端部を除く部分
）よりも大きくなっているのが好ましい。これにより、貫通部４７の幅方向（長軸方向と
垂直な方向）に対して、隣接する微小部分同士（第１の微小部分４ａと第２の微小部分４
ｂと）が、その両端部において、重なり合わないようになるのを確実に防止することがで

40

きる。
【００７３】
また、各貫通部４７の長さｄ２は、形成する補助陰極４の長さを等分割（本実施形態で
は、１４分割）した大きさとほぼ同一またはそれよりも若干大きくなっている。そして、
隣接する各貫通部４７同士の間の長さｄ３は、形成する補助陰極４の長さを等分割した大
きさとほぼ同一またはそれよりも若干小さくなっている。
さらに、貫通部４７の長さｄ２［μｍ］は、形成する補助陰極４の長さをＤ２［μｍ］
とし、Ｄ２の分割数をＸとし、前述したのと同様に、支持基板４１とチップ４５とのアラ
イメント精度をＡ［μｍ］とし、マスク４０とＴＦＴ回路基板２０とのアライメント精度
をＢ［μｍ］としたとき、Ｄ２／Ｘ＋２（Ａ＋Ｂ）の値よりも大きくなるように設定され
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ているのが好ましい。これにより、後述する第１の微小部分４ａと第２の微小部分４ｂを
形成する際に、貫通部４７の長軸方向に対して、第１の微小部分４ａと第２の微小部分４
ｂとをそれぞれの両端部において確実に重なり合わせて形成することができる。
【００７４】
なお、本明細書中において、「アライメント精度」とは、２つのアライメントマーク（
マスク位置決めマーク）同士を対向させる位置からのバラツキ（標準偏差）を示すものと
する。
このようなチップ４５は、面方位（１１０）のシリコン単結晶基板で構成されている。
そして、チップ４５における貫通部４７の長手方向の側面は、面方位（１１１）となって
いる。このように貫通部４７の側面の面方位を（１１１）とすることは、面方位（１１０

10

）のシリコンチップに対し結晶異方性エッチングを施すことで簡便に実現できる。
【００７５】
（補助陰極の形成方法）
図６および図７は、図１に示すアクティブマトリクス型表示装置が備える補助陰極の形
成方法を説明するための図である。なお、図６は、図２中のＡ−Ａ線断面に対応する断面
を示す縦断面図であり、図７は、平面図である。
［４−Ａ］まず、図６（ａ）に示すように、隔壁部３５上に予め形成しておいたマスク
位置決めマーク４８と、マスク４０が備えるマスク位置決めマーク４６ａとを対向させて
、ＴＦＴ回路基板２０に対してマスク４０を位置決めする。
なお、図６（ａ）において、ＴＦＴ回路基板２０上には、前記工程［１］〜［３］を経

20

ることにより、既に、陽極３、有機半導体層７および隔壁部３５が形成されている。
【００７６】
［４−Ｂ］次に、図６（ｂ）および図７（ａ）に示すように、真空蒸着法により、隔壁
部３５のマスク４０で覆われていない領域、すなわち、隔壁部３５の貫通部４７に対応す
る領域に第１の微小部分４ａを形成する。これにより、隔壁部３５上に、複数の第１の微
小部分４ａがほぼ直線状に配置された状態で形成される。
［４−Ｃ］次に、図６（ｃ）に示すように、マスク位置決めマーク４８とマスク４０が
備えるマスク位置決めマーク４６ｂとが対向するように、マスク４０を形成すべき方向す
なわち形成される補助陰極４の長軸方向（図７中のＸ軸方向）に沿って移動させることに
より、ＴＦＴ回路基板２０に対してマスク４０を位置決めする。
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【００７７】
ここで、２つのマスク位置決めマーク４６ａ、４６ｂ同士間の距離すなわちマスク４０
を平行移動させる移動量は、隣接する貫通部４７同士間の距離ｄ３よりも長く、かつ、貫
通部４７の長さｄ２よりも短く設定される。これにより、隔壁部３５の貫通部４７に対応
する領域の両端部が、隣接する第１の微小部分４ａ同士の対向し合う（近い方の）端部と
重なり合うこととなる。
【００７８】
［４−Ｄ］次に、図６（ｄ）および図７（ｂ）に示すように、真空蒸着法により、隔壁
部３５のマスク４０で覆われていない領域、すなわち、隔壁部３５の貫通部４７に対応す
る領域に第２の微小部分４ｂを形成する。

