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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エレクトロルミネッセンス表示装置において、
　同一基板の上に複数の画素を備え、各画素は、
　透明な下部電極、発光材料を含む発光素子層、該発光素子層を挟んで前記下部電極と対
向して形成された上部電極とを備えるエレクトロルミネッセンス素子と、
　該エレクトロルミネッセンス素子よりも下層に形成されて該エレクトロルミネッセンス
素子に電気的に接続され、前記エレクトロルミネッセンス素子の発光を制御するための薄
膜トランジスタと、を有し、
　前記薄膜トランジスタは、ゲート電極、酸化シリコン層、及びシリコン能動層を含み、
該薄膜トランジスタに接続された前記エレクトロルミネッセンス素子の下部電極は、該薄
膜トランジスタの非形成領域に延在しており、
　前記薄膜トランジスタの非形成領域において、
　前記酸化シリコン層は開口されており、前記下部電極と前記基板との層間には、前記薄
膜トランジスタ形成領域で該薄膜トランジスタを覆って形成され、かつ前記薄膜トランジ
スタの非形成領域で前記酸化シリコン層の除去された前記基板の上に形成された水分ブロ
ック絶縁層と、前記水分ブロック絶縁層上に形成された平坦化絶縁層とが設けられている
ことを特徴とするエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２】
前記水分ブロック絶縁層は、窒化シリコンを含むことを特徴とする請求項１に記載のエレ
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クトロルミネッセンス表示装置。
【請求項３】
前記酸化シリコン層が開口された領域は、前記エレクトロルミネッセンス素子の発光領域
であることを特徴とする請求項１に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項４】
前記エレクトロルミネッセンス素子の前記発光領域の周辺部の下方位置には光吸収材が配
置されていることを特徴とする請求項１に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項５】
前記シリコン能動層よりもゲート電極層が上方に位置するトップゲート型の薄膜トランジ
スタであることを特徴とする請求項１に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項６】
エレクトロルミネッセンス表示装置において、
　透明基板上方に形成され、酸化シリコン層を含む薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタを覆うように形成された絶縁膜の上に形成されたエレクトロルミ
ネッセンス素子と、を備え、
　前記エレクトロルミネッセンス素子は、前記薄膜トランジスタに接続されるとともに、
この薄膜トランジスタの上方に形成された前記絶縁層の上に形成され、前記薄膜トランジ
スタの形成領域から側方領域に延びる透明電極と、
　前記透明電極上に形成された発光材料を含む発光素子層と、
　前記発光素子層上に形成された対向電極と、
　を有し、
　前記薄膜トランジスタの前記酸化シリコン層は、エレクトロルミネッセンス素子の発光
領域の下方位置において開口され、
　前記エレクトロルミネッセンス素子の前記発光領域の周辺部の下方位置には光吸収材が
配置されていることを特徴するエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項７】
エレクトロルミネッセンス表示装置において、
　透明基板上方に形成され、シリコン能動層よりもゲート電極層が上方に位置するトップ
ゲート型の薄膜トランジスタと、
　前記薄膜トランジスタを覆うように形成された絶縁膜の上に形成されたエレクトロルミ
ネッセンス素子と、を備え、
　前記エレクトロルミネッセンス素子は、前記薄膜トランジスタに接続されるとともに、
この薄膜トランジスタの上方に形成された前記絶縁層の上に形成され、前記薄膜トランジ
スタの形成領域から側方領域に延びる透明電極と、
　前記透明電極上に形成された発光材料を含む発光素子層と、
