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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ膜層の信頼性を向上させた有機エレク
トロルミネッセンス装置の提供。
【解決手段】絶縁基板上に薄膜トランジスタを有する複
数の画素回路がマトリクス状に配置された第一の基板と
、有機絶縁材料によって形成され、前記第一の基板上に
配置される、前記第一の基板の表面の凹凸を平坦化する
有機平坦化膜と、前記有機平坦化膜の前記第一の基板側
とは反対側の面の一部と接して備えられる陽極と、無機
絶縁材料によって形成され、前記陽極の端部を覆って前
記有機平坦化膜の前記第一の基板側とは反対側の面の一
部と接して備えられる無機バンクと、前記陽極及び前記
無機バンクの、前記有機平坦化膜と接する側とは反対側
を覆い、一部を前記有機平坦化膜と接して備えられるＯ
ＬＥＤ層と、前記ＯＬＥＤ層の前記有機平坦化膜側とは
反対側を覆って備えられる封止膜と、を備える、有機エ
レクトロルミネッセンス装置。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板上に薄膜トランジスタを有する複数の画素回路がマトリクス状に配置された第
一の基板と、
　有機絶縁材料によって形成され、前記第一の基板上に配置される、前記第一の基板の表
面の凹凸を平坦化する有機平坦化膜と、
　前記有機平坦化膜の前記第一の基板側とは反対側の面の一部と接して備えられる陽極と
、
　無機絶縁材料によって形成され、前記陽極の端部を覆って前記有機平坦化膜の前記第一
の基板側とは反対側の面の一部と接して備えられる無機バンクと、
　前記陽極及び前記無機バンクの、前記有機平坦化膜と接する側とは反対側を覆い、一部
を前記有機平坦化膜と接して備えられるＯＬＥＤ層と、
　前記ＯＬＥＤ層の前記有機平坦化膜側とは反対側を覆って備えられる封止膜と、を備え
る、
ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス装置。
【請求項２】
　前記無機バンクには、無機バンク開口部が形成されており、
　前記ＯＬＥＤ層は、前記無機バンク開口部を介して前記有機平坦化膜と接して備えられ
ている、
ことを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス装置。
【請求項３】
　前記第一の基板は、マトリックス状の複数の前記画素回路を区画する、配線を有し、
　前記無機バンク開口部は、平面視において前記配線と重なる領域に配置されている、
ことを特徴とする請求項２に記載の有機エレクトロルミネッセンス装置。
【請求項４】
　前記無機バンクを形成する無機絶縁材料は、ＳｉＮ、ＳｉＯ、及びこれらの混合物から
なる群から選択される材料である、
ことを特徴とする請求項１乃至３いずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス装
置。
【請求項５】
　前記有機平坦化膜の厚さは、１．５μｍ以上、３．５μｍ以下であり、
　前記無機バンクの厚さは、０．１５μｍ以上、０．３５μｍ以下である、
ことを特徴とする請求項１乃至４いずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス装
置。
【請求項６】
　前記配線は、薄膜トランジスタに含まれるゲート電極、ソース電極及びドレイン電極の
それぞれと接続される、ゲート電極線（走査配線）、信号配線、及び薄膜トランジスタに
電源を供給する電源供給線から選択されるいずれかの配線である、
ことを特徴とする請求項３に記載の有機エレクトロルミネッセンス装置。
【請求項７】
　絶縁基板上に薄膜トランジスタを有する複数の画素回路がマトリクス状に配置された第
一の基板を形成する第一工程と、
　前記第一の基板上に、前記第一の基板の表面の凹凸を平坦化する有機平坦化膜を、有機
絶縁材料によって形成する第二工程と、
　前記有機平坦化膜の前記第一の基板側とは反対側の面の一部と接する、ＯＬＥＤ層を構
成する陽極を形成する第三工程と、
　前記陽極の端部と前記有機平坦化膜の前記第一の基板側とは反対側の面とを覆って、前
記ＯＬＥＤ層を構成する無機バンクを、無機絶縁材料によって形成する第四工程と、
　前記陽極及び前記無機バンクの、前記有機平坦化膜と接する側とは反対側を覆い、一部
を前記有機平坦化膜と接して備えられるＯＬＥＤ層を形成する第五工程と、



(3) JP 2015-72770 A 2015.4.16

10

20

30

40

50

を含む、
ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第四工程は、前記無機バンクに無機バンク開口部を形成し、前記有機平坦化膜の前
記第一の基板側とは反対側の面の一部を露出させる工程を含み、
　前記第五工程は、前記無機バンクに形成された無機バンク開口部の形成によって露出し
た前記有機平坦化膜の前記第一の基板側とは反対側の面の一部と、前記無機バンクの前記
平坦化膜側とは反対側の面と、を接して覆う前記ＯＬＥＤ層を形成する工程である、
ことを特徴とする請求項７に記載の有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第一工程は、マトリックス状の複数の前記画素回路を区画する、配線を形成する工
程を含み、前記第四工程で形成される前記無機バンク開口部は、平面視において前記配線
と重なる領域に形成される、
ことを特徴とする請求項７又は８に記載の有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法
。
【請求項１０】
　前記無機バンクを形成する無機絶縁材料は、ＳｉＮ、ＳｉＯ、及びこれらの混合物から
なる群から選択される材料である、
ことを特徴とする請求項７乃至９いずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス装
置の製造方法。
【請求項１１】
　前記有機平坦化膜の厚さは、１．５μｍ以上、３．５μｍ以下であり、
　前記無機バンクの厚さは、０．１５μｍ以上、０．３５μｍ以下である、
ことを特徴とする請求項７乃至１０いずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス
装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記配線は、薄膜トランジスタに含まれるゲート電極、ソース電極及びドレイン電極の
それぞれと接続される、ゲート電極線（走査配線）、信号配線、及び薄膜トランジスタに
電源を供給する電源供給線から選択されるいずれかの配線である、
ことを特徴とする請求項９に記載の有有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス（有機ＥＬ）装置及びその製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、下部電極、有機層、および、上部電極がこの順に形成された発光領域
と、発光領域の周辺に設けられた周辺領域と、上部電極の上面を覆う保護膜と、上部電極
と電気的に接続され、かつ周辺領域の端部に配設され、保護膜の成膜に起因する帯電電荷
を周辺領域外に流出させるための保護電極、とを有する有機ＥＬ表示装置について記載が
されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、基板上において第１電極と第２電極との間に配置された機能層
を有する発光素子と、前記発光素子の間において前記機能層を発光領域毎に区画する隔壁
と、前記発光素子を駆動させる駆動回路と、を備えた有機ＥＬ装置であって、前記駆動回
路の少なくとも一部は、平面的に前記発光素子の間に配置され、前記駆動回路の少なくと
も一部と前記発光素子の間とで平面的に重なる領域には、前記隔壁が設けられていない領
域を有することを特徴とする有機ＥＬ装置について記載がされている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１６２３１号公報
