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有機 EL フィルムディスプレイの開発
Development of a Film-type Organic ELectroluminescent (OEL) Display

杉 本 晃， 吉 田 綾 子， 宮 寺 敏 之
Akira Sugimoto,

要 旨

Ayako Yoshida,

Toshiyuki

Miyadera

有機ELフィルムディスプレイは，非常に薄くて軽く，そしてフレキシビリティ

をもったディスプレイデバイスである。われわれは有機ELフィルムディスプレイを開発す
るにあたって，その要素技術の検討を行なった。
まず，樹脂基板上の防湿バリア膜として窒化酸化シリコン(SiON)膜の検討を行った。窒
素と酸素の比を最適化した SiON 膜を用いることで，有機 EL にとって十分な光学特性と防
湿性をもつ膜を得ることができた。次に，防湿バリア膜に存在する欠陥の低減を試みた。
樹脂基板の平滑化を行なうことで防湿膜のピンホールを減らし，環境試験後の発光特性を
改善することができた。
そして，これらの技術を集約して 3 インチモノカラー有機 EL フィルムディスプレイの試
作を行った。

Summary Film-type organic Electroluminescent (OEL) displays have a lot of attractive features. We developed the technologies that were needed in fabricating film-type OEL displays.
First, we evaluated the SiON as a moisture barrier film. By optimizing the ratio of O and N in
the SiON film, we could obtain the barrier films that have high optical transparency and moisture impermeability. Next, we reduced the defects in the barrier films. By smoothing the polymer surface, we could reduce the pinhole defects in the barrier film and improve the environmental stability of the film-type OEL.
And we fabricate a trail production of 3-inch dot matrix OEL display using these technologies.
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1．まえがき

気がつく。液晶ディスプレイは STN や TFT 方式な

近年，平面ディスプレイの成長は目覚しいもの

ど機器に応じた方式を適用することで，携帯電話

がある。携帯機器などに使用される小型のものか

やパソコン用ディスプレイなどに採用されて大き

ら，パソコン用ディスプレイ，40 インチ以上の壁

な地位を築いている。そこに割って入ろうとして

掛けテレビまでもが市場に導入され，大きな成長

いるのが有機 EL ディスプレイである。有機 EL は

を遂げている。その中で特に小型のものに注目す

自発光であるため視認性が良く，液晶ディスプレ

れば，その多くが液晶ディスプレイであることに

イで用いられるようなバックライトが必要ない。
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また応答速度も速いので動画表示を必要とする機
器に非常に適している

(1),(2)

(3)ガスバリア性(酸素バリア，水蒸気バリア)

。現在のところ日本で

(4)表面平滑性

はカーステレオ向けに市場導入されており，また

現在のところ，これらのすべての要件を満たす

アメリカにおいては，マルチカラーディスプレイ

樹脂は存在しない。今後も樹脂単体でこれらを満

を搭載した携帯電話が市場導入され，その表示品

たすものは難しいと考えられる。そのため樹脂基

位の高さが実証されている。近年はアクティブ素

板に，これらの機能を持たせるための膜を成膜す

子を用いた有機 EL パネルも相次いで発表されて

ることが必要と考えられる。市場にはすでに液晶

おり，開発競争に拍車がかかっている。

ディスプレイ向けに樹脂基板が開発されており，

現在の有機 EL ディスプレイはガラス基板上に

これらの樹脂基板においても，やはりガスバリア

形成されているが，この基板をガラスから樹脂に

層などが成膜されている。液晶用の樹脂基板は有

変えることで，さらに有機ELの応用範囲を広げる

機 EL にとって光学的には十分な性能を有してい

。図 1 に現在のガラス基板を用

る。しかし，有機 EL 素子は非常に薄膜でしかも酸

いた有機 EL 素子と樹脂基板を用いた有機 EL 素子

素や水分に対して非常に敏感であるため，ガスバ

の構造を比較したものを示す。この図からも分か

リア性や表面平滑性に関してはさらに高い水準が

るように，樹脂基板を用いることによって，素子

要求されると考えられる。

ことが出来る

(3),(4)

をより薄く，軽くすることができる。樹脂である

特に水蒸気バリア性に関しては，一般的な樹脂

がゆえの柔軟性を生かして，これまでの枠にとら

ではおよそ 1 〜 10g/m2･day，ガスバリア膜を付加し

われない様々な形状のディスプレイを実現するこ

た液晶用基板でも 0.1 〜 1g/m2･day であるが，有機

とができ，曲面表示やフレキシブルなディスプレ

ELのバリア膜としてはこの性能では不十分である。

イが可能になる。

今回われわれは，現状の樹脂基板の性能を把握

有機 EL 用の樹脂基板に求められる要件として

し，さらに有機ELに適用可能なバリア膜の開発を

は以下のことが挙げられる。

行った。そして，そのバリア膜を付加することで

(1)光学特性(高透明性)