　前記発光素子層上に形成された対向電極と、
　を有し、
　前記薄膜トランジスタは、酸化シリコン層を含み、この酸化シリコン層は、エレクトロ
ルミネッセンス素子の発光領域の下方位置において開口されていることを特徴とするエレ
クトロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】
前記発光素子層から射出される光を透過する前記透明電極の下方であって、前記エレクト
ロルミネッセンス素子の発光領域周辺部に光吸収材が配置されていることを特徴とする請
求項７に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項９】
前記酸化シリコン層は、前記発光素子層で得られ前記下部電極を透過した光の前記透明基
板までの光路上から除去されていることを特徴とする請求項７に記載のエレクトロルミネ
ッセンス表示装置。
【請求項１０】
請求項１に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置において、
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　前記薄膜トランジスタとこれを覆う前記水分ブロック絶縁層との層間には、酸化シリコ
ン層を含む層間絶縁層が形成され、
　前記薄膜トランジスタの前記シリコン能動層と前記ゲート電極との層間には酸化シリコ
ン層を含むゲート絶縁層が形成されており、
　前記層間絶縁層及び前記ゲート絶縁層のいずれの酸化シリコン層も、前記薄膜トランジ
スタの非形成領域において、開口されていることを特徴とするエレクトロルミネッセンス
表示装置。
【請求項１１】
請求項１０に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置において、
　前記基板と前記薄膜トランジスタとの層間には、前記基板から前記薄膜トランジスタに
不純物が侵入することを防止するバッファ層が形成され、該バッファ層は酸化シリコン層
を含み、該バッファ層の前記酸化シリコン層は、前記薄膜トランジスタの非形成領域にお
いて、開口されていることを特徴とするエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１２】
請求項１に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置において、
　前記エレクトロルミネッセンス素子の前記下部電極は、透明な導電性金属酸化物であり
、
　前記水分ブロック絶縁層は、窒化シリコン又はテトラエトキシシランのいずれかであり
、
　前記平坦化絶縁層は、樹脂又は窒化シリコン又はテトラエトキシシランのいずれかであ
ることを特徴とするエレクトロルミネッセンス表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機電界発光（ＥＬ）素子、特に外部に射出される光の減衰の防止に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、フラットディスプレイパネルの１つとして、有機ＥＬディスプレイパネル（
有機ＥＬ表示装置）が知られている。この有機ＥＬ表示装置は、液晶ディスプレイパネル
（ＬＣＤ）とは異なり、自発光であり、明るく見やすいフラットディスプレイパネルとし
てその普及が期待されている。
【０００３】
　この有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ素子を画素として、これを多数マトリクス状に配置
して構成される。また、この有機ＥＬ素子の駆動方法としては、ＬＣＤと同様にパッシブ
方式とアクティブ方式があるが、ＬＣＤと同様にアクティブマトリクス方式が好ましいと
されている。すなわち、画素毎にスイッチ素子（通常、スイッチング用と、駆動用の２つ
）を設け、そのスイッチ素子を制御して、各画素の表示をコントロールするアクティブマ
トリクス方式の方が、画素毎にスイッチ素子を有しないパッシブ方式より高精細の画面を
実現でき好ましい。
【０００４】
　ここで、このアクティブマトリクス方式の有機ＥＬ表示装置では、各画素毎に２つのス
イッチ素子、容量、ＥＬ素子が必要であり、これらを平面的に異なる位置に配置している
