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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電極と、エレクトロルミネッセンス層と、第２の電極とを有する発光素子と、
　前記発光素子上の絶縁膜と、
　前記絶縁膜上のトランジスタとを有し、
　前記絶縁膜上において、前記トランジスタは、前記絶縁膜側から、半導体層、ゲート絶
縁膜、ゲート電極、及び層間絶縁膜の順でそれぞれを有し、
　前記発光素子と前記トランジスタとは、配線により電気的に接続され、
　前記配線は、前記層間絶縁膜、前記ゲート絶縁膜及び前記絶縁膜を貫通する孔に設けら
れていることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　第１のフレキシブル基板と、
　前記第１のフレキシブル基板上に第１の接着剤層を介して設けられた、第１の電極と、
エレクトロルミネッセンス層と、第２の電極とを有する発光素子と、
　前記発光素子上の絶縁膜と、
　前記絶縁膜上のトランジスタとを有し、
　前記絶縁膜上において、前記トランジスタは、前記絶縁膜側から、半導体層、ゲート絶
縁膜、ゲート電極、及び層間絶縁膜の順でそれぞれを有し、
　前記発光素子と前記トランジスタとは、配線により電気的に接続され、
　前記配線は、前記層間絶縁膜、前記ゲート絶縁膜及び前記絶縁膜を貫通する孔に設けら
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れていることを特徴とする発光装置。
【請求項３】
　第１のフレキシブル基板と、
　前記第１のフレキシブル基板上に第１の接着剤層を介して設けられた、第１の電極と、
エレクトロルミネッセンス層と、第２の電極とを有する発光素子と、
　前記発光素子上の絶縁膜と、
　前記絶縁膜上のトランジスタと、
　前記トランジスタ上に第２の接着剤層を介して設けられた第２のフレキシブル基板とを
有し、
　前記絶縁膜上において、前記トランジスタは、前記絶縁膜側から、半導体層、ゲート絶
縁膜、ゲート電極、及び層間絶縁膜の順でそれぞれを有し、
　前記発光素子と前記トランジスタとは、配線により電気的に接続され、
　前記配線は、前記層間絶縁膜、前記ゲート絶縁膜及び前記絶縁膜を貫通する孔に設けら
れていることを特徴とする発光装置。
【請求項４】
　基板上に剥離層を形成し、
　前記剥離層上に絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜上に、半導体層、ゲート絶縁膜、ゲート電極及び層間絶縁膜を、順に形成し
、
　前記層間絶縁膜、前記ゲート絶縁膜、及び前記絶縁膜を貫通し、前記剥離層まで達する
貫通孔を形成し、
　前記貫通孔に、前記半導体層と電気的に接続する配線を形成し、
　前記配線及び前記層間絶縁膜上に第１のフレキシブル基板を接着し、
　前記絶縁膜から前記第１のフレキシブル基板までを、前記剥離層において、前記基板か
ら剥離することによって分離し、
　前記分離によって露出した前記絶縁膜側に、前記配線と電気的に接続し、且つ第１の電
極、エレクトロルミネッセンス層及び第２の電極を有する発光素子を形成することを特徴
とする発光装置の作製方法。
【請求項５】
　基板上に剥離層を形成し、
　前記剥離層上に絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜上に、半導体層、ゲート絶縁膜、ゲート電極及び層間絶縁膜を、順に形成し
、
　前記層間絶縁膜、前記ゲート絶縁膜、及び前記絶縁膜を貫通し、前記剥離層まで達する
貫通孔を形成し、
　前記貫通孔に、前記半導体層と電気的に接続する配線を形成し、
　前記配線及び前記層間絶縁膜上に第１のフレキシブル基板を接着し、
　前記絶縁膜から前記第１のフレキシブル基板までを、前記剥離層において、前記基板か
ら剥離することによって分離し、
　前記分離によって露出した前記絶縁膜側に、前記配線と電気的に接続し、且つ第１の電
極、エレクトロルミネッセンス層及び第２の電極を有する発光素子を形成し、
　前記発光素子の前記絶縁膜側とは反対側に、第２のフレキシブル基板を接着することを
特徴とする発光装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項４または請求項５において、
　前記貫通孔は、レーザ光を照射することによって形成することを特徴とする発光装置の
作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(3) JP 5216716 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

　本発明は、結晶性半導体層を用いた薄膜トランジスタ（以下ＴＦＴという）で構成され
た回路を有する発光装置及びその作製方法に関する。また、そのような発光装置を搭載し
た電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ディスプレイ分野の技術の発展はめざましく、特に高精細化、薄型化に関しては
市場のニーズも後押しし、著しい進歩を遂げている。
【０００３】
　この分野における次のフェーズとしては、曲面の表示部を有するフレキシブルなディス
プレイの商品化が注目されている。また、フレキシブルな基板を用いた発光装置はガラス
などを用いた場合と比較して軽量化することが可能である。そのため、ディスプレイのフ
レキシブル化に関しては様々な提案がなされている（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　しかし、フレキシブルなディスプレイであっても、画質が要求されることは必須である
。
【０００５】
　画質を決定する要素には様々なものがある。例えば、アクティブマトリクス型の発光装
置では、画素ＴＦＴとして移動度の高いＴＦＴを用いることが効果的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２０４０４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のように、画質の良好な映像を提供するため又は駆動回路を同じ基板上に設けるた
めには、移動度の高い結晶質半導体を用いたＴＦＴを用いることが考えられる。しかし、
現状、そのようなＴＦＴを得るためには、形成時にある程度の高温プロセスが必要となる
。そのため、耐熱性の低いフレキシブル基板上で移動度の高い結晶質半導体を用いたＴＦ
Ｔを形成することは困難であった。
【０００８】
　そこで、本発明の一態様では、結晶質半導体を用いたＴＦＴを備えた、画質の良好なフ
レキシブル発光装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するための本発明の一態様は、下地絶縁膜と、下地絶縁膜の第１の面に
形成されたＴＦＴと、下地絶縁膜の第１の面に、ＴＦＴを介して形成された層間絶縁膜と
、下地絶縁膜の前記第１の面の裏面である第２の面に形成された第１の画素電極と、下地
絶縁膜の第２の面の下方に、第１の画素電極を介して形成されたエレクトロルミネッセン
ス（以下ＥＬという）層と、下地絶縁膜の第２の面の下方に、第１の画素電極及びＥＬ層
を介して形成された第２の画素電極と、層間絶縁膜に設けられたコンタクトホールにおい
てＴＦＴの半導体層と電気的に接続し、且つ少なくとも層間絶縁膜及び下地絶縁膜を貫通
する貫通孔において第１の画素電極と電気的に接続する配線と、を有するフレキシブル発
光装置である。
【００１０】
　また、本発明の一態様は、作製基板上に剥離層を形成し、剥離層上に下地絶縁膜を形成
し、下地絶縁膜上に島状に結晶性半導体層を形成し、結晶性半導体層上にゲート絶縁膜を
形成し、ゲート絶縁膜上の、結晶性半導体層と重なる位置に島状のゲート電極を形成し、
ゲート電極及びゲート絶縁膜上に層間絶縁膜を形成し、少なくとも層間絶縁膜及びゲート
絶縁膜を貫通し結晶性半導体層に達するコンタクトホール、並びに少なくとも層間絶縁膜
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、ゲート絶縁膜、及び下地絶縁膜を貫通し剥離層まで達する（に入り込む）貫通孔を形成
し、コンタクトホールにおいて結晶性半導体層と電気的に接続し、且つ貫通孔において少
なくとも剥離層まで達する（に入り込む）配線を形成し、配線及び層間絶縁膜上にフレキ
シブル基板を接着し、下地絶縁膜からフレキシブル基板までを、作製基板から剥離するこ
とによって分離し、分離によって露出した下地絶縁膜と接し、且つ配線と電気的に接続す
る第１の画素電極を形成し、第１の画素電極の端部を覆う隔壁を形成し、少なくとも第１
の画素電極と接するＥＬ層を形成し、少なくともＥＬ層と接する第２の画素電極を形成す
るフレキシブル発光装置の作製方法である。
【００１１】
　また、本発明の一態様は、作製基板上に剥離層を形成し、剥離層上に下地絶縁膜を形成
し、下地絶縁膜上に島状に結晶性半導体層を形成し、結晶性半導体層上にゲート絶縁膜を
形成し、ゲート絶縁膜上の、結晶性半導体層と重なる位置に島状のゲート電極を形成し、
ゲート電極及びゲート絶縁膜上に層間絶縁膜を形成し、少なくとも層間絶縁膜及びゲート
絶縁膜を貫通し結晶性半導体層に達するコンタクトホール、並びに少なくとも層間絶縁膜
、ゲート絶縁膜、及び下地絶縁膜を貫通し剥離層まで達する（に入り込む）貫通孔を形成
し、コンタクトホールにおいて結晶性半導体層と電気的に接続し、且つ貫通孔において少
なくとも剥離層まで達する（に入り込む）配線を形成し、配線及び層間絶縁膜上にフレキ
シブル基板を接着し、下地絶縁膜からフレキシブル基板までを、作製基板から剥離するこ
とによって分離し、分離によって露出した下地絶縁膜と接し、且つ少なくとも貫通孔が露
出するように開口部を有する隔壁を形成し、隔壁の開口に流動性を有する導電性物質を配
置することで第１の画素電極を形成し、少なくとも第１の画素電極と接するＥＬ層を形成
し、少なくともＥＬ層と接する第２の画素電極を形成するフレキシブル発光装置の作製方
法である。
【００１２】
　また、本発明の一態様は、作製基板上に剥離層を形成し、剥離層上に下地絶縁膜を形成
し、下地絶縁膜上に島状に結晶性半導体層を形成し、結晶性半導体層上にゲート絶縁膜を
形成し、ゲート絶縁膜上の、結晶性半導体層と重なる位置に島状のゲート電極を形成し、
ゲート電極及びゲート絶縁膜上に層間絶縁膜を形成し、少なくとも層間絶縁膜及びゲート
絶縁膜を貫通し結晶性半導体層に達するコンタクトホールを形成し、コンタクトホールに
おいて結晶性半導体層と電気的に接続する配線を形成し、配線及び層間絶縁膜上にフレキ
シブル基板を接着し、下地絶縁膜からフレキシブル基板までを、作製基板から剥離するこ
とによって分離し、フレキシブル基板にレーザ光を照射し、少なくとも下地絶縁膜、ゲー
ト絶縁膜、層間絶縁膜、配線、及びフレキシブル基板を貫通する貫通孔を形成し、貫通孔
に配線と電気的に接続する接続配線を形成し、分離によって露出した下地絶縁膜と接し、
且つ接続配線と電気的に接続する第１の画素電極を形成し、第１の画素電極の端部を覆う
隔壁を形成し、少なくとも第１の画素電極と接するＥＬ層を形成し、少なくとも前記ＥＬ
層と接する第２の画素電極を形成するフレキシブル発光装置の作製方法である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の一態様により、結晶質半導体を用いたＴＦＴを備えた、画質の良好なフレキシ
ブル発光装置を提供できる。
【００１４】
　また、本発明の一態様により、結晶質半導体を用いたＴＦＴを備えた、画質の良好なフ
レキシブル発光装置の作製方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一態様のフレキシブル発光装置及びその作製方法を表す断面図。
【図２】本発明の一態様のフレキシブル発光装置及びその作製方法を表す断面図。
【図３】本発明の一態様のフレキシブル発光装置及びその作製方法を表す断面図。
【図４】本発明の一態様のフレキシブル発光装置及びその作製方法を表す断面図。
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【図５】本発明の一態様のフレキシブル発光装置及びその作製方法を表す上面図及び断面
図。
【図６】本発明の一態様の電子機器を表す図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。但し、本発明は多く
の異なる態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱すること
なくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従っ
て、本実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００１７】
（実施の形態１）
　図１に本発明の一態様のフレキシブル発光装置の作製方法の一例を示す。作製基板１０
