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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極が上面に形成された下地基板を用意する工程と、
　前記下地基板上に、平面視で前記電極に重なる位置に第１の開口部を有するゲート絶縁
膜を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に、平面視で前記第１の開口部に重なる位置に第２の開口部を有す
ると共に、前記第２の開口部とは異なる位置に、半導体層を形成するための第３の開口部
を有する隔壁層を形成する工程と、
　前記第１および第２の開口部の内部に、前記電極と接触する配線層を形成する工程と、
を含み、
　前記隔壁層は、感光性材料からなり、
　前記隔壁層を形成する工程は、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記隔壁層を構成する感光性材料の層を形成するサブ工程と、
　前記隔壁層を構成する感光性材料の層上に、平面視で前記第２の開口部の形成予定部に
重なる第１の領域とそれ以外の第２の領域とで光透過性が異なる、隔壁層形成用のフォト
マスクを配置するサブ工程と、
　前記隔壁層形成用のフォトマスクを介して前記隔壁層を構成する感光性材料の層を露光
するサブ工程と、を含み、
　平面視で、前記隔壁層形成用のフォトマスクの前記第１の領域の面積が、前記ゲート絶
縁膜の前記第１の開口部の面積よりも大きい、
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　表示パネルの製造方法。
【請求項２】
　前記ゲート絶縁膜は、感光性材料からなり、
　前記ゲート絶縁膜を形成する工程は、
　前記下地基板上に、前記ゲート絶縁膜を構成する感光性材料の層を形成するサブ工程と
、
　前記ゲート絶縁膜を構成する感光性材料の層上に、平面視で前記第１の開口部の形成予
定部に重なる第１の領域とそれ以外の第２の領域とで光透過性が異なる、ゲート絶縁膜形
成用のフォトマスクを配置するサブ工程と、
　前記ゲート絶縁膜形成用のフォトマスクを介して前記ゲート絶縁膜を構成する感光性材
料の層を露光するサブ工程と、を含み、
　前記隔壁層形成用のフォトマスクにおける前記第１の領域の平面視での面積が、前記ゲ
ート絶縁膜形成用のフォトマスクにおける前記第１の領域の平面視での面積よりも大きい
、
　請求項１に記載の表示パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ（Electro Luminescence）パネルなどの表示パネルの製造方法に関
し、特に、コンタクトホールを形成する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画素毎に発光素子を駆動する駆動回路を備えたアクティブマトリクス型の有機Ｅ
Ｌパネルが開発されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図２４は、特許文献１に記載された有機ＥＬパネルの構造を示す断面図である。同図に
は２画素分が示されている。有機ＥＬパネルは、基板５１、ゲート電極５２、ゲート絶縁
膜５３、ソースドレイン電極５４、半導体層５６、パッシベーション膜５７、平坦化膜５
８、画素電極５９、隔壁６０、有機ＥＬ層６１、共通電極６２、封止樹脂層６３、封止基
板６４、および、コンタクトメタル６５を備える。各駆動回路を構成するトランジスタは
、ゲート電極５２、ゲート絶縁膜５３、ソースドレイン電極５４および半導体層５６から
構成されており、パッシベーション膜５７および平坦化膜５８により被覆されている。一
方、発光素子は、画素電極５９、有機ＥＬ層６１および共通電極６２から構成されており
、平坦化膜５８上に形成されている。そして、パッシベーション膜５７および平坦化膜５
８にはコンタクトホールが形成されており、コンタクトホール内に形成されたコンタクト
メタル６５を介して発光素子の画素電極５９と駆動回路のソースドレイン電極５４とが電
気的に接続されている。特許文献１には、コンタクトホールの形成に関して、窒化シリコ
ンからなるパッシベーション膜５７を成膜し、次いで有機材料からなる平坦化膜５８を形
成した後、平坦化膜５８およびパッシベーション膜５７をエッチングするという手順が記
載されている（段落００４８）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３０５３５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の技術は、第１の層を形成し、次いで、その上に第２の層を形成し、その後
、第１および第２の層を一括してエッチングすることによりコンタクトホールとなる開口
部を形成する技術である。これに対し、例えば、第１および第２の層に感光性材料を採用
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した場合など、第１の層の開口部と第２の層の開口部を別々の工程で形成するほうが都合
