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(57)【要約】
【課題】基材のうちレーザ光が照射される部分を効率良
く覆うことができる素子製造方法を提供する。
【解決手段】中間製品は、基材と、前記基材上に設けら
れた複数の突起部と、を含んでいる。第１面を有する蓋
材が、第１面が中間製品の突起部側に向くように準備さ
れる。蓋材押圧工程において、蓋材の第１面には中間製
品に向かって突出するよう湾曲した湾曲形状が形成され
ており、かつ、蓋材のうち湾曲形状が形成された部分が
中間製品の一部に密着させられる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に素子を形成するための素子製造方法であって、
　前記基材と、前記基材上に設けられた複数の突起部と、を含む中間製品を準備する工程
と、
　第１面を有する蓋材を、前記第１面が前記中間製品の前記突起部側に向くように準備す
る工程と、
　前記蓋材の前記第１面の一部を前記中間製品の一部に密着させる蓋材押圧工程と、を備
え、
　前記蓋材押圧工程において、前記蓋材の前記第１面には前記中間製品に向かって突出す
るよう湾曲した湾曲形状が形成されており、かつ、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成さ
れた部分が前記中間製品の一部に密着させられる、素子製造方法。
【請求項２】
　前記蓋材は、前記第１面と、前記第１面の反対側にある第２面と、を有し、
　前記蓋材押圧工程においては、蓋材押圧機構を用いて前記蓋材の前記第２面の一部を前
記中間製品に向かって押圧することにより、前記蓋材の前記第１面の一部が前記中間製品
の一部に密着する、請求項１に記載の素子製造方法。
【請求項３】
　前記蓋材押圧機構は、回転軸を中心として回転するローラーを有し、
　前記蓋材押圧工程においては、前記ローラーが前記蓋材の前記第２面の一部を前記中間
製品に向かって押圧することにより、前記蓋材の前記第２面に対応する前記第１面に、前
記ローラーの外周面に沿った湾曲形状が形成されている、請求項２に記載の素子製造方法
。
【請求項４】
　前記蓋材押圧機構は、前記蓋材に向かって突出するよう湾曲した湾曲部分が形成される
ように保持された状態で搬送される長尺状の加圧フィルムを有し、
　前記蓋材押圧工程においては、前記加圧フィルムの前記湾曲部分が前記蓋材の前記第２
面の一部を前記中間製品に向かって押圧することにより、前記蓋材の前記第２面に対応す
る前記第１面に、前記加圧フィルムの前記湾曲部分に沿った湾曲形状が形成されている、
請求項２に記載の素子製造方法。
【請求項５】
　前記素子製造方法は、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分に向けて光を照射
する照射工程をさらに備える、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の素子製造方法。
【請求項６】
　照射工程において、光は、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分を透過して前
記中間製品に到達する、請求項５に記載の素子製造方法。
【請求項７】
　照射工程において、光は、前記中間製品の前記基材側から、前記中間製品に密着してい
る前記蓋材に向けて照射される、請求項５に記載の素子製造方法。
【請求項８】
　前記素子製造方法は、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分に向けて光を照射
する照射工程をさらに備え、
　前記照射工程において、光は、前記ローラーの回転に対して固定されている光学系によ
って導かれて前記蓋材を透過して前記中間製品に到達する、請求項３に記載の素子製造方
法。
【請求項９】
　前記ローラーは、光を透過させる透光性材料から構成された本体部を含み、前記本体部
が、前記ローラーの前記外周面を構成しており、
　前記照射工程において、光は、前記ローラーの内部に形成されている空間を通った後に
前記ローラーの前記本体部および前記蓋材を透過して前記中間製品に到達する、請求項８
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に記載の素子製造方法。
【請求項１０】
　前記ローラーの内部に形成されている空間には、複数の開口部を有するマスクが配置さ
れており、
　前記照射工程において、前記光は、前記マスクの前記開口部を通過した後に前記ローラ
ーの前記本体部および前記蓋材を透過して前記中間製品に到達する、請求項９に記載の素
子製造方法。
【請求項１１】
　前記ローラーは、内部に空間が形成された本体部を含み、前記本体部が、前記ローラー
の前記外周面を構成しており、
　前記本体部には、前記外周面から内部の空間にまで達する複数の貫通孔が形成されてお
り、
　前記照射工程において、前記光は、前記本体部の前記貫通孔を通過した後に前記蓋材を
透過して前記中間製品に到達する、請求項８に記載の素子製造方法。
【請求項１２】
　前記素子は、前記基材と、前記基材上に設けられた複数の第１電極と、前記第１電極間
に設けられた補助電極および前記突起部と、前記第１電極上に設けられた有機半導体層と
、前記有機半導体層上および前記補助電極上に設けられた第２電極と、を含み、
　前記中間製品は、前記基材と、前記基材上に設けられた複数の前記第１電極と、前記第
１電極間に設けられた前記補助電極および前記突起部と、前記第１電極上および前記補助
電極上に設けられた前記有機半導体層と、を含み、
　前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分が前記中間製品の一部に密着している間
に、前記補助電極上に設けられた前記有機半導体層が除去される、請求項１乃至１１のい
ずれか一項に記載の素子製造方法。
【請求項１３】
　基材上に素子を形成するための素子製造装置であって、
　前記基材と、前記基材上に設けられた複数の突起部と、を含む中間製品を搬送する搬送
機構と、
　第１面を有する蓋材を、前記第１面が前記中間製品の前記突起部側に向くように供給す
る蓋材供給機構と、
　前記蓋材の前記第１面の一部を前記中間製品の一部に密着させる蓋材押圧機構と、を備
え、
　前記蓋材押圧機構によって押圧されている前記蓋材の前記第１面には、前記中間製品に
向かって突出するよう湾曲した湾曲形状が形成されており、かつ、前記蓋材のうち前記湾
曲形状が形成された部分が前記中間製品の一部に密着している、素子製造装置。
【請求項１４】
　前記蓋材は、前記第１面と、前記第１面の反対側にある第２面と、を有し、
　前記蓋材押圧機構が前記蓋材の前記第２面の一部を前記中間製品に向かって押圧するこ
とにより、前記蓋材の前記第１面の一部が前記中間製品の一部に密着する、請求項１３に
記載の素子製造装置。
【請求項１５】
　前記蓋材押圧機構は、回転軸を中心として回転するローラーを有し、
　前記ローラーによって押圧されている前記蓋材の前記第２面に対応する前記第１面には
、前記ローラーの外周面に沿った湾曲形状が形成されている、請求項１４に記載の素子製
造装置。
【請求項１６】
　前記蓋材押圧機構は、前記蓋材に向かって突出するよう湾曲した湾曲部分が形成される
ように保持された状態で搬送される長尺状の加圧フィルムを有し、
　前記加圧フィルムの前記湾曲部分が前記蓋材の前記第２面の一部を前記中間製品に向か
って押圧することにより、前記蓋材の前記第２面に対応する前記第１面に、前記加圧フィ
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ルムの前記湾曲部分に沿った湾曲形状が形成されている、請求項１４に記載の素子製造装
置。
【請求項１７】
　前記素子製造装置は、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分に向けて光を照射
する照射機構をさらに備える、請求項１３乃至１６のいずれか一項に記載の素子製造装置
。
【請求項１８】
　光は、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分を透過して前記中間製品に到達す
る、請求項１７に記載の素子製造装置。
【請求項１９】
　光は、前記中間製品の前記基材側から、前記中間製品に密着している前記蓋材に向けて
照射される、請求項１７に記載の素子製造装置。
【請求項２０】
　前記素子製造装置は、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分に向けて光を照射
する照射機構をさらに備え、
　前記照射機構は、光が前記蓋材を透過して前記中間製品に到達するよう光を導く光学系
を有し、
　前記光学系は、前記ローラーの回転に対して固定されている、請求項１５に記載の素子
製造装置。
【請求項２１】
　前記ローラーは、光を透過させる透光性材料から構成されるとともに内部に空間が形成
された本体部を含み、前記本体部が、前記ローラーの前記外周面を構成しており、
　前記照射機構は、光が前記本体部の内部に形成されている空間を通った後に光が前記本
体部および前記蓋材を透過して前記中間製品に到達するよう、構成されている、請求項２
０に記載の素子製造装置。
【請求項２２】
　前記本体部の内部に形成されている空間には、複数の開口部を有するマスクが配置され
ており、
　前記照射機構は、光が前記マスクの前記開口部を通過した後に光が前記本体部および前
記蓋材を透過して前記中間製品に到達するよう、構成されている、請求項２１に記載の素
子製造装置。
【請求項２３】
　前記ローラーは、内部に空間が形成されたた本体部を含み、前記本体部が、前記ローラ
ーの前記外周面を構成しており、
　前記本体部には、前記外周面から内部の空間にまで達する複数の貫通孔が形成されてお
り、
　前記照射機構は、光が前記貫通孔を通過した後に光が前記蓋材を透過して前記中間製品
に到達するよう、構成されている、請求項２０に記載の素子製造装置。
【請求項２４】
　前記ローラーは、前記第２方向において間隔を空けて並べられた第１ローラーおよび第
２ローラーを含み、前記蓋材の前記第２面が前記第１ローラーおよび前記第２ローラーに
よって押圧されることにより、前記蓋材のうち前記第１ローラーと前記第２ローラーとの
間に位置する部分が、前記第１ローラーの外周面および前記第２ローラーの外周面に沿っ