０上に剥離層１０１、下地絶縁膜１０２、結晶性半導体層１０３、１０４、１０５、ゲー
ト絶縁膜１０６、ゲート電極１０７、１０８、１０９、パッシベーション膜１１０、層間
絶縁膜１１１を形成する（図１（Ａ）参照）。なお、パッシベーション膜１１０は設けな
くてもよい。作製基板１００はガラス基板やセラミック基板等、結晶性半導体層１０３乃
至１０５を作製する際の熱に耐えうる基板を用いる。なお、本明細書中において、結晶性
半導体層１０３乃至１０５とは、少なくとも４００℃以上の温度をかけて結晶化及び結晶
性の改善を行うことが必要な多結晶半導体や微結晶半導体が挙げられる。また、単結晶半
導体基板から所望の厚さの単結晶半導体膜を剥離して作製基板１００に接合することによ
って設けられる単結晶半導体層も本明細書中における結晶性半導体層に含めるものとする
。
【００１８】
　続いて、層間絶縁膜１１１、パッシベーション膜１１０、及びゲート絶縁膜１０６をエ
ッチングして、結晶性半導体層１０３、１０４、１０５に到達するコンタクトホールを形
成する。この後、レーザ光を照射することによって、少なくとも層間絶縁膜１１１、（パ
ッシベーション膜１１０）、ゲート絶縁膜１０６、下地絶縁膜１０２を貫通する貫通孔１
１２を形成する（図１（Ｂ）参照）。この際、作製基板１００に貫通孔１１２が達してい
ても良い。
【００１９】
　次に、配線１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃ、１１３ｄ、１１３ｅ及び図示しないその他
の配線を形成する（図１（Ｃ）参照）。配線１１３ａ乃至１１３ｅはコンタクトホールに
おいて結晶性半導体層１０３乃至１０５のいずれかに電気的に接続している。また、配線
１１３ｅは結晶性半導体層１０５に電気的に接続し、且つ貫通孔１１２において、少なく
とも剥離層１０１に達するように（に入り込むように）形成する。なお、配線１１３ｅは
作製基板１００にまで達して（入り込んで）いても良い。
【００２０】
　この後、配線１１３ａ乃至配線１１３ｅ及び層間絶縁膜１１１上に接着剤層１１４を形
成する。この接着剤層１１４によってフレキシブル基板１１５を接着する（図１（Ｄ）参
照）。
【００２１】
　続いて、下地絶縁膜１０２からフレキシブル基板１１５までの素子が形成された層を作
製基板１００から剥離することによって分離する。分離の方法はどのような方法を用いて
も良い。そして、当該分離によって露出した下地絶縁膜１０２と接し、且つ配線１１３ｅ
と電気的に接続するように第１の画素電極１１６を形成する（図１（Ｅ）参照）。
【００２２】
　第１の画素電極１１６形成後、第１の画素電極１１６の端部を覆うように隔壁１１７を
形成する。なお、配線１１３ｅが作製基板１００にまで達していた（に入り込む）ことな
どにより配線１１３ｅが凸形状をなしていた場合は、隔壁１１７の開口はその部分を避け
て形成されることが好ましい。隔壁１１７は絶縁物を用いて形成し、有機物でも、無機物
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でも良い。続いて、少なくとも第１の画素電極１１６に接するＥＬ層１１８を形成する。
さらに、ＥＬ層１１８に接する第２の画素電極１１９を形成することによって第１の画素
電極１１６、ＥＬ層１１８、第２の画素電極１１９からなる発光素子１２０を形成する。
この後、第２の画素電極１１９の表面に接着剤層１２１を形成する。接着剤層１２１によ
りフレキシブル基板１２２を接着することでフレキシブル発光装置を作製することができ
る（図１（Ｆ）参照）。なお、第２の画素電極１１９と、接着剤層１２１との間に窒化シ
リコンなどにより、膜封止層を設けても良い。また、接着剤層１２１及びフレキシブル基
板１２２の代わりに膜封止層のみを設けた構成や、フレキシブル基板として繊維体に有機
樹脂が含浸された構造体を用いる構成であっても良い。
【００２３】
　なお、第１の画素電極１１６は、流動性を有する導電体、例としては、ポリ（３，４－
エチレンジオキシチオフェン）／ポリ（スチレンスルホン酸）（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）、
ポリアニリン／ポリ（スチレンスルホン酸）（ＰＡｎｉ／ＰＳＳ）等の導電性ポリマーや
、銀ペーストなどの導電性ペーストを用いて形成しても良い。この場合、剥離層１０１と
下地絶縁膜１０２の境界で、作製基板１００と、下地絶縁膜１０２からフレキシブル基板
１１５までの素子が形成された層とを分離した後に、隔壁１１７を配線１１３ｅが露出す
るように形成する。その後、インクジェット法に代表される液滴吐出法などにより、隔壁
１１７の開口部に第１の画素電極１１６を形成する。第１の画素電極１１６を流動性を有
する導電体によって形成することで、配線１１３ｅが下地絶縁膜１０２から突出して形成
されていても、第１の画素電極１１６の表面を平坦化することができるため、好ましい構
成である。その後は図１（Ｆ）に示した様なフレキシブル発光装置を作製すればよい。
【００２４】
　また、ＥＬ層１１８は蒸着などの乾式で形成しても、インクジェット法などの湿式で形
成しても良い。
【００２５】
　図２に図１で示した作製方法と異なるフレキシブル発光装置の作製方法を示す。なお、
煩雑になることを防ぐため、図１と同様の工程については簡略化して説明する。また、材
料、とりうる構造、その他共通する事項については図１の対応する部分の説明を参照され
たい。
【００２６】
　まず、図１と同様に作製基板１００上に剥離層１０１、下地絶縁膜１０２、結晶性半導
体層１０３、１０４、１０５、ゲート絶縁膜１０６、ゲート電極１０７、１０８、１０９
、パッシベーション膜１１０、層間絶縁膜１１１を形成する（図２（Ａ）参照）。
【００２７】
　続いて、層間絶縁膜１１１、パッシベーション膜１１０、及びゲート絶縁膜１０６をエ
ッチングして、結晶性半導体層１０３、１０４、１０５に到達するコンタクトホールを形
成すると同時に、少なくとも層間絶縁膜１１１、（パッシベーション膜１１０）、ゲート
絶縁膜１０６、及び下地絶縁膜１０２を貫通する貫通孔１１２を形成する（図２（Ｂ）参
照）。下地絶縁膜１０２及びゲート絶縁膜１０６共に酸化シリコンで形成した場合は、コ
ンタクトホールが結晶性半導体層１０５に達した後も、そのままエッチングし続けること
によって下地絶縁膜１０２を貫通する貫通孔１１２を空けることができる。この場合、剥
離層１０１の材料として、当該エッチングにおける酸化シリコンのエッチング速度に対し
て充分にエッチング速度の遅い材料を用いることによって、貫通孔１１２を下地絶縁膜１
０２までに止めることができ、配線１１３ｅが下地絶縁膜１０２より突出することを防ぐ
ことができる。なお、貫通孔１１２はコンタクトホールと別に形成しても良い。
【００２８】
　次に、図１の工程と同様、配線１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃ、１１３ｄ、１１３ｅ及
び図示しないその他の配線を形成する（図２（Ｃ）参照）。
【００２９】
　また、配線１１３ｅにおいて、貫通孔１１２に形成される配線は、配線１１３ｅの結晶
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性半導体層１０５に達する配線とは別に形成しても良い。この際、剥離層１０１上に下地
絶縁膜１０２を形成する前に、剥離層１０１の表面をＯ２アッシングすることによって、
貫通孔１１２に配線が形成される際の当該配線と、剥離層１０１との密着性を低減させる
ことが好ましい。
【００３０】
　この後、配線１１３ａ乃至配線１１３ｅ及び層間絶縁膜１１１上に接着剤層１１４を形
成する。この接着剤層１１４によってフレキシブル基板１１５を接着する（図２（Ｄ）参
照）。
【００３１】
　続いて、下地絶縁膜１０２からフレキシブル基板１１５までの素子が形成された層を作
製基板１００から剥離することによって分離する。そして、当該分離によって露出した下
地絶縁膜１０２と接し、且つ配線１１３ｅと電気的に接続するように第１の画素電極１１
６を形成する（図２（Ｅ）参照）。
【００３２】
　第１の画素電極１１６を形成したら、第１の画素電極１１６の端部を覆うように隔壁１
１７を形成する。配線１１３ａ乃至１１３ｅと、貫通孔１１２に形成される配線とを同時
に形成する場合、配線１１３ｅが下地絶縁膜１０２より突出して形成されることを防止す
ることが容易である。配線１１３ｅが下地絶縁膜１０２より突出していない場合、隔壁１
１７の開口部は配線１１３ｅが形成されている部分を避けなくとも良く、レイアウトの自
由度や開口率の向上が見込める。続いて、貫通孔１１２に形成された配線と電気的に接続
するように第１の画素電極１１６を形成する。さらに、第１の画素電極１１６と接するＥ
Ｌ層１１８を形成する。次に、ＥＬ層１１８と接する第２の画素電極１１９を形成するこ
とによって、第１の画素電極１１６、ＥＬ層１１８、第２の画素電極１１９からなる発光
素子１２０を形成する。この後、第２の画素電極１１９の表面に接着剤層１２１を形成す
る。接着剤層１２１によりフレキシブル基板１２２を接着することでフレキシブル発光装
置を作製することができる（図２（Ｆ）参照）。
【００３３】
　図３に図１又は図２で示した作製方法と異なるフレキシブル発光装置の作製方法を示す
。なお、煩雑になることを防ぐため、図１又は図２と同様の工程については簡略化して説
明する。また、材料、とりうる構造、その他共通する事項については図１又は図２の対応
する部分の説明を参照されたい。
【００３４】
　まず、作製基板１００上に剥離層１０１を形成する。その上に第１の絶縁膜３００、第
２の絶縁膜３０１、結晶性半導体層１０３、１０４、１０５、ゲート絶縁膜１０６、ゲー
ト電極１０７、１０８、１０９、パッシベーション膜１１０、層間絶縁膜１１１を形成す
る（図３（Ａ）参照）。なお、第１の絶縁膜３００は後に発光素子の隔壁として用いられ
る。なお、後に結晶性半導体層作製のために加熱処理をおこなうことを勘案すると、第１
の絶縁膜３００は無機絶縁膜であることが好ましい。また、第２の絶縁膜３０１はゲート
絶縁膜１０６と異なる材料で形成するが、特に設けなくとも良い。また、第２の絶縁膜３
０１（第２の絶縁膜３０１を設けない場合は第１の絶縁膜３００）と結晶性半導体層１０
３乃至１０５の間に下地絶縁膜を設けても良い。
【００３５】
　続いて、層間絶縁膜１１１、パッシベーション膜１１０、及びゲート絶縁膜１０６をエ
ッチングして、結晶性半導体層１０３、１０４、１０５に到達するコンタクトホールを形
成すると同時に、少なくとも層間絶縁膜１１１、パッシベーション膜１１０、及びゲート
絶縁膜１０６を貫通する貫通孔１１２を形成する（図３（Ｂ）参照）。第２の絶縁膜３０
１を形成する際は、当該エッチングにおいて、ゲート絶縁膜１０６の材料より充分にエッ
チング速度が遅い材料を用いて形成する。これにより、第２の絶縁膜３０１が貫通孔１１
２を形成する際のエッチングのエッチングストッパーとして働き、貫通孔１１２が第１の
絶縁膜３００にまで達する（に入り込む）ことを防止できる。そのため、配線１１３ｅが
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後に形成される隔壁開口部において突出することを防ぐことができる。なお、第２の絶縁
膜３０１を設けない場合は、第１の絶縁膜３００の材料をゲート絶縁膜１０６の材料より
充分にエッチング速度が遅い材料にするか、エッチングを行う時間を調節することによっ
ても貫通孔１１２の深さを制御することができる。
【００３６】
　次に、図１又は図２の工程と同様、配線１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃ、１１３ｄ、１
１３ｅ及び図示しないその他の配線を形成する（図３（Ｃ）参照）。
【００３７】
　この後、配線１１３ａ乃至配線１１３ｅ及び層間絶縁膜１１１上に接着剤層１１４を形
成する。この接着剤層１１４によってフレキシブル基板１１５を接着し、剥離層１０１と
第１の絶縁膜３００の間で、作製基板１００と、第１の絶縁膜３００からフレキシブル基
板１１５までの素子が形成された層とを分離する（図３（Ｄ）参照）。
【００３８】
　続いて、第１の絶縁膜３００及び第２の絶縁膜３０１（第２の絶縁膜３０１を設けない
場合は第１の絶縁膜３００のみ）を、配線１１３ｅが露出するようにエッチングして、開
口部３０２を形成し、後に形成される発光素子の隔壁とする（図３（Ｅ）参照）。
【００３９】
　隔壁を形成したら、第１の画素電極１１６を流動性を有する導電体によって形成する。
流動性を有する導電体の例としては、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）／ポ
リ（スチレンスルホン酸）（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）、ポリアニリン／ポリ（スチレンスル
ホン酸）（ＰＡｎｉ／ＰＳＳ）等の導電性ポリマーや、銀ペーストなどの導電性ペースト