のよい場合がある。この場合、第１の層に開口部を形成しておき、その第１の層の上に第
２の層を構成する感光性材料を塗布して感光性材料層を形成し、フォトマスクを感光性材
料層上に配置し、フォトマスクを介して感光性材料層を露光し、その後、感光性材料層を
現像することにより第２の層を形成することとなる。フォトマスクを介して露光しておく
と、現像時に感光性材料層が部分的に除去されて第２の層に開口部が形成される。
【０００６】
　ところで、感光性材料層は、下地の第１の層の形状に沿う形状となるので、感光性材料
層が形成された段階では、感光性材料層の第１の層の開口部内に存在する部分は、第１の
層上に存在する部分に対して凹入した形状となる。そのため、感光性材料層上にフォトマ
スクを配置すると、凹入部分とフォトマスクとの間に隙間が生じる。一方、フォトマスク
を利用する技術では、本来遮光すべき領域が光の回り込みにより部分的に露光され、その
結果、感光性材料層の除去しようとする部分が部分的に残存してしまうという問題がある
。特に、フォトマスクと感光性材料層との間の隙間が大きいほど光の回り込みの距離が大
きくなり、その問題が顕著となる。そのため、第２の層の開口部を形成する部分である感
光性材料層の凹入部分では光の回り込みの距離が大きく、本来除去すべきなのに残存して
しまう部分が大きくなり、コンタクトホールの面積を十分に確保できなくなる場合がある
。
【０００７】
　そこで、本発明は、コンタクトホールの形成に際し、光の回り込みにより本来除去すべ
きなのに残存してしまう部分を小さくすることで、コンタクトホールの面積を確保しやす
くする技術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】
【０００８】
　本発明の一態様に係る表示パネルの製造方法は、電極が上面に形成された下地基板を用
意する工程と、前記下地基板上に、平面視で前記電極に重なる位置に第１の開口部を有す
る第１の層を形成する工程と、前記第１の層上に、平面視で前記第１の開口部に重なる位
置に第２の開口部を有する第２の層を形成する工程と、前記第１および第２の開口部の内
部に、前記電極と接触する配線層を形成する工程と、を含み、前記第２の層は、感光性材
料からなり、前記第２の層を形成する工程は、前記第１の層上に、前記第２の層を構成す
る感光性材料の層を形成するサブ工程と、前記感光性材料の層上に、平面視で前記第２の
開口部の形成予定部に重なる第１の領域とそれ以外の第２の領域とで光透過性が異なるフ
ォトマスクを配置するサブ工程と、前記フォトマスクを介して前記第２の層を構成する感
光性材料の層を露光するサブ工程と、を含み、平面視で、前記フォトマスクの前記第１の
領域の面積が、前記第１の層の前記第１の開口部の面積よりも大きい。
【発明の効果】
【０００９】
　上記構成によれば、フォトマスクの第１の領域の面積が第１の層の第１の開口部の面積
よりも大きい。したがって、フォトマスクを感光性材料の層上に配置したとき、フォトマ
スクの光透過性が異なる第１および第２の領域の境界が感光性材料の層の第１の層上に存
在する部分上に位置することになる。この位置ではフォトマスクと感光性材料の層との隙
間が小さいので、光の回り込みの距離が小さく、本来除去すべきなのに残存してしまう部
分を小さくすることができる。したがって、コンタクトホールの面積を確保しやすくする
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る表示パネルの構造を示す断面図
【図２】図１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図３】図１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図４】図１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
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【図５】図１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図６】図１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図７】図１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図８】実験結果を示す写真
【図９】図８の写真のトレース図および断面図
【図１０】本発明の原理を説明するための図
【図１１】本発明の実施の形態２に係る表示パネルの構造を示す断面図
【図１２】図１１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図１３】図１１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図１４】図１１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図１５】図１１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図１６】図１１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図１７】図１１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図１８】本発明の実施の形態１の変形例に係る表示パネルの構造を示す断面図
