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(57)【要約】
【課題】導電パターンの形成方法とそれを利用した薄膜
トランジスタ及びその製造方法を提供する。
【解決手段】導電パターンを備える平板表示装置におい
て、ベース部材を用意するステップと、ベース部材に導
電パターンと同じ形態の凹部を形成するステップと、凹
部に導電性物質を塗布して導電パターンを形成するステ
ップと、を含む導電パターンの形成方法である。ベース
部材は、凹部を備えるプラスチック基板を備えるか、ま
たは基板と、基板上に形成されて凹部を備える絶縁膜と
を備える。
【選択図】図３Ｄ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一つの凹部を備えたベース部材と、
前記ベース部材の凹部に形成された導電パターンと、を備える薄膜トランジスタであっ
て、
前記導電パターンが、Ａｇナノ複合体、Ｃｕナノ複合体、Ａｕナノ複合体、Ｐｔナノ複
合体及びカーボンナノ複合体から選択されるナノ複合体を含むか、または導電性粒子及び
有機バインダーを含むインクをパターン塗布した後に焼成した物質を含み、前記導電性粒
子は、Ａｇナノ粒子、Ｃｕナノ粒子、Ａｕナノ粒子、Ｐｔナノ粒子、カーボンナノ粒子及
び微細グラファイト粒子から選択される粒子を含むことを特徴とする薄膜トランジスタ。
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【請求項２】
前記ベース部材は、前記少なくとも一つの凹部を備えるプラスチック基板を備えるか、
またはプラスチック基板及び前記プラスチック基板上に形成されて前記少なくとも一つの
凹部を備える絶縁膜を含むことを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項３】
前記プラスチック基板は、ポリエーテルスルホン、ポリアクリレート、ポリエーテルイ
ミド、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリフェニレンスルフ
ィド、ポリアリレート、ポリイミド、ポリカーボネート、セルローストリアセテート、セ
ルロースアセテートプロピオネートからなるグループから選択されることを特徴とする請
求項２に記載の薄膜トランジスタ。
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【請求項４】
前記絶縁膜は、有機絶縁膜または無機絶縁膜の単一膜または多層膜で構成されるか、ま
たは／及び有機−無機ハイブリッド膜で構成されることを特徴とする請求項２に記載の薄
膜トランジスタ。
【請求項５】
前記薄膜トランジスタは、半導体層、ゲート電極及びソース／ドレイン電極を備え、前
記導電パターンは、前記ゲート電極及びソース／ドレイン電極のうち少なくとも１つであ
ることを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項６】
第１凹部を備えたベース部材と、前記ベース部材の第１凹部に形成されたゲートと、前
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記ゲート及びベース部材上に形成され、前記ベース部材の第１凹部の両側にそれぞれ配列
される第２凹部を備えるゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜の第２凹部に形成されたソー
ス／ドレイン電極と、前記ソース／ドレイン電極及びゲート絶縁膜上に形成された半導体
層と、を備える薄膜トランジスタであって、前記ゲートは、Ａｇナノ複合体、Ｃｕナノ複
合体、Ａｕナノ複合体、Ｐｔナノ複合体及びカーボンナノ複合体から選択される物質を含
むか、または導電性粒子及び有機バインダーを含むインクをパターン塗布した後に焼成し
た物質を含み、前記導電性粒子は、Ａｇナノ粒子、Ｃｕナノ粒子、Ａｕナノ粒子、Ｐｔナ
ノ粒子、カーボンナノ粒子及び微細グラファイト粒子から選択される粒子を含み、前記ソ
ース／ドレイン電極は、Ａｕナノ複合体またはＰｔナノ複合体から選択される物質を含む
か、または有機半導体層のＨＯＭＯ値から０.５ｅＶを減算した値より大きい仕事関数を
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有する金属のナノ粒子またはカーボンナノ粒子のうち一つのナノ粒子及び有機バインダー
を含むインクをパターン塗布した後に焼成した物質を含み、前記金属ナノ粒子は、Ａｕナ
ノ粒子またはＰｔナノ粒子のうち一つを含むことを特徴とする薄膜トランジスタ。
【請求項７】
前記ベース部材は、前記第１凹部を含む基板を備えるか、または前記ベース部材は、基
板と、前記基板上に形成されて前記第１凹部を備える絶縁膜と、を備え、前記半導体層は
、有機半導体層を備え、前記基板は、プラスチック基板を備え、前記絶縁膜は、有機絶縁
膜または無機絶縁膜の単一膜または多層膜で構成されるか、または／及び有機−無機ハイ
ブリッド膜で構成されることを特徴とする請求項６に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項８】
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相互離隔された第１凹部を備えるベース部材と、前記ベース部材の第１凹部にそれぞれ
形成されたソース／ドレイン電極と、前記ベース部材及び前記ソース／ドレイン電極上に
形成された半導体層と、前記半導体層上に形成され、前記ソース／ドレイン電極間に配列
される第２凹部を備えるゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜の第２凹部に形成されたゲー
ト電極と、を備える薄膜トランジスタであって、前記ゲートは、Ａｇナノ複合体、Ｃｕナ
ノ複合体、Ａｕナノ複合体、Ｐｔナノ複合体及びカーボンナノ複合体から選択される物質
を含むか、または導電性粒子及び有機バインダーを含むインクをパターン塗布した後に焼
成した物質を含み、前記導電性粒子は、Ａｇナノ粒子、Ｃｕナノ粒子、Ａｕナノ粒子、Ｐ
ｔナノ粒子、カーボンナノ粒子及び微細グラファイト粒子から選択される粒子を含み、前
記ソース／ドレイン電極は、Ａｕナノ複合体またはＰｔナノ複合体から選択される物質を
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含むか、または有機半導体層のＨＯＭＯ値から０.５ｅＶを減算した値より大きい仕事関
数を有する金属のナノ粒子またはカーボンナノ粒子のうち一つのナノ粒子及び有機バイン
ダーを含むインクをパターン塗布した後に焼成した物質を含み、前記金属ナノ粒子は、Ａ
ｕナノ粒子またはＰｔナノ粒子のうち一つを含むことを特徴とする薄膜トランジスタ。
【請求項９】
前記ベース部材は、第１凹部を備える基板を備えるか、または前記ベース部材は、基板
と、前記基板上に形成されて第１凹部を備える絶縁膜とを備え、前記半導体層は、有機半
導体層を備え、
前記基板は、プラスチック基板を備え、前記絶縁膜は、有機絶縁膜または無機絶縁膜の単
一膜または多層膜で構成されるか、または／及び有機−無機ハイブリッド膜で構成される
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ことを特徴とする請求項８に記載の薄膜トランジスタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、平板表示装置に係り、さらに具体的には、レーザアブレーション法及びイン
クジェット方式を利用して、有機電界発光表示装置の導電パターンを形成する方法とそれ
を利用した有機薄膜トランジスタ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
有機薄膜トランジスタは、次世代ディスプレイ装置の駆動素子として活発な研究が進め
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られつつある。有機薄膜トランジスタ（ＯＴＦＴ：Ｏｒｇａｎｉｃ Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ
Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）は、半導体層としてシリコン膜の代りに有機膜を使用するもので
あって、有機膜の材料によってオリゴチオフェン、ペンタセンのような低分子有機物薄膜
トランジスタとポリチオフェン系列のような高分子有機物薄膜トランジスタとに分類され
る。
【０００３】
このような有機薄膜トランジスタをスイッチング素子として使用する有機電界発光表示
装置は、基板上に複数の画素がマトリックス状に配列され、各画素は、２個の有機薄膜ト
ランジスタ、例えば、一つのスイッチング有機薄膜トランジスタと一つの駆動有機薄膜ト
ランジスタ及び一つのキャパシタ、そして上部電極と下部電極との間に有機膜層が介在さ

