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(57)【要約】
　ソース電極およびドレイン電極、ならびにゲート電極
を有する半導体素子Ａと、ソース電極およびドレイン電
極、ならびに前記半導体素子Ａのソース電極またはドレ
イン電極に接続されているゲート電極を有する半導体素
子Ｂと、前記半導体素子Ｂのドレイン電極に接続されて
いる画素電極を有する有機ＥＬ素子と、を含む、有機Ｅ
Ｌデバイスであって、前記半導体素子Ａのソース電極お
よびドレイン電極、ならびに前記半導体素子Ｂのゲート
電極は、同一平面上に配置されている、有機ＥＬデバイ
ス。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソース電極、ドレイン電極、半導体層およびゲート電極を有する半導体素子Ａと、
　ソース電極、ドレイン電極、半導体層および前記素子Ａのソース電極またはドレイン電
極に接続されているゲート電極を有する半導体素子Ｂと、
　前記素子Ｂのドレイン電極に接続されている画素電極を有する有機ＥＬ素子と、を含む
、有機ＥＬデバイスであって、
　前記素子Ａのソース電極およびドレイン電極、ならびに前記素子Ｂのゲート電極は、同
一平面上に配置され、
　前記素子Ａおよび前記素子Ｂの少なくともいずれか一つの前記半導体層は、前記素子Ａ
または前記素子Ｂのソース電極とドレイン電極との間の領域ならびにソース電極およびド
レイン電極の領域内に規定され、
　前記画素電極は、前記素子Ａおよび素子Ｂ上に配置される、
　有機ＥＬデバイス。
【請求項２】
　前記素子Ａはトップゲート型ＴＦＴであり、前記素子Ｂはボトムゲート型ＴＦＴである
、請求項１に記載の有機ＥＬデバイス。
【請求項３】
　前記素子Ａはボトムゲート型ＴＦＴであり、前記素子Ｂはトップゲート型ＴＦＴである
、請求項１に記載の有機ＥＬデバイス。
【請求項４】
　前記素子Ａまたは素子Ｂの半導体層はシリコンを含む、請求項１に記載の有機ＥＬデバ
イス。
【請求項５】
　前記素子Ａまたは素子Ｂの半導体層は有機半導体を含む、請求項１に記載の有機ＥＬデ
バイス。
【請求項６】
　前記素子Ａおよび素子Ｂの半導体層は有機半導体を含み
　前記素子Ａの半導体層に含まれる有機半導体と、前記素子Ｂの半導体層に含まれる有機
半導体とは異なる、請求項１に記載の有機ＥＬデバイス。
【請求項７】
　複数の請求項１の有機ＥＬデバイスが一つの基板上にマトリクス状に配置された有機Ｅ
Ｌディスプレイであって、
　前記それぞれの素子Ａのゲート電極に接続された走査電極線と、
　前記それぞれの素子Ｂのソース電極に接続された共通電極線と、はＸ軸に平行であり、
　前記それぞれの素子Ａのソース電極に接続されたデータ電極線はＹ軸に平行であり、
　前記Ｘ軸と前記Ｙ軸とは直角に交差している、有機ＥＬディスプレイ。
【請求項８】
　基板を準備するステップ、
　前記基板の同一平面上に半導体素子Ａのソース電極およびドレイン電極、半導体素子Ｂ
のゲート電極、ならびに半導体素子Ａのソース電極またはドレイン電極と半導体素子Ｂの
ゲート電極とを接続するコンタクト部を形成するステップ、
　前記素子Ａのソース電極とドレイン電極との間の領域ならびにソース電極およびドレイ
ン電極の領域内に規定され、前記素子Ａのソース電極とドレイン電極とを接続する前記素
子Ａの半導体層を形成するステップ、
　前記素子Ａのソース電極、ドレイン電極および半導体層、ならびに前記素子Ｂのゲート
電極上にゲート絶縁膜を形成するステップ、
　前記ゲート絶縁膜上に素子Ａのゲート電極、ならびに素子Ｂのソース電極およびドレイ
ン電極を形成するステップ、
　前記素子Ｂのソース電極とドレイン電極との間の領域ならびにソース電極およびドレイ
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ン電極の領域内に規定され、前記素子Ｂのソース電極とドレイン電極とを接続する前記素
子Ｂの半導体層を形成するステップ、
　前記素子Ａおよび素子Ｂ上に配置され、前記素子Ｂのドレイン電極に接続された有機Ｅ
Ｌ素子の画素電極を形成するステップ、
　を有する、有機ＥＬデバイスの製造方法。
【請求項９】
　基板を準備するステップ、
　前記基板上に半導体素子Ａのゲート電極、ならびに半導体素子Ｂのソース電極およびド
レイン電極を形成するステップ、
　前記素子Ｂのソース電極とドレイン電極との間の領域ならびにソース電極およびドレイ
ン電極の領域内に規定され、前記素子Ｂのソース電極とドレイン電極とを接続する前記素
子Ｂの半導体層を形成するステップ、
　前記素子Ａのゲート電極上、ならびに前記素子Ｂのソース電極、ドレイン電極および半
導体層上にゲート絶縁膜を形成するステップ、
　前記ゲート絶縁膜の同一平面上に前記素子Ａのソース電極およびドレイン電極、前記素
子Ｂのゲート電極、ならびに前記素子Ａのソース電極またはドレイン電極と前記素子Ｂの
ゲート電極とを接続するコンタクト部を形成するステップ、
　前記素子Ａのソース電極とドレイン電極との間の領域ならびにソース電極およびドレイ
ン電極の領域内に規定され、前記素子Ａのソース電極とドレイン電極とを接続する前記素
子Ａの半導体層を形成するステップ、
　前記素子Ａおよび素子Ｂ上に配置され、前記素子Ｂのドレイン電極に接続された有機Ｅ
Ｌ素子の画素電極を形成するステップ、
　を有する、有機ＥＬデバイスの製造方法。
【請求項１０】
　前記素子Ａおよび前記素子Ｂの半導体層は有機半導体を含み、
　前記素子Ａの半導体層に含まれる有機半導体と、前記素子Ｂの半導体層に含まれる有機
半導体とは、異なる
　請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記素子Ａおよび前記素子Ｂの半導体層は有機半導体を含み、
　前記素子Ａの半導体層に含まれる有機半導体と、前記素子Ｂの半導体層に含まれる有機
半導体とは、異なる
　請求項９に記載の方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬデバイスおよびその製造方法に関するものであり、特に有機ＥＬデ
ィスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬディスプレイの構成要素である有機ＥＬデバイスは、一般的に有機ＥＬ素子と
、それを駆動するための薄膜トランジスタ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
、ＴＦＴ）とを有する。一般的な有機ＥＬデバイスは有機ＥＬ素子を駆動するために、駆
動用トランジスタ（ドライビングＴＦＴ）と、駆動用トランジスタをオン・オフするスイ
ッチ用トランジスタ（スイッチングＴＦＴ）とを用いる。
【０００３】
　有機ＥＬデバイスの代表的な構造の例として、トランジスタ上に有機ＥＬ素子を積層さ
せたトップエミッション構造が知られている（例えば特許文献１参照）。このような有機
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ＥＬデバイスは、トップエミッション型有機ＥＬデバイスと称され、発光層からの光を、
基板と反対側の封止膜を通して放出する。
【０００４】
　図１は、特許文献１に記載された従来のトップエミッション型有機ＥＬデバイスの構造
を示す。図１に示されたトップエミッション型有機ＥＬデバイスでは、駆動用の薄膜トラ
ンジスタ１２３（ドライビングＴＦＴ）のソース領域１４１ａはコンタクトホール１４５
を介して画素電極１１１に接続されている。また、薄膜トランジスタ１２３のドレイン領
域１４１ｂは、コンタクトホール１４６に設けられた電源線１０３を介してスイッチング
用の薄膜トランジスタ（スイッチングＴＦＴ）１４２に接続されている。
　図１では駆動用の薄膜トランジスタ１２３に接続されているスイッチング用の薄膜トラ
ンジスタ１４２は図示を省略されている。
【特許文献１】特開２００３－２４９３７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の有機ＥＬデバイスの構成のような、コンタクトホールを介す
るスイッチングＴＦＴとドライビングＴＦＴとの接続（繋ぎ込み）は困難なことがあり、
特に高解像度のアクティブ型の有機ＥＬディスプレイにおいては歩留まりを下げる要因の
１つとなっている。
【０００６】
　本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、駆動用トランジスタとスイッチ用ト