【図１９】図１８の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図２０】図１８の表示パネルの製造工程を説明するための断面図
【図２１】本発明の実施の形態１の変形例に係る表示パネルの製造工程を示す断面図
【図２２】図１の表示パネルを表示装置に適用した場合の機能ブロックを示す図
【図２３】図２２の表示装置の外観を例示する図
【図２４】特許文献１に記載された有機ＥＬパネルの構造を示す断面図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　［本発明の一態様の概要］
　本発明の一態様に係る表示パネルの製造方法は、電極が上面に形成された下地基板を用
意する工程と、前記下地基板上に、平面視で前記電極に重なる位置に第１の開口部を有す
る第１の層を形成する工程と、前記第１の層上に、平面視で前記第１の開口部に重なる位
置に第２の開口部を有する第２の層を形成する工程と、前記第１および第２の開口部の内
部に、前記電極と接触する配線層を形成する工程と、を含み、前記第２の層は、感光性材
料からなり、前記第２の層を形成する工程は、前記第１の層上に、前記第２の層を構成す
る感光性材料の層を形成するサブ工程と、前記感光性材料の層上に、平面視で前記第２の
開口部の形成予定部に重なる第１の領域とそれ以外の第２の領域とで光透過性が異なるフ
ォトマスクを配置するサブ工程と、前記フォトマスクを介して前記第２の層を構成する感
光性材料の層を露光するサブ工程と、を含み、平面視で、前記フォトマスクの前記第１の
領域の面積が、前記第１の層の前記第１の開口部の面積よりも大きい。
【００１２】
　上記構成によれば、フォトマスクの第１の領域の面積が第１の層の第１の開口部の面積
よりも大きい。したがって、フォトマスクを感光性材料の層上に配置したとき、フォトマ
スクの光透過性が異なる第１および第２の領域の境界が感光性材料の層の第１の層上に存
在する部分上に位置することになる。この位置ではフォトマスクと感光性材料の層との隙
間が小さいので、光の回り込みの距離が小さく、本来除去すべきなのに残存してしまう部
分を小さくすることができる。したがって、コンタクトホールの面積を確保しやすくする
ことができる。
【００１３】
　また、前記第１の層の厚みが前記第２の層の厚みより厚いこととしてもよい。
【００１４】
　また、前記第１の層は、前記第１の開口部とは異なる位置に、機能性材料層を形成する
ための第３の開口部を有する隔壁層であり、前記第２の層は、前記第３の開口部に形成さ
れた機能性材料層を被覆するオーバーコート層であることとしてもよい。
【００１５】
　また、前記第１の層は、ゲート絶縁膜であり、前記第２の層は、前記第２の開口部とは
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異なる位置に、機能性材料層を形成するための第３の開口部を有する隔壁層であることと
してもよい。
【００１６】
　また、前記第１の層は、感光性材料からなり、前記第１の層を形成する工程は、前記下
地基板上に、前記第１の層を構成する感光性材料の層を形成するサブ工程と、前記感光性
材料の層上に、平面視で前記第１の開口部の形成予定部に重なる第１の領域とそれ以外の
第２の領域とで光透過性が異なるフォトマスクを配置するサブ工程と、前記フォトマスク
を介して前記感光性材料の層を露光するサブ工程と、を含み、前記第２の層を形成する工
程で用いられるフォトマスクにおける前記第１の領域の平面視での面積が、前記第１の層
を形成する工程で用いられるフォトマスクにおける前記第１の領域の平面視での面積より
も大きいこととしてもよい。
【００１７】
　本発明の一態様に係る表示パネルは、電極が上面に形成された下地基板と、前記下地基
板上に形成され、平面視で前記電極に重なる位置に第１の開口部を有する第１の層と、前
記第１の層上に形成され、平面視で前記第１の開口部に重なる位置に第２の開口部を有す
る第２の層と、前記第１および第２の開口部の内部に形成された、前記電極に接触する配
線層と、を備え、前記第２の開口部の平面視での面積が、前記第１の開口部の平面視での
面積よりも大きい。
【００１８】
　本発明を実施するための形態を、図面を参照して詳細に説明する。
【００１９】
　［実施の形態１］
　＜全体構成＞
　図１は、本発明の実施の形態１に係る表示パネルの構造を示す断面図である。同図には
１画素分が示されている。表示パネルは、基板１、ゲート電極２、ゲート絶縁膜３、ソー
スドレイン電極４、隔壁層５、半導体層６、オーバーコート層７、平坦化層８、画素電極
９、隔壁層１０、有機ＥＬ層１１、共通電極１２、および、封止層１３を備える。駆動回
路を構成するトランジスタは、ゲート電極２、ゲート絶縁膜３、ソースドレイン電極４お