40

れた有機電界発光素子を少なくとも備える。
【０００４】
通常的に、フレキシブル有機電界発光表示装置は、基板としてフレキシブル基板を使用
し、前記フレキシブル基板は、プラスチック基板を含む。プラスチック基板は、熱安定性
が非常に脆弱で低温工程を利用して有機電界発光表示装置を製造することが要求されてい
る。
【０００５】
これにより、半導体層として有機膜を使用する有機薄膜トランジスタは、低温工程が可
能であるので、フレキシブル有機電界発光表示装置のスイッチング素子として注目されて
いる。
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【０００６】
特許文献１には、薄膜蒸着時間を短縮させ、正孔移動度を向上させうるペンタセン薄膜
トランジスタが開示されている。特許文献２には、トランジスタの電気的特性を向上させ
うる有機薄膜トランジスタの素子構造及びその製造方法が開示されている。また、特許文
献３には、チャンネル領域がラジカルを有する有機化合物で構成され、キャリア移動度及
びオン／オフ電流比を向上させうる薄膜トランジスタが開示されている。
【０００７】
図１は、従来の有機薄膜トランジスタの断面図を示す図面である。
【０００８】
図１を参照すれば、従来の有機薄膜トランジスタ１０は、基板１１上に形成されたゲー
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ト電極１２と、前記ゲート電極１２を含む基板上に形成されたゲート絶縁膜１３と、前記
ゲート絶縁膜１３上に形成されたソース／ドレイン電極１４，１５と、前記ソース／ドレ
イン電極１４，１５及びゲート絶縁膜１３上に形成された半導体層１６と、を備える。
【０００９】
従来の有機薄膜トランジスタ１０は、構成要素のうちゲート電極１２またはソース／ド
レイン電極１４，１５のような導電パターンを形成する工程は、フォト工程を行ってパタ
ーニングせねばならないため、工程が複雑であり、基板の脆弱な熱安定性によって、低温
で工程を行わねばならないという問題点があった。
【００１０】
一方、有機薄膜トランジスタにおいて、ソース／ドレイン電極１４，１５及びゲート電
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極１２のような導電パターンを形成する方法としてインクジェット方式があるが、特許文
献４には、基板上に無電解金メッキ液をインクジェット方式で塗布した後、９０℃に加熱
して金薄膜パターンを形成してソース／ドレイン電極を形成する技術が開示された。
【００１１】
前記のように、インクジェット方式でソース／ドレイン電極を形成する方法は、基板上
にソース／ドレイン電極物質を含む溶液を吐出してパターン塗布し、塗布後に硬化してソ
ース／ドレイン電極を形成した。
【００１２】
従来のソース／ドレイン電極を形成する方法は、インクジェット方式を利用するので、
フォト工程が排除されて工程を単純化できるだけでなく、低温工程が可能であるという利
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点があった。しかし、ソース／ドレイン電極物質を塗布した後、硬化工程を行うとき、溶
媒が蒸発しつつピニングポイントが発生し、これにより、パターンのエッジ部分が他の部
分に比べて厚くなる、コーヒーステイン現象と呼ばれる現象が発生するという問題点があ
った。
【００１３】
このような現象は、溶媒が速く蒸発すればするほど激しくなる。また、従来のように、
ソース／ドレイン電極またはゲート電極のようなラインパターンをプリンティングする場
合、このような現象は、さらに深刻化して、図２に示したように、エッジ部で突出部２１
を有する断面プロファイルを有する。
【００１４】
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したがって、ボトムゲート構造を有する薄膜トランジスタでは、ゲート電極が形成され
た後、その上にゲート絶縁膜が形成される断面構造を有するが、ゲート電極をインクジェ
ット方式によって形成する場合、図２に示したような断面プロファイルを有し、その上に
形成されるゲート絶縁膜が損傷されるという問題点があった。
【特許文献１】韓国特許公開２００４−００２８０１０号公報
【特許文献２】韓国特許２００４−００８４４２７号明細書
【特許文献３】特開２００３−９２４１０号公報
【特許文献４】韓国特許公開第２００４−００２９４０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１５】
本発明が解決しようとする課題は、前記従来の技術の問題点を解決するためのものであ
って、レーザアブレーション法及びインクジェット方式を利用して、平板表示装置の導電
パターンを形成する方法を提供することである。
【００１６】
本発明が解決しようとする他の課題は、レーザアブレーション法及びインクジェット方
式を利用した薄膜トランジスタの製造方法及びそれにより製造された薄膜トランジスタを
提供することである。
【００１７】
本発明が解決しようとする他の課題は、溶媒を利用したエッチング工程及びインクジェ
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ット方式を利用した薄膜トランジスタの製造方法及びそれにより製造された薄膜トランジ
スタを提供することである。
【００１８】
本発明が解決しようとするさらに他の目的は、低温工程が可能な平板表示装置及びその
製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
前記課題を達成するために、本発明は、導電パターンを備える平板表示装置において、
ベース部材を用意するステップと、前記ベース部材に前記導電パターンと同じ形態の凹部
を形成するステップと、前記凹部に導電性物質を塗布して導電パターンを形成するステッ

20

プと、を含む平板表示装置の導電パターンの形成方法を提供することを特徴とする。
【００２０】
前記ベース部材は、前記凹部を備えるプラスチック基板を含むか、または基板と、前記
基板上に形成されて前記凹部を備える絶縁膜と、を備える。
【００２１】
前記ベース部材は、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ：ｐｏｌｙｅｔｈｅｒｓｕｌｐｈｏ
ｎｅ）、ポリアクリレート（ＰＡＲ：ｐｏｌｙａｃｒｙｌａｔｅ）、ポリエーテルイミド
（ＰＥＩ：ｐｏｌｙｅｔｈｅｒｉｍｉｄｅ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ：ｐｏ
ｌｙｅｔｈｙｅｌｅｎｅｎｎａｐｔｈａｌａｔｅ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ：ｐｏｌｙｅｔｈｙｅｌｅｎｅｔｅｒｅｐｔｈａｌａｔｅ）、ポリフェニレンスルフィ
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ド（ＰＰＳ：ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅ ｓｕｌｆｉｄｅ）、ポリアリレート、ポリイ
ミド、ポリカーボネート（ＰＣ：ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ）、セルローストリアセテ
ート（ＴＡＣ：ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ ｔｒｉａｃｅｔａｔｅ）、セルロースアセテートプ
ロピオネート（ＣＡＰ：Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ Ａｃｅｔａｔｅ Ｐｒｏｐｉｎｏｎａｔｅ）
からなるグループから選択されるプラスチックフィルムを含む。
【００２２】
前記絶縁膜は、有機絶縁膜または無機絶縁膜の単一膜または多層膜で構成されるか、ま
たは及び有機−無機ハイブリッド膜で構成される。前記絶縁膜は、ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、
Ａｌ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ５、ＢＳＴ、ＰＺＴからなるグループから選択される一つ以上の無
機絶縁膜を含む。前記絶縁膜は、ＰＭＭＡ（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａ
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ｔｅ）、ＰＳ（ｐｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ）、フェノール系高分子、アクリル系高分子、ポ
リイミドのようなイミド系高分子、アリールエーテル高分子、アミド系高分子、フッ素系
高分子、ｐ−キシレン系高分子、ビニルアルコール系高分子、パリレンを含むグループか
ら選択される一つ以上の有機絶縁膜を含む。
【００２３】
前記ベース部材に凹部を形成するステップは、レーザアブレーション法を利用して前記
ベース部材の導電パターンが形成された部分にレーザを照射してエッチングすることを含
む。前記ベース部材の凹部に導電パターンを形成するステップは、インクジェット方式で
前記導電性物質を含む溶液を吐出して塗布することを含む。
【００２４】
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前記導電性物質は、Ａｇナノ複合体、Ｃｕナノ複合体、Ａｕナノ複合体、Ｐｔナノ複合
体、カーボンナノ複合体または導電性粒子及び有機バインダーを含むインクでパターン塗
布した後に焼成された物質を含む。前記導電性粒子は、望ましくは、Ａｇナノ粒子、Ｃｕ
ナノ粒子、Ａｕナノ粒子、Ｐｔナノ粒子、カーボンナノ粒子及び微細グラファイト粒子か
ら選択される粒子を含む。
【００２５】
また、前記導電性物質は、Ａｕナノ複合体またはＰｔナノ複合体のうち一つを含むか、
または有機半導体層のＨＯＭＯ値から０.５ｅＶを減算した値（すなわち、有機半導体層
のＨＯＭＯ値−０.５ｅＶ）より大きい仕事関数を有する金属のナノ粒子またはカーボン
ナノ粒子のうち一つのナノ粒子及び有機バインダーを含むインクでパターン塗布した後に

