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(57)【要約】
【課題】レーザ転写法により形成された発光層の位置ズ
レまたは幅のばらつきなどの予兆を早期に発見すること
ができる表示装置およびその製造方法を提供する。
【解決手段】有効領域１１０の外側の検査領域１５０に
、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂよりなる検査用
画素Ｐｘ２を設け、検査対象色の両側の検査用画素Ｐｘ
２の間の距離Ｗ２を、検査対象色の両側の表示用画素Ｐ
ｘ１の間の距離Ｗ１よりも狭くする。検査用画素Ｐｘ２
のＥＬまたはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状の変
化に基づいて、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５Ｃ
Ｇの位置ズレなどの予兆を早期に発見する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に、有機発光素子よりなる表示用画素が行列状に形成され、同じ色の前記表示用画
素が同じ列に配置されている有効領域と、
　前記基板の前記有効領域の外側に、有機発光素子よりなる検査用画素を有し、検査対象
色の両側の前記検査用画素の間の距離が、検査対象色の両側の前記表示用画素の間の距離
よりも狭い検査領域と
　を備えた表示装置。
【請求項２】
　前記検査用画素は、前記検査対象色の両側の表示用画素の列と同じ列に設けられている
と共に、前記表示用画素よりも幅が広い
　請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記検査用画素は、前記検査対象色の両側の表示用画素の列と同じ列に設けられている
と共に、同じ列の前記表示用画素に対して行方向の位置がずらされている
　請求項１記載の表示装置。
【請求項４】
　前記検査用画素は、検査対象色が短波長であるほど、前記有効領域から離れた位置に形
成されている
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記検査領域に、反射層を含むと共に目盛り付きの検査用パターンが形成されており、
前記検査用パターンが、検査対象色の列と、その両側の列の少なくとも一部とにかかる行
方向の直線状に形成されている
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　基板に、有機発光素子よりなる表示用画素が行列状に形成され、同じ色の前記表示用画
素が同じ列に配置されている有効領域と、
　前記基板の前記有効領域の外側に、反射層を含む検査用パターンを有し、検査対象色の
両側の前記検査用パターンの間の距離が、検査対象色の両側の前記表示用画素の間の距離
よりも狭い検査領域と
　を備えた表示装置。
【請求項７】
　基板に、有機発光素子よりなる表示用画素が行列状に形成され、同じ色の前記表示用画
素が同じ列に配置されている有効領域と、
　前記基板の前記有効領域の外側に、有機発光素子よりなる検査用画素を有し、前記検査
用画素は、検査対象色の表示用画素と同じ列に設けられていると共に、前記表示用画素よ
りも幅が広い検査領域と
　を備えた表示装置。
【請求項８】
　基板に、有機発光素子よりなる表示用画素が行列状に形成され、同じ色の前記表示用画
素が同じ列に配置されている有効領域と、
　前記基板の前記有効領域の外側に、反射層を含む検査用パターンを有し、前記検査用パ
ターンは、検査対象色の表示用画素と同じ列に設けられていると共に、前記表示用画素よ
りも幅が広い検査領域と
　を備えた表示装置。
【請求項９】
　基板に、有機発光素子よりなる表示用画素が行列状に形成され、同じ色の前記表示用画
素が同じ列に配置されている有効領域と、
　前記基板の前記有効領域の外側に、反射層を含むと共に目盛り付きの検査用パターンを
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有し、前記検査用パターンが、検査対象色の列と、その両側の列の少なくとも一部とにか
かる行方向の直線状に形成されている検査領域と
　を備えた表示装置。
【請求項１０】
　前記表示用画素を構成する有機発光素子は、第１電極、赤色発光層，緑色発光層または
青色発光層の少なくとも一つを含む有機層、および第２電極を順に有し、
　少なくとも前記赤色発光層および前記緑色発光層は、レーザ転写法により形成されてお
り、
　前記検査領域には、前記検査対象色の表示用画素の列の延長上に、前記発光層の形成に
用いられたレーザヘッドまたはレーザビームを特定する識別パターンが形成されている
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記基板の前記有効領域および前記検査領域が設けられた面に対向配置され、前記表示
用画素に対応して設けられたカラーフィルタと、前記カラーフィルタ以外の領域に設けら
れると共に、前記検査領域に対応して開口部を有する遮光層とを有する封止用基板を備え
た
　請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記基板および封止用基板を収容する筐体を備え、前記筐体は、前記有効領域に対応し
た開口部と、前記開口部の周囲に設けられると共に前記検査領域を隠蔽する額縁領域とを
有する
　請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１３】
　基板の有効領域に表示用画素の第１電極を行列状に形成すると共に、前記有効領域の外
側の検査領域に、検査用画素の第１電極を形成し、検査対象色の両側の前記検査用画素の
第１電極の間の距離を、検査対象色の両側の前記表示用画素の第１電極の間の距離よりも
狭くする工程と、
　前記表示用画素の第１電極および前記検査用画素の第１電極の上に、赤色発光層，緑色
発光層または青色発光層の少なくとも一つを含む有機層を形成し、少なくとも前記赤色発
光層および前記緑色発光層をレーザ転写法により前記有効領域を超えて前記検査領域に達
する列方向の直線状に形成する工程と、
　前記有機層の上に第２電極を形成する工程と、
　前記検査用画素をＥＬまたはＰＬにより発光させて、色度またはスペクトル形状を測定
する工程と、
　前記色度またはスペクトル形状に基づいて、前記赤色発光層，前記緑色発光層または前
記青色発光層の位置または幅が規格範囲外か否かを判別する工程と
　を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　基板の有効領域に表示用画素の第１電極を行列状に形成すると共に、前記有効領域の外
側の検査領域に、反射層を含む検査用パターンを形成し、検査対象色の両側の前記検査用
パターンの間の距離を、検査対象色の両側の前記表示用画素の第１電極の間の距離よりも
狭くする工程と、
　前記第１電極の上に、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の少なくとも一つを含
む有機層を形成し、少なくとも前記赤色発光層および前記緑色発光層をレーザ転写法によ
り前記有効領域を超えて前記検査領域に達する列方向の直線状に形成する工程と、
　前記有機層の上に第２電極を形成する工程と、
　前記検査用パターンに光を照射し、反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状
を測定する工程と、
　前記色度またはスペクトル形状に基づいて、前記赤色発光層，前記緑色発光層または前
記青色発光層の位置または幅が規格範囲外か否かを判別する工程と
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　を含む表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　基板の有効領域に表示用画素の第１電極を行列状に形成すると共に、前記有効領域の外
側の検査領域に、検査用画素の第１電極を、検査対象色の表示用画素と同じ列に、前記表
示用画素の第１電極よりも広い幅で形成する工程と、
　前記表示用画素の第１電極および前記検査用画素の第１電極の上に、赤色発光層，緑色
発光層または青色発光層の少なくとも一つを含む有機層を形成し、少なくとも前記赤色発
光層および前記緑色発光層をレーザ転写法により前記有効領域を超えて前記検査領域に達
する列方向の直線状に形成する工程と、
　前記有機層の上に第２電極を形成する工程と、
　前記検査用画素をＥＬまたはＰＬにより発光させて、色度またはスペクトル形状を測定
する工程と、
　前記色度またはスペクトル形状に基づいて、前記赤色発光層，前記緑色発光層または前
記青色発光層の幅が規格範囲外か否かを判別する工程と
　を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　基板の有効領域に表示用画素の第１電極を行列状に形成すると共に、前記有効領域の外
側の検査領域に、反射層を含む検査用パターンを、検査対象色の表示用画素と同じ列に、
前記表示用画素の第１電極よりも広い幅で形成する工程と、
　前記第１電極の上に、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の少なくとも一つを含
む有機層を形成し、少なくとも前記赤色発光層および前記緑色発光層をレーザ転写法によ
り前記有効領域を超えて前記検査領域に達する列方向の直線状に形成する工程と、
　前記有機層の上に第２電極を形成する工程と、
　前記検査用パターンに光を照射し、反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状
を測定する工程と、
　前記色度またはスペクトル形状に基づいて、前記赤色発光層，前記緑色発光層または前
記青色発光層の幅が規格範囲外か否かを判別する工程と
　を含む表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　少なくとも前記赤色発光層および前記緑色発光層をレーザ転写法により形成する工程に
おいて、前記検査領域に、前記検査対象色の表示用画素の列の延長上に、前記発光層の形
成に用いられたレーザヘッドまたはレーザビームを特定する識別パターンを形成しておき
、
　前記赤色発光層，前記緑色発光層または前記青色発光層の位置または幅が規格範囲外で
あると判別された場合に、前記識別パターンを用いて、前記赤色発光層，前記緑色発光層
または前記青色発光層を形成する工程で使用したレーザヘッドまたはレーザビームを特定
する工程と、
　前記赤色発光層，前記緑色発光層または前記青色発光層の位置または幅のずれ量を測定
する工程と、
　前記ずれ量に基づいて、前記レーザヘッドまたは前記レーザビームの照射位置またはパ
ワーを補正する工程と
　を含む請求項１２ないし１６のいずれか１項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記検査領域に、反射層を含むと共に目盛り付きの検査用パターンを、検査対象色の列
と、その両側の列の少なくとも一部とにかかる行方向の直線状に形成し、
　少なくとも前記赤色発光層および前記緑色発光層をレーザ転写法により前記検査用パタ
ーンに交差するように形成し、
　前記赤色発光層，前記緑色発光層または前記青色発光層の位置または幅のずれ量を、前
記検査用パターンの目盛りを用いて測定する
　請求項１７記載の表示装置の製造方法。
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【請求項１９】
　基板の有効領域に表示用画素の第１電極を行列状に形成すると共に、前記有効領域の外
側の検査領域に、反射層よりなる目盛り付きの検査用パターンを、検査対象色の列と、そ
の両側の列の少なくとも一部とにかかる行方向の直線状に形成する工程と、
　前記第１電極の上に、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の少なくとも一つを含
む有機層を形成し、少なくとも前記赤色発光層および前記緑色発光層をレーザ転写法によ
り前記有効領域を超えて前記検査領域に達する列方向の直線状に形成する工程と、
　前記有機層の上に第２電極を形成する工程と、
　前記検査用パターンに光を照射し、反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状
を測定する工程と、
　前記色度またはスペクトル形状に基づいて、前記赤色発光層，前記緑色発光層または前
記青色発光層の位置または幅が規格範囲外か否かを判別する工程と
　を含む表示装置の製造方法。
【請求項２０】
　少なくとも前記赤色発光層および前記緑色発光層をレーザ転写法により形成する工程に
おいて、前記検査領域に、前記検査対象色の表示用画素の列の延長上に、前記発光層の形
成に用いられたレーザヘッドまたはレーザビームを特定する識別パターンを形成しておき
、
　前記赤色発光層，前記緑色発光層または前記青色発光層の位置または幅が規格範囲外で
あると判別された場合に、前記識別パターンを用いて、前記赤色発光層，前記緑色発光層
または前記青色発光層を形成する工程で使用したレーザヘッドまたはレーザビームを特定
する工程と、
　前記赤色発光層，前記緑色発光層または前記青色発光層の位置または幅のずれ量を、前
記検査用パターンの目盛りを用いて測定する工程と、
　前記ずれ量に基づいて、前記レーザヘッドまたは前記レーザビームの照射位置またはパ
ワーを補正する工程と
　を含む請求項１９記載の表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ転写法により有機発光素子を形成した表示装置およびその製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、次世代の表示装置が盛んに開発されており、駆動用基板に、第１電極、発光層を
含む複数の有機層および第２電極を順に積層した有機発光素子（有機ＥＬ（Electrolumin
escence ）素子）を用いた有機発光表示装置が注目されている。有機発光表示装置は、自
発光型であるので視野角が広く、バックライトを必要としないので省電力が期待でき、応
答性が高く、装置の厚みを薄くできるなどの特徴を有している。そのため、テレビ等の大
画面表示装置への応用が強く望まれている。
【０００３】
　有機発光表示装置の大型化や生産性向上のため、更に大型のマザーガラスの使用が検討
されている。その際、一般的なメタルマスクを用いた発光層の形成方法では、金属シート
に開口パターンを設けたメタルマスクを介して発光材料を蒸着または塗布することにより
Ｒ，Ｇ，Ｂの発光層をパターニングするようにしているので、大型基板に対応してメタル
マスクも大型化する必要がある。
【０００４】
　しかしながら、メタルマスクの大型化により、マスクの自重によるたわみ、蒸着時の熱
膨張が顕著になることに加えて、メタルマスクそのものの開口パターンの精度が大型化に
より低下するので、発光層のパターニング精度も得られなくなってしまうという問題があ
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る。また、メタルマスクと基板との接触による素子へのダメージ、マスク上の異物などに
よる欠点不良も、大型化に伴って深刻化する。このようなことから、メタルマスクを必要
としないパターニング技術が求められている。
【０００５】
