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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　該基板のスキャンライン領域内で前記基板上に配置されたスキャンライン電極層、
　前記スキャンライン領域内で前記スキャンライン電極層上に配置され、前記スキャンラ
イン電極層と電気的に接続するように構成された第１サブ電極層と、
　前記スキャンライン領域内で前記第１サブ電極層上に配置され、前記第１サブ電極層と
電気的に接続するように構成された導電層と、
　前記スキャンライン領域で前記導電層上に配置された第２サブ電極層と、
　前記スキャンライン領域内で前記第２サブ電極層上に配置された絶縁層と、
　前記基板のピクセル領域内で前記基板上に配置されたアノード電極層と、
　前記ピクセル領域内で前記アノード電極層上に配置された有機物層と、
　前記ピクセル領域内で有機物層上に配置されたカソード電極層とを含み、
　前記スキャンライン領域は、前記スキャンライン電極層によって被せられた基板領域と
して形成され、前記ピクセル領域は、前記有機物層によって被せられた基板領域として形
成され、
　少なくとも一つのビアホールが前記絶縁層と前記第２サブ電極層を貫通して形成されて
、前記導電層の一部を露出させ、
　前記カソード電極層は、前記ピクセル領域から前記スキャンライン領域に向かって延び
て、前記少なくとも一つのビアホール内で前記導電層上に配置され、前記導電層に直接接
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触しており、
　前記導電層の電気導電性は、前記カソード電極層の電気導電性と実質的に同一であるこ
とを特徴とする有機電界発光素子。
【請求項２】
　前記絶縁層は前記スキャンライン領域から前記ピクセル領域まで前記基板上に配置され
、
前記カソード電極層は、前記絶縁層上に配置されることを特徴とする請求項１に記載の有
機電界発光素子。
【請求項３】
　前記スキャンライン領域内では、前記スキャンライン電極層は前記基板上に配置され、
前記第１サブ電極層は前記スキャンライン電極層上に配置され、前記導電層は前記第１サ
ブ電極層上に配置され、前記第２サブ電極層は前記導電層上に配置され、
　前記ピクセル領域では、前記アノード電極層は前記基板上に配置され、前記有機物層は
前記アノード電極層上に配置され、前記カソード電極層は前記有機物層上に配置されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光素子。
【請求項４】
　前記カソード電極層及び前記導電層は、同じ導電性物質で形成されることを特徴とする
請求項１に記載の有機電界発光素子。
【請求項５】
　前記導電性物質はアルミニウムであることを特徴とする請求項４に記載の有機電界発光
素子。
【請求項６】
　前記第１サブ電極層及び前記第２サブ電極層の両方またはいずれか一つは、モリブデン
またはクロムで形成されることを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光素子。
【請求項７】
　発光素子にディスプレイ信号を供給するための構造であって、
　基板上に配置されるスキャンライン電極層と、
　前記スキャンライン電極層上に配置され、前記スキャンライン電極層と電気的に接続す
るように構成された導電層と、
　前記導電層上に配置されたサブ電極層と、
　前記サブ電極層上に配置された絶縁層と、
　発光素子のピクセル領域から延びるように前記基板上に配置されるカソード電極層とを
含み、
　少なくとも一つのビアホールが前記絶縁層と前記サブ電極層を貫通して形成されて、前
記導電層の一部を露出させ、
　前記導電層及び前記カソード電極層は、互いに直接接触するように構成され、
　前記導電層の電気導電性は、前記カソード電極層の電気導電性と実質的に同一であるこ
とを特徴とする構造。
【請求項８】
　前記カソード電極層及び前記導電層は、同じ導電性物質で形成されることを特徴とする
請求項７に記載の構造。
【請求項９】
　前記導電性物質はアルミニウムであることを特徴とする請求項８に記載の構造。
【請求項１０】
　前記サブ電極層は、前記導電層と異なる物質で形成されることを特徴とする請求項７に
記載の構造。
【請求項１１】
　前記サブ電極層は、モリブデンまたはクロムで形成されることを特徴とする請求項１０
に記載の構造。
【請求項１２】
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　前記サブ電極層は第２サブ電極層であり、さらに、
