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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】有機溶剤耐性が高く、発光素子の耐久性を優れた導電性膜用ポリマー組成物を提
供する。
【解決手段】（Ａ）導電性ポリマーと、（Ｂ）下記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位
と下記一般式（ＩＩ）で表される繰り返し単位とを有する第１ポリマー、又は、前記下記
一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位と下記一般式（ＩＩ）で表される繰り返し単位と下
記一般式（ＩＩ’）で表される繰り返し単位とを有する第２ポリマーと、（Ｃ）硬化剤を
含有する組成物。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）導電性ポリマーと、
　（Ｂ）下記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位と下記一般式（ＩＩ）で表される繰り
返し単位とを有する第１ポリマー、又は、前記下記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位
と下記一般式（ＩＩ）で表される繰り返し単位と下記一般式（ＩＩ’）で表される繰り返
し単位とを有する第２ポリマーと、
　（Ｃ）硬化剤と
を含有することを特徴とする導電性ポリマー組成物。
【化１】

　式中、Ｍ＋は１価のカチオンを表し、ｎは独立して任意の整数を表す。
【請求項２】
　前記導電性ポリマーが、チオフェン、チオフェン誘導体、ピロール及びピロール誘導体
からなる群から選択される１種以上のモノマーの重合体又は共重合体であることを特徴と
する請求項１に記載の導電性ポリマー組成物。
【請求項３】
　前記硬化剤が、一般式Ｓｉ(Ｒ１)３(Ｒ２)で表されるケイ素化合物（Ｒ１は、それぞれ
独立して、炭素数１～５のアルコキシ基を表し、Ｒ２は１価の疎水性基を表す）であるこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の導電性ポリマー組成物。
【請求項４】
　前記硬化剤が、多価アルコールであることを特徴とする請求項１又は２に記載の導電性
ポリマー組成物。
【請求項５】
　（Ｄ）溶剤をさらに含むことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の導電性
ポリマー組成物。
【請求項６】
　前記溶剤が、非水系溶剤であることを特徴とする請求項５に記載の導電性ポリマー組成
物。
【請求項７】
　前記非水系溶剤が、脱水処理又はカラム精製処理が施された溶剤であることを特徴とす
る請求項６に記載の導電性ポリマー組成物。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の導電性ポリマー組成物を用いて膜を形成し、該膜
に硬化エネルギーを与えることによって得られる導電性硬化膜。
【請求項９】
　１層以上の有機層を有する有機電界発光素子であって、前記有機層のいずれかの層が請
求項８に記載の導電性硬化膜であることを特徴とする有機電界発光素子。
【請求項１０】
　前記有機層のいずれかの層が正孔注入層であることを特徴とする請求項９に記載の有機



(3) JP 2010-254962 A 2010.11.11

10

20

30

40

50

電界発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電性ポリマー組成物、導電性硬化膜、及び、有機電界発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機材料を利用したデバイスとして、有機電界発光素子（以下、ＯＬＥＤともいう）、
有機半導体を利用したトランジスタなどの研究が活発に行われている。特に、有機電界発
光素子は、固体発光型の大面積フルカラー表示素子や安価な大面積な面光源としての照明
用途としての発展が期待されている。一般に有機電界発光素子は発光層を含む有機層及び
該有機層を挟んだ一対の対向電極から構成される。このような有機電界発光素子に電圧を
印加すると、有機層に陰極から電子が注入され陽極から正孔が注入される。この電子と正
孔が発光層において再結合し、エネルギー準位が伝導帯から価電子帯に戻る際にエネルギ
ーを光として放出することにより発光が得られる。
【０００３】
　ＯＬＥＤは、しばしば、陽極と発光層との間に正孔注入層を有しており、正孔注入層を
構成する材料としては、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ（ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェ
ン）ポリ（スチレンスルホネート））に代表される、導電性ポリマーと、酸基を有するポ
リマー（ドーパント）とからなる材料が知られている（特許文献１参照）。ＰＥＤＯＴ／
ＰＳＳの正孔注入層を形成する場合、ドーパントであるＰＳＳの親水性が高いことから、
層形成のため塗布液としては、通常、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの水分散液が用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００６－５００４６３号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｖｏｌ．９　８６９－８７
２（２００８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの水分散液を用いて得られた正孔注入層は、（１）
乾燥処理が施されても、充分な脱水がなされず、あるいは（２）ＰＳＳが分解することに
より、発生するイオンによる金属電極の劣化（非特許文献１参照）などの問題があり、そ
の結果、ＯＬＥＤの耐久性を悪化させるという不具合があった（より具体的には、輝度半
減期寿命が短いという問題があった）。
【０００７】
　そこで、ドーパントとして、酸基を有するフッ素ポリマー（より具体的には、ナフィオ
ン（登録商標））を使用する技術が提案されている（特許文献１参照）。
　このような酸基を有するフッ素ポリマーによれば、（１）正孔注入層用の塗布液の媒体
としてエチレングリコールや２－ｎ－ブトキシエタノール等の非水系溶剤を使用すること
が可能になり、正孔注入層の含水率を低減する、（２）安定なフッ素ポリマーを用いるこ
とが可能になるという利点がある。
【０００８】
　しかしながら、ドーパントとして、このような酸基を有するフッ素ポリマーを使用して
も、正孔注入層が塗布により形成されたＯＬＥＤの耐久性は、依然、不十分であった。
【０００９】
　本発明は、前記従来の問題点を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。
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　即ち、本発明は、有機溶剤に対する耐性が高く、かつ、発光素子の耐久性を優れたもの
にできる（すなわち、発光素子の輝度半減期寿命を長期化することができる）導電性膜を
作製することのできる導電性ポリマー組成物を提供することを目的とする。
　また、本発明は、有機溶剤に対する耐性が高く、かつ、発光素子の耐久性を優れたもの
にできる導電性硬化膜を提供することを目的とする。
　更に、本発明は、耐久性に優れた（すなわち、輝度半減期寿命が長い）有機電界発光素
子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記状況を鑑み、本発明者は、鋭意研究を行なったところ、以下の知見を得た。
　すなわち、上記したような導電性ポリマーと酸基を有するフッ素ポリマーとで構成され
ている正孔注入層の上に、発光材料を含有する塗布液（発光層用塗布液）を塗布して発光
層を形成しようとする場合に、発光層用塗布液の媒体として、発光材料に対する親和性の
観点から、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）等の高極性溶媒やクロロホルム等のハロゲン
系溶媒を選択すると、正孔注入層中の構成材料が発光層用塗布液に溶解し、結果、正孔注
入の性能、すなわち導電性が損なわれるという知見を得、この知見に基づいて更に検討し
て本発明を完成するに至った。
【００１１】
　すなわち、前記課題を解決するための手段は以下の通りである。
〔１〕
（Ａ）導電性ポリマーと、
（Ｂ）下記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位と下記一般式（ＩＩ）で表される繰り返
し単位とを有する第１ポリマー、又は、前記下記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位と
下記一般式（ＩＩ）で表される繰り返し単位と下記一般式（ＩＩ’）で表される繰り返し
単位とを有する第２ポリマーと、
（Ｃ）硬化剤と
を含有することを特徴とする導電性ポリマー組成物。
【００１２】