　大型基板対応のマスクレスパターニング方式としては、インクジェット法（例えば、特
許文献１参照。）と、レーザ転写法（例えば、特許文献２および特許文献３）とがある。
レーザ転写法は、支持材に発光材料を含む転写層を形成したドナー要素を形成し、このド
ナー要素を、有機発光素子を形成するための被転写基板に対向配置し、減圧環境下でレー
ザビームを照射することにより転写層を被転写基板に転写する方法である（例えば、特許
文献２および特許文献３参照。）。レーザ転写法は、従来のマスク蒸着法に対して、高精
細化が可能である、大型基板対応が可能であるという二つの優位性を有している。有機Ｅ
Ｌの大型テレビ量産を実現する上で、大型基板対応の製造技術の確立は必須と考えられて
いるが、レーザ転写法は、大型基板に対してもパターニング精度を一定に保つことができ
るため、その有力候補の一つとなっている。
【０００６】
　レーザ転写法では、図３９に示したように、有効領域８１０内に、有機発光素子８１０
Ｒ，８１０Ｇ，８１０Ｂよりなる表示用画素Ｐｘ１が行列状に形成され、同じ色の表示用
画素Ｐｘ１が同じ列に配置されている。同じ列の有機発光素子８１０Ｒよりなる表示用画
素Ｐｘ１には、レーザ転写法により、連続した赤色発光層８１５ＣＲが形成されている。
同様に、同じ列の有機発光素子８１０Ｇよりなる表示用画素Ｐｘ１には、レーザ転写法に
より、連続した緑色発光層８１５ＣＧが形成されている。
【特許文献１】特開１９９８－１２３７７号公報
【特許文献２】特開２００２－１１０３５０号公報
【特許文献３】特表２００２－５３４７８２号公報
【特許文献４】特開２００３－１０７２３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　一般的に、レーザ転写法では、生産性向上のために、レーザまたは基板のスキャン速度
高速化のほかに、マルチレーザヘッドまたはマルチビームを用いることで、基板１枚当た
りの処理時間を短縮することが想定される。その場合、ヘッド間距離のばらつき、ビーム
強度の不均一あるいはビーム間隔のばらつき、またはそれらの経時変化などにより、図３
５に示したように、転写された赤色発光層８１５ＣＲ，緑色発光層８１５ＣＧの位置ズレ
または幅のばらつきが生じる可能性があった。このような位置ズレや幅のばらつきは、混
色または膜厚分布不均一などの不良を引き起こすものであるが、そのような不良が発生す
る寸前であっても発光に異常はみられないので、対策が遅れがちであった。有機発光素子
の発光層は一般的に厚みが数１０ｎｍ～数１００ｎｍの薄膜であるので、認識しづらく、
転写された発光層の位置または幅の管理は比較的困難であった。また、位置ズレや幅のば
らつきの原因となっているヘッドまたはビームの特定も容易ではなかった。
【０００８】
　更に、レーザヘッドの位置ズレによる不良が発生した場合、転写工程から検査工程まで
の間にタイムラグがあるため、その間に生産されたパネルの大部分が不良となり、歩留ま
りに著しい影響を与えるおそれがあった。
【０００９】
　ちなみに、特許文献４では、有機ＥＬパターンのパターニング位置精度評価パターンが
開示されている。しかし、この従来技術では、有機ＥＬのパターニング方法がインクジェ
ット法に限定されており、測定対象が膜ではなく液滴であるので、最終的に発光領域に形
成されるパターンの幅が不明瞭であった。また、位置精度悪化原因となるヘッドまたはノ
ズルの特定も困難であった。
【００１０】
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　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、レーザ転写法により形成
された発光層の位置ズレまたは幅のばらつきなどの予兆を早期に発見することができる表
示装置およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明による第１の表示装置は、以下の（Ａ），（Ｂ）の構成要件を備えたものである
。
（Ａ）基板に、有機発光素子よりなる表示用画素が行列状に形成され、同じ色の表示用画
素が同じ列に配置されている有効領域
（Ｂ）基板の有効領域の外側に、有機発光素子よりなる検査用画素を有し、検査対象色の
両側の検査用画素の間の距離が、検査対象色の両側の表示用画素の間の距離よりも狭い検
査領域
【００１２】
　本発明による第２の表示装置は、以下の（Ａ），（Ｂ）の構成要件を備えたものである
。
（Ａ）基板に、有機発光素子よりなる表示用画素が行列状に形成され、同じ色の表示用画
素が同じ列に配置されている有効領域
（Ｂ）基板の有効領域の外側に、反射層を含む検査用パターンを有し、検査対象色の両側
の検査用パターンの間の距離が、検査対象色の両側の表示用画素の間の距離よりも狭い検
査領域
【００１３】
　本発明による第３の表示装置は、以下の（Ａ），（Ｂ）の構成要件を備えたものである
。
（Ａ）基板に、有機発光素子よりなる表示用画素が行列状に形成され、同じ色の表示用画
素が同じ列に配置されている有効領域
（Ｂ）基板の有効領域の外側に、有機発光素子よりなる検査用画素を有し、検査用画素は
、検査対象色の表示用画素と同じ列に設けられていると共に、表示用画素よりも幅が広い
検査領域
【００１４】
　本発明による第４の表示装置は、以下の（Ａ），（Ｂ）の構成要件を備えたものである
。
（Ａ）基板に、有機発光素子よりなる表示用画素が行列状に形成され、同じ色の表示用画
素が同じ列に配置されている有効領域
（Ｂ）基板の有効領域の外側に、反射層を含む検査用パターンを有し、検査用パターンは
、検査対象色の表示用画素と同じ列に設けられていると共に、表示用画素よりも幅が広い
検査領域
【００１５】
　本発明による第５の表示装置は、以下の（Ａ），（Ｂ）の構成要件を備えたものである
。
（Ａ）基板に、有機発光素子よりなる表示用画素が行列状に形成され、同じ色の表示用画
素が同じ列に配置されている有効領域
（Ｂ）基板の有効領域の外側に、反射層を含むと共に目盛り付きの検査用パターンを有し
、検査用パターンが、検査対象色の列と、その両側の列の少なくとも一部とにかかる行方
向の直線状に形成されている検査領域
【００１６】
　本発明による第１の表示装置の製造方法は、以下の（Ａ）～（Ｅ）の工程を含むもので
ある。
（Ａ）基板の有効領域に表示用画素の第１電極を行列状に形成すると共に、有効領域の外
側の検査領域に、検査用画素の第１電極を形成し、検査対象色の両側の検査用画素の第１
電極の間の距離を、検査対象色の両側の表示用画素の第１電極の間の距離よりも狭くする
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工程
（Ｂ）表示用画素の第１電極および検査用画素の第１電極の上に、赤色発光層，緑色発光
層または青色発光層の少なくとも一つを含む有機層を形成し、少なくとも赤色発光層およ
び緑色発光層をレーザ転写法により有効領域を超えて検査領域に達する列方向の直線状に
形成する工程
（Ｃ）有機層の上に第２電極を形成する工程
（Ｄ）検査用画素をＥＬまたはＰＬ（Photoluminescence ）により発光させて、色度また
はスペクトル形状を測定する工程
（Ｅ）色度またはスペクトル形状に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層
の位置または幅が規格範囲外か否かを判別する工程
【００１７】
　本発明による第２の表示装置の製造方法は、以下の（Ａ）～（Ｅ）の工程を含むもので
ある。
（Ａ）基板の有効領域に表示用画素の第１電極を行列状に形成すると共に、有効領域の外
側の検査領域に、反射層を含む検査用パターンを形成し、検査対象色の両側の検査用パタ
ーンの間の距離を、検査対象色の両側の表示用画素の第１電極の間の距離よりも狭くする
工程
（Ｂ）第１電極の上に、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の少なくとも一つを含
む有機層を形成し、少なくとも赤色発光層および緑色発光層をレーザ転写法により有効領
域を超えて検査領域に達する列方向の直線状に形成する工程
（Ｃ）有機層の上に第２電極を形成する工程
（Ｄ）検査用パターンに光を照射し、反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状
を測定する工程
（Ｅ）色度またはスペクトル形状に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層
の位置または幅が規格範囲外か否かを判別する工程
【００１８】
　本発明による第３の表示装置の製造方法は、以下の（Ａ）～（Ｅ）の工程を含むもので
ある。
（Ａ）基板の有効領域に表示用画素の第１電極を行列状に形成すると共に、有効領域の外
側の検査領域に、検査用画素の第１電極を、検査対象色の表示用画素と同じ列に、表示用
画素の第１電極よりも広い幅で形成する工程
（Ｂ）表示用画素の第１電極および検査用画素の第１電極の上に、赤色発光層，緑色発光
層または青色発光層の少なくとも一つを含む有機層を形成し、少なくとも赤色発光層およ
び緑色発光層をレーザ転写法により有効領域を超えて検査領域に達する列方向の直線状に
形成する工程
（Ｃ）有機層の上に第２電極を形成する工程
（Ｄ）検査用画素をＥＬまたはＰＬにより発光させて、色度またはスペクトル形状を測定
する工程
（Ｅ）色度またはスペクトル形状に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層
の幅が規格範囲外か否かを判別する工程
【００１９】
　本発明による第４の表示装置の製造方法は、以下の（Ａ）～（Ｅ）の工程を含むもので
ある。
（Ａ）基板の有効領域に表示用画素の第１電極を行列状に形成すると共に、有効領域の外
側の検査領域に、反射層を含む検査用パターンを、検査対象色の表示用画素と同じ列に、
表示用画素の第１電極よりも広い幅で形成する工程
（Ｂ）第１電極の上に、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の少なくとも一つを含
む有機層を形成し、少なくとも赤色発光層および緑色発光層をレーザ転写法により有効領
域を超えて検査領域に達する列方向の直線状に形成する工程
（Ｃ）有機層の上に第２電極を形成する工程



(9) JP 2010-44118 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

（Ｄ）検査用パターンに光を照射し、反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状
を測定する工程
（Ｅ）色度またはスペクトル形状に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層
の幅が規格範囲外か否かを判別する工程
【００２０】
　本発明による第５の表示装置の製造方法は、以下の（Ａ）～（Ｅ）の工程を含むもので
ある。
（Ａ）基板の有効領域に表示用画素の第１電極を行列状に形成すると共に、有効領域の外
側の検査領域に、反射層よりなる目盛り付きの検査用パターンを、検査対象色の列と、そ
の両側の列の少なくとも一部とにかかる行方向の直線状に形成する工程
（Ｂ）第１電極の上に、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の少なくとも一つを含
む有機層を形成し、少なくとも赤色発光層および緑色発光層をレーザ転写法により有効領
域を超えて検査領域に達する列方向の直線状に形成する工程
（Ｃ）有機層の上に第２電極を形成する工程
（Ｄ）検査用パターンに光を照射し、反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状
を測定する工程
（Ｅ）色度またはスペクトル形状に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層
の位置または幅が規格範囲外か否かを判別する工程
【００２１】
　本発明の第１の表示装置では、有効領域の外側の検査領域に、有機発光素子よりなる検
査用画素が設けられており、検査対象色の両側の検査用画素の間の距離が、検査対象色の
両側の表示用画素の間の距離よりも狭くなっているので、レーザ転写法により形成された
赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の位置ズレまたは幅のばらつきが生じている場
合には、検査用画素のＥＬまたはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が変化する。よっ
て、混色または膜厚分布不均一といった不良を引き起こす前に、赤色発光層，緑色発光層
または青色発光層の位置ズレまたは幅のばらつきなどの予兆を早期に発見することが可能
となる。
【００２２】
　本発明の第２の表示装置では、有効領域の外側の検査領域に、反射層を含む検査用パタ
ーンが設けられており、検査対象色の両側の検査用パターンの間の距離が、検査対象色の
両側の表示用画素の間の距離よりも狭くなっているので、レーザ転写法により形成された
赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の位置ズレまたは幅のばらつきが生じている場
合には、検査用パターンの上に赤色発光層，緑色発光層または青色発光層が重なって形成
されている。よって、検査用パターンに光を照射すると、赤色発光層，緑色発光層または
青色発光層との重なり部分では、干渉効果により、反射光またはＰＬ発光の色度またはス
ペクトル形状が変化する。よって、混色または膜厚分布不均一といった不良を引き起こす
前に、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の位置ズレまたは幅のばらつきなどの予
兆を早期に発見することが可能となる。
【００２３】
　本発明の第３の表示装置では、有効領域の外側の検査領域に、有機発光素子よりなる検
査用画素が、検査対象色の表示用画素と同じ列に設けられており、検査用画素の幅が、表
示用画素よりも広くなっているので、レーザ転写法により形成された赤色発光層，緑色発
光層または青色発光層の幅が不足している場合には、検査用画素のＥＬまたはＰＬ発光の
色度またはスペクトル形状が変化する。よって、混色または膜厚分布不均一といった不良
を引き起こす前に、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の幅不足の予兆を早期に発
見することが可能となる。
【００２４】
　本発明の第４の表示装置では、有効領域の外側の検査領域に、反射層を含む検査用パタ
ーンが、検査対象色の表示用画素と同じ列に設けられており、検査用パターンの幅が、表
示用画素よりも広くなっているので、レーザ転写法により形成された赤色発光層，緑色発
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光層または青色発光層の幅が不足している場合には、検査用パターンに光を照射すると、
反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が変化する。よって、混色または膜厚
分布不均一といった不良を引き起こす前に、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の
幅不足の予兆を早期に発見することが可能となる。
【００２５】
　本発明の第５の表示装置では、有効領域の外側の検査領域に、反射層を含むと共に目盛