た湾曲形状を有するようになる、請求項２０に記載の素子製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機半導体素子などの素子を製造するための素子製造方法および素子製造装
置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　有機半導体素子や無機半導体素子などの素子を製造する工程は、素子中に不純物が混入
することを防ぐため、一般に真空環境下で実施される。例えば、基材上にカソード電極、
アノード電極や半導体層を形成するための方法として、スパッタ法や蒸着法などの、真空
環境下で実施される成膜技術が用いられている。真空環境は、真空ポンプなどを用いて、
所定の時間をかけて素子製造装置の内部を脱気することによって実現される。
【０００３】
　ところで素子の製造工程においては、成膜工程以外にも様々な工程が実施される。その
中には、従来は大気圧下で実施されている工程も存在している。一方、真空環境を実現す
るためには、上述のように所定の時間を要する。従って、素子の製造工程が、真空環境下
で実施される成膜工程に加えて、大気圧下で実施される工程をさらに含む場合、素子製造
装置の内部を脱気したり、素子製造装置の内部の環境を大気に置換したりすることに要す
る時間がかさむことになる。このことから、素子の各製造工程は、大気圧よりも低圧の環
境下で実施されることが望ましい。これによって、１つの素子を得るために要する時間や
コストを低減することができる。
【０００４】
　成膜工程以外の工程としては、例えば特許文献１に記載されているような、補助電極上
に位置する有機半導体層を除去する除去工程を挙げることができる。補助電極とは、有機
半導体層の上に設けられる電極が薄膜状の共通電極である場合に、共通電極で発生する電
圧降下が場所に応じて異なることを抑制するために設けられるものである。すなわち、共
通電極を補助電極に様々な場所で接続させることにより、共通電極における電圧降下を低
減することができる。一方、有機半導体層は一般に基材の全域にわたって設けられるため
、共通電極を補助電極に接続するためには、補助電極上の有機半導体層を除去する上述の
除去工程を実施する必要がある。
【０００５】
　補助電極上の有機半導体層を除去する方法として、有機半導体層にレーザ光などの光を
照射する方法が知られている。この場合、アブレーションによって、有機半導体層を構成
する有機半導体材料が飛散するため、飛散した有機半導体材料による汚染を防ぐよう、基
材を何らかの部材で覆っておくことが好ましい。例えば特許文献１においては、はじめに
、真空環境下で対向基材を基材に重ね合わせて重ね合わせ基材を構成し、次に、対向基材
と基材との間の空間を真空雰囲気に維持した状態で重ね合わせ基材を大気中に取り出し、
その後、有機半導体層にレーザ光を照射する方法が提案されている。この場合、真空雰囲
気と大気との間の差圧に基づいて、対向基材を基材に対して強固に密着させることができ
、これによって、飛散した有機半導体材料による汚染を確実に防ぐことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４３４０９８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、有機半導体層にレーザ光を照射する工程は一般に、基材上の複数の補助電極
上の有機半導体層の各々に対して順次実施される。例えば、レーザ光を基材に向けて導く
光学系または基材のいずれか一方を他方に対して移動させながら、補助電極上の有機半導
体層に対して順次レーザ光を照射する。従って、有機半導体材料が飛散することを防ぐ上
で、基材を全域にわたって対向基材で覆う必要はなく、基材のうちレーザ光が照射される
部分を少なくとも対向基材で覆えばよい。一方、特許文献１に記載の発明のように真空雰
囲気と大気との間の差圧を利用する場合、基材が全域にわたって対向基材で覆われること
になる。このことは、装置構成が必要以上に複雑なものになることを導く。また特許文献
１に記載の発明においては、素子製造装置の内部を脱気したり、素子製造装置の内部の環
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境を大気に置換したりすることに要する時間がかさむことになる。
【０００８】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、基材のうちレーザ光が照射さ
れる部分を効率良く覆うことができる素子製造方法および素子製造装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、基材上に素子を形成するための素子製造方法であって、前記基材と、前記基
材上に設けられた複数の突起部と、を含む中間製品を準備する工程と、第１面を有する蓋
材を、前記第１面が前記中間製品の前記突起部側に向くように準備する工程と、前記蓋材
の前記第１面の一部を前記中間製品の一部に密着させる蓋材押圧工程と、を備え、前記蓋
材押圧工程において、前記蓋材の前記第１面には前記中間製品に向かって突出するよう湾
曲した湾曲形状が形成されており、かつ、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分
が前記中間製品の一部に密着させられる、素子製造方法である。
【００１０】
　本発明による素子製造方法において、前記蓋材は、前記第１面と、前記第１面の反対側
にある第２面と、を有していてもよい。この場合、前記蓋材押圧工程においては、蓋材押
圧機構を用いて前記蓋材の前記第２面の一部を前記中間製品に向かって押圧することによ
り、前記蓋材の前記第１面の一部が前記中間製品の一部に密着してもよい。
【００１１】
　本発明による素子製造方法において、前記蓋材押圧機構は、回転軸を中心として回転す
るローラーを有していてもよい。この場合、前記蓋材押圧工程においては、前記ローラー
が前記蓋材の前記第２面の一部を前記中間製品に向かって押圧することにより、前記蓋材
の前記第２面に対応する前記第１面に、前記ローラーの外周面に沿った湾曲形状が形成さ
れていてもよい。
【００１２】
　本発明による素子製造方法において、前記蓋材押圧機構は、前記蓋材に向かって突出す
るよう湾曲した湾曲部分が形成されるように保持された状態で搬送される長尺状の加圧フ
ィルムを有していてもよい。この場合、前記蓋材押圧工程においては、前記加圧フィルム
の前記湾曲部分が前記蓋材の前記第２面の一部を前記中間製品に向かって押圧することに
より、前記蓋材の前記第２面に対応する前記第１面に、前記加圧フィルムの前記湾曲部分
に沿った湾曲形状が形成されていてもよい。
【００１３】
　本発明による素子製造方法は、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分に向けて
光を照射する照射工程をさらに備えていてもよい。この場合、照射工程において、光は、
前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分を透過して前記中間製品に到達してもよい
。また照射工程において、光は、前記中間製品の前記基材側から、前記中間製品に密着し
ている前記蓋材に向けて照射されてもよい。
【００１４】
　本発明による素子製造方法は、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分に向けて
光を照射する照射工程をさらに備え、前記照射工程において、光は、前記ローラーの回転
に対して固定されている光学系によって導かれて前記蓋材を透過して前記中間製品に到達
してもよい。
　この場合、前記ローラーは、光を透過させる透光性材料から構成された本体部を含み、
前記本体部が、前記ローラーの前記外周面を構成しており、前記照射工程において、光は
、前記ローラーの内部に形成されている空間を通った後に前記ローラーの前記本体部およ
び前記蓋材を透過して前記中間製品に到達してもよい。さらに、前記ローラーの内部に形
成されている空間には、複数の開口部を有するマスクが配置されており、前記照射工程に
おいて、前記光は、前記マスクの前記開口部を通過した後に前記ローラーの前記本体部お
よび前記蓋材を透過して前記中間製品に到達してもよい。
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　また、前記ローラーは、内部に空間が形成された本体部を含み、前記本体部が、前記ロ
ーラーの前記外周面を構成しており、前記本体部には、前記外周面から内部の空間にまで
達する複数の貫通孔が形成されており、前記照射工程において、前記光は、前記本体部の
前記貫通孔を通過した後に前記蓋材を透過して前記中間製品に到達してもよい。
【００１５】
　本発明による素子製造方法において、前記素子は、前記基材と、前記基材上に設けられ
た複数の第１電極と、前記第１電極間に設けられた補助電極および前記突起部と、前記第
１電極上に設けられた有機半導体層と、前記有機半導体層上および前記補助電極上に設け
られた第２電極と、を含み、前記中間製品は、前記基材と、前記基材上に設けられた複数
の前記第１電極と、前記第１電極間に設けられた前記補助電極および前記突起部と、前記
第１電極上および前記補助電極上に設けられた前記有機半導体層と、を含み、前記蓋材の
うち前記湾曲形状が形成された部分が前記中間製品の一部に密着している間に、前記補助
電極上に設けられた前記有機半導体層が除去されてもよい。
【００１６】
　本発明は、基材上に素子を形成するための素子製造装置であって、前記基材と、前記基
材上に設けられた複数の突起部と、を含む中間製品を搬送する搬送機構と、第１面を有す
る蓋材を、前記第１面が前記中間製品の前記突起部側に向くように供給する蓋材供給機構
と、前記蓋材の前記第１面の一部を前記中間製品の一部に密着させる蓋材押圧機構と、を
備え、前記蓋材押圧機構によって押圧されている前記蓋材の前記第１面には、前記中間製
品に向かって突出するよう湾曲した湾曲形状が形成されており、かつ、前記蓋材のうち前
記湾曲形状が形成された部分が前記中間製品の一部に密着している、素子製造装置である
。
【００１７】
　本発明による素子製造装置において、前記蓋材は、前記第１面と、前記第１面の反対側
にある第２面と、を有していてもよい。この場合、前記蓋材押圧機構が前記蓋材の前記第
２面の一部を前記中間製品に向かって押圧することにより、前記蓋材の前記第１面の一部
