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(57)【要約】
【課題】上部電極を陽極とする逆積層型の有機エレクト
ロルミネッセンス素子において、陽極を形成する際に有
機発光層を含む有機層にダメージを与えることなく、高
い透過率と導電性とを有する陽極を形成することができ
る有機エレクトロルミネッセンス素子を提供する。
【解決手段】有機エレクトロルミネッセンス素子１０に
おいて、陰極２と、陰極２上に形成された、有機発光層
を含む有機層が積層されてなる積層体３と、積層体３上
に形成された、金属酸化物と導電性高分子とを含む透明
な陽極５とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陰極と、
　前記陰極上に形成された、有機発光層を含む有機層が積層されてなる積層体と、
　前記積層体上に形成された、金属酸化物と導電性高分子とを含む透明な陽極と
を有する、有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項２】
　前記陽極は、前記金属酸化物と前記導電性高分子とが混合されたものである、請求項１
に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項３】
　前記陽極は、前記金属酸化物を含む液体と、前記導電性高分子を含む液体とが混合され
た液体から形成されたものである、請求項２に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子
。
【請求項４】
　前記陽極は、
　前記積層体上に形成された、前記導電性高分子を含む第１の層と、
　前記第１の層上に形成された、前記金属酸化物を含む第２の層と
を有するものである、請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項５】
　前記陽極は、
　前記積層体上に形成された、前記金属酸化物を含む第１の層と、
　前記第１の層上に形成された、前記導電性高分子を含む第２の層と
を有するものである、請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項６】
　基板と、前記基板上に形成された有機エレクトロルミネッセンス素子とを備えた発光装
置において、
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、
　前記基板上に形成された陰極と、
　前記陰極上に形成された、有機発光層を含む有機層が積層されてなる積層体と、
　前記積層体上に形成された、金属酸化物と導電性高分子とを含む透明な陽極と
を含むものである、発光装置。
【請求項７】
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、
　前記基板上に形成された、前記陰極に電気的に接続された配線と、
　前記陰極と前記配線を覆うとともに、前記陰極の一部を露出させる開口部を有する画素
分離膜と
を含み、
　前記積層体は、前記画素分離膜の前記開口部内に形成されたものである、請求項６に記
載の発光装置。
【請求項８】
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、
　前記基板上に形成された薄膜トランジスタ回路と、
　前記薄膜トランジスタ回路上に形成された平坦化膜と、
　前記陰極を覆うとともに、前記陰極の一部を露出させる開口部を有する画素分離膜と
を含み、
　前記平坦化膜は、前記平坦化膜を貫通する貫通電極を含み、
　前記貫通電極は、前記陰極と前記薄膜トランジスタ回路とを電気的に接続し、
　前記積層体は、前記画素分離膜の前記開口部内に形成されたものである、請求項６に記
載の発光装置。
【請求項９】
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　基板上に陰極を形成する陰極形成工程と、
　前記陰極上に有機発光層を含む有機層が積層されてなる積層体を形成する積層体形成工
程と、
　前記積層体上に、金属酸化物と導電性高分子とを含む透明な陽極を、印刷法により形成
する陽極形成工程と
を含む、有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記陽極形成工程は、前記陽極を、前記金属酸化物を含む液体と、前記導電性高分子を
含む液体とが混合された液体を印刷することによって形成するものである、請求項９に記
載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
【請求項１１】
　前記陽極形成工程は、
　前記積層体上に、前記導電性高分子を含む第１の層を印刷法により形成する工程と、
　前記第１の層上に、前記金属酸化物を含む第２の層を印刷法により形成する工程と
を含むものである、請求項９に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記陽極形成工程は、
　前記積層体上に、前記金属酸化物を含む第１の層を印刷法により形成する工程と、
　前記第１の層上に、前記導電性高分子を含む第２の層を印刷法により形成する工程と
を含むものである、請求項９に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
【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素子、その製造方法及び発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自発光型の発光素子として有機エレクトロルミネッセンス素子（以下「有機ＥＬ
（Electro Luminescence）素子」ともいう。）が注目され、この有機ＥＬ素子を用いた発
光装置、例えば面発光光源、照明装置又は表示装置（ディスプレイ）の開発が進められて
いる。
【０００３】
　有機ＥＬ素子は、通常、陽極と、陰極と、両電極間に挟持された有機発光層を含む有機
層とを有する。有機ＥＬ素子の発光原理は、陽極、陰極の各々から注入される正孔（ホー
ル）と電子（エレクトロン）が有機発光層で再結合することによって励起子（エキシトン
）が形成され、形成された励起子が基底状態に戻る際にエネルギーバンドギャップに相当
する波長を有する光が発光されるというものである。
【０００４】
　有機発光層に電子とホールを効率よく注入させるため、陽極には相対的に仕事関数の大
きい材料が選択され、陰極には相対的に仕事関数の小さい材料が選択される。通常、陽極
には、インジウム錫酸化物（Indium Tin Oxide；ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（Indi
um Zinc Oxide；ＩＺＯ（登録商標））等の透明導電性金属酸化物が用いられる。また、
陰極には、アルミニウム、マグネシウム、バリウム、セシウム、銀等の金属又はそれらの
合金が用いられる。
【０００５】
　透明導電性金属酸化物は、通常、スパッタリング法等の真空成膜法を用いて形成される
ものである。従って、透明導電性金属酸化物が形成される際にプラズマや輻射熱により有
機発光層を含む有機層へダメージが与えられることを防止するため、透明導電性金属酸化
物が有機層より先立って形成されることが通常である。ゆえに、有機ＥＬ素子は、基板上
に、陽極、有機発光層を含む有機層、陰極の順に形成されることが一般的である（例えば
、特許文献１、２、３、４参照）。すなわち、下部電極を陽極とし、上部電極を陰極とす
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る構成である。
【０００６】
　このような下部電極を陽極とし、上部電極を陰極とする構成は、基板上に形成する有機
ＥＬ素子を、基板側から光を取り出すボトムエミッション方式とするときには、好適であ
る。
【０００７】
　ところが、例えばアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置（ディスプレイ）を構成する有機
ＥＬ素子をボトムエミッション方式とすると、基板上に形成した薄膜トランジスタ（Thin
 Film Transistor；ＴＦＴ）回路等により、各画素における開口率が制限される。一方、
基板側と反対側である有機ＥＬ素子側から光を取り出すときは、発光部分の上方にＴＦＴ
回路が存在しないため、開口率が制限されない。このような、有機ＥＬ素子側から光を取
り出す方式をトップエミッション方式という。
【０００８】
　しかしながらトップエミッション方式においては、下部電極として光学的に反射性を有
する金属が好適であり、上部電極として透明性を有する透明導電性金属酸化物が好適であ
る。このことは、下部電極として仕事関数が相対的に小さい材料が好適であり、上部電極
として仕事関数が相対的に大きい材料が好適であることを意味する。すなわち、有機ＥＬ
素子を、有機ＥＬ素子側から光を取り出すトップエミッション方式とするときは、下部電
極を陰極とし、上部電極を陽極とする、いわゆる逆積層型の構成が好ましい（例えば、特
許文献５参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところが、このような逆積層型の構成を有する有機ＥＬ素子においては、以下のような
問題がある。
【００１０】
　上部電極である陽極として、透明導電性金属酸化物を例えばスパッタリング法等の真空
成膜法により形成する場合、透明導電性金属酸化物を形成する際に下層である有機層にダ
メージを与えるという問題がある。
【００１１】