40

これにより、隔壁部３５上に、さらに、第１の微小部分４ａと同一の形状を有する第２
の微小部分４ｂがほぼ直線状に配置された状態で形成される。
【００７９】
ここで、前記工程［４−Ｃ］において、マスク４０は、隔壁部３５の貫通部４７に対応
する領域の両端部と、隣接する第１の微小部分４ａ同士の対向し合う（近い方の）端部と
が重なり合う位置に配置されている。そのため、第１の微小部分４ａと第２の微小部分４
ｂとが、その互いの端部同士を接続するように形成される。その結果、隔壁部３５上に、
第１の微小部分４ａと第２の微小部分４ｂとが交互に配設された構成の直線状の補助陰極
４が形成される。
【００８０】
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また、マスク４０には、図４に示すように、貫通部４７の幅方向にも複数の貫通部４７
が形成されていることから、２回の真空蒸着法（工程［４−Ａ］〜工程［４−Ｄ］）を施
すことにより、複数（本実施形態では７つ）の補助陰極４が一括して形成されることとな
る。
なお、本実施形態では、２回の真空蒸着法で直線状の補助陰極４を形成することとした
が、マスク４０の長さより長尺の補助陰極４を形成する場合には、３回以上の真空蒸着法
を行うようにすればよい。
また、形成される補助陰極４の形状は、直線状のものに限られず、細幅のものであれば
よく、例えば、曲線状に蛇行するものであってもよいし、枠状のものであってもよい。
曲線状の補助陰極４は、マスク４０が備える貫通部４７を曲線状とすることにより得る

10

ことができる。
【００８１】
さらに、枠状の補助陰極４は、例えば、２回目の真空蒸着法を施した後に、マスク４０
をほぼ９０°回転させて、すなわち、図７中のＹ軸方向と貫通部４７の長軸方向とがほぼ
平行となるように配置した後、さらに真空蒸着法を行うことにより得ることができる。
なお、本実施形態では、有機半導体層７を形成する前記工程［３］と陰極８を形成する
次工程［５］との間に、補助陰極４（導電体）を形成する本工程［４］を行う場合につい
て説明したが、このような場合に限定されず、隔壁部３５を形成する前記工程［２］と有
機半導体層７を形成する前記工程［３］との間に、本工程［４］を行うようにしてもよい
。

20

【００８２】
［５］次に、各有機半導体層７（発光層６）および各隔壁部３５に重なるように、すな
わち、有機半導体層７の陽極３と反対側を覆うように、共通の陰極８を形成する（第４の
工程）。
これにより、ＴＦＴ回路基板２０上に複数の有機ＥＬ素子１が形成される。
この陰極８も、前述したような気相プロセスや液相プロセスにより形成することができ
るが、これらの方法は、陰極８の構成材料の熱安定性や、溶媒への溶解性等の物理的特性
および／または化学的特性を考慮して選択される。
なお、本実施形態では、有機半導体層７（発光層６）および隔壁部３５に重なるように
陰極８を形成することから、マスクを用いる必要がないため、これらの形成には、スパッ
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タ法、真空蒸着法を用いた気相プロセス等が好適に用いられる。
【００８３】
［６］

次に、上基板９を用意し、この上基板９により陰極８を覆うようにして、陰極

８と上基板９とを接合する。
これにより、各有機ＥＬ素子１が上基板９により封止され、表示装置１０が完成される
。
この陰極８と上基板９との接合は、陰極８と上基板９との間に、エポキシ系の接着剤を
介在させた状態で、この接着剤を乾燥させること等により行うことができる。
この上基板９は、有機ＥＬ素子１を保護する保護基板としての機能を有する。このよう
な上基板９を、陰極８上に設けることにより、有機ＥＬ素子１が酸素や水分に接触するの