り付きの検査用パターンが設けられており、検査用パターンが、検査対象色の列と、その
両側の列の少なくとも一部とにかかる行方向の直線状に形成されているので、検査用パタ
ーンに光を照射すると、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層との重なり部分では、
干渉効果により、反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が変化する。色度ま
たはスペクトル形状が変化する位置の目盛りを読み取ることにより、赤色発光層，緑色発
光層または青色発光層の位置または幅が判明する。よって、混色または膜厚分布不均一と
いった不良を引き起こす前に、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の位置ズレまた
は幅のばらつきなどの予兆を早期に発見することが可能となる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の第１の表示装置によれば、有効領域の外側の検査領域に、有機発光素子よりな
る検査用画素を設け、検査対象色の両側の検査用画素の間の距離を、検査対象色の両側の
表示用画素の間の距離よりも狭くするようにしたので、この検査用画素のＥＬまたはＰＬ
発光の色度またはスペクトル形状の変化に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青色
発光層の位置ズレまたは幅のばらつきなどの予兆を早期に発見することが可能となる。
【００２７】
　本発明の第２の表示装置によれば、有効領域の外側の検査領域に、反射層を含む検査用
パターンを設け、検査対象色の両側の検査用パターンの間の距離を、検査対象色の両側の
表示用画素の間の距離よりも狭くするようにしたので、検査用パターンの反射光またはＰ
Ｌ発光の色度またはスペクトル形状の変化に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青
色発光層の位置ズレまたは幅のばらつきなどの予兆を早期に発見することが可能となる。
【００２８】
　本発明の第３の表示装置によれば、有効領域の外側の検査領域に、有機発光素子よりな
る検査用画素を、検査対象色の表示用画素と同じ列に設け、この検査用画素の幅を、表示
用画素よりも広くするようにしたので、この検査用画素のＥＬまたはＰＬ発光の色度また
はスペクトル形状の変化に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の幅不足
の予兆を早期に発見することが可能となる。
【００２９】
　本発明の第４の表示装置によれば、有効領域の外側の検査領域に、反射層を含む検査用
パターンを、検査対象色の表示用画素と同じ列に設け、この検査用パターンの幅を、表示
用画素よりも広くするようにしたので、検査用パターンの反射光またはＰＬ発光の色度ま
たはスペクトル形状の変化に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の幅不
足の予兆を早期に発見することが可能となる。
【００３０】
　本発明の第５の表示装置によれば、有効領域の外側の検査領域に、反射層を含むと共に
目盛り付きの検査用パターンを設け、この検査用パターンを、検査対象色の列と、その両
側の列の少なくとも一部とにかかる行方向の直線状に形成するようにしたので、検査用パ
ターンの反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が変化する位置の目盛りを読
み取ることにより、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の位置ズレまたは幅のばら
つきなどの予兆を早期に発見することが可能となる。
【００３１】
　本発明の第１の表示装置の製造方法によれば、有効領域の外側の検査領域に、有機発光
素子よりなる検査用画素を設け、検査対象色の両側の検査用画素の間の距離を、検査対象
色の両側の表示用画素の間の距離よりも狭くし、検査用画素をＥＬまたはＰＬにより発光
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させて、その色度またはスペクトル形状に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青色
発光層の位置または幅が規格範囲外か否かを判別するようにしたので、赤色発光層，緑色
発光層または青色発光層の位置ズレまたは幅のばらつきなどの予兆を早期に発見すること
が可能となる。
【００３２】
　本発明の第２の表示装置の製造方法によれば、有効領域の外側の検査領域に、反射層よ
りなる検査用パターンを形成し、検査対象色の両側の検査用パターンの間の距離を、検査
対象色の両側の表示用画素の第１電極の間の距離よりも狭くし、検査用パターンに光を照
射して、その反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状に基づいて、赤色発光層
，緑色発光層または青色発光層の位置または幅が規格範囲外か否かを判別するようにした
ので、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の位置ズレまたは幅のばらつきなどの予
兆を早期に発見することが可能となる。
【００３３】
　本発明の第３の表示装置の製造方法によれば、有効領域の外側の検査領域に、検査用画
素の第１電極を、検査対象色の表示用画素と同じ列に、表示用画素の第１電極よりも広い
幅で形成し、検査用画素をＥＬまたはＰＬにより発光させて、その色度またはスペクトル
形状に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の幅が規格範囲外か否かを判
別するようにしたので、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の幅不足の予兆を早期
に発見することが可能となる。
【００３４】
　本発明の第４の表示装置の製造方法によれば、有効領域の外側の検査領域に、反射層を
含む検査用パターンを、検査対象色の表示用画素と同じ列に、表示用画素の第１電極より
も広い幅で形成し、検査用パターンに光を照射し、その反射光またはＰＬ発光の色度また
はスペクトル形状に基づいて、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の幅が規格範囲
外か否かを判別するようにしたので、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の幅不足
の予兆を早期に発見することが可能となる。
【００３５】
　本発明の第５の表示装置の製造方法によれば、有効領域の外側の検査領域に、反射層を
含むと共に目盛り付きの検査用パターンを所定の位置に形成し、この検査用パターンに光
を照射し、反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状に基づいて、赤色発光層，
緑色発光層または青色発光層の位置または幅が規格範囲外か否かを判別するようにしたの
で、検査用パターンの反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が変化する位置
の目盛りを読み取ることにより、赤色発光層，緑色発光層または青色発光層の位置ズレま
たは幅のばらつきなどの予兆を早期に発見することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下
の順序で行う。
１．第１の実施の形態（位置ズレ・幅ばらつき検出；検査用画素の幅を広くし、目盛り付
きの検査用パターンを併用する例）
２．変形例１（目盛り付きの検査用パターンを併用しない例）
３．変形例２（検査用画素の位置をずらした例）
４．変形例３（検査用画素の配列を変えた例）
５．変形例４（検査用画素の長辺サイズおよび数を変えた例）
６．変形例５（識別パターンの他の例）
７．変形例６（３色レーザ転写の例）
８．変形例７（一つの検査用画素で２色以上を検査するようにした例）
９．変形例８（検査領域の配置を換えた例）
１０．第２の実施の形態（位置ズレ・幅ばらつき検出；検査用パターンを用いる例）
１１．第３の実施の形態（幅不足検出；検査用画素を用いる例）
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１２．第４の実施の形態（幅不足検出；検査用パターンを用いる例）
１３．第５の実施の形態（位置ズレ・幅ばらつき検出；目盛り付き検査用パターンのみを
用いる例）
【００３７】
＜１．第１の実施の形態＞
［表示装置］
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る表示装置の構成を表すものである。この表示
装置は、極薄型の有機発光カラーディスプレイ装置などとして用いられるものであり、例
えば、ガラスよりなる基板１１の上に、後述する複数の有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１
０Ｂよりなる表示用画素Ｐｘ１が行列状（マトリクス状）に配置されてなる有効領域１１
０が形成されると共に、この有効領域１１０の周辺に、映像表示用のドライバである信号
線駆動回路１２０および走査線駆動回路１３０が形成されたものである。
【００３８】
　有効領域１１０内には画素駆動回路１４０が形成されている。図２は、画素駆動回路１
４０の一例を表したものである。この画素駆動回路１４０は、後述する第１電極１３の下
層に形成され、駆動トランジスタＴｒ１および書き込みトランジスタＴｒ２と、その間の
キャパシタ（保持容量）Ｃｓと、第１の電源ライン（Ｖｃｃ）および第２の電源ライン（
ＧＮＤ）の間において駆動トランジスタＴｒ１に直列に接続された有機発光素子１０Ｒ（
または１０Ｇ，１０Ｂ）とを有するアクティブ型の駆動回路である。駆動トランジスタＴ
ｒ１および書き込みトランジスタＴｒ２は、一般的な薄膜トランジスタ（ＴＦＴ（Thin F
ilm Transistor））により構成され、その構成は例えば逆スタガー構造（いわゆるボトム
ゲート型）でもよいしスタガー構造（トップゲート型）でもよく特に限定されない。
【００３９】
　画素駆動回路１４０において、列方向には信号線１２０Ａが複数配置され、行方向には
走査線１３０Ａが複数配置されている。各信号線１２０Ａと各走査線１３０Ａとの交差点
が、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂのいずれか一つ（サブピクセル）に対応してい
る。各信号線１２０Ａは、信号線駆動回路１２０に接続され、この信号線駆動回路１２０
から信号線１２０Ａを介して書き込みトランジスタＴｒ２のソース電極に画像信号が供給
されるようになっている。各走査線１３０Ａは走査線駆動回路１３０に接続され、この走
査線駆動回路１３０から走査線１３０Ａを介して書き込みトランジスタＴｒ２のゲート電
極に走査信号が順次供給されるようになっている。
【００４０】
　図３は有効領域１１０の断面構成を表したものである。有効領域１１０には、赤色の光
を発生する有機発光素子１０Ｒ，緑色の光を発生する有機発光素子１０Ｇ，青色の光を発
生する有機発光素子１０Ｂのいずれかよりなる表示用画素（サブピクセル）Ｐｘ１が、行
列状（マトリクス状）に形成されている。なお、隣り合う有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，
１０Ｂの組み合わせが一つの画素（ピクセル）を構成しているが、ここでは一つの有機発
光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂのいずれかを表示用画素Ｐｘ１と呼んでいる。隣り合う有
機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの組み合わせよりなる画素のピッチは例えば３００μ
ｍである。
【００４１】
　有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは、それぞれ、駆動用基板１１の側から、上述し
た画素駆動回路１４０の駆動トランジスタ（図示せず）および平坦化絶縁膜（図示せず）
を間にして、陽極としての第１電極１３、絶縁層１４、後述する赤色発光層１５ＣＲ，緑
色発光層１５ＣＧ，青色発光層１５ＣＢを含む有機層１５、および陰極としての第２電極
１６がこの順に積層された構成を有している。
【００４２】
　このような有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂは、窒化ケイ素（ＳｉＮx ）などの保
護膜１７により被覆され、更にこの保護膜１７上に接着層２０を間にしてガラスなどより
なる封止用基板３０が全面にわたって貼り合わされることにより封止されている。
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【００４３】
　第１電極１３は、例えば、ＩＴＯ（インジウム・スズ複合酸化物）またはＩＺＯ（イン
ジウム・亜鉛複合酸化物）により構成されている。また、第１電極１３は、反射電極によ
り構成してもよい。その場合、第１電極１３は、例えば、厚みが１００ｎｍ以上１０００
ｎｍ以下であり、できるだけ高い反射率を有するようにすることが発光効率を高める上で
望ましい。例えば、第１電極１３を構成する材料としては、クロム（Ｃｒ），金（Ａｕ）
，白金（Ｐｔ），ニッケル（Ｎｉ），銅（Ｃｕ），タングステン（Ｗ）あるいは銀（Ａｇ
）などの金属元素の単体または合金が挙げられる。
【００４４】
　絶縁層１４は、第１電極１３と第２電極１６との絶縁性を確保すると共に発光領域を正
確に所望の形状にするためのものであり、例えば酸化シリコンまたはポリイミドなどの感
光性樹脂により構成されている。絶縁層１４には、第１電極１３の発光領域１３Ａに対応
して開口部が設けられており、後述するドナー基板４０の隔壁４２に対応して、駆動用基
板１１側の隔壁としての機能も有している。なお、有機層１５および第２電極１６は、発
光領域１３Ａだけでなく絶縁層１４の上にも連続して設けられていてもよいが、発光が生
じるのは絶縁層１４の開口部だけである。
【００４５】
　有機発光素子１０Ｒの有機層１５は、第１電極１３の側から順に、正孔注入層および正
孔輸送層１５ＡＢ，赤色発光層１５ＣＲ，青色発光層１５ＣＢおよび電子輸送層および電
子注入層１５ＤＥを積層した構成を有する。有機発光素子１０Ｇの有機層１５は、第１電
極１３の側から順に、正孔注入層および正孔輸送層１５ＡＢ，緑色発光層１５ＣＧ，青色
発光層１５ＣＢおよび電子輸送層および電子注入層１５ＤＥを積層した構成を有する。有
機発光素子１０Ｂの有機層１５は、第１電極１３の側から順に、正孔注入層および正孔輸
送層１５ＡＢ，青色発光層１５ＣＢおよび電子輸送層および電子注入層１５ＤＥを積層し
た構成を有する。これらのうち赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧおよび青色発光
層１５ＣＢ以外の層は必要に応じて設ければよい。正孔注入層は、正孔注入効率を高める
ためのものであると共に、リークを防止するためのバッファ層である。正孔輸送層は、赤
色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧおよび青色発光層１５ＣＢへの正孔輸送効率を高