　前記スキャンライン電極層と前記導電層との間に配置される第１サブ電極層を含み、
　該第１サブ電極層は、前記導電層と異なる物質で形成されることを特徴とする請求項１
０に記載の構造。
【請求項１３】
　前記第１サブ電極層は、モリブデンまたはクロムで形成されることを特徴とする請求項
１２に記載の構造。
【請求項１４】
　前記絶縁層は、前記発光素子の前記ピクセル領域まで延びるように前記基板上に配置さ
れ、
　前記カソード電極層は、前記絶縁層上に配置されることを特徴とする請求項７に記載の
構造。
【請求項１５】
　前記発光素子の前記ピクセル領域から延びるように前記基板上に配置されたアノード電
極層と、
　前記アノード電極層上に配置される発光層とをさらに含み、
　前記カソード電極層は、前記発光層上に配置されることを特徴とする請求項７に記載の
構造。
【請求項１６】
　前記発光層は有機物層であることを特徴とする請求項１５に記載の構造。
【請求項１７】
　前記発光素子は有機電界発光素子であることを特徴とする請求項７に記載の構造。
【請求項１８】
　発光素子にディスプレイ信号を供給するための構造を形成する方法であって、
　基板上にスキャンライン電極層を形成する段階、
　前記スキャンライン電極層と電気的に接続するように前記スキャンライン電極層上に導
電層を形成する段階、
　前記導電層と異なる物質を使用して前記導電層上にサブ電極層を形成する段階、
　前記サブ電極層上に絶縁層を形成する段階、
　前記少なくとも一つのビアホールが前記絶縁層と前記サブ電極層を貫通して形成されて
、前記導電層の一部を露出させる段階、及び
　前記導電層の導電性と実質的に同じ導電性を有する物質を使用して、発光素子のピクセ
ル領域から延びるように前記基板上にカソード電極層を形成して、前記導電層及び前記カ
ソード電極層が互いに直接接触する段階、を含むことを特徴とする構造形成方法。
【請求項１９】
　前記カソード電極層を形成するために使われた物質は、前記導電層を形成するために使
われた物質と同一であることを特徴とする請求項１８に記載の構造形成方法。
【請求項２０】
　前記サブ電極層は第２サブ電極層であり、さらに、
　前記導電層と異なる物質を使用して、前記スキャンライン電極層と前記導電層との間に
第１サブ電極層を形成する段階を含むことを特徴とする請求項１８に記載の構造形成方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機電界発光素子等の発光素子及びそれを製造する方法に関し、特に、スキ
ャンラインの導電層とカソード電極層との間の抵抗を最小化する発光素子に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
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　有機電界発光素子等の発光素子は、所定の電圧が印加される場合、所定波長の光を発光
させる。
　図１(a)は、従来の有機電界発光素子を示した平面図である。図示するように、従来の
有機電界発光素子は、アノード電極層１００、カソード電極層１０２及びスキャンライン
１０１を含む。
【０００３】
　複数個のピクセル１０４は、アノード電極層１００とカソード電極層１０２とが交差す
る領域である発光領域に形成される。スキャンライン１０１は、カソード電極層１０２に
連結される。
【０００４】
　図１(b)は、図１(a)のI-I'線に沿って切り欠いた有機電界発光素子を示した断面図であ
る。図１(a)を参照すると、各ピクセル１０４は、基板１１０上に順に積層されたアノー
ド電極層１００、有機物層１１８及びカソード電極層１０２を含む。
【０００５】
　図１(b)に示されるように、スキャンライン１０１は、基板１１０上に順次に積層され
たスキャンライン電極層１１２及びサブ電極層１１４を含む。ここで、サブ電極層１１４
はモリブデン（Ｍｏ）からなる。サブ電極層１１４は、カソード電極層１０２と連結され
、これにより、集積回路チップ（未図示）から伝送されるスキャン信号がスキャンライン
電極層１１２及びサブ電極層１１４を通じてカソード電極層１０２に伝送される。
【０００６】
　従来の発光装置は、少なくとも次のような問題点を有していた。
　サブ電極層１１４の抵抗値が相対的に大きい。また、サブ電極層１１４とカソード電極
層１０２との間の接触面積が相対的に小さい。従って、スキャンライン電極層１１２及び
サブ電極層１１４を通じて、カソード電極層１０２に伝送されるスキャン信号は、かなり
減衰される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、小さな抵抗値を有するスキャンラインを含む、有機電界発光素子等の