よび半導体層６から構成されている。トランジスタは、無機ＴＦＴ（Thin Film Transist
or）または有機ＴＦＴであり、本実施形態では、１画素当たり２個のトランジスタが用い
られている。発光素子は、画素電極９、有機ＥＬ層１１および共通電極１２から構成され
ている。駆動回路と発光素子との間に介在する絶縁層は、隔壁層５、オーバーコート層７
および平坦化層８からなる。図中Ａ部において、隔壁層５、オーバーコート層７および平
坦化層８は、平面視でソースドレイン電極４に重なる位置にそれぞれ開口部を有し、これ
らによりコンタクトホールが形成されている。そして、画素電極９の一部がコンタクトホ
ールの内周面に沿って凹入し、コンタクトホールの底部に露出したソースドレイン電極４
に接触している。画素電極９のコンタクトホール内に存在する部分がソースドレイン電極
４に接触する配線層として機能する。
【００２０】
　＜各層の構成＞
　基板１は、樹脂またはガラスなどの公知の材料を用いて形成することができる。
【００２１】
　ゲート電極２、ゲート絶縁膜３、ソースドレイン電極４および半導体層６は、何れも無
機ＴＦＴまたは有機ＴＦＴに用いられる公知の材料を用いて形成することができる。なお
、本実施形態では、半導体層６に用いられる材料は、インクジェット方式等の塗布方式で
形成可能な材料であるものとする。
【００２２】
　隔壁層５は、絶縁性および感光性を有する材料からなり、主に、半導体層６を塗布法式
で形成する際に半導体層６の材料を含むインクが目的の位置以外に流出するのを防止する
目的で設けられている。隔壁層５には、半導体層６を塗布方式で形成するための開口部と
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コンタクトホールを形成するための開口部とが形成されている。
【００２３】
　オーバーコート層７は、絶縁性および感光性を有する材料からなり、主に、半導体層６
を被覆する目的で設けられている。オーバーコート層７には、コンタクトホールを形成す
るための開口部が形成されている。
【００２４】
　平坦化層８は、絶縁性および感光性を有する材料からなり、主に、上面を平坦化する目
的で設けられている。平坦化層８には、コンタクトホールを形成するための開口部が形成
されている。
【００２５】
　画素電極９、有機ＥＬ層１１、共通電極１２は、何れも有機ＥＬ素子に用いられる公知
の材料を用いて形成することができる。有機ＥＬ層１１は、発光層を有し、必要に応じて
正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層および電子輸送層を有する。
【００２６】
　隔壁層１０は、絶縁性および感光性を有する材料からなり、主に、有機ＥＬ層１１を塗
布法式で形成する際に有機ＥＬ層１１の材料を含むインクが目的の位置以外に流出するの
を防止する目的で設けられている。
【００２７】
　封止層１３は、絶縁性および透光性を有する材料からなり、主に、発光素子および駆動
回路に水分やガスが侵入するのを防止する目的で設けられている。
【００２８】
　＜製造方法＞
　図２乃至図７は、図１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図である。
【００２９】
　まず、基板１を準備し、基板１上にゲート電極２およびゲート絶縁膜３を形成する（図
２（ａ））。ゲート電極２は、例えば、基板１上にゲート電極を形成する導電材料を積層
し、その上にレジストパターンを形成し、レジストパターンを介して導電材料をエッチン
グし、レジストパターンを剥離する、という工程により形成することができる。ゲート絶
縁膜３は、ゲート電極２とソースドレイン電極４を接触させるためのコンタクトホールを
有し、例えば、ゲート電極２が形成された基板１上にゲート絶縁膜を形成するゲート絶縁
材料層を形成し、フォトマスクを配置し、フォトマスクを介してゲート絶縁材料層を露光
し、その後、ゲート絶縁材料層を現像する工程により形成することができる。
【００３０】
　次に、ゲート絶縁膜３上にソースドレイン電極４を形成するＳＤ材料層４ａを積層し（
図２（ｂ））、その上に開口部４ｃを有するレジストパターン４ｂを形成し（図２（ｃ）
）、レジストパターン４ｂを介してＳＤ材料層４ａをエッチングし（図２（ｄ））、レジ
ストパターン４ｂを剥離する（図２（ｅ））。これにより、ソースドレイン電極４が上面
に形成された下地基板を形成することができる。なお、ソースドレイン電極４は、単層構
造でもよく多層構造でもよい。単層構造の場合は単一工程で成膜できるので製造工程が簡
略化できる。また、多層構造の場合は、下層を下地との密着性の高い材料とし、上層を電
気伝導性の高い材料とするなど、それぞれ必要な機能に応じて適切な材料を選択すること
ができる。このような例として、例えば、下層の材料をチタン（Ｔｉ）として厚みを数ｎ
ｍとし、上層の材料を金（Ａｕ）として厚みを５０ｎｍ～１００ｎｍとすることが挙げら
れる。
【００３１】
　次に、ソースドレイン電極４が形成された下地基板上に隔壁層５を形成する隔壁材料層