【化１】

【００１３】
　式中、Ｍ＋は１価のカチオンを表し、ｎは独立して任意の整数を表す。
【００１４】
〔２〕
　前記導電性ポリマー（Ａ）が、チオフェン、チオフェン誘導体、ピロール及びピロール
誘導体からなる群から選択される１種以上のモノマーの重合体又は共重合体であることを
特徴とする上記〔１〕に記載の導電性ポリマー組成物。
【００１５】
〔３〕
　前記硬化剤（Ｃ）が、一般式Ｓｉ(Ｒ１)３(Ｒ２)で表されるケイ素化合物（Ｒ１は、そ
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れぞれ独立して、炭素数１～５のアルコキシ基を表し、Ｒ２は１価の疎水性基を表す）で
あることを特徴とする上記〔１〕又は〔２〕に記載の導電性ポリマー組成物。
【００１６】
〔４〕
　前記硬化剤（Ｃ）が、多価アルコールであることを特徴とする上記〔１〕又は〔２〕に
記載の導電性ポリマー組成物。
【００１７】
〔５〕
　（Ｄ）溶剤を更に含むことを特徴とする上記〔１〕～〔４〕のいずれか１項に記載の導
電性ポリマー組成物。
【００１８】
〔６〕　前記溶剤（Ｄ）が非水系溶剤であることを特徴とする上記〔５〕に記載の導電性
ポリマー組成物。
【００１９】
〔７〕
　前記非水系溶剤が、脱水処理又はカラム精製処理が施された溶剤であることを特徴とす
る上記〔６〕に記載の導電性ポリマー組成物。
【００２０】
〔８〕
　上記〔１〕～〔７〕のいずれか１項に記載の導電性ポリマー組成物を用いて膜を形成し
、該膜に硬化エネルギーを与えることによって得られる導電性硬化膜。
【００２１】
〔９〕
　１層以上の有機層を有する有機電界発光素子であって、前記有機層のいずれかの層が上
記〔８〕に記載の導電性硬化膜であることを特徴とする有機電界発光素子。
【００２２】
〔１０〕
　前記有機層のいずれかの層が正孔注入層であることを特徴とする上記〔９〕に記載の有
機電界発光素子。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、有機溶剤に対する耐性が高く、かつ、発光素子の耐久性を優れたもの
にできる（すなわち、発光素子の輝度半減期寿命を長期化することができる）導電性膜を
作製することのできる導電性ポリマー組成物を提供できる。
　また、本発明によれば、有機溶剤に対する耐性が高く、かつ、発光素子の耐久性を優れ
たものにできる導電性硬化膜を提供できる。
　更に、本発明は、耐久性に優れた（すなわち、輝度半減期寿命が長い）有機電界発光素
子を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の有機電界発光素子の一実施形態を示す概略断面図である。
【図２】実施例５の有機電界発光素子の正孔注入層及び発光層に含有されるＩｒ元素、Ｆ
元素の膜厚方向の含有率変化を示す図である。
【図３】比較例３の有機電界発光素子の正孔注入層及び発光層に含有されるＩｒ元素、Ｆ
元素の膜厚方向の含有率変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明について詳細に説明する。なお、本明細書において「～」はその前後に記
載される数値をそれぞれ最小値及び最大値として含む範囲を示す。
【００２６】
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　本発明の導電性ポリマー組成物は、（Ａ）導電性ポリマーと、（Ｂ）下記一般式（Ｉ）
で表される繰り返し単位と下記一般式（ＩＩ）で表される繰り返し単位とを有する第１ポ
リマー、又は、前記下記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位と下記一般式（ＩＩ）で表
される繰り返し単位と下記一般式（ＩＩ’）で表される繰り返し単位とを有する第２ポリ
マー（以下、成分（Ｂ）を“酸ポリマー”ともいう）と、（Ｃ）硬化剤とを含有している
。
【００２７】
【化２】

【００２８】
　式中、Ｍ＋は１価のカチオンを表し、ｎは独立して任意の整数を表す。
【００２９】
　以下、本発明の導電性ポリマー組成物を構成する各成分について説明する。
【００３０】
〔（Ａ）導電性ポリマー〕
　導電性ポリマーは、公知のものをいずれも使用できるが、チオフェン、チオフェン誘導
体、ピロール及びピロール誘導体からなる群から選択される１種以上のモノマーの重合体
又は共重合体であることが好ましい。このような重合体又は共重合体としては、チオフェ
ンの重合体（ポリチオフェン）、チオフェン誘導体の重合体、ピロールの重合体（ポリピ
ロール）、ピロール誘導体の重合体、チオフェンとチオフェン誘導体との共重合体、ピロ
ールとピロール誘導体との共重合体、チオフェン又はチオフェン誘導体とピロール又はピ
ロール誘導体との共重合体などを挙げることができる。
【００３１】
　チオフェン誘導体としては、３，４－エチレンジオキシチオフェン、３，４－ビニレン
ジオキシチオフェン、３－アルキルチオフェン、３－フェニルチオフェン、イソチアナフ
テン等を挙げることができる。
【００３２】
　重合体又は共重合体のモノマーとして、チオフェン及びチオフェン誘導体の内、３，４
－エチレンジオキシチオフェン、３－ヘキシルチオフェンがより好ましく、３，４－エチ
レンジオキシチオフェンが更に好ましい。
【００３３】
　ピロール誘導体としては、３，４－アルキルピロール、１－アルキルピロール、３－ア
ルキルピロール、３，４－エチレンジオキシピロール、３，４－プロピレンジオキシピロ
ール等を挙げることができる。
【００３４】
　重合体又は共重合体のモノマーとして、ピロール及びピロール誘導体の内、ピロール、
３－アルキルピロールがより好ましく、ピロールが更に好ましい。
【００３５】
　導電性ポリマーが共重合体である場合、各繰り返し単位のモル比は特に限定されるもの
ではなく、導電性ポリマー組成物の用途に応じて、適宜、設定される。
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【００３６】
　導電性ポリマーとしては、特に、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）である
ことが好ましい。
【００３７】
　導電性ポリマー組成物の全固形分に対する導電性ポリマーの含有量は、１０質量％～５
０質量％であることが好ましく、１０質量％～４０質量％であることがより好ましい。
　また、導電性ポリマー膜の導電率としては、１０―６～１００Ｓ／ｃｍの範囲であり、
好ましくは１０－４～１０－２Ｓ／ｃｍの範囲である。
【００３８】
〔（Ｂ）酸ポリマー〕
　本発明の導電性ポリマー組成物で使用される酸ポリマーは、下記一般式（Ｉ）で表され
る繰り返し単位（以下、単に繰り返し単位（Ｉ）ともいう）と下記一般式（ＩＩ）で表さ
れる繰り返し単位（以下、単に繰り返し単位（ＩＩ）ともいう）とを有する第１ポリマー
、又は、下記一般式（Ｉ）で表される繰り返し単位と下記一般式（ＩＩ）で表される繰り
返し単位（以下、単に繰り返し単位（ＩＩ）ともいう）と下記一般式（ＩＩ’）で表され
る繰り返し単位（以下、単に繰り返し単位（ＩＩ’）ともいう）とを有する第２ポリマー
である。
【００３９】
【化３】

【００４０】
　式中、Ｍ＋は１価のカチオンを表し、ｎは独立して任意の整数を表す。通常、ｎは、１
００～１０００００の整数を表す。Ｍ＋の１価のカチオンとしては、ナトリウムイオン、
カリウムイオンなどを挙げることができる。
【００４１】
　第２ポリマーは、例えば、第１ポリマーの繰り返し単位（ＩＩ）の一部の繰り返し単位
におけるスルホン酸とカチオンＭ＋を提供可能なアルカリ化合物との酸塩基反応により好
適に得られる。
【００４２】
　第１ポリマーにおける“繰り返し単位（Ｉ）：繰り返し単位（ＩＩ）”（モル比）、及
び、第２ポリマーにおける“繰り返し単位（Ｉ）：［繰り返し単位（ＩＩ）＋繰り返し単
位（ＩＩ’）］”（モル比）は、特に限定されないが、それぞれ、１：１００～１：３０
００であることが好ましく、５：２０００～１３：２０００であることがより好ましい。
【００４３】
　第２ポリマーにおける繰り返し単位（ＩＩ）と繰り返し単位（ＩＩ’）とのモル比は特
に限定されず、本発明の効果を損なわない範囲で、適宜、決定される。
【００４４】
　酸ポリマーは、繰り返し単位（ＩＩ’）を含まない第１ポリマーであることがより好ま
しい。
【００４５】



