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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機層を有する発光素子であって、基板上の基底接触部と上部接触部との間に複数の層
を含み、ポリマーからなるポリマー層と、真空中で蒸着された小さな分子からなる分子層
とを有する発光素子であって、
　少なくとも１つのポリマー層すなわち放射層と、２つの分子層、すなわちドープされた
輸送分子層つまり電子輸送分子層、およびドープされていない中間層とを備えており、
　上部接触部がカソードであり、上部接触部に隣接する輸送層は、主となる有機性の物質
を含みかつ有機性または無機性の電子供与型ドーパントによってｎ型ドープされた電子輸
送分子層であり、上記電子供与型ドーパントのモル質量は、２００ｇ／ｍｏｌよりも大き
く、かつ、イオン化ポテンシャルは、４．１ｅＶよりも小さく、
　上記ドープされた層が、１×１０－７Ｓ／ｃｍ～１×１０－３Ｓ／ｃｍの範囲の導電性
を有することを特徴とする発光素子。
【請求項２】
　上記輸送分子層は電子輸送分子層であり、ホール輸送層と上記放射層とが１つのポリマ
ー層として形成されていることを特徴とする請求項１に記載の発光素子。
【請求項３】
　上記輸送分子層は電子輸送分子層であり、ホール輸送層と上記放射層とが２つ以上のポ
リマー層として形成されていることを特徴とする請求項１に記載の発光素子。
【請求項４】
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　ドープされた唯１つの分子層が形成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれ
か１項に記載の発光素子。
【請求項５】
　上記ドープされた分子層のマトリックス材料が、ドープされていない中間層のマトリッ
クス材料と同じであることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項６】
　上記基底接触部上に、１つ以上のドープされているまたはドープされていない分子層が
形成されており、その上の、基底接触部とは反対の側に、１つ以上のポリマー層が形成さ
れていることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項７】
　ポリマー層が形成されており、このポリマー層の、基底接触部に面する側と、上部接触
部に面する側との双方に、各１つの分子層が境を接していることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の発光素子。
【請求項８】
　上記接触部は透明であることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の発光素
子。
【請求項９】
　接続層によって相互に電気的に接続されている同じ発光素子の多重構造を含むことを特
徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１０】
　上記接続層には、接触部が備えられており、この接触部を介して接続層を駆動できるこ
とを特徴とする請求項９に記載の発光素子。
【請求項１１】
　上記接続層および／または接触部が、透明に形成されていることを特徴とする請求項９
または１０に記載の発光素子。
【請求項１２】
　上記電子輸送分子層中の電子供与型ドーパントが、タングステン水車［Ｗ２（ｈｐｐ）

４］であり、ｈｐｐ＝１，３，４，６，７，８－ヘクサヒドロ－２Ｈ－ピリミド［１，２
－ａ］－ピリミジンであることを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の発光
素子。
【請求項１３】
　上記ドープされた層が、１×１０－６Ｓ／ｃｍ～５×１０－５Ｓ／ｃｍの範囲の導電性
を有することを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１４】
　上記ドープされていない中間層の導電性が、大きくともドープされている層の導電性の
１／２であることを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１５】
　上記ドープされた層が、４０ｎｍ～５００ｎｍの範囲の厚みを有することを特徴とする
請求項１～１４のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１６】