などを挙げることができる。続いて、少なくとも第１の画素電極１１６を覆ってＥＬ層１
１８を形成する。ＥＬ層１１８は蒸着などの乾式で形成しても、インクジェット法などの
湿式で形成しても良い。図３ではインクジェット法などの液滴吐出法を用いてＥＬ層１１
８を形成した例を示した。次に、第２の画素電極１１９を形成することによって第１の画
素電極１１６、ＥＬ層１１８、及び第２の画素電極１１９からなる発光素子１２０を形成
する。この後、第２の画素電極１１９の表面に接着剤層１２１を形成する。接着剤層１２
１によりフレキシブル基板１２２を接着することでフレキシブル発光装置を作製すること
ができる（図３（Ｆ）参照）。
【００４０】
　図４に図１乃至図３で示した作製方法と異なるフレキシブル発光装置の作製方法を示す
。なお、煩雑になることを防ぐため、図１乃至図３と同様の工程については簡略化して説
明する。また、材料、とりうる構造、その他共通する事項については図１乃至図３の対応
する部分の説明を参照されたい。
【００４１】
　まず、作製基板１００上に剥離層１０１、下地絶縁膜１０２、結晶性半導体層１０３、
１０４、１０５、ゲート絶縁膜１０６、ゲート電極１０７、１０８、１０９、パッシベー
ション膜１１０、層間絶縁膜１１１を形成する。続いて、層間絶縁膜１１１、パッシベー
ション膜１１０、及びゲート絶縁膜１０６をエッチングして、結晶性半導体層１０３乃至
１０５に到達するコンタクトホールを形成する。次に、図１の工程と同様、配線１１３ａ
、１１３ｂ、１１３ｃ、１１３ｄ、１１３ｅ及び図示しないその他の配線を形成する（図
４（Ａ）参照）。なお、図３で説明したように、下地絶縁膜１０２と剥離層１０１の間、
若しくは下地絶縁膜１０２の代わりに、第１の絶縁膜３００、第２の絶縁膜３０１を形成
しても良い。この際、第２の絶縁膜３０１は形成しなくとも良い。また、後に発光素子の
第１の画素電極１１６と電気的に接続する配線１１３ｅは、層間絶縁膜１１１上において
、第１の画素電極１１６が形成される領域まで延在するように形成する。
【００４２】
　この後、配線１１３ａ乃至配線１１３ｅ及び層間絶縁膜１１１を覆って接着剤層１１４
を形成する。この接着剤層１１４によってフレキシブル基板１１５を接着する（図４（Ｂ
）参照）。
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【００４３】
　続いて、剥離層１０１と下地絶縁膜１０２の間で、作製基板１００と、下地絶縁膜１０
２からフレキシブル基板１１５までの素子が形成された層とを分離し、結晶性半導体層を
用いたＴＦＴが形成されたフレキシブル基板を得る（図４（Ｃ）参照）。
【００４４】
　次に、結晶性半導体層を用いたＴＦＴが形成されたフレキシブル基板にレーザ光を照射
することによって、結晶性半導体層を用いたＴＦＴが形成されたフレキシブル基板を貫通
する貫通孔１１２を形成する。貫通孔１１２は、配線１１３ｅと、発光素子の第１の画素
電極１１６とを電気的に接続させるために形成される（図４（Ｄ）参照）。
【００４５】
　この後、貫通孔１１２に配線１１３ｅと電気的に接続する配線４００を形成する（図４
（Ｅ）参照）。配線４００はスパッタ法などで、導電膜を形成し、エッチングすることで
形成することができるが、銀ペーストに代表される導電性ペーストを貫通孔１１２に流し
込むことによって作製しても良い。図４（Ｅ）では、下地絶縁膜１０２側から銀ペースト
を貫通孔１１２に流し込んで配線４００を作製する図を示した。
【００４６】
　そして、下地絶縁膜１０２に配線４００と電気的に接続するように第１の画素電極１１
６を形成する。第１の画素電極１１６を形成したら、第１の画素電極１１６の端部を覆う
ように隔壁１１７を形成する。なお、配線４００が凸形状をなしていた場合は、隔壁１１
７の開口はその部分を避けて形成されることが好ましい。続いて、少なくとも第１の画素
電極１１６が露出している部分を覆ってＥＬ層１１８を形成する。次に第２の画素電極１
１９を形成することによって第１の画素電極１１６、ＥＬ層１１８、及び第２の画素電極
１１９からなる発光素子１２０を形成する。この後、第２の画素電極１１９の表面に接着
剤層１２１を形成する。接着剤層１２１によりフレキシブル基板１２２を接着することで
フレキシブル発光装置を作製することができる（図４（Ｆ）参照）。
【００４７】
　なお、下地絶縁膜１０２の代わりに、剥離層１０１と結晶性半導体層１０３乃至１０５
の間に隔壁となる第１の絶縁膜３００、第２の絶縁膜３０１を形成した場合は、隔壁の開
口を形成した後に配線４００を形成すればよい。
【００４８】
　このように作製されるフレキシブル発光装置は、フレキシブル基板より耐熱性の高いガ
ラス基板などの作製基板上にまず結晶性半導体層を形成してから、フレキシブル基板に転
置されることによって、結晶性半導体層を用いたＴＦＴを備えながら、フレキシブルな発
光装置とすることができる。そのため、フレキシブル発光装置は画質の良い発光装置とす
ることができる。
【００４９】
　また、作製基板上にＴＦＴを介して発光素子を形成する場合、当該発光素子をＴＦＴ上
に設けられた層間絶縁膜上に転置するのは現状困難である。そのため、作製基板上にＴＦ
Ｔを介して発光素子を形成する場合には以下に示すような工程を必要とする。まず、層間
絶縁膜上に第１の画素電極を形成する。次いで、第１の画素電極の表面を保持基板と接着
する。次いで、下地絶縁膜から第１の画素電極までの層を作製基板から剥離することによ
って分離する。次いで、当該分離によって露出した下地絶縁膜にフレキシブル基板を接着
する。次いで、保持基板を第１の画素電極から剥離することによって分離する。次いで、
第１の画素電極に接するＥＬ層及び該ＥＬ層に接する第２の画素電極を形成する。このよ
うな方法で作製されるフレキシブル発光装置は、作製工程が煩雑であり且つ工程数が多い
。しかし、本実施の形態の作製方法で作製したフレキシブル発光装置は、第１の画素電極
及び第２の画素電極を作製基板から分離することによって露出した下地絶縁膜側に設けら
れる。そのため、基板を貼る又は剥がす操作を削減することができ、工程の短縮や歩留ま
りの向上を図ることができる。
【００５０】
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　また、下地絶縁膜より先に作製基板に第１の画素電極を形成する場合、結晶性半導体層
を形成する際に行う熱処理によって第１の画素電極が変化してしまう可能性がある。具体
的な例としては、非晶質状態の第１の画素電極が当該加熱処理により結晶化するなどであ
る。また、同様の理由により第１の画素電極を設けることによって形成された段差を平坦
化するために有機樹脂を用いることも困難である。一方、本実施の形態のように、フレキ
シブル基板に転置した後、第１の画素電極を作製することによって、これらの不都合を回
避することが可能である。なお、このように作製されたフレキシブル発光装置は、第１の
画素電極が下地絶縁膜のＴＦＴが形成されている面の裏面に対して凸形状をなすように形
成されていることを特徴とする。
【００５１】
　続いて、本実施の形態で説明して来たフレキシブル発光装置及びその作製方法について
詳しく説明する。
【００５２】
　作製基板１００としては、ガラス基板、石英基板、サファイア基板、セラミック基板、
表面に絶縁層が形成された金属基板などを用いることができる。フレキシブル発光装置の
作製工程において、その行う工程に合わせて作製基板１００を適宜選択することができる
。作製基板１００として、通常のディスプレイ作製に用いられるような可撓性の小さい基
板を用いていることから、高精細に画素ＴＦＴやカラーフィルタを設けることができる。
【００５３】
　剥離層１０１は、スパッタ法やプラズマＣＶＤ法、塗布法、印刷法等により、タングス
テン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、ニオブ（Ｎｂ）
、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、亜鉛（Ｚｎ）、ルテニ
ウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、オスミウム（Ｏｓ）、イリジウ
ム（Ｉｒ）、シリコン（Ｓｉ）から選択された元素、これらの元素を主成分とする合金材
料、又はこれらの元素を主成分とする化合物材料からなる層の単層構造又は積層構造によ
り形成する。シリコンを含む層の結晶構造は、非晶質、微結晶、多結晶のいずれの場合で
もよい。なお、ここでは、塗布法は、スピンコーティング法、液滴吐出法、ディスペンス
法、ノズルプリンティング法、スロットダイコーティング法を含む。
【００５４】
　剥離層１０１が単層構造の場合、好ましくは、タングステン層、モリブデン層、タング
ステンとモリブデンの混合物を含む層、タングステンの酸化物若しくは酸化窒化物を含む
層、モリブデンの酸化物若しくは酸化窒化物を含む層、又はタングステンとモリブデンの
混合物の酸化物若しくは酸化窒化物を含む層を形成する。なお、タングステンとモリブデ
ンの混合物とは、例えば、タングステンとモリブデンの合金に相当する。
【００５５】
　剥離層１０１が積層構造の場合、好ましくは、１層目としてタングステン層、モリブデ
ン層、又はタングステンとモリブデンの混合物を含む層を形成し、２層目として、タング
ステンの酸化物、窒化物、酸化窒化物、若しくは窒化酸化物を含む層、モリブデンの酸化
物、窒化物、酸化窒化物、若しくは窒化酸化物を含む層、又はタングステンとモリブデン
の混合物の酸化物、窒化物、酸化窒化物、若しくは窒化酸化物を含む層を形成する。
【００５６】
　剥離層１０１として、タングステンを含む層とタングステンの酸化物を含む層の積層構
造を形成する場合、タングステンを含む層を形成し、その上層に酸化物で形成される絶縁
層（例えば、酸化シリコン層）を形成することで、タングステン層と絶縁層との界面に、
タングステンの酸化物を含む層が形成されることを活用してもよい。さらには、タングス
テンを含む層の表面を、熱酸化処理、酸素プラズマ処理、オゾン水等の酸化力の強い溶液
での処理等を行ってタングステンの酸化物を含む層を形成してもよい。また、プラズマ処
理や加熱処理は、酸素、窒素、一酸化二窒素、又はこれらのガスとその他のガスとの混合
気体雰囲気下で行ってもよい。これは、タングステンの窒化物、酸化窒化物、及び窒化酸
化物を含む層を形成する場合も同様であり、タングステンを含む層を形成後、その上層に
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窒化物、酸化窒化物、又は窒化酸化物で形成される絶縁層（例えば、窒化シリコン層、酸
化窒化シリコン層、窒化酸化シリコン層）を形成するとよい。
【００５７】
　下地絶縁膜１０２は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、又は窒化酸化
シリコンなどの無機絶縁膜を用い、単層又は複数層にて作製することができる。
【００５８】
　結晶性半導体層１０３乃至１０５は、シランやゲルマンに代表される半導体材料ガスを
用いて気相成長法やスパッタ法で作製される非晶質半導体を光エネルギーや熱エネルギー
を利用して結晶化させることにより作製された多結晶半導体層、微結晶（セミアモルファ
ス若しくはマイクロクリスタルとも呼ばれる。以下「ＳＡＳ」ともいう。）半導体層、又
は単結晶半導体基板から所望の厚さの単結晶半導体膜を剥離して作製基板に接合すること
によって設けられる単結晶半導体層などを用いて形成する。これら結晶性半導体層を用い
たＴＦＴは移動度が高く、当該ＴＦＴを用いて作製された発光装置は高品質な画像を表示
することが可能である。
【００５９】
　なお、微結晶半導体は、ギブスの自由エネルギーを考慮すれば非晶質と単結晶の中間的
な準安定状態に属するものである。すなわち、自由エネルギー的に安定な第３の状態を有
する半導体であって、短距離秩序を持ち格子歪みを有する。柱状または針状結晶が基板表
面に対して法線方向に成長している。微結晶半導体の代表例である微結晶シリコンは、そ
のラマンスペクトルが単結晶シリコンを示す５２０ｃｍ－１よりも低波数側に、シフトし
ている。即ち、単結晶シリコンを示す５２０ｃｍ－１とアモルファスシリコンを示す４８
０ｃｍ－１の間に微結晶シリコンのラマンスペクトルのピークがある。また、未結合手（
ダングリングボンド）を終端するため水素またはハロゲンを少なくとも１原子％またはそ
れ以上含ませている。さらに、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンなどの希ガス元
素を含ませて格子歪みをさらに助長させることで、安定性が増し良好な微結晶半導体膜が
得られる。
【００６０】
　この微結晶半導体膜は、周波数が数十ＭＨｚ～数百ＭＨｚの高周波プラズマＣＶＤ法、
または周波数が１ＧＨｚ以上のマイクロ波プラズマＣＶＤ法により形成することができる
。代表的には、ＳｉＨ４、Ｓｉ２Ｈ６、ＳｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ３、ＳｉＣｌ４、Ｓ