　特許文献１、２、４に示す例では、逆積層型でない構成を有する有機ＥＬ素子において
、上部電極である陰極を保護するために、上部電極上に真空成膜法により緩衝層又は保護
層を設け、上部電極を封止する構成が開示されている。しかしながら、逆積層型の構成を
有する有機ＥＬ素子において、このような緩衝層や保護層を有機層と上部電極である陽極
との間に設けた場合、陽極から有機発光層へのホール注入が困難になり、発光効率の低下
、駆動電圧の増大等の問題がある。
【００１２】
　あるいは、特許文献５に示す例では、上部電極である陽極として、透明導電性金属酸化
物に代え、ポリアニリン、ポリチオフェン等の導電性高分子を印刷法により形成する有機
ＥＬ素子が提案されている。しかしながら、特許文献５に示す例では、導電性高分子が一
般的に可視光領域において光吸収を示すため、陽極の透過率を高くすることが困難である
という問題がある。更に、特許文献５に示す例では、導電性高分子がＩＴＯ等の透明導電
性金属酸化物に比べて導電率が小さいため、陽極の導電性を高くすることが困難であると
いう問題がある。
【００１３】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、上部電極を陽極とする逆積層型の有機
エレクトロルミネッセンス素子において、陽極を形成する際に有機発光層を含む有機層に
ダメージを与えることなく、高い透過率と導電性とを有する陽極を形成することができる
有機エレクトロルミネッセンス素子、その製造方法、及び発光装置を提供することを目的
とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１の態様によれば、陰極と、前記陰極上に形成された、有機発光層を含む有
機層が積層されてなる積層体と、前記積層体上に形成された、金属酸化物と導電性高分子
とを含む透明な陽極とを有する、有機エレクトロルミネッセンス素子が提供される。
【００１５】
　本発明の第２の態様によれば、基板と、前記基板上に形成された有機エレクトロルミネ
ッセンス素子とを備えた発光装置において、前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、
前記基板上に形成された陰極と、前記陰極上に形成された、有機発光層を含む有機層が積
層されてなる積層体と、前記積層体上に形成された、金属酸化物と導電性高分子とを含む
透明な陽極とを含むものである、発光装置が提供される。
【００１６】
　本発明の第３の態様によれば、基板上に陰極を形成する陰極形成工程と、前記陰極上に
有機発光層を含む有機層が積層されてなる積層体を形成する積層体形成工程と、前記積層
体上に、金属酸化物と導電性高分子とを含む透明な陽極を、印刷法により形成する陽極形
成工程とを含む、有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、上部電極を陽極とする逆積層型の有機エレクトロルミネッセンス素子
において、陽極を形成する際に有機発光層を含む有機層にダメージを与えることなく、高
い透過率と導電性とを有する陽極を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１の実施の形態に係る有機ＥＬ素子の構成を模式的に示す断面図である。
【図２】陽極における金属酸化物微粒子同士が接触している様子を模式的に示す図である
。
【図３】第１の実施の形態に係る有機ＥＬ素子の製造方法の手順を説明するための工程図
である。
【図４】第１の実施の形態の第１の変形例に係る有機ＥＬ素子の構成を模式的に示す断面
図である。
【図５】第１の実施の形態の第１の変形例に係る有機ＥＬ素子の製造方法の手順を説明す
るための工程図である。
【図６】第１の実施の形態の第２の変形例に係る有機ＥＬ素子の構成を模式的に示す断面
図である。
【図７】第１の実施の形態の第２の変形例に係る有機ＥＬ素子の製造方法の手順を説明す
るための工程図である。
【図８】第２の実施の形態に係る面発光光源又は照明装置の構成を模式的に示す断面図で
ある。
【図９】第３の実施の形態に係る表示装置の構成を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　次に、本発明を実施するための形態について図面と共に説明する。
（第１の実施の形態）
　図１から図３を参照し、本発明の第１の実施の形態に係る有機ＥＬ素子及びその製造方
法について説明する。
【００２０】
　初めに、図１を参照し、本実施の形態に係る有機ＥＬ素子１０を説明する。図１は、有
機ＥＬ素子１０の構成を模式的に示す断面図である。
【００２１】
　図１に示すように、有機ＥＬ素子１０は、基板１上に、陰極２、積層体３、ホール注入
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層４、陽極５を有する。陰極２は、基板１上に形成されている。積層体３は、陰極２上に
形成されている。積層体３は、有機発光層を含む有機層が積層されたものである。ホール
注入層４は、積層体３上に形成されている。陽極５は、上層にホール注入層４が形成され
た積層体３上に、印刷法により形成されている。陽極５は、金属酸化物と導電性高分子と
を含み、透明である。
【００２２】
　有機ＥＬ素子１０をこのような構成とすることによって、金属酸化物と導電性高分子と
の双方の欠点を補完し、高い導電性と透過率を有する透明な陽極を有する有機ＥＬ素子を
提供することができる。よって、逆積層型の構成を有するトップエミッション方式の有機
ＥＬ素子において、高い光取り出し効率を実現することができる。
【００２３】
　基板１は、陰極２、積層体３等を形成する際に変質等しないものであればよい。基板１
として、例えばガラス、プラスチック、高分子フィルム、シリコン基板、ステンレス等の
金属基板、又はこれらを積層したもの等を用いることができる。
【００２４】
　下部電極である陰極２の材料は、仕事関数が小さく有機発光層への電子注入が容易であ
り、電気伝導度が高く、さらに可視光領域における反射率の高い材料が好ましい。陰極２
の材料として、アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、１３族金属等（例えばアル
ミニウム、マグネシウム、バリウム、セシウム等）、又はそれらを含む合金（例えばマグ
ネシウム－銀合金、マグネシウム－インジウム合金、マグネシウム－アルミニウム合金等
）を用いることができる。
【００２５】
　また、陰極２と基板１の間に反射層を設ける場合には、陰極２として、金属酸化物又は
有機物を含む透明導電膜、金属よりなる半透明導電膜等を用いることができる。具体的に
は、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化錫、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜
鉛酸化物（ＩＺＯ）、金、白金、銀、銅、アルミニウム、ポリアニリン及びその誘導体、
並びにポリチオフェン及びその誘導体等よりなる薄膜を用いることができる。
【００２６】
　陰極２の膜厚は、電気伝導度や耐久性、反射性を考慮して適宜選択することができるが
、例えば１０ｎｍ～１０μｍ、好ましくは２０ｎｍ～１μｍであり、更に好ましくは５０
ｎｍ～５００ｎｍである。陰極２の膜厚が１０ｎｍ未満の場合、電気伝導度が低下するか
、又は、耐久性が低下することによって、陰極２の信頼性を低下させるか、又は、陰極２
の反射率を低下させるおそれがある。一方、陰極２の膜厚が１０μｍを超える場合、第２
の実施の形態で後述する、陰極２に接続される配線６や陰極上に形成される画素分離膜７
の信頼性を低下させるおそれがある。
【００２７】
　陰極２を形成する方法として、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング
法又は金属薄膜を圧着するラミネート法等を用いることができる。あるいは、陰極２を形
成する方法として、ポリアニリン若しくはその誘導体、ポリチオフェン若しくはその誘導
体等の導電性高分子材料を含む機能液等の液体、金属を含むナノ粒子インク、ペースト等
の液体、又は溶融状態の低融点金属等を印刷法により印刷する方法を用いることもできる
。
【００２８】
　有機発光層を含む有機層が積層されてなる積層体３は、式（１）の括弧内に示される積
層構造を有する。
【００２９】
　陽極／（ホール注入層／ホール輸送層／電子ブロック層／有機発光層／
　　　　ホールブロック層／電子輸送層／電子注入層）／陰極　　　　　　　　（１）
　積層体３は、式（１）のうち少なくとも有機発光層を有することが必要であるが、その
他の機能層（電荷注入層、電荷輸送層、電荷ブロック層）は省略または集約が可能である
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。つまり、ホール注入層がホール輸送層を兼ねてもよく、有機発光層自身が電子輸送層を
兼ねてもよい。
【００３０】
　また、本実施の形態は、式（１）の括弧内を繰り返し単位とするとき、繰り返し単位間
に電荷発生層を設けたマルチフォトン型の有機ＥＬ素子にも適用することができる。すな
わち、本実施の形態は、式（２）（ｎは１又は２以上の整数）のような構成を有する有機
ＥＬ素子にも適用可能である。
【００３１】
　陽極／｛（繰り返し単位）／電荷発生層｝ｎ／（繰り返し単位）／陰極　　　（２）
　積層体３を構成する有機発光層を含む有機層は、真空成膜法により形成されてもよいが
、印刷法により形成されることが好ましい。印刷法によるときは、有機発光層を含む有機
層の材料として、高分子系材料を用いることが好ましいが、低分子系材料であっても適当