【特許文献２】特開２０１２－２２７８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　有機発光ダイオードを用いた有機ＥＬ表示装置には、バンクと呼ばれる各画素回路の周
囲に配置され、各画素間を区切る構造体が備えられている。バンクは、ＴＦＴ基板の上方
に形成される電極（陽極）の端部を覆って備えられることによって、有機ＥＬ膜層の段切
れによる陽極－陰極間の電気的短絡を防ぎ、また各画素の発光を区分けする、という機能
を有するものである。
【０００６】
　例えば、有機材料によって形成された平坦化膜上に一連の無機膜を形成した場合、平坦
化膜内の水分を排出できなくなり、気化した水分により平坦化膜と無機膜が剥離してしま
う。
【０００７】
　本発明の目的は、有機ＥＬ膜層の信頼性を向上させた有機エレクトロルミネッセンス装
置及びその製造方法を提供することを目的とする。
【０００８】
　また、本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付
図面によって明らかにする。
【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にかかる有機エレクトロルミネッセンス装置は、絶縁
基板上に薄膜トランジスタを有する複数の画素回路がマトリクス状に配置された第一の基
板と、有機絶縁材料によって形成され、前記第一の基板上に配置される、前記第一の基板
の表面の凹凸を平坦化する有機平坦化膜と、前記有機平坦化膜の前記第一の基板側とは反
対側の面の一部と接して備えられる陽極と、無機絶縁材料によって形成され、前記陽極の
端部を覆って前記有機平坦化膜の前記第一の基板側とは反対側の面の一部と接して備えら
れる無機バンクと、前記陽極及び前記無機バンクの、前記有機平坦化膜と接する側とは反
対側を覆い、一部を前記有機平坦化膜と接して備えられるＯＬＥＤ層と、前記ＯＬＥＤ層
の前記有機平坦化膜側とは反対側を覆って備えられる封止膜と、を備えることを特徴とす
る。
【００１０】
　また、上記課題を解決するための本発明にかかる有機エレクトロルミネッセンス装置の
製造方法は、絶縁基板上に薄膜トランジスタを有する複数の画素回路がマトリクス状に配
置された第一の基板を形成する第一工程と、前記第一の基板上に、前記第一の基板の表面
の凹凸を平坦化する有機平坦化膜を、有機絶縁材料によって形成する第二工程と、前記有
機平坦化膜の前記第一の基板側とは反対側の面の一部と接する、ＯＬＥＤ層を構成する陽
極を形成する第三工程と、前記陽極の端部と前記有機平坦化膜の前記第一の基板側とは反
対側の面とを覆って、前記ＯＬＥＤ層を構成する無機バンクを、無機絶縁材料によって形
成する第四工程と、前記陽極及び前記無機バンクの、前記有機平坦化膜と接する側とは反
対側を覆い、一部を前記有機平坦化膜と接して備えられるＯＬＥＤ層を形成する第五工程
と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によって、有機ＥＬ膜層の信頼性を向上させた有機エレクトロルミネッセンス装
置及びその製造方法が提供される。
【図面の簡単な説明】



(5) JP 2015-72770 A 2015.4.16

10

20

30

40

50

【００１２】
【図１Ａ】本発明の第一の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置の平面図で
ある。
【図１Ｂ】図１Ａの１Ｂ‐１Ｂ線における断面図である。
【図２】本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置の製造プロセスを示す図である。
【図３Ａ】本発明の第二の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置の一例を示
す平面図である。
【図３Ｂ】図３Ａの３Ｂ‐３Ｂ線における断面図である。
【図４】本発明に係る有機エレクトロルミネッセンス装置の平面図である。
【図５】第三の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置における周辺領域に形
成した無機層に設けた開口部の一部平面図である。
【図６】第三の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置における周辺領域の断
面図である。
【図７】第四の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置における画素部の断面
図である。
【図８】第四の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置における周辺領域１３
の断面図である。
【図９】第五の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置における画素部の断面
図である。
【図１０】第五の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置における周辺領域１
３の断面図である。
【図１１】第四の実施形態及び第五の実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置の製
造プロセスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　有機発光ダイオードを用いた有機ＥＬ表示装置には、バンクと呼ばれる各画素回路の周
囲に配置され、各画素間を区切る構造体が備えられている。バンクは、ＴＦＴ基板の上方
に形成される電極（陽極）の端部を覆って備えられることによって、有機ＥＬ膜層の段切
れによる陽極－陰極間の電気的短絡を防ぎ、また各画素の発光を区分けする、という機能
を有するものである。
【００１４】
　例えば、トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置においては、有機ＥＬ膜層がなるべ
く平滑な層を形成するように、ＴＦＴ基板の表面段差を低減することが必要であり、その
ため該ＴＦＴ基板上に平坦化膜が形成される。ここで、有機ＥＬ膜層が形成されるＴＦＴ
基板の表面段差を低減するためには、該段差の凹凸差を鑑みて、平坦化膜を通常２μｍ～
３μｍの厚さで形成することが好ましい。
【００１５】
　そして、２μｍ～３μｍの厚さの平坦化膜を無機材料で形成することは論理的には不可
能ではないが、プロセス上、時間と手間を費やすこととなるため現実的でない。したがっ
て、平坦化膜は通常、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂等の有機材料にて形成される。
【００１６】
　そして平坦化膜の上面の一部に有機ＥＬ膜層を構成する電極（陽極）が形成され、該電
極の端部および、平坦化膜の上面の該電極が形成されていない他の面を覆ってバンクが形
成されることとなる。ここで、通常バンクは、平坦化膜の上面の該電極が形成されていな
い他の面の全部を覆って形成される。バンクが平坦化膜の上面の該電極が形成されていな
い他の面の全部を覆って形成される方が、工程上簡便であり又そのように形成したとして
も性能上実害がないと考えられるからである。
【００１７】
　また、バンクの形成には平坦化膜と同一の材料が用いられることが通常である。すなわ
ち、平坦化膜が、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂等の有機材料にて形成されるため、バン
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クも同様に有機材料が用いられる。平坦化膜と同一の材料でバンクを形成する方が、工程
的に簡便であり、また互いの界面の親和性がよく層間の剥離の発生を低減が期待できるか
らである。
【００１８】
　そして、該バンクの高さが低いと、対向基板（カラーフィルタ等）との距離（ギャップ
）を接近させることとなり、塗り分けの精度（例えば、ＲＧＢ塗り分け精度）が向上する
ため、混色の低減が可能となる。混色の低減効果を得るためには、バンクは０．５μｍ以