ランジスタとの間での繋ぎ込みをより確実にすると共に歩留まりも向上させることを目的
とする。
　また、本発明は高い応答性を持つ有機ＥＬディスプレイおよびその製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第一は以下に示す有機ＥＬデバイスに関する。
　［１］　ソース電極およびドレイン電極、ならびにゲート電極を有する半導体素子Ａと
、ソース電極およびドレイン電極、ならびに前記半導体素子Ａのソース電極またはドレイ
ン電極に接続されているゲート電極を有する半導体素子Ｂと、前記半導体素子Ｂのドレイ
ン電極に接続されている画素電極を有する有機ＥＬ素子と、を含む、有機ＥＬデバイスで
あって、前記半導体素子Ａのソース電極およびドレイン電極、ならびに前記半導体素子Ｂ
のゲート電極は、同一平面上に配置されている、有機ＥＬデバイス。
　［２］　前記半導体素子Ａはトップゲート型ＴＦＴであり、前記半導体素子Ｂはボトム
ゲート型ＴＦＴである、［１］に記載の有機ＥＬデバイス。
　［３］　前記半導体素子Ａはボトムゲート型ＴＦＴであり、前記半導体素子Ｂはトップ
ゲート型ＴＦＴである、［１］に記載の有機ＥＬデバイス。
　［４］　前記半導体素子Ａまたは半導体素子Ｂの半導体層はシリコンを含む［１］～［
３］のいずれかに記載の有機ＥＬデバイス。
　［５］　前記半導体素子Ａまたは半導体素子Ｂの半導体層は有機半導体を含む［１］～
［３］のいずれかに記載の有機ＥＬデバイス。
　［６］　前記半導体素子Ａおよび半導体素子Ｂの半導体層は有機半導体を含み、前記半
導体素子Ａの半導体層に含まれる有機半導体と、前記半導体素子Ｂの半導体層に含まれる
有機半導体とは異なる、［１］～［３］のいずれかに記載の有機ＥＬデバイス。
【０００８】
　本発明の第二は以下に示す有機ＥＬディスプレイに関する。
　［７］　［１］～［６］いずれかの有機ＥＬデバイスが一つの基板上にマトリクス状に
配置された有機ＥＬディスプレイであって、前記それぞれの半導体素子Ａのゲート電極に
接続された走査電極線と、前記それぞれの半導体素子Ｂのソース電極に接続された共通電
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極線と、はＸ軸に平行であり、前記それぞれの半導体素子Ａのソース電極に接続されたデ
ータ電極線はＹ軸に平行であり、前記Ｘ軸と前記Ｙ軸とは直角に交差している、有機ＥＬ
ディスプレイ。
【０００９】
　本発明の第三は以下に示す有機ＥＬデバイスの製造方法に関する。
　［８］　基板を準備するステップ、前記基板の同一平面上に半導体素子Ａのソース電極
およびドレイン電極、半導体素子Ｂのゲート電極、ならびに半導体素子Ａのソース電極ま
たはドレイン電極と半導体素子Ｂのゲート電極とを接続するコンタクト部を形成するステ
ップ、前記半導体素子Ａのソース電極とドレイン電極とを接続する前記半導体素子Ａの半
導体層を形成するステップ、前記半導体素子Ａのソース電極、ドレイン電極および半導体
層、ならびに前記半導体素子Ｂのゲート電極上にゲート絶縁膜を形成するステップ、前記
ゲート絶縁膜上に半導体素子Ａのゲート電極、ならびに半導体素子Ｂのソース電極および
ドレイン電極を形成するステップ、前記半導体素子Ｂのソース電極とドレイン電極とを接
続する前記半導体素子Ｂの半導体層を形成するステップ、前記半導体素子Ｂのドレイン電
極に接続された有機ＥＬ素子の画素電極を形成するステップ、を有する、有機ＥＬデバイ
スの製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
　以上のように本発明によれば、素子Ａ（スイッチングＴＦＴ）と素子Ｂ（ドライビング
ＴＦＴ）とをコンタクトホールを介さないで接続することから、繋ぎ込みをより確実にし
、歩留まりを向上させることができる。
　また、本発明ではコンタクトホールを必要としないことから、各素子の電極の配線を太
くすることが可能である。
　また、素子Ａのゲート電極のソース電極およびドレイン電極に対する位置関係と、素子
Ｂのゲート電極のソース電極およびドレイン電極に対する位置関係とを違える（一方をト
ップゲートとし、他方をボトムゲートとする）ことで、絶縁膜よりも基板側の電極の配線
の数（素子Ａのソース電極、素子Ａのドレイン電極および素子Ｂのゲート電極）と絶縁膜
上の電極の配線の数（素子Ａのゲート電極、素子Ｂのソース電極および素子Ｂのドレイン
電極）とを平均化することができ、素子Ａおよび素子Ｂのソース電極およびドレイン電極
の配線をさらに太くすることができる。これにより有機ＥＬデバイスの応答性を高めるこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　１．本発明の有機ＥＬデバイスについて
　本発明の有機ＥＬデバイスは、半導体素子Ａ（以下「素子Ａ」ともいう）、半導体素子
Ｂ（以下「素子Ｂ」ともいう）および素子Ｂのドレイン電極に接続された画素電極を有す
る有機ＥＬ素子を有し、素子Ａのソース電極またはドレイン電極と素子Ｂのゲート電極と
が接続されている。本発明の有機ＥＬデバイスはトップエミッション型であってもボトム
エミッション型であってもよいが、トップエミッション型であることが好ましい。
【００１２】
　（１）素子Ａについて
　本発明の半導体デバイスにおける素子Ａは、ソース電極およびドレイン電極、半導体層
、ゲート絶縁膜を有する。素子Ａは本発明の有機ＥＬデバイスにおいてスイッチングＴＦ
Ｔとして機能する。スイッチチングＴＦＴとは画素を選択するためのＴＦＴであり、スイ
ッチングＴＦＴがオンになると、保持容量にその電位が保持され、保持容量の容量に応じ
て後述するドライビングＴＦＴ（素子Ｂ）のオン・オフの状態が制御される。素子Ａはト
ップゲート型ＴＦＴであってもよく、ボトムゲート型ＴＦＴであってもよいが、好ましく
はトップゲート型ＴＦＴである。
【００１３】
　基板は、絶縁材質からなる基板である。絶縁材質の例には、ガラスや樹脂などが含まれ
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る。樹脂の例には、ポリエチレンテレフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅｔｅｒｅｐ
ｈｔｈａｌａｔｅ；ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅｎ
ａｐｈｔｈaｌａｔｅ；ＰＥＮ）、ポリエーテルスルホン（ｐｏｌｙｅｔｈｅｒｓｕｌｆ
ｏｎｅ；ＰＥＳ）、ポリエーテルイミド（ｐｏｌｙｅｔｈｅｒｉｍｉｄｅ）、ポリフェニ
レンスルフィド（ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅｓｕｌｆｉｄｅ；ＰＰＳ）、ポリアリレー
ト（ｐｏｌｙａｒｙ ｌａｔｅ）、ポリイミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）、ポリカーボネー
ト（ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ；ＰＣ）、ポリアクリレート（ｐｏｌｙａｃｒｙｌａｔ
ｅ；ＰＡＲ）、セルローストリアセテート（ｃｅｌｌｕｌｏｓｅｔｒｉａｃｅｔａｔｅ）
、セルロースアセテートプロピオン酸塩（ｃｅｌｌｕｌｏｓｅａｃｅｔａｔｅｐｒｏｐｉ
ｏｎａｔｅ；ＣＡＰ）などが含まれる。
【００１４】
　素子Ａがトップゲート型ＴＦＴである場合、後述するソース電極およびドレイン電極は
ゲート電極よりも基板側に配置される（図５参照）。一方、素子Ａがボトムゲート型ＴＦ
Ｔである場合、ゲート電極はソース電極およびドレイン電極よりも基板側に配置される（
図７参照）。
【００１５】
　ソース電極およびドレイン電極の材質は、伝導性高分子または低抵抗の金属のいずれで
もよい。伝導性高分子の例には、ポリチオフェン誘導体やポリエチレンジオキシチオフェ
ン（ｐｏｌｙｅｈｙｌｅｎｅｄｉｏｘｙｔｈｉｏｐｈｅｎｅ；ＰＥＤＯＴ）、ポリアニリ
ン（ｐｏｌｙａｎｉｌｉｎｅ；ＰＡＮＩ）などが含まれる。金属の例には、アルミニウム
（Ａｌ）やクロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）
、白金（Ｐｔ）などが含まれる。本発明のトップエミッション型有機ＥＬデバイスである
場合、ソース電極およびドレイン電極の材質は光の反射率が高い銀であることが好ましい
。また、ソース電極およびドレイン電極は低応力となるように薄膜化されたり、積層化さ
れてもよい。ソース電極およびドレイン電極は、例えば、スパッタ法や蒸着法などの気相
