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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性基板上に第１電極、絶縁膜を順次積層する第１ステップと、
　１又は複数のレーザビームで所定領域の絶縁膜を選択的に除去する第２ステップと、
　前記絶縁膜を含む所定領域に、正孔輸送層および発光層を有する有機ＥＬ層、第２電極
を順次積層する第３ステップと、
　第２ステップと第３ステップを１回または数回繰り返し行う第４ステップと
　を備えることを特徴とする有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項２】
　前記第４ステップ後、隣接する二つのサブピクセルの間の絶縁膜上に形成された有機Ｅ
Ｌ層及び第２電極を、１又は複数のレーザビームを用いて２部分に断ち切るステップを更
に備えることを特徴とする請求項１記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項３】
　前記絶縁膜と第１電極との間にはバッファ層が形成されることを特徴とする請求項１記
載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項４】
　前記バッファ層は、絶縁性のよい無機物又は有機物で形成されることを特徴とする請求
項３記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項５】
　前記第１ステップ後、前記絶縁膜のソルベント及び湿気を除去することを特徴とする請
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求項１記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項６】
　前記絶縁膜の厚さは０．１～１００μｍであることを特徴とする請求項１記載の有機Ｅ
Ｌディスプレイパネルの製造方法。
【請求項７】
　前記第２ステップは、真空又は乾燥した不活性気体雰囲気下で行われることを特徴とす
る請求項１記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項８】
　前記第４ステップ後、前記基板の所定領域に保護膜を形成することを特徴とする請求項
１記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項９】
　前記保護膜は吸湿剤又はその混合物を含むことを特徴とする請求項８記載の有機ＥＬデ
ィスプレイパネルの製造方法。
【請求項１０】
　透光性基板上に第１電極、絶縁膜を順次積層する第１ステップと、
　１又は複数のレーザビームで所定領域の絶縁膜を選択的に除去する第２ステップと、
　前記絶縁膜を含む所定領域に、正孔輸送層および発光層を有する有機ＥＬ層、第２電極
、第１保護膜を順次積層する第３ステップと、
　前記第２ステップと第３ステップを１回または数回繰り返し行う第４ステップと
　を備えることを特徴とする有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１１】
　前記第３ステップで形成された第１保護膜は、吸湿剤またはその混合物を含むことを特
徴とする請求項１０記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１２】
　前記絶縁膜と第１電極との間にはバッファ層が形成されることを特徴とする請求項１０
記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１３】
　前記第１ステップ後、前記絶縁膜のソルベント及び湿気を除去することを特徴とする請
求項１０記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１４】
　前記第４ステップ後、前記基板の所定領域に前記第１保護膜と異なる第２保護膜を形成
することを特徴とする請求項１０記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項１５】
　前記第２保護膜は吸湿剤又はその混合物を含むことを特徴とする請求項１４記載の有機
ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、発光層への電荷の注入時に光を発する有機ＥＬ素子からなる有機ＥＬ(electro
luminescent)ディスプレイパネルに関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近では、有機発光ダイオード(Light Emitting Diode: LED)とも呼ばれる有機ＥＬ素子
の技術が速い速度で発展しており、既にいくつかの試製品が発表されている。
【０００３】
有機ＥＬ素子は、非常に薄く、マトリックス状にアドレス可能であり、１５Ｖ以上の低電
圧でも駆動可能であるという長所があった。また、有機ＥＬ素子は、視野角が広く、プラ
スティックのような可撓性(flexible)透明基板上にも形成可能であり、このため次代の平
板ディスプレイ(Flat Panel Display: FPD)に適した素子である。更に、よく知られてい
るＬＣＤ(Liquid Crystal Display)に比べてバックライト(backlight)を必要としないた
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め、電力消耗が少ないという長所もあった。
【０００４】