めるためのものである。赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧおよび青色発光層１５
ＣＢは、電界をかけることにより電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものであ
る。電子輸送層は、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧおよび青色発光層１５ＣＢ
への電子輸送効率を高めるためのものである。電子注入層は、例えば厚みが０．３ｎｍ程
度であり、ＬｉＦ，Ｌｉ2 Ｏなどにより構成されている。なお、図３では、正孔注入層お
よび正孔輸送層を一層（正孔注入層および正孔輸送層１５ＡＢ）、電子輸送層および電子
注入層を一層（電子輸送層および電子注入層１５ＤＥ）として表している。
【００４６】
　赤色発光層１５ＣＲおよび緑色発光層１５ＣＧは、後述するようにレーザ転写法により
形成されたものである。青色発光層１５ＣＢは、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの
すべてに対して青色共通層として形成されたものである。
【００４７】
　有機発光素子１０Ｒの正孔注入層は、例えば、厚みが５ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり
、４，４’，４”－トリス（３－メチルフェニルフェニルアミノ）トリフェニルアミン（
ｍ－ＭＴＤＡＴＡ）あるいは４，４’，４”－トリス（２－ナフチルフェニルアミノ）ト
リフェニルアミン（２－ＴＮＡＴＡ）により構成されている。有機発光素子１０Ｒの正孔
輸送層は、例えば、厚みが５ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり、ビス［（Ｎ－ナフチル）－
Ｎ－フェニル］ベンジジン（α－ＮＰＤ）により構成されている。有機発光素子１０Ｒの
赤色発光層１５ＣＲは、例えば、厚みが１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、９，１０－
ジ－（２－ナフチル）アントラセン（ＡＤＮ）に２，６≡ビス［４´≡メトキシジフェニ
ルアミノ）スチリル］≡１，５≡ジシアノナフタレン（ＢＳＮ）を３０重量％混合したも
のにより構成されている。有機発光素子１０Ｒの青色発光層１５ＣＢは、例えば、厚みが
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１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、ＡＤＮに４，４´≡ビス［２≡｛４≡（Ｎ，Ｎ≡ジ
フェニルアミノ）フェニル｝ビニル］ビフェニル（ＤＰＡＶＢｉ）を２．５重量％混合し
たものにより構成されている。有機発光素子１０Ｒの電子輸送層は、例えば、厚みが５ｎ
ｍ以上３００ｎｍ以下であり、８≡ヒドロキシキノリンアルミニウム（Ａｌｑ3 ）により
構成されている。
【００４８】
　有機発光素子１０Ｇの正孔注入層は、例えば、厚みが５ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり
、ｍ－ＭＴＤＡＴＡあるいは２－ＴＮＡＴＡにより構成されている。有機発光素子１０Ｇ
の正孔輸送層は、例えば、厚みが５ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり、α－ＮＰＤにより構
成されている。有機発光素子１０Ｇの緑色発光層１５ＣＧは、例えば、厚みが１０ｎｍ以
上１００ｎｍ以下であり、ＡＤＮにクマリン６（Ｃｏｕｍａｒｉｎ６）を５体積％混合し
たものにより構成されている。有機発光素子１０Ｇの青色発光層１５ＣＢは、例えば、厚
みが１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、ＡＤＮにＤＰＡＶＢｉを２．５重量％混合した
ものにより構成されている。有機発光素子１０Ｇの電子輸送層は、例えば、厚みが５ｎｍ
以上３００ｎｍ以下であり、Ａｌｑ3 により構成されている。
【００４９】
　有機発光素子１０Ｂの正孔注入層は、例えば、厚みが５ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり
、ｍ－ＭＴＤＡＴＡあるいは２－ＴＮＡＴＡにより構成されている。有機発光素子１０Ｂ
の正孔輸送層は、例えば、厚みが５ｎｍ以上３００ｎｍ以下であり、α－ＮＰＤにより構
成されている。有機発光素子１０Ｂの青色発光層１５ＣＢは、例えば、厚みが１０ｎｍ以
上１００ｎｍ以下であり、ＡＤＮにＤＰＡＶＢｉを２．５重量％混合したものにより構成
されている。有機発光素子１０Ｂの電子輸送層は、例えば、厚みが５ｎｍ以上３００ｎｍ
以下であり、Ａｌｑ3 により構成されている。
【００５０】
　第２電極１６は、例えば、厚みが５ｎｍ以上５０ｎｍ以下であり、アルミニウム（Ａｌ
），マグネシウム（Ｍｇ），カルシウム（Ｃａ），ナトリウム（Ｎａ）などの金属元素の
単体または合金により構成されている。中でも、マグネシウムと銀との合金（ＭｇＡｇ合
金）、またはアルミニウム（Ａｌ）とリチウム（Ｌｉ）との合金（ＡｌＬｉ合金）が好ま
しい。
【００５１】
　保護膜１７は、有機層１５に水分などが侵入することを防止するためのものであり、透
過水性および吸水性の低い材料により構成されると共に十分な厚みを有している。また、
保護膜１７は、発光層１５Ｃで発生した光に対する透過性が高く、例えば８０％以上の透
過率を有する材料により構成されている。このような保護膜１７は、例えば、厚みが２μ
ｍないし３μｍ程度であり、無機アモルファス性の絶縁性材料により構成されている。具
体的には、アモルファスシリコン（α－Ｓｉ），アモルファス炭化シリコン（α－ＳｉＣ
），アモルファス窒化シリコン（α－Ｓｉ1-x Ｎx ）およびアモルファスカーボン（α－
Ｃ）が好ましい。これらの無機アモルファス性の絶縁性材料は、グレインを構成しないの
で透水性が低く、良好な保護膜１７となる。また、保護膜１７は、ＩＴＯのような透明導
電材料により構成されていてもよい。
【００５２】
　接着層２０は、例えば熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂により構成されている。
【００５３】
　封止用基板３０は、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの第２電極１６の側に位置し
ており、接着層２０と共に有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂを封止するものであり、
有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂで発生した光に対して透明なガラスなどの材料によ
り構成されている。封止用基板３０には、例えば、カラーフィルタ３１およびブラックマ
トリクスとしての遮光層３２が設けられており、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂで
発生した光を取り出すと共に、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ並びにその間の配線
において反射された外光を吸収し、コントラストを改善するようになっている。
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【００５４】
　カラーフィルタ３１は、封止用基板３０のどちら側の面に設けられてもよいが、有機発
光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの側に設けられることが好ましい。カラーフィルタ３１が
表面に露出せず、接着層２０により保護することができるからである。また、赤色発光層
１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧ，青色発光層１５ＣＢとカラーフィルタ３１との間の距離
が狭くなることにより、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧ，青色発光層１５ＣＢ
から出射した光が隣接する他の色のカラーフィルタ３１に入射して混色を生じることを避
けることができるからである。カラーフィルタ３１は、赤色フィルタ，緑色フィルタおよ
び青色フィルタ（いずれも図示せず）を有しており、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０
Ｂに対応して順に配置されている。
【００５５】
　赤色フィルタ，緑色フィルタおよび青色フィルタは、それぞれ例えば矩形形状で隙間な
く形成されている。これら赤色フィルタ，緑色フィルタおよび青色フィルタは、顔料を混
入した樹脂によりそれぞれ構成されており、顔料を選択することにより、目的とする赤，
緑あるいは青の波長域における光透過率が高く、他の波長域における光透過率が低くなる
ように調整されている。
【００５６】
　遮光層３２は、有効領域１１０内では、赤色フィルタ，緑色フィルタおよび青色フィル
タの境界に沿って設けられている。遮光層３２は、例えば黒色の着色剤を混入した光学濃
度が１以上の黒色の樹脂膜、または薄膜の干渉を利用した薄膜フィルタにより構成されて
いる。このうち黒色の樹脂膜により構成するようにすれば、安価で容易に形成することが
できるので好ましい。薄膜フィルタは、例えば、金属，金属窒化物あるいは金属酸化物よ
りなる薄膜を１層以上積層し、薄膜の干渉を利用して光を減衰させるものである。薄膜フ
ィルターとしては、具体的には、クロムと酸化クロム（ＩＩＩ）（Ｃｒ2 Ｏ3 ）とを交互
に積層したものが挙げられる。
【００５７】
　図４は、有効領域１１０の平面構成の一例を表したものである。有機発光素子１０Ｒ，
１０Ｇ，１０Ｂよりなる表示用画素Ｐｘ１は、ほぼ矩形状の平面形状を有すると共に行列
状（マトリクス状）に形成されており、同じ色の表示用画素Ｐｘ１が同じ列に配置されて
いる。なお、図４では、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに、それぞれＲ，Ｇ，Ｂの
符号を付して区別している。
【００５８】
　有効領域１１０の外側には、検査用画素Ｐｘ２と、目盛り付きの検査用パターンＰｍと
、識別パターンＩＤとを有する検査領域１５０が設けられている。赤色発光層１５ＣＲお
よび緑色発光層１５ＣＧは、有効領域１１０を超えて後述する検査領域１５０に達する列
方向の直線状に形成されている。
【００５９】
　検査用画素Ｐｘ２は、レーザ転写法により形成された赤色発光層１５ＣＲおよび緑色発
光層１５ＣＧの位置ズレの予兆を早期に発見するための混色確認画素である。赤色発光層
１５ＣＲの両側には、有機発光素子１０Ｇ，１０Ｂよりなる検査用画素Ｐｘ２を有する赤
色（Ｒ）評価領域１５０Ｒが設けられている。緑色発光層１５ＣＧの両側には、有機発光
素子１０Ｂ，１０Ｂよりなる検査用画素Ｐｘ２を有する緑色（Ｇ）評価領域１５０Ｇが設
けられている。
【００６０】
　検査対象色の両側の検査用画素Ｐｘ２の間の距離Ｗ２は、検査対象色の両側の表示用画
素Ｐｘ１の間の距離Ｗ１よりも狭い。具体的には、検査用画素Ｐｘ２は、検査対象色の両
側の表示用画素Ｐｘ１の列と同じ列に設けられていると共に、表示用画素Ｐｘ１よりも幅
（第１電極１３の絶縁膜１４から露出している部分すなわち発光領域１３Ａの幅）が広い
。これにより、この表示装置では、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの位置ズレ
または幅のばらつきなどの予兆を早期に発見することが可能となっている。
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【００６１】
　具体的には、検査対象色の両側の検査用画素Ｐｘ２の間の距離Ｗ２は、転写位置および
サイズによって決まる赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの左右端位置のプロセス
管理上限値となるように設定される。
【００６２】
　検査用画素Ｐｘ２は、検査対象色別に千鳥配列とされていることが望ましい。有効領域
１１０への配線と検査用画素Ｐｘ２への配線を同層に形成する場合に、配線スペースを確
保することができるからである。また、一般的に多色が混合した場合は、長波長色が支配
的に発光する。従って、例えば同一の検査用画素Ｐｘ２に赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光
層１５ＣＧが重なった場合、赤色発光が支配的となり、緑色の混色の有無が不明確になる
おそれがある。よって、他色の影響排除のため、検査用画素Ｐｘ２は、検査対象色別に位
置をずらして千鳥配列されていることが好ましい。
【００６３】
　更に、検査用画素Ｐｘ２は、検査対象色が短波長であるほど、有効領域１１０から離れ
た位置に形成されていることが好ましい。すなわち、緑色発光層１５ＣＧの両側の検査用
画素Ｐｘ２のほうが、赤色発光層１５ＣＲの両側の検査用画素Ｐｘ２よりも、有効領域１
１０から離れた位置に形成されていることが好ましい。加えて、この場合、長波長の赤色
発光層１５ＣＲは、緑色発光層１５ＣＧの両側の検査用画素Ｐｘ２上には形成されていな
いことが好ましい。上述したように、緑色発光層１５ＣＧと赤色発光層１５ＣＲとが同一
の検査用画素Ｐｘ２に重なることにより混色した場合、長波長の赤色発光が支配的になり
、緑色発光層１５ＣＧの混色評価が困難になるからである。
【００６４】
　目盛り付きの検査用パターンＰｍは、反射層を含んで構成され、検査対象色の列と、そ
の両側の列の少なくとも一部とにかかる行方向の直線状に形成されている。目盛り付きの
検査用パターンＰｍを設けることにより、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの位
置ズレの予兆を早期に発見することが可能となると共に、位置ズレ量も容易に計測可能と
なる。
【００６５】
　このような目盛り付きの検査用パターンＰｍは、例えば、第１電極１３を反射電極によ
り構成する場合には、第１電極１３と同じ材料により構成することが可能である。また、
第１電極１３とは別に反射層を設けるようにしてもよい。
【００６６】
　識別パターンＩＤは、位置ズレの原因となっているレーザヘッドまたはレーザビームを
特定し、早期対策を可能とするためのものであり、検査対象色の表示用画素Ｐｘ１の列の
延長上に設けられている。具体的には、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの形成
に用いられたレーザヘッドまたはレーザビームを特定する識別パターンＩＤとして、例え
ば「Ｒ３１」「Ｇ３１」がそれぞれ駆動用基板１１上に予め形成されており、レーザ転写
工程では、その識別パターンＩＤに該当するレーザヘッドまたはレーザビームを使用する
ように工程管理されている。この例では、最初のアルファベット（ＲまたはＧ）は色を示
し、次の数字（３）はヘッドの番号、最後の数字（１）はビームの番号をそれぞれ示して
いる。この識別パターンＩＤは、アルファベット、数字、カタカナなど文字種は問わず、
記号等でもよい。識別パターンＩＤは、例えば、第１電極１３を反射電極により構成する
場合には、第１電極１３と同じ材料により構成することが可能である。また、第１電極１