法や、液状の電極材料を塗布する液相法によって形成されてよい。
【００１６】
　またソース電極およびドレイン電極はＣｒ膜（５ｎｍ以下）との積層膜またはＴｉ膜（
５ｎｍ以下）との積層膜であってもよい。Ｃｒ膜またはＴｉ膜上にソース電極およびドレ
イン電極を積層することで、ソース電極およびドレイン電極と基板または絶縁膜との接着
性が高まる。さらにＴｉ膜は酸化されにくいことから、ソース電極およびドレイン電極は
、好ましくは、Ｔｉ膜上に積層される。
【００１７】
　素子Ａのソース電極またはドレイン電極は後述する素子Ｂのゲート電極とコンタクト部
を介して接続されている。本発明は、素子Ａのソース電極およびドレイン電極と素子Ｂの
ゲート電極とが同一平面上に配置されており、かつコンタクト部のその同一平面上に配置
されていることを特徴とする。すなわち、素子Ａのソース電極またはドレイン電極と、素
子Ｂのゲート電極とは同一平面上で接続されている。
【００１８】
　コンタクト部は、素子Ａのソース電極またはドレイン電極と素子Ｂのゲート電極とを接
続する導電層である。コンタクト部の材質は、例えば、ＭｏＣｒやＡＰＣ（Ａｇ、Ｐｄお
よびＣｕの合金）、ＮｉＣｒなどである。また、コンタクト部は素子Ａのソース電極およ
びドレイン電極ならびに素子Ｂのゲート電極と同時に形成されることが好ましい。
【００１９】
　半導体層は、ソース電極とドレイン電極との間に配置され、ソース電極とドレイン電極
とを電気的に接続する。半導体層はソース電極およびドレイン電極上に配置されてもよく
（図１１Ａ）ソース電極およびドレイン電極の下に配置されてもよい（図１１Ｂ）。また
、半導体層がソース電極およびドレイン電極の下に形成された場合（図１１Ｂ参照）、コ
ンタクト抵抗を低減したり、オフリーク電流を制御したりするために、ソース電極および
ドレイン電極との半導体層の接触面に、ドーピング材をドーピングしてもよい。
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　半導体層は、シリコン系の半導体層、有機半導体層または化合物半導体層であってもよ
い。
【００２０】
　シリコン系の半導体層は、ポリシリコンやアモルファスシリコン、マイクロクリスタル
シリコン、ナノクリスタルシリコン、ポリモールフォスシリコンなどであってよい。シリ
コン系の半導体層は、例えば、直接成膜法（並行平板ＲＦ法やマイクロ波プラズマ法、誘
導結合プラズマ法など）や固相成長法（製膜後に磁場アニールや触媒アニール、レーザア
ニールなどを用いる方法）などのＣＶＤ法で形成される。
【００２１】
　素子Ａがトップゲート型ＴＦＴである場合、シリコン系の半導体層はレーザアニール法
を用いる固相成長法で形成されることが好ましい。シリコン系の半導体層がレーザアニー
ル法で形成された場合、半導体層の上層の結晶化が促進される場合がある。トップゲート
型ＴＦＴの場合には、半導体層の上層がゲート電極の影響を受けやすいので、上層が結晶
化したシリコン系の半導体層はトップゲート型ＴＦＴに適している。
【００２２】
　一方、有機半導体層は、電極上に設けられたバンクによって規定された領域内に有機半
導体材料が塗布されることで形成される（図９参照）。具体的には、半導体層は、有機半
導体材料を含む安息香酸エチルなどの非水系溶液を塗布し、乾燥させて形成することが好
ましい。塗布の方法の例には、インクジェット法やディスペンス法などが含まれる。有機
半導体を含む半導体層は多結晶であり、電気的特性に優れていることが好ましい。
【００２３】
　有機半導体層の領域を規定するバンクは、インクジェット法などの印刷法によって有機
半導体材料を塗布する際、隣接する素子に有機半導体材料が漏れ出すことを防止する役割
を有する。バンクは例えば図２に示されたグラビア印刷装置を用いたグラビア印刷法によ
って形成されてもよい。
【００２４】
　図２はグラビア印刷装置４０を示す。グラビア印刷装置４０は、印刷ロール４１、圧銅
ロール４２、インク供給ロール４３およびドクター４４を有する。
　印刷ロール４１は表面に印刷パターンが形成されたロール面４１ａを有する。圧銅ロー
ル４２は、基板１１０を印刷ロール４１に接触させる機能を有する。インク供給ロール４
３は、印刷ロール４１にインクを供給するためのロールである。ドクター４４はインク供
給ロール４３によって印刷ロール４１に供給されたインクを一定量に制御する機能を有す
る。
　グラビア印刷装置４０では、基板１１０は、印刷ロール４１と圧胴ロール４２との間を
図中の矢印方向にのみに通過するように設定されている。
【００２５】
　以下、グラビア印刷法によってバンクを形成する方法を説明する。
　まず、印刷ロール４１、圧胴ロール４２、及び樹脂材料（バンクの材料）が貯蔵された
タンク（符号なし）内に配置された供給ロール４３をそれぞれ回転させ、印刷ロール４１
のロール面４１ａの凹部に樹脂材料を供給する。このとき、樹脂材料はドクター４４によ
って一定供給量にすることが望ましい。そして、圧胴ロール４２により印刷ロール４１に
接触した基板１１０の表面の所望の位置に、ロール面４１ａの凹部に充填された樹脂材料
を転写することでバンクが形成される。
【００２６】
　形成されたバンクにさらに酸素プラズマおよびＣＦ４プラズマを用いたプラズマ処理を
することで、バンクの親水性および疎水性を制御してもよい。酸素プラズマによるプラズ
マ処理は、有機半導体材料が塗布される領域を親水性にすることで、有機半導体材料が均
一に塗布されることに寄与する。一方、ＣＦ４プラズマによるプラズマ処理は、バンク表
面を疎水性にすることで、塗布された有機半導体材料がバンクによって規定された領域か
らはみ出すことを防止する。
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【００２７】
　有機半導体材料の例には、フルオレン－チオフェンコポリマー（Ｆ８Ｔ２）やテトラベ
ンゾポルフィリン（ｔｅｔｒａｂｅｎｚｏｐｏｒｐｈｙｒｉｎ）、オリゴチオフェン（Ｏ
ｌｉｇｏｔｈｉｏｐｈｅｎｅ）、ペンタセン（ｐｅｎｔａｃｅｎｅ）、ルブレン（ｒｕｂ
ｒｅｎ）、カーボンナノチューブなどが含まれる。
【００２８】
　有機半導体層の場合、ゲート電極のソース電極およびドレイン電極に対する位置関係に
よって有機半導体材料を適宜選択する必要がある。ゲート電極の位置によって、制御でき
るチャネルの有機半導体材料の種類が異なることがあるからである。例えば、素子Ａがト
ップゲート型ＴＦＴである場合、有機半導体材料は、フルオレン－チオフェンコポリマー
（Ｆ８Ｔ２）やオリゴチオフェン（Ｏｌｉｇｏｔｈｉｏｐｈｅｎｅ）、ペンタセン（ｐｅ
ｎｔａｃｅｎｅ）、ルブレン（ｒｕｂｒｅｎ）などであり、特にルブレン（ｒｕｂｒｅｎ
）であることが好ましい。一方、素子Ａがバックゲート型ＴＦＴである場合、有機半導体
材料はテトラベンゾポルフィリン（ｔｅｔｒａｂｅｎｚｏｐｏｒｐｈｙｒｉｎ）であるこ
とが好ましい。
【００２９】
　ゲート絶縁膜は、ゲート電極とソース電極およびドレイン電極とを絶縁するための部材
である。素子Ａがトップゲート型ＴＦＴである場合は、ゲート絶縁膜はソース電極および
ドレイン電極ならびに半導体層上に設けられる（図５参照）。一方、素子Ａがボトムゲー
ト型ＴＦＴである場合、ゲート絶縁膜は後述するゲート電極上に配置される（図７参照）
。
【００３０】
　ゲート絶縁膜の材質は、シリコン窒化物やシリコン酸化物、シリコン窒化酸化物などで
あることが好ましいが、これに限らず、半導体層との清浄な界面を提供し、リーク電流が
少ない金属酸化物や絶縁性の有機物質などであってもよい。絶縁性の有機物質の例には、
ポリイミド系やアクリル系、サイクロテン系、ポリスチレン系の材料などが含まれる。
【００３１】
　ゲート電極は、ソース電極およびドレイン電極間に流れる電流を調節するための導電層
である。
【００３２】
　ゲート電極の材質は特に限定されないが、例えばＡｕ膜（１００ｎｍ程度）とＣｒ膜（
５ｎｍ以下）またはＴｉ膜（５ｎｍ以下）との積層膜であってもよい。Ｃｒ膜またはＴｉ
膜上にゲート電極を積層することで、ゲート電極と基板または絶縁膜との接着性が高まる
。さらにＴｉ膜は酸化されにくいことから、ゲート電極は、好ましくは、Ｔｉ膜上に積層
される。
【００３３】
　（２）素子Ｂについて
　素子Ｂは、素子Ａと同様に、ゲート電極、ゲート絶縁膜、ソース電極およびドレイン電
極および半導体層を有する。それぞれの機能や材質などは、素子Ａと同じであってよい。
本発明の有機ＥＬデバイスにおいて素子ＢはドライビングＴＦＴとして機能する。ドライ