上記のような長所を持つ有機ＥＬ素子は、一般的に無機ＥＬ素子とは動作原理の面で大き
な違いがある。
【０００５】
無機ＥＬ素子は、高い電界によって加速された電子が発光体(luminescent impurity)に衝
突して励起され、励起された発光体が基底状態に落ちながら発光するのに対して、有機Ｅ
Ｌ素子は、陰極及び陽極から各々注入された電子と正孔とが結合して生成されたエクスィ
トン(exciton)が励起状態から基底状態に落ちながら発光する。このような有機ＥＬ素子
は、今まで発光効率を改善させ且つ多様な色を作り出すために活発に研究されてきた。ま
た、今後有機ＥＬ素子の商業化のために生産性、均一性、信頼性等の研究に更に努力を注
がなければならない。
【０００６】
有機ＥＬディスプレイパネルを駆動する最も簡単な方法は、図１に示すようにシンプルパ
ッシブマトリックス(simple passive matrix)方式であり、直交する二つの電極の間に有
機ＥＬ層を形成する構造を有する。この駆動方式では、各々の有機ＥＬ素子がディスプレ
イ素子とスイッチング素子の役割を共に行う。このような駆動モードでは、各々の有機Ｅ
Ｌ素子がダイオードのような非線形電流－電圧の特性を有するため、理論的にはマルチプ
レックス(multiplexing)による駆動が可能である。
【０００７】
一方、有機ＥＬ素子を商業化するにあたって解決すべき問題は、ピクセレーション(pixel
lation)及びパターニング(patterning)技術である。その理由は、既存のピクセレーショ
ン技術が、ソルベントに弱い性質を有する有機物質によって多く制約されるからである。
【０００８】
既存のピクセレーション方法のうち、最も簡単な方法はシャドーマスク(shadow mask)を
利用する方法である。
【０００９】
図１及び図２に示すように、透光性基板１上に第１電極２を帯(stripe)形状に形成した後
、第１電極２上に順次積層された有機ＥＬ層３上にシャドーマスク(shadow mask)５の開
口を通じて第２電極４を帯形状に形成し、有機ＥＬディスプレイパネルをピクセレーショ
ンする。
【００１０】
しかしながら、シャドーマスクを用いたピクセレーション方法は、微細なピクセルを製造
するのには不適であり、解像度を高めるに限界があった。
【００１１】
このため、図３に示すように、米国特許第５、７０１、０５５号では、電気絶縁隔壁６を
利用して微細なピクセルを形成する方法が提案されている。これは、主として単色(monoc
hrome)の有機ＥＬディスプレイパネルを形成するのに用いられる。
【００１２】
一方、マルチカラー(multi-color)又はフルカラー(full-color)の有機ＥＬディスプレイ
パネルを作る方法は単色の有機ＥＬディスプレイパネルを作る方法に比べて多少複雑であ
る。日本特開平８－３１５、９８１号公報では、図４ａ～図４ｄに示すように、シャドー
マスクを用いて赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の光を発する物質を別々に蒸着させ
る方法を提案している。
【００１３】
まず、隔壁６表面の上部に複数個の開口を有するシャドーマスク５－１、５－２、５－３
を設け、対応する隔壁６の間に各開口を整列させ、前記開口を通じて順次に一つずつ赤色
（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の有機ＥＬ層４－１、４－２、４－３を蒸着する。そし
て、有機ＥＬ層４－１、４－２、４－３及び隔壁６上に少なくとも一つの第２電極層３を
形成して、フルカラーの有機ＥＬディスプレイパネルを制作する。
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【００１４】
上記方法は、解像度(resolution)やサイズ(size)の面では適する。しかし、サイズが増加
し、ピッチ(pitch)が減少すると、以下のような問題が生じる。
【００１５】
第１に、微細なパターンを有するシャドーマスクの制作が難しい。
【００１６】
第２に、隔壁上にシャドーマスクを整列し難い。
【００１７】
このため、この後、シャドーマスクを用いないピクセル形成方法が提案されたが、米国特
許第５、６９３、９６２号、日本特開平９－２９３、５８９号に開示されている。
【００１８】
米国特許５、６９３、９６２号は図５ａから図５ｃに示す通りである。
【００１９】
まず、第１のサブピクセルの製造工程を説明する。
【００２０】
図５ａに示すように、透光性基板１１上に有機又は無機導電体層を蒸着し、一般的なリソ
グラフィー(lithography)技術を利用して前記導電体層をパターニングし、複数個の水平
の第１電極である導電帯１２を形成する。そして、導電帯１２上に有機媒介層１３を蒸着
し、基板１１の一定領域を露出させた後、フォトレジスト層１４－１をスピンコーティン
グ(spin-coating)し、乾式又は湿式食刻工程で有機媒介層１３をパターニングする。次い
で、有機ＥＬ層１６－１を積層し、有機ＥＬ層１６－１上に金属を蒸着し、サブピクセル
のキャップ層１７－１を形成した後、リフトオフ(lift-off)工程でフォトレジスト層１４
－１を除去する。
【００２１】
ここで、リフトオフ工程時に、アセトン(acetone)又は食刻溶液(stripping solution)が
使用されるが、これらはキャップ層１７－１を介して有機ＥＬ層１６－１へ浸透するよう
になる。これが素子に大きな悪影響を及ぼすことではないが、キャップ層１７－１として
用いられる金属と有機物質との間に相対的に接着力が落ちることになる。
【００２２】