(8) JP 2010-254962 A 2010.11.11

10

20

30

40

50

　上記した酸ポリマーは、国際公開ＷＯ９８/３１７１６号、米国特許４、９４０、５２
５号等に記載の手法に準じて合成可能であるほか、デュポン社製のナフィオン（登録商標
）ＤＥ５２１、ＤＥ５２０、ＤＥ１０２０、ＤＥ１０２１、ＤＥ２０２０、ＤＥ２０２１
等の市販品を使用することもできる。
【００４６】
　第１ポリマーは、繰り返し単位（Ｉ）及び繰り返し単位（ＩＩ）以外に、本発明の効果
を損なわない範囲で、その他の任意の繰り返し単位（ただし、繰り返し単位（ＩＩ’）を
除く）を適宜含有してもよい。
　また、第２ポリマーは、繰り返し単位（Ｉ）、繰り返し単位（ＩＩ）及び繰り返し単位
（ＩＩ’）以外に、本発明の効果を損なわない範囲で、その他の任意の繰り返し単位を適
宜含有してもよい。
【００４７】
　導電性ポリマー組成物の全固形分に対する酸ポリマーの含有量は、２０質量％～９０質
量％であることが好ましく、４０質量％～７０質量％であることがより好ましい。
【００４８】
　導電性ポリマーと酸ポリマーとを含有する導電性ポリマー組成物は、酸ポリマーの存在
下、導電性ポリマー用のモノマーを重合させることによって、好適に得ることができ、例
えば、特開平７－９００６０号公報、特表２００６－５００４６３に記載の手法に基づく
ことにより、導電性ポリマー組成物を水分散物として得ることができる。
【００４９】
〔（Ｃ）硬化剤〕
　硬化剤としては、硬化エネルギーを受けて、導電性ポリマー組成物の固形物を硬化し得
るものであれば、特に限定されないが、例えば、公知のシランカップリング剤や多価アル
コールを好適に挙げることができる。
【００５０】
　硬化エネルギーは硬化反応を起こすものであれば特に限定されず、熱エネルギー、光エ
ネルギー（紫外線エネルギーを含む）等を挙げることができる。
【００５１】
　例えば、硬化剤をシランカップリング剤とした場合には、硬化エネルギーとして熱エネ
ルギーを選択することにより、すなわち、導電性ポリマー組成物の固形物（例えば、固形
膜）を加熱することにより、シランカップリング剤同士がシランカップリング反応を起こ
し、固形膜がより硬化されてなる硬化膜が形成される。
【００５２】
　硬化剤を多価アルコールとした場合にも、硬化エネルギーとして熱エネルギーを選択す
ることにより、すなわち、導電性ポリマー組成物の固形物（例えば、固形膜）を加熱する
ことにより、多価アルコールの水酸基と、酸ポリマーの酸基（スルホン酸基）とが架橋反
応を起こすなどして、固形膜がより硬化されてなる硬化膜が形成される。
【００５３】
　熱エネルギーを付与する方法としては、上記した反応の種類に応じて、適宜、選択され
、公知の方法をいずれも採用できるが、例えば、ホットプレートやオーブンを用いた８０
℃～２００℃の加熱を、５分～１時間の間で行う方法等を挙げることができる。
【００５４】
　シランカップリング剤としては、一般式Ｓｉ(Ｒ１)３(Ｒ２)で表されるケイ素化合物（
Ｒ１は、それぞれ独立して、炭素数１～５のアルコキシ基を表し、Ｒ２は１価の疎水性基
を表す）であることが好ましい。
【００５５】
　Ｒ１としての炭素数１～５のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポ
キシ基、ブトキシ基が好ましく、メトキシ基、エトキシ基がより好ましい。
【００５６】
　Ｒ２としての１価の疎水性基は、アルキル基、アリール基、グリシジル基、パーフルオ
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ロアルキル基及びフッ素原子から選択される１種以上を含有する基であることが好ましく
、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、３－グリシドキシプロピル基、フェネチル
基、ベンジル基、フェニル基等を挙げることができる。
　このような疎水性基がシランカップリング剤に導入されていることにより、上記した酸
ポリマー（フッ素ポリマー）に対するシランカップリング剤の相溶性が高く、所望の硬化
膜をより確実に得ることが可能となる。
【００５７】
　一般式Ｓｉ（Ｒ１）３（Ｒ２）で表されるケイ素化合物の具体例としては、フェネチル
トリアルコキシシラン、フェニルトリアルコキシシラン、ベンジルトリアルコキシラン、
エチルトリアルコキシシランシラン、ヘキシルトリアルコキシシラン、トリフルオロプロ
ピルトリアルコキシシラン、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－トリデカフルオロ－ｎ－オクチル
トリアルコキシシラン、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－パーフルオロデシルトリアルコキシシ
ラン、３－グリシドキシプロピルトリアルコキシシラン、２－（３，４－エポキシシクロ
ヘキシル）エチルトリメトキシシラン等を挙げることができ、フェネチルトリアルコキシ
シラン、エチルトリアルコキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリアルコキシシラン
がより好ましい。
【００５８】
　また、一般式Ｓｉ(Ｒ１)３(Ｒ２)で表されるケイ素化合物を使用すれば、一般式Ｓｉ(
Ｒ１)４で表されるケイ素化合物を使用する場合と比較して、硬化膜に“ひび”が入るの
をより抑制できる。
　更に、一般式Ｓｉ(Ｒ１)３(Ｒ２)で表されるケイ素化合物を使用すれば、一般式Ｓｉ(
Ｒ１)２(Ｒ２)２で表されるケイ素化合物を使用する場合と比較して、より充分な強度を
有する硬化膜を作製できる。
【００５９】
　多価アルコールとしては、ポリビニルアルコール、ポリヒドロキシアクリレート等を挙
げることができる。ここで、ポリビニルアルコール及びポリヒドロキシアクリレートの重
合度は、２００～３０００であることが好ましい。
【００６０】
　導電性ポリマー組成物の全固形分に対する硬化剤の含有量は、０．０５質量％～２０質
量％であることが好ましく、０．１質量％～１５質量％であることがより好ましい。
　硬化剤がシランカップリング剤である場合、導電性ポリマー組成物の全固形分に対する
硬化剤の含有量は、０．１質量％～５質量％であること好ましく、０．１質量％～１質量
％であることがより好ましい。
　硬化剤が多価アルコールである場合、導電性ポリマー組成物の全固形分に対する硬化剤
の含有量は、５質量％～１５質量％であること好ましく、１０質量％～１５質量％である
ことがより好ましい。
【００６１】
〔他の成分〕
　本発明の導電性ポリマー組成物は、更に、その他の添加剤、被膜安定化材料を添加して
もよく、例えば、安定剤、粘度調整剤、老化防止剤、ｐＨ調整剤、防腐剤、樹脂エマルジ
ョン、レベリング剤等を用いることができる。
【００６２】
　本発明の導電性ポリマー組成物の粘度は、用途に応じて、適宜、決定されるものである
が、導電性ポリマー組成物をＯＬＥＤの有機層を形成するために用いる場合には、１ｍＰ
ａ・ｓ～５０ｍＰａ・ｓであることが好ましく、２ｍＰａ・ｓ～１０ｍＰａ・ｓであるこ
とがより好ましい。
【００６３】
　また、本発明の導電性ポリマー組成物は、表面張力が２０ｍＮ／ｍ～７０ｍＮ／ｍであ
って、２５ｍＮ／ｍ～４０ｍＮ／ｍが好ましい。この範囲の表面張力にすることにより、
はじきやムラがない平滑な塗布膜を形成することができる。
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【００６４】
　また、特にＯＬＥＤの有機層を形成することを目的とする場合、本発明の導電性ポリマ
ー組成物は、上述した粘度及び表面張力の少なくとも１つについて、前記数値範囲を満足
することが好ましいが、２以上の任意の組合せの特性について条件を満足するもの、更に
はすべての特性について満足するものであってもよい。これによって、塗布に適した組成
物とすることができる。
【００６５】
　よって、本発明の導電性ポリマー組成物は、粘度及び／又は表面張力が上記範囲となる
ように、（Ｄ）溶剤を更に含むことが好ましい。
　溶剤としては、水（水系溶剤）、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール、イソプ
ロパノール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、及び、グリセリン等（以上、
非水系溶剤）から選択される１種以上を挙げることができる。
　水系溶剤を選択するか、あるいは、非水系溶剤を選択するかは、上述した（Ａ）導電性
ポリマー、（Ｂ）酸ポリマー及び（Ｃ）硬化剤を、良好に溶解あるいは分散できるかどう
かを鑑みて、決定されるのが好ましい。
　例えば、硬化剤として、先に例示したポリビニルアルコールを使用する場合には、良好
な分散状態を得るべく、溶剤としては水（水系溶剤）を選択するのが好ましい。
【００６６】
　また、上述した（Ａ）導電性ポリマー、（Ｂ）酸ポリマー及び（Ｃ）硬化剤を、良好に
溶解あるいは分散できる場合、溶剤としては非水系溶剤を選択するのがより好ましい。な
ぜなら、水系溶剤を使用しないため、得られる硬化膜の含水率を抑えることができ、この
硬化膜を例えば発光素子の有機層（例えば、ＯＬＥＤの正孔注入層）として使用した場合
に、耐久性に優れた（すなわち、輝度半減期寿命が長い）有機電界発光素子を得ることが
できるからである。
【００６７】
　例えば、硬化剤として上記した一般式Ｓｉ(Ｒ１)３(Ｒ２)で表されるケイ素化合物を使
用すれば、導電性ポリマー組成物の溶剤として非水系溶剤を使用することができ好適であ
る。
【００６８】
　なお、上記した理由で、非水系溶剤の含水率はできるだけ低いのが好ましいことから、
非水系溶剤は、公知の脱水処理又はカラム精製処理がなされた高純度の溶剤であることが
より好ましい。
【００６９】
　以上に、本発明の導電性ポリマー組成物について説明したが、このような構成によれば
、酸ポリマーとしてフッ素ポリマーが使用されているため、形成された膜の吸水性あるい
は保水性が低く、発光素子の耐久性を優れたものにできる（すなわち、発光素子の輝度半
減期寿命を長期化することができる）導電性膜を作製することができる。
　また、この導電性ポリマー組成物を用いて作製した固形膜に硬化エネルギーを付与して
得られる硬化膜は、膜中の構成材料が、例えば、硬化剤の硬化反応によって形成された三
次元網目構造の内部でより確実に捕捉されるなどして、有機溶剤に耐性が高い導電性膜と
なる。よって、特に、この導電性膜（例えば、ＯＬＥＤの正孔注入層）の上に別の有機層
用塗布液（例えば、ＯＬＥＤの発光層用塗布液）が塗布された場合、導電性膜の構成材料
が別の有機層用塗布液に溶解する恐れを低減できる。更に、この場合、下層としての導電
性膜が硬化膜であることによって固く、安定していることから、上記別の有機層用塗布液
をより所望の状態で塗布することができる。よって、これらの理由により、高性能の（特
に、高耐久性の）発光素子を作製することが可能となる。
【００７０】
　本発明は、上記した本発明の導電性ポリマー組成物を用いて膜を形成し、該膜に硬化エ
ネルギーを与えることによって得られる導電性硬化膜にも関する。本発明の導電性硬化膜
によれば、上記したように、有機溶剤に対する耐性が高く、かつ、発光素子の耐久性を優
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れたものにできる。
【００７１】
　〔有機電界発光素子〕
　以下、本発明に用いられる有機電界発光素子について説明する。
　本発明の有機電界発光素子は、１層以上の有機層を有しており、通常、一対の電極間に
有機層を有している。有機層は発光層を含み、発光層は燐光発光性化合物を含有すること
が好ましい。必要に応じて発光層以外の有機層や保護層、封止層等を有していてもよい。
　本発明の有機電界発光素子においては、有機層のいずれかの層が上記した本発明の導電
性硬化膜となっており、これにより、耐久性に優れた（すなわち、輝度半減期寿命が長い
）有機電界発光素子とすることができる。
【００７２】
　本発明の導電性ポリマー組成物を適用して形成しうる有機層としては、発光層、正孔注
入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層等が挙げられる。いずれか一層に本発明の導
電性ポリマー組成物を適用してもよいし、複数層に適用してもよい。好ましくは、正孔注
入層に適用される。
【００７３】
　素子中における酸素濃度は低いほど好ましく、１００ｐｐｍ以下であればよく、好まし
くは５０ｐｐｍ以下である。酸素濃度が１００ｐｐｍ以下の雰囲気を得るための方法は特
に限定されない。例えば、酸素濃度１００ｐｐｍ以下の不活性ガス雰囲気下で封止工程を
行えばよい。不活性ガスとしては、窒素、アルゴン等がコスト及び取り扱い易さの観点か
ら好ましい。
【００７４】
　図１は各々、本発明の有機電界発光素子の一実施形態を示す概略断面図である。図１に
示す発光素子は、基材１の上に透明電極２、有機層３及び背面電極４を積層してなる発光
積層体７、並びに有機層３を封止する封止部材９を有する。これらの実施形態においては
、封止部材９を封止剤（接着剤）８によって基材１、透明電極リード５、背面電極リード
６等に接着し、発光積層体７に設置される。空間１０には、水分吸収剤又は不活性液体を
挿入してよい。水分吸収剤は特に限定されず、具体例としては酸化バリウム、酸化ナトリ
ウム、酸化カリウム、酸化カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシ
ウム、五酸化リン、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化銅、フッ化セシウム、フッ
化ニオブ、臭化カルシウム、臭化バナジウム、モレキュラーシーブ、ゼオライト、酸化マ
グネシウム等が挙げられる。不活性液体としてはパラフィン類、流動パラフィン類、フッ
素系溶剤（パーフルオロアルカン、パーフルオロアミン、パーフルオロエーテル等）、塩
素系溶剤、シリコーンオイル類等が使用可能である。
【００７５】
　本発明の有機電界発光素子において、発光積層体の構成は、基材上に透明電極／発光層
／背面電極、透明電極／発光層／電子注入層／背面電極、透明電極／正孔注入層／発光層
／電子注入層／背面電極、透明電極／正孔注入層／発光層／背面電極、透明電極／発光層
／電子輸送層／電子注入層／背面電極、透明電極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電
子輸送層／電子注入層／背面電極等をこの順に積層した構成、これらを逆に積層した構成
等であってよい。発光層は燐光発光性化合物を含有し、通常、透明電極から発光が取り出
される。各層に用いる化合物の具体例については、例えば「月刊ディスプレイ」１９９８
年１０月号別冊の「有機ＥＬディスプレイ」（テクノタイムズ社）等に記載されている。
【００７６】
　有機層の形成位置は特に制限されず、発光素子の用途及び目的に応じて適宜選択するこ
とができるが、透明電極又は背面電極上に形成するのが好ましい。このとき有機層は透明
電極又は背面電極の全面又は一部に形成してよい。有機層の形状、大きさ及び厚みも目的
に応じて適宜選択することができる。
【００７７】
　有機層のいずれか一層は本発明の導電性ポリマー組成物を用いた湿式製膜法により製膜
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することが好ましいが、他の層については乾式製膜法又は湿式製膜法を適宜選択して製膜
してよい。湿式製膜法を用いると有機層を容易に大面積化することができ、高輝度で発光
効率に優れた発光素子が低コストで効率よく得られ、好ましい。乾式製膜法としては蒸着
法、スパッタ法等が使用でき、湿式製膜法としてはディッピング法、スピンコート法、デ
ィップコート法、キャスト法、ダイコート法、ロールコート法、バーコート法、グラビア
コート法、スプレーコート法、インクジェット法等が使用可能である。これらの製膜法は
有機層の材料に応じて適宜選択できる。湿式製膜法により製膜した場合は製膜した後に乾
燥してよい。乾燥は塗布層が損傷しないように温度、圧力等の条件を選択して行う。
【００７８】
　上記湿式製膜法（塗布プロセス）で用いる塗布液は通常、有機層の材料と、それを溶解
又は分散するための溶剤からなる。溶剤は特に限定されず、有機層に用いる材料に応じて
選択すればよい。溶剤の具体例としては、ハロゲン系溶剤（クロロホルム、四塩化炭素、
ジクロロメタン、１，２－ジクロロエタン、クロロベンゼン等）、ケトン系溶剤（アセト
ン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、ｎ－プロピルメチルケトン、シクロヘキサノ
ン等）、芳香族系溶剤（ベンゼン、トルエン、キシレン等）、エステル系溶剤（酢酸エチ
ル、酢酸ｎ－プロピル、酢酸ｎ－ブチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、γ
－ブチロラクトン、炭酸ジエチル等）、エーテル系溶剤（テトラヒドロフラン、ジオキサ
ン等）、アミド系溶剤（ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等）、ジメチルス
ルホキシド、水等が挙げられる。なお、塗布液中の溶剤に対する固形分量は特に制限はな
く、塗布液の粘度も製膜方法に応じて任意に選択することができる。
【００７９】
　本発明の有機電界発光素子は通常、その透明電極と背面電極との間に２～４０ボルト程
度の直流電圧（交流成分を含んでもよい）又は直流電流を印加すると発光する。また、本
発明の発光素子を駆動する際には、特開平２－１４８６８７号、同６－３０１３５５号、
同５－２９０８０号、同７－１３４５５８号、同８－２３４６８５号、同８－２４１０４
７号、米国特許５８２８４２９号、同６０２３３０８号、日本特許第２７８４６１５号等
に記載の駆動方法を利用することができる。以下、本発明で用いる発光積層体をなす各層
について詳述するが、本発明はそれらにより限定されない。
【００８０】
　（Ａ）基材
　本発明で使用する基材は、水分を透過させない材料又は水分透過率が極めて低い材料か
らなるのが好ましい。該材料は、好ましくは有機層から発せられる光を散乱又は減衰させ
ない。その具体例としては、ジルコニア安定化イットリウム（ＹＳＺ）、ガラス等の無機
材料、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタ
レート等のポリエステルやポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、ポ
リアリレート、アリルジグリコールカーボネート、ポリイミド、ポリシクロオレフィン、
ノルボルネン樹脂、ポリ（クロロトリフルオロエチレン）等の有機材料等が挙げられる。
中でも、耐熱性、寸法安定性、耐溶剤性、電気絶縁性及び加工性に優れ、かつ低通気性及
び低吸湿性である有機材料が特に好ましく使用できる。基材は単一材料で形成しても、２
種以上の材料で形成してもよい。基材の材料は透明電極材料に応じて適宜選択してよく、
例えば透明電極が酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）である場合には、ＩＴＯとの格子定数の
差が小さい材料を用いるのが好ましい。
【００８１】
　基材の形状、構造、大きさ等は発光素子の用途及び目的に応じて適宜選択することがで
きる。形状は板状とするのが一般的である。構造は単層構造であっても積層構造であって
もよい。基材は無色透明であっても有色透明であってもよいが、発光層から発せられる光
を散乱又は減衰させることがない点で無色透明であるのが好ましい。
【００８２】
　基材の電極側の面、電極と反対側の面又はその両方に透湿防止層（ガスバリア層）を設
けてもよい。透湿防止層を構成する材料としては窒化ケイ素、酸化ケイ素等の無機物を用
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いるのが好ましい。透湿防止層は高周波スパッタリング法等により成膜できる。また、基
材には必要に応じてハードコート層やアンダーコート層を設けてもよい。
【００８３】
　（Ｂ）透明電極
　通常、透明電極は有機層に正孔を供給する陽極としての機能を有するが、陰極として機
能させることもでき、この場合背面電極を陽極として機能させる。以下、透明電極を陽極
とする場合について説明する。
【００８４】
　透明電極の形状、構造、大きさ等は特に制限されず、発光素子の用途及び目的に応じて