ビングＴＦＴとは有機ＥＬ素子を駆動するためのＴＦＴである。
【００３４】
　本発明において、素子Ｂは基板およびゲート絶縁膜を素子Ａと共用することが好ましい
。また素子Ｂのドレイン電極は、有機ＥＬ素子の画素電極に接続されている。素子Ｂのド
レイン電極と有機ＥＬ素子の画素電極とを接続する方法は特に限定されない。例えば有機
ＥＬ素子がトップエミッション型である場合、素子Ｂのドレイン電極と有機ＥＬ素子の画
素電極とはコンタクトホールを介して接続されてもよい。
【００３５】
　（３）各素子の製造方法
　各素子はトップゲート型ＴＦＴであるか、ボトムゲート型ＴＦＴであるかによって、製
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法が異なる。以下素子がトップゲート型ＴＦＴである場合とボトムゲート型ＴＦＴである
場合とに分けて素子の製造方法について説明する。
【００３６】
　ａ）素子がトップゲート型ＴＦＴの場合
　トップゲート型ＴＦＴの製造方法は、例えば、ｉ）基板を準備するステップ、ii）基板
上にソース電極およびドレイン電極を形成するステップ、iii）基板上に半導体層を形成
するステップ、iv）半導体層、ソース電極およびドレイン電極上にゲート絶縁膜を形成す
るステップ、ｖ）ゲート絶縁膜上にゲート電極を形成するステップを有する。
　ii）ステップは、iii）ステップの前であってもよいし、iii）ステップの後であっても
よい。
【００３７】
　ｂ）素子がボトムゲート型ＴＦＴの場合
　ボトムゲートＴＦＴの製造方法は、例えば、ｉ）基板を準備するステップ、ii）基板上
にゲート電極を形成するステップ、iii）ゲート電極上にゲート絶縁膜を形成するステッ
プ、iv）ゲート絶縁膜上にソース電極およびドレイン電極を形成するステップ、ｖ）ゲー
ト絶縁膜上に半導体層を形成するステップを有する。
　iv）ステップは、ｖ）ステップの前であってもよいし、ｖ）ステップの後であってもよ
い。
【００３８】
　（４）素子Ａおよび素子Ｂの関係について
　上述したように素子Ｂのゲート電極は、素子Ａのソース電極およびドレイン電極と同一
平面上に形成され、素子Ａのソース電極またはドレイン電極と電気的に接続している。
　このように、本発明の有機ＥＬデバイスでは、素子Ａのソース電極およびドレイン電極
と素子Ｂのゲート電極とを同一平面上に配置することで素子Ａ（スイッチングＴＦＴ）と
素子Ｂ（ドライビングＴＦＴ）とをコンタクトホールを介することなく繋ぎ込みでき、歩
留まりを向上させることができる。
【００３９】
　素子Ａのソース電極およびドレイン電極と素子Ｂのゲート電極とを同一平面上に形成す
るには、例えば、（１）素子Ａをトップゲート型ＴＦＴとし、素子Ｂをボトムゲート型Ｔ
ＦＴとして、素子Ａのソース電極およびドレイン電極と、素子Ｂのゲート電極とを絶縁膜
よりも基板側の同一平面上に配置する方法（図５参照）、（２）素子Ａをボトムゲート型
ＴＦＴとし、素子Ｂをトップゲート型ＴＦＴとして素子Ａのソース電極およびドレイン電
極と、素子Ｂのゲート電極とを絶縁膜上の同一平面に配置する方法（図９参照）などを用
いることができる。
　このように本発明では、素子Ａのゲート電極のソース電極およびドレイン電極に対する
位置関係と、素子Ｂのゲート電極のソース電極およびドレイン電極に対する位置関係とを
違える（一方をトップゲートとし、他方をドレインゲートとする）ことが好ましい。
【００４０】
　素子Ｂのドレイン電極をコンタクトホールを介して有機ＥＬ素子の画素電極に接続する
場合、素子Ａをトップゲート型とし、素子Ｂをボトムゲート型とすることが好ましい。素
子Ａをトップゲート型とし、素子Ｂをボトムゲート型とすると、より短いコンタクトホー
ルで素子Ｂのドレイン電極と有機ＥＬ素子の画素電極とを接続できるからである。
【００４１】
　このように、一方の素子をトップゲート型とし、他方の素子をボトムゲート型とするこ
とで、絶縁膜よりも基板側の電極数と絶縁膜上の電極数とを平均化することができる。
【００４２】
　例えば図３に示される従来の有機ＥＬデバイスのように素子Ａをトップゲート型ＴＦＴ
とし、素子Ｂもトップゲート型ＴＦＴとした場合、絶縁膜よりも基板側に配置される電極
の数は、（１）素子Ａのソース電極、（２）素子Ａのドレイン電極、（３）素子Ｂのソー
ス電極および（４）素子Ｂのドレイン電極の４つになり、絶縁膜上に配置される電極の数
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は、素子Ａのゲート電極および素子Ｂのゲート電極の２つになる（図３参照）。一方、本
発明のように、素子Ａと素子Ｂとのゲート電極の位置関係を違えると（一方をトップゲー
トとし、他方をボトムゲートとする）、絶縁膜よりも基板側に配置される電極および絶縁
膜上に配置される電極の数はそれぞれ３つになる。
　これにより素子Ｂのソース電極およびドレイン電極の配線の幅を太くすることができる
。
【００４３】
　通常、ドライビングＴＦＴは、画素電極に大きな駆動電流を流すために、電流容量の高
いソース電極およびドレイン電極を有する必要がある。電極の電流容量を上げるには、電
極を厚くしたり、電極の配線の幅を大きくしたりすればよい。しかし、電極を（数μｍ程
度まで）厚くすると、電極の内部に残留応力が生じて、電極や下地層に亀裂を生じたりす
る恐れがある。
　上述のように本発明によれば、素子Ｂ（ドライビングＴＦＴ）のソース電極およびドレ
イン電極の配線の幅を太くすることができることから、電極を厚くすることなく素子Ｂの
ソース電極およびドレイン電極の電流容量を上げることができる。
【００４４】
　また、素子Ｂのソース電極およびドレイン電極と同一平面上に配置される素子Ａのゲー
ト電極は高い電流容量を必要としない。そこで、素子Ａのゲート電極の配線の幅を細くし
、その分、素子Ｂのソース電極およびドレイン電極の配線の幅をさらに太くしてもよい。
【００４５】
　このように本発明の有機ＥＬデバイスによれば製造プロセスにおいてコンタクトホール
を形成するステップ（エッチングや洗浄など）を省くことができ、歩留まりが向上する。
また、本発明の有機ＥＬデバイスによれば応答性が高い有機ＥＬディスプレイを提供する
ことができる。
【００４６】
　（５）有機ＥＬ素子について
　上述したように、本発明の有機ＥＬデバイスでは、素子Ｂのドレイン電極が有機ＥＬ素
子に接続されている。本発明の有機ＥＬデバイスに含まれる有機ＥＬ素子は、トップエミ
ッション型でもボトムエミッション型でもよいが、好ましくはトップエミッション型であ
る。
【００４７】
　有機ＥＬ素子は、陽極および陰極からなる一対の画素電極ならびに画素電極に挟まれる
有機発光層を有し、さらに正孔輸送層や電子輸送層などを有していてもよい。
【００４８】
　２．本発明の有機ＥＬディスプレイについて
　複数の本発明の有機ＥＬデバイスを１つの基板上にマトリクス状に配置することにより
有機ＥＬディスプレイを製造してもよい。
【００４９】
　本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて素子Ａおよび素子Ｂのそれぞれの電極はマトリ
クス状に形成されても、ライン状に形成されてもよい。また、本発明の有機ＥＬディスプ
レイは、走査電極線、共通電極線およびデータ電極線を有していてもよい。走査電極線は
、配列された複数の素子Ａ（スイッチングＴＦＴ）のゲート電極に接続され、素子Ａのゲ
ート電極に電流を供給する。共通電極線は、配列された複数の素子Ｂ（ドライビングＴＦ
Ｔ）のソース電極に接続され、素子Ｂのソース電極に電流を供給する。そしてデータ電極
線は、配列された複数の素子Ａのソース電極に接続され、素子Ａのソース電極に電流を供
給する（図４参照）。
【００５０】
　本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、素子Ａおよび素子Ｂのそれぞれの電極に印加
される電位の大きさは特に限定されないが、例えば、素子Ａのゲート電極に印加される電
位は－５～＋２０Ｖ、素子Ａのソース電極に印加される電位は０～１０Ｖ、素子Ａのドレ
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イン電極に印加される電位は０～１０Ｖであり、素子Ｂのゲート電極に印加される電位は
０～１０Ｖ、素子Ｂのソース電極に印加される電位は－５～＋２Ｖ、素子Ｂのドレイン電
極に印加される電位は１２Ｖである。
【００５１】
　図４は本発明の有機ＥＬディスプレイの回路図を示す。