ｉＦ４などの水素化シリコンを水素で希釈して形成することができる。また、水素化シリ
コン及び水素に加え、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンから選ばれた一種または
複数種の希ガス元素で希釈して微結晶半導体膜を形成することができる。このときの水素
化シリコンに対して水素の流量比を５倍以上２００倍以下、好ましくは５０倍以上１５０
倍以下、更に好ましくは１００倍とする。
【００６１】
　結晶性半導体としては代表的にはポリシリコン（多結晶シリコン）などがあげられる。
なお、ポリシリコンには、８００℃以上のプロセス温度を経て形成されるポリシリコンを
主材料として用いた所謂高温ポリシリコン、６００℃以下のプロセス温度で形成されるポ
リシリコンを主材料として用いた所謂低温ポリシリコン、及び結晶化を促進する元素など
を用いて、非晶質シリコンを結晶化させたポリシリコンなどが含まれる。もちろん、前述
したように、微結晶半導体又は半導体層の一部に結晶相を含む半導体を用いることもでき
る。
【００６２】
　また、半導体の材料としてはシリコン（Ｓｉ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）などの単体のほ
かＧａＡｓ、ＩｎＰ、ＳｉＣ、ＺｎＳｅ、ＧａＮ、ＳｉＧｅなどのような化合物半導体も
用いることができる。また、酸化物半導体である酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ

２）、酸化マグネシウム亜鉛、酸化ガリウム、インジウム酸化物、及び上記酸化物半導体
の複数より構成される酸化物半導体などを用いることができる。例えば、酸化亜鉛と、イ
ンジウム酸化物と、酸化ガリウムとから構成される酸化物半導体なども用いることができ
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る。また、酸化亜鉛にインジウム又はガリウム等が添加された酸化物半導体を用いること
ができる。なお、酸化亜鉛を半導体層に用いる場合、ゲート絶縁層をＹ２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ

３、ＴｉＯ２、それらの積層などを用いるとよく、ゲート電極層、ソース電極層、ドレイ
ン電極層としては、ＩＴＯ、Ａｕ、Ｔｉなどを用いるとよい。なお、半導体膜に可視光を
透過する酸化物半導体膜を利用した透明トランジスタを画素部のトランジスタに適用する
こともできる。このような透明トランジスタに発光素子を重ねて形成すると、画素に占め
る発光素子の面積率、いわゆる開口率を高めることができ、高輝度で高解像度のフレキシ
ブルな表示装置を形成できる。また、透明トランジスタのゲート電極、ソース電極、又は
ドレイン電極を可視光を透過する導電膜を用いて形成すると、さらに開口率を高めること
ができる。
【００６３】
　半導体層に、多結晶半導体層を用いる場合、その作製方法には、様々な方法（レーザ結
晶化法、熱結晶化法、または結晶化を助長する元素を非晶質半導体層に添加して熱結晶化
する方法等）がある。結晶化を助長する元素を導入せず、レーザ光を照射することで結晶
化する場合は、非晶質シリコン膜にレーザ光を照射する前に、窒素雰囲気下５００℃で１
時間加熱することによって非晶質シリコン膜の含有水素濃度を１×１０２０ａｔｏｍｓ／
ｃｍ３以下にまで低下させる。これは水素を多く含んだ非晶質シリコン膜にレーザ光を照
射すると非晶質シリコン膜が破壊されてしまうからである。また、微結晶半導体にレーザ
光を照射して結晶化し、結晶性を高めることもできる。
【００６４】
　結晶化を助長する元素を導入する場合、非晶質半導体層への金属元素の導入方法として
は、当該金属元素を非晶質半導体層の表面又はその内部に存在させ得る手法であれば特に
限定はない。例えば、スパッタ法、ＣＶＤ法、プラズマ処理法（プラズマＣＶＤ法も含む
）、吸着法、又は金属塩の溶液を塗布する方法などを使用することができる。このうち溶
液を用いる方法は簡便であり、金属元素の濃度調整が容易であるという点で有用である。
また、このとき非晶質半導体層の表面の濡れ性を改善し、非晶質半導体層の表面全体に水
溶液を行き渡らせるため、酸素雰囲気下でのＵＶ光の照射処理、熱酸化処理、又はヒドロ
キシラジカルを含むオゾン水若しくは過酸化水素による処理等により、酸化膜を形成する
ことが望ましい。結晶化は、上述のように非晶質半導体層に結晶化を促進する元素を添加
した後、熱処理（５５０℃～７５０℃で３分～２４時間）により行えばよい。なお、結晶
化を助長（促進）する元素としては、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）
、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、オスミウム（Ｏｓ）、
イリジウム（Ｉｒ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、及び金（Ａｕ）から選ばれた一種又は
複数種類を用いることができる。このような方法で結晶化を行った場合、結晶化を助長す
る元素を結晶性半導体層から除去又は低減するため、結晶性半導体層に接して、不純物元
素を含む前記半導体層を形成し、ゲッタリングを行っても良い。不純物元素としては、ｎ
型を付与する不純物元素、ｐ型を付与する不純物元素や希ガス元素などを用いることがで
き、例えばリン（Ｐ）、窒素（Ｎ）、ヒ素（Ａｓ）、アンチモン（Ｓｂ）、ビスマス（Ｂ
ｉ）、ボロン（Ｂ）、ヘリウム（Ｈｅ）、ネオン（Ｎｅ）、アルゴン（Ａｒ）、クリプト
ン（Ｋｒ）、キセノン（Ｘｅ）から選ばれた一種又は複数種を用いることができる。ゲッ
タリングは結晶化を促進する元素を含む結晶性半導体層に、上記不純物元素を含む半導体
層を形成し、熱処理（５５０℃～７５０℃で３分～２４時間）することによって行うこと
ができる。結晶性半導体層中に含まれる結晶化を促進する元素は、不純物元素を含む半導
体層中に移動し、結晶性半導体層中の結晶化を促進する元素は除去又は低減される。その
後、ゲッタリングシンクとなった不純物元素を含む半導体層を除去する。
【００６５】
　また、非晶質半導体層の結晶化は、熱処理とレーザ光照射による結晶化を組み合わせて
もよく、熱処理やレーザ光照射を単独で、複数回行っても良い。
【００６６】
　結晶性半導体層として単結晶半導体を用いる場合、単結晶半導体基板を分割することで
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形成することができ、いわゆるＳＯＩ構造と呼ばれるものがこれにあたる。単結晶半導体
基板には、市販の半導体基板を用いることができる。例えば、単結晶シリコン基板、単結
晶ゲルマニウム基板、単結晶シリコンゲルマニウム基板等、第１４族元素でなる単結晶半
導体基板を挙げることができる。ＳＯＩ構造を作製する方法としては、水素イオン注入剥
離法などがあげられ、耐熱性の高い基板を用いた場合にはこの方法を適用して作製するこ
とができる。また、ガラス基板など比較的耐熱性の低い基板でＳＯＩ構造を作製する場合
には、単結晶基板上に平坦性の高い（具体的には、表面の平均面粗さ（Ｒａ）が０．５ｎ
ｍ以下、自乗平均粗さ（Ｒｍｓ）が０．６ｎｍ以下）酸化シリコン（ＳｉＯｘ）膜又は酸
化窒化シリコン（ＳｉＯｘＮｙ（ｘ＞ｙ））膜を設け、イオンビームにより単結晶基板の
所望の領域に損傷領域を形成した後、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）膜、窒化酸化シリコン（
ＳｉＮｘＯｙ（ｘ＞ｙ））膜、又は酸化窒化シリコン（ＳｉＯｘＮｙ（ｘ＞ｙ））膜が形
成された作製基板と貼り合わせ、２００℃乃至４００℃の温度をかけて接合し、６００℃
乃至７００℃程度の基板の歪み点を超えない温度で加熱処理することによって、単結晶半
導体膜を単結晶半導体基板から分離することでＳＯＩ構造を作製することができる。
【００６７】
　ゲート絶縁膜１０６、ゲート電極１０７乃至１０９は公知の構造、方法により作製すれ
ば良い。例えば、ゲート絶縁膜１０６は、酸化シリコンの単層、又は酸化シリコンと、窒
化シリコンとの積層構造など、公知の構造で作製すればよい。また、ゲート電極１０７乃
至１０９は、ＣＶＤ法、スパッタ法、又は液滴吐出法などを用い、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ、Ｎ
ｉ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｈ、Ｗ、Ａｌ、Ｔａ、Ｍｏ、Ｃｄ、Ｚｎ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｓｉ、
Ｇｅ、Ｚｒ、Ｂａから選ばれた元素、又はこれらの元素のいずれかを主成分とする合金材
料もしくは化合物材料で形成すればよい。また、リン等の不純物元素をドーピングした多
結晶シリコン膜に代表される半導体膜や、ＡｇＰｄＣｕ合金を用いてもよい。また、単層
構造でも複数層の構造でもよい。
【００６８】
　なお、図面においては、トップゲート構造のトランジスタの一例を示したが、もちろん
その他、ボトムゲート構造や公知の他の構造のトランジスタを用いても構わない。
【００６９】
　パッシベーション膜１１０は設けても設けなくとも良いが、設ける場合は、窒化シリコ
ン膜、又は酸化シリコン膜等を用いて形成することができる。
【００７０】
　層間絶縁膜１１１は、アクリル、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、ベンゾ
シクロブテン等の有機絶縁材料や、シロキサン樹脂等のシロキサン材料、酸化シリコンや
窒化シリコン等の無機絶縁材料を用いて形成する。なお、シロキサン材料とは、Ｓｉ－Ｏ
－Ｓｉ結合を含む材料に相当する。シロキサンは、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結
合で骨格構造が構成される。置換基として、少なくとも水素を含む有機基（例えばアルキ
ル基、芳香族炭化水素）が用いられる。置換基として、フルオロ基を用いることもできる
。または置換基として、少なくとも水素を含む有機基と、フルオロ基とを用いてもよい。
【００７１】
　コンタクトホールのエッチングは、どのように行っても構わないが、ドライエッチング
で行うことが好ましい。この場合、結晶性半導体層よりゲート絶縁膜などに用いられる材
料のエッチング速度が充分に速いガスを使ってエッチングを行う。代表的にはＣＨＦ３と
Ｈｅの混合ガスを用いることができる。エッチングによって貫通孔１１２を形成する場合
、ゲート絶縁膜と同様の材料で下地絶縁膜１０２を形成した場合は、コンタクトホールが
結晶性半導体層に達した後も、オーバーエッチングを行うことによって下地絶縁膜１０２
に貫通孔１１２を形成することができる。
【００７２】
　貫通孔１１２をレーザにより形成する場合、光学系により所望の大きさに照射スポット
の大きさを調節したレーザ光を照射することによって行う。レーザビームの発振器として
は、例えば、Ａｒレーザ、Ｋｒレーザ、ＣＯ２レーザ、ＹＡＧレーザ、ＹＶＯ４レーザ、



(14) JP 5216716 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

ＹＬＦレーザ、ＹＡｌＯ３レーザ、ＧｄＶＯ４レーザ、Ｙ２Ｏ３レーザ、ルビーレーザ、
アレキサンドライトレーザ、Ｔｉ：サファイアレーザ、またはヘリウムカドミウムレーザ
等の連続発振レーザ、エキシマ（ＡｒＦ、ＫｒＦ、ＸｅＣｌ）レーザ、ＣＯ２レーザ、Ｙ
ＡＧレーザ、ＹＶＯ４レーザ、ＹＬＦレーザ、ＹＡｌＯ３レーザ、ＧｄＶＯ４レーザ、Ｙ

２Ｏ３レーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライトレーザ、Ｔｉ：サファイアレーザ、銅
蒸気レーザ、または金蒸気レーザ等のパルス発振または連続発振レーザを用いることがで
きる。
【００７３】
　接着剤層１１４、１２１としては、反応硬化型接着剤、熱硬化型接着剤、紫外線硬化型
接着剤など光硬化型の接着剤や嫌気型接着剤など各種硬化型接着剤を用いることができる
。
【００７４】
　フレキシブル基板１１５、１２２としては、可撓性を有する各種基板や有機樹脂のフィ
ルムなどを用いることができる。可撓性基板（フレキシブル基板ともいう）としては、Ｐ
ＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）、ＰＥＳ（
ポリエーテルスルホン）、ポリプロピレン、ポリプロピレンサルファイド、ポリカーボネ
ート、ポリエーテルイミド、ポリフェニレンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、
ポリサルフォン、ポリフタールアミド等からなる基板、ポリプロピレン、ポリエステル、
ビニル、ポリフッ化ビニル、塩化ビニルなどからなるフィルム、繊維質な材料からなる紙
、基材フィルム（ポリエステル、ポリアミド、無機蒸着フィルム、紙類等）と、接着性合