適宜選択することができる。透明電極を形成する材料としては、金属、合金、金属酸化物
、電気伝導性化合物、これらの混合物等を用いることができ、好ましくは仕事関数が４ｅ
Ｖ以上の材料を用いる。具体例としては、アンチモンをドープした酸化スズ（ＡＴＯ）、
フッ素をドープした酸化スズ（ＦＴＯ）、半導性金属酸化物（酸化スズ、酸化亜鉛、酸化
インジウム、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等）、金属
（金、銀、クロム、ニッケル等）、これら金属と導電性金属酸化物との混合物又は積層物
、無機導電性物質（ヨウ化銅、硫化銅等）、有機導電性材料（ポリアニリン、ポリチオフ
ェン、ポリピロール等）及びこれとＩＴＯとの積層物等が挙げられる。
【００８５】
　透明電極は印刷法、コーティング法等の湿式方法、真空蒸着法、スパッタリング法、イ
オンプレーティング法等の物理的方法、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化学的方法等によ
って基材上に形成することができる。形成方法は透明電極材料との適性を考慮して適宜選
択すればよい。例えば、透明電極の材料としてＩＴＯを用いる場合には、直流又は高周波
スパッタ法、真空蒸着法、イオンプレーティング法等を用いればよい。また透明電極の材
料として有機導電性材料を用いる場合には、湿式製膜法を用いてよい。
【００８６】
　透明電極のパターニングはフォトリソグラフィー等による化学的エッチング、レーザー
等を用いた物理的エッチング等により行うことができる。また、マスクを用いた真空蒸着
やスパッタリング、リフトオフ法、印刷法等によりパターニングしてもよい。
【００８７】
　透明電極の形成位置は発光素子の用途及び目的に応じて適宜選択してよいが、基材上に
形成するのが好ましい。このとき透明電極は基材の表面全体に形成しても一部のみに形成
してもよい。
【００８８】
　透明電極の厚みはその材料に応じて適宜選択すればよいが、通常１０ｎｍ～５０μｍで
あり、好ましくは５０ｎｍ～２０μｍである。透明電極の抵抗値は１０2Ω／□以下とす
るのが好ましく、１０Ω／□以下とするのがより好ましい。透明電極は無色透明であって
も有色透明であってもよい。透明電極側から発光を取り出すためには、その透過率は６０
％以上とするのが好ましく、７０％以上とするのがより好ましい。透過率は分光光度計を
用いた公知の方法に従って測定することができる。
【００８９】
　また、「透明導電膜の新展開」（沢田豊監修、シーエムシー刊、１９９９年）等に詳細
に記載されている電極も本発明に適用できる。特に耐熱性の低いプラスチック基材を用い
る場合は、透明電極材料としてＩＴＯ又はＩＺＯを使用し、１５０℃以下の低温で製膜す
るのが好ましい。
【００９０】
　（Ｃ）背面電極
　通常、背面電極は有機層に電子を注入する陰極としての機能を有するが、陽極として機
能させることもでき、この場合上記透明電極を陰極として機能させる。以下、背面電極を
陰極とする場合について説明する。
【００９１】
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　背面電極の形状、構造、大きさ等は特に制限されず、発光素子の用途及び目的に応じて
適宜選択することができる。背面電極を形成する材料としては、金属、合金、金属酸化物
、電気伝導性化合物、これらの混合物等を用いることができ、好ましくは仕事関数が４．
５ｅＶ以下の材料を用いる。具体例としては、アルカリ金属（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｃｓ等）
、アルカリ土類金属（Ｍｇ、Ｃａ等）、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウム－カリウ
ム合金、リチウム－アルミニウム合金、マグネシウム－銀合金、インジウム、希土類金属
（イッテルビウム等）等が挙げられる。これらは単独で使用してもよいが、安定性と電子
注入性とを両立させるためには２種以上を併用するのが好ましい。これら材料の中で、電
子注入性の観点からはアルカリ金属及びアルカリ土類金属が好ましく、保存安定性の観点
からはアルミニウムを主体とする材料が好ましい。ここでアルミニウムを主体とする材料
とは、アルミニウム単独、アルミニウムと０．０１～１０質量％のアルカリ金属又はアル
カリ土類金属との合金又は混合物（リチウム－アルミニウム合金、マグネシウム－アルミ
ニウム合金等）を指す。背面電極の材料としては、特開平２－１５５９５号、特開平５－
１２１１７２号等に詳述されているものも使用できる。
【００９２】
　背面電極は印刷法、コーティング法等の湿式方法、真空蒸着法、スパッタリング法、イ
オンプレーティング法等の物理的方法、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化学的方法等によ
って形成することができる。形成方法は背面電極材料との適性を考慮して適宜選択すれば
よい。例えば、背面電極の材料として２種以上の金属等を用いる場合には、その材料を同
時又は順次にスパッタして形成できる。
【００９３】
　背面電極のパターニングはフォトリソグラフィー等による化学的エッチング、レーザー
等を用いた物理的エッチング等により行うことができる。また、マスクを用いた真空蒸着
やスパッタリング、リフトオフ法、印刷法等によりパターニングしてもよい。
【００９４】
　背面電極の形成位置は発光素子の用途及び目的に応じて適宜選択してよいが、有機層上
に形成するのが好ましい。このとき背面電極は有機層の表面全体に形成しても一部のみに
形成してもよい。また、背面電極と有機層との間にアルカリ金属又はアルカリ土類金属の
フッ化物等からなる誘電体層を０．１～５ｎｍの厚みで設置してもよい。誘電体層は真空
蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等により形成することができる。
【００９５】
　背面電極の厚みはその材料に応じて適宜選択すればよいが、通常１０ｎｍ～５μｍであ
り、好ましくは５０ｎｍ～１μｍである。背面電極は透明であっても不透明であってもよ
い。透明背面電極は、上述した材料の層を１～１０ｎｍの厚みに薄く製膜し、更にＩＴＯ
やＩＺＯ等の透明導電性材料を積層して形成してよい。
【００９６】
　（Ｄ）発光層
　本発明の有機電界発光素子において、発光層は燐光発光性化合物を含有することが好ま
しい。本発明で用いる燐光発光性化合物は、三重項励起子から発光することができる化合
物であれば特に限定されることはない。燐光発光性化合物としては、オルトメタル化錯体
又はポルフィリン錯体を用いるのが好ましく、オルトメタル化錯体を用いるのがより好ま
しい。ポルフィリン錯体の中ではポルフィリン白金錯体が好ましい。燐光発光性化合物は
単独で使用しても２種以上を併用してもよい。
【００９７】
　本発明でいうオルトメタル化錯体とは、山本明夫著「有機金属化学　基礎と応用」，　
１５０頁及び２３２頁，　裳華房社（１９８２年）、Ｈ．　Ｙｅｒｓｉｎ著「Ｐｈｏｔｏ
ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈｏｔｏｐｈｙｓｉｃｓ　ｏｆ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉ
ｏｎ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」，　７１～７７頁及び１３５～１４６頁，　Ｓｐｒｉｎｇｅ
ｒ－Ｖｅｒｌａｇ社（１９８７年）等に記載されている化合物群の総称である。オルトメ
タル化錯体を形成する配位子は特に限定されないが、２－フェニルピリジン誘導体、７，
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８－ベンゾキノリン誘導体、２－（２－チエニル）ピリジン誘導体、２－（１－ナフチル
）ピリジン誘導体又は２－フェニルキノリン誘導体であるのが好ましい。これら誘導体は
置換基を有してもよい。また、これらのオルトメタル化錯体形成に必須の配位子以外に他
の配位子を有していてもよい。オルトメタル化錯体を形成する中心金属としては、遷移金
属であればいずれも使用可能であり、本発明ではロジウム、白金、金、イリジウム、ルテ
ニウム、パラジウム等を好ましく用いることができる。中でもイリジウムが特に好ましい
。このようなオルトメタル化錯体を含む有機層は、発光輝度及び発光効率に優れている。
オルトメタル化錯体については、特願２０００－２５４１７１号の段落番号０１５２～０
１８０にもその具体例が記載されている。
【００９８】
　本発明で用いるオルトメタル化錯体は、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，３０，１６８５，１
９９１、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，２７，３４６４，１９８８、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．
，３３，５４５，１９９４、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｉｍ．Ａｃｔａ，１８１，２４５，１９９
１、Ｊ．Ｏｒｇａｎｏｍｅｔ．Ｃｈｅｍ．，３３５，２９３，１９８７、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈ
ｅｍ．Ｓｏｃ．，１０７，１４３１，１９８５等に記載の公知の手法で合成することがで
きる。
【００９９】
　発光層中の燐光発光性化合物の含有量は特に制限されないが、例えば０．１～７０質量
％であり、１～２０質量％であるのが好ましい。燐光発光性化合物の含有量が０．１質量
％未満であるか、又は７０質量％を超えると、その効果が十分に発揮されない場合がある
。
【０１００】
　本発明において、発光層は必要に応じてホスト化合物、正孔注入材料、電子注入材料、
電気的に不活性なポリマーバインダー等を含有してもよい。
【０１０１】
　上記ホスト化合物とは、その励起状態から燐光発光性化合物へエネルギー移動が起こり
、その結果、該燐光発光性化合物を発光させる化合物である。その具体例としては、カル
バゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、
イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導
体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、ス
チリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体
、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリ
デン化合物、ポルフィリン化合物、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジ
フェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレ
ニリデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレンペリレン等の複素環テト
ラカルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、８－キノリノール誘導体の金属錯体、メタ
ルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾール等を配位子とする金属錯体、
ポリシラン化合物、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）誘導体、アニリン共重合体、チオフ
ェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニ
レン誘導体、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等が挙げられる。ホ
スト化合物は１種単独で使用しても２種以上を併用してもよい。
【０１０２】
　正孔注入材料は陽極から正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、及び陰極から注入
された電子を障壁する機能のいずれかを有しているものであれば特に限定されず、低分子
材料であっても高分子材料であってもよい。その具体例としては、カルバゾール誘導体、
トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導
体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、フェニレンジ
アミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセ
ン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体
、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリデン化合物、ポル
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フィリン化合物、ポリシラン化合物、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）誘導体、アニリン
共重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子、ポリチオフェン誘
導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等
が挙げられる。これらは単独で使用しても２種以上を混合して使用してもよい。
【０１０３】
　電子注入材料は陰極から電子を注入する機能、電子を輸送する機能、及び陽極から注入
された正孔を障壁する機能のいずれかを有しているものであれば特に限定されず、例えば
トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、フルオレノン誘導
体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピ
ランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタン誘導体、ジスチ
リルピラジン誘導体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無水物、フタロシ
アニン誘導体、８－キノリノール誘導体の金属錯体、メタロフタロシアニン、ベンゾオキ
サゾールやベンゾチアゾール等を配位子とする金属錯体、アニリン共重合体、チオフェン
オリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン
誘導体、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体等が使用可能である。
【０１０４】
　ポリマーバインダーとしては、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポ
リメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリスルホン、ポ
リフェニレンオキシド、ポリブタジエン、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、
ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ＡＢＳ樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂
、不飽和ポリエステル、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、ポリビニルブチラ
ール、ポリビニルアセタール等が使用可能である。ポリマーバインダーを含有する発光層
は、湿式製膜法によって、容易にかつ大面積に塗布形成することができる。
【０１０５】
　発光層の厚みは１０～２００ｎｍとするのが好ましく、２０～８０ｎｍとするのがより
好ましい。厚みが２００ｎｍを超えると駆動電圧が上昇する場合があり、１０ｎｍ未満で
あると発光素子が短絡する場合がある。
【０１０６】
　（Ｅ）電子注入層
　本発明の発光素子は、必要に応じて上述した電子注入材料からなる電子注入層を有して
よい。電子注入層は上述のポリマーバインダーを含有してもよい。電子注入層の厚みは１
０～２００ｎｍとするのが好ましく、２０～８０ｎｍとするのがより好ましい。厚みが２
００ｎｍ以下であることによって駆動電圧が上昇することを抑制でき、１０ｎｍ以上であ
ると発光素子が短絡することを抑制できる。
【０１０７】
　（Ｆ）正孔注入層
　本発明の発光素子は、必要に応じて上述した正孔注入材料からなる正孔注入層を有して
よい。正孔注入層は上述のポリマーバインダーを含有してもよい。ただし、上記したよう
に、正孔注入層は本発明の導電性硬化膜であることが好ましく、このような導電性硬化膜
は、本発明の導電性ポリマー組成物を用いて膜を形成し、該膜に硬化エネルギーを与える
ことによって得られるのが好ましい。正孔注入層の厚みは１０～２００ｎｍとするのが好
ましく、２０～８０ｎｍとするのがより好ましい。厚みが２００ｎｍ以下であることによ
って駆動電圧が上昇することを抑制でき、１０ｎｍ以上であると発光素子が短絡すること
を抑制できる。
【０１０８】
　（Ｇ）その他
　本発明の発光素子は、特開平７－８５９７４号、同７－１９２８６６号、同８－２２８
９１号、同１０－２７５６８２号、同１０－１０６７４６号等に記載の保護層を有してい
てもよい。保護層は発光素子の最上面に形成する。ここで最上面とは、基材、透明電極、
有機層及び背面電極をこの順に積層する場合には背面電極の外側表面を指し、基材、背面
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電極、有機層及び透明電極をこの順に積層する場合には透明電極の外側表面を指す。保護
層の形状、大きさ、厚み等は特に限定されない。保護層をなす材料は、水分や酸素等の発
光素子を劣化させ得るものが素子内に侵入又は透過するのを抑制する機能を有しているも
のであれば特に限定されず、酸化ケイ素、二酸化ケイ素、酸化ゲルマニウム、二酸化ゲル
マニウム等が使用できる。
【０１０９】
　保護層の形成方法は特に限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、反応性ス
パッタリング法、分子センエピタキシ法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティ
ング法、プラズマ重合法、プラズマＣＶＤ法、レーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、コーティ
ング法等が適用できる。
【０１１０】
〔封止〕
　また、有機電界発光素子には水分や酸素の侵入を防止するための封止層を設けるのが好
ましい。封止層を形成する材料としては、テトラフルオロエチレンと少なくとも１種のコ
モノマーとの共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合体、ポリエチレン
、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリユリア、ポリテトラフ
ルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、
クロロトリフルオロエチレン又はジクロロジフルオロエチレンと他のコモノマーとの共重
合体、吸水率１％以上の吸水性物質、吸水率０．１％以下の防湿性物質、金属（Ｉｎ、Ｓ
ｎ、Ｐｂ、Ａｕ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｔｌ、Ｎｉ等）、金属酸化物（ＭｇＯ、ＳｉＯ、Ｓ
ｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＧｅＯ、ＮｉＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、Ｆｅ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、ＴｉＯ