が前記中間製品の一部に密着してもよい。
【００１８】
　本発明による素子製造装置において、前記蓋材押圧機構は、回転軸を中心として回転す
るローラーを有していてもよい。この場合、前記ローラーによって押圧されている前記蓋
材の前記第２面に対応する前記第１面には、前記ローラーの外周面に沿った湾曲形状が形
成されていてもよい。
【００１９】
　本発明による素子製造装置において、前記蓋材押圧機構は、前記蓋材に向かって突出す
るよう湾曲した湾曲部分が形成されるように保持された状態で搬送される長尺状の加圧フ
ィルムを有していてもよい。この場合、前記加圧フィルムの前記湾曲部分が前記蓋材の前
記第２面の一部を前記中間製品に向かって押圧することにより、前記蓋材の前記第２面に
対応する前記第１面に、前記加圧フィルムの前記湾曲部分に沿った湾曲形状が形成されて
いてもよい。
【００２０】
　本発明による素子製造装置は、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分に向けて
光を照射する照射機構をさらに備えていてもよい。この場合、光は、前記蓋材のうち前記
湾曲形状が形成された部分を透過して前記中間製品に到達してもよい。また光は、前記中
間製品の前記基材側から、前記中間製品に密着している前記蓋材に向けて照射されてもよ
い。
【００２１】
　本発明による素子製造装置は、前記蓋材のうち前記湾曲形状が形成された部分に向けて
光を照射する照射機構をさらに備え、前記照射機構は、光が前記蓋材を透過して前記中間
製品に到達するよう光を導く光学系を有し、前記光学系は、前記ローラーの回転に対して
固定されていてもよい。
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　この場合、前記ローラーは、光を透過させる透光性材料から構成されるとともに内部に
空間が形成された本体部を含み、前記本体部が、前記ローラーの前記外周面を構成してお
り、前記照射機構は、光が前記本体部の内部に形成されている空間を通った後に光が前記
本体部および前記蓋材を透過して前記中間製品に到達するよう、構成されていてもよい。
さらに、前記本体部の内部に形成されている空間には、複数の開口部を有するマスクが配
置されており、前記照射機構は、光が前記マスクの前記開口部を通過した後に光が前記本
体部および前記蓋材を透過して前記中間製品に到達するよう、構成されていてもよい。
　また、前記ローラーは、内部に空間が形成されたた本体部を含み、前記本体部が、前記
ローラーの前記外周面を構成しており、前記本体部には、前記外周面から内部の空間にま
で達する複数の貫通孔が形成されており、前記照射機構は、光が前記貫通孔を通過した後
に光が前記蓋材を透過して前記中間製品に到達するよう、構成されていてもよい。
【００２２】
　本発明による素子製造装置において、前記ローラーは、前記第２方向において間隔を空
けて並べられた第１ローラーおよび第２ローラーを含んでいてもよい。この場合、前記蓋
材の前記第２面が前記第１ローラーおよび前記第２ローラーによって押圧されることによ
り、前記蓋材のうち前記第１ローラーと前記第２ローラーとの間に位置する部分が、前記
第１ローラーの外周面および前記第２ローラーの外周面に沿った湾曲形状を有するように
なっていてもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、簡易な構成の装置を用いて基材を効率良く覆うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態における有機半導体素子を示す縦断面図。
【図２Ａ】図２Ａは、図１に示す有機半導体素子の補助電極、突起部および有機半導体層
のレイアウトの一例を示す平面図。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図１に示す有機半導体素子の補助電極、突起部および有機半導体層
のレイアウトのその他の例を示す平面図。
【図２Ｃ】図２Ｃは、補助電極上の有機半導体層のうち除去される部分の一例を示す平面
図。
【図２Ｄ】図２Ｄは、補助電極上の有機半導体層のうち除去される部分の一例を示す平面
図。
【図３】図３は、本発明の実施の形態における素子製造装置を示す図。
【図４】図４（ａ）～（ｇ）は、本発明の実施の形態における素子製造方法を示す図。
【図５】図５は、補助電極上の有機半導体層を除去するための中間製品処理装置を示す図
。
【図６】図６は、図５に示す中間製品処理装置を用いることによって補助電極上の有機半
導体層が除去される様子を示す図。
【図７】図７（ａ）～（ｇ）は、本発明の実施の形態の変形例において、補助電極上の有
機半導体層を除去する方法を示す図。
【図８】図８（ａ）（ｂ）は、中間製品処理装置が、蒸着用材料を基材上に蒸着させるた
めに利用される例を示す図。
【図９】図９は、ローラーの内部の空間に配置される光学系の一変形例を示す図。
【図１０】図１０は、ローラーの一変形例を示す図。
【図１１】図１１は、ローラーの一変形例を示す図。
【図１２Ａ】図１２Ａは、蓋材押圧機構が加圧フィルムを有する例を示す図。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、図１２Ａに示す加圧フィルムによって蓋材が押圧されている様
子を示す図。
【図１３Ａ】図１３Ａは、ローラーの表面が、中間製品の一部に密着する蓋材の第１面と
して機能する例を示す図。
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【図１３Ｂ】図１３Ｂは、図１４Ａに示すローラーの表面が中間製品の一部に密着してい
る様子を示す図。
【図１４】図１４（ａ）（ｂ）は、有機半導体層に向けて光が基材側から照射される例を
示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図１乃至図６を参照して、本発明の実施の形態について説明する。なお、本件明
細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺および縦横の
寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。
【００２６】
　まず図１により、本実施の形態における有機半導体素子４０の層構成について説明する
。ここでは有機半導体素子４０の一例として、トップエミッションタイプの有機ＥＬ素子
について説明する。
【００２７】
　有機半導体素子
　図１に示すように有機半導体素子４０は、基材４１と、基材４１上に設けられた複数の
第１電極４２と、第１電極４２間に設けられた補助電極４３および突起部４４と、第１電
極４２上に設けられた有機半導体層４５と、有機半導体層４５上および補助電極４３上に
設けられた第２電極４６と、を備えている。
【００２８】
　有機半導体層４５は、有機化合物中における電子と正孔の再結合によって発光する発光
層を少なくとも含んでいる。また有機半導体層４５は、正孔注入層、正孔輸送層、電子輸
送層または電子注入層など、有機ＥＬ素子において一般に設けられる様々な層をさらに含
んでいてもよい。有機半導体層の構成要素としては公知のものを用いることができ、例え
ば特開２０１１－９４９８号公報に記載のものを用いることができる。
【００２９】
　第１電極４２は、有機半導体層４５の各々に対応して設けられている。第１電極４２は
、有機半導体層４５で発生した光を反射させる反射電極としても機能するものである。第
１電極４２を構成する材料としては、アルミニウム、クロム、チタン、鉄、コバルト、ニ
ッケル、モリブデン、銅、タンタル、タングステン、白金、金、銀などの金属元素の単体
またはこれらの合金を挙げることができる。
【００３０】
　第２電極４６は、複数の有機半導体層４５に対する共通電極として機能するものである
。また第２電極４６は、有機半導体層４５で発生した光を透過させるよう構成されている
。第２電極４６を構成する材料としては、光を透過させることができる程度に薄くされた
金属膜や、ＩＴＯなどの酸化物導電性材料を用いることができる。
【００３１】
　補助電極４３は、図示しない電源から個々の有機半導体層までの距離の差に起因して電
圧降下のばらつきが生じないようにし、これにより、有機ＥＬ素子を用いた表示装置の輝
度のばらつきを抑制するためのものである。図１に示すように、各補助電極４３は第２電
極４６に接続されている。補助電極４３を構成する材料としては、第１電極４２と同様の
金属元素の単体または合金を挙げることができる。補助電極４３は、第１電極４２と同一
の材料から構成されていてもよく、若しくは、第１電極４２とは異なる材料から構成され
ていてもよい。
【００３２】
　突起部４４は、絶縁性を有する材料から構成されるものである。図１に示す例において
、突起部４４は、第１電極４２と補助電極４３との間に設けられている。このような突起
部４４を設けることにより、第１電極４２と補助電極４３および第２電極４６との間の絶
縁性を確保することができる。また、突起部４４の間に設けられる有機半導体層４５の形
状を適切に定めることができる。突起部４４を構成する材料としては、ポリイミドなどの
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有機材料や、酸化シリコンなどの無機絶縁性材料を用いることができる。また突起部４４
は、基材４１の法線方向に沿って延びるよう構成されており、このため後述する蓋材を基
材４１に密着させる際に、蓋材と基材４１との間に空間を確保するためのスペーサーとし
て機能することもできる。
【００３３】
　図１に示すように、有機半導体層４５および第２電極４６は、第１電極４２上だけでな
く突起部４４上にも連続して設けられていてもよい。なお、有機半導体層４５のうち電流
が流れて発光するのは、第１電極４２と第２電極４６とによって上下に挟まれている部分
であり、突起部４４上に位置する有機半導体層４５では発光が生じない。後述する図２Ａ
および図２Ｂにおいては、有機半導体層４５のうち発光が生じる部分が、すなわち第１電
極４２上に設けられた有機半導体層４５が示されている。
【００３４】
　次に、基材４１の法線方向から見た場合の有機半導体素子４０の構造について説明する
。特に、有機半導体素子４０の補助電極４３、突起部４４および有機半導体層４５のレイ
アウトについて説明する。図２Ａは、補助電極４３、突起部４４および有機半導体層４５