な高分子バインダーと混合したもの、その他種々のものを用いることができる。高分子系
材料を用いるときは、ａ）陽極／ホール注入層／発光層／陰極に示す２層構造、又は、ｂ
）陽極／ホール注入層／インターレイヤ／発光層／陰極に示す３層構造を有する有機ＥＬ
素子が、構造が単純であり、容易に作製できる点で好ましい。そして、有機ＥＬ素子を備
えた表示装置（表示パネル）を大型化する場合にも、上記したａ）及びｂ）の構造を有す
る有機ＥＬ素子は、製造コストを低減できる点で有利である。
【００３２】
　有機発光層は、蛍光若しくは燐光を発光する有機物、又はこれらの有機物と有機物を補
助するドーパントとを含むことが好ましい。また、有機発光層は、共役系高分子化合物を
含むことが更に好ましい。また、有機発光層は、電荷輸送性を高めるため、電子輸送性化
合物又はホール輸送性化合物を混合して用いることもできる。従って、有機発光層を構成
する有機発光材料として、例えば以下に示す高分子系材料、色素系材料、金属錯体系材料
、ドーパント材料を用いることができる。
【００３３】
　高分子系材料として、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポ
リパラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体、ポリフルオレン誘
導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、上記色素体や金属錯体系発光材料を高分子化した
もの等を用いることができる。
【００３４】
　上記高分子系材料のうち、青色に発光する材料として、ポリビニルカルバゾール誘導体
、ポリパラフェニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等を用いることができる。緑色に発
光する材料としては、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等を用
いることができる。赤色に発光する材料としては、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、
ポリチオフェン誘導体、ポリフルオレン誘導体等を用いることができる。
【００３５】
　色素系材料として、例えばシクロペンダミン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体
化合物、トリフェニルアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピラゾロキノリン誘導体
、ジスチリルベンゼン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、ピロール誘導体、チオフェ
ン環化合物、ピリジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェン誘
導体、トリフマニルアミン誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマー等を
用いることができる。
【００３６】
　金属錯体系材料として、例えばイリジウム錯体、白金錯体等の三重項励起状態からの発
光を有する金属錯体、アルミキノリノール錯体、ベンゾキノリノールベリリウム錯体、ベ
ンゾオキサゾリル亜鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛錯体、ポルフィ
リン亜鉛錯体、ユーロピウム錯体等を用いることができる。また、中心金属としてＡｌ、
Ｚｎ、Ｂｅ等の金属、又はＴｂ、Ｅｕ、Ｄｙ等の希土類金属を有し、配位子としてオキサ
ジアゾール、チアジアゾール、フェニルピリジン、フェニルベンゾイミダゾール、キノリ
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ン構造等を有する金属錯体等を用いることができる。
【００３７】
　ドーパントとして、例えばペリレン誘導体、クマリン誘導体、ルブレン誘導体、キナク
リドン誘導体、スクアリウム誘導体、ポルフィリン誘導体、スチリル系色素、テトラセン
誘導体、ピラゾロン誘導体、デカシクレン、フェノキサゾン等を用いることができる。
【００３８】
　有機発光層を含む有機層を形成するための機能液は、各種の溶媒中に、有機発光層を含
む有機層の材料を、溶解又は分散させたものであることが好ましい。
【００３９】
　有機発光層を含む有機層を形成するための機能液に用いられる溶媒として、例えばトル
エン、キシレン、メシチレン、テトラリン、デカリン、ビシクロヘキシル、ｎ－ブチルベ
ンゼン、ｓ－ブチルベンゼン、ｔ－ブチルベンゼン等の炭化水素系溶媒、四塩化炭素、ク
ロロホルム、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロブタン、ブロモブタン、クロロペ
ンタン、ブロモペンタン、クロロヘキサン、ブロモヘキサン、クロロシクロヘキサン、ブ
ロモシクロヘキサン等のハロゲン化飽和炭化水素系溶媒、クロロベンゼン、ジクロロベン
ゼン、トリクロロベンゼン等のハロゲン化不飽和炭化水素系溶媒、テトラヒドロフラン、
テトラヒドロピラン、ジオキサン等のエーテル類系溶媒、エチレングリコール、トリメチ
レングリコール等のグリコール系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン
、アセチルアセトン、イソホロン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸ベン
ジル等のエステル系溶媒、メトキシエタノール、エトキシエタノール等のエーテルアルコ
ール系溶媒、N，N-ジメチルホルムアミド、N，N-ジメチルアセトアミド等の酸アミド系溶
媒、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、エチレングリコール、プ
ロピレングリコール、ブトキシエタノール、メトキシブタノール等のアルコール系溶媒又
は水を用いることができる。
【００４０】
　また、機能液は、２種類以上の溶媒を含んでいてもよく、上記で例示した溶媒を２種類
以上含んでいてもよい。また、下層が再溶解、再分散しにくい溶媒を選択することが好ま
しい。
【００４１】
　有機発光層を含む有機層を形成するための印刷法として、スピンコート法、キャスティ
ング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法
、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スリットコート法、キャピラリーコート法
、スプレーコート法、ノズルコート法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、フレキソ印
刷法、オフセット印刷法、反転印刷法、インクジェットプリント法等を用いることができ
る。
【００４２】
　そのうち、容易にパターンを形成できる点で、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、フ
レキソ印刷法、オフセット印刷法、反転印刷法、インクジェットプリント法等の印刷法を
用いることが好ましい。
【００４３】
　ホール注入層４は、真空成膜法により形成されてもよいが、印刷法により形成されるこ
とが好ましい。印刷法により形成するときは、ホール注入層４の材料として、ポリアニリ
ン若しくはその誘導体、ポリフルオレン若しくはその誘導体、ポリアリールアミン若しく
はその誘導体、又はポリチオフェン若しくはその誘導体等を好適に用いることができる。
【００４４】
　ホール注入層４を形成するための機能液も、各種の溶媒中に、ホール注入層４の材料を
、溶解又は分散させたものであることが好ましい。機能液に用いられる溶液の溶媒、又は
分散液の溶媒は、有機発光層を含む有機層を形成するための機能液と同様のものを用いる
ことができる。また、ホール注入層４を形成するための印刷法も、有機発光層を含む有機
層を形成するための印刷法と同様のものを用いることができる。
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【００４５】
　ホール注入層４の膜厚は、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が
適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さ
が必要である。一方、ホール注入層４の膜厚が厚過ぎると、有機ＥＬ素子の駆動電圧が高
くなるので好ましくない。 従って、ホール注入層４の好ましい膜厚は、２ｎｍ～５００
ｎｍであり、さらに好ましくは５ｎｍ～５０ｎｍである。ホール注入層４の膜厚が２ｎｍ
未満の場合、ピンホールが発生することによって、有機ＥＬ素子の信頼性を低下させるお
それがある。一方、ホール注入層４の膜厚が５００ｎｍを超える場合、駆動電圧が高くな
るおそれがある。
【００４６】
　なお、積層体３とホール注入層４との間には、インターレイヤが形成されていてもよい
。インターレイヤを構成する材料として、ポリアリールアミン若しくはその誘導体、又は
ポリフルオレン若しくはその誘導体等を用いることができる。
【００４７】
　インターレイヤの膜厚は、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が
適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さ
が必要である。一方、インターレイヤの膜厚が厚過ぎると、有機ＥＬ素子の駆動電圧が高