下、好ましくは０．２μｍ～０．３μｍで形成することが効果的である。そして、通常、
無機材料で形成されるバンクの高さは、有機材料で形成されるバンクの高さと比較して低
く形成できるため、この様な効果を得るためにはバンクを無機材料にて形成することが効
果的であると発明者らは考えた。
【００１９】
　しかしながら、有機材料によって形成される平坦化膜と、無機材料によって形成される
バンクと、の組み合わせには以下の問題がある。
【００２０】
　それは、該平坦化膜上に電極（陽極）を形成し、該電極（陽極）の端部および、平坦化
膜の上面の該電極が形成されていない他の面を覆ってバンクが形成されたものは、次いで
有機ＥＬ膜層を構成する発光層形成工程に移行する前に、前処理として（真空）ベークを
実施することとなる。この前処理は、平坦化膜を構成する有機材料には水分が多く含有さ
れており、該水分は有機ＥＬ素子の信頼性を低下させるため、該水分を除去するために行
われるものである。
【００２１】
　ここで、有機材料によって形成された平坦化膜の上面には、金属によって形成された電
極と、無機材料によって形成されたバンクが、該平坦化膜の上面の全部を覆って配置され
ているため、（真空）ベークを実施した際、平坦化膜を構成する有機材料に含まれる水分
の逃げ場がなくなってしまう。このため、（真空）ベーク時に外部に揮散できずに残され
た水分は膨張し、バンク－平坦化膜間、あるいは電極－平坦化膜間の剥離を引き起こすこ
とがある。
【００２２】
　発明者らは、有機絶縁材料によって形成される平坦化膜と、無機絶縁材料によって形成
されるバンクと、を備え、塗り分けの精度が向上し、混色の低減が可能となる有機エレク
トロルミネッセンス装置を提供することについて鋭意検討を行った。
【００２３】
　以下に、混色を低減するとともに、有機ＥＬ膜層の信頼性を向上させた有機エレクトロ
ルミネッセンス装置及びその製造方法について説明する。
【００２４】
［第一の実施形態］
　本発明にかかる有機エレクトロルミネッセンス装置は、絶縁基板上に薄膜トランジスタ
を有する複数の画素回路がマトリクス状に配置された第一の基板と、有機絶縁材料によっ
て形成され、前記第一の基板上に配置される、前記第一の基板の表面の凹凸を平坦化する
有機平坦化膜と、前記有機平坦化膜の前記第一の基板側とは反対側の面の一部と接して備
えられる陽極と、無機絶縁材料によって形成され、前記陽極の端部を覆って前記有機平坦
化膜の前記第一の基板側とは反対側の面の一部と接して備えられる無機バンクと、前記陽
極及び前記無機バンクの、前記有機平坦化膜と接する側とは反対側を覆い、一部を前記有
機平坦化膜と接して備えられるＯＬＥＤ層と、前記ＯＬＥＤ層の前記有機平坦化膜側とは
反対側を覆って備えられる封止膜と、を備えることを特徴とする。
【００２５】
　以下、図面を参照しながら、本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置の実施態様に
ついて説明する。図１Ａは、本発明の第一の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセン
ス装置の画素部の一部を拡大した平面図である。なお、図４は、本発明に係る有機エレク
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トロルミネッセンス装置１の平面図であり、図１Ａの画素は、図４にて示される本発明に
係る有機エレクトロルミネッセンス装置１の表示領域１２内に配置されている。
【００２６】
　図１Ａに示されるように、本発明の一実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装
置１は、絶縁基板上に薄膜トランジスタを有する複数の画素回路１００がマトリクス状に
配置された第一の基板を有するものである。そして、平面視においてマトリクス状に配置
された複数の画素回路１００のそれぞれに対応する位置に陽極２０（画素電極）が配置さ
れており、該陽極２０の一部又は全部の領域に画素開口部１１０が形成されている。
【００２７】
　本発明におけるマトリックス状の複数の画素回路１００を区画する配線７０は、例えば
、薄膜トランジスタに含まれるゲート電極、ソース電極及びドレイン電極のそれぞれと接
続されるゲート電極線Ｖｇ（走査配線）、信号配線Ｖｓｉｇや、薄膜トランジスタに電源
を供給する電源供給線ＶＤＤによって構成されることとしてもよい。
【００２８】
　また、本発明に係る有機エレクトロルミネッセンス装置１において、陽極２０の上面に
はＯＬＥＤ層（図１Ａにおいて図示なし）が備えられている。本発明におけるＯＬＥＤ層
（ＯＬＥＤ： Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）は、陰極
（透明電極：図１Ａにおいて図示なし）と、発光層４０ａを含むものであり、ＯＬＥＤ層
に含まれる発光層４０ａは、該陰極と、平面視においてマトリクス状に配置された複数の
画素回路１００のそれぞれに対応する位置に配置された陽極２０と、の間で挟持されてい
る。
【００２９】
　そして、陽極２０には、第一の基板に備えられた薄膜トランジスタを介して電流が供給
される。そして陽極２０に供給された電流は、ＯＬＥＤ層（発光層）を経て、陰極へと流
れ込む。陽極２０および陰極に挟持される発光層では、陰極からの電子及び陽極２０から
の正孔が再結合することにより発光する。そして、発光した光は、前述の画素開口部１１
０を介して外部に照射されることとなる。
【００３０】
　図１Ｂは、図１Ａの１Ｂ‐１Ｂ線における断面図である。図１Ｂを参照し、本発明に係
る有機エレクトロルミネッセンス装置１の構成について具体的に説明する。
【００３１】
　本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１に含まれる第一の基板は、絶縁基板上に
薄膜トランジスタを有する複数の画素回路１００がマトリクス状に配置されたものである
。ここで、絶縁基板とは、例えばガラス、プラスチック（ポリカーボネート、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリイミド、ポリアクリレート等）等で構成されることとしてもよい
。
【００３２】
　また、本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１に含まれる第一の基板は、例えば
光透過性材料からなることとしてもよい。ここで光透過性材料とは、ガラス、プラスチッ
ク（ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリイミド、ポリアクリレート等
）、ＩＴＯ、ＩＺＯ等であり、またこれらに限定されるこのではない。
【００３３】
　また、薄膜トランジスタが配置される第一の基板６０は、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ
　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）基板ともよばれる。ここで、薄膜トランジスタは、ポリシリコ
ンなどの半導体膜と、半導体膜を覆うゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜を介して半導体膜の
上方に配置されたゲート電極と、ゲート絶縁膜を貫通して半導体膜に電気的に接続するソ
ース電極及びドレイン電極と、を含むこととしてもよい。また、第一の基板６０に配置さ
れる薄膜トランジスタを駆動させるための、駆動回路（図示なし）が、第一の基板６０上
に配置されることとしてもよい。
【００３４】
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　また、第一の基板６０上には、前述した画素回路１００を区画する配線７０が備えられ
ている。該配線７０は、薄膜トランジスタに含まれるゲート電極、ソース電極及びドレイ
ン電極のそれぞれと接続されるゲート電極線Ｖｇ（走査配線）、信号配線Ｖｓｉｇや、薄
膜トランジスタに電源を供給する電源供給線ＶＤＤによって構成されることとしてもよい