３とは別に金属層よりなる識別パターンＩＤを形成するようにしてもよい。
【００６７】
　図５は、図４のＶ－Ｖ線に沿った断面構成を表したものである。封止用基板３０上の遮
光層３２は、有効領域１１０以外の領域全体に形成されているが、検査領域１５０に対応
して窓３２Ａが設けられていることが好ましい。後述する製造工程において、封止用基板
３０により封止した後に、検査領域１５０を用いて検査を行うことが可能となるからであ
る。
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【００６８】
　また、駆動用基板１１および封止用基板３０は、筐体４０に収容されている。この筐体
４０は、有効領域１１０に対応した開口部４１を有しており、この開口部４１の周囲には
、額縁部４２が設けられている。額縁部４２は、検査領域１５０および窓３２Ａを隠蔽し
ていることが好ましい。
【００６９】
［表示装置の製造方法］
　この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。
【００７０】
　図６は、この表示装置の製造方法の流れを表したものであり、図７は、この製造方法の
一部を工程順に表したものである。まず、図７（Ａ）に示したように、駆動用基板１１に
、第１電極１３、絶縁層１４および正孔注入層および正孔輸送層１５ＡＢを形成し、被転
写基板１１Ａを形成する。
【００７１】
　すなわち、上述した材料よりなる駆動用基板１１を用意し、この駆動用基板１１の上に
画素駆動回路１４０を形成したのち、全面に感光性樹脂を塗布することにより平坦化絶縁
膜（図示せず）を形成し、露光および現像により所定の形状にパターニングすると共に、
駆動トランジスタＴｒ１と第１電極１３との接続孔（図示せず）を形成し、焼成する。
【００７２】
　次いで、例えばスパッタ法により、上述した材料よりなる第１電極１３を形成し、例え
ばドライエッチングにより所定の形状に成形する。なお、駆動用基板１１の所定の位置に
は、後述する転写工程においてドナー基板との位置合わせに使用するアライメントマーク
を形成してもよい。その際、有効領域１１０には、表示用画素Ｐｘ１の第１電極１３を行
列状に形成すると共に、これと同一工程で、検査領域１５０には、検査用画素Ｐｘ２の第
１電極１３と、目盛り付きの検査用パターンＰｍと、識別パターンＩＤとを形成する。
【００７３】
　続いて、駆動用基板１１の全面にわたり絶縁層１４を形成し、例えばフォトリソグラフ
ィ法により、第１電極１３の発光領域１３Ａに対応して開口部を設ける。このとき、検査
対象色の両側の検査用画素Ｐｘ２の第１電極１３の間の距離Ｗ２を、検査対象色の両側の
表示用画素Ｐｘ１の第１電極１３の間の距離Ｗ１よりも狭くなるようにする。
【００７４】
　そののち、例えばエリアマスクを用いた蒸着法により、上述した厚みおよび材料よりな
る正孔注入層および正孔輸送層１５ＡＢを順次成膜する。これにより、被転写基板１１Ａ
が形成される。
【００７５】
　被転写基板１１Ａを形成したのち、図７（Ｂ）に示したように、例えば蒸着法によりド
ナー基板５０に赤色転写層５０Ｒを形成し、赤色転写層５０Ｒを被転写基板１１Ａに対向
配置する。続いて、ドナー基板５０の裏面側からレーザ光を照射し、赤色転写層５０Ｒを
昇華または気化させて被転写基板１１Ａに転写するレーザ転写法により、赤色発光層１５
ＣＲを、有効領域１１０を超えて検査領域１５０に達し、目盛り付きの検査用パターンＰ
ｍに交差する列方向の直線状に形成する。
【００７６】
　赤色発光層１５ＣＲを形成したのち、図７（Ｃ）に示したように、赤色発光層１５ＣＲ
と同様にして、ドナー基板５０上の緑色転写層５０Ｇを被転写基板１１Ａに転写すること
により、緑色発光層１５ＣＧを形成する。
【００７７】
　緑色発光層１５ＣＧを形成したのち、ドナー基板５０と被転写基板１１Ａとを分離し、
被転写基板１１Ａに、例えば蒸着により、青色発光層１５ＣＢ、電子輸送層および電子注
入層１５ＤＥ、並びに第２電極１６を形成する。このようにして、有機発光素子１０Ｒ，
１０Ｇ，１０Ｂよりなる表示用画素Ｐｘ１および検査用画素Ｐｘ２を形成する（ステップ
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Ｓ１０１）。
【００７８】
　表示用画素Ｐｘ１および検査用画素Ｐｘ２を形成したのち、これらの上に上述した材料
よりなる保護膜１７を形成する。保護膜１７の形成方法は、下地に対して影響を及ぼすこ
とのない程度に、成膜粒子のエネルギーが小さい成膜方法、例えば蒸着法またはＣＶＤ法
が好ましい。また、保護膜１７は、第２電極１６を大気に暴露することなく、第２電極１
６の形成と連続して行うことが望ましい。大気中の水分や酸素により有機層１５が劣化し
てしまうのを抑制することができるからである。更に、有機層１５の劣化による輝度の低
下を防止するため、保護膜１７の成膜温度は常温に設定すると共に、保護膜１７の剥がれ
を防止するために膜のストレスが最小になる条件で成膜することが望ましい。
【００７９】
　また、例えば、上述した材料よりなる封止用基板３０の上に、赤色フィルタの材料をス
ピンコートなどにより塗布し、フォトリソグラフィ技術によりパターニングして焼成する
ことにより赤色フィルタを形成する。続いて、赤色フィルタと同様にして、青色フィルタ
および緑色フィルタを順次形成する。
【００８０】
　そののち、保護膜１７の上に、接着層２０を形成し、この接着層２０を間にして封止用
基板３０を貼り合わせて封止する。その際、封止用基板３０のカラーフィルタ３１および
遮光層３２を形成した面を、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ側にして配置すること
が好ましい。
【００８１】
　続いて、検査用画素Ｐｘ２をＥＬまたはＰＬにより発光させて、遮光層３２の窓３２Ａ
を用いて色度またはスペクトル形状を測定する（ステップＳ１０２）。
【００８２】
　そののち、測定した色度またはスペクトル形状が規格範囲外か否かを判別する（ステッ
プＳ１０３）。上述したように、検査対象色の両側の検査用画素Ｐｘ２の間の距離Ｗ２は
、転写位置およびサイズによって決まる赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの左右
端位置のプロセス管理上限値となるように設定されている。よって、赤色発光層１５ＣＲ
，緑色発光層１５ＣＧの左右端位置がプロセス管理上限値を超えたときには、検査用画素
Ｐｘ２へのはみ出し（混色）が発生し、検査用画素Ｐｘ２のＥＬまたはＰＬ発光の色度ま
たはスペクトル形状が変化し、規格範囲外となる。検査用画素Ｐｘ２で混色が発生した場
合は、該当する表示用画素Ｐｘ１は、まだ混色が生じていないがその可能性が高い混色予
備軍ということができる。検査用画素Ｐｘ２を用いることにより、混色予備軍である表示
用画素Ｐｘ１を発見することができる。
【００８３】
　具体的には、図４において、赤色発光層１５ＣＲの左右端位置がプロセス管理上限値を
超えない場合、左側の検査用画素Ｐｘ２は、緑色発光層１５ＣＧおよび全画素共通の青色
発光層１５ＣＢが形成されているので緑色となり、右側の検査用画素Ｐｘ２は、全画素共
通の青色発光層１５ＣＢが形成されているので青色となる。しかしながら、赤色発光層１
５ＣＲに位置ズレが発生した場合、表示用画素Ｐｘ１には混色が発生していない段階であ
っても、検査用画素Ｐｘ２には赤色の混色が発生する。
【００８４】
　通常、ある被転写基板１１Ａにレーザ転写を行ったのち、その被転写基板１１Ａが検査
に回るまでにはタイムラグがある。そのため、位置ズレが発見されるまでに、多数の被転
写基板１１Ａにレーザ転写が行われ、多数の不良パネルが発生してしまう可能性がある。
この製造方法では、有効領域１１０内で混色不良が発生する前に、赤色発光層１５ＣＲ，
緑色発光層１５ＣＧの位置ズレの予兆を把握し、以下のような混色発生対策を早期に行う
ことが可能となる。
【００８５】
　色度またはスペクトル形状が規格範囲外であると判別された場合（ステップＳ１０３；
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Ｙ）、識別パターンＩＤを用いて、該当する赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５Ｃ
Ｇを形成する工程で使用したレーザヘッドまたはレーザビームを特定する（ステップＳ１
０４）。
【００８６】
　続いて、該当する赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５ＣＧの位置のずれ量を測定
する（ステップＳ１０５）。ずれ量は、例えば、目盛り付きの検査用パターンＰｍを用い
て容易に測定可能である。具体的には、目盛り付きの検査用パターンＰｍに光を照射する
と、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧとの重なり部分では、干渉効果により、反
射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が変化する。色度またはスペクトル形状
が変化する位置の目盛りを読み取ることにより、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５Ｃ
Ｇの位置または幅が判明し、位置ズレ量も容易に計測可能である。よって、混色または膜
厚分布不均一といった不良を引き起こす前に、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧ
の位置ズレなどの予兆を早期に発見することが可能となる。
【００８７】
　そののち、測定したずれ量に基づいて、レーザヘッドまたはレーザビームの照射位置ま
たはパワーを補正し（ステップＳ１０６）、再びレーザ転写工程に使用する（ステップＳ
１０１）。
【００８８】
　色度またはスペクトル形状が規格範囲内であると判別された場合（ステップＳ１０３；
Ｎ）、そのパネルは次工程に進み（ステップＳ１０７）、駆動用基板１１および封止用基
板３０が筐体４０に収容される。以上により、図１および図５に示した表示装置が完成す
る。
【００８９】
　なお、上述した製造方法では、赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５ＣＧの位置ズ
レを発見する場合について説明したが、赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５ＣＧの
幅が広すぎる場合にも検査用画素Ｐｘ２での混色が生じる。よって、赤色発光層１５ＣＲ
および緑色発光層１５ＣＧの幅超過についても、位置ズレと同様にして上述した製造方法
により発見することが可能である。
【００９０】
　このようにして得られた表示装置では、各画素に対して走査線駆動回路１３０から書き
込みトランジスタＴｒ２のゲート電極を介して走査信号が供給されると共に、信号線駆動
回路１２０から画像信号が書き込みトランジスタＴｒ２を介して保持容量Ｃｓに保持され
る。すなわち、この保持容量Ｃｓに保持された信号に応じて駆動トランジスタＴｒ１がオ
ンオフ制御され、これにより、各有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに駆動電流Ｉｄが
注入されることにより、正孔と電子とが再結合して発光が起こる。有機発光素子１０Ｒで
は、赤色発光層１５ＣＲと青色発光層１５ＣＢとが形成されているが、最もエネルギー準
位の低い赤色にエネルギー移動が起こり、赤色発光が支配的となる。有機発光素子１０Ｇ
では、緑色発光層１５ＣＧと青色発光層１５ＣＢとが形成されているが、よりエネルギー
準位の低い緑色にエネルギー移動が起こり、緑色発光が支配的となる。有機発光素子１０
Ｂでは、青色発光層１５ＣＢのみを有するので、青色発光が生じる。この光は、第２電極
１６，カラーフィルタおよび封止用基板３０を透過して取り出される。
【００９１】
　このように本実施の形態では、有効領域１１０の外側の検査領域１５０に、有機発光素
子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂよりなる検査用画素Ｐｘ２を設け、検査対象色の両側の検査用
画素Ｐｘ２の間の距離Ｗ２を、検査対象色の両側の表示用画素Ｐｘ１の間の距離Ｗ１より
も狭くするようにしたので、この検査用画素Ｐｘ２のＥＬまたはＰＬ発光の色度またはス
ペクトル形状の変化に基づいて、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの位置ズレな
どの予兆を早期に発見することが可能となる。よって、歩留まりが改善されると共に品質
改善が期待される。また、量産ライン稼動開始時の転写条件出しが容易になるので、立上
時間の短縮につながる。
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【００９２】
　また、検査領域１５０に、反射層を含む目盛り付きの検査用パターンＰｍを設け、この
目盛り付きの検査用パターンＰｍを、検査対象色の列と、その両側の列の少なくとも一部
とにかかる行方向の直線状に形成するようにしたので、目盛り付きの検査用パターンＰｔ
の反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が変化する位置の目盛りを読み取る
ことにより、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの位置ズレなどの予兆を早期に発
見することが可能となると共に、ズレ量も容易に測定可能となる。
【００９３】
　以下、本実施の形態の変形例について説明する。
【００９４】
＜２．変形例１＞
　上記実施の形態では、検査用画素Ｐｘ２と目盛り付きの検査用パターンＰｍとを併用し
、検査用画素Ｐｘ２を用いて赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの位置ズレなどを
調べたのち、目盛り付きの検査用パターンＰｍを用いてズレ量を計測する場合について説
明したが、目盛り付きの検査用パターンＰｍを省略し、例えば測長機によりズレ量を計測
することも可能である。また、ズレ量を実測しなくても、目標の転写位置と、検査用画素
Ｐｘ２との間の距離分をズレ量とみなし、そのズレ量に基づいて、レーザヘッドまたはレ
ーザビームの照射位置またはパワーを補正するようにしてもよい。なお、目盛り付きの検
査用パターンＰｍを併用すれば、測長機による計測の手間が省くことができるので望まし
い。
【００９５】
＜３．変形例２＞
　また、上記実施の形態では、検査用画素Ｐｘ２が、検査対象色の両側の表示用画素Ｐｘ
１の列と同じ列に、表示用画素Ｐｘ１よりも広い幅で設けられている場合について説明し
たが、図８に示したように、検査用画素Ｐｘ２は、検査対象色の両側の表示用画素Ｐｘ１
の列と同じ列に設けられると共に、同じ列の表示用画素Ｐｘ１に対して行方向の位置がず
らされているようにしてもよい。すなわち、検査用画素Ｐｘ２を検査対象色の表示用画素
Ｐｘ１の列の側へ寄せるようにしてもよい。このようにしても、検査対象色の両側の検査
用画素Ｐｘ２の間の距離Ｗ２を、検査対象色の両側の表示用画素Ｐｘ１の間の距離Ｗ１よ
りも狭くすることができる。なお、本変形例および以下の変形例では、上記実施の形態と
同様に目盛り付きの検査用パターンＰｍを併用してもよいし、変形例１と同様に目盛り付
きの検査用パターンＰｍを省略してもよい。