成樹脂フィルム（アクリル系合成樹脂、エポキシ系合成樹脂等）との積層フィルムなどを
用いることができる。また、フレキシブル基板としては繊維体と有機樹脂からなる構造体
を用いても良い。
【００７５】
　フレキシブル基板１１５として繊維体と有機樹脂からなる構造体を用いると、発光装置
の点圧、線圧による破損に対する信頼性が向上するため、好ましい構成である。繊維体と
有機樹脂からなる構造体の代表例としては、ポリビニルアルコール系繊維、ポリエステル
系繊維、ポリアミド系繊維、ポリエチレン系繊維、アラミド系繊維、ポリパラフェニレン
ベンゾビスオキサゾール繊維、ガラス繊維、または炭素繊維等の繊維体に、エポキシ樹脂
、不飽和ポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂、フッ素樹脂等のマトリックス樹脂を有機溶
剤で希釈したワニスを含浸させた後、乾燥して有機溶剤を揮発させてマトリックス樹脂を
半硬化させたものである。その後、マトリックス樹脂に見合った温度で焼成することによ
って、ＴＦＴ及び発光素子のフレキシブルな支持体（フレキシブル基板）として用いるこ
とができるようになる。
【００７６】
　作製基板１００からの剥離は、フレキシブル基板１１５を接着した後、剥離層１０１に
物理的、化学的なきっかけを形成し、物理的に引き剥がすことによって行うことができる
。本実施の形態ではこのような方法によって剥離を行う方法について主に説明したが、そ
の他の方法としては、作製基板と半導体素子層の間に剥離層を形成し、剥離層と半導体素
子層の間に金属酸化膜を設け、当該金属酸化膜を結晶化により脆弱化して、当該半導体素
子層を剥離する方法、耐熱性の高い作製基板と半導体素子層の間に水素を含む非晶質シリ
コン膜を設け、レーザ光の照射またはエッチングにより当該非晶質シリコン膜を除去する
ことで、当該半導体素子層を剥離する方法、作製基板と半導体素子層の間に剥離層を形成
し、剥離層と半導体素子層の間に金属酸化膜を設け、当該金属酸化膜を結晶化により脆弱
化し、剥離層の一部を溶液やＮＦ３、ＢｒＦ３、ＣｌＦ３等のフッ化ハロゲンガスにより
エッチングで除去した後、脆弱化された金属酸化膜において剥離する方法、又は半導体素
子層が形成された作製基板を機械的に削除若しくは溶液やＮＦ３、ＢｒＦ３、ＣｌＦ３等
のフッ化ハロゲンガスによるエッチングで除去する方法等を適宜用いることができる。ま
た、剥離層として窒素、酸素、又は水素等を含む膜（例えば、水素を含む非晶質シリコン
膜、水素含有合金膜、酸素含有合金膜など）を用い、剥離層にレーザ光を照射して剥離層
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内に含有する窒素、酸素、又は水素をガスとして放出させ半導体素子層と、作製基板との
剥離を促進する方法を用いてもよい。また、剥離層と半導体素子層との界面に液体を浸透
させて作製基板から半導体素子層を剥離してもよい。また、上記剥離方法を組み合わせる
こともできる。
【００７７】
　第１の画素電極１１６、第２の画素電極１１９は、一方が陽極、もう一方が陰極として
機能する。
【００７８】
　陽極を構成する材料としては、仕事関数の大きい（具体的には４．０ｅＶ以上）金属、
合金、導電性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが好ましい。具体的には、
例えば、酸化インジウム－酸化スズ（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、シ
リコン若しくは酸化シリコンを含有した酸化インジウム－酸化スズ、酸化インジウム－酸
化亜鉛（ＩＺＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、酸化タングステン及び酸化亜
鉛を含有した酸化インジウム（ＩＷＺＯ）等が挙げられる。これらの導電性金属酸化物膜
は、通常スパッタ法により成膜されるが、ゾル－ゲル法などを応用して作製しても構わな
い。例えば、酸化インジウム－酸化亜鉛（ＩＺＯ）は、酸化インジウムに対し１～２０ｗ
ｔ％の酸化亜鉛を加えたターゲットを用いたスパッタ法により形成することができる。ま
た、酸化タングステン及び酸化亜鉛を含有した酸化インジウム（ＩＷＺＯ）は、酸化イン
ジウムに対し酸化タングステンを０．５～５ｗｔ％、酸化亜鉛を０．１～１ｗｔ％含有し
たターゲットを用いたスパッタ法により形成することができる。この他、金（Ａｕ）、白
金（Ｐｔ）、ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍ
ｏ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、または金属材
料の窒化物（例えば、窒化チタン）等が挙げられる。
【００７９】
　陰極を構成する材料としては、仕事関数の小さい（具体的には３．８ｅＶ以下）金属、
合金、電気伝導性化合物、およびこれらの混合物などを用いることができる。このような
陰極材料の具体例としては、元素周期表の第１族または第２族に属する元素、すなわちリ
チウム（Ｌｉ）やセシウム（Ｃｓ）等のアルカリ金属、マグネシウム（Ｍｇ）、カルシウ
ム（Ｃａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）等のアルカリ土類金属、およびこれらを含む合金（
ＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ）、並びにユウロピウム（Ｅｕ）、イッテルビウム（Ｙｂ）等の希土
類金属およびこれらを含む合金等が挙げられる。しかしながら、陰極と電子輸送層との間
に、電子注入層を設けることにより、仕事関数の大小に関わらず、Ａｌ、Ａｇ、ＩＴＯ、
又はシリコン若しくは酸化シリコンを含有した酸化インジウム－酸化スズ等様々な導電性
材料を陰極として用いることができる。これら導電性材料は、スパッタ法、インクジェッ
ト法、又はスピンコート法等を用いて成膜することが可能である。なお、発光素子１２０
の光を取り出すために、第１の画素電極、第２の画素電極の少なくとも一方は発光素子１
２０の発する光に対して透明、もしくは吸収や反射の少ないものであることが好ましい。
【００８０】
　なお、隔壁を形成してから第１の画素電極を形成する場合には、第１の画素電極として
流動性を有する導電性物質を用いる。代表的には、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオ
フェン）／ポリ（スチレンスルホン酸）（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）、ポリアニリン／ポリ（
スチレンスルホン酸）（ＰＡｎｉ／ＰＳＳ）等の導電性高分子を含む組成物や、銀ペース
トなどの導電性ペーストが挙げられる。
【００８１】
　導電性高分子としては、いわゆるπ電子共役系導電性高分子が用いることができる。例
えば、ポリアニリン及びまたはその誘導体、ポリピロール及びまたはその誘導体、ポリチ
オフェン及びまたはその誘導体、これらの２種以上の共重合体などがあげられる。
【００８２】
　共役導電性高分子の具体例としては、ポリピロ－ル、ポリ（３－メチルピロ－ル）、ポ
リ（３－ブチルピロ－ル）、ポリ（３－オクチルピロ－ル）、ポリ（３－デシルピロ－ル
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）、ポリ（３，４－ジメチルピロ－ル）、ポリ（３，４－ジブチルピロ－ル）、ポリ（３
－ヒドロキシピロ－ル）、ポリ（３－メチル－４－ヒドロキシピロ－ル）、ポリ（３－メ
トキシピロ－ル）、ポリ（３－エトキシピロ－ル）、ポリ（３－オクトキシピロ－ル）、
ポリ（３－カルボキシルピロ－ル）、ポリ（３－メチル－４－カルボキシルピロ－ル）、
ポリＮ－メチルピロール、ポリチオフェン、ポリ（３－メチルチオフェン）、ポリ（３－
ブチルチオフェン）、ポリ（３－オクチルチオフェン）、ポリ（３－デシルチオフェン）
、ポリ（３－ドデシルチオフェン）、ポリ（３－メトキシチオフェン）、ポリ（３－エト
キシチオフェン）、ポリ（３－オクトキシチオフェン）、ポリ（３－カルボキシルチオフ
ェン）、ポリ（３－メチル－４－カルボキシルチオフェン）、ポリ（３，４－エチレンジ
オキシチオフェン）、ポリアニリン、ポリ（２－メチルアニリン）、ポリ（２－オクチル
アニリン）、ポリ（２－イソブチルアニリン）、ポリ（３－イソブチルアニリン）、ポリ
（２－アニリンスルホン酸）、ポリ（３－アニリンスルホン酸）等が挙げられる。
【００８３】
　上記導電性高分子は、単独で使用してもよいし、膜特性を調整するために有機樹脂を添
加して導電性組成物として使用することができる。
【００８４】
　有機樹脂としては、導電性高分子と相溶または混合分散可能であれば、熱硬化性樹脂、
熱可塑性樹脂、光硬化性樹脂などどのような樹脂でも良い。例えば、ポリエチレンテレフ
タレ－ト、ポリブチレンテレフタレ－ト、ポリエチレンナフタレ－ト等のポリエステル系
樹脂、ポリイミド、ポリアミドイミド等のポリイミド系樹脂、ポリアミド６、ポリアミド
６，６、ポリアミド１２、ポリアミド１１等のポリアミド樹脂、ポリフッ化ビニリデン、
ポリフッ化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、エチレンテトラフルオロエチレンコポ
リマ－、ポリクロロトリフルオロエチレン等のフッ素樹脂、ポリビニルアルコ－ル、ポリ
ビニルエ－テル、ポリビニルブチラ－ル、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル等のビニル樹
脂、エポキシ樹脂、キシレン樹脂、アラミド樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリウレア系樹
脂、メラミン樹脂、フェノ－ル系樹脂、ポリエ－テル、アクリル系樹脂、及びこれらの共
重合体等が挙げられる。
【００８５】
　さらに、上記導電性高分子又は導電性組成物の電気伝導度を調整するために、アクセプ
タ性またはドナ－性ド－パントをド－ピングすることにより、導電性高分子の共役電子の
酸化還元電位を変化させてもよい。
【００８６】
　アクセプタ性ドーパントとしては、ハロゲン化合物、有機シアノ化合物、有機金属化合
物等を使用することができる。ハロゲン化合物としては、塩素、臭素、ヨウ素、塩化ヨウ
素、臭化ヨウ素、フッ化ヨウ素等が挙げられる。有機シアノ化合物としては、共役結合に
二つ以上のシアノ基を含む化合物が使用できる。また、五フッ化燐、五フッ化ヒ素、五フ
ッ化アンチモン、三フッ化硼素、三塩化硼素、三臭化硼素等や、塩酸、硫酸、硝酸、リン
酸、ホウフッ化水素酸、フッ化水素酸、過塩素酸等の無機酸、有機カルボン酸、有機スル
ホン酸等の有機酸も用いることができる。有機カルボン酸及び有機スルホン酸としては、
カルボン酸化合物及びスルホン酸化合物を使用することができる。例えば、テトラシアノ
エチレン、テトラシアノエチレンオキサイド、テトラシアノベンゼン、テトラシアノキノ
ジメタン、テトラシアノアザナフタレン等を挙げられる。
【００８７】
　ドナー性ドーパントとしては、アルカリ金属、アルカリ土類金属、４級アミン化合物等
を挙げることができる。
【００８８】
　上記導電性高分子又は導電性組成物を、水または有機溶剤（アルコール系溶剤、ケトン
系溶剤、エステル系溶剤、炭化水素系溶剤、芳香族系溶剤など）に溶解させて、湿式法に
より陽極又は陰極となる薄膜を形成することができる。
【００８９】
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　上記導電性高分子又は導電性組成物を溶解する溶媒としては、特に限定することはなく
、上記した導電性高分子及び有機樹脂などの高分子樹脂化合物を溶解するものを用いれば
よい。例えば、水、メタノール、エタノール、プロピレンカーボネート、Ｎ‐メチルピロ
リドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、シクロヘキサノン、アセトン、
メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、トルエンなどの単独もしくは混合溶剤に
溶解すればよい。
【００９０】
　導電性組成物は、上述のように溶媒に溶解した後、塗布法、コーティング法、液滴吐出
法（インクジェット法ともいう）、印刷法等の湿式法を用いて成膜することができる。溶
媒の乾燥は、熱処理を行ってもよいし、減圧下で行ってもよい。また、有機樹脂が熱硬化
性の場合は、さらに加熱処理を行い、光硬化性の場合は、光照射処理を行えばよい。
【００９１】
　隔壁１１７は、第１の画素電極を形成した後に形成する場合には、有機絶縁材料、無機
絶縁材料のいずれを用いても良い。有機絶縁材料としては代表的にはポリイミドやアクリ
ルなどを用いることができる。無機絶縁材料としては、酸化シリコン膜や窒化シリコン膜
等を用いることができる。なお、作製基板からの剥離を行う前に隔壁を形成する場合には