。そして、通常の場合は、ガラス基板上にスイッチ素子としての薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）と容量を形成し、これら層の上方にＩＴＯなどの陽極、正孔輸送層、有機発光層、電
子輸送層、陰極を積層形成した有機ＥＬ素子を形成している。
【０００５】
　そして、ＴＦＴを駆動して有機ＥＬ素子に電流を流したときには、発光層で発生した光
は、陽極、ガラス基板を通過して射出される。このタイプは、光がガラス基板から射出さ
れるため、ボトムエミッションタイプと呼ばれている。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、上述のように、有機ＥＬ素子は、ＴＦＴを形成した後、その上方に形成する。
そこで、ＴＦＴと有機ＥＬ素子との絶縁のためと、有機ＥＬ素子の形成面ができる限り平
坦であることが望まれること、などの理由からＴＦＴにおけるゲート電極とチャネル領域
間に位置するゲート絶縁膜や、ゲート電極覆う層間絶縁膜などは全面に形成する。そして
、これらを平坦化膜で覆い、全面を平坦化した上に、陽極を配置している。
【０００７】
　従って、有機ＥＬ素子の陽極の下方の基板との間には平坦化膜、層間絶縁膜、ゲート絶
縁膜などが位置している。ここで、平坦化膜はアクリル樹脂などの有機材料、層間絶縁膜
、ゲート酸化膜は、酸化シリコン、窒化シリコンなどにより形成される。従って、有機Ｅ
Ｌ素子の下方は、多数の材料層の積層構造からなっている。
【０００８】
　これら層の屈折率がほぼ同一であれば問題ないが、隣接する層における屈折率の差が大
きいと、この界面における反射が大きくなる。従って有機ＥＬ素子から基板を通って光を
外部に射出する構成では、このＥＬ素子からの光の透過量が減少し、実際に射出される光
としての発光効率（外部発光効率）が低くなるという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、光の射出過程での減衰が小さく、かつ素子信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を
提供することができる。
【００１０】
　エレクトロルミネッセンス表示装置において、同一基板の上方に複数の画素を備え、各
画素は、透明な下部電極、発光材料を含む発光素子層、該発光素子層を挟んで前記下部電
極と対向して形成された上部電極とを備えるエレクトロルミネッセンス素子と、該エレク
トロルミネッセンス素子よりも下層に形成されて該エレクトロルミネッセンス素子素子に
電気的に接続され、前記エレクトロルミネッセンス素子の発光を制御するための薄膜トラ
ンジスタと、を有し、前記薄膜トランジスタは、ゲート電極、酸化シリコン層、及びシリ
コン能動層を含み、該薄膜トランジスタに接続された前記エレクトロルミネッセンス素子
の下部電極は、該薄膜トランジスタの非形成領域に延在しており、前記薄膜トランジスタ
の非形成領域において、前記酸化シリコン層は開口されており、前記下部電極と前記基板
との層間には、前記薄膜トランジスタ形成領域で該薄膜トランジスタを覆って形成され、
かつ前記薄膜トランジスタの非形成領域で前記酸化シリコン層の除去された前記基板の上
に形成された水分ブロック絶縁層と、前記水分ブロック絶縁層上に形成された平坦化絶縁
層とが設けられている。
【００１１】
　本発明の他の態様では、上記エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記水分ブ
ロック絶縁層は、窒化シリコンを含む。
【００１２】
　本発明の他の態様では、上記エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記薄膜ト
ランジスタとこれを覆う前記水分ブロック絶縁層との層間には、酸化シリコン層を含む層
間絶縁層が形成され、前記薄膜トランジスタの前記シリコン能動層と前記ゲート電極との
層間には酸化シリコン層を含むゲート絶縁層が形成されており、前記層間絶縁層及び前記
ゲート絶縁層のいずれの酸化シリコン層も、前記薄膜トランジスタの非形成領域において
、開口されている。
【００１３】