　図４において、Ｖｇは走査電極線を示し、Ｖｄｄは共通電極線を示し、そしてＶｓはデ
ータ電極線を示す。また、Ａは素子Ａ（スイッチングＴＦＴ）、Ｂは素子Ｂ（ドライビン
グＴＦＴ、Ｃはコンデンサ、Ｄは有機ＥＬ素子を示す。コンデンサは、ドライビングＴＦ
Ｔのゲート電極の電位を安定化させる機能を有する。
【００５２】
　図４に示されるように、走査電極線および共通電極線は図中のＸ軸に平行である。一方
で、データ電極線は図中のＹ軸に平行である。またＸ軸とＹ軸とは直交している。また走
査電極線および共通電極線は同一平面上に形成され、データ電極線は、走査電極線および
共通電極線よりも基板側に配置されている。
　このように本発明によれば走査電極線と共通電極線とを並行同一平面上で並行にするこ
とができ、新たなバス配線のパターンを提供することができる。
【００５３】
　また図４に示されたようにコンデンサは共通電極線に接続されていることが好ましい。
　コンデンサを共通電極線に接続し、共通電極線を制御線とすることで、配線の数を削減
した画素補償回路を構成することができる。
【００５４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。しかし、以下に説明する
実施の形態は本発明の範囲を限定するものではない。
【００５５】
　（実施の形態１）
　実施の形態１ではスイッチングＴＦＴ（素子Ａ）がトップゲート型ＴＦＴであり、ドラ
イビングＴＦＴ（素子Ｂ）がボトムゲート型ＴＦＴである有機ＥＬデバイスについて説明
する。また実施の形態１における半導体層はシリコン系半導体層または化合物半導体層で
ある。
【００５６】
　図５は、実施の形態１の有機ＥＬデバイスの断面図を示す。
【００５７】
　１．実施の形態１の有機ＥＬデバイスについて
　図５において有機ＥＬデバイス１０はスイッチングＴＦＴ１００、ドライビングＴＦＴ
２００および有機ＥＬ素子３００を有する。
【００５８】
　スイッチングＴＦＴ１００はトップゲート型ＴＦＴである。スイッチングＴＦＴ１００
は基板１１０、ソース電極１２０およびドレイン電極１２１、半導体層１３０、ゲート絶
縁膜１４０ならびにゲート電極１２２を有する。
【００５９】
　トップゲート型のスイッチングＴＦＴ１００において、ソース電極１２０およびドレイ
ン電極１２１は基板１１０に配置され、ゲート絶縁膜１４０はソース電極１２０およびド
レイン電極１２１ならびに半導体層１３０上に配置され、そしてゲート電極１２２はゲー
ト絶縁膜に配置される。また本実施の形態における半導体層１３０はシリコン系半導体層
または化合物半導体層である。
【００６０】
　スイッチングＴＦＴ１００のドレイン電極１２１はコンタクト部１５０を介して基板１
１０上でドライビングＴＦＴ２００のゲート電極２２２に接続されている。
【００６１】
　ドライビングＴＦＴ２００はボトムゲート型ＴＦＴである。ドライビングＴＦＴ２００
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は基板１１０およびゲート絶縁膜１４０をスイッチングＴＦＴ１００と共有し、ソース電
極２２０およびドレイン電極２２１、半導体層２３０ならびにゲート電極２２２を有する
。
【００６２】
　ボトムゲート型のドライビングＴＦＴ２００において、ゲート電極２２２は基板１１０
に配置され、ゲート絶縁膜１４０はゲート電極２２２上に配置され、そしてソース電極２
２０およびドレイン電極２２１はゲート絶縁膜１４０に配置される。
　上述したように、ドライビングＴＦＴ２００のゲート電極２２２は、基板１１０の同一
平面上でスイッチングＴＦＴ１００のドレイン電極１２１に接続されている。
【００６３】
　このように本実施の形態では、スイッチングＴＦＴのドレイン電極とドライビングＴＦ
Ｔのゲート電極とが同一の基板面上に配置され、接続される。
【００６４】
　スイッチングＴＦＴ１００およびドライビングＴＦＴ２００上にはオーバーコート層１
４１が設けられている。オーバーコート層１４１は、半導体層の電子移動を促進させる機
能および空気中の酸素や水蒸気から半導体層を保護する機能を有する。
　オーバーコート層１４１の材質の例には、ポリイミドやポリイミドシロキサン、メチル
シロキサン、フェニルシロキサン、ポリスチレン樹脂などが含まれる。
【００６５】
　有機ＥＬ素子３００は、陽極３２０、有機発光層３３０、陰極３２１、封止膜３４０、
平坦化層３５０、コンタクトホール３６０、平坦化膜３５１およびバンク３８０を有する
。本実施の形態における有機ＥＬ素子３００はトップエミッション型発光素子である。
【００６６】
　平坦化層３５０は、オーバーコート層１４１上に配置される絶縁層である。平坦化膜層
３５０は、後述する陽極３２０が配置されるための平坦な平面を提供する。陽極３２０を
平坦な平面に配置することで平坦な陽極３２０を得ることができる。すなわち平坦化層３
５０により、例えば陽極３２０が反射陽極である場合、光を乱反射せず一定方向に反射す
る平坦な反射陽極を得ることができる。
　平坦化層３５０の材質の例には、アクリル樹脂やＢＣＢ樹脂、ノボラック樹脂などが含
まれる。平坦化層３５０は、例えばスピンコート法によって形成される。
【００６７】
　平坦化層３５０は、ドライビングＴＦＴ２００のドレイン電極２２１と有機ＥＬ素子３
００の陽極３２０とを接続するためのコンタクトホール３６０を有する。コンタクトホー
ル３６０は、平坦化層３５０およびオーバーコート層１４１の材質がフォト感光性樹脂で
ある場合は、フォトリソグラフィイ法によって形成されてよく、平坦化層３５０の材質が
フォト感光性樹脂でない場合は、ドライエッチング法によって形成されてよい。コンタク
トホール３６０に金属などの導電部材をスパッタリングすることで、ドレイン電極２２１
と陽極３２０とを接続する導電層が形成される。
【００６８】
　陽極３２０は、平坦化層３５０上に配置される導電層である。上述したように陽極３２
０はドライビングＴＦＴ２００のドレイン電極２２１とコンタクトホール３６０を介して
接続されている。有機ＥＬ素子３００はトップエミッション型であることから、陽極３２
０は、銀などからなる反射陽極であることが好ましい。
【００６９】
　有機発光層３３０は有機発光材料を含む。有機発光層３３０に含まれる有機発光材料の
例には、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリアセチレンおよびその誘導体、
ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリパラフェニレンエチレンおよびその誘導体、ポリ
３－ヘキシルチオフェンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘導体などが含ま
れる。有機発光層はさらに正孔注入層や中間層、電子輸送層などを含んでいてもよい。
　有機発光層３３０は、例えば、バンク３８０によって規定された領域内に有機発光材料
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を塗布することで形成される。
【００７０】
　陰極３２１は、有機発光層３３０上に配置される導電層である。陰極３２１は光を透過
させる材質からなることが好ましい。陰極３２１上にはさらに平坦化膜３５１が配置され
る。平坦化層３５１の材質および製法は平坦化層３５０と同じであってよい。
【００７１】
　封止膜３４０は、陽極３２０、有機発光層３３０および陰極３２１を水分や熱、衝撃な
どから保護するための膜である。封止膜３４０は、平坦化層３５１上に配置される。封止
膜３４０の材質の例には、Ｓｉ３Ｎ４やＳｉＯＮ、ＳｉＯ２などが含まれ、Ｓｉ３Ｎ４が
特に好ましい。封止膜３４０はこれらの材質からなる膜を積層させることによって形成さ
れてもよい。封止膜５００の好ましい厚さは、２０～２００ｎｍである。
【００７２】
　バンク３８０は、有機発光層３３０の領域を規定する。バンク３８０の材質は例えばポ
リイミドやポリアクリルなどである。
【００７３】
　２．実施の形態１の有機ＥＬデバイスの製造方法について
　有機ＥＬデバイス１０の製造方法は、特に限定されないが、例えば、
　１）基板１１０を準備するステップ
　２）基板の同一平面上にスイッチングＴＦＴ１００のソース電極１２０およびドレイン
電極１２１、ドライビングＴＦＴ２００のゲート電極２２０、ならびにコンタクト部１５
０を形成するステップ、
　３）スイッチングＴＦＴ１００のソース電極１２０とドレイン電極１２１とを接続する
半導体層１３０を形成するステップ、