２等）、金属フッ化物（ＭｇＦ２、ＬｉＦ、ＡｌＦ３、ＣａＦ２等）、液状フッ素化炭素
（パーフルオロアルカン、パーフルオロアミン、パーフルオロエーテル等）、該液状フッ
素化炭素に水分や酸素の吸着剤を分散させたもの等が使用可能である。
【０１１１】
　本発明の有機電界発光素子は、陽極と陰極との間に直流（必要に応じて交流成分を含ん
でもよい）電圧（通常２ボルト～１５ボルト）、又は直流電流を印加することにより、発
光を得ることができる。
【０１１２】
　本発明の有機電界発光素子の駆動方法については、特開平２－１４８６８７号、同６－
３０１３５５号、同５－２９０８０号、同７－１３４５５８号、同８－２３４６８５号、
同８－２４１０４７号の各公報、特許第２７８４６１５号、米国特許５８２８４２９号、
同６０２３３０８号の各明細書、等に記載の駆動方法を適用することができる。
【実施例】
【０１１３】
　以下に実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、試薬
、物質量とその割合、操作等は本発明の主旨から逸脱しない限り適宜変更することができ
る。従って本発明の範囲は以下の具体例に制限されるものではない。
【０１１４】
（正孔注入層用塗布液Ｅ１～Ｅ４，Ｒ１の調製）
　ナフィオン（登録商標）（ＤＥ５２１）水性コロイド状分散液（５．０％）の６０ｇ、
脱イオン水２４０ｇ、及び、過硫酸ナトリウム１．０ｇを５００ｍＬのセパラブルフラス
コへ量り入れ、Ｎ２フローしながら１時間撹拌した。次に、硫酸鉄（ＩＩＩ）ｎ水和物（
和光純薬製、０９１－０２８３２）を３５０μｇ添加した。更に、３，４－エチレンジオ
キシチオフェン１．５ｇを添加し、４時間撹拌した。
　イオン交換樹脂「レバチット」（登録商標）Ｓ１００（ランクセス社製）の１０ｇ、及
び、イオン交換樹脂「レバチット」（登録商標）ＭＰ６２ＷＳ（ランクセス社製）の１０
ｇを加え、１時間撹拌することによって反応を停止させた。２つのイオン交換樹脂は、先
ず、使用前に水に何の色もなくなるまで別々に脱イオン水で洗浄した。
　ろ過により、イオン交換樹脂を分離し、ＰＥＤＯＴ（ポリ（３，４－エチレンジオキシ
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チオフェン））／ナフィオンの水分散液を得た。
【０１１５】
　得られた水分散液に１Ｎの塩酸を添加し、遠心分離処理後、固形分を回収し、脱イオン
水を添加し、再度遠心分離処理を施すことによって、ポリ（３，４－エチレンジオキシチ
オフェン）（ＰＥＤＯＴ）と酸ポリマー（以下、フッ素ポリマー１とも言う）とを含有す
るスラリーを回収した。なお、フッ素ポリマー１は、上記第１ポリマーに相当する。
【０１１６】
　このスラリーと、表１に示す硬化剤と、あらかじめモレキュラーシーブス　３Ａ　１/
８（和光純薬製）を用いて脱水処理をした非水系溶剤（イソプロパノールとエチレングリ
コールとの９：１混合溶剤）とを、それぞれ混合することにより、固形分２０質量％の正
孔注入層用塗布液Ｅ１～Ｅ３，Ｒ１を調製した。
　また、上記スラリーと、あらかじめモレキュラーシーブス　３Ａ　１/８（和光純薬製
）を用いて脱水処理をした非水系溶剤（イソプロパノールとエチレングリコールとの９：
１混合溶剤）と、ポリビニルアルコール水溶液（ＰＶＡ－２１７、クラレ製、固形分１０
質量％）とを混合することにより、固形分２０質量％の正孔注入層用塗布液Ｅ４を調製し
た。
　正孔注入層用塗布液Ｅ１～Ｅ４，Ｒ１の各成分の種類、及び、塗布液の全固形分に対す
る含有量を表１に示す。
【０１１７】
【表１】