10

焼成された物質を含む。前記金属ナノ粒子は、望ましくは、Ａｕナノ粒子またはＰｔナノ
粒子を含む。
【００２６】
前記平板表示装置は、半導体層、ゲート電極及びソース／ドレイン電極を備える薄膜ト
ランジスタと、下部電極及び、前記下部電極とオーバーラップされて前記薄膜トランジス
タのソース／ドレイン電極のうち一つの電極に連結される上部電極を備えるキャパシタと
、前記薄膜トランジスタのソース／ドレイン電極のうち他の一つの電極に連結される下部
電極、有機膜層及び上部電極を備える有機電界発光素子と、を含み、前記導電パターンは
、前記ゲート電極、ソース／ドレイン電極、キャパシタの上部、下部電極のうち少なくと
も一つを含む。
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【００２７】
また、本発明は、第１凹部を備えたベース部材と、前記ベース部材の第１凹部に形成さ
れたゲートと、前記ゲート及びベース部材上に形成され、前記ベース部材の第１凹部の両
側にそれぞれ配列される第２凹部を備えるゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜の第２凹部
に形成されたソース／ドレイン電極と、前記ソース／ドレイン電極とゲート絶縁膜上に形
成された半導体層と、を含む薄膜トランジスタを提供することを特徴とする。
【００２８】
また、本発明は、相互離隔された第１凹部を備えるベース部材と、前記ベース部材の第
１凹部にそれぞれ形成されたソース／ドレイン電極と、前記ベース部材及び前記ソース／
ドレイン電極上に形成された半導体層と、前記半導体層上に形成され、前記ソース／ドレ
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イン電極間に配列される第２凹部を備えるゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜の第２凹部
に形成されたゲート電極と、を含む薄膜トランジスタを提供することを特徴とする。
【００２９】
また、本発明は、ベース部材を用意するステップと、前記ベース部材をエッチングして
第１凹部を形成するステップと、前記ベース部材の第１凹部にゲートを形成するステップ
と、前記ゲートとベース部材上にゲート絶縁膜を形成するステップと、前記ゲート絶縁膜
をエッチングして前記第１凹部を介して配列される第２凹部を形成するステップと、前記
ゲート絶縁膜の第２凹部にソース／ドレイン電極を形成するステップと、前記ゲート絶縁
膜及びソース／ドレイン電極上に半導体層を形成するステップと、を含む薄膜トランジス
タの製造方法を提供することを特徴とする。

40

【００３０】
また、本発明は、ベース部材を用意するステップと、前記ベース部材をエッチングして
相互離隔された第１凹部を形成するステップと、前記ベース部材の第１凹部にソース／ド
レイン電極を形成するステップと、前記ゲート絶縁膜及びソース／ドレイン電極上に半導
体層を形成するステップと、前記半導体層上にゲート絶縁膜を形成するステップと、前記
ゲート絶縁膜をエッチングして前記第１凹部間に配列される第２凹部を形成するステップ
と、前記ゲート絶縁膜の第２凹部にゲートを形成するステップと、を含む薄膜トランジス
タの製造方法を提供することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３１】
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本発明の実施例によれば、次のような効果が得られる。
【００３２】
まず、有機電界発光表示装置用の導電パターンをレーザアブレーション法または溶媒を
利用したエッチング方式、そしてインクジェット方式を用いて形成してフォト工程を排除
するので、工程を単純化して工程コストを節減させ、低温工程が容易である。
【００３３】
また、レーザアブレーション方式を利用して、基板または絶縁膜に凹部を形成した後、
インクジェット方式で導電パターンを形成して別途のバンク形成工程が排除されるので、
工程を単純化できるだけでなく、導電パターンのエッジ部分に突出部の発生を防止でき、
これにより、不良の発生を防止しうる。すなわち、ゲート電極またはソース及びドレイン
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電極が凹部内に陥没される構造を有するので、基板は、ほぼ平坦化された表面を維持する
。したがって、後続工程で平坦化膜または保護膜を均一に形成しうる。また、ゲートやソ
ース及びドレイン電極が突出しないので、これらにストレスが加えられて接着が弱くなっ
て、不良が発生するかまたは損傷されることを防止しうる。
【００３４】
しかも、湿式エッチング工程を含む方法を利用せずに、ゲートまたはソース及びドレイ
ン電極をインクジェットプリンティング法を利用して形成することによって、電極形成前
に形成された有機物が損傷されることを防止しうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
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以下、本発明の実施例を添付された図面を参照して説明すれば、次の通りである。
【００３６】
図３Ａないし図３Ｄは、本発明の一実施例による有機電界発光表示装置の導電パターン
を形成する方法を説明するための工程断面図を示す図面である。
【００３７】
図３Ａを参照すれば、導電パターンが形成される基板３１が提供される。前記基板３１
のうち、導電パターンが形成される部分にレーザ３３を照射してレーザアブレーション工
程を行う。図３Ｂを参照すれば、レーザアブレーション工程の実行により、基板３１のう
ち前記レーザ３３が照射された部分がエッチングされて基板３１に凹部３５が形成される
。前記レーザ３３は、エキシマーレーザまたはＹＡＧレーザを使用する。
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【００３８】
このとき、凹部３５は、基板３１に形成される導電パターンと同じパターンを有し、そ
の幅及び深さは、基板３１に形成される導電パターンによって決定される。前記レーザ３
３の種類及びエネルギーは、基板を構成する物質と基板に形成されるパターンとによって
決定される。
【００３９】
前記基板３１は、プラスチック基板であって、前記基板３１は、ＰＥＳ、ＰＡＲ、ＰＥ
Ｉ、ＰＥＮ、ＰＥＴ、ＰＰＳ、ポリアリレート、ポリイミド、ＰＣ、ＴＡＣ、ＣＡＰのよ
うなプラスチックフィルムを含む。
【００４０】
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次いで、インクジェット方式で基板３１の凹部３５に導電パターン３９を形成する。す
なわち、図３Ｃを参照すれば、前記凹部３５にインクジェットヘッド（図示せず）から導
電性物質を含む溶液３７を吐出してパターン塗布する。
【００４１】
図３Ｄを参照すれば、パターン塗布した後に硬化工程を行って基板３１の凹部３５に所
望のパターンを有する導電パターン３９を形成する。前記硬化は、紫外線硬化及び熱硬化
を利用する。
【００４２】
このとき、前記導電パターン３９は、Ａｇナノ複合体、Ｃｕナノ複合体、Ａｕナノ複合
体、Ｐｔナノ複合体及びカーボンナノ複合体から選択されるナノ複合体を含む。また、前
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記導電パターンは、導電性粒子及び有機バインダーを含むインクをパターン塗布した後に
焼成して形成する。前記導電性粒子は、望ましくは、Ａｇナノ粒子、Ｃｕナノ粒子、Ａｕ
ナノ粒子、Ｐｔナノ粒子、カーボンナノ粒子及び微細グラファイト粒子から選択される粒
子を含む。
【００４３】
本発明の一実施例によれば、基板３１にレーザアブレーション法を用いて凹部３５を形
成し、インクジェット方式で導電パターンを形成することによって、凹部３５の側壁が通
常的なインクジェット方式でのバンクの役割を行って導電パターン３９のエッジ部分で突
出部の形成を防止する。
【００４４】
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また、フォト工程なしに基板３１に導電パターンを形成することによって、工程を単純
化し、低温工程で有機電界発光表示装置のための導電パターンを形成することが可能であ
る。
【００４５】
図４Ａないし図４Ｄは、本発明の他の実施例による有機電界発光表示装置の導電パター
ンを形成する方法を説明するための工程断面図を示す図面である。
【００４６】
図４Ａを参照すれば、基板４１が提供され、前記基板４１上に絶縁膜４２が形成される
。前記絶縁膜４２のうち導電パターンが形成される部分にレーザ４３を照射してレーザア
ブレーション工程を行う。前記レーザ４３は、エキシマーレーザまたはＹＡＧレーザを使
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用する。
【００４７】
図４Ｂを参照すれば、前記レーザアブレーション工程を行った結果、前記絶縁膜４２の
うち前記レーザ４３が照射された部分がエッチングされて絶縁膜４２に凹部４５が形成さ
れる。
【００４８】
このとき、凹部４５は、絶縁膜４２に形成される導電パターンと同じパターンを有し、
その幅及び深さは、絶縁膜４２に形成される導電パターンによって決定される。前記レー
ザ４３の種類及びエネルギーは、絶縁膜を構成する物質と絶縁膜上に形成されるパターン
とによって決定される。また、前記絶縁膜４２は、後続工程で形成される導電パターンの
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厚さ及び絶縁特性を考慮して、その厚さが決定される。
【００４９】
前記基板４１は、プラスチック基板であって、ＰＥＳ、ＰＡＲ、ＰＥＩ、ＰＥＮ、ＰＥ
Ｔ、ＰＰＳ、ポリアリレート、ポリイミド、ＰＣ、ＴＡＣ、ＣＡＰのようなプラスチック
フィルムを含む。
【００５０】
前記絶縁膜４２は、無機絶縁膜または有機絶縁膜を含む。本発明の実施例による導電パ
ターンの形成方法を有機薄膜トランジスタに適用するとき、前記絶縁膜４２は、ゲート絶
縁膜を含みうる。
【００５１】
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前記絶縁膜４２は、無機絶縁膜であって、ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、Ａｌ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ
５、ＢＳＴ、ＰＺＴからなるグループから選択される一つ以上の膜を含む。また、前記絶