40

をより好適に防止または低減できることから、有機ＥＬ素子１の信頼性の向上や、変質・
劣化の防止等の効果をより確実に得ることができる。
【００８４】
＜電子機器＞
このような表示装置（本発明の有機発光装置）１０は、各種の電子機器に組み込むこと
ができる。
図８は、本発明の電子機器を適用したモバイル型（またはノート型）のパーソナルコン
ピュータの構成を示す斜視図である。
【００８５】
この図において、パーソナルコンピュータ１１００は、キーボード１１０２を備えた本
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体部１１０４と、表示部を備える表示ユニット１１０６とにより構成され、表示ユニット
１１０６は、本体部１１０４に対しヒンジ構造部を介して回動可能に支持されている。
このパーソナルコンピュータ１１００において、表示ユニット１１０６が備える表示部
が前述の表示装置１０で構成されている。
【００８６】
図９は、本発明の電子機器を適用した携帯電話機（ＰＨＳも含む）の構成を示す斜視図
である。
この図において、携帯電話機１２００は、複数の操作ボタン１２０２、受話口１２０４
および送話口１２０６とともに、表示部を備えている。
携帯電話機１２００において、この表示部が前述の表示装置１０で構成されている。

10

【００８７】
図１０は、本発明の電子機器を適用したディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図で
ある。なお、この図には、外部機器との接続についても簡易的に示されている。
ここで、通常のカメラは、被写体の光像により銀塩写真フィルムを感光するのに対し、
デ ィ ジ タ ル ス チ ル カ メ ラ １ ３ ０ ０ は 、 被 写 体 の 光 像 を Ｃ Ｃ Ｄ （ Charge Coupled Device）
などの撮像素子により光電変換して撮像信号（画像信号）を生成する。
【００８８】
ディジタルスチルカメラ１３００におけるケース（ボディー）１３０２の背面には、表
示部が設けられ、ＣＣＤによる撮像信号に基づいて表示を行う構成になっており、被写体
を電子画像として表示するファインダとして機能する。
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ディジタルスチルカメラ１３００において、この表示部が前述の表示装置１０で構成さ
れている。
【００８９】
ケースの内部には、回路基板１３０８が設置されている。この回路基板１３０８は、撮
像信号を格納（記憶）し得るメモリが設置されている。
また、ケース１３０２の正面側（図示の構成では裏面側）には、光学レンズ（撮像光学
系）やＣＣＤなどを含む受光ユニット１３０４が設けられている。
撮影者が表示部に表示された被写体像を確認し、シャッタボタン１３０６を押下すると
、その時点におけるＣＣＤの撮像信号が、回路基板１３０８のメモリに転送・格納される
。
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【００９０】
また、このディジタルスチルカメラ１３００においては、ケース１３０２の側面に、ビ
デオ信号出力端子１３１２と、データ通信用の入出力端子１３１４とが設けられている。
そして、図示のように、ビデオ信号出力端子１３１２にはテレビモニタ１４３０が、デ−
タ通信用の入出力端子１３１４にはパーソナルコンピュータ１４４０が、それぞれ必要に
応じて接続される。さらに、所定の操作により、回路基板１３０８のメモリに格納された
撮像信号が、テレビモニタ１４３０や、パーソナルコンピュータ１４４０に出力される構
成になっている。
【００９１】
なお、本発明の電子機器は、図８のパーソナルコンピュータ（モバイル型パーソナルコ
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ンピュータ）、図９の携帯電話機、図１０のディジタルスチルカメラの他にも、例えば、
テレビや、ビデオカメラ、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、
ラップトップ型パーソナルコンピュータ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳
（通信機能付も含む）、電子辞書、電卓、電子ゲーム機器、ワードプロセッサ、ワークス
テーション、テレビ電話、防犯用テレビモニタ、電子双眼鏡、ＰＯＳ端末、タッチパネル
を備えた機器（例えば金融機関のキャッシュディスペンサー、自動券売機）、医療機器（
例えば電子体温計、血圧計、血糖計、心電表示装置、超音波診断装置、内視鏡用表示装置
）、魚群探知機、各種測定機器、計器類（例えば、車両、航空機、船舶の計器類）、フラ
イトシュミレータ、その他各種モニタ類、プロジェクター等の投射型表示装置等に適用す
ることができる。
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以上、本発明の有機発光装置の製造方法、有機発光装置および電子機器を、図示の実施
形態に基づいて説明したが、本発明はこれらに限定されるものでない。
また、本発明の有機発光装置の製造方法は、任意の目的の工程が１または２以上追加さ
れていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の有機発光装置を適用したアクティブマトリクス型表示装置の実施形態を
示す縦断面図である。
【図２】図１に示すアクティブマトリクス型表示装置の有機ＥＬ素子の配置を示す平面図
である。
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【図３】有機ＥＬ素子の他の配置を示す平面図である。
【図４】本発明の有機発光素子の製造方法に用いられるマスクの一例を示す模式的斜視図
である。
【図５】図４に示すマスクの要部を示す拡大斜視図である。
【図６】図１に示すアクティブマトリクス型表示装置が備える補助陰極の形成方法を説明
するための縦断面図である。
【図７】図１に示すアクティブマトリクス型表示装置が備える補助陰極の形成方法を説明
するための平面図である。
【図８】本発明の電子機器を適用したモバイル型（またはノート型）のパーソナルコンピ
ュータの構成を示す斜視図である。
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【図９】本発明の電子機器を適用した携帯電話機（ＰＨＳも含む）の構成を示す斜視図で
ある。
【図１０】本発明の電子機器を適用したディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図であ
る。
【図１１】従来のアクティブマトリクス型表示装置の一例を示す縦断面図である。
【符号の説明】
【００９３】
１、１Ｒ、１Ｇ、１Ｂ……有機ＥＬ素子