　４）スイッチングＴＦＴ１００のソース電極１２０、ドレイン電極１２１および半導体
層１３０、ならびにドライビングＴＦＴのゲート電極２２２上にゲート絶縁膜１４０を形
成するステップ、
　５）ゲート絶縁膜１４０上にスイッチングＴＦＴ１００のゲート電極１２２、ならびに
ドライビングＴＦＴ２００のソース電極２２０およびドレイン電極２２１を形成するステ
ップ、
　６）ドライビングＴＦＴ２００のソース電極２２０とドレイン電極２２１とを接続する
半導体層２３０を形成し、オーバーコート層１４１を形成するステップ、
　７）ドレイン電極２２１に接続された有機ＥＬ素子３００を製造するステップ、
　を有する。
【００７４】
　１）ステップでは、上述したような材質からなる基板１１０を準備する（図６Ａ）。
【００７５】
　２）ステップでは、準備した基板１１０上にスイッチングＴＦＴ１００のソース電極１
２０およびドレイン電極１２１、コンタクト部１５０ならびにドライビングＴＦＴ２００
のゲート電極２２２を、例えばスパッタ法や加熱蒸着法によって形成する（図６Ｂ）。
【００７６】
　このように本発明では、スイッチングＴＦＴのソース電極およびドレイン電極とドライ
ビングＴＦＴのゲート電極とを同一平面上に配置することで、スイッチングＴＦＴのソー
ス電極およびドレイン電極ならびにドライビングＴＦＴのゲート電極の形成、かつスイッ
チングＴＦＴのドレイン電極とドライビングＴＦＴのゲート電極との接続を１ステップで
行うことができる。
【００７７】
　３）ステップでは、スイッチングＴＦＴ１００のソース電極１２０とドレイン電極１２
１とを接続する半導体層１３０を形成する（図６Ｃ）。半導体層１３０がシリコン系半導
体層である場合、半導体層１３０は、例えばＣＶＤ法で形成される。半導体層１３０が化
合物半導体層である場合、半導体層１３０はＣＶＤ法やスパッタ法などの気相法やゾルゲ
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ル法や溶液法の液相法などで形成される。
【００７８】
　４）ステップでは、スイッチングＴＦＴ１００のソース電極１２０、ドレイン電極１２
１、半導体層１３０およびドライビングＴＦＴ２００のゲート電極２２２上にゲート絶縁
膜１４０を形成する（図６Ｄ）。ゲート絶縁膜１４０の材質がシリコン酸化物やシリコン
窒化物など無機物である場合、ゲート絶縁膜１４０はスパッタ法やＣＶＤ法、ＡＬＤ（At
omic Layer Deposition）法、熱酸化法、ドライエッチングなどによって形成される。一
方、ゲート絶縁膜１４０の材質がポリイミドなどの有機物である場合は、ゲート絶縁膜１
４０を塗布法やフォトリソグラフィ法などにより形成すればよい。
【００７９】
　５）ステップでは、ゲート絶縁膜１４０上にスイッチングＴＦＴ１００のゲート電極１
２２ならびにドライビングＴＦＴ２００のソース電極２２０およびドレイン電極２２１を
例えばスパッタ法や加熱蒸着法によって形成する（図６Ｅ）。
【００８０】
　６）ステップでは、ドライビングＴＦＴ２００のソース電極２２０とドレイン電極２２
１とを接続する半導体層２３０を形成し、オーバーコート層１４１を例えばスピンコート
法などによって形成する（図６Ｆ）。半導体層２３０の形成方法は、半導体層１３０の形
成方法と同じであってよい。
【００８１】
　７）ステップでは、完成したスイッチングＴＦＴ１００およびドライビングＴＦＴ２０
０上に有機ＥＬ素子３００を形成する（図６Ｇ）。
【００８２】
　有機ＥＬ素子３００を形成する方法は、例えば、ａ）オーバーコート層１４１上に平坦
化膜３５０を例えばスピンコート法によって形成するステップ、ｂ）コンタクトホール３
６０をフォトリソグラフィ法やドライエッチング法などを用いて形成するステップ、ｃ）
ゲート電極２２１と陽極３２０とをコンタクトホール３６０を介して接続するステップ、
ｄ）陽極３２０上に有機発光層３２０、陰極３２１、平坦化膜３５１および封止膜３４０
を形成するステップを有していてもよい。
【００８３】
　（実施の形態２）
　実施の形態１では、半導体がシリコン系半導体層または化合物半導体層である有機ＥＬ
デバイスについて説明した。実施の形態２では、半導体層が塗布法で形成された有機半導
体層である有機ＥＬデバイスについて説明する。
【００８４】
　図７は、実施の形態２の有機ＥＬデバイスの断面図を示す。
【００８５】
　１．実施の形態２の有機ＥＬデバイスについて
　実施の形態２の有機ＥＬデバイス２０では、スイッチングＴＦＴ１０１の半導体層１３
１、ドライビングＴＦＴ２０１の半導体層２３１、ならびにバンク１６０および２６０以
外の構成要素は実施の形態１の有機ＥＬデバイス１０と同じである。有機ＥＬデバイス１
０の構成要素と同じ構成要素については同一の符号を付し説明を省略する。
【００８６】
　スイッチングＴＦＴ１０１は、ソース電極１２０およびドレイン電極１２１上にバンク
１６０を有する。半導体層１３１はバンク１６０によって規定された領域内に配置されて
いる。半導体層１３１の材質は例えばフルオレン－チオフェンコポリマー（Ｆ８Ｔ２）や
オリゴチオフェン（Ｏｌｉｇｏｔｈｉｏｐｈｅｎｅ）、ペンタセン（ｐｅｎｔａｃｅｎｅ
）、ルブレン（ｒｕｂｒｅｎ）などであり、特にルブレン（ｒｕｂｒｅｎ）であることが
好ましい。
【００８７】
　ドライビングＴＦＴ２０１は、ソース電極２２０およびドレイン電極２２１上にバンク
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２６０を有する。半導体層２３１はバンク２６０によって規定された領域内に配置されて
いる。半導体層２３１の材質は例えば、テトラベンゾポルフィ（ｔｅｔｒａｂｅｎｚｏｐ
ｏｒｐｈｙｒｉｎ）であることが好ましい。
【００８８】
　このように、本実施の形態では、スイッチングＴＦＴの半導体層に含まれる有機半導体
材料とドライビングＴＦＴの半導体層に含まれる有機半導体材料とは異なることが好まし
い。
【００８９】
　有機ＥＬデバイス２０では、スイッチングＴＦＴ１０１のドレイン電極１２１と、ドラ
イビングＴＦＴ２０１のゲート電極２２２とは絶縁膜１４０の基板１１０の同一平面上に
配置され接続されている。
【００９０】
　２．実施の形態２の有機ＥＬデバイスの製造方法について
　有機ＥＬデバイス２０の製造方法は、例えば、
　１）基板１１０を準備するステップ、
　２）基板１１０の同一平面上にスイッチングＴＦＴ１０１のソース電極１２０およびド
レイン電極１２１、ドライビングＴＦＴ２０１のゲート電極２２２、ならびにコンタクト
部１５０を形成するステップ、
　３）スイッチングＴＦＴ１０１のソース電極１２０およびドレイン電極１２１上にバン
ク１６０を配置するステップ、
　４）バンク１６０によって規定された領域に半導体層１３１を形成するステップ、
　５）ドライビングＴＦＴ２０１のゲート電極２２２上、ならびにスイッチングＴＦＴ１
０１のソース電極１２０、ドレイン電極１２１および半導体層１３１上にゲート絶縁膜１
４０を形成するステップ、
　６）ゲート絶縁膜１４０の同一平面上にスイッチングＴＦＴ１０１のゲート電極１２２
、ならびにドライビングＴＦＴ２０１のソース電極２２０およびドレイン電極２２１を形
成するステップ、
　７）ドライビングＴＦＴ２０１のソース電極２２０およびドレイン電極２２１上にバン
ク２６０を配置するステップ、
　８）バンク２６０によって規定された領域に、半導体層２３１を形成し、オーバーコー
ト層１４１を形成するステップ、
　を有する。
【００９１】
　１）ステップでは、上述したような材質からなる基板１０１を準備する（図８Ａ）。
【００９２】
　２）ステップでは、準備した基板上にスイッチングＴＦＴ１０１のソース電極１２０お
よびドレイン電極１２１、ドライビングＴＦＴ２０１のゲート電極２２２、ならびにコン
タクト部１５０を例えばスパッタ法や加熱蒸着法によって形成する（図８Ｂ）。
　このように本発明では、スイッチングＴＦＴのソース電極およびドレイン電極とドライ
ビングＴＦＴのゲート電極とを同一平面上に配置することで、スイッチングＴＦＴのソー
ス電極およびドレイン電極ならびにドライビングＴＦＴのゲート電極の形成、かつスイッ
チングＴＦＴのドレイン電極とドライビングＴＦＴのゲート電極との接続を１ステップで
行うことができる。
【００９３】
　３）ステップではスイッチングＴＦＴ１０１のソース電極１２０およびドレイン電極１
２１上にバンク１６０を形成する。バンク１６０は、例えばグラビア印刷によって形成さ
れてもよい（図８Ｃ）。