縁膜４２は、有機絶縁膜であって、ＰＭＭＡ、ＰＳ、フェノール系高分子、アクリル系高
分子、ポリイミドのようなイミド系高分子、アリールエーテル高分子、アミド系高分子、
フッ素系高分子、ｐ−キシレン系高分子、ビニルアルコール系高分子、パリレンからなる
グループから選択される一つ以上の膜を含む。
【００５２】
前記絶縁膜４２に凹部４５を形成する方法としてレーザアブレーション法を利用する方
法以外に、溶媒を利用する方法がある。まず、前記基板４１上に絶縁膜４２を形成した後
、それを約８０℃でソフトベーキングし、その表面エネルギーを調節するために四フッ化
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炭素（ＣＦ４）プラズマ、へキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳＯ：ｈｅｘａｍｅｔｈｙ
ｌｄｉｓｉｌｏｘａｎｅ）プラズマまたは自己組織化膜（ＳＡＭ：Ｓｅｌｆ Ａｓｓｅｍ
ｂｌｅｄ Ｍｏｎｏｌａｙｅｒ）処理を利用して表面処理を行う。
【００５３】
次いで、前記凹部４５が形成される部分に溶媒を滴化し、この溶媒によって前記絶縁膜
４２をエッチングして凹部４５を形成する。このとき、前記凹部４５の幅及び深さは、前
記凹部４５を形成するために滴下する溶媒の量を調節することによって制御できる。すな
わち、溶媒を排出するノズルと前記絶縁膜４２との間の距離、滴下回数、１回数当たりの
滴下する溶媒の量を調節することによって生成される凹部４５の幅及び深さを調節できる
。例えば、溶媒を排出するノズルと前記絶縁膜４２との間の距離を拡大させれば、溶媒が
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絶縁膜４２上にさらに広く広がって、形成される凹部４５の幅が広くなる。
【００５４】
溶媒を利用して前記絶縁膜４２をエッチングして凹部４５を形成するとき、前記絶縁膜
４２上に滴下された溶媒が過度に広がらないようにすることが必要である。すなわち、絶
縁膜４２の表面が平坦で溶媒が広く広がれば、前記絶縁膜４２に形成される凹部４５の幅
が広くなる。したがって、狭い幅の凹部４５を形成するためには、前記絶縁膜４２上に滴
下された溶媒が過度に広がらないようにすることが必要である。前述した前記絶縁膜４２
の表面処理は、そのためである。すなわち、溶媒を前記絶縁膜４２上に滴下して凹部４５
を形成する前に、前記絶縁膜４２を表面処理して溶媒とゲート絶縁膜４２との接触角度を
大きくすることによって、必要以上に溶媒が絶縁膜４２上に広がらないようにできる。
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【００５５】
次いで、インクジェット方式を行って絶縁膜４２の凹部４５に導電パターン４９を形成
する。すなわち、図４Ｃを参照すれば、前記絶縁膜４２の凹部４５にインクジェットヘッ
ド（図示せず）から前記導電性物質を含む溶液４７を吐出してパターン塗布する。前記硬
化は、熱硬化及び紫外線硬化を含む。
【００５６】
図４Ｄを参照すれば、パターン塗布した後に硬化工程を行って絶縁膜４２の凹部４５に
導電パターン４９を形成する。前記硬化工程は、紫外線硬化または熱硬化などを利用して
硬化する。
【００５７】
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このとき、前記導電パターン４９は、Ａｇナノ複合体、Ｃｕナノ複合体、Ａｕナノ複合
体、Ｐｔナノ複合体及びカーボンナノ複合体を含む。また、前記導電パターン４９は、導
電性粒子及び有機バインダーを含むインクをパターン塗布した後に焼成して形成する。前
記導電性粒子は、望ましくは、Ａｇナノ粒子、Ｃｕナノ粒子、Ａｕナノ粒子、Ｐｔナノ粒
子、カーボンナノ粒子及び微細グラファイト粒子から選択される粒子を含む。
【００５８】
本発明の他の実施例によれば、基板４１上に形成された絶縁膜４２にレーザアブレーシ
ョン法または溶媒を利用したエッチング法で凹部４５を形成し、インクジェット方式で導
電パターン４９を形成することによって、凹部４５の側壁が通常的なインクジェット方式
でのバンクの役割を行って導電パターン４９のエッジ部分で突出部の形成を防止する。ま
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た、フォト工程なしに絶縁膜４２に導電パターンを形成することによって、工程を単純化
し、低温工程で有機電界発光表示装置のための導電パターンを形成することが可能である
。
【００５９】
図５Ａないし図５Ｆは、本発明の第１実施例によるトップゲート構造を有する有機薄膜
トランジスタの製造方法を説明するための工程断面図を示す図面である。
【００６０】
図５Ａを参照すれば、有機薄膜トランジスタが製造される基板１１０が提供される。前
記基板１１０は、プラスチック基板であって、前記基板１１０は、ＰＥＳ、ＰＡＲ、ＰＥ
Ｉ、ＰＥＮ、ＰＥＴ、ＰＰＳ、ポリアリレート、ポリイミド、ＰＣ、ＴＡＣ、ＣＡＰのよ
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うなプラスチックフィルムを含む。
【００６１】
次いで、レーザアブレーション法を通じて前記基板１１０にレーザを照射してソース／
ドレイン電極が形成される部分の基板１１０をエッチングして、基板１１０に凹部１１１
，１１５を形成する。前記レーザとしては、エキシマーレーザまたはＹＡＧレーザを使用
する。
【００６２】
このとき、凹部１１１，１１５は、形成されるソース／ドレイン電極と同じパターンを
有し、形成されるソース／ドレイン電極の大きさによって、凹部１１１，１１５のサイズ
が決定され、前記レーザの種類及びエネルギーは、基板を構成する物質と基板に形成され

10

るソース／ドレイン電極物質とによって決定される。
【００６３】
図５Ｂを参照すれば、前記基板１１０の凹部１１１，１１５にインクジェット方式でソ
ース／ドレイン電極１２１，１２５を形成する。すなわち、インクジェットヘッド（図示
せず）から前記ソース／ドレイン電極物質を含む溶液を前記基板１１０の凹部１１１，１
１５に吐出して塗布した後、硬化工程を行ってソース／ドレイン電極１２１，１２５を形
成する。このとき、前記ソース／ドレイン電極１２１，１２５は、Ａｕナノ複合体、Ｐｔ
ナノ複合体を含む。
【００６４】
また、前記ソース／ドレイン電極１２１，１２５は、金属ナノ粒子またはカーボンナノ