発光素子、及びこの発光素子にディスプレイ信号を供給する構造とその形成方法を提供す
ることである。
【０００８】
　また、本発明の目的は、類似な導電性を有するスキャンラインの導電層とカソード電極
層とが広い接触面積を有して電気的に接続され得る発光素子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の一実施形態に係る、アノード電極層及びこれと交
差するカソード電極層によって形成される発光領域を含む発光素子は、前記アノード電極
層と離隔されるように形成され、上面に形成された少なくとも一つのビアホール及び前記
カソード電極層と実質的に同一の導電性を有する物質からなる導電層を含むスキャンライ
ンを含み、前記導電層は前記少なくとも一つのビアホールを通じて前記カソード電極層に
それぞれ電気的に接続されることを特徴とする。
【００１０】
　好ましくは前記導電層とカソード電極層は、アルミニウムのような同じ物質からなる。
　好ましくは、前記スキャンラインは、スキャンライン電極層、第１サブ電極層、前記導
電層及び第２サブ電極層が順次積層され、前記少なくとも一つのビアホールは導電層まで
延びるように前記第２サブ電極層に形成される。また、前記導電層とカソード電極層はア
ルミニウムからなっていてもよく、前記サブ電極層は、モリブデンまたはクロムからなっ
ていてもよい。
【００１１】
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　本発明の多様な実施形態に係る、アノード電極層、絶縁層、有機物層及びカソード電極
層が順次積層された発光素子は、前記アノード電極層と離隔されて形成され、前記カソー
ド電極層と実質的に同じ導電性を有する物質からなる導電層を含むスキャンライン、及び
前記スキャンラインと前記アノード電極層との間に形成された支持層を含み、前記カソー
ド電極層は前記支持層によって支持されて前記導電層等とそれぞれ電気的に接続されるこ
とを特徴とする。
【００１２】
　好ましくは、前記導電層等とカソード電極層は、アルミニウムのような同じ導電性物質
からなる。
　好ましくは、前記各スキャンラインは、スキャンライン電極層、第１サブ電極層、前記
導電層及び第２サブ電極層が順次積層される。また、前記導電層とカソード電極層はアル
ミニウムからなり、前記サブ電極層は、モリブデンまたはクロムからなる。
【００１３】
　好ましくは、前記支持層の高さは、前記スキャンライン電極層及び前記第１サブ電極層
の高さの和と同一であり、前記支持層は、前記絶縁層と同じ物質からなる。
【００１４】
　本発明の一実施形態に係る、アノード電極層及びこれと交差するカソード電極層によっ
て形成される発光領域を含む発光素子は、前記カソード電極層と実質的に同じ伝導性を有
する物質からなる導電層を含むスキャンラインを含み、前記導電層は、前記スキャンライ
ンの終端に形成された少なくとも一つの切り欠き部によって露出され、切り欠き部を充填
するように形成された前記カソード電極層と電気的に接続されることを特徴とする。
【００１５】
　好ましくは、前記導電層とカソード電極層はアルミニウムのような同じ導電性を有する
金属からなる。
　好ましくは、前記スキャンラインは、スキャンライン電極層、第１サブ電極層、前記導
電層及び第２サブ電極層が順次積層される。また、前記導電層とカソード電極層は、アル
ミニウムからなり、前記サブ電極層は、モリブデンまたはクロムからなる。
【００１６】
　本発明の一実施形態に係るアノード電極層及びこれと交差するカソード電極層によって
形成される発光領域を含む発光素子は、前記アノード電極層と離隔されて形成され、前記
カソード電極層と同じ実質的に同じ伝導性を有する物質からなる導電層を含むスキャンラ
インを含み、前記導電層及び前記カソード電極層は、前記スキャンラインと前記アノード
電極層との間に形成された領域まで延びてそれぞれ連結されることを特徴とする。
【００１７】
　好ましくは、前記導電層とカソード電極層は、アルミニウム等と同じ導電性を有する物
質からなる。
　好ましくは、前記スキャンラインは、スキャンライン電極層,第１サブ電極層,前記導電
層及び第２サブ電極層が順次積層される。また、前記導電層とカソード電極層は、アルミ
ニウムからなり、前記サブ電極層は、モリブデンまたはクロムからなる。
【００１８】
　本発明に係る発光素子製造方法は、基板上にアノード電極層及び導電層を含むスキャン
ラインを相互離隔されるように形成する段階、前記スキャンライン及び前記アノード電極
層上に絶縁層を形成する段階、前記絶縁層をパターニングして前記アノード電極層上の発