５ａを形成し（図３（ａ））、隔壁材料層５ａ上にフォトマスク５ｄを配置し、フォトマ
スク５ｄを介して隔壁材料層５ａを露光し（図３（ｂ））、その後、隔壁材料層５ａを現
像する。この結果、半導体層６を形成するための開口部５ｅとコンタクトホールを形成す
るための開口部５ｆを有する隔壁層５を形成することができる（図３（ｃ））。なお、フ
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ォトマスク５ｄは、光透過性が極めて小さな遮光領域５ｂと光透過性が極めて大きな開口
領域５ｃを有する。本実施形態では、隔壁層５の材料として、現像時に未露光部分が除去
され露光部分が残留するタイプの感光性材料を用いている。そのため、フォトマスク５ｄ
は、遮光領域５ｂが平面視で隔壁材料層５ａの開口予定部に重なり、開口領域５ｃがそれ
以外の領域に重なるように形成されている。
【００３２】
　次に、隔壁層５の開口部５ｅに半導体層６を形成する（図４（ａ））。半導体層６は、
例えば、半導体層６を形成する半導体材料と溶媒とを含むインクを開口部５ｅに塗布し、
溶媒を蒸発させることにより半導体材料を残留させる工程により形成することができる。
【００３３】
　次に、半導体層６が形成された隔壁層５上にオーバーコート層７を形成するオーバーコ
ート材料層７ａを形成し（図４（ｂ））、オーバーコート材料層７ａ上にフォトマスク７
ｄを配置し、フォトマスク７ｄを介してオーバーコート材料層７ａを露光し（図５（ａ）
）、その後、オーバーコート材料層７ａを現像する。この結果、コンタクトホールを形成
するための開口部７ｅを有するオーバーコート層７を形成することができる（図５（ｂ）
）。なお、フォトマスク７ｄは、光透過性が極めて小さな遮光領域７ｂと光透過性が極め
て大きな開口領域７ｃを有する。本実施形態では、オーバーコート層７の材料として、隔
壁層５と同じく、現像時に未露光部分が除去され露光部分が残留するタイプの感光性材料
を用いている。そのため、フォトマスク７ｄは、遮光領域７ｂが平面視でオーバーコート
材料層７ａの開口予定部に重なり、開口領域７ｃがそれ以外の領域に重なるように形成さ
れている。また、平面視でフォトマスク７ｄの遮光領域７ｂの面積は、隔壁層５の開口部
５ｆの面積よりも大きい。即ち、図５（ａ）に示すように、フォトマスク７ｄの遮光領域
７ｂの径Ｄ１が、隔壁層５の開口部の径Ｄ２よりも大きい。これにより、フォトマスク７
ｄを用いて露光した際に光の回り込みが生じたとしても、コンタクトホールの面積を確保
することができる。この効果を裏付ける実験結果は後に説明する。
【００３４】
　次に、開口部が形成されたオーバーコート層７上に平坦化層８を形成する平坦化材料層
８ａを形成し（図６（ａ））、平坦化材料層８ａ上にフォトマスク８ｄを配置し、フォト
マスク８ｄを介して平坦化材料層８ａを露光し（図６（ｂ））、その後、平坦化材料層８
ａを現像する。この結果、コンタクトホール８ｅを有する平坦化層８を形成することがで
きる（図６（ｃ））。なお、フォトマスク８ｄは、光透過性が極めて小さな遮光領域８ｂ
と光透過性が極めて大きな開口領域８ｃを有する。本実施形態では、平坦化層８の材料と
して、隔壁層５と異なり、現像時に露光部分が除去され未露光部分が残留するタイプの感
光性材料を用いている。そのため、フォトマスク８ｄは、開口領域８ｃが平面視で平坦化
材料層８ａの開口予定部に重なり、遮光領域８ｂがそれ以外の領域に重なるように形成さ
れている。
【００３５】
　その後、画素電極９、隔壁層１０、有機ＥＬ層１１、共通電極１２および封止層１３を
順次形成することにより、表示パネルを形成することができる（図７）。
【００３６】
　＜実験結果＞
　発明者らは、基板、隔壁層、オーバーコート層、平坦化層の積層構造を作成し、平面視
で観察した。図８（ａ）は平坦化層形成前の比較例の写真であり、図９（ａ）はそのトレ
ース図と断面図である。図８（ｂ）は平坦化層形成前の実施例の写真であり、図９（ｂ）
はそのトレース図と断面図である。図８（ｃ）は平坦化層形成後の実施例の写真であり、
図９（ｃ）はそのトレース図と断面図である。
【００３７】
　比較例では、第１のフォトマスクを用いて隔壁層を形成し、第２のフォトマスクを用い
てオーバーコート層を形成している。第２のフォトマスクの遮光領域（開口部を形成する
領域）の面積は第１のフォトマスクの遮光領域（開口部を形成する領域）よりも小さい。
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そのため、比較例では、オーバーコート層の開口部の面積が隔壁層の開口部の面積よりも
小さくなる。一方、実施例では、逆に、第２のフォトマスクを用いて隔壁層を形成し、第
１のフォトマスクを用いてオーバーコート層を形成している。そのため、実施例では、オ
ーバーコート層の開口部の面積が隔壁層の開口部の面積よりも大きくなる。
【００３８】
　光の回り込みの無い理想的な状況下では、比較例と実施例とで同じフォトマスクを利用
しているので、同じ開口面積になると考えられる。しかしながら、実際には光の回り込み
が生じるので、比較例と実施例では開口面積が異なる。比較例では、図９（ａ）の断面図