３……陽極

３１……第１隔壁部

３５……隔壁部

４……補助陰極

の微小部分

４０……マスク

４１……支持基板

ントマーク

４５……チップ

４６、４６ａ、４６ｂ、４８……マスク位置決めマーク

４７……貫通部

５……正孔輸送層

、７Ｂ……有機半導体層
Ｔ回路基板
Ｔ

２４１……半導体層

ソース電極
層

２１……基板

１０４……本体部
操作ボタン
カメラ

８……陰極

９……上基板

２２……回路部

１２０４……受話口

２５……第１層間絶縁層

ンピュータ

９３０……隔壁部
９７０……陰極

９４０……発光層

２４４……

２６……第２層間絶縁
１

１２０２……

１３００……ディジタルスチル

１３０４……受光ユニット

１３０６………

１３１２……ビデオ信号出力端子

９５０……正孔輸送層

１３１４

１４４０……パーソナルコ

９１０……薄膜トランジスタ

９８０……有機ＥＬ素子

２０……ＴＦ

２４……駆動用ＴＦ

１１０２……キーボード

１４３０……テレビモニタ

９００……有機発光装置
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７、７Ｒ、７Ｇ

１２００……携帯電話機

１２０６……送話口

１３０８……回路基板

……データ通信用の入出力端子

４４……アライメ

２４３……ゲート電極

１１００……パーソナルコンピュータ
１１０６……表示ユニット

４ｂ……第２

１０……表示装置

２３……下地保護層

２４２……ゲート絶縁層

１３０２……ケース（ボディー）

…シャッタボタン

４２……開口領域

６、６Ｒ、６Ｇ、６Ｂ……発光層

２４５……ドレイン電極

２７……配線

４ａ……第１の微小部分

３２……

第２隔壁部

９２０……陽極

９６０……有機半導体層
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