のレイアウトの一例を示す平面図である。図２Ａに示すように、有機半導体層４５は、マ
トリクス状に順に配置され、各々が矩形形状を有する赤色有機半導体層４５Ｒ、緑色有機
半導体層４５Ｇおよび青色有機半導体層４５Ｂを含んでいてもよい。この場合、赤色有機
半導体層４５Ｒ、緑色有機半導体層４５Ｇおよび青色有機半導体層４５Ｂのそれぞれが、
サブ画素を構成している。また、隣り合う有機半導体層４５Ｒ，４５Ｇ，４５Ｂの組み合
わせが１つの画素を構成している。
【００３５】
　図２Ａに示すように、補助電極４３は、マトリクス状に配置された有機半導体層４５の
間を延びるよう格子状に配置されている。このように補助電極４３を配置することにより
、各有機半導体層４５に接続された第２電極４６における電圧降下に、場所に応じた差が
生じることを抑制することができる。また図２Ａに示すように、突起部４４は、第１電極
４２上に設けられた有機半導体層４５を側方から取り囲むよう、有機半導体層４５と補助
電極４３との間に設けられている。すなわち、突起部４４は、第１電極４２上に設けられ
た有機半導体層４５の四辺に沿って連続して設けられている。これによって、補助電極４
３上の有機半導体層４５を除去する工程において、飛散した有機半導体材料が第１電極４
２上の有機半導体層４５に到達することを防ぐことができる。
【００３６】
　なお電圧降下を適切に低減することができる限りにおいて、補助電極４３がその全域に
わたって第２電極４６に接続される必要はない。すなわち、後述する除去工程において、
補助電極４３上の有機半導体層４５の全てが除去される必要はない。従って図２Ｂに示す
ように、突起部４４は、有機半導体層４５の四辺のうちの任意の辺に沿って非連続的に設
けられていてもよい。図２Ｂに示す例においても、突起部４４によって挟まれた位置にあ
る補助電極４３上の有機半導体層４５を除去する工程において、飛散した有機半導体材料
が、少なくとも部分的に突起部４４によって挟まれた領域内に位置する第１電極４２上の
有機半導体層４５に到達することを防ぐことができる。また、突起部４４によって挟まれ
た位置にある補助電極４３を第２電極４６に接続することにより、電圧降下を適切に抑制
することができる。
【００３７】
　また、第２電極４６の電圧降下を適切に抑制することができる限りにおいて、補助電極
４３の配置が特に限られることはない。例えば図２Ｃや図２Ｄに示すように、補助電極４
３は、複数のサブ画素に対応する有機半導体層４５Ｒ，４５Ｇ，４５Ｂ，４５Ｗによって
構成される各画素に沿うように設けられていてもよい。すなわち、サブ画素である有機半
導体層４５Ｒ，４５Ｇ，４５Ｂ，４５Ｗの間には補助電極４３が形成されず、有機半導体
層４５Ｒ，４５Ｇ，４５Ｂ，４５Ｗによって構成された１つの画素と、その他の同様の画
素との間に補助電極４３が形成されていてもよい。なお図２Ｃおよび図２Ｄにおいては、
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各画素が、サブ画素として、赤色有機半導体層４５Ｒ、緑色有機半導体層４５Ｇおよび青
色有機半導体層４５Ｂに加えて、白色有機半導体層４５Ｗをさらに含む例が示されている
。
【００３８】
　また、第２電極４６の電圧降下を適切に抑制することができる限りにおいて、補助電極
４３と第２電極４６とが接続される箇所の配置が特に限られることはない。図２Ｃおよび
図２Ｄにおいて、補助電極４３と第２電極４６とが接続される箇所が、符号４３ｘが付さ
れた点線によって示されている。図２Ｃに示すように、補助電極４３と第２電極４６とは
、複数の箇所で離散的に接続されていてもよい。すなわち、補助電極４３上の有機半導体
層４５が、複数の箇所で離散的に除去されてもよい。また図２Ｄに示すように、補助電極
４３と第２電極４６とは、補助電極４３が延びる方向に沿って線状に接続されていてもよ
い。すなわち、補助電極４３上の有機半導体層４５が、補助電極４３が延びる方向に沿っ
て線状に除去されてもよい。図２Ｄにおいては、一例として、補助電極４３上の有機半導
体層４５が、後述する蓋材２１が搬送される方向Ｄ１に沿って線状に除去される例が示さ
れている。
【００３９】
　なお図２Ａ乃至図２Ｄにおいては、有機半導体層４５として、複数の種類の有機半導体
層４５Ｒ、４５Ｇ、４５Ｂ、４５Ｗが用いられる例を示したが、これに限られることはな
い。例えば、サブ画素を構成する有機半導体層４５はいずれも、共通の白色光を生成する
ように構成されていてもよい。この場合、各サブ画素の色分けを行う手段としては、例え
ばカラーフィルターなどが用いられ得る。
【００４０】
　次に、本実施の形態による有機半導体素子４０を基材４１上に形成するための素子製造
装置１０および素子製造方法について説明する。有機半導体素子４０に不純物が混入され
ることを十分に防ぐことができる限りにおいて、素子製造方法が実施される環境は特には
限られないが、例えば素子製造方法は部分的に真空環境の下で実施される。なお少なくと
も大気圧よりも低圧の環境である限りにおいて、真空環境における具体的な圧力が特に限
定されることはないが、例えば素子製造装置１０の内部の圧力は１．０×１０４Ｐａ以下
になっている。
【００４１】
　素子製造装置
　図３は、素子製造装置１０を概略的に示す図である。図３に示すように、素子製造装置
１０は、基材４１上に複数の第１電極４２を形成する第１電極形成装置１１と、第１電極
４２間に補助電極４３を形成する補助電極形成装置１２と、第１電極４２と補助電極４３
との間に突起部４４を形成する突起部形成装置１３と、第１電極４２、補助電極４３上お
よび突起部４４上に有機半導体層４５を形成する有機半導体層形成装置１４と、を備えて
いる。以下の説明において、各装置１１，１２，１３，１４を用いた工程によって得られ
るものを中間製品５０と称することもある。
【００４２】
　素子製造装置１０は、後述する蓋材が中間製品５０の一部に対して密着されている間に
所定の処理を実施する中間製品処理装置１５をさらに備えている。本実施の形態において
は、中間製品処理装置１５が、補助電極４３上に設けられた有機半導体層４５を除去する
除去装置として構成されている例について説明する。中間製品処理装置１５は、ステージ
１８、蓋材供給機構２０、蓋材押圧機構３０および照射機構２５を有している。中間製品
処理装置１５の各構成要素については後述する。蓋材２１また素子製造装置１０は、補助
電極４３上の有機半導体層４５が除去された後に補助電極４３および有機半導体層４５上
に第２電極４６を形成する第２電極形装置１６をさらに備えている。
【００４３】
　図３に示すように、素子製造装置１０は、各装置１１～１６間で基材４１や中間製品５
０を搬送するために各装置１１～１６に接続された搬送装置１７をさらに備えていてもよ
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い。
【００４４】
　なお図３は、機能的な観点から各装置を分類したものであり、物理的な形態が図３に示
す例に限られることはない。例えば、図３に示す各装置１１～１６のうちの複数の装置が
、物理的には１つの装置によって構成されていてもよい。若しくは、図３に示す各装置１
１～１６のいずれかは、物理的には複数の装置によって構成されていてもよい。例えば後
述するように、第１電極４２および補助電極４３は１つの工程において同時に形成される
ことがある。この場合、第１電極形成装置１１および補助電極形成装置１２は１つの装置
として構成されていてもよい。
【００４５】
　素子製造方法
　以下、図４（ａ）～（ｇ）を参照して、素子製造装置１０を用いて有機半導体素子４０
を製造する方法について説明する。はじめに、例えばスパッタリング法によって、第１電
極４２および補助電極４３を構成する金属材料の層を基材４１上に形成し、次に、金属材
料の層をエッチングによって成形する。これによって、図４（ａ）に示すように、上述の
第１電極４２および補助電極４３を同時に基材４１上に形成することができる。なお、第
１電極４２を形成する工程および補助電極４３を形成する工程は、別個に実施されてもよ
い。
【００４６】
　次に、図４（ｂ）に示すように、例えばフォトリソグラフィー法によって、第１電極４
２と補助電極４３との間に、第１電極４２および補助電極４３よりも上方まで基材４１の
法線方向に沿って延びる複数の突起部４４を形成する。その後、蒸着法，ＣＶＤ法，印刷
法，インクジェット法または転写法などの一般的な成膜方法によって、図４（ｃ）に示す
ように、第１電極４２上，補助電極４３上および突起部４４上に有機半導体層４５を形成
する。このようにして、基材４１と、基材４１に設けられた複数の第１電極４２と、第１
電極４２間に設けられた補助電極４３および突起部４４と、第１電極４２上、補助電極４
３上および突起部４４上に設けられた有機半導体層４５と、を含む中間製品５０を得るこ
とができる。なお本実施の形態においては、上述のように、第１電極４２および補助電極
４３が突起部４４よりも先に基材４１上に形成される。このため、第１電極４２および補
助電極４３は、突起部４４によって部分的に覆われている。
【００４７】
　次に、蓋材２１を準備し、その後、図４（ｄ）に示すように、蓋材２１の第１面２１ａ
を中間製品５０の一部に密着させる。次に、蓋材２１が中間製品５０に密着している間に
、図４（ｅ）に示すように、補助電極４３上に設けられた有機半導体層４５にレーザ光な
どの光Ｌ２を照射する。これによって、光Ｌ２のエネルギーが有機半導体層４５によって
吸収され、この結果、補助電極４３上の有機半導体層４５を構成する有機半導体材料が飛
散する。このようにして、補助電極４３上の有機半導体層４５を除去することができる。
補助電極４３上から飛散した有機半導体材料は、例えば図４（ｅ）に示されているように
、蓋材２１の第１面２１ａに付着する。図４（ｆ）は、補助電極４３上の有機半導体層４
５が除去された状態を示す図である。
【００４８】
　その後、図４（ｇ）に示すように、第１電極４２上の有機半導体層４５上、および補助
電極４３上に第２電極４６を形成する。このようにして、第２電極４６に接続された補助
電極４３を備える有機半導体素子４０を得ることができる。
【００４９】
　（中間製品処理装置）
　上述の図４（ｄ）（ｅ）を参照して説明した、蓋材２１を中間製品５０の一部に密着さ
せるとともに補助電極４３上の有機半導体層４５を除去する方法について、図５および図
６を参照してより詳細に説明する。なお図４（ｄ）（ｅ）に示す工程は、上述の中間製品