20

粒子及び有機バインダーを含むインクでパターン塗布した後に焼成して形成する。前記金
属ナノ粒子は、後続工程で形成される有機半導体層のＨＯＭＯ（Ｈｉｇｈｅｓｔ Ｏｃｃ
ｕｐｉｅｄ Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｏｒｂｉｔａｌ）値から０.５ｅＶを減算した値（すな
わち、有機半導体層のＨＯＭＯ値−０.５ｅＶ）より大きい仕事関数を有する金属のナノ
粒子を含み、望ましくは、Ａｕナノ粒子またはＰｔナノ粒子を含む。
【００６５】
図５Ｃを参照すれば、前記ソース／ドレイン電極１２１，１２５を含む基板１１０上に
半導体層１３０を形成する。本発明の実施例では、前記半導体層１３０が基板全面に形成
されたが、必ずしもこれに限定されず、パターニングして有機薄膜トランジスタのチャン
ネル層を隣接する薄膜トランジスタと分離させうる。
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【００６６】
前記半導体層１３０は、有機半導体層を含み、前記半導体層１３０は、ペンタセン、テ
トラセン、アントラセン、ナフタレン、α−６−チオフェン、ペリレン及びその誘導体、
ルブレン及びその誘導体、コロネン及びその誘導体、ペリレンテトラカルボン酸ジイミド
及びその誘導体、ペリレンテトラカルボン酸二無水物及びその誘導体、ポリチオフェン及
びその誘導体、ポリパラペリレンビニレン及びその誘導体、ポリフロレン及びその誘導体
、ポリチオフェンビニレン及びその誘導体、ポリパラフェニレン及びその誘導体、ポリチ
オフェン−ヘテロ環芳香族共重合体及びその誘導体、ナフタレンのオリゴアセン及びこれ
らの誘導体、α−５−チオフェンのオリゴチオフェン及びこれらの誘導体、金属含有/非
含有のフタロシアニン及びこれらの誘導体、ピロメリット酸二無水物及びその誘導体、ピ
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ロメリット酸ジイミド及びこれらの誘導体、ペリレンテトラカルボン酸二無水物及びその
誘導体、ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド及びこれらの誘導体、ナフタレンテトラカ
ルボン酸二無水物及びこれらの誘導体から選択される少なくとも一つの有機膜を含む。
【００６７】
図５Ｄを参照すれば、前記半導体層１３０上にゲート絶縁膜１４０を形成する前記ゲー
ト絶縁膜１４０は、薄膜トランジスタの絶縁特性とゲート電極の特性とを考慮して、その
厚さが決定される。前記ゲート絶縁膜１４０は、ベンゾシクロブタン（ＢＣＢ：ｂｅｎｚ
ｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ）、ポリイミド、パリレン及びポリビニルフェノール（ＰＶＰ
：ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｐｈｅｎｏｌ）から選択される有機絶縁膜を含む。それ以外にも、
前記ゲート絶縁膜１４０は、本発明の実施例で使われる絶縁膜（図４Ａの４２）から選択
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される絶縁物質を含むこともできる。
【００６８】
図５Ｅを参照すれば、前記ゲート絶縁膜１４０にレーザを照射してレーザアブレーショ
ン法で前記ゲート絶縁膜１４０に凹部１４５を形成する。前記凹部１４５は、後続工程で
形成されるゲート電極と同じパターンを有する。前記レーザは、エキシマーレーザまたは
ＹＡＧレーザを使用する。
【００６９】
前記絶縁膜１４０に凹部１４５を形成する方法としてレーザアブレーション法を利用す
る方法の代りに、溶媒を利用することもできる。前記絶縁膜１４０を形成した後、それを
約８０℃でソフトベーキングし、その表面エネルギーを調節するために表面処理を行う。

10

前記表面処理は、ＣＦ４プラズマ、ＨＭＤＳＯプラズマまたはＳＡＭ処理などを利用して
行う。
【００７０】
次いで、前記凹部１４５が形成される部分に溶媒を滴下し、この溶媒によって前記絶縁
膜１４０をエッチングして凹部１４５を形成する。このとき、前記凹部１４５の幅及び深
さは、前記凹部１４５を形成するために滴下する溶媒の量を調節することによって制御す
る。
【００７１】
図５Ｆを参照すれば、前記ゲート絶縁膜１４０の凹部１４５にインクジェット方式を用
いてインクジェットヘッド（図示せず）からゲート電極物質を含む溶液を吐出して塗布し
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た後、硬化工程を行ってゲート１５０を形成する。これにより、一実施例によるトップゲ
ート型有機薄膜トランジスタ１００が製造される。このとき、ゲート電極１５０は、Ａｇ
ナノ複合体、Ｃｕナノ複合体、Ａｕナノ複合体、Ｐｔナノ複合体及びカーボンナノ複合体
から選択されるナノ複合体を含む。
【００７２】
また、ゲート電極１５０は、導電性粒子及び有機バインダーを含むインクでパターン塗
布した後に焼成して形成する。前記導電性粒子は、望ましくは、Ａｇナノ粒子、Ｃｕナノ
粒子、Ａｕナノ粒子、Ｐｔナノ粒子、カーボンナノ粒子及び微細グラファイト粒子から選
択される粒子を含む。
【００７３】
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第１実施例によるトップゲート構造を有する有機薄膜トランジスタの製造方法は、基板
及びゲート絶縁膜に凹部を形成してソース及びドレイン電極とゲートとを形成することを
例示したが、基板にのみ凹部を形成してソース及びドレイン電極を形成するか、またはゲ
ート絶縁膜にのみ凹部を形成してゲートを形成することもできる。
【００７４】
図６Ａないし図６Ｆは、本発明の第２実施例によるボトムゲート構造を有する有機薄膜
トランジスタの製造方法を説明するための工程断面図を示す図面である。
【００７５】
図６Ａを参照すれば、有機薄膜トランジスタが製造される基板２１０が提供される。前
記基板２１０は、プラスチック基板であって、前記基板２１０は、ＰＥＳ、ＰＡＲ、ＰＥ
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Ｉ、ＰＥＮ、ＰＥＴ、ＰＰＳ、ポリアリレート、ポリイミド、ＰＣ、ＴＡＣ、ＣＡＰのよ
うなプラスチックフィルムを含む。
【００７６】
レーザアブレーション法を用いて前記基板２１０にレーザを照射してゲートが形成され
る部分をエッチングして基板２１０に凹部２１５を形成する。前記レーザは、エキシマー
レーザまたはＹＡＧレーザを使用する。このとき、凹部２１５は、形成されるゲートと同
じパターンを有し、形成されるゲートのサイズによって凹部のサイズが決定され、前記レ
ーザの種類及びエネルギーは、基板を構成する物質と基板に形成されるゲート電極物質と
によって決定される。
【００７７】
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図６Ｂを参照すれば、インクジェット方式を利用して前記基板２１０の凹部２１５にイ
ンクジェットヘッド（図示せず）から前記ゲート電極物質を含む溶液を吐出して塗布した
後、硬化工程を行ってゲート２２０を形成する。このとき、ゲート電極２２０は、Ａｇナ
ノ複合体、Ｃｕナノ複合体、Ａｕナノ複合体、Ｐｔナノ複合体及びカーボンナノ複合体か
ら選択されるナノ複合体を含む。
【００７８】
また、ゲート電極２２０は、導電性粒子及び有機バインダーを含むインクをパターン塗
布した後に焼成して形成する。前記導電性粒子は、望ましくは、Ａｇナノ粒子、Ｃｕナノ
粒子、Ａｕナノ粒子、Ｐｔナノ粒子、カーボンナノ粒子及び微細グラファイト粒子から選
択される粒子を含む。
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【００７９】
図６Ｃを参照すれば、前記ゲート２２０及び基板２１０上にゲート絶縁膜２３０を形成
する。前記ゲート絶縁膜２３０は、ＢＣＢ、ポリイミド、パリレン及びＰＶＰから選択さ
れる有機絶縁膜を含む。それ以外にも、ゲート絶縁膜２３０として、図４Ａに示した絶縁
膜４２を含んでもよい。
【００８０】
図６Ｄを参照すれば、レーザアブレーション工程を用いて前記ゲート絶縁膜２３０にレ
ーザを照射してソース及びドレイン電極が形成される部分に凹部２３１、２３５を形成す
る。前記凹部２３１、２３５は、後続工程で形成されるソース及びドレイン電極と同じパ
ターンを有する。前記レーザは、エキシマーレーザまたはＹＡＧレーザを使用する。