　本実施の形態ではバンクは電極上に配置されるが、バンクは、電極の外側の基板上に配
置されてもよい。
【００９４】
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　４）ステップでは、スイッチングＴＦＴ１０１のソース電極１２０とドレイン電極１２
１との間のバンク１６０によって規定された領域内に半導体層１３１を形成する。半導体
層１３１は、例えば、非水系溶媒に有機半導体材料を含む非水系溶液をインクジェット法
やディスペンサ法などによって塗布し、乾燥させ結晶化させることによって形成される（
図８Ｄ）。
　バンクによって規定された領域内塗布された直後の有機半導体材料は、凸形状の液滴で
あるが、乾燥するにつれて平坦になっていく。
【００９５】
　５）ステップでは、スイッチングＴＦＴ１０１のソース電極１２０、ドレイン電極１２
１、半導体層１３１およびドライビングＴＦＴ２０１のゲート電極２２２上にゲート絶縁
膜１４０を形成する（図８Ｅ）。ゲート絶縁膜１４０の材質がシリコン酸化物やシリコン
窒化物など無機物である場合、ゲート絶縁膜１４０はスパッタ法やＣＶＤ法、ＡＬＤ（At
omic Layer Deposition）法、熱酸化法、ドライエッチングなどによって形成される。一
方、ゲート絶縁膜１４０の材質がポリイミドなどの有機物である場合は、ゲート絶縁膜１
４０を塗布法やフォトリソグラフィ法などにより形成すればよい。
【００９６】
　６）ステップでは、絶縁膜１４０上にスイッチングＴＦＴ１０１のゲート電極１２２な
らびにドライビングＴＦＴ２０１のソース電極２２０およびドレイン電極２２１を、例え
ばスパッタ法や加熱蒸着法によって形成する（図８Ｆ）。
　このように本発明では、スイッチングＴＦＴのソース電極およびドレイン電極とドライ
ビングＴＦＴのゲート電極とを同一平面上に配置することで、スイッチングＴＦＴのソー
ス電極およびドレイン電極ならびにドライビングＴＦＴのゲート電極の形成を１ステップ
で行うことができる。
【００９７】
　７）ステップではドライビングＴＦＴ２０１のソース電極２２０およびドレイン電極２
２１上にバンク２６０を例えばグラビア印刷法で形成する（図８Ｇ）。
　バンク２６０の形成方法は、バンク１６０の形成方法と同じであってよい。
【００９８】
　８）ステップではバンク２６０によって規定された領域に半導体層２３１を形成する（
図８Ｈ）。半導体層２３１の形成方法は半導体層１３１の形成方法を同じであってよい。
その後スイッチングＴＦＴ１０１およびドライビングＴＦＴ２０１上にオーバーコート層
１４１を例えばスピンコート法で形成する。
【００９９】
　その後、ドレイン電極２２１に接続された有機ＥＬ素子３００を、例えば実施の形態１
に記載された方法によって製造してもよい。
【０１００】
　（実施の形態３）
　実施の形態１および実施の形態２ではスイッチングＴＦＴがトップゲート型であり、ド
ライビングＴＦＴがボトムゲート型である有機ＥＬデバイスについて説明した。実施の形
態３ではスイッチングＴＦＴがボトムゲート型であり、ドライビングＴＦＴがトップゲー
ト型ＴＦＴである有機半導体デバイスについて説明する。また、本実施の形態では、有機
ＥＬ素子の図示を省略し、有機半導体デバイスについて説明する。さらに、本実施の形態
における半導体層の材料は有機半導体である。
【０１０１】
　１．実施の形態３の半導体デバイスについて
　図９は、実施の形態３の半導体デバイスの断面図を示す。
【０１０２】
　実施の形態３の有機半導体デバイス３０の説明では、有機ＥＬデバイス２０の構成要素
と同じ構成要素については同一の符号を付し説明を省略する。
【０１０３】
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　有機半導体デバイス３０は、ボトムゲート型のスイッチングＴＦＴ１０２およびトップ
ゲート型のドライビングＴＦＴ２０２を有する。スイッチングＴＦＴ１０２のドレイン電
極１２１とドライビングＴＦＴ２０２のゲート電極２２２とは絶縁膜１４０の同一平面上
でコンタクト部１５０を介して接続されている。
【０１０４】
　２．実施の形態３の有機半導体デバイスの製造方法について
　有機半導体デバイス３０の製造方法は、例えば、
　１）基板１１０を準備するステップ（図１０Ａ）、
　２）基板１１０の同一平面上にスイッチングＴＦＴ１０２のゲート電極１２２、ならび
にドライビングＴＦＴ２０２のソース電極２２０およびドレイン電極２２１を形成するス
テップ（図１０Ｂ）、
　３）ドライビングＴＦＴ２０２のソース電極２２０およびドレイン電極２２１上にバン
ク２６０を配置するステップ（図１０Ｃ）、
　４）バンク２６０によって規定された領域に半導体層２３１を形成するステップ（図１
０Ｄ）、
　５）スイッチングＴＦＴ１０２のゲート電極１２２上、ならびにドライビングＴＦＴ２
０２のソース電極２２０、ドレイン電極２２１および半導体層２３１上にゲート絶縁膜１
４０を形成するステップ（図１０Ｅ）、
　６）ゲート絶縁膜１４０の同一平面上にスイッチングＴＦＴ１０２のソース電極１２０
およびドレイン電極１２１、ドライビングＴＦＴ２０１のゲート電極２２２、ならびにコ
ンタクト部１５０を形成するステップ（図１０Ｆ）、
　７）スイッチングＴＦＴ１０２のソース電極１２０およびドレイン電極１２１上にバン
ク１６０を配置するステップ（図１０Ｆ）、
　８）バンク１６０によって規定された領域に、半導体層１３１を形成し、オーバーコー
ト層１４１を形成するステップ、
　を有する。
【０１０５】
　それぞれの構成要素の製造方法は、実施の形態２に記載された方法と同じであってよい
。
【０１０６】
　本出願は、２００７年５月３１日出願の特願２００７－１４４８０７に基づく優先権を
主張する。当該出願明細書に記載された内容は、すべて本願明細書に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１０７】
　本発明の有機ＥＬデバイスおよびその製造方法は、例えば有機ＥＬディスプレイとして
利用できるだけではなく、ワープロ，パソコン等の携帯型情報処理装置や腕時計型電子機
器など、各種の電子機器における表示部として好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】従来の有機ＥＬデバイスの断面図
【図２】グラビア印刷装置の概略図
【図３】従来の有機ＥＬデバイスの概略図
【図４】本発明の有機ＥＬディスプレイの回路図
【図５】本発明の実施の形態１の有機ＥＬデバイスの断面図
【図６Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ】本発明の実施の形態１の有機ＥＬデバイスの製造工程を示す図
【図６Ｅ．Ｆ．Ｇ】本発明の実施の形態１の有機ＥＬデバイスの製造工程を示す図
【図７】本発明の実施の形態２の有機ＥＬデバイスの断面図
【図８Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ】本発明の実施の形態２の有機ＥＬデバイスの製造工程を示す図
【図８Ｅ．Ｆ．Ｇ．Ｈ】本発明の実施の形態２の有機ＥＬデバイスの製造工程を示す図
【図９】本発明の実施の形態３の有機ＥＬデバイスの断面図
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【図１０Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ】本発明の実施の形態３の有機ＥＬデバイスの製造工程を示す図
【図１０Ｅ．Ｆ．Ｇ．Ｈ】本発明の実施の形態３の有機ＥＬデバイスの製造工程を示す図
【図１１】本発明の有機ＥＬデバイスにおけるＴＦＴの断面図

【図１】 【図２】



(19) JP 2009-540623 A 2009.11.19

【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ】
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【図６Ｅ．Ｆ．Ｇ】 【図７】

【図８Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ】 【図８Ｅ．Ｆ．Ｇ．Ｈ】
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【図９】 【図１０Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ】