。
【００３５】
　これらの配線７０は、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）等
の金属によって形成されることとしてもよい。
【００３６】
　本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１に含まれる平坦化膜５０は、有機絶縁材
料によって形成され、第一の基板６０上に配置される。また、平坦化膜５０は、その上表
面を平坦化するものであり、平坦化膜５０上表面は、平坦化膜５０の下側（第一の基板６
０側）に形成された層の表面の凹凸よりも平坦化されている。例えば、トップエミッショ
ン型の有機ＥＬ表示装置においては、ＯＬＥＤ層がなるべく平滑な層を形成するように、
ＴＦＴ基板の表面段差を低減することが必要であり、そのため該ＴＦＴ基板上に有機平坦
化膜５０が形成される。
【００３７】
　すなわち、第一の基板６０上には、画素回路１００を区画する配線７０が備えられてい
るため、その表面には配線７０の厚みに起因する凹凸が存在することとなる。該凹凸が存
在すると、第一の基板６０上に陽極２０、ＯＬＥＤ膜を形成することが段切れ等の影響に
より困難なものとなる。そのため、第一の基板６０上の凹凸を低減するために、第一の基
板６０上に有機平坦化膜５０が備えられることとなる。
【００３８】
　ここで、ＯＬＥＤ層が形成されるＴＦＴ基板の表面段差を低減するためには、該段差の
凹凸差を鑑みて、有機平坦化膜５０を１．５μｍ以上、３．５μｍ以下の厚さで形成する
こととしてもよい。また、有機平坦化膜５０を２μｍ以上で形成することは好ましく、ま
た、３μｍ以下の厚さで形成することは好ましい。
【００３９】
　なお、１．５μｍ以上、３．５μｍ以下の厚さの有機平坦化膜５０を無機絶縁材料で形
成することは論理的には不可能ではないが、プロセス上時間と手間を費やすこととなるた
め現実的でない。したがって、本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１に含まれる
有機平坦化膜５０は有機絶縁材料によって形成される。より具体的には、本発明の有機エ
レクトロルミネッセンス装置１に含まれる有機平坦化膜５０は例えば、アクリル樹脂、ポ
リイミド樹脂、ノボラック樹脂、及びこれらの混合物からなる化合物群より選択される有
機絶縁材料にて形成されることとしてもよい。
【００４０】
　また、本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１に含まれる有機平坦化膜５０は例
えば、有機樹脂のワニス（有機樹脂を溶媒に溶かした液状物）を凹凸表面に塗布し、該ワ
ニスに含まれる溶媒を揮散させることによって形成することとしてもよい。このように形
成することによって第一の基板６０表面の凹部に優先的にワニスが流れ込むこととなり、
第一の基板６０の表面の凹凸を効果的に平坦化することとなる。
【００４１】
　なお、ポリイミド樹脂で有機平坦化膜５０を構成する場合、その後イミド化の処理を行
うこととしてもよい。また、熱硬化性の有機樹脂で有機平坦化膜５０を構成する場合、そ
の後加熱処理を行い、熱硬化を促進させることとしてもよい。また、光硬化性の有機樹脂
で有機平坦化膜５０を構成する場合、その後光照射処理を行い、光硬化を促進させること
としてもよい。なお、有機平坦化膜５０の材料、及び形成方法は、上記のものに限られる
ものではない。
【００４２】
　第一の基板６０表面の凹凸を平坦化する有機平坦化膜５０上には、陽極２０（画素電極
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）が配置される。すなわち、陽極２０は、有機平坦化膜５０の第一の基板６０側とは反対
側の面の一部と接して備えられることとなる。
【００４３】
　陽極２０の役割は正孔をＯＬＥＤ層４０に含まれる正孔注入層や正孔輸送層などの有機
層へ注入することであるため、仕事関数が大きなことが必要である。例えば、陽極２０は
酸化スズ（ＳｎＯ２）、アルミニウムドープの酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ａｌ）、インジウムス
ズ酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（Ｉｎ２Ｏ３－ＺｎＯ（ＩＺＯ））等によっ
て形成されることとしてもよい。なお、ＩＴＯの仕事関数は４．６～５．０ｅＶ程度であ
り正孔輸送材料のＨＯＭＯ準位（５．０～５．５ｅＶ）に近いため正孔の注入に適してい
る。
【００４４】
　そして、本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１に含まれる無機のバンク３０は
、陽極２０の端部を覆って有機平坦化膜５０の第一の基板６０側とは反対側の面の一部と
接して備えられる。通常、バンク３０は、陽極２０の端部および、有機平坦化膜５０の上
面の該陽極２０が形成されていない他の面の全てを覆って無機のバンク３０が形成される
。バンク３０が有機平坦化膜５０の上面の陽極２０が形成されていない他の面の全部を覆
って形成されるのは工程上その方が簡便であり、性能上実害がないと考えられるからであ
る。
【００４５】
　しかしながら、本実施形態においては、バンク３０は有機平坦化膜５０の上面の該陽極
２０が形成されていない他の面の全てを覆うことなく、無機層の一部に開口部３１が形成
されている。このため、バンク３０は有機平坦化膜５０の上面の該陽極２０が形成されて
いない他の面の全てを覆うことなく、有機平坦化膜５０の上面の一部をＯＬＥＤ層４０と
接するように露出させて形成されることとなる。
【００４６】
　また、通常、バンク３０の形成には有機平坦化膜５０と同一の材料が用いられる。すな
わち、有機平坦化膜５０が通常、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂等の有機材料にて形成さ
れる場合、バンク３０も同様に有機材料が用いられるが、本発明においては、バンク３０
は有機平坦化膜５０と異なる材料であり、無機絶縁材料によって形成される。
【００４７】
　これは、無機絶縁材料で形成されるバンク３０の高さは、有機絶縁材料で形成されるバ
ンクの高さと比較して低く形成できるからである。バンクの高さを低く形成することによ
って、対向基板（カラーフィルタ等）との距離（ギャップ）を接近させることとなり、塗
り分けの精度が向上するため、混色の低減が可能となる。
【００４８】
　また、混色の低減効果を得るためには、バンク３０は０．１５μｍ以上、０．３５μｍ
以下で形成することが効果的である。したがって、本発明の有機エレクトロルミネッセン
ス装置１に含まれるバンク３０の高さは、０．１５μｍ以上、０．３５μｍ以下であるこ
ととしてもよい。また、バンク３０の高さは０．５μｍ以下とすればよく、０．２μｍ以
上０．３μｍ以下であることとしてもよい。
【００４９】
　また、バンク３０を形成する無機絶縁材料は、ＳｉＮ、ＳｉＯ、及びこれらの混合物か
らなる群から選択される材料であることとしてもよい。また、バンク３０は、ＳｉＮ又は
ＳｉＯによって形成されることとしてもよい。
【００５０】
　また、バンク３０は、各画素で分離した陽極２０の端部を覆うことによって発光領域を
規定する役割を果たしている。すなわち、陽極２０の端部を覆ったバンク３０によって、
画素開口部１１０の外縁が決定されることとなる。また、バンク３０は、第一の基板６０
とＯＬＥＤ層４０を介して対向して備えられるカラーフィルター基板（図示なし）に備え
られたブラックマトリクス（図示なし）と対応する位置に備えられていることとしてもよ
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い。
【００５１】
　また、バンク３０は、第一の基板６０上に形成される陽極２０端部の段差を覆うことに
よってＯＬＥＤ層４０に含まれる発光層４０ａの段切れによる、陽極２０－陰極４０ｂ間
の短絡を防ぐ役割も果たしている。そのためバンク３０は、なだらかな曲面表面を有する
ように形成されることとしてもよい。
【００５２】