くなるので好ましくない。従って、インターレイヤの好ましい膜厚は、２ｎｍ～５００ｎ
ｍであり、さらに好ましくは５ｎｍ～５０ｎｍである。インターレイヤの膜厚が２ｎｍ未
満の場合、ピンホールが発生することによって、有機ＥＬ素子の信頼性を低下させるおそ
れがある。一方、インターレイヤの膜厚が５００ｎｍを超える場合、駆動電圧が高くなる
おそれがある。
【００４８】
　上部電極である陽極５は、金属酸化物と導電性高分子とが混合されたものである。また
、陽極５は、金属酸化物を含む機能液と導電性高分子とを含む機能液とが混合された機能
液を印刷することによって形成されたものである。
【００４９】
　なお、機能液は、本発明における液体に相当する。
【００５０】
　上部電極である陽極５に必要な特性としては、仕事関数が大きいこと、可視光領域にお
いて高い透過率を有すること、高い導電率を有すること、陽極を形成する際に有機層へダ
メージを与えないこと、が挙げられる。陽極の仕事関数の好ましい範囲は、４．５ｅＶ～
６．０ｅＶであり、さらに好ましい範囲は、４．７ｅＶ～５．５ｅＶである。また、陽極
の仕事関数と有機発光層を含む有機層の仕事関数の差が大きいときは、ホール注入障壁の
高さが増加し、有機ＥＬ素子の駆動電圧が上昇するとともに発光効率が低下する。従って
、陽極の仕事関数は、隣接する有機発光層を含む有機層の仕事関数に応じて設定されるこ
とが好ましい。また可視光領域における平均透過率の好ましい範囲は、７０％以上１００
％未満であり、さらに好ましい範囲は９０％以上１００％未満である。導電率は、１０－

５Ｓ／ｃｍ～１０５Ｓ／ｃｍの範囲が好ましく、１０－３Ｓ／ｃｍ～１０５Ｓ／ｃｍの範
囲がより好ましい。
【００５１】
　積層体３にダメージを与えることを防止するためには、印刷法を用いる場合には乾燥や
焼成に必要なプロセス温度が１５０℃未満であることが好ましく、さらに１３０℃未満が
好ましい。
【００５２】
　印刷法により例えばＩＴＯ等の金属酸化物よりなる陽極を形成する方法として、（Ａ）
金属酸化物微粒子を含むインクの溶媒を乾燥させる方法、（Ｂ）金属微粒子インクを還元
環境下で焼結させた後に、大気中で高温焼成させる方法、（Ｃ）金属酸化物微粒子を高温
で焼結させる方法、（Ｄ）有機金属錯体等を高温焼成する方法が考えられる。本実施の形
態における陽極５に必要な特性を確保するために必要なプロセス温度の上限（好ましくは
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１３０℃未満）に適合する金属酸化物を含む層の形成方法は、（Ａ）である。
【００５３】
　ここで、図２を参照し、本実施の形態に係る有機ＥＬ素子１０が、逆積層型の構成を有
するトップエミッション方式の有機ＥＬ素子において、陽極５が高い導電性を有すること
について説明する。図２は、陽極５における金属酸化物微粒子同士が接触している様子を
模式的に示す図である。図２（ａ）は、金属酸化物微粒子間の空隙が導電性高分子により
充填されているときを示し、図２（ｂ）は、金属酸化物微粒子間の空隙が導電性高分子に
より充填されていないときを示す。
【００５４】
　印刷法により形成された金属酸化物微粒子を含む層の導電率は、真空成膜法により形成
された金属酸化物層の導電率と比較して２桁から５桁ほど低い。これは、図２（ｂ）に示
すように、金属酸化物微粒子Ｇ１間に空隙が存在し、その空隙により、陽極５の密度が低
いためであり、あるいは、金属酸化物微粒子Ｇ１同士が点接触しており、電流が流れる電
流パスＰ１の断面積が小さく、粒子間の接触抵抗が高いためであると考えられる。
【００５５】
　一方、印刷法により形成された導電性高分子を含む層の導電率は、０．００１Ｓ／ｃｍ
～数１００Ｓ／ｃｍ程度であり、１０００Ｓ／ｃｍを超える場合もある。１０００Ｓ／ｃ
ｍを超える導電率は、真空成膜法により形成されたＩＴＯ膜の導電率と略同程度である。
【００５６】
　ただし、導電性高分子は、可視光領域において光を吸収する。例えば、ポリチオフェン
又はその誘導体は濃青色を呈し、ポリアニリン又はその誘導体は濃緑色を呈し、ポリピロ
ール又はその誘導体は黒褐色を呈する。膜厚を厚くすることによって導電性高分子を含む
層のシート抵抗を低減させることは可能であるが、膜厚を厚くした場合、透過率が低下す
るという問題がある。
【００５７】
　一方、金属酸化物微粒子を含む層は、金属酸化物の材料、及び微粒子の粒径について、
最適なものを選択することによって、可視光領域における透過率を高くすることができる
という長所を有する。
【００５８】
　本実施の形態では、陽極５は、金属酸化物を含む機能液と導電性高分子とを含む機能液
とが混合された機能液を印刷することによって形成されたものである。本実施の形態では
、図２（ａ）に示すように、陽極５における金属酸化物微粒子Ｇ１間の空隙が導電性高分
子Ｇ２により充填される。すると、電流が金属酸化物微粒子Ｇ１間を流れる電流パスは、
金属酸化物微粒子Ｇ１間を、金属酸化物微粒子Ｇ１同士が点接触している部分を介して流
れる電流パスＰ１に加え、金属酸化物微粒子Ｇ１間を、導電性高分子Ｇ２を介して流れる
電流パスＰ２を含む。これにより、金属酸化物微粒子Ｇ１間の接触抵抗を低減し、高い導
電性及び透過率を有する陽極を提供することができ、逆積層型のトップエミッション構造
を有する有機ＥＬ素子において高い光取り出し効率を実現することができる。
【００５９】
　金属酸化物微粒子は、亜鉛、インジウム、錫、ガリウムから選ばれる少なくとも一種類
の金属酸化物を主成分として含有することが好ましい。すなわち、金属酸化物微粒子とし
て、酸化インジウム、酸化錫、酸化亜鉛のいずれか一つ以上を主成分とする透明導電性金
属酸化物の微粒子、例えばインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）微粒子、インジウム亜鉛酸化物
（ＩＺＯ）微粒子、インジウムタングステン酸化物（ＩＷＯ）微粒子、インジウムチタン
酸化物（ＩＴｉＯ）微粒子、インジウムジルコニウム酸化物微粒子、錫アンチモン酸化物
（ＡＴＯ）微粒子、フッ素錫酸化物（ＦＴＯ）微粒子、アルミニウム亜鉛酸化物（ＡＺＯ
）微粒子、ガリウム亜鉛酸化物（ＧＺＯ）微粒子、βガリウム酸化物微粒子等を好適に用
いることができる。金属酸化物微粒子は、可視光領域における高い透過率と、高い導電性
を具備するものであればよく、これらに限定されるものではない。これらのうち、ＩＴＯ
微粒子が、特に可視光領域における高い透過率と、高い導電性を具備するという理由によ
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り、更に好適に用いることができる。
【００６０】
　金属酸化物微粒子の平均一次粒径は、１ｎｍ～５００ｎｍが好ましい。平均一次粒径が
１ｎｍ未満である場合、このような金属酸化物微粒子を作製することが困難である、又は
所望の高い導電性を得ることが困難である等の問題が生じる。一方、平均一次粒径が５０
０ｎｍを超える場合、液体に安定して分散させることが困難である等の問題が生じる。ま
た、一般的には、球状又は粒状の粒子形状を有する金属酸化物微粒子を用いることができ
るが、繊維状（針状、棒状、ウィスカー状等）や直方体状（立方体状、板状等）の粒子形
状を有する金属酸化物微粒子を用いてもよい。
【００６１】
　導電性高分子として、ポリチオフェン若しくはその誘導体、ポリアニリン若しくはその
誘導体、又はポリピロール若しくはその誘導体を好適に用いることができる。また、可視
光領域において高い透過率を有し、高い導電性を有するという理由により、ポリチオフェ
ン若しくはその誘導体、又はポリアニリン若しくはその誘導体をより好適に用いることが
できる。
【００６２】
　導電性高分子は、ドーパントを含有していてもよい。ドーパントとして、例えばポリス
チレンスルホン酸等の有機スルホン酸、有機トリフルオロ酢酸、有機プロピオン酸等、ヨ
ウ素、臭素等のハロゲン、又はＰＦ５、ＡｓＦ５、ＳｂＦ５等のルイス酸等を用いること
ができる。また、導電性高分子として、ドーパントが高分子化合物に直接結合した自己ド
ープ型のものを用いてもよい。
【００６３】
　金属酸化物を含む機能液は、溶媒に金属酸化物微粒子を溶解又は分散させたものである
ことが好ましい。また、導電性高分子を含む機能液は、溶媒に導電性高分子を溶解又は分
散させたものであることが好ましい。
【００６４】
　金属酸化物を含む機能液の溶媒は、金属酸化物微粒子を安定して分散させるものであれ
ばよく、導電性高分子を含む機能液の溶媒は、導電性高分子を安定して溶解又は分散させ
るものであればよい。従って、金属酸化物を含む機能液及び導電性高分子を含む機能液の
溶媒として、例えばトルエン、キシレン、メシチレン、テトラリン、デカリン、ビシクロ
ヘキシル、ｎ－ブチルベンゼン、ｓ－ブチルベンゼン、ｔ－ブチルベンゼン等の炭化水素
系溶媒、四塩化炭素、クロロホルム、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロブタン、
ブロモブタン、クロロペンタン、ブロモペンタン、クロロヘキサン、ブロモヘキサン、ク
ロロシクロヘキサン、ブロモシクロヘキサン等のハロゲン化飽和炭化水素系溶媒、クロロ
ベンゼン、ジクロロベンゼン、トリクロロベンゼン等のハロゲン化不飽和炭化水素系溶媒
、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、ジオキサン等のエーテル類系溶媒、エチレ
ングリコール、トリメチレングリコール等のグリコール系溶媒、アセトン、メチルエチル
ケトン、ジエチルケトン、アセチルアセトン、イソホロン等のケトン系溶媒、酢酸エチル