水蒸気バリア性を高めた樹脂基板を用いて，有機

(2)耐環境性(耐熱性，耐溶剤性)

EL フィルムディスプレイの試作を行った。

図１ 従来のガラス基板を用いた有機ＥＬ素子と樹脂基板を用いた有機ＥＬ素子の比較
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2．従来の樹脂基板での有機 EL 素子の作製

次にわれわれは，樹脂基板上にバリア膜として

まずわれわれは，一般的に入手できる樹脂基板

酸化シリコンの蒸着を行い，その上に有機EL素子

(ポリエチレンテレフタレート：PET，ポリカーボ

を作製した。酸化シリコン膜は，食品包装材や液

ネート：PC)上に有機 EL 素子を作製した。素子の

晶用樹脂基板のバリア膜としてよく用いられてい

封止は後述する窒化シリコン膜によって十分に行

るものであり，これによって水分や酸素に対する

なわれている。図 2 に作製した有機 EL 素子の発光

バリア性が向上しているはずである。しかし図 3

状態を示す。PET 基板ではダークスポットと呼ば

に示すように，素子の保存性を観察した結果，や

れる非発光部が多く観察される。P E T 基板には，

はり数日後には素子が劣化してしまった。 これ

通常，易滑剤と呼ばれる粒子が混入されており，

は，酸化シリコン膜では有機EL用のバリア膜とし

これが発光状態に影響を及ぼしていると考えられ

ては不十分であることを示している。

る。一方，PC を基板として用いた場合には比較的
良い発光状態を示している。しかし，数日後には，

3．有機 EL 用バリア膜の開発

基板を通って進入する水分などによって素子が劣

そこで，われわれは新たに有機 EL 用のバリア膜
の開発を行なった。樹脂基板を用いる場合，図 4 に

化してしまった。

図2

図3

一般的な樹脂基板での有機ＥＬ素子の発光の様子

酸化シリコンを蒸着した樹脂基板での有機ＥＬ素子の発光の様子
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示すように，基板側から進入するものと素子側か

護膜として使用することがすでに知られている

ら進入するものの 2 つについてそれぞれ検討する

が，有機 EL に適用するためには，有機 EL にダメー

必要がある。

ジを与えない低温で成膜する必要がある。

3.1 素子の外側の保護膜

表1にガラス基板において検討した窒化シリコ

素子側を保護する膜について，以前，われわれ

ン膜の成膜条件を示す。また図5に，この膜によっ

はプラズマCVD法による窒化シリコン膜を検討し

て封止された素子の発光状態を示す。このよう

た (5)。プラズマ CVD 法を用いる利点は，応力制御

に，プラズマ CVD 膜による窒化シリコン膜は有機

が容易であること，素子のカバレッジが良いこと

ELの封止用保護膜として，非常によいバリア性を

などがあげられる。半導体では窒化シリコンを保

示していることがわかる。

図4

樹脂基板上の有機ＥＬ素子に必要なバリア膜

表 1 ガラス基板でのプラズマＣＶＤ保護膜の成膜条件

図 5 プラズマＣＶＤの窒化シリコン膜によって封止した有機ＥＬ素子の保存性
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3.2 樹脂基板側のバリア膜