20

【００８１】
図６Ｅを参照すれば、インクジェット方式を利用して、前記ゲート絶縁膜２３０の凹部
２３１，２３５にインクジェットヘッド（図示せず）からソース／ドレイン電極物質を含
む溶液を吐出して塗布した後、硬化工程を行ってソース及びドレイン電極２４１，２４５
を前記ゲート絶縁膜２３０の凹部２３１，２３５に形成する。このとき、前記ソース及び
ドレイン電極２４２，２４５は、Ａｕナノ複合体、Ｐｔナノ複合体を含む。
【００８２】
また、前記ソース及びドレイン電極２４１，２４５は、後続工程で形成される有機半導
体層のＨＯＭＯ値から０.５ｅＶを減算した値（すなわち、有機半導体層のＨＯＭＯ値−
０.５ｅＶ）より大きい仕事関数を有する金属ナノ粒子またはカーボンナノ粒子及び有機
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バインダーを含むインクをパターン塗布した後に焼成して形成する。前記金属ナノ粒子は
、望ましくは、Ａｕナノ粒子またはＰｔナノ粒子を含む。
【００８３】
図６Ｆを参照すれば、前記ソース及びドレイン電極２４１，２４５とゲート絶縁膜２３
０上に半導体層２５０を形成する。本発明の他の実施例では、前記半導体層２５０が基板
全面に形成されることを例示したが、必ずしもこれに限定されず、前記半導体層２５０を
パターニングして、チャンネル層を隣接する薄膜トランジスタと分離させる構造を有して
もよい。これにより、他の実施例によるボトムゲート型有機薄膜トランジスタ２００が製
造される。
【００８４】

40

前記半導体層２５０は、有機半導体層を含み、前記半導体層２５０は、ペンタセン、テ
トラセン、アントラセン、ナフタレン、α−６−チオフェン、ペリレン及びその誘導体、
ルブレン及びその誘導体、コロネン及びその誘導体、ペリレンテトラカルボン酸ジイミド
及びその誘導体、ペリレンテトラカルボン酸二無水物及びその誘導体、ポリチオフェン及
びその誘導体、ポリパラペリレンビニレン及びその誘導体、ポリフロレン及びその誘導体
、ポリチオフェンビニレン及びその誘導体、ポリパラフェニレン及びその誘導体、ポリチ
オフェン−ヘテロ環芳香族共重合体及びその誘導体、ナフタレンのオリゴアセン及びこれ
らの誘導体、α−５−チオフェンのオリゴチオフェン及びこれらの誘導体、金属含有／非
含有のフタロシアニン及びこれらの誘導体、ピロメリット酸二無水物及びその誘導体、ピ
ロメリット酸ジイミド及びこれらの誘導体、ペリレンテトラカルボン酸二無水物及びその

50

(13)

JP 2009‑105413 A 2009.5.14

誘導体、ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド及びこれらの誘導体、ナフタレンテトラカ
ルボン酸二無水物及びこれらの誘導体から選択される少なくとも一つの有機膜を含む。
【００８５】
第２実施例によるボトムゲート構造を有する有機薄膜トランジスタの製造方法は、基板
及びゲート絶縁膜に凹部を形成してゲートとソース及びドレイン電極とを形成することを
例示したが、基板にのみ凹部を形成してゲートを形成するか、またはゲート絶縁膜にのみ
凹部を形成してソース及びドレイン電極を形成してもよい。
【００８６】
図７Ａないし図７Ｇは、本発明の第３実施例による薄膜トランジスタ製造工程を示す断
面図である。
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【００８７】
図７Ａを参照すれば、基板３１０上にバッファ層３２０を形成する。バッファ層は、基
板３２０の平滑性を維持すると同時に、基板３１０を通じて後で形成される薄膜トランジ
スタに不純物が侵入することを防止する役割を行う。前記バッファ層３２０を形成し、そ
れを約８０℃でソフトベーキングした後、その表面エネルギーを調節するためにＣＦ４プ
ラズマ、ＨＭＤＳＯプラズマまたはＳＡＭ処理を利用して表面処理を行う。これは、後で
溶媒をバッファ層３２０上に滴下して所定の凹部を形成するとき、溶媒とバッファ層３２
０との接触角度を大きくすることによって、必要以上に溶媒がバッファ層３２０上に広が
ることを防止するためである。
【００８８】
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図７Ｂを参照すれば、バッファ層３２０上に相互離隔された凹部３２１，３２５を形成
する。前記凹部３２１，３２５を形成する方法は、第１及び第２実施例と同様に、レーザ
アブレーション法を利用して前記バッファ層３２０をエッチングして形成するか、または
前記バッファ層３２０上に溶媒を滴下して前記バッファ層３２０をエッチングしてもよい
。このとき、前記凹部３２１，３２５の幅及び深さは、溶媒の量を調節することによって
調節できる。前記凹部３２１，３２５をレーザアブレーション法を利用して形成する場合
、前記表面処理工程は、排除されてもよい。
【００８９】
図７Ｃを参照すれば、前記バッファ層３２０の凹部３２１，３２５にソース電極３３１
及びドレイン電極３３５を形成する。ソース電極３３１及びドレイン電極３３５を形成す
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る方法としては、前記実施例と同様に、インクジェット方式を利用して導電性ナノ複合体
、例えば、Ａｕナノ複合体、Ｐｔナノ複合体で形成する。図７Ｄを参照すれば、ソース電
極３３１とドレイン電極３３５とを接触するように、半導体層３４０を基板上に形成する
。前記半導体層３４０は、前記のような有機半導体物質からなり、ディッピングまたはス
ピンコーティング法を利用して形成できる。
【００９０】
図７Ｅを参照すれば、前記半導体層３４０上にゲート絶縁膜３５０を形成する。前記ゲ
ート絶縁膜３５０は、ＢＣＢ、ポリイミド、パリレン及びＰＶＰから選択される有機絶縁
膜を含む。それ以外にも、前記ゲート絶縁膜３５０は、本発明の実施例で使われる絶縁膜
（図４Ａの４２）から選択される絶縁物質を含んでもよい。
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【００９１】
図７Ｆを参照すれば、前記ゲート絶縁膜３５０に凹部３５５を形成する。前記凹部３５
５は、前記ソース電極３３１とドレイン電極３３５との間のチャンネル領域に対応するよ
うに形成される。前記凹部３５５を形成する方法は、前記凹部３２１，３２５を形成する
方法と同様に、前記ゲート絶縁膜３５０の表面を表面処理した後に溶媒を利用して前記ゲ
ート絶縁膜３５０をエッチングして形成するか、またはレーザアブレーション法を利用し
て前記ゲート絶縁膜をエッチングして形成してもよい。前記凹部３５５をレーザアブレー
ション法を利用して形成する場合、前記表面処理工程は、排除されてもよい。
【００９２】
図７Ｇを参照すれば、前記凹部３５５にゲート３６０を形成する。前記ゲート３６０は

50

(14)