【００９６】
＜４．変形例３＞
　更に、上記実施の形態では、検査用画素Ｐｘ２は、検査対象色別に千鳥配列とされてい
る場合について説明したが、配線スペースに問題がない場合、図９に示したように、千鳥
配列でなく、横一列としてもよい。ただし、この場合は、赤色発光層１５ＣＲおよび緑色
発光層１５ＣＧが同じ検査用画素Ｐｘ２に重なり、混色評価が難しくなる可能性があるの
で、千鳥配列とすることが望ましい。
【００９７】
＜５．変形例４＞
　加えて、図１０に示したように、検査用画素Ｐｘ２の長辺サイズおよび数は特に限定さ
れない。
【００９８】
＜６．変形例５＞
　更にまた、上記実施の形態では、識別パターンＩＤとして、文字、数字などを用いるよ
うにしたが、図１１に示したように、レーザのオン／オフの制御により、赤色発光層１５
ＣＲまたは緑色発光層１５ＣＧに間欠パターンを形成し、これを識別パターンＩＤを形成
するようにしてもよい。
【００９９】
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＜７．変形例６＞
　加えてまた、上記実施の形態では、赤色発光層１５ＣＲおよび緑色発光層１５ＣＧをレ
ーザ転写法により形成する場合について説明したが、図１２に示したように、赤色発光層
１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧおよび青色発光層１５ＣＢのすべてをレーザ転写法により
形成するようにしてもよい。その場合、図１３に示したように、青色発光層１５ＣＢの両
側に、検査用画素Ｐｘ２を有する青色（Ｂ）評価領域１５０Ｂを設けることができる。ま
た、検査用画素Ｐｘ２は、検査対象色が短波長であるほど、有効領域１１０から離れた位
置に形成されていることが好ましい。なお、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧお
よび青色発光層１５ＣＢのすべてをレーザ転写法により形成する場合は、かならずしも全
ての検査用画素Ｐｘ２に発光層が形成されるとは限らないので、第１電極１３および第２
電極１５のみを有する検査用画素Ｐｘ２もありうる。
【０１００】
＜８．変形例７＞
　加えてまた、変形例６において、図１４に示したように、検査用画素Ｐｘ２の幅を広く
して、一つの検査用画素Ｐｘ２に２色以上の発光層が形成されるようにしてもよい。
【０１０１】
＜９．変形例８＞
　更にまた、検査領域１５０の配置は特に限定されず、図１５ないし図２３に示したよう
な様々な配置が可能である。特に、図１５に示したように、検査領域１５０は、有効領域
１１０の対向する長辺に設けられていることが好ましい。レーザ光の走査軌跡が斜め方向
にずれていた場合にも、容易に検出が可能となるからである。また、マルチヘッドを用い
る場合には、各ヘッド毎に被転写基板１１Ａをエリア分けしてレーザ転写工程を行うので
、検査領域１５０は、各ヘッドに対応するエリア毎に設けるようにしてもよい。なお、検
査工程１５０の配置は、図１５ないし図２３に示したもの以外の配置も可能であることは
言うまでもない。
【０１０２】
＜１０．第２の実施の形態＞
［表示装置］
　図２４は、本発明の第２の実施の形態に係る表示装置の有効領域１１０の平面構成の一
例を表したものである。この表示装置は、検査用画素Ｐｘ２の代わりに、反射層を含む検
査用パターンＰｔを形成したことを除いては、第１の実施の形態と同様の構成を有してい
る。よって、対応する構成要素には同一の符号を付して説明する。
【０１０３】
　検査用パターンＰｔは、レーザ転写法により形成された赤色発光層１５ＣＲおよび緑色
発光層１５ＣＧの位置ズレの予兆を早期に発見するための混色確認パターンであり、例え
ば列方向の直線状に形成されている。赤色（Ｒ）評価領域１５０Ｒには、赤色発光層１５
ＣＲの両側に検査用パターンＰｔが形成されている。緑色（Ｇ）評価領域１５０Ｇには、
緑色発光層１５ＣＧの両側に検査用パターンＰｔが形成されている。
【０１０４】
　検査対象色の両側の検査用パターンＰｔの間の距離Ｗ２は、検査対象色の両側の表示用
画素Ｐｘ１の間の距離Ｗ１よりも狭くなっている。これにより、この表示装置では、赤色
発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの位置ズレの予兆を早期に発見することが可能とな
っている。
【０１０５】
　具体的には、検査対象色の両側の検査用パターンＰｔの間の距離Ｗ２は、転写位置およ
びサイズによって決まる赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの左右端位置のプロセ
ス管理上限値となるように設定される。このような検査用パターンＰｔは、例えば、第１
電極１３を反射電極により構成する場合には、第１電極１３と同じ材料により構成するこ
とが可能である。また、第１電極１３とは別に反射層を設けるようにしてもよい。
【０１０６】
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　検査用パターンＰｔは、検査対象色別に千鳥配列とされていることが望ましい。有効領
域１１０への配線スペースを確保しやすいからである。また、一般的に多色が混合した場
合は、長波長色が支配的に発光する。従って、例えば同一の検査用パターンＰｔに赤色発
光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧが重なった場合、赤色発光が支配的となり、緑色の混
色の有無が不明確になるおそれがある。よって、他色の影響排除のため、検査用パターン
Ｐｔは、検査対象色別に位置をずらして千鳥配列されていることが好ましい。
【０１０７】
　赤色（Ｒ）評価領域１５０Ｒの検査用パターンＰｔは、緑色（Ｇ）評価領域１５０Ｇの
検査用パターンＰｔよりも、有効領域１１０から離れた位置に形成されていてもよい。後
述するように、検査用パターンＰｔは、検査用画素Ｐｘ２のように発光させるわけではな
く、光を照射してその反射光またはＰＬ発光を用いて検査を行うからである。仮に、緑色
発光層１５ＣＧと赤色発光層１５ＣＲとが同一の検査パターンＰｔに重なることにより混
色した場合も、反射光またはＰＬ発光はまた別の色となるので、緑色発光層１５ＣＧの混
色評価がさほど困難になることはない。
【０１０８】
　なお、図２４では省略したが、目盛り付きの検査用パターンＰｍ、識別パターンＩＤ、
封止用基板３０上の遮光層３２および筐体４０については、第１の実施の形態と同様であ
る。
【０１０９】
［表示装置の製造方法］
　この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。
【０１１０】
　図２５は、この表示装置の製造方法の流れを表したものである。なお、第１の実施の形
態と製造工程が重複する部分については、図７を参照して説明する。
【０１１１】
　まず、図７（Ａ）に示した工程により、駆動用基板１１に、第１電極１３、絶縁層１４
および正孔注入層および正孔輸送層１５ＡＢを形成し、被転写基板１１Ａを形成する。
【０１１２】
　すなわち、駆動用基板１１の上に画素駆動回路１４０および平坦化絶縁膜（図示せず）
を形成したのち、第１電極１３を形成する。その際、有効領域１１０には、表示用画素Ｐ
ｘ１の第１電極１３を行列状に形成すると共に、これと同一工程で、検査領域１５０には
、検査用パターンＰｔと、目盛り付きの検査用パターンＰｍと、識別パターンＩＤとを形
成する。
【０１１３】
　続いて、駆動用基板１１の全面にわたり絶縁層１４を形成し、例えばフォトリソグラフ
ィ法により、第１電極１３の発光領域１３Ａに対応して開口部を設ける。このとき、検査
対象色の両側の検査用パターンＰｔの間の距離Ｗ２を、検査対象色の両側の表示用画素Ｐ
ｘ１の第１電極１３の間の距離Ｗ１よりも狭くなるようにする。
【０１１４】
　そののち、例えばエリアマスクを用いた蒸着法により、上述した厚みおよび材料よりな
る正孔注入層および正孔輸送層１５ＡＢを順次成膜する。これにより、被転写基板１１Ａ
が形成される。
【０１１５】
　被転写基板１１Ａを形成したのち、第１の実施の形態と同様にして、図７（Ｂ）および
図７（Ｃ）に示した工程により、赤色発光層１５ＣＲおよび緑色発光層１５ＣＧをレーザ
転写法により形成する。
【０１１６】
　緑色発光層１５ＣＧを形成したのち、第１の実施の形態と同様にして、青色発光層１５
ＣＢ、電子輸送層および電子注入層１５ＤＥ、並びに第２電極１６を形成する。このよう
にして、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂよりなる表示用画素Ｐｘ１および検査用パ



(23) JP 2010-44118 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

ターンＰｔを形成する（ステップＳ２０１）。
【０１１７】
　表示用画素Ｐｘ１および検査用パターンＰｔを形成したのち、第１の実施の形態と同様
にして、これらの上に保護膜１７を形成する。そののち、保護膜１７の上に接着層２０を
形成し、この接着層２０を間にして、カラーフィルタ３１を形成した封止用基板３０を貼
り合わせて封止する。
【０１１８】
　続いて、遮光層３２の窓３２Ａを用いて検査用パターンＰｔに光を照射し、反射光また
はＰＬ発光の色度またはスペクトル形状を測定する（ステップＳ２０２）。
【０１１９】
　そののち、測定した色度またはスペクトル形状が規格範囲外か否かを判別する（ステッ
プＳ２０３）。上述したように、検査対象色の両側の検査用パターンＰｔの間の距離Ｗ２
は、転写位置およびサイズによって決まる赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの左
右端位置のプロセス管理上限値となるように設定されている。これにより、赤色発光層１
５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの左右端位置がプロセス管理上限値を超えたときには、検査
用パターンＰｔの上に、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧが重なって形成される
。検査用パターンＰｔに光を照射すると、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧとの
重なり部分では、干渉効果により、反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が
変化し、規格範囲外となる。その場合は、該当する表示用画素Ｐｘ１は、まだ混色が生じ
ていないがその可能性が高い混色予備軍ということができる。検査用パターンＰｔを用い
ることにより、混色予備軍である表示用画素Ｐｘ１を発見することができる。すなわち、
有効領域１１０内で混色不良が発生する前に、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧ
の位置ズレを把握し、以下のような混色発生対策を早期に行うことが可能となる。
【０１２０】
　色度またはスペクトル形状が規格範囲外であると判別された場合（ステップＳ２０３；
Ｙ）、識別パターンＩＤを用いて、該当する赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５Ｃ
Ｇを形成する工程で使用したレーザヘッドまたはレーザビームを特定する（ステップＳ２
０４）。
【０１２１】
　続いて、該当する赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５ＣＧの位置のずれ量を測定
する（ステップＳ２０５）。ずれ量は、例えば、目盛り付きの検査用パターンＰｍに光を
照射し、その反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が変化する位置の目盛り
を読み取ることにより容易に測定可能である。
【０１２２】
　そののち、測定したずれ量に基づいて、レーザヘッドまたはレーザビームの照射位置ま
たはパワーを補正し（ステップＳ２０６）、再びレーザ転写工程に使用する（ステップＳ
２０１）。
【０１２３】
　色度またはスペクトル形状が規格範囲内であると判別された場合（ステップＳ２０３；
Ｎ）、そのパネルは次工程に進み（ステップＳ２０７）、駆動用基板１１および封止用基
板３０が筐体４０に収容される。以上により、図２４に示した表示装置が完成する。
【０１２４】
　なお、上述した製造方法では、赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５ＣＧの位置ズ
レを発見する場合について説明したが、赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５ＣＧの
幅が広すぎる場合にも検査用パターンＰｔでの反射光やＰＬ発光のスペクトル形状の変化
が生じる。よって、赤色発光層１５ＣＲおよび緑色発光層１５ＣＧの幅超過についても、
位置ズレと同様にして上述した製造方法により発見することが可能である。
【０１２５】
　本実施の形態の作用および効果は、第１の実施の形態と同様である。
【０１２６】
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＜１１．第３の実施の形態＞
［表示装置］
　図２６は、本発明の第３の実施の形態に係る表示装置の有効領域１１０の平面構成の一
例を表したものである。本実施の形態は、検査用画素Ｐｘ２を用いて、赤色発光層１５Ｃ
Ｒ，緑色発光層１５ＣＧおよび青色発光層１５ＣＢの幅不足を検出するようにしたもので
ある。このことを除いては、この表示装置は、第１の実施の形態と同様の構成を有してい
る。よって、対応する構成要素には同一の符号を付して説明する。
【０１２７】
　検査用画素Ｐｘ２は、検査対象色の表示用画素Ｐｘ１の列と同じ列に設けられており、
検査用画素Ｐｘ２の幅Ｗ３は、表示用画素Ｐｘ１の幅Ｗ４よりも広い。これにより、この
表示装置では、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの幅不足の予兆を早期に発見す
ることが可能となっている。
【０１２８】
　検査用画素Ｐｘ２の幅Ｗ３は、具体的には、転写位置およびサイズによって決まる赤色
発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの左右端位置のプロセス管理下限値となるように設
定される。
【０１２９】
　なお、図２６では省略したが、目盛り付きの検査用パターンＰｍ、識別パターンＩＤ、
封止用基板３０上の遮光層３２および筐体４０については、第１の実施の形態と同様であ
る。
【０１３０】
［表示装置の製造方法］
　この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。
【０１３１】
　図２７は、この表示装置の製造方法の流れを表したものである。なお、第１の実施の形
態と製造工程が重複する部分については、図７を参照して説明する。
【０１３２】
　まず、第１の実施の形態と同様にして、図７（Ａ）に示した工程により、駆動用基板１
１に、第１電極１３、絶縁層１４および正孔注入層および正孔輸送層１５ＡＢを形成し、
被転写基板１１Ａを形成する。その際、表示用画素Ｐｘ１の第１電極１３と同一工程で、
検査領域１５０には、検査用画素Ｐｘ２の第１電極１３と、目盛り付きの検査用パターン
Ｐｍと、識別パターンＩＤとを形成する。検査用画素Ｐｘ２の第１電極１３は、検査対象