トとして窒化シリコンを用い，成膜ガスとしてア

樹脂基板側からの水分などの進入を遮断するバ

ルゴンと酸素を導入した。この際，導入する酸素

リア膜として，先述した窒化シリコン膜を使用す

の流量を変えることで，異なった組成比の窒化酸

ることは好ましくない。なぜなら，この窒化シリ

化シリコン膜をそれぞれ作製した。膜厚はいずれ

コン膜は茶褐色に着色しており，光取り出し側の

も 200nm とした。その基板上に有機 EL 素子を作製

膜と使用するには効率の面で不十分だからであ

し，先述した窒化シリコン膜で封止した。

る。そこでわれわれは，窒化酸化シリコンに着目

透明電極(陽極)と金属電極(陰極)はそれぞれが

した。この窒化シリコン膜に酸素を導入し，窒化

ストライプ状で，直交する向きに電極が形成され

酸化シリコン膜とすることで，有機ELにとって十

ており，それらが交差するエリアが発光するよう

分なバリア性を維持したまま，膜を透明化するこ

になっている。もし，基板側から水分の進入があ

とを検討した (6) 。

れば，図 6 に示すように，それは透明電極端部から

窒化酸化シリコン膜の評価は，膜中の窒素･酸

の非発光部の成長という形で現れることになる。

素比と膜の光学透過率・防湿性能の関係を調べる

われわれは，それぞれの素子を 60℃95％RH の

ことで行なった。バリア膜の防湿性能について

環境中に保存し，500 時間後の非発光部の進行に

は，モコン法を始めとするあらゆる透湿度測定方

よって，窒化酸化シリコン膜の防湿性を評価し

法の測定限界以下であったため，実際に有機EL素

た。図 7 に発光状態のいくつかの例を示す。酸素

子を作製し，その発光状態を観察して判断した。

と窒素の比率の違いで，電極端部からの非発光部

サンプルの作製は次のような手順で行なった。

進行の度合いが異なることがわかる。

まず，樹脂基板上に密着性改善のためのバッファ

図 8 に窒化酸化シリコン膜における酸素･窒素比

層を形成したのち，スパッタ法によって窒化酸化

と，
光学透過率および保存試験後に透明電極端部よ

シリコン膜を成膜した。スパッタリングターゲッ

り進行した非発光部の関係を示す。この結果より，

図6

素子の電極端部から非発光部が発生するしくみと透明電極端部からの非発光部進行の様子
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酸素･窒素比率 O/(O+N)がおよそ 40％から 80％のと

様々あり，これらすべてを一度になくすことは非

き，膜の光学透過率が 90％以上でかつ十分な防湿

常に困難である。今回われわれは，時間の経過と

性をもった膜が得られるということがわかった。

共に拡大していくダークスポットについて，その
軽減を試みた。これは，図 9 に示すように初期の

4．表面平滑化による素子特性の改善

ころは目視で確認できるか否かの大きさである

窒化酸化シリコンをバリア膜とすることで，有

が，環境試験下に一定時間保存したのちに観察す

機 EL 素子を保護するのに十分な性能が得られる

ると，何倍にも拡大している。

ことが確認できた。次の課題として，われわれは

この拡大するダークスポットの原因の一つとし

表示面内に存在する非発光の点(ダークスポット)

て，防湿バリア膜の欠陥が考えられる。先述した

の問題に着手した。ダークスポットの要因にも

ように，基板上に成膜される防湿バリア膜は

図7

窒化酸化シリコンバリア膜の窒素酸素比とそのバリア膜を有する有機ＥＬ素子の保存性

図 8 窒化酸化シリコン膜における酸素･窒素比に対する光学透過率および防湿性の関係
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100nm 〜 200nm としているため，ピンホールなど

上に微小な突起やへこみがあるだけでバリア層に

。図10にバリ

ピンポールなどの欠陥が生じ，結果としてダーク

の欠陥は生じやすいと考えられる

(7)

ア膜上に存在するピンホールの AFM 像を示す。こ

スポットが発生することがわかる。

の欠陥のサイズはサブミクロンオーダーで，基板

そこでこの問題を解決するために，防湿膜を成

図 9 保存試験後でのダークスポット拡大の様子

図 10 バリア膜上に存在するピンホール欠陥の AFM 像

（60℃95％RH 下に 500 時間保存したのちの発光状態）

図 11 平滑化のありなしによる EL 素子の保存性の比較
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膜する前に樹脂基板上の突起やくぼみをUV硬化樹

6．まとめ

脂を塗布することで平滑化することを行なった。

今回われわれは，樹脂基板上に有機 EL ディスプ

樹脂基板上におよそ 5 μｍ厚さで UV 硬化樹脂を塗

レイを作製するため必要な要素技術の検討を行い，

布しその上にバリア層を成膜，有機 EL 素子を作製

実際に有機 E L フィルムディスプレイの試作を行

した。平滑化を行なったものと平滑化を行なわな

なった。窒化酸化シリコンのスパッタ膜を樹脂基

いものをそれぞれ 60℃95％RH の環境下に保存し，

板上に成膜し，またプラズマ CVD による窒化シリ

500 時間後のダークスポットの拡大について比較

コン膜を素子の保護膜として用いることで，これ

したところ図 11 に示すように，明らかな改善が見

までにない薄さ，軽さ，そしてフレキシビリティ

られた。

をもつディスプレイを作製することができた。
今後の課題はこの有機 EL フィルムディスプレ

5．有機 EL フィルムディスプレイの試作

イの信頼性をいかに向上させていくかである。こ

われわれは，前章までに述べてきた検討結果を

れまでのわれわれの検討によってデバイスの保存

集約し，樹脂基板上に有機 EL ディスプレイを作製

性は大きく向上したが，まだまだ不十分なレベル

した。試作した有機 EL フィルムディスプレイとそ

である。また，われわれが試作したディスプレイ

の仕様を図 12 に示す。

は単色であるが，アプリケーションによりカラー

これからもわかるように，このディスプレイは非
常に薄型であると同時に，曲面表示も可能である。

化が求められることは明らかであり，これらを実
現するためのプロセス検討も必要になってくる。

図 12 試作した有機ＥＬフィルムディスプレイとその仕様
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のの，それらを一つ一つクリアして着実に前進し
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