次いで、図５ｂ及び図５ｃに示すように、上記と同様に、第２、第３のサブピクセルを製
造する。
【００２３】
一方、日本特開平９－２９３、５８９号は図６ａから図６ｊに示す通りである。　図６ａ
に示すように、透光性基板２１上に第１電極２２、有機ＥＬ層２３、第２電極２４、保護
膜２５を順次形成し、図６ｂに示すように保護膜２５上にフォトレジスト２６をスピンコ
ーティングした後、図６ｃ、図６ｄに示すように赤色のサブピクセルをパターニングする
。
【００２４】
そして、上記と同様にして、図６ｅから図６ｇに示すように緑色のサブピクセルを形成し
、図６ｈから図６ｊに示すように青色のサブピクセルを形成する。
【００２５】
しかし、上記したような製造方法では、ピクセルがフォトレジストのソルベントに露出さ
れるため、素子に悪影響を及ぼす。このフォトレジストの悪影響を防ぐためには、フォト
リソグラフィック(photolithographic)工程を理解する必要があり、典型的なフォトリソ
グラフィック工程は以下の通りである。
【００２６】
まず、基板上にフォトレジスト溶液をスピンコーティングし、ソフトベーキング（ｓｏｆ
ｔ－ｂａｋｉｎｇ）した後、紫外線に露出させる。それから、現像（ｄｅｖｅｌｏｐｉｎ
ｇ）し、ハードベーキング（ｈａｒｄ－ｂａｋｉｎｇ）する。この後、フォトレジストの
形成された基板にエッチング工程が行われ、再びフォトレジスト除去工程が行われる。
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【００２７】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように、従来の方法において、有機ＥＬディスプレイパネルのピクセルは現像及び
食刻溶液又はフォトレジストの様々なソルベントに露出されるより他はない。これらのソ
ルベントの影響に起因して有機ＥＬ層が損なわれ、素子の性能が大幅に低下する。
【００２８】
本発明は上記の問題を解決するためになされたものであり、その目的は、シャドーマスク
を使用せず、現像及び食刻溶液又はフォトレジストの様々なソルベントに露出されること
なく簡単にピクセレーションすることのできる有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法を
提供することにある。
【００２９】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、透光性基板上に第１電極、絶縁膜を順次積層する第１ステップと、１又は
複数のレーザビームで所定領域の絶縁膜を選択的に除去する第２ステップと、前記絶縁膜
を含む所定領域に、正孔輸送層および発光層を有する有機ＥＬ層、第２電極を順次積層す
る第３ステップと、第２ステップと第３ステップを１回または数回繰り返し行う第４ステ
ップとを備えることを特徴とする有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法にある。
　また、前記第４ステップ後、隣接する二つのサブピクセルの間の絶縁膜上に形成された
有機ＥＬ層及び第２電極を、１又は複数のレーザビームを用いて２部分に断ち切るステッ
プを更に備えることを特徴とする。
　また、前記絶縁膜と第１電極との間にはバッファ層が形成されることを特徴とする。
　また、前記バッファ層は、絶縁性のよい無機物又は有機物で形成されることを特徴とす
る。
　また、前記第１ステップ後、前記絶縁膜のソルベント及び湿気を除去することを特徴と
する。
　また、前記絶縁膜の厚さは０．１～１００μｍであることを特徴とする。
　また、前記第２ステップは、真空又は乾燥した不活性気体雰囲気下で行われることを特
徴とする。
　また、前記第４ステップ後、前記基板の所定領域に保護膜を形成することを特徴とする
。
　また、前記保護膜は吸湿剤又はその混合物を含むことを特徴とする。
【００３１】
　また、透光性基板上に第１電極、絶縁膜を順次積層する第１ステップと、１又は複数の
レーザビームで所定領域の絶縁膜を選択的に除去する第２ステップと、前記絶縁膜を含む
所定領域に、正孔輸送層および発光層を有する有機ＥＬ層、第２電極、第１保護膜を順次
積層する第３ステップと、前記第２ステップと第３ステップを１回または数回繰り返し行
う第４ステップとを備えることを特徴とする有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法にあ
る。
　また、前記第３ステップで形成された第１保護膜は、吸湿剤またはその混合物を含むこ
とを特徴とする。
　また、前記絶縁膜と第１電極との間にはバッファ層が形成されることを特徴とする。
　また、前記第１ステップ後、前記絶縁膜のソルベント及び湿気を除去することを特徴と
する。
　また、前記第４ステップ後、前記基板の所定領域に前記第１保護膜と異なる第２保護膜
を形成することを特徴とする。
　また、前記第２保護膜は吸湿剤又はその混合物を含むことを特徴とする。
【００５５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法を添付図面に基づいて説明す
る。
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【００５６】
本発明の概念は、複数の第１、第２電極の間に有機ＥＬ層を有する有機ＥＬディスプレイ
パネルを製造する際、ピクセレーションのためのシャドーマスクを使用せず、現像及び食
刻溶液又はフォトレジストのいろいろのソルベントにピクセルが露出されることのないよ
うにレーザビームを利用して簡単にピクセレーション(pixellation)することにある。
【００５７】