、その後に高温熱処理を必要とする結晶性半導体層の作製が控えていることから、無機絶
縁材料で隔壁を作製することが好ましい。
【００９２】
　第１の画素電極１１６を形成したら、続いてＥＬ層１１８を成膜する。ＥＬ層１１８の
積層構造については特に限定されず、電子輸送性の高い物質を含む層または正孔輸送性の
高い物質を含む層、電子注入性の高い物質を含む層、正孔注入性の高い物質を含む層、バ
イポーラ性（電子及び正孔の輸送性の高い物質）の物質を含む層等を適宜組み合わせて構
成すればよい。例えば、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層等を
適宜組み合わせて構成することができる。本実施の形態では、ＥＬ層は、正孔注入層、正
孔輸送層、発光層、電子輸送層を有する構成について説明する。各層を構成する材料につ
いて以下に具体的に示す。
【００９３】
　正孔注入層は、陽極に接して設けられ、正孔注入性の高い物質を含む層である。具体的
には、モリブデン酸化物、バナジウム酸化物、ルテニウム酸化物、タングステン酸化物、
又はマンガン酸化物等を用いることができる。この他、フタロシアニン（略称：Ｈ２Ｐｃ
）、銅フタロシアニン（ＣｕＰＣ）等のフタロシアニン系の化合物、４，４’－ビス［Ｎ
－（４－ジフェニルアミノフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（略称：ＤＰＡ
Ｂ）、４，４’－ビス（Ｎ－｛４－［Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ
］フェニル｝－Ｎ－フェニルアミノ）ビフェニル（略称：ＤＮＴＰＤ）等の芳香族アミン
化合物、或いはポリ（エチレンジオキシチオフェン）／ポリ（スチレンスルホン酸）（Ｐ
ＥＤＯＴ／ＰＳＳ）等の高分子等によっても正孔注入層を形成することができる。
【００９４】
　また、正孔注入層として、正孔輸送性の高い物質にアクセプター性物質を含有させた複
合材料を用いることができる。なお、正孔輸送性の高い物質にアクセプター性物質を含有
させたものを用いることにより、電極の仕事関数に依らず電極を形成する材料を選ぶこと
ができる。つまり、陽極として仕事関数の大きい材料だけでなく、仕事関数の小さい材料
を用いることができる。アクセプター性物質としては、７，７，８，８－テトラシアノ－
２，３，５，６－テトラフルオロキノジメタン（略称：Ｆ４－ＴＣＮＱ）、クロラニル等
を挙げることができる。また、遷移金属酸化物を挙げることができる。また、元素周期表
における第４族乃至第８族に属する金属の酸化物を挙げることができる。具体的には、酸
化バナジウム、酸化ニオブ、酸化タンタル、酸化クロム、酸化モリブデン、酸化タングス
テン、酸化マンガン、酸化レニウムは電子受容性が高いため好ましい。中でも特に、酸化
モリブデンは大気中でも安定であり、吸湿性が低く、扱いやすいため好ましい。
【００９５】
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　複合材料に用いる正孔輸送性の高い物質としては、芳香族アミン化合物、カルバゾール
誘導体、芳香族炭化水素、高分子化合物（オリゴマー、デンドリマー、ポリマー等）など
、種々の有機化合物を用いることができる。なお、複合材料に用いる有機化合物としては
、正孔輸送性の高い有機化合物であることが好ましい。具体的には、１０－６ｃｍ２／Ｖ
ｓ以上の正孔移動度を有する物質であることが好ましい。但し、電子よりも正孔の輸送性
の高い物質であれば、これら以外のものを用いてもよい。以下では、複合材料に用いるこ
とのできる有機化合物を具体的に列挙する。
【００９６】
　例えば、芳香族アミン化合物としては、Ｎ，Ｎ’－ジ（ｐ－トリル）－Ｎ，Ｎ’－ジフ
ェニル－ｐ－フェニレンジアミン（略称：ＤＴＤＰＰＡ）、４，４’－ビス［Ｎ－（４－
ジフェニルアミノフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（略称：ＤＰＡＢ）、４
，４’－ビス（Ｎ－｛４－［Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］フェニ
ル｝－Ｎ－フェニルアミノ）ビフェニル（略称：ＤＮＴＰＤ）、１，３，５－トリス［Ｎ
－（４－ジフェニルアミノフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ベンゼン（略称：ＤＰＡ３
Ｂ）等を挙げることができる。
【００９７】
　また、カルバゾール誘導体としては、３－［Ｎ－（９－フェニルカルバゾール－３－イ
ル）－Ｎ－フェニルアミノ］－９－フェニルカルバゾール（略称：ＰＣｚＰＣＡ１）、３
，６－ビス［Ｎ－（９－フェニルカルバゾール－３－イル）－Ｎ－フェニルアミノ］－９
－フェニルカルバゾール（略称：ＰＣｚＰＣＡ２）、３－［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－
（９－フェニルカルバゾール－３－イル）アミノ］－９－フェニルカルバゾール（略称：
ＰＣｚＰＣＮ１）、複合材料に用いることのできるカルバゾール誘導体としては、他に、
４，４’－ジ（Ｎ－カルバゾリル）ビフェニル（略称：ＣＢＰ）、１，３，５－トリス［
４－（Ｎ－カルバゾリル）フェニル］ベンゼン（略称：ＴＣＰＢ）、９－［４－（１０－
フェニル－９－アントリル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール（略称：ＣｚＰＡ）、１，
４－ビス［４－（Ｎ－カルバゾリル）フェニル］－２，３，５，６－テトラフェニルベン
ゼン等が挙げられる。
【００９８】
　また、芳香族炭化水素としては、２－ｔｅｒｔ－ブチル－９，１０－ジ（２－ナフチル
）アントラセン（略称：ｔ－ＢｕＤＮＡ）、２－ｔｅｒｔ－ブチル－９，１０－ジ（１－
ナフチル）アントラセン、９，１０－ビス（３，５－ジフェニルフェニル）アントラセン
（略称：ＤＰＰＡ）、２－ｔｅｒｔ－ブチル－９，１０－ビス（４－フェニルフェニル）
アントラセン（略称：ｔ－ＢｕＤＢＡ）、９，１０－ジ（２－ナフチル）アントラセン（
略称：ＤＮＡ）、９，１０－ジフェニルアントラセン（略称：ＤＰＡｎｔｈ）、２－ｔｅ
ｒｔ－ブチルアントラセン（略称：ｔ－ＢｕＡｎｔｈ）、９，１０－ビス（４－メチル－
１－ナフチル）アントラセン（略称：ＤＭＮＡ）、２－ｔｅｒｔ－ブチル－９，１０－ビ
ス［２－（１－ナフチル）フェニル］アントラセン、９，１０－ビス［２－（１－ナフチ
ル）フェニル］アントラセン、２，３，６，７－テトラメチル－９，１０－ジ（１－ナフ
チル）アントラセン、２，３，６，７－テトラメチル－９，１０－ジ（２－ナフチル）ア
ントラセン、９，９’－ビアントリル、１０，１０’－ジフェニル－９，９’－ビアント
リル、１０，１０’－ビス（２－フェニルフェニル）－９，９’－ビアントリル、１０，
１０’－ビス［（２，３，４，５，６－ペンタフェニル）フェニル］－９，９’－ビアン
トリル、アントラセン、テトラセン、ルブレン、ペリレン、２，５，８，１１－テトラ（
ｔｅｒｔ－ブチル）ペリレン等が挙げられる。また、この他、ペンタセン、コロネン等も
用いることができる。なお、上記芳香族炭化水素が蒸着法によって成膜される場合には、
蒸着時の蒸着性や、成膜後の膜質の観点から、縮合環を形成している炭素数が１４～４２
であることがより好ましい。
【００９９】
　なお、複合材料に用いることのできる芳香族炭化水素は、ビニル骨格を有していてもよ
い。ビニル基を有している芳香族炭化水素としては、例えば、４，４’－ビス（２，２－
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ジフェニルビニル）ビフェニル（略称：ＤＰＶＢｉ）、９，１０－ビス［４－（２，２－
ジフェニルビニル）フェニル］アントラセン（略称：ＤＰＶＰＡ）等が挙げられる。
【０１００】
　また、高分子化合物としては、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）（略称：ＰＶＫ）やポ
リ（４－ビニルトリフェニルアミン）（略称：ＰＶＴＰＡ）、ポリ［Ｎ－（４－｛Ｎ’－
［４－（４－ジフェニルアミノ）フェニル］フェニル－Ｎ’－フェニルアミノ｝フェニル
）メタクリルアミド］（略称：ＰＴＰＤＭＡ）ポリ［Ｎ，Ｎ’－ビス（４－ブチルフェニ
ル）－Ｎ，Ｎ’－ビス（フェニル）ベンジジン］（略称：Ｐｏｌｙ－ＴＰＤ）等が挙げら
れる。
【０１０１】
　正孔輸送層は、正孔輸送性の高い物質を含む層である。正孔輸送性の高い物質としては
、例えば、４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（
略称：ＮＰＢ）、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－［１
，１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミン（略称：ＴＰＤ）、４，４’，４’’－トリ
ス（Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ）トリフェニルアミン（略称：ＴＤＡＴＡ）、４，４’，
４’’－トリス［Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］トリフェニルアミ
ン（略称：ＭＴＤＡＴＡ）、４，４’－ビス［Ｎ－（スピロ－９，９’－ビフルオレン－
２－イル）－Ｎ―フェニルアミノ］ビフェニル（略称：ＢＳＰＢ）などの芳香族アミン化
合物等が挙げられる。ここに述べた物質は、主に１０－６ｃｍ２／Ｖｓ以上の正孔移動度
を有する物質である。但し、電子よりも正孔の輸送性の高い物質であれば、これら以外の
ものを用いてもよい。なお、正孔輸送性の高い物質を含む層は、単層のものだけでなく、
上記物質からなる層が二層以上積層したものとしてもよい。
【０１０２】
　また、正孔輸送層として、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）（略称：ＰＶＫ）やポリ（
４－ビニルトリフェニルアミン）（略称：ＰＶＴＰＡ）等の高分子化合物を用いることも
できる。
【０１０３】
　発光層は、発光性の物質を含む層である。発光層の種類としては、発光中心物質を主成
分とするいわゆる単膜の発光層であっても、ホスト材料中に発光中心物質を分散するいわ
ゆるホスト－ゲスト型の発光層であってもどちらでも構わない。
【０１０４】
　用いられる発光中心物質に制限は無く、公知の蛍光又は燐光を発する物質を用いること
ができる。蛍光発光性物質としては、例えばＮ，Ｎ’－ビス［４－（９Ｈ－カルバゾール
－９－イル）フェニル］－Ｎ，Ｎ’－ジフェニルスチルベン－４，４’－ジアミン（略称
：ＹＧＡ２Ｓ）、４－（９Ｈ－カルバゾール－９－イル）－４’－（１０－フェニル－９
－アントリル）トリフェニルアミン（略称：ＹＧＡＰＡ）、等の他、発光波長が４５０ｎ
ｍ以上の４－（９Ｈ－カルバゾール－９－イル）－４’－（９，１０－ジフェニル－２－
アントリル）トリフェニルアミン（略称：２ＹＧＡＰＰＡ）、Ｎ，９－ジフェニル－Ｎ－
［４－（１０－フェニル－９－アントリル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール－３－アミ
ン（略称：ＰＣＡＰＡ）、ペリレン、２，５，８，１１－テトラ－ｔｅｒｔ－ブチルペリ
レン（略称：ＴＢＰ）、４－（１０－フェニル－９－アントリル）－４’－（９－フェニ
ル－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）トリフェニルアミン（略称：ＰＣＢＡＰＡ）、Ｎ，
Ｎ’’－（２－ｔｅｒｔ－ブチルアントラセン－９，１０－ジイルジ－４，１－フェニレ
ン）ビス［Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－トリフェニル－１，４－フェニレンジアミン］（略称：ＤＰ
ＡＢＰＡ）、Ｎ，９－ジフェニル－Ｎ－［４－（９，１０－ジフェニル－２－アントリル
）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール－３－アミン（略称：２ＰＣＡＰＰＡ）、Ｎ－［４－
（９，１０－ジフェニル－２－アントリル）フェニル］－Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－トリフェニル
－１，４－フェニレンジアミン（略称：２ＤＰＡＰＰＡ）、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’，Ｎ’’
，Ｎ’’，Ｎ’’’，Ｎ’’’－オクタフェニルジベンゾ［ｇ，ｐ］クリセン－２，７，
１０，１５－テトラアミン（略称：ＤＢＣ１）、クマリン３０、Ｎ－（９，１０－ジフェ
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ニル－２－アントリル）－Ｎ，９－ジフェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－アミン（略称