　本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１に含まれるＯＬＥＤ層４０は、前述のよ
うに陰極４０ｂ（透明電極）と、発光層４０ａを含むものであり、ＯＬＥＤ層４０に含ま
れる発光層４０ａは、該陰極４０ｂと、平面視においてマトリクス状に配置された複数の
画素回路１００のそれぞれに対応する位置に配置された陽極２０と、の間で挟持されてい
る。そして、陽極２０には、第一の基板６０に備えられた薄膜トランジスタを介して電流
が供給される。そして陽極２０に供給された電流は、発光層４０ａを経て、陰極４０ｂへ
と流れ込む。陽極２０および陰極４０ｂに挟持される発光層４０ａでは、陰極４０ｂから
の電子及び陽極２０からの正孔が再結合することにより発光する。そして、発光した光は
、前述の画素開口部１１０を介して外部に照射されることとなる。
【００５３】
　陰極４０ｂは、ＯＬＥＤ層４０の最上面（ＯＬＥＤ層４０の第一の基板６０側とは反対
側の面）に形成されるベタ電極である。そして、陰極４０ｂは本発明の有機エレクトロル
ミネッセンス装置１の表示面のほぼ全面にわたって形成されている。
【００５４】
　陰極４０ｂは、電子を有機層へ注入するために仕事関数が小さいほうが有利である。こ
のため、Ａｌ、Ｍｇ、ＭｇＡｇ、ＭｇＩｎ等の金属にて形成されることが一般的には好ま
しい。ここで、本実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置１のようなトップエ
ミッション型の有機エレクトロルミネッセンス装置１の場合、陰極４０ｂ側からＯＬＥＤ
層４０で発光した光を取り出すこととなるので、陰極４０ｂはインジウムスズ酸化物（Ｉ
ＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（Ｉｎ２Ｏ３－ＺｎＯ（ＩＺＯ））等のような透明金属か
ら形成される透明電極であることとしてもよい。
【００５５】
　本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１は、ＯＬＥＤ層４０の有機平坦化膜５０
側とは反対側を覆って備えられる封止膜８０を備える。ここで、封止膜８０は、外部から
の水分、酸素等からＯＬＥＤ層４０を保護するために備えられるものである。したがって
、封止膜８０を形成する材料は、通水性、通気性を考慮して選定されることとなる。
【００５６】
　例えば、封止膜８０は、無機材料によって形成されることとしてもよい。また、封止膜
８０は、ＳｉＮ、ＳｉＯ２、Ｐ２Ｏ５・ＳｉＯ２（ＰＳＧ）、Ａｌ２Ｏ３、ＰｂＯ・Ｓｉ
Ｏ２、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＯＮ、ＰｂＯ・Ｂ２Ｏ３、及びこれらの混合物からなる群から選
択される化合物によって形成されることとしてもよい。また、封止膜８０は、有機材料で
はあるが、例えばポリイミド樹脂及び／又はその誘導体によって形成されることとしても
よい。なかでも封止膜８０は、ＳｉＮによって形成されることは好適である。また、封止
膜８０は、例えばＣＶＤによって成膜されることとしてもよい。なお、封止膜８０の材料
、及び形成方法は、上記のものに限られるものではない。
【００５７】
　また、封止膜８０の厚さは、０．５μｍ～１０μｍであることとしてもよい。封止膜８
０の厚さが０．５μｍ～１０μｍであることによって、ＯＬＥＤ層４０に対する保護効果
が高まり好ましい。
【００５８】
　封止膜８０が０．５μｍより小さいと膜に穴が空きやすくなる。また、０．５μｍより
小さいと防水機能が損なわれる。封止膜８０が３．０μｍ以上あればゴミを被覆が容易と
なり好ましい。また、封止膜８０が１０μｍより大きくなると、ＴＦＴ基板に対向して配
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置されるカラーフィルターと発光面との距離が長くなり、混色が発生してしまう。１０μ
ｍより大きくなると、製造時間が長くなる、膜応力が大きくなる、膜の均一性が悪くなる
等の問題が発生する。
【００５９】
　図１Ａ、１Ｂにて示されるように、無機層には画素間に無機のバンク３０が形成されて
いない開口部３１を有している。これによって、本実施形態の有機エレクトロルミネッセ
ンス装置１は、ＯＬＥＤ層４０の一部が有機平坦化膜５０と直接接する構造を有すること
となる。
【００６０】
　本実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１のＯＬＥＤ層４０が有機平坦化膜５
０と、平面視において陽極２０と重なる領域以外の場所で直接接することによって、有機
平坦化膜５０を構成する有機絶縁材料に含まれる水分を（真空）ベークを実施して除去す
る工程を行った場合、ＯＬＥＤ層４０と有機平坦化膜５０とが直接接している領域から水
分が外部に揮散し、バンク３０と平坦化膜５０の間、あるいは電極－有機平坦化膜５０間
の剥離の発生を抑制することとなる。
【００６１】
　また、第二の実施形態の説明において後に詳細に説明を行うが、第一の基板は、マトリ
ックス状の複数の画素回路を区画する、配線を有し、ＯＬＥＤ層４０と有機平坦化膜５０
とは、平面視において該配線と重なる領域で接していることとしてもよい。ＯＬＥＤ層４
０と有機平坦化膜５０とは、平面視においてマトリックス状の複数の画素回路を区画する
配線と重なる領域で接することによって、画素回路を省スペース化する、あるいは、画素
開口部１１０を大きくすることが可能となる。
【００６２】
　ここで、本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１の製造プロセスについて具体的
に説明を行い、有機平坦化膜５０を構成する有機絶縁材料に含まれる水分を真空中でベー
クを実施して除去する工程について具体的に説明を行う。
【００６３】
　図２は本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１の製造プロセスを示す図である。
図２に示されるように、本発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１は、ＴＦＴ工程（
Ｓ－１）と、ＯＬＥＤ工程（Ｓ－２）と、に大きく分類される。なお、有機平坦化膜５０
上に形成される陽極２０と、バンク３０は、本来的にはＯＬＥＤ層４０を構成するものと
も考えられるため、陽極２０と、バンク３０と、を形成する工程は、ＯＬＥＤ工程（Ｓ－
２）に含まれるものであるとも考えられるが、本発明においては説明の便宜上、有機平坦
化膜５０上に形成される陽極２０と、バンク３０の形成工程は、ＴＦＴ工程（Ｓ－１）に
含まれることとして下記説明を行うこととする。
【００６４】
　ＴＦＴ工程は、絶縁基板上に薄膜トランジスタを有する複数の画素回路１００がマトリ
クス状に配置された第一の基板６０を形成する第一工程Ｓ－１ａと、前記第一の基板上６
０に、前記第一の基板６０の表面の凹凸を平坦化する有機平坦化膜５０を、有機絶縁材料
によって形成する第二工程Ｓ－１ｂと、前記有機平坦化膜５０の前記第一の基板６０側と
は反対側の面の一部と接する、ＯＬＥＤ層４０を構成する陽極２０を形成する第三工程Ｓ
－１ｃと、前記陽極２０の端部と前記有機平坦化膜５０の前記第一の基板６０側とは反対
側の面とを覆って、前記無機層となるバンク３０を、無機絶縁材料によって形成する第四
工程Ｓ－１ｄと、を含む。また、第四工程Ｓ－１ｄは、前記無機層に開口部３１を形成し
、前記有機平坦化膜４０の前記第一の基板６０側とは反対側の面の一部を露出させる工程
を含む。
【００６５】
　絶縁基板上に薄膜トランジスタを有する複数の画素回路１００がマトリクス状に配置さ
れた第一の基板６０を形成する第一の基板６０（図２における薄膜トランジスタ製造工程
）は、既知の写真蝕刻技術（ＰＥＰあるいはリソグラフィ）を用いて行われることとして
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もよい。
【００６６】
　次いで、前述の第一の基板６０によって得られた第一の基板６０の表面の凹凸を平坦化
する平坦化膜５０を、有機絶縁材料によって形成する第二工程Ｓ－１ｂ（図２における有