JP 2009‑105413 A 2009.5.14

、Ａｇナノ粒子、Ｃｕナノ粒子、Ａｕナノ粒子、Ｐｔナノ粒子、カーボンナノ粒子及び微
細グラファイト粒子から選択される粒子を含む。第３実施例では、バッファ層及びゲート
絶縁膜にそれぞれ凹部を形成して、ソース及びドレイン電極とゲート電極とをそれぞれ形
成することを例示したが、バッファ層にのみ凹部を形成してソース／ドレイン電極を形成
するか、または前記ゲート絶縁膜にのみ凹部を形成してゲート電極を形成してもよい。前
記バッファ層の代りに、凹部を形成するための他の絶縁物質が使われてもよい。
【００９３】
図８Ａないし図８Ｇは、本発明の第４実施例による薄膜トランジスタの製造工程を示す
断面図である。
【００９４】
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図８Ａを参照すれば、基板４１０上にバッファ層４２０を形成する。バッファ層は、基
板４１０の平滑性を維持すると同時に、基板４１０を通じて後で形成される薄膜トランジ
スタに不純物が侵入することを防止する役割を行う。前記バッファ層４２０の代りに、凹
部を形成するための次の絶縁物質を使用することも可能である。前記バッファ層４２０を
形成した後、約８０℃でソフトベーキングした後、その表面エネルギーを調節するために
ＣＦ４プラズマ、ＨＭＤＳＯプラズマまたはＳＡＭ処理を利用して表面処理を行う。これ
は、後で溶媒をバッファ層４２０上に滴下して所定の凹部を形成するとき、溶媒とバッフ
ァ層４２０との接触角度を大きくすることによって、必要以上に溶媒がバッファ層４２０
上に広がることを防止するためである。
【００９５】
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図８Ｂを参照すれば、バッファ層４２０上に凹部４２５を形成する。前記凹部４２５を
形成する方法は、第３実施例と同様に、レーザアブレーション法を利用して前記バッファ
層４２０をエッチングして形成するか、または前記バッファ層４２０上に溶媒を滴下して
前記バッファ層４２０をエッチングしてもよい。このとき、前記凹部４２５の幅及び深さ
は、溶媒の量を調節することによって調節できる。前記凹部４２５をレーザアブレーショ
ン法を利用して形成する場合には、前記表面処理工程は、排除されてもよい。
【００９６】
図８Ｃを参照すれば、前記バッファ層４２０の凹部４２５にゲート４３０を形成する。
前記ゲート４３０は、Ａｇナノ粒子、Ｃｕナノ粒子、Ａｕナノ粒子、Ｐｔナノ粒子、カー
ボンナノ粒子及び微細グラファイト粒子から選択される粒子を含む。図８Ｄを参照すれば
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、ゲート絶縁膜４４０を形成する。前記ゲート絶縁膜４４０は、ＢＣＢ、ポリイミド、パ
リレン及びＰＶＰから選択される有機絶縁膜を含む。それ以外にも、前記ゲート絶縁膜４
４０は、本発明の実施例で使われる絶縁膜（図４Ａの４２）から選択される絶縁物質を含
んでもよい。
【００９７】
図８Ｅを参照すれば、前記ゲート絶縁膜４４０をエッチングして前記ゲート４３０とオ
ーバーラップされるように前記ゲート４３０の両側に対応する部分に凹部４４１，４４５
を形成する。前記凹部４４１，４４５を形成する方法は、第３実施例と同様に、レーザア
ブレーション法を利用して前記ゲート絶縁膜４４０をエッチングして形成するか、または
前記ゲート絶縁膜４４０上に溶媒を滴下して前記ゲート絶縁膜４４０をエッチングしても
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よい。このとき、前記凹部４４１，４４５の幅及び深さは、溶媒の量を調節することによ
って調節できる。前記凹部４４１，４４５をレーザアブレーション法を利用して形成する
場合には、前記表面処理工程は、排除されてもよい。
【００９８】
図８Ｆを参照すれば、前記ゲート絶縁膜４４０の凹部４４１，４４５にソース電極４５
１及びドレイン電極４５５を形成する。前記ソース電極４５１及びドレイン電極４５５を
形成する方法としては、前記実施例と同様に、インクジェット方式を利用して導電性ナノ
複合体、例えば、Ａｕナノ複合体、Ｐｔナノ複合体で形成する。図８Ｇを参照すれば、ソ
ース電極４５１とドレイン電極４５５とに接触するように半導体層４６０を基板上に形成
する。前記半導体層４６０は、前記のような有機半導体物質からなり、ディッピングまた
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はスピンコーティング法を利用して形成できる。
【００９９】
第４実施例では、バッファ層とゲート絶縁膜とにそれぞれ凹部を形成して、ゲート電極
とソース及びドレイン電極とをそれぞれ形成することを例示したが、バッファ層にのみ凹
部を形成してゲート電極を形成するか、または前記ゲート絶縁膜にのみ凹部を形成してソ
ース及びドレイン電極を形成してもよい。
【０１００】
図９は、本発明の一実施例による製造方法で製造された有機薄膜トランジスタを備えた
フレキシブル有機電界発光表示装置の断面図である。図９は、有機電界発光表示装置の一
つの画素のうち有機電界発光素子、駆動薄膜トランジスタ及びキャパシタに限定して示し
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た図面である。
【０１０１】
図９を参照すれば、本発明の一実施例によるフレキシブル有機電界発光表示装置５００
は、凹部５１１，５１５，５１７を備える基板５１０を備える。前記基板５１０は、プラ
スチック基板を含む。前記基板５１０の凹部５１１，５１５に薄膜トランジスタのソース
／ドレイン電極５２１，５２５が形成され、前記凹部５１７にキャパシタの下部電極５２
７が形成される。
【０１０２】
前記基板５１０及びソース／ドレイン電極５２１，５２５上に有機半導体層５３０が形
成され、前記半導体層５３０上に凹部５４５，５４７を備えるゲート絶縁膜５４０が形成
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される。前記ゲート絶縁膜５４０は、ＢＣＢ、ポリイミド、パリレン及びＰＶＰから選択
される有機絶縁膜を含む。
【０１０３】
前記ゲート絶縁膜５４０の凹部５４５に薄膜トランジスタのゲート電極５５０が形成さ
れ、前記凹部５４７にキャパシタの上部電極５５７が形成される。前記ゲート５５０とキ
ャパシタ上部電極５５７及びゲート絶縁膜５４０上に保護膜５６０が形成される。前記保
護膜５６０は、前記ソース／ドレイン電極５２１，５２５のうち一つ、例えば、ドレイン
電極５２５を露出させるビアホール５６５を備える。
【０１０４】
前記保護膜５６０は、有機絶縁膜であって、ＢＣＢ、アクリル系有機化合物、フルオロ
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ポリアリールエーテル（ＦＰＡＥ：ｆｌｕｏｒｏｐｏｌｙａｒｒｙｌｅｔｈｅｒ）、サイ
トップ及びパーフルオロシクロブタン（ＰＦＣＢ：ｐｅｒｆｌｕｏｒｏｃｙｃｌｏｂｕｔ
ａｎｅ）から選択される有機絶縁膜を含む。また、前記保護膜５６０は、窒化膜、酸化膜
または窒酸化膜のような無機絶縁膜を含んでもよい。
【０１０５】
前記保護膜５６０上に前記ビアホール５６５を通じて前記薄膜トランジスタのドレイン
電極５２５に連結される下部電極５７０が形成される。前記下部電極５７０は、アノード
電極であって、画素電極として作用する。前記下部電極５７０の一部分が露出されるよう
に開口部５８５を備える画素分離膜５８０が基板上に形成される。
【０１０６】
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前記開口部５８５内の下部電極５７０上に有機膜層５９０が形成される。前記有機膜層
５９０は、正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層、電子注入層及び正孔抑制
層から選択される一つ以上の有機膜を含む。基板上に上部電極としてカソード電極５９５
が形成される。
【０１０７】
図１０は、本発明の他の実施例による製造方法で製造された有機薄膜トランジスタを備
えたフレキシブル有機電界発光表示装置の断面図を示す図面である。図１０は、有機電界
発光表示装置の一つの画素のうち有機電界発光素子、駆動薄膜トランジスタ及びキャパシ
タに限定して示す図面である。
【０１０８】
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図１０を参照すれば、本発明の他の実施例によるフレキシブル有機電界発光表示装置６
００は、凹部６１５，６１７を備える基板６１０を備える。前記基板６１０は、プラスチ
ック基板を含む。前記基板６１０の凹部６１５に薄膜トランジスタのゲート電極６２０が
形成され、前記凹部６１７にキャパシタの下部電極６２７が形成される。
【０１０９】
前記基板６１０及びゲート電極６２０上にゲート絶縁膜６３０が形成される。前記ゲー
ト絶縁膜６３０は、ソース／ドレイン電極が形成される凹部６３１，６３５とキャパシタ
電極が形成される凹部６３７とを備える。前記ゲート絶縁膜６３０の凹部６３１，６３５
にソース／ドレイン電極６４１，６４５が形成され、前記凹部６３７にキャパシタの上部
電極６５７が形成される。
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【０１１０】
前記ソース／ドレイン電極６４１，６４５及びゲート絶縁膜６３０上に有機半導体層６
５０が形成され、前記有機半導体層６５０上に保護膜６６０が形成される。前記保護膜６
６０は、前記ソース／ドレイン電極６４１，６４５のうち一つ、例えば、ドレイン電極６
４５を露出させるビアホール６６５を備える。
【０１１１】
前記保護膜６６０は、有機絶縁膜であって、ＢＣＢ、アクリル系有機化合物、ＦＰＡＥ
、サイトップ及びＰＦＣＢから選択される有機絶縁膜を含む。また、前記保護膜６６０は
、窒化膜、酸化膜または窒酸化膜のような無機絶縁膜を含んでもよい。
【０１１２】
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前記保護膜６６０上に前記ビアホール６６５を通じて前記薄膜トランジスタのドレイン
電極６４５に連結される下部電極６７０が形成される。前記下部電極６７０は、アノード
電極であって、画素電極として作用する。前記下部電極６７０の一部分が露出されるよう
に開口部６８５を備える画素分離膜６８０が基板上に形成される。
【０１１３】
前記開口部６８５内の下部電極６７０上に有機膜層６９０が形成される。前記有機膜層
６９０は、正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層、電子注入層及び正孔抑制
層から選択される一つ以上の有機膜を含む。基板上に上部電極としてカソード電極６９５
が形成される。
【０１１４】
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本発明の有機発光表示装置は、基板上にバッファ層のような絶縁膜を形成した後、絶縁
膜に凹部を形成して、ゲートまたはソース及びドレイン電極を形成する薄膜トランジスタ
を備える表示装置にも適用可能である。
【０１１５】
本発明の実施例には、絶縁膜、ゲート絶縁膜または保護膜が単一層で構成されるものを
例示したが、必ずしもこれに限定されず、多層で構成され、有機絶縁膜または無機絶縁膜
で構成されるか、または有機絶縁膜及び無機絶縁膜のハイブリッド積層膜で構成されても
よい。また、前記半導体層は、有機半導体物質以外にも無機半導体物質にも適用可能であ
るが、無機半導体物質としては、ＣｄＳ、ＧａＳ、ＺｎＳ、ＣｄＳｅ、ＣａＳｅ、ＺｎＳ
ｅ、ＣｄＴｅ、ＳｉＣ、またはＳｉを含む。
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【０１１６】
本発明の実施例では、レーザアブレーション法を用いて基板に直接レーザを照射して凹
部を形成して、薄膜トランジスタのゲート電極及びソース／ドレイン電極のような導電パ
ターンを形成することを例示したが、基板上に絶縁膜、例えば、バッファ層を形成した後
、レーザアブレーション法でレーザを前記絶縁膜に照射して絶縁膜に凹部を形成し、次い
で、ゲート電極及びソース／ドレイン電極を形成することも可能である。
【０１１７】
本発明の実施例では、レーザアブレーション法及びインクジェット方式を利用して絶縁
膜または基板に導電パターンを形成することを例示したが、必ずしもこれに限定されず、
フォト工程なしにレーザアブレーション法及びインクジェット方式を利用して多様な形態
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のパターンを形成するものには何れも適用可能である。
【０１１８】
また、本発明は、基板としてプラスチック基板を備えるフレキシブル有機電界発光表示
装置において、レーザアブレーション法及びインクジェット方式を利用して導電パターン
及び有機薄膜トランジスタを形成するものを例示したが、必ずしもこれに限定されず、金
属基板またはガラス基板のような基板上に導電パターンまたは有機薄膜トランジスタを形
成する場合にも適用可能である。
【０１１９】
本発明の実施例では、スイッチング素子として有機薄膜トランジスタを備える有機電界
発光表示装置について説明したが、必ずしもこれに限定されず、有機薄膜トランジスタを