【０１１８】
（正孔注入層用塗布液Ｒ２）
　ＣＬＥＶＩＯＳ社製のＣＬＥＶＩＯＳ　ＡＩ　Ｐ　４０８３（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳの１
．２質量％水分散液）にイソプロパノールを１０質量％添加したものを正孔注入層用塗布
液Ｒ２とした。ここで、正孔注入層用塗布液Ｒ２の全固形分に対するＰＥＤＯＴ（ポリ（
３，４－エチレンジオキシチオフェン））の濃度は１４．３質量％であり、ＰＳＳ（ポリ
（スチレンスルホネート））の濃度は８５．７質量％である。なお、正孔輸注入層用塗布
液Ｒ２には硬化剤は含まれていない。
【０１１９】
（発光層用塗布液１の調製）
　イリジウム錯体（Ｉｒ（ｐｐｙ）３）を０．１５質量％、下記化合物１を２．８５質量
％、溶媒としてのＮＭＰ／２－ｎ－ブトキシエタノール（質量比６／４）を９７質量％で
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混合し、発光層用塗布液１を得た。　
【０１２０】
（発光層用塗布液２の調製）
　イリジウム錯体（下記化合物２）を０．４５質量％、下記化合物３を２．５５質量％、
溶媒としてトルエン９７質量％を混合し、発光層用塗布液２を得た。
【０１２１】
（正孔注入層用塗布液Ｅ５の調製）
　ナフィオン（登録商標）（ＤＥ５２０）水性コロイド状分散液（５．０質量％）の６０
ｇ、脱イオン水２４０ｇ、及び、過硫酸ナトリウム１．０ｇを５００ｍＬのセパラブルフ
ラスコへ量り入れ、Ｎ２フローしながら１時間撹拌した。次に、硫酸鉄（ＩＩＩ）ｎ水和
物（和光純薬製、０９１－０２８３２）を３５０μｇ添加した。更に、３，４－エチレン
ジオキシチオフェン１．２ｇとピロール０．３ｇを添加し、４時間撹拌した。
　イオン交換樹脂「レバチット」（登録商標）Ｓ１００の１０ｇ、及び、イオン交換樹脂
「レバチット」（登録商標）ＭＰ６２ＷＳの１０ｇを加え、１時間撹拌することによって
反応を停止させた。２つのイオン交換樹脂は、先ず、使用前に水に何の色もなくなるまで
別々に脱イオン水で洗浄した。
　ろ過により、イオン交換樹脂を分離し、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン／
ピロール）／ナフィオンの水分散液を得た。
【０１２２】
　得られた水分散液に１Ｎの塩酸を添加し、遠心分離処理後、固形分を回収し、脱イオン
水を添加し、再度遠心分離処理を施すことによって、ポリ（３，４－エチレンジオキシチ
オフェン／ピロール）と酸ポリマー（以下、フッ素ポリマー２とも言う）とを含有するス
ラリーを回収した。なお、フッ素ポリマー２は、上記第１ポリマーに相当する。
【０１２３】
　このスラリーと、フェネチルトリメトキシシランと、あらかじめモレキュラーシーブス
　３Ａ　１/８（和光純薬製）を用いて脱水処理をした非水系溶剤（イソプロパノールと
エチレングリコールとの９：１混合溶剤）とを、それぞれ混合することにより、固形分２
０質量％の正孔注入層用塗布液Ｅ５を調製した。
【０１２４】
（正孔注入層用塗布液Ｅ６の調製）
　ナフィオン（登録商標）（ＤＥ５２０）水性コロイド状分散液（５．０％）の６０ｇ、
脱イオン水２４０ｇ、及び、過硫酸ナトリウム１．０ｇを５００ｍＬのセパラブルフラス
コへ量り入れ、Ｎ２フローしながら１時間撹拌した。次に、硫酸鉄（ＩＩＩ）ｎ水和物（
和光純薬製、０９１－０２８３２）を３５０μｇ添加した。更に、３，４－エチレンジオ
キシチオフェン１．２ｇとチオフェン０．３ｇを添加し、４時間撹拌した。
　イオン交換樹脂「レバチット」（登録商標）Ｓ１００の１０ｇ、及び、イオン交換樹脂
「レバチット」（登録商標）ＭＰ６２ＷＳの１０ｇを加え、１時間撹拌することによって
反応を停止させた。２つのイオン交換樹脂は、先ず、使用前に水に何の色もなくなるまで
別々に脱イオン水で洗浄した。
　ろ過により、イオン交換樹脂を分離し、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン／
チオフェン）／ナフィオンの水分散液を得た。
【０１２５】
　得られた水分散液に１Ｎの塩酸を添加し、遠心分離処理後、固形分を回収し、脱イオン
水を添加し、再度遠心分離処理を施すことによって、ポリ（３，４－エチレンジオキシチ
オフェン／チオフェン）と酸ポリマー（フッ素ポリマー２）とを含有するスラリーを回収
した。
【０１２６】
　このスラリーと、フェネチルトリメトキシシランと、あらかじめモレキュラーシーブス
　３Ａ　１/８（和光純薬製）を用いて脱水処理をした非水系溶剤（イソプロパノールと
エチレングリコールとの９：１混合溶剤）とを、それぞれ混合することにより、固形分２
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０質量％の正孔注入層用塗布液Ｅ６を調製した。　
【０１２７】
　正孔注入層用塗布液Ｅ５，Ｅ６の各成分の種類、及び、塗布液の全固形分に対する含有
量を表２に示す。　
【０１２８】
【表２】