に示すように、オーバーコート層の内周面の傾斜が下端に近づくほど緩くなり、その結果
、開口面積が小さくなっている。これに対し、実施例では、図９（ｂ）の断面図に示すよ
うに、隔壁層およびオーバーコート層の内周面の傾斜が一定であり、開口面積が大きくな
っている。
【００３９】
　この理由を、図１０を用いて説明する。オーバーコート材料層７ａは、下地の隔壁層５
の形状に沿う形状となるので、オーバーコート材料層７ａにおける隔壁層５の開口部内に
存在する部分は、隔壁層５上に存在する部分に対して凹入した形状となる。そのため、オ
ーバーコート材料層７ａ上にフォトマスク７ｄを配置すると、凹入部分とフォトマスク７
ｄとの間に隙間が生じる。光の回り込みは、フォトマスク７ｄの遮光領域７ｂと開口領域
７ｃの境界を起点として一定の角度で発生するので、フォトマスク７ｄとオーバーコート
材料層７ａとの隙間が大きいほど光の回り込む距離が大きくなる。図１０（ａ）では、フ
ォトマスク７ｄの遮光領域７ｂの面積（同図では径Ｄ１に対応する）が隔壁層５の開口部
の面積（同図では径Ｄ２に対応する）よりも小さいので、光の回り込む領域７ｆが広い。
光の回り込む領域７ｆは、中途半端に露光されることとなるので、領域７ｆ内のオーバー
コート材料層７ａは現像後に一部流動した形で残存してしまう。したがって、オーバーコ
ート層７の下端７ｇが開口部の中央寄りに位置し、その分、開口面積が小さくなる。これ
に対し、図１０（ｂ）では、フォトマスク７ｄの遮光領域７ｂの面積が隔壁層５の開口部
の面積よりも大きいので、光の回り込む領域７ｆが狭い。したがって、中途半端に露光さ
れることで一部残存する部分を低減することができ、オーバーコート層７の下端７ｈを適
切な位置に留めて開口面積を確保することができる。
【００４０】
　この原理によると、フォトマスク７ｄの遮光領域７ｂの面積が隔壁層５の開口部の面積
よりも大きければよい。また、フォトマスク７ｄとフォトマスク５ｄを比べると、多くの
場合、フォトマスク７ｄの遮光領域７ｂの面積がフォトマスク５ｄの遮光領域５ｂの面積
よりも大きくなる。したがって、フォトマスク７ｄの遮光領域７ｂの面積がフォトマスク
５ｄの遮光領域５ｂの面積よりも大きくすることとしてもよい。
【００４１】
　なお、実際には、隔壁層５の厚みは約１μｍ、オーバーコート層７の厚みは約０．３μ
ｍ～０．５μｍ、フォトマスク７ｄの厚みは約２ｍｍ～３ｍｍである。このように、隔壁
層５の厚みがオーバーコート層７の厚みよりも厚い場合に、特に光の回り込みの問題が発
生しやすくなるので、本実施形態を適用する効果が高い。
【００４２】
　［実施の形態２］
　実施の形態１では、コンタクトホールを形成するための開口部を設ける層として、第１
の層を隔壁層５とし、第１の層の上に存在する第２の層をオーバーコート層７として説明
しているが、本発明はこれに限らず、第１の層の開口部と第２の層の開口部とを別の工程
で形成する場合であれば、如何なる層の組み合わせでも適用可能である。
【００４３】
　実施の形態２では、コンタクトホールを形成するための開口部を設ける層として、第１
の層をゲート絶縁膜３とし、第２の層を隔壁層５とする場合について説明する。なお、実
施の形態１と同じ構成については説明を省略する。
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【００４４】
　＜全体構成＞
　図１１は、本発明の実施の形態２に係る表示パネルの構造を示す断面図である。表示パ
ネルは、基板１、ゲート電極２、ゲート絶縁膜３、ソースドレイン電極４、隔壁層５、半
導体層６、オーバーコート層７、平坦化層８、画素電極９、隔壁層１０、有機ＥＬ層１１
、共通電極１２、および、封止層１３を備える。
【００４５】
　実施の形態１ではトランジスタの構造がボトムゲート－ボトムコンタクト型であり、そ
のため、ソースドレイン電極４が半導体層６の下部に位置している。これに対し、実施の
形態２ではトランジスタの構造がボトムゲート－トップコンタクト型であり、そのため、
ソースドレイン電極４が半導体層６の上部に位置している。
【００４６】
　図中Ａ部において、ゲート絶縁膜３および隔壁層５は、平面視でゲート電極２に重なる
位置にそれぞれ開口部を有し、これらによりコンタクトホールが形成されている。そして
、ソースドレイン電極４の一部がコンタクトホールの内周面に沿って凹入し、コンタクト
ホールの底部に露出したゲート電極２に接触している。ソースドレイン電極４のコンタク
トホール内に存在する部分がゲート電極２に接触する配線層として機能する。
【００４７】
　＜製造方法＞
　図１２乃至図１７は、図１１の表示パネルの製造工程を説明するための断面図である。
【００４８】
　まず、基板１を準備し、基板１上にゲート電極２を形成する。これにより、ゲート電極
２が上面に形成された下地基板を形成することができる。
【００４９】
　次に、ゲート電極２が形成された下地基板上にゲート絶縁膜３を形成するゲート絶縁材
料層３ａを形成し（図１２（ａ））、ゲート絶縁材料層３ａ上にフォトマスク３ｄを配置
し、フォトマスク３ｄを介してゲート絶縁材料層３ａを露光し（図１２（ｂ））、その後