、酢酸ブチル、酢酸ベンジル等のエステル系溶媒、メトキシエタノール、エトキシエタノ
ール等のエーテルアルコール系溶媒、N，N-ジメチルホルムアミド、N，N-ジメチルアセト
アミド等の酸アミド系溶媒、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、
エチレングリコール、プロピレングリコール、ブトキシエタノール、メトキシブタノール
等のアルコール系溶媒又は水を用いることができる。
【００６５】
　また、機能液は、２種類以上の溶媒を含んでいてもよく、上記で例示した溶媒を２種類
以上含んでいてもよい。 また、下層が再溶解、再分散しにくい溶媒を選択することが好
ましい。
【００６６】
　また、機能液にはバインダーが混合されていてもよい。バインダーとして、例えばアル
キルシリケート、アルキルチタネート等の無機系バインダーや、アクリル、アルキド、ポ
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リエステル、ウレタン、エポキシ等の有機系バインダーを好適に用いることができる。バ
インダーは、硬化型のものが好ましく、常温硬化型、焼付硬化型、紫外線硬化型等のいず
れを用いることもできる。バインダー成分の配合量は適宜設定することができる。
【００６７】
　また、本実施の形態に係る有機ＥＬ素子１０は、高分子発光材料を用いた逆積層型トッ
プエミッション構造を有し、かつ、ＩＴＯ膜を陽極として有する有機ＥＬ素子に比べ、以
下のような作用効果を有する。
【００６８】
　本実施の形態に係る有機ＥＬ素子１０は、印刷法により形成された、例えばＩＴＯ等の
金属酸化物と導電性高分子とを含む陽極５を有する。従って、ＩＴＯスパッタ膜を陽極と
して有する有機ＥＬ素子に比べ、ＩＴＯをスパッタリング法により成膜する際に、プラズ
マや輻射熱により有機発光層を含む有機層へダメージを与えることを防止できる。
【００６９】
　また、本実施の形態に係る有機ＥＬ素子１０は、例えばＩＴＯ等の金属酸化物微粒子と
導電性高分子とを含む陽極５を有する。従って、ＩＴＯ微粒子のみを含む陽極を有する有
機ＥＬ素子に比べ、陽極が高い導電性を有する。
【００７０】
　さらに、本実施の形態に係る有機ＥＬ素子１０は、例えばＩＴＯ等の金属微粒子と導電
性高分子との組成比を変化させた機能液を調製することで、陽極５の仕事関数の調整が可
能である。従来は、陽極の仕事関数を容易に調整できないため、陽極の仕事関数によって
、有機発光層を含む有機層の材料や膜厚が制約を受けていた。しかし、本実施の形態では
、金属微粒子と導電性高分子との組成比を変えることで、陽極５の仕事関数を、有機発光
層を含む有機層の仕事関数に応じて調整できる。従って、陽極の仕事関数と有機発光層を
含む有機層との仕事関数の差を小さくすることができ、ホール注入障壁の高さを減少させ
、有機ＥＬ素子の駆動電圧を低減させるとともに発光効率を向上させることができる。
【００７１】
　次に、図３を参照し、本実施の形態に係る有機ＥＬ素子の製造方法を説明する。図３は
、有機ＥＬ素子の製造方法の手順を説明するための工程図である。
【００７２】
　本実施の形態に係る有機ＥＬ素子の製造方法は、図３に示すように、陰極形成工程（ス
テップＳ１１）、積層体形成工程（ステップＳ１２）、ホール注入層形成工程（ステップ
Ｓ１３）、及び陽極形成工程（ステップＳ１４）を有する。
【００７３】
　陰極形成工程（ステップＳ１１）では、基板１上に、前述したように、真空蒸着法、ス
パッタリング法、イオンプレーティング法又は金属薄膜を圧着するラミネート法等を用い
て、アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、１３族金属等よりなる陰極２を形成す
る。
【００７４】
　積層体形成工程（ステップＳ１２）では、陰極２上に、グラビア印刷法、スクリーン印
刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、反転印刷法、インクジェットプリント法等の
印刷法又は真空成膜法により、有機発光層を含む有機層が積層されてなる積層体３を形成
する。
【００７５】
　ホール注入層形成工程（ステップＳ１３）では、積層体３上に、グラビア印刷法、スク
リーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、反転印刷法、インクジェットプリン
ト法等の印刷法又は真空成膜法により、ホール注入層４を形成する。
【００７６】
　陽極形成工程（ステップＳ１４）では、上層にホール注入層４が形成された積層体３上
に、金属酸化物と導電性高分子とを含む透明な陽極５を、印刷法により形成する。具体的
には、金属酸化物を含む機能液と、導電性高分子を含む機能液とが混合された機能液を印
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刷することによって、陽極５を形成する。印刷法として、グラビア印刷法、スクリーン印
刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、反転印刷法、インクジェットプリント法等を
用いることができる。
【００７７】
　本実施の形態では、積層体形成工程（ステップＳ１２）、ホール注入層形成工程（ステ
ップＳ１３）において、それぞれ積層体３、ホール注入層４を印刷法により形成してもよ
い。このとき、陰極２より上の層は、全て印刷法により形成される。
【００７８】
　あるいは、陰極形成工程（ステップＳ１１）において、ポリアニリン若しくはその誘導
体、ポリチオフェン若しくはその誘導体等の導電性高分子材料を含む機能液、金属を含む
ナノ粒子インク、ペースト、又は溶融状態の低融点金属等を用い、印刷法により陰極２を
形成してもよい。
【００７９】
　このように全ての層を印刷法により形成するときは、積層体形成工程（ステップＳ１２
）から陽極形成工程（ステップＳ１４）の各工程において、下層が再溶解、再分散しない
ように、先述の溶媒の中より適当なものを選択する必要がある。また、あらかじめ下層を
形成する工程において、その下層を形成するための機能液に常温硬化、焼付硬化、紫外線
硬化するようにバインダーを添加する、または下層を構成する材料自身に常温硬化性、焼
付硬化性、紫外線硬化性を有する官能基を持たせるなどの特性を付与してもよい。
【００８０】
　なお、本実施の形態では、陽極５が金属酸化物と導電性高分子とが混合されたものであ
る例について説明した。しかし、陽極５は、金属酸化物と導電性高分子とを含む透明なも
のであればよく、陽極５の内部で金属酸化物と導電性高分子とが混合されておらず、それ
ぞれ凝集した状態であるものでもよい。
（第１の実施の形態の第１の変形例）
　次に、図４及び図５を参照し、本発明の第１の実施の形態の第１の変形例に係る有機Ｅ
Ｌ素子及びその製造方法について説明する。図４は、有機ＥＬ素子１０ａの構成を模式的
に示す断面図である。図５は、有機ＥＬ素子の製造方法の手順を説明するための工程図で
ある。
【００８１】
　本変形例に係る有機ＥＬ素子１０ａは、陽極５が、導電性高分子を含む層５１と金属酸
化物を含む層５２とよりなる積層構造を有する。
【００８２】
　図４に示すように、有機ＥＬ素子１０ａは、基板１上に、陰極２、積層体３、ホール注
入層４、陽極５を有する。基板１、陰極２、積層体３、ホール注入層４については、図１
を用いて説明した第１の実施の形態に係る有機ＥＬ素子１０における基板１、陰極２、積
層体３、ホール注入層４と同様であり、説明を省略する。
【００８３】
　本変形例では、陽極５は、印刷法により形成された導電性高分子を含む層５１と、層５
１上に印刷法により形成された金属酸化物を含む層５２を有する。層５１は、溶媒中に導
電性高分子を溶解又は分散させた機能液を印刷することによって形成されたものである。
層５２は、溶媒中に金属酸化物を分散させた機能液を印刷することによって形成されたも
のである。高透過性を有する金属酸化物を含む層５２で、陽極５の表面抵抗を補うことに
よって高い導電性及び透過率を有する陽極を提供することができ、逆積層型のトップエミ
ッション構造を有する有機ＥＬ素子において高い光取り出し効率を実現することができる
。
【００８４】
　また、層５１と層５２との界面近傍で、図２（ａ）に示すように、金属酸化物微粒子Ｇ
１間の空隙が導電性高分子Ｇ２により充填される場合がある。そして、金属酸化物微粒子
Ｇ１間の空隙が導電性高分子Ｇ２により充填された部分では、導電性高分子Ｇ２を介して
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電流が流れる電流パスＰ２を含むため、高い導電性を有する。
【００８５】
　更に、印刷法により層５２を形成する際に、層５１の一部又は全部を再溶解又は再分解
させることにより、層５１及び層５２を含む陽極５の全体に亘り、図２（ａ）に示すよう
に、金属酸化物微粒子Ｇ１間の空隙が導電性高分子Ｇ２により充填される場合がある。こ
の場合は、陽極５の全体に亘って高い導電性を有する。
【００８６】
　導電性高分子の材料は、第１の実施の形態と同様にすることができる。また、層５１を
形成するための機能液の溶媒及びバインダーとして、第１の実施の形態において陽極５を
形成するための機能液の溶媒及びバインダーと同様のものを用いることができる。
【００８７】
　金属酸化物微粒子の材料、平均一次粒径、形状は、第１の実施の形態と同様にすること
ができる。また、層５２を形成するための機能液の溶媒及びバインダーとして、第１の実
施の形態において陽極５を形成するための機能液の溶媒及びバインダーと同様のものを用
いることができる。
【００８８】