【０１２９】
〔実施例１〕
　２５ｍｍ×２５ｍｍ×０．７ｍｍのガラス基板上にＩＴＯを１５０ｎｍの厚さで蒸着し
製膜したものを透明支持基板とした。この透明支持基板をエッチング、洗浄した。
　このＩＴＯガラス基板上に、正孔注入層用塗布液Ｅ１をスピンコートした後、１００℃
のホットプレートに１０分間載せ、次いで、１５０℃で３０分オーブン乾燥することによ
り、正孔注入層とした（膜厚約４０ｎｍ）。
　この上に上記発光層用塗布液１をスピンコートし、発光層とした（膜厚約４０ｎｍ）。
　次いで、その上に、真空蒸着法にてＢＡｌｑを膜厚４０ｎｍに蒸着し電子注入層とした
。
　そして、この上にフッ化リチウムを１ｎｍ蒸着し、更に金属アルミニウムを７０ｎｍ蒸
着し、陰極とした。
　作製した積層体を、アルゴンガスで置換したグロ－ブボックス内に入れ、ステンレス製
の封止缶及び紫外線硬化型の接着剤（ＸＮＲ５５１６ＨＶ、長瀬チバ（株）製）を用いて
封止して、実施例１の有機電界発光素子を作製した。
【０１３０】
〔実施例２〕
　正孔注入層用塗布液Ｅ１を正孔注入層用塗布液Ｅ２に代えた以外は、実施例１と同様と
することにより、実施例２の有機電界発光素子を作製した。
【０１３１】
〔実施例３〕
　正孔輸注入用塗布液Ｅ１を正孔注入層用塗布液Ｅ３に代えた以外は、実施例１と同様と
することにより、実施例３の有機電界発光素子を作製した。
【０１３２】
〔実施例４〕
　正孔注入層用塗布液Ｅ１を正孔注入層用注入液Ｅ４に代えた以外は、実施例１と同様と
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することにより、実施例４の有機電界発光素子を作製した。
【０１３３】
〔実施例５〕
　発光層塗布液２を用いた以外には、実施例１と同様に有機電界発光素子を作製した。
【０１３４】
〔実施例６〕
　正孔注入層用塗布液Ｅ１を正孔注入層用塗布液Ｅ５に代えた以外は、実施例１と同様に
有機ＥＬ素子を作製した。
【０１３５】
〔実施例７〕
　正孔注入層用塗布液Ｅ１を正孔注入層用塗布液Ｅ６に代えた以外は、実施例１と同様に
有機ＥＬ素子を作製した。
【０１３６】
〔比較例１〕
　正孔注入層用塗布液Ｅ１を正孔注入層用塗布液Ｒ１に代えた以外は、実施例１と同様と
することにより、比較例１の有機電界発光素子を作製した。
【０１３７】
〔比較例２〕
　正孔注入層用塗布液Ｅ１を正孔注入層用塗布液Ｒ２に代えた以外は、実施例１と同様と
することにより、比較例２の有機電界発光素子を作製した。
【０１３８】
〔比較例３〕
　発光層塗布液２を用いた以外には、比較例１と同様に有機電界発光素子を作製した。
【０１３９】
　以下に実施例及び比較例の有機電界発光素子に使用した化合物等を示す。
【０１４０】
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【化４】