、ゲート絶縁材料層３ａを現像する。この結果、コンタクトホールを形成するための開口
部３ｅを有するゲート絶縁膜３を形成することができる（図１２（ｃ））。なお、フォト
マスク３ｄは、光透過性が極めて小さな遮光領域３ｂと光透過性が極めて大きな開口領域
３ｃを有する。本実施形態では、ゲート絶縁膜３の材料として、現像時に未露光部分が除
去され露光部分が残留するタイプの感光性材料を用いている。そのため、フォトマスク３
ｄは、遮光領域３ｂが平面視でゲート絶縁材料層３ａの開口予定部に重なり、開口領域３
ｃがそれ以外の領域に重なるように形成されている。
【００５０】
　次に、ゲート絶縁膜３上に隔壁層５を形成する隔壁材料層５ａを形成し（図１３（ａ）
）、隔壁材料層５ａ上にフォトマスク５ｄを配置し、フォトマスク５ｄを介して隔壁材料
層５ａを露光し（図１３（ｂ））、その後、隔壁材料層５ａを現像する。この結果、半導
体層６を形成するための開口部５ｅとコンタクトホールを形成するための開口部５ｆを有
する隔壁層５を形成することができる（図１３（ｃ））。なお、フォトマスク５ｄは、光
透過性が極めて小さな遮光領域５ｂと光透過性が極めて大きな開口領域５ｃを有する。本
実施形態では、隔壁層５の材料として、現像時に未露光部分が除去され露光部分が残留す
るタイプの感光性材料を用いている。そのため、フォトマスク５ｄは、遮光領域５ｂが平
面視で隔壁材料層５ａの開口予定部に重なり、開口領域５ｃがそれ以外の領域に重なるよ
うに形成されている。また、平面視でフォトマスク５ｄの遮光領域５ｂの面積は、ゲート
絶縁膜３の開口部３ｅの面積よりも大きい。即ち、図１３（ｂ）に示すように、フォトマ
スク５ｄの遮光領域５ｂの径Ｄ１が、ゲート絶縁膜３の開口部の径Ｄ２よりも大きい。こ
れにより、フォトマスク５ｄを用いて露光した際に光の回り込みが生じたとしても、コン
タクトホールの面積を確保することができる。
【００５１】
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　次に、隔壁層５の開口部５ｅに半導体層６を形成する（図１４（ａ））。
【００５２】
　次に、半導体層６が形成された隔壁層５上にソースドレイン電極４を形成するＳＤ材料
層４ａを形成し（図１４（ｂ））、エッチング工程を経て、ソースドレイン電極４を形成
する（図１４（ｃ））。なお、ソースドレイン電極４は、単層構造でもよく多層構造でも
よい。単層構造の場合は単一工程で成膜できるので製造工程が簡略化できる。また、多層
構造の場合は、半導体との層間抵抗を考慮して下層を電荷注入性の良い材料とし、基板の
熱膨張率を考慮して上層を断線しにくい材料とするなど、それぞれ必要な機能に応じて適
切な材料を選択することができる。このような例として、例えば、下層の材料を銅（Ｃｕ
）として厚みを数ｎｍとし、上層の材料をモリブデン（Ｍｏ）として厚みを５０ｎｍ～１
００ｎｍとすることが挙げられる。
【００５３】
　次に、ソースドレイン電極４が形成された隔壁層５上にオーバーコート層７を形成する
オーバーコート材料層７ａを形成し（図１５（ａ））、フォトマスクを介してオーバーコ
ート材料層７ａを露光し、現像することにより、コンタクトホールを形成するための開口
部７ｅを有するオーバーコート層７を形成する（図１５（ｂ））。
【００５４】
　次に、開口部が形成されたオーバーコート層７上に平坦化層８を形成する平坦化材料層
８ａを形成し（図１６（ａ））、フォトマスクを介して平坦化材料層８ａを露光し、現像
することにより、コンタクトホール８ｅを有する平坦化層８を形成する（図１６（ｂ））
。
【００５５】
　その後、画素電極９、隔壁層１０、有機ＥＬ層１１、共通電極１２および封止層１３を
順次形成することにより、表示パネルを形成することができる（図１７）。
【００５６】
　［変形例］
　以上、本発明を実施の形態に基づいて説明したが、本発明は上記実施の形態に限られる
ものではない。例えば、以下のような変形例が考えられる。
【００５７】
　（１）層数
　実施の形態では、２層構造の各層で開口部を形成しているが、本発明はこれに限られず
、３層構造以上でも適用可能である。この場合、Ｎ番目の層を形成するためのフォトマス
クの遮光領域の面積が、Ｎ－１番目の層の開口部の面積よりも大きければよい（Ｎは２以
上の整数）。
【００５８】
　図１８は、本発明の実施の形態１の変形例に係る表示パネルの構造を示す断面図である
。この例では、オーバーコート層７上にさらに別のオーバーコート層１４が形成されてい
る。これ以外の構成は実施の形態と同様である。オーバーコート層１４は、絶縁性および
感光性を有する材料からなり、主に、オーバーコート層７を被覆する目的で設けられてい
る。オーバーコート層１４には、コンタクトホールを形成するための開口部が形成されて
いる。
【００５９】
　図１９および図２０は、図１８の表示パネルの製造工程を説明するための断面図である
。
【００６０】
　オーバーコート層７に開口部を形成し（図１９（ａ））、その上にオーバーコート層１
４を形成するオーバーコート材料層１４ａを形成し（図１９（ｂ））、オーバーコート材
料層１４ａ上にフォトマスク１４ｄを配置し、フォトマスク１４ｄを介してオーバーコー