処理装置１５によって実施される。はじめに図５を参照して、中間製品処理装置１５の構
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成について詳細に説明する。図５においては、互いに直交する第１方向、第２方向および
第３方向がそれぞれ矢印Ｄ１、Ｄ２およびＤ３で示されている。
【００５０】
　図５に示すように、中間製品処理装置１５は、中間製品５０が載置されるステージ１８
と、長尺状の蓋材２１を供給する蓋材供給機構２０と、蓋材２１の一部を中間製品５０の
一部に密着させる蓋材押圧機構３０と、中間製品５０のうち蓋材２１が密着している部分
に対して光を照射する照射機構２５と、を備えている。中間製品処理装置１５の各構成要
素は、真空雰囲気に維持されたチャンバの中に配置されている。このため、補助電極４３
上の有機半導体層４５を除去する工程を、真空環境下で実施することができる。以下、中
間製品処理装置１５の各構成要素について説明する。なお「長尺状」とは、蓋材２１が搬
送される方向における蓋材２１の寸法が、蓋材２１が搬送される方向に直交する方向にお
ける蓋材２１の寸法の少なくとも５倍以上になっていることを意味している。
【００５１】
　（ステージ）
　ステージ１８は、中間製品５０を支持するための載置面１８ａを有しており、この載置
面１８ａは、第１方向Ｄ１および第２方向Ｄ２に平行に広がっている。またステージ１８
は、第１方向Ｄ１に平行なステージ移動方向Ｔ１において移動可能であるよう構成されて
いる。また中間製品５０は、上述の複数の突起部４４が第１方向Ｄ１に沿って基材４１上
に並ぶよう、ステージ１８に載置されている。このため後述するように、ステージ１８を
ステージ移動方向Ｔ１に沿って移動させることと、照射機構２５によって中間製品５０に
向けて光を照射することとを繰り返すことにより、中間製品５０のうち第１方向Ｄ１に沿
って並ぶ複数の突起部４４またはその周辺部分に対して順次光を照射することが可能にな
る。なおステージ１８に載置されている中間製品５０の突起部４４は、第１方向Ｄ１およ
び第２方向Ｄ２に直交する第３方向Ｄ３に沿って延びている。
【００５２】
　（蓋材供給機構および蓋材押圧機構）
　図５に示すように、蓋材押圧機構３０は、第１方向Ｄ１に直交する第２方向Ｄ２に延び
る回転軸を中心として回転方向Ｒにおいて回転するローラー３１を有している。一方、蓋
材供給機構２０は、図示はしないが、このローラー３１と中間製品５０との間に向けて繰
り出し方向Ｔ２に沿って蓋材２１を繰り出す繰出部と、ローラー３１と中間製品５０との
間を通った後の蓋材２１を巻き取り方向Ｔ３に沿って巻き取る巻取部と、を有している。
このように本実施の形態においては、中間製品５０の一部を覆うための蓋材２１が、ロー
ル・トゥー・ロールで供給される。以下の説明において、蓋材２１の面のうちステージ１
８側を向く面を第１面２１ａと称し、第１面２１ａの反対側にある面を第２面２１ｂと称
する。
【００５３】
　蓋材２１を構成する材料としては、レーザ光などの光を透過させることができるよう、
ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート）、ＣＯＰ（シクロオレフィンポリマー），ＰＰ（
ポリプロピレン），ＰＥ（ポリエチレン），ＰＣ（ポリカーボネート），ガラスフィルム
などの透光性を有する材料が用いられる。
【００５４】
　蓋材押圧機構３０のローラー３１は、ステージ１８の移動に同期して回転するよう構成
されている。すなわちローラー３１は、ステージ１８の移動速度と蓋材２１の搬送速度と
が一致するよう、ローラー３１に巻き付けられた蓋材２１を搬送する。このローラー３１
は、円筒状の本体部３２と、本体部３２を所定位置で支持して回転させるための駆動部と
、を含んでいる。本体部３２とは、ローラー３１の外周面、すなわち蓋材２１と接する面
を構成する部分のことである。従って、ローラー３１の外周面と本体部３２の外周面とは
同義である。
【００５５】
　中間製品５０に向けて光を照射するための経路を妨げない限りにおいて、本体部３２を
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回転させるための駆動部の具体的な構成が特に限られることはない。
【００５６】
　本実施の形態において、本体部３２は、光を透過させる透光性材料、例えばガラスなど
から構成されている。また本体部３２の内部には空間３２ｂが形成されている。空間３２
ｂは例えば、本体部３２をローラー３１の軸方向に貫通するよう構成されている。このよ
うな空間３２ｂを設けることにより、後述するように、ローラー３１の内部に照射機構２
５の光学系２７などを配置することが可能になる。
【００５７】
　（照射機構）
　図５に示すように、照射機構２５は、レーザ光などの光を生成してローラー３１の本体
部３２の内部の空間３２ｂに向けて放射する光源２６と、本体部３２の内部の空間３２ｂ
に配置された光学系２７と、を有している。光学系２７は、光源２６から放射された光が
、本体部３２と、本体部３２に巻き付けられている蓋材２１とを透過して中間製品５０に
到達するよう、光を導くものである。光学系２７としては例えば、光を反射することによ
って光の進行方向を変えることができるミラー２７ａが用いられ得る。図５およびその他
の図において、光源２６から放射された光が符号Ｌ１で示されており、光学系２７によっ
てその進行方向が変えられた光が符号Ｌ２で示されている。
【００５８】
　光学系２７は、ステージ１８の移動およびローラー３１の回転に対して固定されている
。すなわち、ステージ１８およびローラー３１から独立に配置されている。例えば、光学
系２７は、ステージ１８が移動したり、ローラー３１が回転したりしても、光学系２７に
よって生成される光Ｌ２の進行方向が変化しないよう、構成されている。一方、上述のよ
うに、ステージ１８は第１方向Ｄ１に移動可能であり、また中間製品５０の突起部４４は
第１方向Ｄ１に沿って並んでいる。従って、光学系２７が静止状態にある場合であっても
、複数の突起部４４またはその周辺部分に対して順次光を照射することが可能になってい
る。また光学系２７を第１方向Ｄ１において移動させる必要がないので、工程の間に光学
系２７の照準がずれることがない。従って、光源２６や光学系２７を移動させながら中間
製品５０の複数の部分に光を照射する場合に比べて、高い位置精度で光を照射することが
できる。
【００５９】
　光学系２７のミラー２７ａは、図５において点線の矢印Ｍで示されているように、ロー
ラー３１の本体部３２の内部の空間３２ｂにおいてローラー３１の回転軸に沿って移動可
能であるよう構成されていてもよい。これによって、後述するように、中間製品５０の任
意の部分に光を照射することが可能になる。光学系２７を移動させるための具体的な構成
は特には限られない。例えば光学系２７は、図示はしないが、本体部３２の内部の空間３
２ｂに配置されたレールに沿って移動することができる。また、光源２６や光学系２７が
静止状態にある場合であっても、光源２６や光学系２７が、第２方向の任意の位置で光を
選択的に取り出すことが可能に構成されている場合には、第２方向の任意の位置で中間製
品５０に向けて光を照射することが可能になる。第２方向の任意の位置で光を選択的に取
り出す方法としては、例えば、後述する図９に示すマスク２８の開口部２８ａを選択的に
遮蔽するという方法が考えられる。
　第２方向の任意の位置で中間製品５０に向けて光を照射することが可能である場合、中
間製品５０のうち光が照射されるべき部分は、第２方向に直交する第１方向に沿って並ん
でいなくてもよい。従って、図示はしないが、中間製品５０の突起部４４は、第１方向Ｄ
１に沿って並んでいなくてもよい。
【００６０】
　次に図６を参照して、中間製品処理装置１５を用いて補助電極４３上の有機半導体層４
５を除去する方法を説明する。
【００６１】
　はじめに、第１面２１ａを有する蓋材２１を、第１面２１ａが中間製品５０の突起部４
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４側に向くように準備する。例えば、蓋材供給機構２０を用いて、蓋材２１の第１面２１
ａがステージ１８側を向くよう蓋材２１をローラー３１の本体部３２と中間製品５０との
間に供給する蓋材供給工程を実施する。次に、蓋材押圧機構３０のローラー３１を用いて
、蓋材２１の一部をステージ１８に向かって押圧する蓋材押圧工程を実施する。これによ
って、蓋材２１の第１面２１ａの一部が中間製品５０の一部に密着する。具体的には、図
６に示すように、蓋材２１の第１面２１ａの一部が、中間製品５０のうち突起部４４が設
けられている部分に密着する。このとき、ローラー３１の本体部３２によって押圧されて
いる蓋材２１の第２面２１ｂに対応する第１面２１ａには、本体部３２の外周面３２ａに
沿った湾曲形状が形成される。湾曲形状が形成された部分は例えば、中間製品５０の突起
部４４の間の空間において、ステージ１８に向かって突出する。従って、蓋材２１の第１
面２１ａが平坦である場合に比べて、蓋材２１の第１面２１ａを、中間製品５０のうち突
起部４４が設けられている部分に隙間無く密着させることができる。なお以下の説明にお
いて、第１面２１ａのうち本体部３２の外周面３２ａに沿った湾曲形状が形成されている
部分のことを、湾曲部分２１ｃとも称する。また本実施の形態において、「本体部３２に
よって押圧されている蓋材２１の第２面２１ｂに対応する第１面２１ａ」とは、本体部３
２によって押圧されている第２面２１ｂの反対側にある第１面２１ａを意味している。
【００６２】
　その後、中間製品５０のうち蓋材２１に密着している部分に対して蓋材２１を介して光
を照射する照射工程を実施する。なお「蓋材２１に密着している部分」とは、蓋材２１の
第１面２１ａに直接的に接している突起部４４の部分だけでなく、蓋材２１の第１面２１
ａに密着している突起部４４の部分によって囲まれている部分をも含む概念である。なお
、中間製品５０のうち蓋材２１に密着している部分の全てに対して光を照射する必要はな
い。本実施の形態においては、中間製品５０のうち、蓋材２１に密着している部分であっ
て、かつ、除去されるべき有機半導体層４５が設けられている部分に対して、光が照射さ
れる。図６においては、光源２６から放射され、光学系２７のミラー２７ａによって反射
された光Ｌ２が、本体部３２および蓋材２１の湾曲部分２１ｃを透過して中間製品５０の