実際に有機ＥＬディスプレイパネルを制作するにあたっては、複数個のＲ（red)、Ｇ（gr
een)、Ｂ（blue)のサブピクセル(sub-pixel)を形成するが、便宜上Ｒ、Ｇ、Ｂの各１つず
つのサブピクセルの製造工程のみを説明する。
【００５８】
図７ａから図７ｈは本発明の第１実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程
を示す工程断面図である。
【００５９】
図７ａに示すように、透光性基板１０１上にＩＴＯ(Indium Tin Oxide)等の透明層をパタ
ーニングして第１電極１０２の帯を形成し、その上に第１電極１０２の帯に垂直な方向に
電気絶縁バッファ層１０３の帯を形成する。このバッファ層１０３は、後で発光しない部
分であり、漏洩電流を減少させるのに寄与し、後工程で形成される第２電極が第１電極１
０２にショート(short)されないように絶縁させる役割を果たす。バッファ層１０３とし
て使用される物質は、例えばシリコンオキサイド(silicon oxide)やシリコン窒化物(sili
con nitride)等の無機物化合物、または蒸気蒸着(vapor deposition)、Ｅ－ビーム蒸発(e
-beam evaporation)、ＲＦスパッタリング(RF sputtering)、ＣＶＤ(Chemical Vapor Dep
osition)、スピンコーティング(spin coating)、ディッピング(dipping)、ドクターブレ
ード(Dr. blade)、電気鍍金(electro-plating)、非電気鍍金(electroless plating)、ス
クリーンプリンティング(screen printing)方法で形成されるポリイミド(polyimide)等の
高分子物質が適当である。
【００６０】
図７ｂに示すように、バッファ層１０３を含む所定領域に絶縁膜１０４を形成し、レーザ
ビームを用いて赤色のサブピクセル形成部分の絶縁膜１０４を除去する。
【００６１】
この際、絶縁膜１０４の物質は、レーザビームの波長に吸収断面を有し且つ膜を形成しや
すい物質がよい。前記物質は、例えばフォトレジストのような高分子がよく、約０．１～
１００μｍの厚さに形成することが好ましい。
【００６２】
ここで、従来の技術との相違点を説明すれば、本発明は、有機ＥＬ物質が形成される前に
フォトレジストが形成されることである。これにより、本発明で用いられるフォトレジス
トは、充分に高い温度で長時間にわたってハードベーキング(hard baking)することがで
き、フォトレジスト内に残存するソルベントを完ぺきに除去することができる。
【００６３】
もしも、有機ＥＬ物質が上記のような荒い状態に置かれる場合、非常に速く悪化されるた
め、従来の技術ではフォトレジストを充分にベーキングすることができない。
【００６４】
ついに、本発明で用いられるフォトレジストは素子に何等の悪影響も与えない。
【００６５】
図７ｃに示すように、基板を酸素プラズマ(oxygen plasma)或いはＵＶ／オゾン(UV/ozone
)で表面処理した後、絶縁膜１０４を含む所定領域に赤色光を発する第１有機ＥＬ層１０
５ａ、第２電極１０６ａを順次蒸着する。
【００６６】
例えば、第１有機ＥＬ層１０５ａはバッファ層、正孔輸送層、発光層からなり、バッファ
層は銅フタロシアニン(copper phthalocyanine)を約１０～２０ｎｍの厚さに被せ、正孔
輸送層は約３０～６０ｎｍの厚さのＮ、Ｎ’－ｄｉｐｈｅｎｙｌ－Ｎ、Ｎ’－ｂｉｓ（３
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－ｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｙｌ）－（１，１’－ｂｉｐｈｅｎｙｌ）－４，４’－ｄｉａｍ
ｉｎｅ（ＴＰＤ）で形成し、その上の発光層はｔｒｉｓ（８－ｈｙｄｒｏｘｙ－ｑｕｉｎ
ｏｌａｔｅ）アルミニウム（Ａｌｑ３と略称する）を４０～６０ｎｍの厚さに蒸着し、赤
色の発光のためにドープ剤(dopant)にはＤＣＭ２を用いる。そして、第２電極１０６ａに
はＡｌ、Ｃａ、Ｍｇ：Ａｇ、Ａｌ：Ｌｉのうち何れか一つを用いる。
【００６７】
図７ｄに示すように絶縁膜１０４の他の部分をレーザビームで除去し、図７ｅに示すよう
に基板を表面処理した後、緑色光を発する第２有機ＥＬ層１０５ｂ、第２電極１０６ｂを
蒸着する。ここで、第２有機ＥＬ層１０５ｂの発光物質には例えばＡｌｑ３にクマリン(c
oumarin)６をドーピングする。
【００６８】
図７ｆに示すように、同様な方法により、絶縁膜１０４のまた他の部分をレーザビームで
除去し、図７ｇに示すように基板を表面処理した後、青色光を発する第３有機ＥＬ層１０
５ｃ、第２電極１０６ｃを蒸着する。ここで、第３有機ＥＬ層１０５ｃの発光物質には、
例えばＢＡｌｑ３にペリレン(perylene)をドーピングする。
【００６９】
図７ｈに示すように、隣接するサブピクセル間の電気的絶縁を確かめるために、隣接する
サブピクセル間の絶縁膜１０４上に形成された有機ＥＬ層及び第２電極をレーザビームを
用いて２部分に断ち切る。この後、サブピクセルへの湿気を遮断するべく、パネルの全面
に保護膜１０７を形成した後、ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ工程を施す。ここで、保護膜
１０７は吸湿剤又はその混合物を含み、保護膜１０７の形成はレーザビーム断ち切り工程
の以前に行ってもよい。
【００７０】
図８ａから図８ｋは本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程