　本発明の他の態様では、上記エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記基板と
前記薄膜トランジスタとの層間には、前記基板から前記薄膜トランジスタに不純物が侵入
することを防止するバッファ層が形成され、該バッファ層は酸化シリコン層を含み、該バ
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ッファ層の前記酸化シリコン層は、前記薄膜トランジスタの非形成領域において、開口さ
れている。
【００１４】
　本発明の他の態様では上記エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記エレクト
ロルミネッセンス素子の前記下部電極は、透明な導電性金属酸化物であり、前記水分ブロ
ック絶縁層は、窒化シリコン又はテトラエトキシシランのいずれかであり、前記平坦化絶
縁層は、樹脂又は窒化シリコン又はテトラエトキシシランのいずれかである。
【００１５】
　このように、本発明によれば、エレクトロルミネッセンス素子の下方領域、特にその発
光領域の下方において酸化シリコン層が開口されていて存在しない。このため、エレクト
ロルミネッセンス素子から射出され、基板方向に進む光が屈折率の相違に基づいて反射さ
れる可能性を低減できる。このため表示装置の発光効率（外部発光効率）を向上させるこ
とができる。その一方で、エレクトロルミネッセンス素子の下部電極と基板との間に水分
ブロック層と平坦化層が設けられていることで、有機材料などが用いられて水分による劣
化が起きやすい発光素子層に基板側から水分が侵入することを確実に防止でき、また平坦
化層が存在するので発光素子層を平坦な面の上に形成することが可能となり、薄い発光素
子層の短絡などを確実に防止できる。
【００１６】
　本発明の他の態様において、エレクトロルミネッセンス表示装置は、透明基板上方に形
成され、酸化シリコン層を含む薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを覆うように
形成された絶縁膜の上に形成されたエレクトロルミネッセンス素子と、を備え、前記エレ
クトロルミネッセンス素子は、前記薄膜トランジスタに接続されるとともに、この薄膜ト
ランジスタの上方に形成された前記絶縁層の上に形成され、前記薄膜トランジスタの形成
領域から側方領域に延びる透明電極と、前記透明電極上に形成された発光材料を含む発光
素子層と、前記発光素子層上に形成された対向電極と、を有し、前記薄膜トランジスタの
前記酸化シリコン層は、エレクトロルミネッセンス素子の発光領域の下方位置において開
口され、前記エレクトロルミネッセンス素子の前記発光領域の周辺部の下方位置には光吸
収材が配置されている。
【００１７】
　このように、光吸収材により発光領域の周辺を囲むことで、基板側からの光、即ち基板
側を観察面とする場合に外光が各画素の非発光領域で反射されてしまうことを防止できる
。また、他の発光領域（他の素子）からの光漏れも防止できる。このため、表示コントラ
ストを向上できる。
【００１８】
　本発明の他の態様において、エレクトロルミネッセンス表示装置において、透明基板上
方に形成され、シリコン能動層よりもゲート電極層が上方に位置するトップゲート型の薄
膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを覆うように形成された絶縁膜の上に形成され
たエレクトロルミネッセンス素子と、を備え、前記エレクトロルミネッセンス素子は、前
記薄膜トランジスタに接続されるとともに、この薄膜トランジスタの上方に形成された前
記絶縁層の上に形成され、前記薄膜トランジスタの形成領域から側方領域に延びる透明電
極と、前記透明電極上に形成された発光材料を含む発光素子層と、前記発光素子層上に形
成された対向電極と、を有し、前記薄膜トランジスタは、酸化シリコン層を含み、この酸
化シリコン層は、エレクトロルミネッセンス素子の発光領域の下方位置において開口され
ている。
【００１９】
　本発明の他の態様において、エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記酸化シ
リコン層は、前記発光素子層で得られ前記下部電極を透過した光の前記透明基板までの光