機平坦化膜製造工程）を行う。
【００６７】
　有機平坦化膜５０は、前述のように有機樹脂のワニス（有機樹脂を溶媒に溶かした液状
物）を凹凸表面に塗布することによって、凹部に優先的にワニスが流れ込ませた後、乾燥
させることによって形成することとしてもよい。また、有機樹脂のワニスはスピンコータ
ー、スリットコーター等の方法を用いて行うこととしてもよいが、該方法に限定されるこ
とはない。
【００６８】
　次いで、前述の第二工程Ｓ－１ｂによって形成された有機平坦化膜５０の第一の基板６
０側とは反対側の面の一部と接する、ＯＬＥＤ層４０を構成する陽極２０を形成する第三
工程Ｓ－１ｃ（図２における陽極製造工程）を行う。なお、第三工程Ｓ－１ｃ前、第二工
程Ｓ－１ｂ後に、形成された有機平坦化膜５０中に含まれる水分を除去するために、例え
ば２００℃の条件にてベーク（あるいは真空ベーク）処理を行うこととしてもよい。
【００６９】
　なお、有機平坦化膜５０は、有機絶縁材料により形成されるため、大気中の水分を吸収
する場合がある、したがって、下記説明を行う工程の前に有機平坦化膜５０に含まれる水
分を除去する目的で、ベーク（あるいは真空ベーク）処理を行うこととしてもよい。
【００７０】
　陽極２０は、例えば、酸化スズ（ＳｎＯ２）、アルミニウムドープの酸化亜鉛（ＺｎＯ
：Ａｌ）、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（Ｉｎ２Ｏ３－Ｚｎ
Ｏ（ＩＺＯ））等によって形成され、既知の写真蝕刻技術（ＰＥＰあるいはリソグラフィ
）を用いて行われることとしてもよい。
【００７１】
　次いで、前述の第三工程Ｓ－１ｃによって形成された陽極２０の端部と有機平坦化膜５
０の第一の基板６０側とは反対側の面とを覆って、ＯＬＥＤ層４０を構成するバンク３０
を、無機絶縁材料によって形成する第四工程（図２におけるバンク製造工程）Ｓ－１ｄを
行う。バンク３０は、ＳｉＮ、ＳｉＯ、及びこれらの混合物からなる群から選択される無
機絶縁材料によって形成され、例えば、ＣＶＤ法を用いて形成されることとしてもよい。
【００７２】
　第四工程Ｓ－１ｄにおいては、初めに陽極２０の端部と有機平坦化膜５０の第一の基板
６０側とは反対側の面の陽極２０が形成されていない表面の全面を覆って、ベタでバンク
３０を形成する。その後、第四工程Ｓ－１ｄにおいて、ベタで形成されたバンク３０に開
口部３１を形成し、有機平坦化膜５０の第一の基板６０側とは反対側の面の一部を露出さ
せる工程を行う。
【００７３】
　第四工程によって形成された開口部３１は、後に詳細に説明するが、バンク３０が有機
平坦化膜５０の上面の全部を覆って配置された場合、ＯＬＥＤ工程Ｓ－２前に（真空）ベ
ークを実施した際に、有機平坦化膜５０を構成する有機材料に含まれる水分の逃げ場がな
くなってしまわないように、水分の逃げ道を確保するためのものである。このように水分
の逃げ道を確保することによって、水分は（真空）ベーク時に有機平坦化膜内で留まって
膨張することなく、外部に揮散することとなり、バンク－平坦化膜間、あるいは電極－平
坦化膜間の剥離を引き起こすおそれは低減する。
【００７４】
　上記第一工程Ｓ－１ａ乃至第四工程Ｓ－１ｄを経て、ＴＦＴ工程Ｓ－１は終了となり、
ＯＬＥＤ工程Ｓ－２へと進むこととなる。ここで、第四工程Ｓ－１ｄ後、得られたＴＦＴ
基板には、微粒子や分子レベルの汚染物質が付着していることが考えられる。この様な汚
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染物質は素子特性の劣化等を引き起こすことがあるため、この様な汚染物質を除去するた
め洗浄工程を行うことが好ましい。
【００７５】
　したがって、第四工程Ｓ－１ｄ後、得られたＴＦＴ基板を、純水等を用いて洗浄する工
程を行う。なお、洗浄工程は、適宜ブラシスクラブ洗浄、超音波洗浄、高圧ジェット洗浄
等を併用して行うこととしてもよい。
【００７６】
　ＯＬＥＤ工程Ｓ－２は、無機層の開口部３１の形成によって露出した前記有機平坦化膜
５０の前記第一の基板６０側とは反対側の面の一部と、バンク３０の前記有機平坦化膜５
０側とは反対側の面と、を接して覆う発光層４０ａ等を形成する第五工程Ｓ－２ａ（図２
におけるＯＬＥＤ製造工程）を含むものである。
【００７７】
　ここで、第五工程Ｓ－２ａ前に、前述のＴＦＴ工程によって得られたＴＦＴ基板に対し
、前処理として（真空）ベークを実施することとしてもよい。これは、前述の洗浄工程に
よって有機平坦化膜５０を構成する有機材料には水分が多く含有されているため、該水分
は有機ＥＬ素子の信頼性を低下させるため、該水分を除去するためである。すなわち、本
発明の有機エレクトロルミネッセンス装置１の製造方法は、前述の第四工程Ｓ－１ｄと、
第五工程Ｓ－２ａと、の間に有機平坦化膜５０を構成する有機材料に含まれる水分を、前
記第四工程Ｓ－１ｄによって形成された無機層の開口部３１から揮散させて除去するベー
ク工程Ｓ－３を含むこととしてもよい。
【００７８】
　また、該ベーク工程Ｓ－３は、真空ベーク工程であることとしてもよい。真空ベーク工
程を行うことによって、有機平坦化膜５０を構成する有機材料に含まれる水分をより確実
に除去することとなるからである。
【００７９】
　第五工程Ｓ－２ａは、陽極２０及びバンク３０の、有機平坦化膜５０と接する側とは反
対側を覆い、一部を有機平坦化膜５０と接して備えられるＯＬＥＤ層４０を形成する。す
なわち、第五工程Ｓ－２ａは、無機層の開口部３１の形成によって露出した有機平坦化膜
５０の第一の基板６０側とは反対側の面の一部と、バンク３０の有機平坦化膜５０側とは
反対側の面と、を接して覆うＯＬＥＤ層４０を形成する工程である。
【００８０】
　本発明におけるＯＬＥＤ層４０（ＯＬＥＤ： Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔ
ｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）は、前述のように陰極４０ｂ（透明電極）と、発光層４０ａを含
むものであり、ＯＬＥＤ層４０に含まれる発光層４０ａは、該陰極４０ｂと、平面視にお
いてマトリクス状に配置された複数の画素回路１００のそれぞれに対応する位置に配置さ
れた陽極２０と、の間で挟持されるように形成される。
【００８１】
　また、発光層４０ａは有機材料によって形成されるため、例えば既知の塗布法を用いて
形成されることとしてもよい。また、陰極４０ｂ（透明電極）は、既知のＣＶＤ等の蒸着
方法を用いて形成されることとしてもよい。
【００８２】
　上記説明した、第一の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置１は、有機Ｅ
Ｌ膜層の信頼性を向上させた有機エレクトロルミネッセンス装置１である。
【００８３】
　また、上記説明した、有機エレクトロルミネッセンス装置１の製造方法によって製造さ
れた有機エレクトロルミネッセンス装置１は、絶縁基板上に薄膜トランジスタを有する複
数の画素回路１００がマトリクス状に配置された第一の基板６０と、有機絶縁材料によっ
て形成され、前記第一の基板６０上に配置される、前記第一の基板６０の表面の凹凸を平
坦化する有機平坦化膜５０と、前記有機平坦化膜５０の前記第一の基板６０側とは反対側
の面の一部と接して備えられる陽極２０と、無機絶縁材料によって形成され、前記陽極２
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０の端部を覆って前記有機平坦化膜５０の前記第一の基板６０側とは反対側の面の一部と
接して備えられる無機バンク３０と、前記陽極２０及び前記無機バンク３０の、前記有機
平坦化膜５０と接する側とは反対側を覆い、一部を前記有機平坦化膜５０と接して備えら
れるＯＬＥＤ層４０と、前記ＯＬＥＤ層４０の前記有機平坦化膜５０側とは反対側を覆っ
て備えられる封止膜８０と、を備えることを特徴とするものである。そして、前記ＯＬＥ
Ｄ層４０は、前記無機バンク３０に形成された無機バンク開口部３１を介して前記有機平
坦化膜５０の一部の表面と直接接していることを特徴とすることとしてもよい。
【００８４】