　本変形例に係る有機ＥＬ素子の製造方法は、図５に示すように、陰極形成工程（ステッ
プＳ１１）、積層体形成工程（ステップＳ１２）、ホール注入層形成工程（ステップＳ１
３）、導電性高分子を含む層を形成する工程（ステップＳ１４１）、及び金属酸化物を含
む層を形成する工程（ステップＳ１４２）を有する。ステップＳ１４１及びステップＳ１
４２は、本発明における陽極形成工程に相当する。
【００８９】
　陰極形成工程（ステップＳ１１）からホール注入層形成工程（ステップＳ１３）の各工
程は、第１の実施の形態と同様である。
【００９０】
　導電性高分子を含む層を形成する工程（ステップＳ１４１）では、導電性高分子を含む
層を印刷法により形成する。印刷法として、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、フレキ
ソ印刷法、オフセット印刷法、反転印刷法、インクジェットプリント法等を用いることが
できる。
【００９１】
　金属酸化物を含む層を形成する工程（ステップＳ１４２）では、金属酸化物を含む層を
印刷法により形成する。印刷法として、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、フレキソ印
刷法、オフセット印刷法、反転印刷法、インクジェットプリント法等を用いることができ
る。
（第１の実施の形態の第２の変形例）
　次に、図６及び図７を参照し、本発明の第１の実施の形態の第２の変形例に係る有機Ｅ
Ｌ素子及びその製造方法について説明する。図６は、有機ＥＬ素子１０ｂの構成を模式的
に示す断面図である。図７は、有機ＥＬ素子の製造方法の手順を説明するための工程図で
ある。
【００９２】
　本変形例に係る有機ＥＬ素子１０ｂでは、金属酸化物を含む層５１ａの上に導電性高分
子を含む層５２ａが形成されている。
【００９３】
　図６に示すように、有機ＥＬ素子１０ｂは、基板１上に、陰極２、積層体３、ホール注
入層４、陽極５を有する。基板１、陰極２、積層体３、ホール注入層４については、図１
を用いて説明した第１の実施の形態に係る有機ＥＬ素子１０における基板１、陰極２、積
層体３、ホール注入層４と同様であり、説明を省略する。
【００９４】
　本変形例では、陽極５は、印刷法により形成された金属酸化物を含む層５１ａと、層５
１ａ上に印刷法により形成された導電性高分子を含む層５２ａを有する。層５１ａは、溶
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媒中に金属酸化物を分散させた機能液を印刷することによって形成されたものである。層
５２ａは、溶媒中に導電性高分子を溶解又は分散させた機能液を印刷することによって形
成されたものである。このとき、金属酸化物を含む層５１ａにおいて、図２（ａ）に示す
ように、金属酸化物微粒子Ｇ１間の空隙が導電性高分子Ｇ２により充填される。すると、
電流が金属酸化物微粒子Ｇ１間を流れる電流パスは、金属酸化物微粒子Ｇ１間を、金属酸
化物微粒子Ｇ１同士が点接触している部分を介して流れる電流パスＰ１に加え、金属酸化
物微粒子Ｇ１間を、導電性高分子Ｇ２を介して流れる電流パスＰ２を含む。これにより、
金属酸化物微粒子Ｇ１間の接触抵抗を低減し、高い導電性及び透過率を有する陽極５を提
供することができ、逆積層型のトップエミッション構造を有する有機ＥＬ素子において高
い光取り出し効率を実現することができる。
【００９５】
　また、層５１ａと層５２ａとの界面近傍では、層５２ａにおいても、図２（ａ）に示す
ように、金属酸化物微粒子Ｇ１間の空隙が導電性高分子Ｇ２により充填される場合がある
。そして、金属酸化物微粒子Ｇ１間の空隙が導電性高分子Ｇ２により充填された部分では
、導電性高分子Ｇ２を介して電流が流れる電流パスＰ２を含むため、高い導電性を有する
。
【００９６】
　更に、印刷法により層５２ａを形成する際に、層５１ａの一部又は全部を再溶解又は再
分解させることにより、層５１ａ及び層５２ａを含む陽極５の全体に亘り、図２（ａ）に
示すように、金属酸化物微粒子Ｇ１間の空隙が導電性高分子Ｇ２により充填される場合が
ある。この場合は、陽極５の全体に亘って高い導電性を有する。
【００９７】
　層５１ａを形成するための機能液の溶媒及びバインダーとして、第１の実施の形態の第
１の変形例において層５２を形成するための機能液の溶媒及びバインダーと同様のものを
用いることができる。
【００９８】
　層５２ａを形成するための機能液の溶媒及びバインダーとして、第１の実施の形態の第
１の変形例において層５１を形成するための機能液の溶媒及びバインダーと同様のものを
用いることができる。
【００９９】
　本変形例に係る有機ＥＬ素子の製造方法では、金属酸化物を含む層を形成する工程（ス
テップＳ１４２）の後、導電性高分子を含む層を形成する工程（ステップＳ１４１）を行
う。
【０１００】
　すなわち、本変形例に係る有機ＥＬ素子の製造方法は、図７に示すように、陰極形成工
程（ステップＳ１１）、積層体形成工程（ステップＳ１２）、ホール注入層形成工程（ス
テップＳ１３）、金属酸化物を含む層を形成する工程（ステップＳ１４２）、導電性高分
子を含む層を形成する工程（ステップＳ１４１）を有する。そして、陰極形成工程（ステ
ップＳ１１）からホール注入層形成工程（ステップＳ１３）の各工程は、第１の実施の形
態と同様である。
【０１０１】
　また、ステップＳ１４２及びステップＳ１４１は、順序が異なるものの、第１の実施の
形態の第１の変形例におけるステップＳ１４２及びステップＳ１４１と同様にすることが
できる。また、ステップＳ１４２及びステップＳ１４１は、本発明における陽極形成工程
に相当する。
（第２の実施の形態）
　次に、図８を参照し、本発明の第２の実施の形態に係る面発光光源又は照明装置２０に
ついて説明する。図８は、面発光光源又は照明装置２０の構成を模式的に示す断面図であ
る。
【０１０２】
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　第１の実施の形態から第１の実施の形態の第２の変形例のいずれかに係る有機ＥＬ素子
は、曲面状又は平面状の発光光源、照明装置、例えばスキャナの光源として用いられる面
発光光源に好適に用いることができる。従って、本実施の形態に係る面発光光源又は照明
装置は、第１の実施の形態から第１の実施の形態の第２の変形例のいずれかに係る有機Ｅ
Ｌ素子を備えるものである。図８は、第１の実施の形態に係る有機ＥＬ素子１０を備える
例を示す。
【０１０３】
　なお、面発光光源又は照明装置２０は、本発明における発光装置に相当する。
【０１０４】
　図８に示すように、面発光光源又は照明装置２０は、有機ＥＬ素子１０よりなる画素１
０を有し、画素１０は、基板１上に、陰極２、積層体３、ホール注入層４、陽極５を有す
る。陰極２は、配線６に接続されている。また、基板１上には、画素１０に対応する領域
に開口部を有する画素分離膜７が形成されており、画素１０は、画素分離膜７の開口部に
形成されている。また、面発光光源又は照明装置２０は、有機ＥＬ素子１０よりなる画素
１０を複数有していてもよい。
【０１０５】
　画素分離膜７の膜厚は、０．１μｍ～５μｍ程度が好ましい。画素分離膜７の材料とし
て、加熱による変化が少ない、即ち耐熱性に優れた有機材料を用いるのが好ましく、例え
ば感光性ポリイミドを用いることができる。あるいは、画素分離膜７の材料として、ポリ
イミドの他に、アクリル系（メタクリル系）又はノボラック系の樹脂材料を用いてもよい
。 また、これらの樹脂材料には、パターニングを容易にするため、感光性が付加されて
いることが好ましい。
【０１０６】
　面発光光源又は照明装置２０を製造する際は、まず、基板１上に、例えばＡｌ等の金属
膜を蒸着し、パターニングすることによって、陰極２及び配線６を形成する。陰極２及び
配線６が形成された基板１上に、例えば感光性ポリイミドを印刷し、パターン露光し、陰
極２上の部分を溶解除去することによって、陰極２上に開口部を有する画素分離膜７を形
成する。陰極２上に開口部を有する画素分離膜７が形成された基板１上に、積層体３、ホ
ール注入層４、陽極５を順次形成することによって、面発光光源又は照明装置２０を製造
することができる。
【０１０７】
　本実施の形態に係る面発光光源又は照明装置２０は、第１の実施の形態から第１の実施
の形態の第２の変形例のいずれかに係る有機ＥＬ素子を備える。そのため、高い導電性及
び透過率を有する陽極を提供することができ、逆積層型のトップエミッション構造を有す
る有機ＥＬ素子において高い光取り出し効率を実現することができる。
（第３の実施の形態）
　次に、図９を参照し、本発明の第３の実施の形態に係る表示装置３０について説明する
。図９は、表示装置３０の構成を模式的に示す断面図である。
【０１０８】
　第１の実施の形態から第１の実施の形態の第２の変形例のいずれかに係る有機ＥＬ素子
は、表示装置にも好適に用いることができる。表示装置として、セグメント表示装置、ド
ットマトリックス表示装置等が挙げられる。ドットマトリックス表示装置は、アクティブ
マトリックス表示装置およびパッシブマトリックス表示装置に大別することができる。
【０１０９】
　本実施の形態では、第１の実施の形態から第１の実施の形態の第２の変形例のいずれか
に係る有機ＥＬ素子は、図９に示すように、例えばアクティブマトリックス表示装置にお
いて、各画素を構成する発光素子として用いられる。あるいは、第１の実施の形態から第
１の実施の形態の第２の変形例のいずれかに係る有機ＥＬ素子は、セグメント表示装置に
おける各セグメントを構成する発光素子として、また液晶表示装置におけるバックライト
として、好適に用いることができる。