を示す工程断面図である。
【００７１】
本発明の第２実施形態の製造工程は、サブピクセルを形成する度にサブピクセル上に保護
膜をコーティングする点を除いては、本発明の第１実施形態の製造工程と殆ど類似する。
【００７２】
図８ｄ及び図８ｇに示すように、保護膜１０７ａ、１０７ｂは第３のサブピクセルを形成
するに先だって第１、第２のサブピクセル上にコーティングされる。更に、保護膜１０７
ｃは、図８ｊに示すように第３のピクセルの形成後に追加的にコーティングされる。
【００７３】
ここで、保護膜１０７ａ、１０７ｂは、連続的な工程時に、湿気及びソルベントから第１
、第２のサブピクセルの各々を保護し、素子の寿命を延長させ、工程のデザインが自由自
在である。そして、素子完成後、保護膜１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃの最外郭に保護膜
１０７ｄを形成する。ゆえに、保護膜１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃは吸湿剤又はその混
合物を含むべきである。
【００７４】
本発明では、レーザビームエッチング及び有機ＥＬ層の形成を経て連続的にサブピクセル
を製造するため、工程が簡単であるという長所がある。
【００７５】
以下、レーザビームエッチング技術及び工程条件を説明する。
【００７６】
食刻工程時、ピクセル領域への悪影響を防止するためにパネルは真空または乾燥した不活
性気体雰囲気下で工程を行わなければならない反面に、レーザビーム発生器は大気中で作
動しなければならない。このレーザビームは、レーザビームの吸収断面を有する窓を介し
て、真空又は乾燥した不活性気体で満たされたチャンバ(chamber)又はグローブボックス(
glove box)へ入射される。
【００７７】
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そして、レーザシステムは、図９に示すように、レーザビームにて直接スキャン(scan)す
るか、あるいはパネルの装着されたムービングステージ(moving stage)をプログラムされ
た通り移動させるように設計される。しかし、一般に、レーザビームを移動させてスキャ
ンする方法は、本発明のように正確性を要求するものには適しない。一方、ムービングス
テージは、エンコーダ(encoder)又はセンサを取り付けてフィードバック(feedback)制御
を行うことができる。本発明では、ＩＴＯの電気光学的性質を用いて、位置によるフィー
ドバック制御を容易に行うことができる。
【００７８】
又、食刻対象物質の物理化学的な特性を顧慮して適当な波長を有するレーザを選定しなけ
ればならない。この内、最も重要な顧慮対象は物質の吸収断面である。レーザの中では、
金属又は有機物質をエッチングする際、緑色(green)波長を有するｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
ｄｏｕｂｌｅｄ　Ｎｄ：ＹＡＧのレーザ、或いは紫外線波長を有するエキサイマ(eximer)
レーザが好ましい。
【００７９】
このレーザは、連続発振(continuous)モードよりはパルス(pulse)モードが更に効果的で
ある。この理由は、連続発振モードを使用すれば、熱的劣化(thermal degradation)によ
って容易に素子が損傷されるからである。レーザのパワー及びパルス反復周期(pulse rep
etition rate)は第２電極及び有機ＥＬ層を除去する程度のことであり、第１電極に損傷
を被ってはいけない。
【００８０】
以下、本発明で使用可能なレーザは次の通りである。
【００８１】
【表１】

一方、レーザビームは、第１電極面からパネルに、又は第２電極面からパネルに照射可能
である。この際、第１電極としてよく使われるＩＴＯ(Indium Tin Oxide)の場合、０．５
３μｍで大きな吸収断面を有しないため、ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｕｂｌｅｄ　Ｎｄ：
ＹＡＧのレーザをＩＴＯ面に照射して有機ＥＬ層及び第２電極をエッチングすることがで
きる。仮に、エッチング対象物質のエッチング時に、レーザビームと共に１又は複数の適
切な反応ガスを注入すれば、エッチング対象物質のエッチング率を高めることができる。
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【００８２】
レーザビームスポット(spot)の形態や寸法は必要に応じて調節することが可能であり、図
１０に示すように適切にデザインされたエッチングマスクを用いて多数のサブピクセルを
同時にエッチングすることも可能である。広い面積を一回で照射するためには、ビームス
ポットの大きい拡散ビームを使用しレーザの出力を増加させる必要がある。
【００８３】
【発明の効果】
本発明による有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法においては以下のような効果がある
。
【００８４】
▲１▼レーザを用いた本発明の製造工程は、簡単であり、迅速であり、基板に対して正確
に整列し難く、設け難いシャドーマスクを用いないため生産率が大きく増加する。
【００８５】
▲２▼素子に致命的なソルベント(solvent)や湿気に対する影響を最小化するため、素子
の寿命が大幅に増加する。
【図面の簡単な説明】
【図１】一般的なパッシブアドレス(passive addressing)の有機ＥＬディスプレイパネル
を示す平面図である。