光領域及び前記導電層の一部分を露出させる段階、前記発光領域上に有機物層を形成する
段階、及び前記露出された導電層及び前記有機物層上にカソード電極層を形成して相互電
気的に連結させる段階、を含むことを特徴とする。
【００１９】
　好ましくは、前記スキャンラインはスキャンライン電極層、第１サブ電極層、前記導電
層及び第２サブ電極層を順次積層する。また、前記カソード電極層は、前記導電層と実質
的に同じ導電性を有する物質で形成する。ここで、前記カソード電極層及び前記導電層は
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、アルミニウムで形成する。
【００２０】
　本発明の一実施形態に係る発光素子製造方法は、基板上にアノード電極層及び導電層を
含むスキャンラインを相互離隔されるように形成する段階、前記アノード電極層上に発光
領域が露出されるように絶縁層を形成する段階、前記アノード電極層及び前記スキャンラ
イン間に支持層を形成する段階、前記発光領域に有機物層を形成する段階、及び前記支持
層によって支持されて前記導電層と電気的に接続されるカソード電極層を前記有機物層上
に形成する段階を含むことを特徴とする。好ましくは、絶縁層及び支持層は、同時に形成
される。
【００２１】
　好ましくは、前記スキャンラインは、スキャンライン電極層、第１サブ電極層、前記導
電層及び第２サブ電極層を順次積層することによって形成される。ここで、前記支持層の
高さは、前記スキャンライン電極層及び前記第１サブ電極層の高さの和と実質的に同一で
ある。また、前記カソード電極層は前記導電層と実質的に同じ導電性を有する物質で形成
され得る。
　ここで、前記カソード電極層及び前記導電層は、アルミニウムで形成され得る。
【００２２】
　本発明の一実施形態に係る発光素子製造方法は、基板上にアノード電極層及び導電層を
含むスキャンラインを相互離隔されるように形成する段階、前記スキャンラインの終端に
少なくとも一つの切り欠き部を形成して前記導電層を露出させる段階、前記アノード電極
層上に発光領域が露出されるように絶縁層を形成する段階、前記発光領域に有機物層を形
成する段階、及び前記切り欠き部を充填して前記導電層と電気的に接続されるように前記
有機物層上にカソード電極層を形成する段階、を含むことを特徴とする。
【００２３】
　好ましくは、前記スキャンラインはスキャンライン電極層、第１サブ電極層、前記導電
層及び第２サブ電極層を順次積層することによって形成される。また、前記カソード電極
層は前記導電層と実質的に同じ導電性を有する物質で形成され得る。ここで、前記カソー
ド電極層及び前記導電層はアルミニウムで形成され得る。
【００２４】
　本発明の一実施形態に係る発光素子製造方法は、基板上にアノード電極層及び導電層を
含むスキャンラインを相互離隔されるように形成し、前記導電層は前記アノード電極層及
び前記スキャンライン間の領域に延びるように形成する段階、前記アノード電極層上に発
光領域が露出されるように絶縁層を形成する段階、前記発光領域に有機物層を形成する段
階、及び前記延びた導電層と直接連結されるように前記有機物層上にカソード電極層を形
成する段階、を含むことを特徴とする。
【００２５】
　好ましくは、前記スキャンラインは、スキャンライン電極層、第１サブ電極層、前記導
電層及び第２サブ電極層を順次積層することによって形成される。また、前記カソード電
極層は、前記導電層と実質的に同じ導電性を有する物質で形成され得る。前記カソード電
極層及び前記導電層は、アルミニウムで形成され得る。
【発明の効果】
【００２６】
　上述したように、本発明に係る発光素子のスキャンラインがスキャンライン電極層上に
形成された多層構造の層を含むので、スキャンラインの抵抗が低減され得るという長所を
有する。
【００２７】
　また、カソード電極層とスキャンラインの導電層は、実質的に同じ導電性を有する広い
接触面積を通じて電気的に接続されるので、カソード電極層と導電層との間の接触抵抗が
相当に低減される。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２８】
　以下では、添付図面を参照して本発明に係る発光素子及びそれを製造する方法の好まし
い実施形態を詳細に説明する。
【００２９】
　図２(a)は、本発明の第１の実施形態に係る発光素子を示した平面図である。図２(a)で
は説明の便宜のために有機電界発光ディスプレイが示される。しかし、本発明は、有機電
界発光ディスプレイに限定されるものではない。
【００３０】
　図２(a)を参照すると、本発明の有機電界発光素子は、アノード電極層２００、カソー
ド電極層２０２及びスキャンライン２０１を含む。