路上から除去されている。
【発明の効果】
【００２０】
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　以上説明したように、本発明によれば、有機発光素子の発光領域、すなわち発光層から
外部に射出される光の光路上には酸化シリコン層が存在しない。これによって、有機発光
素子から射出された光が屈折率の相違に基づいて反射される可能性が減少し、結果として
表示装置の発光効率を上昇することができる。
【００２１】
　また、光吸収材により発光部分を囲むことで、ブラックマトリクスを配置したものと同
一となり、表示コントラストを向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態について、図面に基づいて説明する。
【００２３】
　図１は、一実施形態の要部（画素の一部）を示す断面図である。ガラス基板１０上には
、ガラス基板１０からの不純物の進入を防ぐために基板側からＳｉＮｘ、ＳｉＯ2が順に
積層された２層の絶縁層（バッファ層）１２が形成されている。この絶縁層１２上の所定
部位には、薄膜トランジスタが多数形成される。この図においては、電源ラインから有機
ＥＬ素子への電流を制御する薄膜トランジスタである第２ＴＦＴが示してある。なお、各
画素には、データラインからの電圧（データ信号）を保持容量へ蓄積するのを制御する第
１ＴＦＴも設けられており、第２ＴＦＴは、保持容量に蓄積された電圧に応じてオンされ
電源ラインから有機ＥＬ素子へ流れる電流を制御する。
【００２４】
　絶縁層１２上には、ポリシリコンからなりＴＦＴの能動層を構成する半導体層１４が形
成され、これを覆ってＳｉＯ2、ＳｉＮｘの順に積層された２層膜からなるゲート絶縁膜
１６が形成されている。半導体層１４の上方には、ゲート絶縁膜１６を介しＭｏ等からな
るゲート電極１８が半導体層１４の一部を覆うように形成されており、これらを覆ってＳ
ｉＮｘ、ＳｉＯ2の順に積層された２層の絶縁膜からなる層間絶縁膜２０が形成されてい
る。また、半導体層１４の両端側には、層間絶縁膜２０およびゲート絶縁膜１６にコンタ
クトホールを形成して例えばアルミのドレイン電極２２とソース電極２４が形成されてい
る。
【００２５】
　また、ドレイン電極２２、ソース電極２４を覆って全面に水分ブロッキング層２６が形
成され、その上にアクリル樹脂などの有機材料からなる第１平坦化膜２８が形成され、そ
の上に有機ＥＬ素子の画素毎の陽極としてＩＴＯなどの透明電極３０が形成されている。
【００２６】
　この透明電極３０は、その一部がソース電極２４上に至り、ここに設けられたソース電
極２４の上面を露出するコンタクトホールの内面にも形成される。これによって、ソース
電極２４と透明電極３０が直接接続されている。
【００２７】
　透明電極３０のエッジ部分は第１平坦化膜２８と同様の例えば樹脂など有機絶縁物質か
らなる第２平坦化膜３２でカバーされ、後に、間に有機層を挟んで形成される陰極とこの
陽極のエッジ部分がショートすることが防止されている。また、有機ＥＬ素子は、陽極と
陰極とが間に有機層を挟んで直接対向する部分が発光領域となるため、陽極の第２平坦化
膜３２で覆われた画素周辺領域、すなわち１画素の発光領域の外側領域はこの第２平坦化
膜３２の存在により非発光領域となっている。
【００２８】
　第２平坦化膜３２及び透明電極３０の上には正孔輸送層３４が全面に形成される。ここ
で、第２平坦化膜３２は発光領域において開口されているため、正孔輸送層３４は発光領
域において陽極である透明電極３０と直接接触する。また、この正孔輸送層３４の上には
、発光領域より若干大きめで画素毎に分割された発光層３６、電子輸送層３８がこの順番
で積層され、その上にアルミなどの陰極４０が形成されている。なお、陰極４０は、フッ
化リチウム（ＬｉＦ）とアルミ（Ａｌ）をこの順で積層して形成することが好適である。
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また、本実施形態では、上記正孔輸送層３４、発光層３６、電子輸送層３８が陽極３０と
陰極４０の間に形成され、これらの層は、有機ＥＬ素子の少なくとも１層の有機化合物層
を備える発光素子層を構成する。
【００２９】