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【０１１０】
　なお、表示装置３０は、本発明における発光装置に相当する。
【０１１１】
　図９に示すように、表示装置３０は、有機ＥＬ素子１０よりなる画素１０を有し、画素
１０は、基板１上に、陰極２、積層体３、ホール注入層４、陽極５を有する。基板１上に
は、画素１０に対応する領域に開口部を有する画素分離膜７が形成されており、画素１０
は、画素分離膜７の開口部に形成されている。画素分離膜７の膜厚及び材料は、第２の実
施の形態と同様にすることができる。また、図９に示すように、積層体３及びホール注入
層４は、画素分離膜７の開口部にのみ形成されていてもよい。また、表示装置３０は、有
機ＥＬ素子１０よりなる画素１０を複数有していてもよい。
【０１１２】
　また、基板１上に、ＴＦＴ回路８、平坦化膜９が順次形成されており、陰極２及び画素
分離膜７は、平坦化膜９の上に形成されている。陰極２は、平坦化膜９を貫通するように
形成された貫通電極９ａにより、ＴＦＴ回路８に接続されている。
【０１１３】
　表示装置３０を製造する際は、まず、基板１上に、ＴＦＴ回路８をマトリックス状に形
成する。そして、ＴＦＴ回路８が形成されている基板１上に、例えば酸化シリコン膜より
なる平坦化膜９を形成する。このとき、平坦化膜９を貫通するように、陰極２とＴＦＴ回
路８を接続するための貫通電極９ａを形成する。そして、貫通電極９ａが形成された平坦
化膜９の上に例えばＡｌ等の金属膜を蒸着し、パターニングすることによって、陰極２を
形成する。そして、以下、第２の実施の形態と同様にして、画素分離膜７、積層体３、ホ
ール注入層４、陽極５を順次形成する。このとき、積層体３、ホール注入層４については
、例えばインクジェットプリント法を用いることにより、画素分離膜７の開口部にのみ形
成することができる。そして、例えばガラス基板よりなる封止基板４０を、例えばエポキ
シ樹脂よりなる、図示しない接着剤を用いて貼り合わせることによって、表示装置３０を
製造することができる。接着剤は、例えば表示装置３０の外縁に沿って設けることができ
る。従って、図９に示す陽極５と封止基板４０の間のギャップは、表示装置３０の外縁に
沿って設けられた接着剤の厚さにより決定される。
【０１１４】
　本実施の形態に係る表示装置３０は、第１の実施の形態から第１の実施の形態の第２の
変形例のいずれかに係る有機ＥＬ素子を備える。そのため、高い導電性及び透過率を有す
る陽極を提供することができ、逆積層型のトップエミッション構造を有する有機ＥＬ素子
において高い光取り出し効率を実現することができる。
【実施例】
【０１１５】
　以下、実施例により、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は、実施例により限
定されて解釈されるものではない。
（実施例１）
　実施例１として、図１に示す有機ＥＬ素子１０を作製した。
【０１１６】
　基板１上に、マグネシウム－銀合金を蒸着し、パターニングすることによって陰極２を
形成した（膜厚１００ｎｍ、面積４ｍｍ２）。そして、そのまま大気に暴露しない状態で
、その上にポリパラフェニレンビニレン系の有機発光材料の１重量％トルエン溶液をスピ
ンコートし、その後１３０℃で１０分間の焼成を行い、膜厚７０ｎｍの有機発光層３を形
成した。
【０１１７】
　次に、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ水分散液（固形分濃度１．３重量％）にエチレングリコール
モノメチルエーテルを３０重量％、バインダーとしてメラミン誘導体を含むポリマー水溶
液を１０重量％添加して機能液を調製した。そして、調製した機能液を、有機発光層３上
にスピンコートし、１３０℃で１０分間の焼成を行って、膜厚４０ｎｍのホール注入層４
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を形成した。ホール注入層４の形成により下層の有機発光層３の再溶解は認められなかっ
た。
【０１１８】
　次に、ポリチオフェン誘導体を含む導電性高分子材料の水分散液（固形分濃度３重量％
）と、平均粒径が約２０ｎｍのＩＴＯ微粒子のＩＰＡ（２－プロパノール）分散液（固形
分濃度２０重量％）を１：１０の体積比で混合することによって、機能液を調製した。そ
して、調製した機能液を、ホール注入層４上にスピンコートし、１３０℃で１０分間の焼
成を行って、膜厚４００ｎｍの陽極５を形成した。
【０１１９】
　この有機ＥＬ素子の２つの電極間に電圧を印加したところ、素子上面からのグリーンの
発光を確認した。
（実施例２）
　実施例２として、図４に示す有機ＥＬ素子１０ａを作製した。
【０１２０】
　基板１上に、マグネシウム－銀合金を蒸着し、パターニングすることによって陰極２を
形成した（膜厚１００ｎｍ、面積４ｍｍ２）。そして、そのまま大気に暴露しない状態で
、その上にポリパラフェニレンビニレン系の有機発光材料の１重量％トルエン溶液をスピ
ンコートし、その後１３０℃で１０分間の焼成を行い、膜厚７０ｎｍの有機発光層３を形
成した。
【０１２１】
　次に、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ水分散液（固形分濃度１．３重量％）にエチレングリコール
モノメチルエーテルを３０重量％、バインダーとしてメラミン誘導体を含むポリマー水溶
液を１０重量％添加して機能液を調製した。そして、調製した機能液を、有機発光層３上
にスピンコートし、１３０℃で１０分間の焼成を行って、膜厚４０ｎｍのホール注入層４
を形成した。ホール注入層４の形成により下層の有機発光層３の再溶解は認められなかっ
た。
【０１２２】
　次に、ポリチオフェン誘導体を含む導電性高分子材料の水分散液（固形分濃度３重量％
）をホール注入層４上にスピンコートし、１２０℃で１０分間の焼成を行って、膜厚６０
ｎｍの層５１を形成した。
【０１２３】
　次に、平均粒径が約２０ｎｍのＩＴＯ微粒子のＩＰＡ（２－プロパノール）分散液（固
形分濃度２０重量％）の機能液を調製し、層５１上にスピンコートし、１２０℃で１０分
間の焼成を行って、膜厚５００ｎｍの層５２を形成した。
【０１２４】
　この有機ＥＬ素子の２つの電極間に電圧を印加したところ、素子上面からのグリーンの
発光を確認した。
（実施例３）
　実施例３として図６に示す有機ＥＬ素子１０ｂを作製した。
【０１２５】
　基板１上に、マグネシウム－銀合金を蒸着し、パターニングすることによって陰極２を
形成した（膜厚１００ｎｍ、面積４ｍｍ２）。そして、そのまま大気に暴露しない状態で
、その上にポリパラフェニレンビニレン系の有機発光材料の１重量％トルエン溶液をスピ
ンコートし、その後１３０℃で１０分間の焼成を行い、膜厚７０ｎｍの有機発光層３を形
成した。
【０１２６】
　次に、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ水分散液（固形分濃度１．３重量％）にエチレングリコール
モノメチルエーテルを３０重量％、バインダーとしてメラミン誘導体を含むポリマー水溶
液を１０重量％添加して機能液を調製した。そして、調製した機能液を、有機発光層３上
にスピンコートし、１３０℃で１０分間の焼成を行って、膜厚４０ｎｍのホール注入層４
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を形成した。ホール注入層４の形成により下層の有機発光層３の再溶解は認められなかっ
た。
【０１２７】
　次に、平均粒径が約２０ｎｍのＩＴＯ微粒子のＩＰＡ（２－プロパノール）分散液（固
形分濃度２０重量％）の機能液を調製し、ホール注入層４上にスピンコートし、１２０℃
で１０分間の焼成を行って、膜厚５００ｎｍの層５１ａを形成した。
【０１２８】
　次に、ポリチオフェン誘導体を含む導電性高分子材料の水分散液（固形分濃度３重量％
）を層５１ａ上にスピンコートし、１２０℃で１０分間の焼成を行って、膜厚６０ｎｍの
層５２ａを形成した。
【０１２９】
　この有機ＥＬ素子の２つの電極間に電圧を印加したところ、素子上面からのグリーンの
発光を確認した。
（実施例４）
　実施例４として、実施例１において、ポリチオフェン誘導体に代えポリアニリン誘導体
を用いて膜厚４００ｎｍの陽極５を形成し、図１に示す有機ＥＬ素子１０を作製した。こ
の有機ＥＬ素子１０の２つの電極間に電圧を印加したところ、素子上面からのグリーンの
発光を確認した。
（実施例５）
　実施例５として、実施例２において、ポリチオフェン誘導体に代えポリアニリン誘導体
を用いて膜厚６０ｎｍの層５１を形成し、図４に示す有機ＥＬ素子１０ａを作製した。こ
の有機ＥＬ素子１０ａの２つの電極間に電圧を印加したところ、素子上面からのグリーン
の発光を確認した。
（実施例６）
　実施例６として、実施例３において、ポリチオフェン誘導体に代えポリアニリン誘導体
を用いて膜厚６０ｎｍの層５２ａを形成し、図６に示す有機ＥＬ素子１０ｂを作製した。
この有機ＥＬ素子１０ｂの２つの電極間に電圧を印加したところ、素子上面からのグリー
ンの発光を確認した。
（比較例１）
　比較例１として、陽極５に金属酸化物を含まない点を除き、図１に示す有機ＥＬ素子１
０と同様の構造を有する有機ＥＬ素子を作製した。
【０１３０】
　基板１上に、陰極２（膜厚１００ｎｍ、面積４ｍｍ２）、有機発光層３（膜厚７０ｎｍ
）、ホール注入層４（膜厚４０ｎｍ）を順次形成した。その後、ポリチオフェン誘導体を
含む導電性高分子材料の水分散液（固形分濃度３重量％）をホール注入層４上にスピンコ
ートし、１２０℃で１０分間の焼成を行って、膜厚６０ｎｍの陽極５を形成した。
【０１３１】