10

スイッチング素子として使用する液晶表示装置のような平板表示装置にも適用可能である
。
【０１２０】
以上、本発明の望ましい実施例を参照して説明したが、当業者は、特許請求の範囲に記
載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内で本発明を多様に修正及び変更させ
うるということが分かるであろう。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
本発明は、有機電界発光表示装置だけでなく、ＬＣＤのようなフレキシブル平板表示装
置に適用可能である。
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【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】従来の有機薄膜トランジスタを示す断面図である。
【図２】従来のインクジェット方式を利用した導電パターン形成時に発生する問題点を説
明するための図面である。
【図３Ａ】本発明の一実施例によるレーザアブレーション法及びインクジェット方式を利
用した導電パターンの形成方法を説明するための工程断面図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施例によるレーザアブレーション法及びインクジェット方式を利
用した導電パターンの形成方法を説明するための工程断面図である。
【図３Ｃ】本発明の一実施例によるレーザアブレーション法及びインクジェット方式を利
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用した導電パターンの形成方法を説明するための工程断面図である。
【図３Ｄ】本発明の一実施例によるレーザアブレーション法及びインクジェット方式を利
用した導電パターンの形成方法を説明するための工程断面図である。
【図４Ａ】本発明の他の実施例によるレーザアブレーション法及びインクジェット方式を
利用した導電パターンの形成方法を説明するための工程断面図である。
【図４Ｂ】本発明の他の実施例によるレーザアブレーション法及びインクジェット方式を
利用した導電パターンの形成方法を説明するための工程断面図である。
【図４Ｃ】本発明の他の実施例によるレーザアブレーション法及びインクジェット方式を
利用した導電パターンの形成方法を説明するための工程断面図である。
【図４Ｄ】本発明の他の実施例によるレーザアブレーション法及びインクジェット方式を
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利用した導電パターンの形成方法を説明するための工程断面図である。
【図５Ａ】本発明の第１実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
工程断面図である。
【図５Ｂ】本発明の第１実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
工程断面図である。
【図５Ｃ】本発明の第１実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
工程断面図である。
【図５Ｄ】本発明の第１実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
工程断面図である。
【図５Ｅ】本発明の第１実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための

50

(18)

JP 2009‑105413 A 2009.5.14

工程断面図である。
【図５Ｆ】本発明の第１実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
工程断面図である。
【図６Ａ】本発明の第２実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
工程断面図である。
【図６Ｂ】本発明の第２実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
工程断面図である。
【図６Ｃ】本発明の第２実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
工程断面図である。
【図６Ｄ】本発明の第２実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための

10

工程断面図である。
【図６Ｅ】本発明の第２実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
工程断面図である。
【図６Ｆ】本発明の第２実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
工程断面図である。
【図７Ａ】本発明の第３実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
断面図である。
【図７Ｂ】本発明の第３実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
断面図である。
【図７Ｃ】本発明の第３実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための

20

断面図である。
【図７Ｄ】本発明の第３実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
断面図である。
【図７Ｅ】本発明の第３実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
断面図である。
【図７Ｆ】本発明の第３実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
断面図である。
【図７Ｇ】本発明の第３実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
断面図である。
【図８Ａ】本発明の第４実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための

30

断面図である。
【図８Ｂ】本発明の第４実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
断面図である。
【図８Ｃ】本発明の第４実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
断面図である。
【図８Ｄ】本発明の第４実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
断面図である。
【図８Ｅ】本発明の第４実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
断面図である。
【図８Ｆ】本発明の第４実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための

40

断面図である。
【図８Ｇ】本発明の第４実施例による有機薄膜トランジスタの製造方法を説明するための
断面図である。
【図９】本発明の一実施例による製造方法で製造された有機薄膜トランジスタを備えた有
機電界発光表示装置の断面図である。
【図１０】本発明の他の実施例による製造方法で製造された有機薄膜トランジスタを備え
た有機電界発光表示装置の断面図である。
【符号の説明】
【０１２３】
３１ 基板

50

(19)
３３ レーザ
３５ 凹部
３７ 溶液
３９ 導電パターン
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