　バンクが有機材料によって形成された場合、バンクが無機材料によって形成された場合
と比較して水分含有量が増加してしまうため、水分により劣化が促進されるＯＬＥＤ層（
有機ＥＬ膜層）の信頼性を低下させ、また、有機材料によって形成されたバンクは、無機
材料によって形成されたバンクと比較して、厚みが大きくなるためＯＬＥＤ層において発
光した光が隣接する画素から出射されるという光学的混色を発生させるおそれもある。
【００８５】
　したがって、有機絶縁材料によって形成される平坦化膜５０と、無機絶縁材料によって
形成される無機バンク３０と、を備える第一の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセ
ンス装置１は、混色を低減するとともに、有機ＥＬ膜層の信頼性を向上させた有機エレク
トロルミネッセンス装置１である。
【００８６】
［第二の実施形態］
　本実施形態にかかる有機エレクトロルミネッセンス装置１は、絶縁基板上に薄膜トラン
ジスタを有する複数の画素回路１００がマトリクス状に配置された第一の基板６０と、有
機絶縁材料によって形成され、前記第一の基板６０上に配置される、前記第一の基板６０
に形成した層の表面の凹凸を平坦化する平坦化膜５０と、前記平坦化膜５０の前記第一の
基板６０側とは反対側の面の一部と接して備えられる陽極２０と、無機絶縁材料によって
形成され、前記陽極２０の端部を覆って前記平坦化膜５０の前記第一の基板６０側とは反
対側の面の一部と接して備えられるバンク３０と、前記陽極２０及び前記バンク３０の、
前記平坦化膜５０と接する側とは反対側を覆い、一部を前記有機膜５０と接して備えられ
るＯＬＥＤ層４０と、前記ＯＬＥＤ層４０の前記平坦化膜５０側とは反対側を覆って備え
られる封止膜８０と、を備え、前記第一の基板６０は、マトリックス状の複数の前記画素
回路１００を区画する、配線７０を有し、前記ＯＬＥＤ層４０と前記平坦化膜５０とは、
平面視において前記配線７０と重なる領域で接していることを特徴とする。
【００８７】
　ここで、第二の実施形態におけるマトリックス状の複数の前記画素回路１００を区画す
る配線７０は、薄膜トランジスタに含まれるゲート電極、ソース電極及びドレイン電極の
それぞれと接続されるゲート電極線Ｖｇ（走査配線）、信号配線Ｖｓｉｇ、及び薄膜トラ
ンジスタに電源を供給する電源供給線ＶＤＤから選択されるいずれかの配線７０であるこ
ととしてもよい。
【００８８】
　図３Ａは、本発明の第二の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置１の一例
を示す平面図である。また、図３Ｂは、図１Ａの１Ｂ‐１Ｂ線における断面図である。
【００８９】
　図３Ａに示されるように、第二の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置１
は、絶縁基板上に薄膜トランジスタを有する複数の画素回路１００がマトリクス状に配置
された第一の基板６０を有するものである。そして、平面視においてマトリクス状に配置
された複数の画素回路１００のそれぞれに対応する位置に陽極２０（画素電極）が配置さ
れており、該陽極２０の一部又は全部の領域に画素開口部１１０が形成されている。
【００９０】
　そして、図３Ａに示されるように、開口部３１は、平面視においてゲート電極線Ｖｇ（
走査配線）と重なる領域に配置されている。このため、平面視において、第一の基板６０
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におけるマトリックス状の複数の画素回路１００を区画するゲート電極線Ｖｇ（走査配線
）と重なる領域でＯＬＥＤ層４０と有機平坦化膜５０とが直接接している。
【００９１】
　マトリックス状の複数の前記画素回路１００を区画する配線７０は、平面視において画
素開口部１１０と重なることがないため、画素開口領域に干渉することなく、製造時にお
けるバンク３０有機平坦化膜５０間、あるいは電極－有機平坦化膜５０間の剥離を引き起
こすことなく、有機エレクトロルミネッセンス装置１を製造することとなる。
【００９２】
　第二の実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１の製造方法は、前述の第一の実
施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１の製造方法の第一の基板６０が、マトリッ
クス状の複数の前記画素回路１００を区画する、配線７０を形成する工程を含み、そして
、第四工程Ｓ－１ｄで形成される開口部３１が、平面視において配線７０と重なる領域に
形成されることとなる点以外は、第一の実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１
の製造方法と同様であることとしてもよい。
【００９３】
　上記説明した、第二の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置１は、有機Ｅ
Ｌ膜層の信頼性を向上させた有機エレクトロルミネッセンス装置１である。
【００９４】
　また、有機絶縁材料によって形成される有機平坦化膜５０と、無機絶縁材料によって形
成される無機バンク３０と、を備える第二の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセン
ス装置１は、混色を低減するとともに、有機ＥＬ膜層の信頼性を向上させた有機エレクト
ロルミネッセンス装置１である。
【００９５】
[第三の実施形態]
　図４は、本発明に係る有機エレクトロルミネッセンス装置１の平面図である。有機エレ
クトロルミネッセンス１には、前述の図１に示される画素を複数配置して表示領域１２が
形成されている。表示領域１２の外側には、表示領域１２を囲んで周辺領域１３（図４に
おける斜線で示される領域）が形成されている。周辺領域１３には各画素にデータを送信
するための配線や画像表示に寄与しないダミー画素等が配置されている。
【００９６】
　図５は、第三の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置における周辺領域１
３に形成した無機層に設けた開口部３１の一部平面図で、図６は、第三の実施形態に係る
有機エレクトロルミネッセンス装置における周辺領域１３の断面図である。ＴＦＴ基板６
０上の配線７０を覆って有機材料による平坦化膜５０が形成されている。平坦化膜５０の
上には平坦化膜５０を覆ってバンクと同層の無機（ＳｉＮ）層３０ｂが配置されている。
無機層の一部には開口部３１が形成され、この開口部３１を介して、発光層４０aと同層
の有機層４０ｃと、平坦化膜５０と、が接触している。図４では、周辺領域１３の開口部
３１は表示領域１２の開口部３１と同じ形状としたが、周辺領域１３は表示領域１２と異
なり画素開口が無いため、周辺領域１３の開口３１が画素開口より大きくしてもよい。
【００９７】
　このような構成として図２に示すベーク処理を実施することで、平坦化膜５０に含まれ
る水分を除去できる。
【００９８】
[第四の実施形態]
　図７は、第四の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置における画素部の断
面図である。第一の実施形態と同じ機能を有する部位には同じ参照番号を付してある。
【００９９】
　図７の画素には、画素電極である陽極２０の下層に絶縁膜３２を介して電極２１を配置
した。電極２１は陽極２０と絶縁膜３２とでコンデンサを形成している。一方、平坦化膜
５０の下層に形成された回路層にも保持容量のコンデンサが形成されている。電極２１と
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陽極２０とでコンデンサを形成することで、回路層に形成したコンデンサを補強すること
ができ、画素容量を増加できる。特に、高精細化が進み、回路層に形成したコンデンサだ
けでは所定の保持容量が確保できない場合は、図７の構成とすることで、所望の容量を確
保することができる。
【０１００】
　本実施形態では、平坦化膜５０上に形成したコンデンサ用電極２１を覆って無機の絶縁