補助電極４３上に設けられた有機半導体層４５に到達する様子が示されている。有機半導
体層４５が光Ｌ２のエネルギーを吸収することによって、上述のように、補助電極４３上
の有機半導体層４５を構成する有機半導体材料が飛散する。なお光学系２７は、ミラー２
７ａによって反射された光Ｌ２の焦点を有機半導体層４５に対してあわせるためのレンズ
などをさらに含んでいてもよい。
【００６３】
　ここで本実施の形態によれば、上述のように、蓋材２１の第１面２１ａに湾曲部分２１
ｃを形成し、この湾曲部分２１ｃを利用して蓋材２１を中間製品５０に密着させている。
このため、中間製品５０のうち突起部４４が設けられている部分に、蓋材２１の第１面２
１ａを隙間無く密着させることができる。このことにより、補助電極４３上から飛散した
有機半導体材料が第１電極４２上の有機半導体層４５や周囲環境を汚染することをより確
実に防ぐことができる。
　このように本実施の形態によれば、ローラー３１という簡易な構成要素を用いて、中間
製品５０の一部を蓋材２１によって効率良く覆うことができる。このため、高い品質を有
する有機半導体素子４０を低いコストで製造することができる。
　補助電極４３上の有機半導体層４５が除去されると、照射機構２５からの光は停止され
る。すなわち、中間製品５０に対する光の照射が停止される。
【００６４】
　なお図６においては、蓋材２１のうち光Ｌ２が通過しない部分において、ローラー３１
の本体部３２と蓋材２１の第２面２１ｂとの間に部分的に隙間が形成されている例を示し
た。しかしながら、ローラー３１によって蓋材２１の一部分を中間製品５０に密着させる
ことができる限りにおいて、その他の部分における蓋材２１とローラー３１との位置関係
が特に限られることはない。例えば、蓋材２１のうち光Ｌ２が通過しない部分は、ローラ
ー３１の本体部３２には密着しているが中間製品５０には密着していない、という状態に
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なっていてもよい。
【００６５】
　次に、ステージ１８をステージ移動方向Ｔ１に沿って移動させ、また蓋材２１を、ロー
ラー３１の本体部３２の回転方向Ｒに沿って移動させる。その後、光学系２７から中間製
品５０に向かう光Ｌ２の経路上に、次に除去されるべき補助電極４３上の有機半導体層４
５が到達すると、照射機構２５が再び光を放射する。これによって、照射機構２５からの
光Ｌ２が再び補助電極４３上の有機半導体層４５に照射され、このことにより、有機半導
体層４５が除去される。このようにして、ステージ移動方向Ｔ１に平行な第１方向Ｄ１に
沿って並ぶ複数の補助電極４３上の有機半導体層４５を順次除去することができる。なお
通常は、補助電極４３上の有機半導体層４５は基材４１上で等間隔に並んでいる。従って
、補助電極４３間の間隔とステージ１８の移動速度とを考慮した一定の周期で照射機構２
５の光源２６をオンオフさせ、これによって補助電極４３上の有機半導体層４５に順次光
を照射してもよい。
【００６６】
　このようにステージ１８が移動し、かつ本体部３２が回転する際、上述のように、照射
機構２５の光学系２７は静止したままとなっている。このため本実施の形態によれば、高
い位置精度で中間製品５０に光を照射することができ、このことにより、補助電極４３の
有機半導体層４５を正確に除去することができる。
【００６７】
　また本実施の形態によれば、ロール・トゥー・ロールで供給される蓋材２１を用いて、
移動するステージ１８上の中間製品５０を覆うことができる。このため、補助電極４３上
の有機半導体層４５を除去する上述の工程を、蓋材２１が巻き付けられた１つのロール体
を用いて、複数の中間製品５０に対して実施することができる。従って、１つの中間製品
５０ごとに蓋材２１を切断するための装置や工程は不要であり、このため、装置構成や工
程を簡易なものとすることができる。また、蓋材２１の切断に起因するカスが生じ、これ
によって中間製品５０が汚染されてしまうことを防ぐことができる。
【００６８】
　その後、上述の工程によって除去された有機半導体層４５が存在していた第１方向Ｄ１
のラインとは異なるライン上に位置する複数の補助電極４３上の有機半導体層４５を除去
するため、ローラー３１の回転軸に沿ってミラー２７ａを移動させてもよい。ミラー２７
ａを移動させた後、ステージ１８を移動させながら上述の工程を再び実施することにより
、新たなライン上に位置する複数の補助電極４３上の有機半導体層４５を除去することが
できる。
【００６９】
　なお、上述した実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、図面
を参照しながら、変形例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面で
は、上述した実施の形態と同様に構成され得る部分について、上述の実施の形態における
対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略す
る。また、上述した実施の形態において得られる作用効果が変形例においても得られるこ
とが明らかである場合、その説明を省略することもある。
【００７０】
　（有機半導体素子の層構成の変形例）
　上述の本実施の形態において、第１電極４２および補助電極４３が突起部４４よりも先
に基材４１上に形成される例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、突起
部４４を第１電極４２および補助電極４３よりも先に基材４１上に形成してもよい。この
ような場合であっても、上述した本実施の形態による密着工程や除去工程を利用すること
ができる。以下、このような例について図７（ａ）～（ｇ）を参照して説明する。
【００７１】
　はじめに図７（ａ）に示すように、基材４１上に複数の突起部４４を形成する。次に、
図７（ｂ）に示すように、突起部４４間に第１電極４２を形成するとともに、突起部４４
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上に補助電極４３を形成する。これによって、突起部４４によって互いに絶縁された複数
の第１電極４２と、突起部４４上に設けられた補助電極４３と、を得ることができる。な
お図示はしないが、はじめに基材４１上に第１電極４２を形成し、次に、第１電極４２の
間に突起部４４を形成し、その後、突起部４４上に補助電極４３を形成してもよい。
　その後、図７（ｃ）に示すように、第１電極４２，補助電極４３および突起部４４上に
有機半導体層４５を形成する。このようにして、基材４１と、基材４１に設けられた複数
の第１電極４２と、第１電極４２間に設けられた補助電極４３および突起部４４と、第１
電極４２上および補助電極４３上に設けられた有機半導体層４５と、を含む中間製品５０
を得ることができる。なお本変形例においては、補助電極４３よりも先に突起部４４が形
成されるため、突起部４４が補助電極４３によって覆われている。なお突起部４４は、そ
の上面が全域にわたって補助電極４３によって覆われている必要はない。すなわち突起部
４４は、その上面が少なくとも部分的に補助電極４３によって覆われていればよい。また
上述の本実施の形態においては、第１電極４２間に２列にわたって突起部４４が設けられ
、突起部４４間に補助電極４３が設けられる例を示したが、本変形例においては、補助電
極４３が突起部４４上に設けられるため、図７（ｃ）に示すように第１電極４２間に設け
られる突起部４４は１列のみであってもよい。
【００７２】
　次に図７（ｄ）に示すように、蓋材押圧機構３０のローラー３１を用いて、蓋材２１の
一部をステージ１８に向かって押圧し、これによって、蓋材２１の第１面２１ａの一部を
中間製品５０の一部に密着させる蓋材密着工程を実施する。なお図７（ｄ）および後述す
る図７（ｅ）においては、中間製品５０が載置されるステージ１８が省略されている。
【００７３】
　図７（ｄ）に示す形態においては、蓋材２１の第１面２１ａの一部が、中間製品５０の
うち突起部４４が設けられている部分に密着する。この際、上述の本実施の形態の場合と
同様に、ローラー３１の本体部３２によって押圧されている蓋材２１の第２面２１ｂに対
応する、すなわち反対側にある第１面２１ａには、本体部３２の外周面３２ａに沿った湾
曲形状が形成される。このため、蓋材２１の第１面２１ａが平坦である場合に比べて、中
間製品５０のうち突起部４４が設けられている部分に、蓋材２１の第１面２１ａを隙間無
く密着させることができる。
【００７４】
　その後、突起部４４上の補助電極４３上の有機半導体層４５に光Ｌ２を照射し、これに
よって図７（ｅ）に示すように、補助電極４３上の有機半導体層４５を蓋材２１に付着さ
せる。図７（ｆ）は、突起部４４上の補助電極４３上の有機半導体層４５が除去された状
態を示す図である。なお本変形例においては、除去されるべき有機半導体層４５に蓋材２
１が密着する。この場合、蓋材２１の第１面２１ａの表面エネルギーを適切に設定するこ
とにより、光Ｌ２を照射することなく、突起部４４上の補助電極４３上の有機半導体層４
５を蓋材２１の第１面２１ａに転移させることも可能である。すなわち、蓋材２１のうち
湾曲形状が形成された湾曲部分２１ｃを中間製品５０の一部に密着させることが、補助電
極４３上に設けられた有機半導体層４５を除去することを実現することができる。
【００７５】
　その後、図７（ｇ）に示すように、第１電極４２上の有機半導体層４５上および突起部
４４上の補助電極４３上に第２電極４６を形成する。このようにして、第２電極４６に接
続された補助電極４３を備える有機半導体素子４０を得ることができる。
【００７６】
　（中間製品処理装置が露光装置として構成される例）
　また上述の本実施の形態および変形例において、中間製品処理装置１５が、補助電極４
３上の有機半導体層４５を除去する除去装置として使用される例を示した。しかしながら
、中間製品処理装置１５の応用例が特に限られることはない。例えば中間製品処理装置１
５は、図示はしないが、中間製品５０に蓋材２１が密着されている間に中間製品５０中の
被露光層に対して光Ｌ２を露光光として照射する露光工程を実施する露光装置として使用
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されてもよい。
【００７７】
　（中間製品処理装置が蒸着装置として構成される例）