【図１０Ｅ．Ｆ．Ｇ．Ｈ】 【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月11日(2009.9.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソース電極、ドレイン電極、半導体層およびゲート電極を有するトップゲート型スイッ
チングＴＦＴと、
　ソース電極、ドレイン電極、半導体層および前記スイッチングＴＦＴのソース電極また
はドレイン電極に接続されているゲート電極を有するボトムゲート型ドライビングＴＦＴ
と、
　前記ドライビングＴＦＴのドレイン電極に接続されている画素電極を有する有機ＥＬ素
子と、を含む、トップエミッション型の有機ＥＬデバイスであって、
　前記スイッチングＴＦＴのソース電極およびドレイン電極、ならびに前記ドライビング
ＴＦＴのゲート電極は、同一平面上に配置され、
　前記スイッチングＴＦＴおよび前記ドライビングＴＦＴの少なくともいずれか一つの前
記半導体層は、前記スイッチングＴＦＴまたは前記ドライビングＴＦＴのソース電極とド
レイン電極との間の領域ならびにソース電極およびドレイン電極の領域内に規定され、
　前記画素電極は、前記スイッチングＴＦＴおよびドライビングＴＦＴ上に配置される、
トップエミッション型の有機ＥＬデバイス。
【請求項２】
　前記スイッチングＴＦＴまたは前記ドライビングＴＦＴの半導体層はシリコンを含む、
請求項１に記載の有機ＥＬデバイス。
【請求項３】
　前記スイッチングＴＦＴまたは前記ドライビングＴＦＴの半導体層は有機半導体を含む
、請求項１に記載の有機ＥＬデバイス。
【請求項４】
　前記スイッチングＴＦＴおよび前記ドライビングＴＦＴの半導体層は有機半導体を含み
　前記スイッチングＴＦＴの半導体層に含まれる有機半導体と、前記ドライビングＴＦＴ
の半導体層に含まれる有機半導体とは異なる、請求項１に記載の有機ＥＬデバイス。
【請求項５】
　複数の請求項１に記載の有機ＥＬデバイスが一つの基板上にマトリクス状に配置された
有機ＥＬディスプレイであって、
　前記それぞれのスイッチングＴＦＴのゲート電極に接続された走査電極線と、
　前記それぞれのドライビングＴＦＴのソース電極に接続された共通電極線と、はＸ軸に
平行であり、
　前記それぞれのスイッチングＴＦＴのソース電極に接続されたデータ電極線はＹ軸に平
行であり、
　前記Ｘ軸と前記Ｙ軸とは直角に交差している、有機ＥＬディスプレイ。
【請求項６】
　基板を準備するステップ、
　前記基板の同一平面上にスイッチングＴＦＴのソース電極およびドレイン電極、ドライ
ビングＴＦＴのゲート電極、ならびに前記スイッチングＴＦＴのソース電極またはドレイ
ン電極と前記ドライビングＴＦＴのゲート電極とを接続するコンタクト部を形成するステ
ップ、
　前記スイッチングＴＦＴのソース電極とドレイン電極との間の領域ならびにソース電極
およびドレイン電極の領域内に規定され、前記スイッチングＴＦＴのソース電極とドレイ
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ン電極とを接続する前記スイッチングＴＦＴの半導体層を形成するステップ、
　前記スイッチングＴＦＴのソース電極、ドレイン電極および半導体層、ならびに前記ド
ライビングＴＦＴのゲート電極上にゲート絶縁膜を形成するステップ、
　前記ゲート絶縁膜上にスイッチングＴＦＴのゲート電極、ならびにドライビングＴＦＴ
のソース電極およびドレイン電極を形成するステップ、
　前記ドライビングＴＦＴのソース電極とドレイン電極との間の領域ならびにソース電極
およびドレイン電極の領域内に規定され、前記ドライビングＴＦＴのソース電極とドレイ
ン電極とを接続する前記ドライビングＴＦＴの半導体層を形成するステップ、
　前記スイッチングＴＦＴおよびドライビングＴＦＴ上に配置され、前記ドライビングＴ
ＦＴのドレイン電極に接続された有機ＥＬ素子の画素電極を形成するステップ、
　を有する、トップエミッション型の有機ＥＬデバイスの製造方法。
【請求項７】
　前記スイッチングＴＦＴおよび前記ドライビングＴＦＴの半導体層は有機半導体を含み
、
　前記スイッチングＴＦＴの半導体層に含まれる有機半導体と、前記ドライビングＴＦＴ
の半導体層に含まれる有機半導体とは、異なる
　請求項６に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の第一は以下に示す有機ＥＬデバイスに関する。
　［１］　ソース電極、ドレイン電極、半導体層およびゲート電極を有するトップゲート
型スイッチングＴＦＴと、ソース電極、ドレイン電極、半導体層および前記スイッチング
ＴＦＴのソース電極またはドレイン電極に接続されているゲート電極を有するボトムゲー
ト型ドライビングＴＦＴと、前記ドライビングＴＦＴのドレイン電極に接続されている画
素電極を有する有機ＥＬ素子と、を含む、トップエミッション型の有機ＥＬデバイスであ
って、前記スイッチングＴＦＴのソース電極およびドレイン電極、ならびに前記ドライビ
ングＴＦＴのゲート電極は、同一平面上に配置され、前記スイッチングＴＦＴおよび前記
ドライビングＴＦＴの少なくともいずれか一つの前記半導体層は、前記スイッチングＴＦ
Ｔまたは前記ドライビングＴＦＴのソース電極とドレイン電極との間の領域ならびにソー
ス電極およびドレイン電極の領域内に規定され、前記画素電極は、前記スイッチングＴＦ
ＴおよびドライビングＴＦＴ上に配置される、トップエミッション型の有機ＥＬデバイス
。
　［２］　前記スイッチングＴＦＴまたは前記ドライビングＴＦＴの半導体層はシリコン
を含む、［１］に記載の有機ＥＬデバイス。
　［３］　前記スイッチングＴＦＴまたは前記ドライビングＴＦＴの半導体層は有機半導
体を含む、［１］に記載の有機ＥＬデバイス。
　［４］　前記スイッチングＴＦＴおよび前記ドライビングＴＦＴの半導体層は有機半導
体を含み前記スイッチングＴＦＴの半導体層に含まれる有機半導体と、前記ドライビング
ＴＦＴの半導体層に含まれる有機半導体とは異なる、［１］に記載の有機ＥＬデバイス。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の第二は以下に示す有機ＥＬディスプレイに関する。
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　［５］　複数の［１］～［４］いずれかに記載の有機ＥＬデバイスが一つの基板上にマ
トリクス状に配置された有機ＥＬディスプレイであって、前記それぞれのスイッチングＴ
ＦＴのゲート電極に接続された走査電極線と、前記それぞれのドライビングＴＦＴのソー
ス電極に接続された共通電極線と、はＸ軸に平行であり、前記それぞれのスイッチングＴ
ＦＴのソース電極に接続されたデータ電極線はＹ軸に平行であり、前記Ｘ軸と前記Ｙ軸と
は直角に交差している、有機ＥＬディスプレイ。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の第三は以下に示す有機ＥＬデバイスの製造方法に関する。
　［６］　基板を準備するステップ、前記基板の同一平面上にスイッチングＴＦＴのソー
ス電極およびドレイン電極、ドライビングＴＦＴのゲート電極、ならびに前記スイッチン
グＴＦＴのソース電極またはドレイン電極と前記ドライビングＴＦＴのゲート電極とを接
続するコンタクト部を形成するステップ、前記スイッチングＴＦＴのソース電極とドレイ
ン電極との間の領域ならびにソース電極およびドレイン電極の領域内に規定され、前記ス
イッチングＴＦＴのソース電極とドレイン電極とを接続する前記スイッチングＴＦＴの半
導体層を形成するステップ、前記スイッチングＴＦＴのソース電極、ドレイン電極および
半導体層、ならびに前記ドライビングＴＦＴのゲート電極上にゲート絶縁膜を形成するス
テップ、前記ゲート絶縁膜上にスイッチングＴＦＴのゲート電極、ならびにドライビング
ＴＦＴのソース電極およびドレイン電極を形成するステップ、前記ドライビングＴＦＴの
ソース電極とドレイン電極との間の領域ならびにソース電極およびドレイン電極の領域内
に規定され、前記ドライビングＴＦＴのソース電極とドレイン電極とを接続する前記ドラ
イビングＴＦＴの半導体層を形成するステップ、前記スイッチングＴＦＴおよびドライビ
ングＴＦＴ上に配置され、前記ドライビングＴＦＴのドレイン電極に接続された有機ＥＬ
素子の画素電極を形成するステップ、を有する、トップエミッション型の有機ＥＬデバイ
スの製造方法。
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