　この有機ＥＬ素子の２つの電極間に電圧を印加したところ、素子上面からの弱いグリー
ンの発光を確認した。
（比較例２）
　比較例２として、比較例１において、ポリチオフェン誘導体に代えポリアニリン誘導体
を用いて膜厚６０ｎｍの陽極５を形成し、図１に示す有機ＥＬ素子１０と同様の構造を有
する有機ＥＬ素子を作製した。この有機ＥＬ素子の２つの電極間に電圧を印加したところ
、素子上面からの弱いグリーンの発光を確認した。
（比較例３）
　比較例３として、陽極５に導電性高分子を含まない点を除き、図１に示す有機ＥＬ素子
１０と同様の構造を有する有機ＥＬ素子を作製した。
【０１３２】
　基板１上に、陰極２（膜厚１００ｎｍ、面積４ｍｍ２）、有機発光層３（膜厚７０ｎｍ
）、ホール注入層４（膜厚４０ｎｍ）を順次形成した。その後、平均粒径が約２０ｎｍの
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ＩＴＯ微粒子のＩＰＡ（２－プロパノール）分散液（固形分濃度２０重量％）の機能液を
ホール注入層４上にスピンコートし、１２０℃で１０分間の焼成を行って、膜厚５００ｎ
ｍの陽極５を形成した。
【０１３３】
　この有機ＥＬ素子の２つの電極間に電圧を印加したところ、素子上面からの発光は確認
できなかった。
（比較例４）
　比較例４として、陽極５がスパッタリング法により成膜されたＩＴＯ膜である点を除き
、図１に示す有機ＥＬ素子１０と同様の構造を有する有機ＥＬ素子を作製した。
【０１３４】
　基板１上に、陰極２（膜厚１００ｎｍ、面積４ｍｍ２）、有機発光層３（膜厚７０ｎｍ
）、ホール注入層４（膜厚４０ｎｍ）を順次形成した。その後、スパッタ装置を用いて膜
厚１００ｎｍのＩＴＯ層を形成し、陽極５とした。
【０１３５】
　この有機ＥＬ素子の２つの電極間に電圧を印加したところ、素子上面からの発光は確認
できなかった。
【０１３６】
　実施例１から実施例６、及び比較例１から比較例４における各有機ＥＬ素子を発光させ
た際の、素子正面で計測した発光輝度を表１に示す。
【０１３７】
【表１】

　表１では、各有機ＥＬ素子において、電極間に１ｍＡの電流を流して発光させた際の発
光輝度を、実施例２における有機ＥＬ素子における発光輝度を１００とした相対輝度とし
て示す。
【０１３８】
　表１に示すように、実施例１から実施例６における各有機ＥＬ素子は、比較例１から比
較例４における有機ＥＬ素子に比べ、相対輝度が略５倍程度以上の発光輝度を有している
。すなわち、実施例１から実施例６における各有機ＥＬ素子が、比較例１から比較例４に



(21) JP 2012-23020 A 2012.2.2

10

20

30

40

50

おける有機ＥＬ素子に比べ、高い光取り出し効率を実現している。これは、実施例１から
実施例６における各有機ＥＬ素子が、比較例１から比較例４における有機ＥＬ素子に比べ
、陽極５が可視光領域における高い透過率と、高い導電性を有しているためであると考え
られる。従って、本発明によれば、逆積層型の有機ＥＬ素子において、高い透過率と導電
性とを有する陽極を形成できることが示された。
（実施例７）
　実施例７として、平均粒径が約２０ｎｍのＩＴＯ微粒子のＩＰＡ（２－プロパノール）
分散液（固形分濃度２０重量％）と、ポリアニリン誘導体を含む導電性高分子材料の水分
散液（固形分濃度１重量％）の混合比を変えた機能液を調製した。次に、調製した機能液
を、シリコン基板上にスピンコートし、１３０℃で１０分間の焼成を行って、陽極５に相
当するスピンコート膜を形成した。そして、形成されたスピンコート膜の仕事関数を、大
気中光電子分光装置ＡＣ－２（理研計器株式会社製）を用いて計測した。
【０１３９】
　それぞれの混合比におけるスピンコート膜について計測された仕事関数を表２に示す。
【０１４０】
【表２】

　表２において、混合比１００％とは、ＩＴＯ微粒子のＩＰＡ分散液のみで形成されたス
ピンコート膜を意味し、混合比０％とは、ポリアニリン誘導体を含む導電性高分子水分散
液のみで形成されたスピンコート膜を意味する。
【０１４１】
　表２に示すように、混合比の変化に伴って、スピンコート膜の仕事関数も一様に変化す
る。従って、前述したように、金属微粒子と導電性高分子との組成比を変化させた機能液
を調製することで、陽極５の仕事関数の調整が可能であることが示された。
（実施例８）
　実施例８として、図８に示す面発光光源又は照明装置２０を作製した。
【０１４２】
　基板１上に、Ａｌを蒸着し、パターニングすることによって陰極２と配線６（膜厚１０
０ｎｍ）を形成し、次に感光性ポリイミドを用いて、開口部を有する画素分離膜７（膜厚
１μｍ、開口部面積１０００ｍｍ２）を形成した。
【０１４３】
　その上にポリパラフェニレンビニレン系の有機発光材料の１重量％トルエン溶液をスピ
ンコートし、１３０℃で１０分間の焼成を行い、膜厚７０ｎｍの有機発光層３を形成した
。
【０１４４】
　次に、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ水分散液（固形分濃度１．３重量％）にエチレングリコール
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モノメチルエーテルを３０重量％、バインダーとしてメラミン誘導体を含むポリマー水溶
液を１０重量％添加して機能液を調製した。そして、調製した機能液を有機発光層３上に
スピンコートし、１３０℃で１０分間の焼成を行って、４０ｎｍのホール注入層４を形成
した。ホール注入層４の形成により下層の有機発光層３の再溶解は認められなかった。
【０１４５】
　次にポリチオフェン誘導体を含む導電性高分子材料の水分散液（固形分濃度３重量％）
と、平均粒径が約２０ｎｍのＩＴＯ微粒子のＩＰＡ（２－プロパノール）分散液（固形分
濃度２０重量％）を１：１０の体積比で混合した機能液を調製した。そして、調整した機
能液をホール注入層４上にスピンコートし、１２０℃で１０分間の焼成を行って、膜厚４
００ｎｍの陽極５を形成し、面発光光源又は照明装置２０を作製した。
【０１４６】
　この面発光光源又は照明装置２０の２つの電極間に電圧を印加したところ、有機ＥＬ素
子の上面からの発光を確認した。
（実施例９）
　実施例９として、図９に示す表示装置３０を作製した。
【０１４７】
　基板１上に、ゲート電極を含むポリシリコン型ＴＦＴ回路８をマトリックス状に形成し
た。次に、基板１及びＴＦＴ回路８上に、ＳｉＯ２よりなる平坦化膜９を形成した。そし
て、平坦化膜９を貫通するように、陰極２とＴＦＴ回路８を接続するための貫通電極９ａ
を形成した。更に、貫通電極９ａが形成された平坦化膜９の上に、Ａｌを蒸着し、パター
ニングすることによって、貫通電極９ａを介してＴＦＴ回路８と接続されるように陰極２
（膜厚１００ｎｍ）を形成した。
【０１４８】
　次に平坦化膜９上の画素間の領域に、感光性ポリイミドを用いて開口部を有する画素分
離膜７（膜厚１μｍ、開口部面積１０００ｍｍ２）を形成した。
【０１４９】
　次に、ポリパラフェニレンビニレン系の有機発光材料のメシチレン溶液をインクジェッ
トプリント法により陰極２上に印刷し、１Ｔｏｒｒの減圧環境下において１３０℃で１０
分間の焼成を行い、膜厚７０ｎｍの有機発光層３を形成した。
【０１５０】
　次に、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ水分散液（固形分濃度１．３重量％）にエチレングリコール
モノメチルエーテルを３０重量％、バインダーとしてメラミン誘導体を含むポリマー水溶
液を１０重量％添加して機能液を調製した。そして、調整した機能液をインクジェットプ
リント法により有機発光層３上に印刷し、１３０℃で１０分間の焼成を行って、膜厚４０
ｎｍのホール注入層４を形成した。
【０１５１】
　次に、ポリチオフェン誘導体を含む導電性高分子材料の水分散液（固形分濃度３重量％
）と、平均粒径が約２０ｎｍのＩＴＯ微粒子のＩＰＡ（２－プロパノール）分散液（固形
分濃度２０重量％）を１：１０の体積比で混合した機能液を調製した。そして、調整した
機能液をホール注入層４上にスピンコートし、１２０℃で１０分間の焼成を行って、膜厚
４００ｎｍの陽極５を形成した。
【０１５２】
　最後に、ガラス基板からなる封止基板４０を、エポキシ樹脂よりなる接着剤を用いて貼
り合わせることによって、表示装置３０を作製した。
【０１５３】
　この表示装置３０の２つの電極間に電圧を印加したところ、有機ＥＬ素子の上面からの
発光を確認した。
【０１５４】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について記述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
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【符号の説明】
【０１５５】
１　基板
２　陰極
３　積層体（有機発光層）
４　ホール注入層
５　陽極
５１、５２　層
６　配線
７　画素分離膜
８　ＴＦＴ回路
９　平坦化膜
１０、１０ａ、１０ｂ　有機ＥＬ素子（画素）
２０　面発光光源（照明装置）
３０　表示装置
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１５６】
【特許文献１】特開平０９－１４８０６６号公報
【特許文献２】特開平１０－１６２９５９号公報
【特許文献３】特開２００７－０９６２７０号公報
【特許文献４】特開２００９－１９３７７４号公報
【特許文献５】特開２０１０－０４０５１２号公報

【図１】 【図２】
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