　従って、第２ＴＦＴがオンすると、ソース電極２４を介し電流が有機ＥＬ素子の透明電
極３０に供給され、透明電極３０、陰極４０間に電流が流れ、有機ＥＬ素子が電流に応じ
て発光する。
【００３０】
　また、本実施形態では、絶縁膜１２、ゲート絶縁膜１６、層間絶縁膜２０、および水分
ブロッキング層２６は、ガラス基板１０上の周辺まで至るように形成されているが、第１
平坦化膜２８、第２平坦化膜３２、正孔輸送層３４、および陰極４０は周辺に至る前に終
端している。すなわち、図に示すように、ガラス基板１０に対し、封止ガラス５０を接合
するシール材５２は、ガラス基板１０上の水分ブロッキング層２６に接合されている。
【００３１】
　シール材５２には、エポキシ樹脂などのＵＶ硬化樹脂が用いられ、これが水分ブロッキ
ング層２６に直接接着される。この水分ブロッキング層２６は、ＳｉＮｘ等シリコン系窒
化膜やＴＥＯＳ（テトラエトキシシラン）で形成されており、外部からの水分を内側へ伝
達しない。これによって、封止ガラス５０の内部空間に外部からの水分が侵入してくるの
を効果的に防止することができる。
【００３２】
　従来の構成では、第１、第２平坦化膜２８、３２もガラス基板１０上でシール材５２の
下方にまで形成されていた。これら第１、第２平坦化膜２８、３２は、アクリル樹脂など
有機物質で形成されており、これらは吸湿性がＳｉＮｘなどに比べ大きく、従って水分を
パネル内部に導入しやすかった。本実施形態では、防水性の高いＳｉＮｘ等のシリコン系
窒化膜やＴＥＯＳにより内部の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を覆い、これにより有機ＥＬ
素子の存在する空間を、基本的にこの水分ブロッキング膜２６、シール材５２、封止ガラ
ス５０で囲い、この有機ＥＬ素子へ水分が至ること、特に水分により有機層が劣化して発
光不良となることを効果的に防止している。なお、水分ブロッキング層２６としてはＳｉ
Ｎｘが特に好ましい。また、水分ブロッキング層２６は、ガラスからの不純物の拡散を防
止する効果も有する。
【００３３】
　そして、本実施形態においては、酸化シリコン層を含み、従来全面に形成されていた絶
縁層１２、ゲート絶縁膜１６、層間絶縁膜２０をＴＦＴが存在する場所のみとし、少なく
とも有機ＥＬ素子の発光部の下方、すなわち、各画素の発光領域では除去して開口してい
る。すなわち、有機ＥＬ素子の透明電極３０の発光部対応領域とガラス基板１０の間には
、第１平坦化膜２８、水分ブロッキング層２６のみが存在し、他の膜は存在しない。
【００３４】
　なお、上述の例では、水分ブロッキング膜２６を透明電極３０の下方の領域に存在させ
たが、これも除去して第１平坦化膜２８のみを透明電極３０の下方に存在させるようにし
てもよい。
【００３５】
　ここで、製造方法としては、ガラス基板１０上にＴＦＴを形成した後、発光部の下方に
なる領域について、各層をエッチングで除去してガラス基板１０を露出させる。このエッ
チングには、ドライエッチングが利用でき、各層を一度に除去することができる。そして
、その後に水分ブロッキング膜２６、第１平坦化膜２８を順次構成すればよい。
【００３６】
　透明電極３０を構成する導電性金属酸化物、例えばＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏ
ｘｉｄｅ）の屈折率は１．９程度、第１平坦化膜２８のアクリル樹脂の屈折率は１．７程
度、水分ブロッキング（窒化シリコン）膜の屈折率は１．９程度であり、これらはＩＴＯ
の屈折率にかなり近い値を有している。従って、これら膜の界面で光が反射される確率が
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低くなる。ここで、層間絶縁膜２０、ゲート絶縁膜１６、バッファ層１２の一部を構成す
る酸化シリコンＳｉＯ2は、屈折率が１．５程度であり、この膜が存在することで、その
界面で光が反射し、光の透過量が減少していた。しかし、このＳｉＯ2膜をそれぞれ有す
る層間絶縁膜２０、ゲート絶縁膜１６及びバッファ層１２を除去して、発光層から基板ま
での間の発光光の光路上からＳｉＯ2膜をなくすことで光の透過量を十分高いものにする
ことができる。なお、ガラス基板１０の屈折率は、１．６～１．９程度の比較的屈折率の