　若しくは、中間製品処理装置１５は、図８（ａ）（ｂ）に示すように、中間製品５０に
蓋材２１が密着されている間に蒸着用材料４８に光を照射して蒸着用材料４８を基材４１
上に蒸着させる蒸着装置として使用されてもよい。
【００７８】
　本変形例においては、図８（ａ）に示すように、蒸着用材料４８が蓋材２１の第１面２
１ａに設けられている。また図８（ａ）に示すように、中間製品５０は、基材４１と、基
材４１上に設けられた複数の突起部４４と、突起部４４間に設けられた第１電極４２と、
を有している。この場合、中間製品処理装置１５を用いて赤外線などの光Ｌ２を蒸着用材
料４８に照射すると、蒸着用材料４８が蒸発する。より具体的には、図８（ａ）に示すよ
うに蒸着用材料４８のうち第１電極４２と対向する位置に存在する蒸着用材料４８に光Ｌ
２を照射すると、蒸着用材料４８が蒸発して基材４１上の第１電極４２に付着する。この
結果、図８（ｂ）に示すように、第１電極４２上に蒸着層４９を形成することができる。
また基材４１と蓋材２１との間の空間は、突起部４４によって適切に区画されている。こ
のため、基材４１と蓋材２１との間の空間で蒸着用材料４８が広域にわたって飛散してし
まうことを防ぐことができる。
【００７９】
　なお蒸着用材料４８を加熱して蒸発させる方法は、上述の限りではない。例えば蓋材２
１の第１面２１ａと有機半導体層４５との間に、赤外光を吸収する金属薄膜を形成してお
き、金属薄膜に光を照射して金属薄膜を加熱することで、蒸着用材料４８を加熱してもよ
い。この場合、蓋材２１の第１面２１ａに設けられている蒸着用材料４８に直接的には光
がほとんど照射されないが、金属薄膜を介して間接的に蒸着用材料４８を加熱することが
できるので、蒸着用材料４８を蒸発させることができる。蒸着用材料４８に直接的に光が
照射される場合、および、金属薄膜を介して間接的に蒸着用材料４８が加熱される場合の
いずれも、蓋材２１のうち湾曲形状が形成された部分に向けて光が照射される、という点
では共通である。
【００８０】
　なお金属薄膜が磁性材料から構成されている場合、中間製品５０に対する蓋材２１の密
着の程度をより高くするため、蓋材２１の周囲に磁場を発生させたり、中間製品５０のう
ち蓋材２１とは反対の側に磁性体を配置したりして、磁力によって蓋材２１が中間製品５
０に向かって引き寄せられるようにしてもよい。
【００８１】
　（光学系の変形例）
　また上述の本実施の形態および変形例において、光学系２７のミラー２７ａが、ローラ
ー３１の本体部３２の内部の空間３２ｂにおいてローラー３１の回転軸に沿って移動可能
であるよう構成されている例を示した。しかしながら、第２方向Ｄ２に沿って並ぶ複数の
ライン上に位置する複数の部分に光を照射するための光学系２７の具体的な構成が特に限
られることはない。例えば図９に示すように、光学系２７は、ローラー３１の本体部３２
の空間３２ｂに配置されたマスク２８および導光板２９を含んでいてもよい。マスク２８
は、第２方向Ｄ２に沿って並ぶ複数の開口部２８ａを有している。マスク２８の各開口部
２８ａは、各開口部２８ａを通った光Ｌ２が、中間製品５０の除去されるべき有機半導体
層４５や被露光層若しくは蒸着用材料４８などに導かれるよう、配置されている。また導
光板２９は、第２方向Ｄ２における端面から入射した光Ｌ１を、第２方向Ｄ２に沿った各
位置においてステージ１８に向かう光Ｌ２としてほぼ均等に取り出してマスク２８へ導く
ことができるよう、構成されている。なお、光源２６からの光Ｌ１をマスク２８へほぼ均
等に導くことができる限りにおいて、マスク２８の上流側に配置される光学要素として、
導光板２９以外にも様々な光学要素を用いることができる。
【００８２】
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　マスク２８に導かれた光Ｌ２は、マスク２８の各開口部２８ａを透過した後に上述のロ
ーラー３１の本体部３２および蓋材２１を透過して中間製品５０に到達する。このため、
第２方向Ｄ２に沿って並ぶ中間製品５０の複数の部分に同時に光Ｌ２を照射することがで
きる。従って、上述のようにミラー２７ａを移動させることなく、第２方向Ｄ２に沿って
並ぶ複数の部分に同時に光を照射することができる。このため、工程に要する時間を短縮
することができる。また、ミラー２７ａの移動に起因してミラー２７ａの照準がすれてし
まうことがないため、より高い位置精度で光を照射することができる。
【００８３】
　（ローラーの変形例）
　また上述の本実施の形態および変形例において、ローラー３１の本体部３２が、光を透
過させる透光性材料から構成されている例を示した。しかしながら、光Ｌ２が蓋材２１の
上述の湾曲部分２１ｃを透過して中間製品５０に到達することができる限りにおいて、ロ
ーラー３１の本体部３２の構成が特に限られることはない。例えば図１０に示すように、
本体部３２には、ローラー３１の回転方向Ｒおよびローラー３１の回転軸の方向に沿って
並ぶとともに外周面３２ａから内部の空間３２ｂにまで達する複数の貫通孔３２ｃが形成
されていてもよい。貫通孔３２ｃは、各貫通孔３２ｃを通った光Ｌ２が、中間製品５０の
削除されるべき有機半導体層４５や被露光層若しくは蒸着用材料４８などに導かれるよう
、配置されている。また照射機構２５の光学系２７は、光Ｌ２が本体部３２の貫通孔３２
ｃを通過した後に光Ｌ２が蓋材２１を透過して中間製品５０に到達するよう、構成されて
いる。例えば光学系２７は、光を反射することによって光の進行方向を変えることができ
るミラーと、光Ｌ２の焦点を有機半導体層４５にあわせるためのレンズと、を含んでいる
。この場合、レンズは、レンズによって絞られた光が貫通孔３２ｃを通るよう、構成され
ている。
【００８４】
　なお本変形例のように、ローラー３１の本体部３２に貫通孔３２ｃが形成されている場
合、本体部３２を構成する材料として、光を透過させる透光性材料だけでなく、光を透過
させない材料、例えば金属材料を用いることもできる。このため本変形例によれば、本体
部３２を構成する材料の選択を容易にすることができる。例えば、加工性や入手性を考慮
して本体部３２の材料を選択することが可能になり、これによって、ローラー３１の特性
を向上させたり、ローラー３１に要するコストを低くしたりすることができる。
【００８５】
　また本変形例においては、図１０において一点鎖線で示すように、光源２６がローラー
３１の外部に配置されている場合であっても、光源２６から放射された光は、ローラー３
１の貫通孔３２ｃを通ってローラー３１の内部の空間３２ｂに入った後、再び貫通孔３２
ｃを通って中間製品５０に向かうことができる。すなわち本変形例においては、ローラー
３１の外部に、光源２６や光学系２７を配置することができる。このため、光源２６や光
学系２７の配置の自由度を高くすることができる。
【００８６】
　（ローラーのその他の変形例）
　また上述の本実施の形態および変形例において、蓋材２１がその幅方向の全域にわたっ
てローラー３１に接している例を示した。しかしながら、ローラー３１の本体部３２の外
周面３２ａに沿った湾曲形状を蓋材２１の第１面２１ａに付与することができる限りにお
いて、ローラー３１の具体的な形態が特に限られることはない。例えば図１１に示すよう
に、ローラー３１は、第２方向Ｄ２において間隔を空けて並べられた第１ローラー３３お
よび第２ローラー３４を含んでいてもよい。なお蓋材２１の幅方向は、ローラー３１の回
転軸の方向、すなわち第２方向Ｄ２に一致している。
【００８７】
　本変形例において、蓋材２１のうち第１ローラー３３と第２ローラー３４との間に位置
する部分は、ローラー３３，３４の外周面に接しない部分である。この場合であっても、
蓋材２１が所定の剛性を有している場合、ローラー３３，３４によって押圧されている蓋
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材２１の第２面２１ｂに対応する第１面２１ａには、ローラー３３，３４の外周面に沿っ
た湾曲形状が形成されるようになる。具体的には、本変形例においては、図１１に示すよ
うに、ローラー３３，３４によって押圧されている第２面２１ｂの反対側にある第１面２
１ａに加えて、第１ローラー３３と第２ローラー３４との間に位置する蓋材２１の第１面
２１ａにも、湾曲形状を有する部分、すなわち湾曲部分２１ｃが形成される。このため、
中間製品５０のうち突起部４４が設けられている部分に、蓋材２１の第１面２１ａを隙間
無く密着させることができる。なお蓋材２１に所定の剛性を持たせるための蓋材２１の具
体的な構成の一例として、例えば、ＰＥＴフィルムを用いて蓋材２１を構成し、かつ、蓋
材２１の厚みを５０μｍ～３００μｍの範囲内とすることが挙げられる。
【００８８】
　また本変形例によれば、第１ローラー３３と第２ローラー３４との間の空間やその周辺
の空間に、蓋材２１の湾曲部分２１ｃを介して光を中間製品５０に導くための光学系２７
を配置することができる。このため、第１ローラー３３や第２ローラー３４の内部に、光
学系２７を配置するための空間を形成する必要がない。また、ローラーの内部の空間に光
学系２７を配置する場合に比べて、光学系２７の配置の自由度が高くなる。このため、よ
り容易に、かつ高い精度で光を中間製品５０に導くことができる。
【００８９】
　（蓋材押圧機構の変形例）
　また上述の本実施の形態および変形例においては、蓋材２１の第１面２１ａの一部を中
間製品５０の一部に密着させるための蓋材押圧機構３０が、蓋材２１の第２面２１ｂの一
部を中間製品５０に向かって押圧するローラー３１を有する例を示した。しかしながら、
蓋材２１の第１面２１ａに、中間製品５０に向かって突出するよう湾曲した湾曲形状が少
なくとも部分的に形成され、かつ、蓋材２１のうち湾曲形状が形成された部分が中間製品
５０の一部に密着されるようになる限りにおいて、蓋材押圧機構３０の具体的な構成が特
に限られることはない。
【００９０】
　例えば図１２Ａに示すように、蓋材押圧機構３０は、蓋材２１に向かって突出するよう
湾曲した湾曲部分３５ｃが形成されるように保持された状態で搬送される長尺状の加圧フ
ィルム３５を有していてもよい。図１２Ａにおいては、巻出部３５ｓから巻き出された加
圧フィルム３５が、一対のガイドローラー３５ｒに沿って搬送された後、巻取部３５ｔに
よって巻き取られる様子が示されている。この場合、巻出部３５ｓ、巻取部３５ｔおよび
一対のガイドローラー３５ｒの配置、並びに加圧フィルム３５の弾性特性を適切に設定す