【０１４１】
（性能評価）
（１）耐溶剤性
　発光層を塗布前後の正孔注入層の膜厚変化を、触針式段差・表面形状測定装置ＸＰ－２
００（ＡＭＢｉＯＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ製）を用いて、測定した。結果を表
２に示す。評価基準は以下の通りである。
　　○：正孔注入層の膜厚変化なし。
　　×：正孔注入層の溶解、若しくは膜厚の減少。
【０１４２】
（２）耐久性
　初期の発光輝度５００ｃｄ/ｍ２で、室温において、有機電界発光素子に定電流を印加
して連続的に駆動を行い、実施例１の有機電界発光素子の発光輝度が１/２に低下するま
での時間を測定し、実施例１を基準として、比較対象を行った。結果を表２に示す。評価
基準は以下の通りである。
　　○：実施例１の有機電界発光素子の発光輝度が１/２に低下するまでの時間の１倍以
上
　　△：実施例１の有機電界発光素子の発光輝度が１/２に低下するまでの時間の０．５
倍～１倍未満
　　×：実施例１の有機電界発光素子の発光輝度が１/２に低下するまでの時間の０．５
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倍より短い
【０１４３】
（評価結果）
　得られた結果を表３に示した。
【０１４４】
【表３】

【０１４５】
　評価の結果、実施例１～７の有機電界発光素子は、高い耐溶剤性及び高い耐久性を有す
ることが分かった。特に、硬化剤として一般式Ｓｉ(Ｒ１)３(Ｒ２)で表されるケイ素化合
物を使用した実施例１～３、５～７の有機電界発光素子は、正孔注入層用塗布液の溶剤の
ほとんどの量を非水系溶剤が占めるので（塗布液中の水の量を非常に少なくできるので）
、より高い耐久性を有することが分かった。　
【０１４６】
＜Ｉｒ元素及びＦ元素の膜厚プロファイル測定＞
　なお、実施例５及び比較例３について、Ｘ線光電子分析装置（ＥＳＣＡ－ＸＰＳ）によ
ってＩｒ元素及びＦ元素の膜厚プロファイル測定を行った。
　即ち、Ｘ線光電子分光分析装置ＳＳＸ－１００（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製）を用い、実施例５及び比較例３について、正孔注入層及び発
光層に含有されるＩｒ元素、Ｆ元素の膜厚方向の含有率変化（膜厚プロファイル）を測定
し、得られたプロファイルを、それぞれ、図２及び図３として示した。
　図２及び図３において、２点鎖線は、発光層と正孔注入層との界面を示す。
　実施例５では５０倍に拡大したＩｒ元素のプロファイルとＦ元素のプロファイルのピー
クが分離しているのに対し、比較例３では、Ｉｒ元素とＦ元素のピークが近接し、発光層
と正孔注入層が混合しているのが示唆された。
　このように、本発明の導電性ポリマー組成物を使用して得られた導電性硬化膜において
は、正孔注入層と発光層の混合を抑制でき、有機溶剤に対する耐性を向上できることが確
認された。
【０１４７】
〔実施例８〕
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（発光層用塗布液Ａの調製）
　イリジウム錯体（Ｆｉｒｐｉｃ）を０．１５質量％、下記化合物４を２．８５質量％、
溶媒としての２－ブタノンを９７質量％で混合し、発光層用塗布液Ａを得た。
【０１４８】
【化５】

【０１４９】
（有機電界発光素子の作製）
　発光層用塗布液Ａを用いた以外には、実施例１と同様に有機電界発光素子Ａを作製した
。この素子に通電したところ、水色のＥＬ発光が観測された。
【０１５０】
〔実施例９〕
（発光層用塗布液Ｂの調製）
　イリジウム錯体（化合物５）を０．１５質量％、下記化合物６を２．８５質量％、溶媒
としてトルエン９７質量％を混合し、発光層用塗布液Ｂを得た。
【０１５１】

【化６】

【０１５２】
（有機電界発光素子の作製）
　発光層用塗布液Ｂを用いた以外には、実施例１と同様に有機電界発光素子Ｂを作製した
。この素子に通電したところ、赤色のＥＬ発光が観測された。
【０１５３】
〔実施例１０〕
（発光層用塗布液Ｃの調製）
　イリジウム錯体（化合物７）を０．１５質量％、下記化合物８を２．８５質量％、溶媒
として２－ブタノン９７質量％を混合し、発光層用塗布液Ｃを得た。
【０１５４】
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【化７】

【０１５５】
（有機電界発光素子の作製）
　発光層用塗布液Ｃを用いた以外には、実施例１と同様に有機電界発光素子Ｃを作製した
。この素子に通電したところ、赤色のＥＬ発光が観測された。
【符号の説明】
【０１５６】
１・・・基材
２・・・透明電極
３・・・有機層
４・・・背面電極
５・・・透明電極リード
６・・・背面電極リード
７・・・発光積層体
８・・・封止剤（接着剤）
９・・・封止部材
１０・・・空間
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