高いものを採用すること好ましい。
【００３７】
　次に、図２には、他の実施形態が示されている。この実施形態では、光吸収材、すなわ
ち反射防止膜６０がガラス基板１０上に設けられている。この反射防止膜６０は、基板側
から酸化クロム（ＣｒＯｘ）とクロム（Ｃｒ）の２層構造になっており、ガラス基板１０
の下方からの光（つまり外光）を吸収する。そして、この反射防止膜６０を有機ＥＬ素子
の発光部の周囲（非発光領域）に形成することで、この部分の外光の反射を防止して、ブ
ラックマトリクスとして働く。そこで、表示のコントラストを上昇することができる。ま
た、隣接画素の有機ＥＬ素子からの光が漏れることも防止でき、色にじみなどの防止もで
きる。
【００３８】
　また、この反射防止膜６０を発光部の下方になる部分（発光領域）にも形成しておき、
層間絶縁膜２０、ゲート絶縁膜１６、バッファ層１２を発光領域からドライエッチングに
よって選択的に除去する際にエッチングストッパとして利用することも好適である。これ
によって、ガラス基板１０に悪影響を及ぼすことなくドライエッチングを終了できる。ま
た、発光領域において露光した不要な反射防止膜６０はウェットエッチングで除去すれば
よい。
【００３９】
　なお、上述の例では、第１平坦化膜２８および第２平坦化膜３２は、アクリル樹脂など
の有機材料を用いた。しかし、有機材料は吸湿性が高く、製造時において、既に水分をあ
る程度含有しており、また装置使用時においても外部からの水分を吸収しやすい。そして
、この有機膜中の水分が有機発光材料に悪影響を及ぼすおそれがある。
【００４０】
　そこで、第１平坦化膜２８および第２平坦化膜３２に代えて、無機材料の絶縁膜を使用
することが好適である。この無機材料としては、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）、ＴＥＯＳな
どが好適である。これら無機材料を用いた場合、有機材料を用いた場合のような十分な平
坦化はできない。しかし、有機ＥＬ素子の場合、電極が平坦でなくても、吸湿性が低く、
表面の平滑性が高ければその発光寿命などを改善できるなどに問題は生じない。そこで、
第１、第２平坦化膜２８、３２に代えて無機材料の絶縁膜を使用することが好適である。
【００４１】
　なお、この場合に、ドレイン電極２２、ソース電極２４には、モリブデン層でアルミ層
を挟み込んだＭｏ／Ａｌ／Ｍｏの３層構造とすることが好適である。モリブデンは、無機
膜上に形成したときに、その端部がテーパ状になりやすい。このため、ドレイン電極２２
、ソース電極２４の周辺端部が垂直な面ではなく、なだらかな傾斜面（テーパ状）となる
。従って、無機膜でも端部を十分カバーすることができる。
【００４２】
　また、ＩＴＯからなる透明電極３０が無機膜上に位置することになるが、ＩＴＯは無機
膜上において、その端部がテーパ状になりやすい。そこで、第２平坦化膜に代わる無機膜
によって、その端部が十分カバーできる。
【００４３】
　さらに、上述の説明では、ガラス基板１０から光を射出するボトムエミッションタイプ
についてのみ説明したが、ガラス基板１０の外側または内側に反射層（通常金属）を形成
し、陰極を透明電極とすることで、光をガラス基板１０とは反対側から射出するトップエ
ミッションタイプにも適用することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施形態に係るエレクトロルミネッセンス表示装置の断面の概略構造を
示す図である。
【図２】本発明の他の実施形態に係るエレクトロルミネッセンス表示装置の断面の概略構
造を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　ガラス基板、１２　絶縁層、１４　半導体層、１６　ゲート絶縁膜、１８　ゲー
ト電極、２０　層間絶縁膜、２２　ドレイン電極、２４　ソース電極、２６　水分ブロッ
キング層、２８　第１平坦化膜、３０　透明電極、３２　第２平坦化膜、３４　正孔輸送
層、３６　有機発光層、３８　電子輸送層、４０　陰極、５０　封止ガラス、５２　シー
ル材、６０　反射防止膜。

【図１】 【図２】
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