【００３１】
　アノード電極層２００とカソード電極層２０２が交差する発光領域には、複数のピクセ
ル２０４が形成される。アノード電極層２００には、ＩＴＯ層が好ましく、カソード電極
層２０２には、金属層が好ましい。アノード電極層２００とカソード電極層２０２との間
に十分な電位差が存在するとき、対応されるピクセル２０４は所定波長の光を発生させる
。例えば、正の電圧がアノード電極層２００に印加されてもよく、負の電圧がカソード電
極層２０２に印加されてもよい。スキャンライン２０１はカソード電極層２０２にそれぞ
れ対応される。
【００３２】
　図２(b)は、図２(a)のII-II'線に沿って切欠した発光素子を示した断面図である。
　図２(b)を参照すると、各ピクセル２０４（「ピクセル領域または単位ピクセル」と称
する。）はアノード電極層２００、発光層２２２及びカソード電極層２０２を含む。発光
層２２２として有機物層が例示される。ピクセル領域は、一般に有機物層によって被せら
れた基板上の領域として理解することができる。有機物層２２２は正孔輸送層（ＨＴＬ）
、発光層（ＥＭＬ）及び電子輸送層（ＥＴＬ）を含む。
【００３３】
　また、図２に示されるように、各スキャンライン２０１（「スキャンライン領域」と称
する。）は、基板２１０上に形成されるスキャンライン電極層２１２、第１サブ電極層２
１４、導電層２１６及び第２サブ電極層２１８を含む。前記層２１２、２１４、２１６及
び２１８は、図示するように、順次に積層され得る。スキャンライン領域は、一般にスキ
ャンライン電極層２１２によって被せられた基板上の領域として理解することができる。
【００３４】
　第１サブ電極層２１４は、スキャンライン電極層２１２と導電層２１６との接触による
酸化を防止し、導電層２１６は金属層でありうる。モリブデン（Ｍｏ）またはクロム（Ｃ
ｒ）が第１サブ電極層２１４を形成するために使われ得る。
第２サブ電極層２１８は、導電層２１６の酸化を防止する。やはりモリブデンまたはクロ
ムが第２サブ電極層２１８を形成するために使われ得る。発光素子製造工程で水分が導電
層２１６に浸透するとき、第２サブ電極層２１８は前記水分が導電層２１６に浸透するこ
とを防止する。
　導電層２１６は、金属、例えば、アルミニウム（Ａｌ）からなる。
【００３５】
　図２(b)に示されるように、スキャンライン２０１は、スキャンライン電極層上に断層
構造の層のみが形成された従来の有機電界発光素子とは違って、スキャンライン電極層２
１２上に多層構造の層を形成している。多層構造は、従来技術と比較して抵抗値を相当低
くする。その結果、スキャンライン２０１及び本発明の多層構造を通してカソード電極層
２０２に伝送されるスキャン信号は、図１(b)に図示された従来のスキャン信号より減衰
が小さい。
【００３６】
　図２(b)をさらに参照すると、絶縁層２２０は第２サブ電極層２１８上に形成され、ビ
アホール２０８は、絶縁層２２０及び第２サブ電極層２１８を通じてスキャンライン２０
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１上に形成されて導電層２１６の一部を露出させる。カソード電極層２０２は、ビアホー
ル２０８内に蒸着され得る。従って、導電層２１６の上面は、ビアホール２０８を通じて
カソード電極層２０２と直接接触することができる。
【００３７】
　図２(b)は、層が相互間に表面上に配列された、即ち、相互間に物理的に接触されたも
のを示す。例えば、第１サブ電極層２１４はスキャンライン電極層２１２上に位置された
ものとして示され、導電層２１６は第１サブ電極層２１４上に位置されたものとして示さ
れる。
【００３８】
　しかし、これは、厳格に制限されるものではない。層は接触されずに他の層上に配置さ
れ得る。求められるのは、層間の電気的な連結が存在し、スキャンライン電極層２１２か
らのスキャン信号が多層構造を通じてカソード電極層２０２に伝えられることである。
　全体的な抵抗値を低くするために、導電層２１６とカソード電極層２０２の導電性が実
質的に同じであることが好ましい。例えば、もし導電層２１６とカソード電極層２０２の
全てがアルミニウムのような同じ物質で形成されるものあれば、２層の導電性は相互間で
同一になる。
【００３９】
　このような多層構造は、全体に抵抗値を低くしてスキャンライン電極層２１２からのス
キャンライン信号が何ら減衰もなく、カソード電極層２０２に伝えられる。図示されるよ
うに、第１サブ電極層２１４と導電層２１６との間の接触面積は抵抗を減少させるほど大
きい。また、たとえ、第１サブ電極層２１４と導電層２１６との間の接触面積が相対的に
小さくても、これら層の導電性が実質的に同一であるために、抵抗はやはり減少される。