色の表示用画素Ｐｘ１の第１電極１３の列と同じ列に設ける。また、絶縁層１４に開口部
を設ける際には、検査用画素Ｐｘ２の幅Ｗ３を、表示用画素Ｐｘ１の幅Ｗ４よりも広くな
るようにする。
【０１３３】
　次いで、第１の実施の形態と同様にして、図７（Ｂ）および図７（Ｃ）に示した工程に
より、赤色発光層１５ＣＲおよび緑色発光層１５ＣＧをレーザ転写法により形成する。
【０１３４】
　続いて、第１の実施の形態と同様にして、青色発光層１５ＣＢ、電子輸送層および電子
注入層１５ＤＥ、並びに第２電極１６を形成する。このようにして、有機発光素子１０Ｒ
，１０Ｇ，１０Ｂよりなる表示用画素Ｐｘ１および検査用画素Ｐｘ２を形成する（ステッ
プＳ３０１）。
【０１３５】
　表示用画素Ｐｘ１および検査用画素Ｐｘ２を形成したのち、第１の実施の形態と同様に
して、これらの上に保護膜１７を形成する。そののち、保護膜１７の上に接着層２０を形
成し、この接着層２０を間にして、カラーフィルタ３１を形成した封止用基板３０を貼り
合わせて封止する。
【０１３６】
　続いて、検査用画素Ｐｘ２をＥＬまたはＰＬにより発光させて、遮光層３２の窓３２Ａ
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を用いて色度またはスペクトル形状を測定する（ステップＳ３０２）。
【０１３７】
　そののち、測定した色度またはスペクトル形状が規格範囲外か否かを判別する（ステッ
プＳ３０３）。上述したように、検査用画素Ｐｘ２の幅Ｗ３は、転写位置およびサイズに
よって決まる赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの左右端位置のプロセス管理下限
値となるように設定されている。よって、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの幅
が不足し、左右端位置が検査用画素Ｐｘ２内にある場合には、検査用画素Ｐｘ２のＥＬま
たはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が変化し、規格範囲外となる。該当する表示用
画素Ｐｘ１は、まだ赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの幅不足が生じていないが
その可能性が高い幅不足予備軍ということができる。
【０１３８】
　具体的には、図２６において、赤色発光層１５ＣＲの幅が不足せず、左右端位置が検査
用画素Ｐｘ２内にない場合、検査用画素Ｐｘ２は赤色となる。しかしながら、赤色発光層
１５ＣＲの幅不足が発生した場合、表示用画素Ｐｘ１には異常が発生していない段階であ
っても、検査用画素Ｐｘ２には青色の混色が発生する。検査用画素Ｐｘ２には、全画素共
通の青色発光層１５ＣＢが形成されているからである。
【０１３９】
　このように検査用画素Ｐｘ２を用いることにより、幅不足予備軍である表示用画素Ｐｘ
１を発見することができる。すなわち、有効領域１１０内で不良が発生する前に、赤色発
光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの幅不足を把握し、以下のような幅不足発生対策を早
期に行うことが可能となる。
【０１４０】
　色度またはスペクトル形状が規格範囲外であると判別された場合（ステップＳ３０３；
Ｙ）、識別パターンＩＤを用いて、該当する赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５Ｃ
Ｇを形成する工程で使用したレーザヘッドまたはレーザビームを特定する（ステップＳ３
０４）。
【０１４１】
　続いて、該当する赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５ＣＧの幅不足量を測定する
（ステップＳ３０５）。幅不足量は、第１の実施の形態と同様にして、目盛り付きの検査
用パターンＰｍを用いて容易に測定可能である。
【０１４２】
　そののち、測定した幅不足量に基づいて、レーザヘッドまたはレーザビームの照射位置
またはパワーを補正し（ステップＳ３０６）、再びレーザ転写工程に使用する（ステップ
Ｓ３０１）。
【０１４３】
　色度またはスペクトル形状が規格範囲内であると判別された場合（ステップＳ３０３；
Ｎ）、そのパネルは次工程に進み（ステップＳ３０７）、駆動用基板１１および封止用基
板３０が筐体４０に収容される。以上により、図２６に示した表示装置が完成する。
【０１４４】
　本実施の形態の作用は、第１の実施の形態と同様である。
【０１４５】
　このように本実施の形態では、有効領域１１０の外側の検査領域１５０に、有機発光素
子１０Ｒ，１０Ｇよりなる検査用画素Ｐｘ２を、検査対象色の表示用画素Ｐｘ１と同じ列
に設け、この検査用画素Ｐｘ２の幅Ｗ３を、表示用画素Ｐｘ１よりも広くするようにした
ので、この検査用画素Ｐｘ２のＥＬまたはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状の変化に
基づいて、赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５ＣＧの幅不足の予兆を早期に発見す
ることが可能となる。なお、本実施の形態または以下の第４の実施の形態に、第１または
第２の実施の形態を組み合わせることにより、幅不足と位置ズレおよび幅超過との両方を
検査可能となることは言うまでもない。
【０１４６】
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＜１２．第４の実施の形態＞
［表示装置］
　図２８は、本発明の第３の実施の形態に係る表示装置の有効領域１１０の平面構成の一
例を表したものである。本実施の形態は、検査用パターンＰｔを用いて、赤色発光層１５
ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧおよび青色発光層１５ＣＢの幅不足を検出するようにしたもの
である。このことを除いては、この表示装置は、第１および第２の実施の形態と同様の構
成を有している。よって、対応する構成要素には同一の符号を付して説明する。
【０１４７】
　検査用パターンＰｔは、検査対象色の表示用画素Ｐｘ１と同じ列に設けられており、検
査用パターンＰｔの幅Ｗ３は、表示用画素Ｐｘ１の幅Ｗ４よりも広い。これにより、この
表示装置では、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの幅不足の予兆を早期に発見す
ることが可能となっている。
【０１４８】
　検査用パターンＰｔの幅Ｗ３は、具体的には、転写位置およびサイズによって決まる赤
色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの左右端位置のプロセス管理下限値となるように
設定される。
【０１４９】
　なお、図２８では省略したが、目盛り付きの検査用パターンＰｍ、識別パターンＩＤ、
封止用基板３０上の遮光層３２および筐体４０については、第１の実施の形態と同様であ
る。
【０１５０】
［表示装置の製造方法］
　この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。
【０１５１】
　図２９は、この表示装置の製造方法の流れを表したものである。なお、第１の実施の形
態と製造工程が重複する部分については、図７を参照して説明する。
【０１５２】
　まず、第１の実施の形態と同様にして、図７（Ａ）に示した工程により、駆動用基板１
１に、第１電極１３、絶縁層１４および正孔注入層および正孔輸送層１５ＡＢを形成し、
被転写基板１１Ａを形成する。その際、表示用画素Ｐｘ１の第１電極１３と同一工程で、
検査領域１５０には、検査用パターンＰｔと、目盛り付きの検査用パターンＰｍと、識別
パターンＩＤとを形成する。検査用パターンＰｔは、検査対象色の表示用画素Ｐｘ１の第
1 電極１３と同じ列に設ける。また、絶縁層１４に開口を設ける際に、検査用パターンＰ
ｔの幅Ｗ３を、表示用画素Ｐｘ１の幅Ｗ４よりも広くなるようにする。
【０１５３】
　次いで、第１の実施の形態と同様にして、図７（Ｂ）および図７（Ｃ）に示した工程に
より、赤色発光層１５ＣＲおよび緑色発光層１５ＣＧをレーザ転写法により形成する。
【０１５４】
　続いて、第１の実施の形態と同様にして、青色発光層１５ＣＢ、電子輸送層および電子
注入層１５ＤＥ、並びに第２電極１６を形成する。このようにして、有機発光素子１０Ｒ
，１０Ｇ，１０Ｂよりなる表示用画素Ｐｘ１および検査用パターンＰｔを形成する（ステ
ップＳ４０１）。
【０１５５】
　表示用画素Ｐｘ１および検査用パターンＰｔを形成したのち、第１の実施の形態と同様
にして、これらの上に保護膜１７を形成する。そののち、保護膜１７の上に接着層２０を
形成し、この接着層２０を間にして、カラーフィルタ３１を形成した封止用基板３０を貼
り合わせて封止する。
【０１５６】
　続いて、遮光層３２の窓３２Ａを用いて検査用パターンＰｔに光を照射し、反射光また
はＰＬ発光の色度またはスペクトル形状を測定する（ステップＳ４０２）。
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【０１５７】
　そののち、測定した色度またはスペクトル形状が規格範囲外か否かを判別する（ステッ
プＳ４０３）。上述したように、検査用パターンＰｔの幅Ｗ３は、転写位置およびサイズ
によって決まる赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの左右端位置のプロセス管理下
限値となるように設定されている。よって、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの
幅が不足し、左右端位置が検査用パターンＰｔ上にある場合には、検査用パターンＰｔで
の反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が変化し、規格範囲外となる。該当
する表示用画素Ｐｘ１は、まだ赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの幅不足が生じ
ていないがその可能性が高い幅不足予備軍ということができる。検査用画素Ｐｘ２を用い
ることにより、幅不足予備軍である表示用画素Ｐｘ１を発見することができる。すなわち
、有効領域１１０内で不良が発生する前に、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの
幅不足を把握し、以下のような幅不足発生対策を早期に行うことが可能となる。
【０１５８】
　色度またはスペクトル形状が規格範囲外であると判別された場合（ステップＳ４０３；
Ｙ）、識別パターンＩＤを用いて、該当する赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５Ｃ
Ｇを形成する工程で使用したレーザヘッドまたはレーザビームを特定する（ステップＳ４
０４）。
【０１５９】
　続いて、該当する赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５ＣＧの幅不足量を測定する
（ステップＳ４０５）。幅不足量は、第１の実施の形態と同様にして、目盛り付きの検査
用パターンＰｍを用いて容易に測定可能である。
【０１６０】
　そののち、測定した幅不足量に基づいて、レーザヘッドまたはレーザビームの照射位置
またはパワーを補正し（ステップＳ４０６）、再びレーザ転写工程に使用する（ステップ
Ｓ４０１）。
【０１６１】
　色度またはスペクトル形状が規格範囲内であると判別された場合（ステップＳ４０３；
Ｎ）、そのパネルは次工程に進み（ステップＳ４０７）、駆動用基板１１および封止用基
板３０が筐体４０に収容される。以上により、図２８に示した表示装置が完成する。
【０１６２】
　本実施の形態の作用および効果は、第３の実施の形態と同様である。
【０１６３】
＜１３．第５の実施の形態＞
［表示装置］
　図３０は、本発明の第５の実施の形態に係る表示装置の有効領域１１０の平面構成の一
例を表したものである。本実施の形態は、検査用画素Ｐｘ２を省略し、目盛り付きの検査
用パターンＰｍのみにより検査を行うようにしたものである。このことを除いては、この
表示装置は、第１の実施の形態と同様の構成を有している。
【０１６４】
［表示装置の製造方法］
　この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。
【０１６５】
　図３１は、この表示装置の製造方法の流れを表したものである。なお、第１の実施の形
態と製造工程が重複する部分については、図７を参照して説明する。
【０１６６】
　まず、第１の実施の形態と同様にして、図７（Ａ）に示した工程により、駆動用基板１
１に、第１電極１３、絶縁層１４および正孔注入層および正孔輸送層１５ＡＢを形成し、
被転写基板１１Ａを形成する。その際、表示用画素Ｐｘ１の第１電極１３と同一工程で、
検査領域１５０には、目盛り付きの検査用パターンＰｍと、識別パターンＩＤとを形成す
る。
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【０１６７】
　次いで、第１の実施の形態と同様にして、図７（Ｂ）および図７（Ｃ）に示した工程に
より、赤色発光層１５ＣＲおよび緑色発光層１５ＣＧをレーザ転写法により形成する。
【０１６８】
　続いて、第１の実施の形態と同様にして、青色発光層１５ＣＢ、電子輸送層および電子
注入層１５ＤＥ、並びに第２電極１６を形成する。このようにして、有機発光素子１０Ｒ
，１０Ｇ，１０Ｂよりなる表示用画素Ｐｘ１および目盛り付きの検査用パターンＰｍを形
成する（ステップＳ５０１）。
【０１６９】
　表示用画素Ｐｘ１および目盛り付きの検査用パターンＰｍを形成したのち、第１の実施
の形態と同様にして、これらの上に保護膜１７を形成する。そののち、保護膜１７の上に
接着層２０を形成し、この接着層２０を間にして、カラーフィルタ３１を形成した封止用
基板３０を貼り合わせて封止する。
【０１７０】
　続いて、遮光層３２の窓３２Ａを用いて目盛り付きの検査用パターンＰｍに光を照射し
、反射光またはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状を測定する（ステップＳ５０２）。
【０１７１】
　そののち、測定した色度またはスペクトル形状が規格範囲外か否かを判別する（ステッ
プＳ５０３）。具体的には、目盛り付きの検査用パターンＰｍに光を照射すると、赤色発
光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧとの重なり部分では、干渉効果により、反射光または
ＰＬ発光の色度またはスペクトル形状が変化する。色度またはスペクトル形状が変化する
位置の目盛りを読み取ることにより、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの位置ま
たは幅が判明し、位置ズレ量も容易に計測可能である。よって、混色または膜厚分布不均
一といった不良を引き起こす前に、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの位置ズレ
などの予兆を早期に発見することが可能となる。
【０１７２】
　色度またはスペクトル形状が規格範囲外であると判別された場合（ステップＳ５０３；