：２ＰＣＡＰＡ）、Ｎ－［９，１０－ビス（１，１’－ビフェニル－２－イル）－２－ア
ントリル］－Ｎ，９－ジフェニル－９Ｈ－カルバゾール－３－アミン（略称：２ＰＣＡＢ
ＰｈＡ）、Ｎ－（９，１０－ジフェニル－２－アントリル）－Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－トリフェ
ニル－１，４－フェニレンジアミン（略称：２ＤＰＡＰＡ）、Ｎ－［９，１０－ビス（１
，１’－ビフェニル－２－イル）－２－アントリル］－Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－トリフェニル－
１，４－フェニレンジアミン（略称：２ＤＰＡＢＰｈＡ）、９，１０－ビス（１，１’－
ビフェニル－２－イル）－Ｎ－［４－（９Ｈ－カルバゾール－９－イル）フェニル］－Ｎ
－フェニルアントラセン－２－アミン（略称：２ＹＧＡＢＰｈＡ）、Ｎ，Ｎ，９－トリフ
ェニルアントラセン－９－アミン（略称：ＤＰｈＡＰｈＡ）クマリン５４５Ｔ、Ｎ，Ｎ’
－ジフェニルキナクリドン、（略称：ＤＰＱｄ）、ルブレン、５，１２－ビス（１，１’
－ビフェニル－４－イル）－６，１１－ジフェニルテトラセン（略称：ＢＰＴ）、２－（
２－｛２－［４－（ジメチルアミノ）フェニル］エテニル｝－６－メチル－４Ｈ－ピラン
－４－イリデン）プロパンジニトリル（略称：ＤＣＭ１）、２－｛２－メチル－６－［２
－（２，３，６，７－テトラヒドロ－１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉｊ］キノリジン－９－イル
）エテニル］－４Ｈ－ピラン－４－イリデン｝プロパンジニトリル（略称：ＤＣＭ２）、
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（４－メチルフェニル）テトラセン－５，１１－ジアミ
ン（略称：ｐ－ｍＰｈＴＤ）、７，１３－ジフェニル－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス
（４－メチルフェニル）アセナフト［１，２－ａ］フルオランテン－３，１０－ジアミン
（略称：ｐ－ｍＰｈＡＦＤ）、２－｛２－イソプロピル－６－［２－（１，１，７，７－
テトラメチル－２，３，６，７－テトラヒドロ－１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉｊ］キノリジン
－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン－４－イリデン｝プロパンジニトリル（略称：Ｄ
ＣＪＴＩ）、２－｛２－ｔｅｒｔ－ブチル－６－［２－（１，１，７，７－テトラメチル
－２，３，６，７－テトラヒドロ－１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉｊ］キノリジン－９－イル）
エテニル］－４Ｈ－ピラン－４－イリデン｝プロパンジニトリル（略称：ＤＣＪＴＢ）、
２－（２，６－ビス｛２－［４－（ジメチルアミノ）フェニル］エテニル｝－４Ｈ－ピラ
ン－４－イリデン）プロパンジニトリル（略称：ＢｉｓＤＣＭ）、２－｛２，６－ビス［
２－（８－メトキシ－１，１，７，７－テトラメチル－２，３，６，７－テトラヒドロ－
１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉｊ］キノリジン－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン－４－イ
リデン｝プロパンジニトリル（略称：ＢｉｓＤＣＪＴＭ）などが挙げられる。燐光発光性
材料としては、例えば、ビス［２－（４’，６’－ジフルオロフェニル）ピリジナト－Ｎ
，Ｃ２’］イリジウム（ＩＩＩ）テトラキス（１－ピラゾリル）ボラート（略称：ＦＩｒ
６）、の他、発光波長が４７０ｎｍ～５００ｎｍの範囲にある、ビス［２－（４’，６’
－ジフルオロフェニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’］イリジウム（ＩＩＩ）ピコリナート（
略称：ＦＩｒｐｉｃ）、ビス［２－（３’，５’－ビストリフルオロメチルフェニル）ピ
リジナト－Ｎ，Ｃ２’］イリジウム（ＩＩＩ）ピコリナート（略称：Ｉｒ（ＣＦ３ｐｐｙ
）２（ｐｉｃ））、ビス［２－（４’，６’－ジフルオロフェニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ
２’］イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトナート（略称：ＦＩｒａｃａｃ）、発光波長
が５００ｎｍ（緑色発光）以上のトリス（２－フェニルピリジナト）イリジウム（ＩＩＩ
）（略称：Ｉｒ（ｐｐｙ）３）、ビス（２－フェニルピリジナト）イリジウム（ＩＩＩ）
アセチルアセトナート（略称：Ｉｒ（ｐｐｙ）２（ａｃａｃ））、トリス（アセチルアセ
トナト）（モノフェナントロリン）テルビウム（ＩＩＩ）（略称：Ｔｂ（ａｃａｃ）３（
Ｐｈｅｎ））、ビス（ベンゾ［ｈ］キノリナト）イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトナ
ート（略称：Ｉｒ（ｂｚｑ）２（ａｃａｃ））、ビス（２，４－ジフェニル－１，３－オ
キサゾラト－Ｎ，Ｃ２’）イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトナート（略称：Ｉｒ（ｄ
ｐｏ）２（ａｃａｃ））、ビス［２－（４’－パーフルオロフェニルフェニル）ピリジナ
ト］イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトナート（略称：Ｉｒ（ｐ－ＰＦ－ｐｈ）２（ａ
ｃａｃ））、ビス（２－フェニルベンゾチアゾラト－Ｎ，Ｃ２’）イリジウム（ＩＩＩ）
アセチルアセトナート（略称：Ｉｒ（ｂｔ）２（ａｃａｃ））、ビス［２－（２’－ベン
ゾ［４，５－α］チエニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ３’］イリジウム（ＩＩＩ）アセチルア
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セトナート（略称：Ｉｒ（ｂｔｐ）２（ａｃａｃ））、ビス（１－フェニルイソキノリナ
ト－Ｎ，Ｃ２’）イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトナート（略称：Ｉｒ（ｐｉｑ）２

（ａｃａｃ））、（アセチルアセトナト）ビス［２，３－ビス（４－フルオロフェニル）
キノキサリナト］イリジウム（ＩＩＩ）（略称：Ｉｒ（Ｆｄｐｑ）２（ａｃａｃ））、（
アセチルアセトナト）ビス（２，３，５－トリフェニルピラジナト）イリジウム（ＩＩＩ
）（略称：Ｉｒ（ｔｐｐｒ）２（ａｃａｃ））、２，３，７，８，１２，１３，１７，１
８－オクタエチル－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィリン白金（ＩＩ）（略称：ＰｔＯＥＰ）、
トリス（１，３－ジフェニル－１，３－プロパンジオナト）（モノフェナントロリン）ユ
ーロピウム（ＩＩＩ）（略称：Ｅｕ（ＤＢＭ）３（Ｐｈｅｎ））、トリス［１－（２－テ
ノイル）－３，３，３－トリフルオロアセトナト］（モノフェナントロリン）ユーロピウ
ム（ＩＩＩ）（略称：Ｅｕ（ＴＴＡ）３（Ｐｈｅｎ））等が挙げられる。以上のような材
料又は他の公知の材料の中から選択すれば良い。
【０１０５】
　ホスト材料を用いる場合は、例えばトリス（８－キノリノラト）アルミニウム（ＩＩＩ
）（略称：Ａｌｑ）、トリス（４－メチル－８－キノリノラト）アルミニウム（ＩＩＩ）
（略称：Ａｌｍｑ３）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノリナト）ベリリウム（
ＩＩ）（略称：ＢｅＢｑ２）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）（４－フェニルフ
ェノラト）アルミニウム（ＩＩＩ）（略称：ＢＡｌｑ）、ビス（８－キノリノラト）亜鉛
（ＩＩ）（略称：Ｚｎｑ）、ビス［２－（２－ベンゾオキサゾリル）フェノラト］亜鉛（
ＩＩ）（略称：ＺｎＰＢＯ）、ビス［２－（２－ベンゾチアゾリル）フェノラト］亜鉛（
ＩＩ）（略称：ＺｎＢＴＺ）などの金属錯体、２－（４－ビフェニリル）－５－（４－ｔ
ｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール（略称：ＰＢＤ）、１，３－
ビス［５－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イ
ル］ベンゼン（略称：ＯＸＤ－７）、３－（４－ビフェニリル）－４－フェニル－５－（
４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，２，４－トリアゾール（略称：ＴＡＺ）、２，２
’，２’’－（１，３，５－ベンゼントリイル）トリス（１－フェニル－１Ｈ－ベンゾイ
ミダゾール）（略称：ＴＰＢＩ）、バソフェナントロリン（略称：ＢＰｈｅｎ）、バソキ
ュプロイン（略称：ＢＣＰ）、９－［４－（５－フェニル－１，３，４－オキサジアゾー
ル－２－イル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール（略称：ＣＯ１１）などの複素環化合物
、ＮＰＢ（またはα－ＮＰＤ）、ＴＰＤ、ＢＳＰＢなどの芳香族アミン化合物が挙げられ
る。また、アントラセン誘導体、フェナントレン誘導体、ピレン誘導体、クリセン誘導体
、ジベンゾ［ｇ，ｐ］クリセン誘導体等の縮合多環芳香族化合物が挙げられ、具体的には
、９，１０－ジフェニルアントラセン（略称：ＤＰＡｎｔｈ）、Ｎ，Ｎ－ジフェニル－９
－［４－（１０－フェニル－９－アントリル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール－３－ア
ミン（略称：ＣｚＡ１ＰＡ）、４－（１０－フェニル－９－アントリル）トリフェニルア
ミン（略称：ＤＰｈＰＡ）、４－（９Ｈ－カルバゾール－９－イル）－４’－（１０－フ
ェニル－９－アントリル）トリフェニルアミン（略称：ＹＧＡＰＡ）、Ｎ，９－ジフェニ
ル－Ｎ－［４－（１０－フェニル－９－アントリル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール－
３－アミン（略称：ＰＣＡＰＡ）、Ｎ，９－ジフェニル－Ｎ－｛４－［４－（１０－フェ
ニル－９－アントリル）フェニル］フェニル｝－９Ｈ－カルバゾール－３－アミン（略称
：ＰＣＡＰＢＡ）、Ｎ，９－ジフェニル－Ｎ－（９，１０－ジフェニル－２－アントリル
）－９Ｈ－カルバゾール－３－アミン（略称：２ＰＣＡＰＡ）、６，１２－ジメトキシ－
５，１１－ジフェニルクリセン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’，Ｎ’’，Ｎ’’，Ｎ’’’，Ｎ’
’’－オクタフェニルジベンゾ［ｇ，ｐ］クリセン－２，７，１０，１５－テトラアミン
（略称：ＤＢＣ１）、９－［４－（１０－フェニル－９－アントリル）フェニル］－９Ｈ
－カルバゾール（略称：ＣｚＰＡ）、３，６－ジフェニル－９－［４－（１０－フェニル
－９－アントリル）フェニル］－９Ｈ－カルバゾール（略称：ＤＰＣｚＰＡ）、９，１０
－ビス（３，５－ジフェニルフェニル）アントラセン（略称：ＤＰＰＡ）、９，１０－ジ
（２－ナフチル）アントラセン（略称：ＤＮＡ）、２－ｔｅｒｔ－ブチル－９，１０－ジ
（２－ナフチル）アントラセン（略称：ｔ－ＢｕＤＮＡ）、９，９’－ビアントリル（略



(22) JP 5216716 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

称：ＢＡＮＴ）、９，９’－（スチルベン－３，３’－ジイル）ジフェナントレン（略称
：ＤＰＮＳ）、９，９’－（スチルベン－４，４’－ジイル）ジフェナントレン（略称：
ＤＰＮＳ２）、３，３’，３’’－（ベンゼン－１，３，５－トリイル）トリピレン（略
称：ＴＰＢ３）などを挙げることができる。これら及び公知の物質の中から、各々が分散
する発光中心物質のエネルギーギャップ（燐光発光の場合は三重項エネルギー）より大き
なエネルギーギャップ（三重項エネルギー）を有する物質を選択すればよい。
【０１０６】
　電子輸送層は、電子輸送性の高い物質を含む層である。例えば、トリス（８－キノリノ
ラト）アルミニウム（略称：Ａｌｑ）、トリス（４－メチル－８－キノリノラト）アルミ
ニウム（略称：Ａｌｍｑ３）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノリナト）ベリリ
ウム（略称：ＢｅＢｑ２）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）（４－フェニルフェ