従って、本発明の発光素子は、従来の有機電界発光素子に比べて電力消費をさらに一層低
減することができる。
【００４０】
　本発明の第１の実施形態に係る発光素子のスキャンライン２０１の構造は、データライ
ンにも適用することができる。
【００４１】
　図３は、本発明の第２の実施形態に係る発光素子の平面図である。説明の便宜のために
有機電界発光素子が例示される。図示されるように、有機電界発光素子は、アノード電極
層２００、カソード電極層２０２及びスキャンライン２０１を含む。残りの構成要素は、
図２(a)の構成要素と同一なので、同じ構成要素に対しては説明を省略する。
【００４２】
　図３で、各スキャンライン２０１には、図２(a)及び２(b)の一つのビアホール２０８と
は違って、複数個のビアホール３０８が形成される。従って、カソード電極層が電気的に
接続するビアホール３０８を通じて露出した導電層の総面積が、図２(a)に示された第１
の実施形態の接触面積より大きい。第２の実施形態は、導電層２１６とカソード電極層２
０２との間の接触抵抗値がさらに低くなるようにする。
【００４３】
　図４(a)～(c)は、発光素子を製造する過程を示した断面図である。
　図４(a)に示されるように、基板４００上にアノード電極層４０２及びスキャンライン
電極層４０４が蒸着される。例えば、基板４００上にＩＴＯ層が蒸着され、その後、前記
ＩＴＯ層がパターニングされて、アノード電極層４０２及びスキャンライン電極層４０４
が形成される。
【００４４】
　次いで、スキャンライン電極層４０４上に、第１サブ電極層４０６、導電層４０８及び
第２サブ電極物質４１０が順次に蒸着される。ここで、導電層４０８は、アルミニウムが
好ましく、第１サブ電極層４０６及び／または第２サブ電極物質４１０は、モリブデンま
たはクロムが好ましい。続いて、絶縁物質４１２が、アノード電極層４０２、第２サブ電
極物質４１０及び基板４００上に蒸着される。
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【００４５】
　図４(b)に示されるように、第２サブ電極物質４１０及び絶縁物質４１２がエッチング
されて絶縁層４１４、第２サブ電極層４１６及びビアホール４１８を形成する。また、前
記エッチングによって、スキャンライン領域の導電層４０８の一部分が露出される。また
、ピクセル領域のアノード電極層４０２の一部が、エッチング工程を通じて露出され得る
。
【００４６】
　図４(c)に示されるように、アノード電極層４０２上に有機物層４２０が蒸着される。
次いで、図４(c)に示されるように、カソード電極層４２２が、導電層４０８中の露出さ
れた部分、絶縁層４１４及び有機物層４２０上に蒸着され、これにより、有機物層４２０
と導電層４０８とが電気的に接続される。
【００４７】
　図５は、本発明の第３の実施形態に係る発光素子を示した断面図である。第３の実施形
態の発光素子は、アノード電極層５０２、カソード電極層５２４及びスキャンライン５０
１を含む。スキャンライン５０１を除いた残りの構成要素は図２(a)に示された第１の実
施形態の構成要素等と同一なので、同じ構成要素に対しては同じ用語を使用し、反復的な
説明を省略する。
【００４８】
　スキャンライン５０１は、基板５００上に形成されるスキャンライン電極層５１２、第
１サブ電極層５０６、導電層５０８及び第２サブ電極層５１６を含む。
【００４９】
　スキャンライン５０１とアノード電極層５０２との間、即ち、スキャンライン領域とピ
クセル領域との間の空間には、支持層５１４が形成される。支持層５１４の高さは、カソ
ード電極層５２４が支持層５１４によって支持され、導電層５０８の高さと実質的に同一
の高さでスキャンラインから水平に延びるように形成される。支持層５１４は、アノード
電極層５０２と有機物層５２０との間に形成された絶縁層を延ばすことによって、形成す
ることができる。
【００５０】
　カソード電極層５２４は、導電層５０８の側部を通じて導電層５０８に電気的に接続さ
れる。また、カソード電極層５２４は、導電層５０８の側部と直接的に連結され得る。
【００５１】
　上述したように、導電層５０８とカソード電極層５２４は、実質的に同一の導電性を有
する。これは、２層全てをアルミニウムのような同じ金属を使用することで達成できる。
従って、導電層５０８とカソード電極層５２４との間の接触抵抗が低い。これは、従来の
有機電界発光素子に比してより電力消費を低減できる。
【００５２】
　本発明の第３の実施形態に係る有機電界発光素子を製造する過程は、次のとおりである
。
　基板５００上に、アノード電極層５０２及びスキャンライン５０１を相互離隔されるよ