　上記のドープされた層が、５０ｎｍ～３００ｎｍの範囲の厚みを有することを特徴とす
る請求項１～１５のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１７】
　上記ドープされていない中間層が、２ｎｍ～３０ｎｍの厚みを有することを特徴とする
請求項１～１６のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１８】
　上記ドープされていない中間層が、５ｎｍ～１５ｎｍの厚みを有することを特徴とする
請求項１～１７のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項１９】
　上記ドープされていない中間層が、上記ドープされた層よりも薄く形成されていること
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を特徴とする１～１８のいずれか１項に記載の発光素子。
【請求項２０】
　上記ドーパントが有機ドーパントの場合は、ドーパント濃度が１：１０００～１：２０
の範囲内にあり、上記ド－パントが無機ドーパントの場合は、ドーパント濃度が１：１０
００～３：１の範囲内にあることを特徴とする請求項１～１９のいずれか１項に記載の発
光素子。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載の発光素子の製造方法であって、
　基板上に基底接触部、複数の層、上部接触部を順に形成し、該複数の層の少なくとも１
つをポリマー層として形成し、該複数の層の少なくとも１つを分子層として蒸着し、該分
子層をドーピングすることを特徴とする製造方法。
【請求項２２】
　上記分子層のドーピングを、真空中で、２つの別々に制御されている源からの混合気化
として行なうことを特徴とする請求項２１に記載の製造方法。
【請求項２３】
　上記ドーパントの前駆体であり、気化プロセスの間にドーパントを形成する原材料を、
真空中で気化することにより、上記前駆体から上記ドーパントを生成することを特徴とす
る請求項２１または２２に記載の製造方法。
【請求項２４】
　上記ドーパントが有機ドーパントの場合は、ドーパント濃度が１：１０００～１：２０
の範囲内にあり、上記ドーパントが無機ドーパントの場合は、ドーパント濃度が１：１０
００～３：１の範囲内にあることを特徴とする請求項２１～２３のいずれか１項に記載の
製造方法。
【請求項２５】
　上記ポリマー層の形成を、インクジェット印刷の原理に基づいて行なうことを特徴とす
る請求項２１～２４のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項２６】
　多色ＯＬＥＤを製造するために、インクジェット印刷の原理を利用して、赤、緑、青の
画素が隣接して生じるように、上記放射層を側方パターン化することを特徴とする請求項
２５に記載の製造方法。
【請求項２７】
　上記発光素子の全ての層の厚みが、０．１ｎｍ～１μｍの範囲であることを特徴とする
請求項２１～２６のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項２８】
　上記ポリマー層の少なくとも１つを、溶液からなる混合層を形成すること、または、ポ
リマー層ヘドーパントを連続的に拡散しながら上記材料を連続的に形成することによって
製造し、かつドーピングすることを特徴とする請求項２１～２７のいずれか１項に記載の
製造方法。
【請求項２９】
　電子輸送分子層中に、電子供与型ドーパントとして、ｈｐｐ＝１，３，４，６，７，８
－ヘクサヒドロ－２Ｈ－ピリミド－［１，２－ａ］－ピリミジンであるタングステン水車
［Ｗ２（ｈｐｐ）４］を使用することを特徴とする請求項２１～２８のいずれか１項に記
載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機層を有する発光素子に関するものである。特に、基板上の基底接触部（
Grundkontakt)と上部接触部(Deckkontakt)との間に複数の層を含み、ポリマーからなるポ
リマー層として形成された層と、真空中で形成された小さな分子からなる分子層として形
成された層とを含む、有機発光ダイオードに関するものである。
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【０００２】
　さらに、本発明は、基板上に基底接触部を形成し、その後、複数の層を形成し、最後に