ノラト）アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）など、キノリン骨格またはベンゾキノリン骨格
を有する金属錯体等からなる層である。また、この他ビス［２－（２－ヒドロキシフェニ
ル）ベンズオキサゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＯＸ）２）、ビス［２－（２－ヒドロキ
シフェニル）ベンゾチアゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＴＺ）２）などのオキサゾール系
、チアゾール系配位子を有する金属錯体なども用いることができる。さらに、金属錯体以
外にも、２－（４－ビフェニリル）－５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，
４－オキサジアゾール（略称：ＰＢＤ）や、１，３－ビス［５－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチル
フェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル］ベンゼン（略称：ＯＸＤ－７）
、３－（４－ビフェニリル）－４－フェニル－５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－
１，２，４－トリアゾール（略称：ＴＡＺ）、バソフェナントロリン（略称：ＢＰｈｅｎ
）、バソキュプロイン（略称：ＢＣＰ）なども用いることができる。ここに述べた物質は
、主に１０－６ｃｍ２／Ｖｓ以上の電子移動度を有する物質である。なお、正孔よりも電
子の輸送性の高い物質であれば、上記以外の物質を電子輸送層として用いても構わない。
【０１０７】
　また、電子輸送層は、単層のものだけでなく、上記物質からなる層が二層以上積層した
ものとしてもよい。
【０１０８】
　また、電子輸送層と発光層との間に電子キャリアの移動を制御する層を設けても良い。
なお、電子キャリアの移動を制御する層とは、上述したような電子輸送性の高い物質を含
む層に、電子トラップ性の高い物質を少量添加した層である。当該電子キャリアの移動を
制御する層が、電子キャリアの移動を抑制することによって、キャリアバランスを調節す
ることが可能となる。このような構成は、発光層を電子が突き抜けてしまうことにより発
生する問題（例えば素子寿命の低下）の抑制に大きな効果を発揮する。
【０１０９】
　また、陰極となる電極に接して電子注入層を設けてもよい。電子注入層としては、アル
カリ金属、アルカリ土類金属、又はフッ化リチウム（ＬｉＦ）、フッ化セシウム（ＣｓＦ
）、フッ化カルシウム（ＣａＦ２）等のようなアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属の
化合物を用いることができる。例えば、電子輸送性を有する物質からなる層中にアルカリ
金属、アルカリ土類金属、又はそれらの化合物を含有させたもの、例えばＡｌｑ中にマグ
ネシウム（Ｍｇ）を含有させたもの等を用いることができる。なお、電子注入層として、
電子輸送性を有する物質からなる層中にアルカリ金属又はアルカリ土類金属を含有させた
ものを用いることにより、陰極からの電子注入を効率良く行うことができる。
【０１１０】
（実施の形態２）
　モジュール型の発光装置（ＥＬモジュールとも呼ぶ）の上面図及び断面図を図５（Ａ）
乃至（Ｃ）に示す。
【０１１１】
　図５（Ａ）は、ＥＬモジュールを示す上面図、図５（Ｂ）は図５（Ａ）をＡ－Ａ’で切
断した断面の一部を示す図である。図５（Ａ）において、５００は外部入力端子となるＦ
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ＰＣ（フレキシブルプリントサーキット）であり、５０８はソース側駆動回路５０４及び
ゲート側駆動回路５０３に入力される信号を伝送するための配線、５０２は画素部である
。画素部及び駆動回路は、上記実施の形態１に従えば作製することができる。
【０１１２】
　ＦＰＣ５００は外部入力端子であり、ソース側駆動回路５０４及びゲート側駆動回路５
０３にビデオ信号やクロック信号を伝達する。なお、ここではＦＰＣ５００しか図示され
ていないが、このＦＰＣにはプリント配線基盤（ＰＷＢ）が取り付けられていても良い。
本明細書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、それにＦＰＣもしくはＰＷＢ
が取り付けられた状態をも含むものとする。
【０１１３】
　また、図５（Ｂ）は、図５（Ａ）におけるＡ－Ａ’の断面図である。ＦＰＣ５００は樹
脂５１０によって補強されていても良い。また、発光素子１２０が設けられた方に接着剤
層１２１を介して設けられたフレキシブル基板１２２を覆って保護膜５１１が形成されて
いても良い。
【０１１４】
　駆動回路のＴＦＴを駆動するための信号はＦＰＣ５００から配線５０８及び貫通配線５
０９を介して入力される。貫通配線５０９は、下地絶縁膜１０２、ゲート絶縁膜１０６、
パッシベーション膜１１０、及び層間絶縁膜１１１を貫通して形成されており、配線１１
３ａ乃至１１３ｅと同時に形成される。貫通配線５０９の貫通孔は、配線１１３ｅの第１
の画素電極１１６に達する貫通孔と同様に形成すればよい。
【０１１５】
　図５（Ｃ）は、図５（Ａ）におけるＡ－Ａ’の図５（Ｂ）とは異なる断面図である。図
５（Ｃ）では、ＦＰＣ５００はＴＦＴ側に接着剤層１１４を介して設けられたフレキシブ
ル基板１１５上に設けられている。発光素子１２０の第２の画素電極１１９は、配線５１
８、貫通配線５１９及び配線５２０を介してＦＰＣ５００と電気的に接続している。貫通
配線５１９は、図５（Ｂ）の貫通配線５０９と同様に、配線１１３ｅと同時に形成するこ
とができる。
【０１１６】
　配線５２０は、貫通配線５１９と、ＦＰＣ５００とを接続する為の配線であり、どのよ
うに形成しても良いが、接着剤層１１４及びフレキシブル基板１１５の代わりに有機樹脂
からなる構造体を用いた場合、当該構造体の焼成前に、銀などの導電性微粒子、有機樹脂
、及び溶媒を含む導電性ペーストを、構造体上の配線５２０が形成されるべき位置に配置
しておくことで簡便に作成することができる。
【０１１７】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、実施の形態１又は実施の形態２に示す発光装置を含む電子機器につ
いて説明する。
【０１１８】
　実施の形態１又は実施の形態２に示した発光装置を有する電子機器の一例として、ビデ
オカメラ、デジタルカメラ等のカメラ、ゴーグル型ディスプレイ、ナビゲーションシステ
ム、音響再生装置（カーオーディオ、オーディオコンポ等）、コンピュータ、ゲーム機器
、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等）
、記録媒体を備えた画像再生装置（具体的にはＤｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄ
ｉｓｃ（ＤＶＤ）等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうる表示装置を備えた装置）
などが挙げられる。これらの電子機器の具体例を図６に示す。
【０１１９】
　図６（Ａ）はテレビ装置であり、筐体９１０１、支持台９１０２、表示部９１０３、ス
ピーカー部９１０４、ビデオ入力端子９１０５等を含む。このテレビ装置の表示部９１０
３は、実施の形態１や実施の形態２に示した発光装置を用いることによって作製される。
フレキシブル且つ画質の良好な発光装置を搭載したテレビ装置は、表示部９１０３におい
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て、曲面の表示が可能かつ軽量化を実現しながら高い画質の映像を提供することが可能と
なる。
【０１２０】
　図６（Ｂ）はコンピュータであり、本体９２０１、筐体９２０２、表示部９２０３、キ
ーボード９２０４、外部接続ポート９２０５、ポインティングデバイス９２０６等を含む
。このコンピュータの表示部９２０３は、実施の形態１や実施の形態２に示した発光装置
を用いることによって作製される。フレキシブル且つ画質の良好な発光装置を搭載したコ
ンピュータは、表示部９２０３において、曲面の表示が可能かつ軽量化を実現しながら高
い画質の映像を提供することが可能となる。
【０１２１】
　図６（Ｃ）は携帯電話であり、本体９４０１、筐体９４０２、表示部９４０３、音声入
力部９４０４、音声出力部９４０５、操作キー９４０６、外部接続ポート９４０７等を含
む。この携帯電話の表示部９４０３は、実施の形態１又は実施の形態２に示した発光装置
を用いることによって作製される。フレキシブル且つ画質の良好な発光装置を搭載した携
帯電話は、表示部９４０３において、曲面の表示が可能かつ軽量化を実現しながら高い画
質の映像を提供することが可能となる。また軽量化が図られた携帯電話には、様々な付加
価値を備えても携帯に適した、重量に留めることができ、当該携帯電話は高機能な携帯電
話としても適した構成となっている。
【０１２２】
　図６（Ｄ）はカメラであり、本体９５０１、表示部９５０２、筐体９５０３、外部接続
ポート９５０４、リモコン受信部９５０５、受像部９５０６、バッテリー９５０７、音声
入力部９５０８、操作キー９５０９、接眼部９５１０等を含む。このカメラの表示部９５
０２は、実施の形態１や実施の形態２に示した発光装置を用いることによって作製される
。フレキシブル且つ画質の良好な発光装置を搭載したカメラは、表示部９５０２において
、曲面の表示が可能かつ軽量化を実現しながら高い画質の映像を提供することが可能とな
る。
【０１２３】
図６（Ｅ）はディスプレイであり、本体９６０１、表示部９６０２、外部メモリ挿入部９
６０３、スピーカー部９６０４、操作キー９６０５等を含む。本体９６０１には他にテレ
ビ受像アンテナや外部入力端子、外部出力端子、バッテリーなどが搭載されていても良い
。このディスプレイの表示部９６０２は実施の形態１や実施の形態２に示した発光装置を
用いることによって作製される。フレキシブルな表示部９６０２は本体９６０１内に巻き
取ることで収納することが可能であり、携帯に好適である。フレキシブル且つ画質の良好
な本発明の発光装置を搭載したディスプレイは、表示部９６０２において、携帯好適性か
つ軽量化を実現しながら高い画質の映像を提供することが可能となる。
【０１２４】
　以上の様に、実施の形態１や実施の形態２に示した発光装置を用いて作製された発光装
置の適用範囲は極めて広く、この発光装置をあらゆる分野の電子機器に適用することが可
能である。
【符号の説明】
【０１２５】
１００　　　作製基板
１０１　　　剥離層
１０２　　　下地絶縁膜
１０３　　　結晶性半導体層
１０４　　　結晶性半導体層
１０５　　　結晶性半導体層
１０６　　　ゲート絶縁膜
１０７　　　ゲート電極
１０８　　　ゲート電極
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１０９　　　ゲート電極
１１０　　　パッシベーション膜
１１１　　　層間絶縁膜
１１２　　　貫通孔
１１３ａ　　配線
１１３ｂ　　配線
１１３ｃ　　配線
１１３ｄ　　配線
１１３ｅ　　配線
１１４　　　接着剤層
１１５　　　フレキシブル基板
１１６　　　第１の画素電極
１１７　　　隔壁
１１８　　　ＥＬ層
１１９　　　第２の画素電極
１２０　　　発光素子
１２１　　　接着剤層
１２２　　　フレキシブル基板
３００　　　第１の絶縁膜
３０１　　　第２の絶縁膜
３０２　　　開口部
４００　　　配線
５００　　　ＦＰＣ
５０２　　　画素部
５０３　　　ゲート側駆動回路
５０４　　　ソース側駆動回路
５０８　　　配線
５０９　　　貫通配線
５１０　　　樹脂
５１１　　　保護膜
５１８　　　配線
５１９　　　貫通配線
５２０　　　配線
９１０１　　筐体
９１０２　　支持台
９１０３　　表示部
９１０４　　スピーカー部
９１０５　　ビデオ入力端子
９２０１　　本体
９２０２　　筐体
９２０３　　表示部
９２０４　　キーボード
９２０５　　外部接続ポート
９２０６　　ポインティングデバイス
９４０１　　本体
９４０２　　筐体
９４０３　　表示部
９４０４　　音声入力部
９４０５　　音声出力部
９４０６　　操作キー
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９４０７　　外部接続ポート
９５０１　　本体
９５０２　　表示部
９５０３　　筐体
９５０４　　外部接続ポート
９５０５　　リモコン受信部
９５０６　　受像部
９５０７　　バッテリー
９５０８　　音声入力部
９５０９　　操作キー
９５１０　　接眼部
９６０１　　本体
９６０２　　表示部
９６０３　　外部メモリ挿入部
９６０４　　スピーカー部
９６０５　　操作キー

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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