【図２】シャドーマスクを用いて第２電極をパターニングする過程を示す断面図である。
【図３】絶縁隔壁を用いてピクセレーションする過程を示す断面図である。
【図４ａ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図４ｂ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図４ｃ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図４ｄ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図５ａ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図５ｂ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図５ｃ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図６ａ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図６ｂ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図６ｃ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図６ｄ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図６ｅ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図６ｆ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図６ｇ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図６ｈ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
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【図６ｉ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図６ｊ】従来の技術による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断面図である
。
【図７ａ】本発明の第１実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図７ｂ】本発明の第１実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図７ｃ】本発明の第１実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図７ｄ】本発明の第１実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図７ｅ】本発明の第１実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図７ｆ】本発明の第１実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図７ｇ】本発明の第１実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図７ｈ】本発明の第１実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図８ａ】本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図８ｂ】本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図８ｃ】本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図８ｄ】本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図８ｅ】本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図８ｆ】本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図８ｇ】本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図８ｈ】本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図８ｉ】本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図８ｊ】本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図８ｋ】本発明の第２実施形態による有機ＥＬディスプレイパネルの製造工程を示す断
面図である。
【図９】本発明によるレーザビームエッチングシステムを示す図である。
【図１０】本発明によるマスクを用いたレーザビームエッチング過程を示す図である。
【符号の説明】
１０１　透光性基板
１０２　第１電極
１０３　バッファ層
１０４　絶縁膜
１０５ａ、ｂ、ｃ　有機ＥＬ層
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１０７、１０７ａ、ｂ、ｃ、ｄ　保護膜
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