、上部接触部を形成する、発光ダイオードの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　有機発光ダイオードは、タン（Tang）らが、非特許文献１で低作動電圧（niedriger Ar
beitsspannungen）を実証して以来、大面積ディスプレイおよび他の用途（例えば、照明
素子）に応用可能な発光素子として、注目されている。有機発光ダイオードは、有機材料
からなる一連の薄い（一般的には、１ｎｍ～１μｍ）層（有機層）を有している。なお、
上記有機材料が低分子材料であるときは、真空中で有機材料を小さな分子の形状で蒸着す
ることで有機層（有機分子層）を形成することが好ましい。その結果、いわゆるＯＬＥＤ
（Organic Light Emitting Diode）が形成される。一方上記有機材料として高分子（ポリ
マー）材料を用いた発光ダイオード（ＰＬＥＤ（Polymer Light Emitting Diode））は、
溶液を用いたスピンコート（aufgeschleudert）か、圧着か、または、他の適切な方法で
形成される。発光ダイオードでは、外部から電圧が印加され、接触部から接触部の間に存
在する有機層へ電荷担体（陰極からは電子、陽極からはホール）が注入されることにより
、活性層において励起子（電子－ホール対）が形成され、これら励起子の発光再結合（st
rahlenden Rekombination）が起こる結果、光が放射される。
【０００４】
　通常、ＰＬＥＤは、基板、アノード（陽極）、ホール輸送・注入層（ホール輸送層）、
活性ポリマー層（活性層、つまり放射層）、およびカソード（陰極）を、この順に積層し
た構造を基本構造として有する。
【０００５】
　上記基板としては、例えば、ガラス等の透明な材料が用いられる。上記アノードとして
は、透明なもの、主にインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）が使われることが多い。上記ホール
輸送・注入層は、ポリマー層であり大抵は、ＰＥＤＯＴ（ポリエチレンジオキシチオフェ
ン）あるいはＰＳＳ（ポリスチレンスルホン酸塩）またはＰＡＮＩ－ＰＳＳのような添加
物を含むポリアニリンからなる。上記ホール輸送・注入層は、アノードから供給されるホ
ールを輸送し、活性ポリマー層に注入する。またカソードは、多くの場合、バリウムやカ
ルシウムのような低い仕事関数を有する金属からなり、活性ポリマー層に電子を供給する
。上記アノードから供給されたホールと、上記カソードから供給された電子は、上記活性
ポリマー層で励起子を形成し、その結果として光が放射される。ポリマー層（ホール輸送
・注入層および活性ポリマー層）は、水中または溶媒中の液状の溶質から製造される。接
触部（アノードおよびカソード）は、一般的に、真空プロセスによって製造される。
【０００６】
　このようなＰＬＥＤの構造は、例えばディスプレイ等に応用するとき、ポリマー層を製
造するプロセス、とりわけ、ＰＬＥＤを簡単に側方パターン化（laterale Strukturierun
g）できるプロセス、例えばインク噴出（インクジェット（Ink-Jet））印刷等、が多様で
ある点で優れている。上記インク噴出印刷では、３色の異なるポリマーを、所定の位置に
印刷する。その結果、相互に隣り合って配置されている様々な発色の領域が生じる。
【０００７】
　しかしこのようなＰＬＥＤは、２つ以上の様々なポリマー層を形成することが困難な場
合があるという不利点を有する。これは、ポリマーの溶媒が相互に影響しないように、す
なわち、ポリマー層の土台となる材料を侵食しないように、ポリマーの溶媒を選択する必
要があるからである。このことは、放射ポリマー（emittierende Polymer）が、同時に、
カソードからの電子注入および電子輸送にも適している必要があること、すなわち、材料
選択とトランジスタ構造最適化（Strukturoptimierung）とを強く制限する条件を意味す
る。
【０００８】
　さらに、任意の材料系（Materialsystem）に対して、その一連の構造を変更しにくくな
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る、つまり、上記した構造では、構造を変更する場合、アノードから積層を開始しなけれ
ばならないという問題がある。このことは、スイッチング素子としてｎチャネルトランジ