うに形成する。スキャンライン５０１は、スキャンライン電極層５１２、第１サブ電極層
５０６、導電層５０８及び第２サブ電極層５１６を順次積層して形成する。ここで、導電
層５０８は、アルミニウムが好ましく、第１サブ電極層５０６及び／または第２サブ電極
層５１６は、モリブデン（Ｍｏ）またはクロムが好ましい。
【００５３】
　次いで、アノード電極層５０２上に絶縁層が形成される。絶縁層をパターニングするこ
とによってアノード電極層５０２上の発光領域が露出される。
【００５４】
　支持層５１４は、絶縁層５１４をスキャンライン５０１とアノード電極層５０２との間
の空間を充填することによって形成される。支持層５１４は、スキャンライン電極層５１
２及び第１サブ電極層５０６の高さの和と同一の高さで形成される。
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【００５５】
　次いで、露出された発光領域に有機物層５２０を形成する。カソード電極層５２４は、
有機物層５２０の上に形成され、スキャンライン５０１まで延びるように形成され、支持
層５１４によって支持状態で導電層５０８と電気的に接続、例えば、直接的な接触によっ
て連結される。
【００５６】
　図６は、本発明の第４の実施形態に係る発光素子を示した平面図である。図７は、図６
のVII－VII'線に沿って切欠した発光素子を示した断面図である。図８は、図６のVIII－V
III'線に沿って切欠した発光素子を示した断面図である。
【００５７】
　図６を参照すると、発光素子は、アノード電極層７０２、カソード電極層７２２及びス
キャンライン７０１を含む。残りの構成要素は、図２(a)に示された第１の実施形態の構
成要素等と同一なので、同じ構成要素に対しては、同じ用語を使用し、反復的な説明を省
略する。
【００５８】
　図７に示されるように、スキャンライン７０１は、基板７００上に形成されるスキャン
ライン電極層７０４、第１サブ電極層７０６、導電層７０８及び第２サブ電極層７１６を
含む。カソード電極層７２２は、スキャンライン７０１の終端を被せるように延びる。カ
ソード電極層７２２と導電層７０８の導電性は、実質的に同一である。また、カソード電
極層７２２と導電層７０８は、スキャンライン７０１の終端から相互間に実質的に電気的
に接続される。
【００５９】
　図８に示されるように、カソード電極層７２２と導電層７０８の接触面積を増加するた
めにスキャンライン７０１の終端には、少なくとも一つの切り欠き部７１２が形成される
。カソード電極層７２２は、切り欠き部７１２を充填するように形成され、導電層７０８
との接触面積を増加させる。
【００６０】
　導電層７０８とカソード電極層７２２は、アルミニウムのように同じ金属で形成され得
る。これは、従来のサブ電極層とカソード電極層との間の接触抵抗と比較するとき、導電
層７０８とカソード電極層７２２との間の接触抵抗をかなり減少させている。従って、本
実施形態の発光素子は、従来の素子より電力消費を低減することができる。
【００６１】
　図８には、切り欠き部７１２が基板７００を露出するように形成されて、カソード電極
層７２２が基板７００まで充填される。これは、スキャン信号がスキャンライン電極層７
０４からカソード電極層７２２まで伝えられて接触抵抗をさらに低くすることができると
いう点で付加的な効果を奏する。
【００６２】
　しかし、切り欠き部７１２が基板７００を露出するように形成されなければならないこ
とが必要条件ではない。切り欠き部７１２に導電層７０８を露出させて、カソード電極層
７２２が導電層７０８と電気的に接続できる程度に形成されるようにすればよい。
【００６３】
　本発明の第４の実施形態に係る発光素子を製造する過程は、次のとおりである。
　基板７００上に、アノード電極層７０２及びスキャンライン７０１を相互離隔するよう
に形成する。スキャンライン７０１は、スキャンライン電極層７０４、第１サブ電極層７
０６、導電層７０８及び第２サブ電極層７１６を順次積層して形成される。ここで、導電
層７０８は、アルミニウムが好ましく、第１サブ電極層７０６及び／または第２サブ電極
層７１６は、モリブデンまたはクロムが好ましい。次いで、スキャンライン７０１の終端
一部がエッチングされて導電層７０８が露出するように、切り欠き部７１２が形成される
。
【００６４】
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　続いて、アノード電極層７０２上に、絶縁層７１４が形成される。絶縁層７１４をパタ
ーニングすることによって、アノード電極層７０２上の発光領域７１０（ピクセル領域）