Ｙ）、識別パターンＩＤを用いて、該当する赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５Ｃ
Ｇを形成する工程で使用したレーザヘッドまたはレーザビームを特定する（ステップＳ５
０４）。
【０１７３】
　続いて、該当する赤色発光層１５ＣＲまたは緑色発光層１５ＣＧの位置のずれ量を測定
する（ステップＳ５０５）。ずれ量は、第１の実施の形態と同様にして、目盛り付きの検
査用パターンＰｍを用いて容易に測定可能である。
【０１７４】
　そののち、測定したずれ量に基づいて、レーザヘッドまたはレーザビームの照射位置ま
たはパワーを補正し（ステップＳ５０６）、再びレーザ転写工程に使用する（ステップＳ
５０１）。
【０１７５】
　色度またはスペクトル形状が規格範囲内であると判別された場合（ステップＳ５０３；
Ｎ）、そのパネルは次工程に進み（ステップＳ５０７）、駆動用基板１１および封止用基
板３０が筐体４０に収容される。以上により、図３０に示した表示装置が完成する。
【０１７６】
　本実施の形態の作用および効果は、第１の実施の形態と同様である。
【実施例】
【０１７７】
　更に、本発明の具体的な実施例について説明する。
【０１７８】
（実施例１）
　上記第１の実施の形態と同様にして表示装置を作製した。その際、被転写基板１１Ａと
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して第６世代基板上の３２インチＴＦＴ基板を用い、この被転写基板１１Ａに、１ヘッド
に８本のビームを持つレーザヘッドを８本用いて、レーザ転写法により、赤色発光層１５
ＣＲおよび緑色発光層１５ＣＧを形成した。
【０１７９】
　検査領域１５０には、図３２に示したように、赤色発光層１５ＣＲの両側に、有機発光
素子１０Ｇ，１０Ｂよりなる検査用画素Ｐｘ２を配置し、赤色発光層１５ＣＲの両側の検
査用画素Ｐｘ２の間の距離Ｗ２を１２０μｍ、赤色発光層１５ＣＲの両側の表示用画素Ｐ
ｘ１の間の距離Ｗ１を１４０μｍとし、距離Ｗ２を距離Ｗ１よりも狭くした。検査用画素
Ｐｘ２の幅は８０μｍ、表示用画素Ｐｘ１の幅は５０μｍとした。表示用画素Ｐｘ１のピ
ッチＷｐ（絶縁層１４の中央から中央までの距離）は１００μｍとした。
【０１８０】
　また、検査領域１５０には、検査用画素Ｐｘ２に加えて、目盛り付きの検査用パターン
Ｐｍおよび識別パターンＩＤを形成した。
【０１８１】
　続いて、封止用基板３０との貼り合わせまで完了したのち、有効領域１１０内の発光ム
ラ検査を行い、有効領域１１０の発光ムラが無いことを確認した。
【０１８２】
　そののち、検査用画素Ｐｘ２を点灯させ、発光色度を測定した。有機発光素子１０Ｂよ
りなる検査用画素Ｐｘ２では、目標色度からの色差が、Δｕ’ｖ’＝０．１となり、管理
値上限の０．０２５を大きく上回った。これにより、検査用画素Ｐｘ２に赤色が混色して
いることが分かった。
【０１８３】
　続いて、目盛り付きの検査用パターンＰｍに光を照射し、目盛り付きの検査用パターン
Ｐｍ上に現れた赤色発光層１５ＣＲの干渉色から、転写位置を測定すると、目標位置から
のズレ（はみ出し）量ΔＷが２０μｍであることが分かった。赤色発光層１５ＣＲの幅に
関しては、目標どおり、１００μｍであった。
【０１８４】
　位置ズレが判明した赤色発光層１５ＣＲの近辺に形成されていた識別パターンＩＤは、
「Ｒ４７」であった。
【０１８５】
　更に、隣接している列の赤色発光層１５ＣＲについても同様の検査を行ったところ、２
０μｍ位置ズレしていることが分かった。位置ズレしていた赤色発光層１５ＣＲの近辺に
形成されていた識別パターンＩＤは、「Ｒ４１」～「Ｒ４８」であった。このことから、
４番目のヘッドの位置ズレが原因であることが判明した。
【０１８６】
　４番目のヘッドについて２０μｍの位置補正を行ったのち、別の被転写基板１１Ａに、
レーザ転写法により赤色発光層１５ＣＲを形成し、同様の検査を行ったところ、転写位置
はほぼ目標位置に移動していることが確認された。異常発見から位置調整まで、有効領域
１１０の発光状態には異常がなく、位置ズレによる不良が発生することもなかった。
【０１８７】
　すなわち、有効領域１１０の外側の検査領域１５０に、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，
１０Ｂよりなる検査用画素Ｐｘ２を設け、検査対象色の両側の検査用画素Ｐｘ２の間の距
離Ｗ２を、検査対象色の両側の表示用画素Ｐｘ１の間の距離Ｗ１よりも狭くするようにす
れば、この検査用画素Ｐｘ２のＥＬまたはＰＬ発光の色度またはスペクトル形状の変化に
基づいて、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５ＣＧの位置ズレなどの予兆を早期に発見
することが可能となることが分かった。
【０１８８】
（モジュールおよび適用例）
　以下、上述した各実施の形態で説明した表示装置の適用例について説明する。上記各実
施の形態の表示装置は、テレビジョン装置，デジタルカメラ，ノート型パーソナルコンピ
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ュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力された映像
信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野
の電子機器の表示装置に適用することが可能である。
【０１８９】
（モジュール）
　上記各実施の形態の表示装置は、例えば、図３３に示したようなモジュールとして、後
述する適用例１～５などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例えば、
被転写基板１１の一辺に、封止用基板３０および接着層２０から露出した領域２１０を設
け、この露出した領域２１０に、信号線駆動回路１２０および走査線駆動回路１３０の配
線を延長して外部接続端子（図示せず）を形成したものである。外部接続端子には、信号
の入出力のためのフレキシブルプリント配線基板（ＦＰＣ；Flexible Printed Circuit）
２２０が設けられていてもよい。
【０１９０】
（適用例１）
　図３４は、上記各実施の形態の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表した
ものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル３１０およびフィルター
ガラス３２０を含む映像表示画面部３００を有しており、この映像表示画面部３００は、
上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。
【０１９１】
（適用例２）
　図３５は、上記各実施の形態の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したも
のである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部４１０、表示部４２０
、メニュースイッチ４３０およびシャッターボタン４４０を有しており、その表示部４２
０は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。
【０１９２】
（適用例３）
　図３６は、上記各実施の形態の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータ
の外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５１
０，文字等の入力操作のためのキーボード５２０および画像を表示する表示部５３０を有
しており、その表示部５３０は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている
。
【０１９３】
（適用例４）
　図３７は、上記各実施の形態の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したもの
である。このビデオカメラは、例えば、本体部６１０，この本体部６１０の前方側面に設
けられた被写体撮影用のレンズ６２０，撮影時のスタート／ストップスイッチ６３０およ
び表示部６４０を有しており、その表示部６４０は、上記各実施の形態に係る表示装置に
より構成されている。
【０１９４】
（適用例５）
　図３８は、上記各実施の形態の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したもので
ある。この携帯電話機は、例えば、上側筐体７１０と下側筐体７２０とを連結部（ヒンジ
部）７３０で連結したものであり、ディスプレイ７４０，サブディスプレイ７５０，ピク
チャーライト７６０およびカメラ７７０を有している。そのディスプレイ７４０またはサ
ブディスプレイ７５０は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。
【０１９５】
　以上、実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態
および実施例に限定されるものではなく、種々変形が可能である。例えば、上記実施の形
態および実施例では、転写工程でレーザ光を照射する場合について説明したが、例えばラ
ンプなど他の輻射線を照射するようにしてもよい。
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【０１９６】
　また、例えば、上記実施の形態および実施例において説明した各層の材料および厚み、
または成膜方法，成膜条件およびレーザ光の照射条件などは限定されるものではなく、他
の材料および厚みとしてもよく、または他の成膜方法，成膜条件および照射条件としても
よい。
【０１９７】
　更に、上記実施の形態では、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂの構成を具体的に挙
げて説明したが、全ての層を備える必要はなく、また、他の層を更に備えていてもよい。
加えて、有機発光素子１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂに、赤色発光層１５ＣＲ，緑色発光層１５
ＣＧまたは青色発光層１５ＣＢで発生した光を、第１電極１３と第２電極１６との間で共
振させる共振器構造を形成するようにすれば、検査用パターンＰｔからの反射光の色を共
振器効果により変化させることができる。
【０１９８】
　加えて、上記変形例１ないし変形例８は、第１の実施の形態だけでなく、第２ないし第
４の実施の形態にも適用可能である。また、上記変形例５ないし変形例８は、第５の実施
の形態にも適用可能である。
【０１９９】
　更にまた、上記各実施の形態では、アクティブマトリクス型の表示装置の場合について
説明したが、本発明はパッシブマトリクス型の表示装置への適用も可能である。更にまた
、アクティブマトリクス駆動のための画素駆動回路の構成は、上記各実施の形態で説明し
たものに限られず、必要に応じて容量素子やトランジスタを追加してもよい。その場合、
画素駆動回路の変更に応じて、上述した信号線駆動回路１２０や走査線駆動回路１３０の
ほかに、必要な駆動回路を追加してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２００】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る表示装置の構成を表す図である。
【図２】図１に示した画素駆動回路の一例を表す図である。
【図３】図１に示した有効領域の構成を表す断面図である。
【図４】図１に示した有効領域およびその外側の検査領域の構成を表す平面図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線における断面図である。
【図６】図１に示した表示装置の製造方法の流れを表す図である。
【図７】図６に示した製造方法の一部を工程順に表す断面図である。
【図８】本発明の変形例２に係る検査領域の構成を表す平面図である。
【図９】本発明の変形例３に係る検査領域の構成を表す平面図である。
【図１０】本発明の変形例４に係る検査領域の構成を表す平面図である。
【図１１】本発明の変形例５に係る検査領域の構成を表す平面図である。
【図１２】本発明の変形例６に係る検査領域の構成を表す平面図である。
【図１３】本発明の変形例６に係る検査領域の構成を表す平面図である。
【図１４】本発明の変形例７に係る検査領域の配置の一例を表す平面図である。
【図１５】本発明の変形例８に係る検査領域の構成を表す平面図である。
【図１６】検査領域の配置の他の例を表す平面図である。
【図１７】検査領域の配置の更に他の例を表す平面図である。
【図１８】検査領域の配置の更に他の例を表す平面図である。
【図１９】検査領域の配置の更に他の例を表す平面図である。
【図２０】検査領域の配置の更に他の例を表す平面図である。
【図２１】検査領域の配置の更に他の例を表す平面図である。
【図２２】検査領域の配置の更に他の例を表す平面図である。
【図２３】検査領域の配置の更に他の例を表す平面図である。
【図２４】本発明の第２の実施の形態に係る表示領域の構成を表す断面図である。
【図２５】図２４に示した表示装置の製造方法の流れを表す図である。
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【図２６】本発明の第３の実施の形態に係る検査領域の構成を表す平面図である。
【図２７】図２６に示した表示装置の製造方法の流れを表す図である。
【図２８】本発明の第４の実施の形態に係る検査領域の構成を表す平面図である。
【図２９】図２８に示した表示装置の製造方法の流れを表す図である。
【図３０】本発明の第５の実施の形態に係る検査領域の構成を表す平面図である。
【図３１】図３０に示した表示装置の製造方法の流れを表す図である。
【図３２】実施例１の検査領域の構成を表す平面図である。
【図３３】上記各実施の形態の表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である
。
【図３４】上記各実施の形態の表示装置の適用例１の外観を表す斜視図である。
【図３５】（Ａ）は適用例２の表側から見た外観を表す斜視図であり、（Ｂ）は裏側から
見た外観を表す斜視図である。
【図３６】適用例３の外観を表す斜視図である。
【図３７】適用例４の外観を表す斜視図である。
【図３８】（Ａ）は適用例５の開いた状態の正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じ
た状態の正面図、（Ｄ）は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面
図である。
【図３９】従来のレーザ転写法の問題点を説明するための図である。
【符号の説明】
【０２０１】
　１０…画素、１０Ｒ，１０Ｇ，１０Ｂ…有機発光素子、１１…駆動用基板、１１Ａ…被
転写基板、１３…第１電極、１４…絶縁層、１５…有機層、１５ＡＢ…正孔注入層および
正孔輸送層、１５ＣＲ…赤色発光層、１５ＣＧ…緑色発光層、１５ＣＢ…青色発光層、１
５ＤＥ…電子輸送層および電子注入層、１６…第２電極、１７…保護膜、２０…接着層、
３０…封止用基板、４０…筐体、５０…ドナー基板、５０Ｒ…赤色転写層、５０Ｇ…緑色
転写層
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