ることにより、一対のガイドローラー３５ｒの間で、加圧フィルム３５に湾曲部分３５ｃ
を持たせることができる。
【００９１】
　図１２Ｂは、蓋材押圧機構３０が上述の加圧フィルム３５を有する場合に、加圧フィル
ム３５から押圧されることによって蓋材２１が中間製品５０に密着している様子を拡大し
て示す図である。本変形例による蓋材押圧工程においては、図１２Ａおよび図１２Ｂに示
すように、加圧フィルム３５の湾曲部分３５ｃが蓋材２１の第２面２１ｂの一部を中間製
品５０に向かって押圧することにより、蓋材２１の第２面２１ｂに対応する第１面２１ａ
に、加圧フィルム３５の湾曲部分３５ｃに沿った湾曲形状が形成される。このため、中間
製品５０のうち突起部４４が設けられている部分に、蓋材２１の第１面２１ａを隙間無く
密着させることができる。このことにより、補助電極４３上から飛散した有機半導体材料
が第１電極４２上の有機半導体層４５や周囲環境を汚染することをより確実に防ぐことが
できる。
【００９２】
　また本実施の形態においては、搬送されている加圧フィルム３５を用いて蓋材押圧機構
３０を構成することにより、上述の本実施の形態の場合と同様に、同期した速度で搬送さ
れている蓋材２１および中間製品５０を互いに密着させ、中間製品５０を覆うことができ
る。このため、搬送されている蓋材２１や中間製品５０に対して、上述の照射工程等の様
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々な工程を実施することができる。従って、高い品質を有する有機半導体素子４０を低い
コストで効率的に製造することができる。
【００９３】
　加圧フィルム３５を構成する材料、加圧フィルム３５の厚みおよび層構成などは、上述
の湾曲部分３５ｃが適切に構成され得るように選択される。例えば、加圧フィルム３５を
構成する材料として、蓋材２１を構成する材料よりも高い弾性係数を有する材料が用いら
れる。また、加圧フィルム３５の厚みを蓋材２１の厚みよりも大きくすることにより、一
対のガイドローラー３５ｒの間で加圧フィルム３５に湾曲部分３５ｃが適切に形成される
ようにしてもよい。また、複数のフィルムを積層することによって加圧フィルム３５を構
成してもよい。例えば、加圧フィルム３５は、一対のフィルムと、一対のフィルムの間に
設けられた干渉層と、を含んでいてもよい。一対のフィルムとしては、例えば、各々が１
００μｍ～５００μｍの範囲内の厚みを有する一対のＰＥＴフィルムなどを用いることが
できる。また干渉層を構成する材料としては、透光性を有するゲル状の材料を用いること
ができる。例えば、透光性を有する光学粘着材、いわゆるＯＣＡを用いることができる。
【００９４】
　なお本変形例において、蓋材２１の第１面２１ａには、中間製品５０の補助電極４３上
から飛散した有機半導体材料が付着する。従って、高い品質を有する有機半導体素子４０
を製造するためには、有機半導体材料が付着した蓋材２１は、有機半導体素子４０の製造
工程において再利用されることなく廃棄されることが好ましい。一方、加圧フィルム３５
に有機半導体材料が付着することはない。また図１２Ａに示すように、蓋材２１を押圧し
た後の加圧フィルム３５は、蓋材２１から分離されて巻取部３５ｔによって巻き取られる
。従って、その後に実施される有機半導体素子４０の製造工程において加圧フィルム３５
を再利用することが可能である。
【００９５】
　（蓋材の変形例）
　また上述の本実施の形態および変形例においては、第１面２１ａおよび第２面２１ｂを
有する蓋材２１が、中間製品５０を覆うための部材として用いられる例を示した。しかし
ながら、湾曲形状を利用して中間製品５０を適切に覆うことができる限りにおいて、蓋材
２１の具体的な構成が特に限られることはない。例えば図１３Ａおよび図１３Ｂに示すよ
うに、ローラー３１の表面が、中間製品５０の一部に密着して中間製品５０を覆う蓋材２
１の第１面２１ａとして機能してもよい。この場合、ローラー３１の表面の湾曲形状によ
って覆われている中間製品５０の補助電極４３上の有機半導体層４５に向けて光Ｌ２を照
射することにより、補助電極４３上の有機半導体層４５を除去することができる。この場
合、補助電極４３から飛散した有機半導体材料がローラー３１の表面に付着して有機半導
体層４５が形成される。
【００９６】
　図１３Ａに示すように、ローラー３１の表面に形成された有機半導体層４５を洗浄する
ための洗浄機構３６が設けられていてもよい。例えば洗浄機構３６は、ローラー３１の表
面の有機半導体層４５を剥がし取る粘着ロール３６ａと、粘着ロール３６ａの表面の有機
半導体層４５を掻きとるブレード３６ｂと、を含んでいる。このような洗浄機構３６を設
けることにより、清浄な表面を有するローラー３１によって連続的に中間製品５０を覆う
ことができる。
【００９７】
　なお図示はしないが、本変形例において、ローラー３１は、フィルムを巻き取ることに
よって構成されたものであってもよい。この場合、有機半導体層４５によってローラー３
１の表面が汚染された場合であっても、有機半導体層４５が付着しているフィルムを巻き
出して除去することにより、ローラー３１の表面を常に清浄に保つことができる。従って
、ローラー３１の表面を洗浄するための洗浄機構３６を不要にすることができる。
【００９８】
　（光の照射方向の変形例）
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　また上述の本実施の形態および変形例においては、補助電極４３上に設けられた有機半
導体層４５に向けて、蓋材２１側から光Ｌ２が照射される例を示した。しかしながら、有
機半導体層４５を適切に加熱することができる限り、光Ｌ２の照射方向が特に限られるこ
とはない。例えば図１４（ａ）に示すように、中間製品５０の基材４１側から、中間製品
５０に密着している蓋材２１に向けて光Ｌ２を照射してもよい。ここで一般に補助電極４
３は、金属元素の単体または合金によって構成されている。従って、中間製品５０に密着
している蓋材２１に向けて照射された光Ｌ２は主に、補助電極４３によって遮蔽される。
この場合、光Ｌ２として、補助電極４３によって吸収され得る波長の光を用いることによ
り、補助電極４３を加熱し、これによって補助電極４３上の有機半導体層４５を加熱する
ことができる。この結果、図１４（ｂ）に示すように、補助電極４３上の有機半導体層４
５を蒸発させて、蓋材２１の第１面２１ａ上に付着させることができる。なお、光Ｌ２が
予め定められている場合、補助電極４３を構成する材料として、光Ｌ２を吸収することが
可能な材料を用いるようにしてもよい。
【００９９】
　（その他の変形例）
　また上述の本実施の形態および各変形例において、第１方向Ｄ１に並ぶ複数の中間製品
５０の部分に対して光Ｌ２を順次照射するとき、ステージ１８はステージ移動方向Ｔ１に
おいて移動し、一方、照射機構２５の光学系２７は静止したままである例を示した。しか
しながら、これに限られることはなく、第１方向Ｄ１に並ぶ複数の中間製品５０の部分に
対して光Ｌ２を順次照射するとき、ステージ１８が静止したままであり、光学系２７が第
１方向Ｄ１に沿って移動してもよい。
【０１００】
　また上述の本実施の形態および各変形例において、中間製品５０を搬送する搬送機構と
してステージ１８が用いられる例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、
図示はしないが、中間製品５０は、ロール・トゥー・ロールの形態で供給され搬送されて
もよい。すなわち、中間製品５０の基材４１は、長尺状に延びるものであり、また中間製
品５０の第１電極４２，補助電極４３，突起部４４，有機半導体層４５および第２電極４
６などは、長尺状に延びる基材４１上に形成されていてもよい。この場合、中間製品５０
を上述の方向Ｔ１において搬送するための機構として、ロール・トゥー・ロールの形態に
おいて用いられる一般的な搬送機構が用いられ得る。
【０１０１】
　また上述の本実施の形態および各変形例において、有機半導体素子４０が有機ＥＬであ
る例を示した。しかしながら、上述の素子製造装置１０および素子製造方法によって製造
される有機半導体素子のタイプが特に限られることはない。例えば上述の素子製造装置１
０および素子製造方法を用いて、有機トランジスタデバイスや有機太陽電池デバイスなど
の様々な有機半導体素子を製造することが可能である。有機トランジスタデバイスにおい
て、有機半導体層およびその他の構成要素としては公知のものを用いることができ、例え
ば特開２００９－８７９９６号公報に記載のものを用いることができる。同様に、有機太
陽電池デバイスにおいて、有機半導体層から構成される光電変換層およびその他の構成要
素としては公知のものを用いることができ、例えば特開２０１１－１５１１９５号公報に
記載のものを用いることができる。また、上述の素子製造装置１０および素子製造方法は
、有機半導体素子の製造だけでなく、無機半導体素子の製造に適用されてもよい。
【０１０２】
　また上述の本実施の形態および各変形例において、中間製品処理装置１５の各構成要素
が、真空雰囲気に維持されたチャンバの中に配置される例を示した。すなわち、中間製品
処理装置１５を用いて中間製品５０に光を照射する工程が、真空環境下で実施される例を
示した。しかしながら、これに限られることはなく、中間製品処理装置１５を用いて中間
製品５０に光を照射する工程を、大気圧環境下など、真空環境以外の環境下で実施しても
よい。
【０１０３】
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　なお、上述した実施の形態に対するいくつかの変形例を説明してきたが、当然に、複数
の変形例を適宜組み合わせて適用することも可能である。
【符号の説明】
【０１０４】
　１０　素子製造装置
　１５　中間製品処理装置
　１８　ステージ
　２０　蓋材供給機構
　２１　蓋材
　２５　照射機構
　２６　光源
　２７　光学系
　３０　蓋材押圧機構
　３１　ローラー
　３５　加圧フィルム
　３６　洗浄機構
　４０　有機半導体素子
　４１　基材
　４２　第１電極
　４３　補助電極
　４４　突起部
　４５　有機半導体層
　４６　第２電極
　５０　中間製品

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】
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