が露出される。次に、露出した発光領域７１０に有機物層７２０を形成する。
【００６５】
　カソード電極層７２２は、スキャンライン７０１の終端を被せるように形成され、切り
欠き部７１２を充填して導電層７０８との電気的な接続がなされる。図７及び図８では、
電気的な接続は直接的な接触によってなされる。しかし、これは、必ず要求されるもので
ない。
【００６６】
　図９は、本発明の第５の実施形態に係る発光素子を示した断面図である。図示するよう
に、発光素子は、アノード電極層８０２、カソード電極層８２２及びスキャンライン８０
１を含む。残りの構成要素は、図２(a)に示された第１の実施形態の構成要素と同一なの
で、同じ構成要素に対しては同じ用語を使用し、反復的な説明を省略する。
【００６７】
　スキャンライン８０１は、基板８００上に形成されるスキャンライン電極層８０４、第
１サブ電極層８０６、導電層８０８及び第２サブ電極層８１６を含む。導電層８０８は、
スキャンライン８０１とアノード電極層８０２との間の空間、即ち、スキャンライン領域
とピクセル領域との間の空間まで延びる。また、カソード電極層８２２も同じ空間まで延
び、導電層８０８と電気的な連結がなされる。直接的な物理的な接触は、このような電気
的な接続の一方法である。
【００６８】
　導電層８０８とカソード電極層８２２は、同じ金属、例えば、アルミニウムで形成され
得るので、２層の導電性は、実質的に同一である。従って、導電層８０８とカソード電極
層８２２との間の接触抵抗がかなり減少され、従来の素子と比較するとき、電力消費を低
減することができる。
【００６９】
　本発明の第５の実施形態に係る発光素子を製造する過程は、次のとおりである。
　基板８００上にアノード電極層８０２及びスキャンライン８０１を相互離隔するように
形成する。スキャンライン８０１は、スキャンライン電極層８０４、第１サブ電極層８０
６、導電層８０８及び第２サブ電極層８１６を順次積層して形成される。ここで、導電層
８０８は、アルミニウムが好ましく、第１サブ電極層８０６及び／または第２サブ電極層
８１６はモリブデンまたはクロムが好ましい。導電層８０８は、スキャンライン８０１と
アノード電極層８０２との間の空間まで延びるように形成される。
【００７０】
　次いで、アノード電極層８０２上に絶縁層８１４が形成される。絶縁層８１４をパター
ニングすることによって、アノード電極層８０２上の発光領域が露出される。続いて、露
出された発光領域に有機物層８２０を形成する。
【００７１】
　カソード電極層８２２は、スキャンライン８０１とアノード電極層８０２との間の空間
まで延びるように形成され、導電層８０８と電気的な接続、例えば、直接的な接触がなさ
れる。
【００７２】
　以上説明した本発明は、例示の目的のために開示されたものであり、本発明に対する通
常の知識を有した当業者であれば、本発明の技術的思想の範囲内で様々な修正、変更、付
加が可能である。従って、このような修正、変更及び付加は、本発明の特許請求の範囲に
属するものである。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】(a)は従来の有機電界発光素子を示した平面図で、(b)は(a)のI-I'線に沿って切
欠した有機電界発光素子を示した断面図である。
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【図２】(a)は本発明の第１の実施形態に係る発光素子を示した平面図で、(b)は(a)のII-
II'線に沿って切欠した発光素子を示した断面図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る発光素子の平面図である。
【図４】(a)～(c)は、本発明の一実施形態に係る発光素子を製造する方法を示した断面図
である。
【図５】本発明の第３の実施形態に係る発光素子を示した断面図である。
【図６】本発明の第４の実施形態に係る発光素子を示した平面図である。
【図７】図６のVII－VII'線に沿って切欠した発光素子を示した断面図である。
【図８】図６のVIII－VIII'線に沿って切欠した発光素子を示した断面図である。
【図９】本発明の第５の実施形態に係る発光素子を示した断面図である。
【符号の説明】
【００７４】
２００　アノード電極層
２０１　スキャンライン
２０２　カソード電極層
２０４　ピクセル
２０８　ビアホール
２１２　スキャンライン電極層
２１４　第１サブ電極層
２１６　導電層
２１８　第２サブ電極層
２２０　絶縁層
２２２　発光層

【図１】 【図２】
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