ト材料層１４ａを露光し（図２０（ａ））、その後、オーバーコート材料層１４ａを現像
する。この結果、コンタクトホールを形成するための開口部１４ｅを有するオーバーコー
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ト層１４を形成することができる（図２０（ｂ））。フォトマスク１４ｄは、光透過性が
極めて小さな遮光領域１４ｂと光透過性が極めて大きな開口領域１４ｃを有する。本変形
例では、オーバーコート層１４の材料として、現像時に未露光部分が除去され露光部分が
残留するタイプの感光性材料を用いている。そのため、フォトマスク１４ｄは、遮光領域
１４ｂが平面視でオーバーコート材料層１４ａの開口予定部に重なり、開口領域１４ｃが
それ以外の領域に重なるように形成されている。また、平面視でフォトマスク１４ｄの遮
光領域１４ｂの面積は、オーバーコート層７の開口部７ｅの面積よりも大きい。即ち、図
２０（ａ）に示すように、フォトマスク１４ｄの遮光領域１４ｂの径Ｄ３が、オーバーコ
ート層７の開口部７ｅの径Ｄ４よりも大きい。これにより、光の回り込みが生じたとして
も、コンタクトホールの面積を確保することができる。
【００６１】
　（２）開口部の形状
　実施の形態では、隔壁層５の開口部の平面形状（四角形）とオーバーコート層７の開口
部の平面形状（四角形）とが同じであるが、本発明はこれに限らず、フォトマスク７ｄの
遮光領域の面積が隔壁層５の開口部の面積よりも大きいという条件さえ満たしていれば、
隔壁層５の開口部の平面形状とオーバーコート層７の開口部の平面形状が異なることとし
てもよい。また、実施の形態では、隔壁層５の開口部およびオーバーコート層７の開口部
の平面形状が四角形であるが、これ以外の形状でもよい。例えば、円形、楕円形、多角形
などでもよい。
【００６２】
　（３）感光性材料のタイプ
　実施の形態では、第２の層（実施の形態１ではオーバーコート層７、実施の形態２では
隔壁層５）の材料として、現像時に未露光部分が除去され露光部分が残留するタイプの感
光性材料を用いているが、本発明はこれに限られず、逆のタイプの感光性材料を用いても
よい。例えば、実施の形態１で逆のタイプを用いた場合、図２１に示すように、フォトマ
スク７ｕは、開口領域７ｔが平面視でオーバーコート材料層７ｒの開口予定部に重なり、
遮光領域７ｓがそれ以外の領域に重なるように形成される。そして、フォトマスク７ｕの
開口領域７ｔの面積が、オーバーコート層７の開口部の面積よりも大きくなるように設計
される。実施の形態２で逆のタイプを用いた場合も同様である。
【００６３】
　（４）表示装置への適用例
　図２２は、図１の表示パネルを表示装置に適用した場合の機能ブロックを示す図である
。図２３は、図２２の表示装置の外観を例示する図である。表示装置２０は、表示パネル
２１と、これに電気的に接続された駆動制御部２２とを備える。駆動制御部２２は、駆動
回路２３と、駆動回路２３の動作を制御する制御回路２４とからなる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイ等に利用可能である。
【符号の説明】
【００６５】
　　　　１　　基板
　　　　２　　ゲート電極
　　　　３　　ゲート絶縁膜
　　　　３ａ　ゲート絶縁材料層
　　　　３ｂ　遮光領域
　　　　３ｃ　開口領域
　　　　４　　ソースドレイン電極
　　　　４ａ　ＳＤ材料層
　　　　４ｂ　レジストパターン
　　　　５　　隔壁層
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　　　　５ａ　隔壁材料層
　　　　５ｂ　遮光領域
　　　　５ｃ　開口領域
　　　　５ｄ　フォトマスク
　　　　６　　半導体層
　　　　７　　オーバーコート層
　　　　７ａ　オーバーコート材料層
　　　　７ｂ　遮光領域
　　　　７ｃ　開口領域
　　　　７ｄ　フォトマスク
　　　　７ｒ　オーバーコート材料層
　　　　７ｓ　遮光領域
　　　　７ｔ　開口領域
　　　　７ｕ　フォトマスク
　　　　８　　平坦化層
　　　　８ａ　平坦化材料層
　　　　８ｂ　遮光領域
　　　　８ｃ　開口領域
　　　　８ｄ　フォトマスク
　　　　８ｅ　コンタクトホール
　　　　９　　画素電極
　　　１０　　隔壁層
　　　１１　　有機ＥＬ層
　　　１２　　共通電極
　　　１３　　封止層
　　　１４　　オーバーコート層
　　　１４ａ　オーバーコート材料層
　　　１４ｂ　遮光領域
　　　１４ｃ　開口領域
　　　１４ｄ　フォトマスク
　　　２０　　表示装置
　　　２１　　表示パネル
　　　２２　　駆動制御部
　　　２３　　駆動回路
　　　２４　　制御回路
　　　５１　　基板
　　　５２　　ゲート電極
　　　５３　　ゲート絶縁膜
　　　５４　　ソースドレイン電極
　　　５６　　半導体層
　　　５７　　パッシベーション膜
　　　５８　　平坦化膜
　　　５９　　画素電極
　　　６０　　隔壁
　　　６１　　有機ＥＬ層
　　　６２　　共通電極
　　　６３　　封止樹脂層
　　　６４　　封止基板
　　　６５　　コンタクトメタル
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