膜３２が形成されている。絶縁膜３２は一部に開口部３１を備えた一連の膜として形成さ
れている。また、絶縁膜３２上には画素電極である陽極２０が形成されている。陽極２０
の端部と開口部３１を覆って無機のバンク３０が形成されている。無機のバンク３０の一
部には絶縁膜３２の開口部と位置を合わせて開口部３１が形成されている。その結果、開
口部３１を介してＯＬＥＤ層４０aと平坦化膜５０が接触する構造となっている。この構
成により、平坦化膜５０の水分を除去することができる。
【０１０１】
　本実施形態では平坦化膜５０上に一面に形成した無機の絶縁膜３２の一部に開口部３１
を形成することで、平坦化膜５０に含まれる水分を除去することができる。
【０１０２】
　図８は、第四の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置における周辺領域１
３の断面図である。ＴＦＴ基板６０上の配線７０を覆って有機材料による平坦化膜５０が
形成されている。平坦化膜５０の上にはコンデンサ用電極２１と同層の配線２２が形成さ
れ、この配線２２を覆って絶縁膜３２が形成されている。絶縁膜３２は一部に開口部３１
が形成されている。また、絶縁膜３２の上にはバンクと同層の無機（ＳｉＮ）層３０ｂが
配置され、無機層３０ｂは絶縁膜３２の開口部と位置を合わせて開口部３１が形成されて
いる。無機層３０ｂと絶縁層３２に形成された開口部３１通して、有機層４０ｃと、平坦
化膜５０と、が接触している。
【０１０３】
　このような構成とすることで、平坦化膜５０に含まれる水分を除去できる。
【０１０４】
[第五の実施形態]
　図９は、第五の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置における画素部の断
面図である。第四の実施形態と同じ機能を有する部位には同じ参照番号を付してある。
【０１０５】
　本実施形態では、第四の実施形態と同様に、絶縁膜３２は一部に開口部３１を備えた一
連の膜として形成され、コンデンサを構成する電極２１を覆っている。絶縁膜３２上には
画素電極である陽極２０が形成され、陽極２０の端部と開口部３１を覆って絶縁性のバン
ク３３が形成されている。
【０１０６】
　絶縁性のバンク３３は有機材料で形成されている。絶縁性のバンク３３は下面が開口部
３１で平坦化膜５０と接触し、上面がＯＬＥＤ層４０ｂと接触している。本実施形態によ
れば、ＯＬＥＤ層と平坦化膜の間に有機材料で形成した絶縁性のバンク３３が介在してい
るので、ＯＬＥＤ層と平坦化膜５０を接触させること無く平坦化膜５０の水分を除去する
ことができる。また、絶縁膜による段差を小さくでき、段差の少ない面にＯＬＥＤ層を形
成できる。段差が小さいのでＯＬＥＤ層の断裂を防止できる。
【０１０７】
　本実施形態では平坦化膜５０上に一面に形成した無機の絶縁膜３２の一部に開口部３１
を形成することで、平坦化膜５０に含まれる水分を除去することができる。
【０１０８】
　図１０は、第五の実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置における周辺領域
１３の断面図である。ＴＦＴ基板６０上の配線７０を覆って有機材料による平坦化膜５０
が形成されている。平坦化膜５０の上にはコンデンサ用電極２１と同層の配線２２が形成
され、この配線２２を覆って絶縁膜３２が形成されている。絶縁膜３２は一部に開口部３
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１が形成されている。
【０１０９】
　絶縁膜３２の上には絶縁性のバンク３３と同層の有機膜３３ｂが形成され、開口部３１
を通して平坦化膜５０と有機膜３３ｂとが接触している。また有機膜３３ｂの上面にはＯ
ＬＥＤ層４０aと同層の有機層４０ｃが形成されている。
【０１１０】
　このような構成とすることで、平坦化膜５０に含まれる水分を除去できる。
【０１１１】
[第六の実施形態]
　図１１は第四の実施形態及び第五の実施形態の有機エレクトロルミネッセンス装置１の
製造プロセスを示す図である。図２に示した工程と同様に、本発明の有機エレクトロルミ
ネッセンス装置１は、ＴＦＴ工程（Ｓ－１）と、ＯＬＥＤ工程（Ｓ－２）と、に大きく分
類される。また図２と同様に、平坦化膜５０上に形成される陽極２０と、バンクの形成工
程は、ＴＦＴ工程（Ｓ－１）に含まれることとして説明する。
【０１１２】
　複数の画素回路１００を第一の基板６０を形成する第一工程Ｓ－１ａと、平坦化膜５０
を形成する第二工程Ｓ－１ｂとは、第一の実施形態と同じなので、説明は省略する。また
、平坦化膜５０に含まれる水分を除去するために、例えば２００℃の条件にてベーク（あ
るいは真空ベーク）処理を行うこととしてもよい。
【０１１３】
　第二工程Ｓ－１ｂの後は、コンデンサ用の電極２１及び電極２１と同層の配線２２を形
成する電極製造工程Ｓ－１ｅをおこなう。電極製造工程Ｓ－１ｅでは、前述の第二工程Ｓ
－１ｂによって形成された平坦化膜５０の第一の基板６０側とは反対側の面にコンデンサ
用の電極及び配線２２を形成する。
【０１１４】
　次いで、電極製造工程Ｓ－１ｅで形成された電極２１と配線２２を覆う絶縁層製造工程
Ｓ－１ｆを行う。この工程では開口部３１も形成される。
【０１１５】
　次いで、絶縁層製造工程Ｓ－１ｆで形成した絶縁層３２上に陽極２０を形成する陽極製
造工程Ｓ－１ｃを行う。陽極２０は、例えば、酸化スズ（ＳｎＯ２）、アルミニウムドー
プの酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ａｌ）、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化
物（Ｉｎ２Ｏ３－ＺｎＯ（ＩＺＯ））等によって形成され、既知の写真蝕刻技術（ＰＥＰ
あるいはリソグラフィ）を用いて行われることとしてもよい。
【０１１６】
　次いで、前述の陽極製造工程Ｓ－１ｃによって形成された陽極２０の端部を覆うように
バンク３０形成する有機又は無機バンク工程（バンク製造工程）Ｓ－１ｄを行う。
【０１１７】
　有機バンクを形成する場合、有機バンクは、絶縁膜製造工程Ｓ－１ｆで形成した開口部
３１を埋めるように形成される。また有機バンクは陽極２０上に画素開口を備える。
【０１１８】
　無機バンクの場合は、無機バンクは、絶縁層３２の開口部３１に合わせて開口部を形成
する。また無機バンクは陽極２０上に画素開口を備える。
【０１１９】
　なお、開口の形成方法については、第一の実施形態と同様の方法が可能である。
【０１２０】
　次いで、ベーク工程Ｓ－３、ＯＬＥＤ製造工程Ｓ－２を行う。ベーク工程Ｓ－３、ＯＬ
ＥＤ製造工程Ｓ－２については、第一の実施形態と同じため、詳細は省略する。
【０１２１】
　　開口部３１は、平坦化膜５０を構成する有機材料に含まれる水分の逃げ道を確保する
ためのものである。このように水分の逃げ道を確保することによって、水分は（真空）ベ
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ーク時に有機平坦化膜内で留まって膨張することなく、外部に揮散することとなり、絶縁
膜と平坦化膜の間、あるいは電極と平坦化膜の間の剥離を引き起こすおそれは低減する。
【０１２２】
　上記説明した、本実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス装置１は、混色を低減
するとともに、有機ＥＬ膜層の信頼性を向上させた有機エレクトロルミネッセンス装置１
である。
【符号の説明】
【０１２３】
　１　有機エレクトロルミネッセンス装置、２０　陽極（画素電極）、３０　バンク、３
１開口部、４０　ＯＬＥＤ層、４０ａ　発光層、４０ｂ　陰極、５０　平坦化膜、６０　
第一の基板（ＴＦＴ基板）、７０　配線、８０　封止膜、１００　画素回路、１１０　画
素開口部、ＶＤＤ　電源供給線、Ｖｇ　ゲート電極線（走査配線）、Ｖｓｉｇ　信号配線
。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】
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