スタを有するアクティブマトリックスディスプレイ基板にＰＬＥＤを集積するためには特
に不利である。透明な上部接触部は、カソードとしても、使用することが同じく困難であ
る。なぜなら、大抵は、スパッタプロセスによって上部接触部（例えば、ＩＴＯ）を製造
するからである。しかし、このスパッタプロセスは、有機材料を破壊する。ＰＬＥＤの最
上層は、放射層なので、有機発光ダイオードの光生成の効率が、それによって下がるから
である。真空中で蒸着した小さな分子を含む層を挿入することによって、スパッタ損傷に
対する耐性を向上できる。ただし、この場合も、カソードからの電子注入が問題である。
上記構造の他の問題は、バリウムまたはカルシウムのような非常に不安定な接触材料しか
、効果的な電子注入を達成できない点である。これらの材料（バリウムあるいはカルシウ
ム等）は、酸素および水によって侵食される。
【０００９】
　一方、ＯＬＥＤの有機発光ダイオードの有機分子層は、真空中で有機低分子を蒸着する
ことによって形成される。上記有機分子層を形成する有機低分子が十分に小さければ、上
記有機分子層は、熱を加えるプロセスを経ても分解されない。従って、有機低分子層の自
由な移動度（Weglaenge）が大きくなるように、真空中で上記有機低分子を気化する。
【００１０】
　接触部から有機分子層への注入を向上させる目的、およびホールあるいは電子を輸送す
る層（輸送層）の導電性を高める目的で、有機ドーパントまたは無機ドーパントを、混合
気化によって輸送層にドープしてもよい。これらドーパントは、ホールドーピングに対し
ては電子受容体として、電子ドーピングに対しては電子供与体として働く。また、例えば
電子放射線を使用するような気化プロセスを経て、前駆体材料をドーパントとする場合、
前駆体材料がドーパントを形成する限り、気化プロセスの開始時にドーパントをその最終
形状にしておく必要はない。一般的に、ドープされた層の製造は、混合（共通）気化によ
って行なわれる。
【００１１】
　ただし、ドープした輸送層に対しては、真性の（すなわち、ドープされていない）、特
定のエネルギー特性を有する中間層をさらに挿入する必要がある（特許文献１、非特許文
献２）。
【００１２】
　このように、ＯＬＥＤの構造は、ｐｉｎ－ヘテロ構造である。すなわち、基板、アノー
ド、ホール輸送・注入層、ホール側障壁層、放射層、電子側障壁層、電子輸送・注入層、
およびカソードを、この順に積層した構造を基本構造として有する。
【００１３】
　上記アノードは、透明であることが好ましく、上述したようにホールを供給する。上記
ホール輸送・注入層はｐドープされており、放射層にホールを輸送し注入する層である。
また上記ホール側障壁層は、帯位置（Bandlagen）がそれを取り囲む層の帯位置に適合し
ている物質を含む、薄い層である。上記放射層では、既に述べたように電子とホールが励
起子形成し、光を放出する。上記電子側障壁層は、その帯位置がそれを取り囲む層の帯位
置に適合している物質を含み、通常は、後述する電子輸送・注入層よりも薄い。上記電子
輸送・注入層は、ｎドープされており、電子を輸送し、上記放射層に注入する層である。
上記カソードは、通常、低い仕事関数を有する金属からなり、電子を供給する。
【００１４】
　この構造の利点は、個々の層の特性を個別に最適化できること、接触部に対して放射層
の間隔を調節しやすいこと、有機層へホールおよび電子が非常に良好に注入されること、
および、導電性のあまり良くない層の厚みが小さいことである。その結果、光生成の高い
効率を達成するとともに、作動電圧が非常に小さくなる（１００ｃｄ／ｍ２輝度あたり２
．６Ｖ未満（＜2.6Ｖ fuer 100cd/m2 Leuchtdichte））。このことは、非特許文献３に記
載されている。特許文献２および非特許文献４に記載されているように、この構造は、と
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りわけ、簡単に反転することができ、特許文献３に記載のような頂上発光(top-emittiere
nde)ＯＬＥＤまたは完全に透明なＯＬＥＤを実現できる。
【００１５】
　この構造の不利点は、様々な色のピクセルをディスプレイに形成するためのＯＬＥＤ構
造の側方パターン化を、シャドーマスクを介してしか行なえない点である。そのため、最
も小さいピクセルサイズ（５０μｍより小さなピクセル（<50μm Subpixel））に関して
制限がある。シャドーマスクプロセスは、製造時に比較的複雑なプロセスである。また小
さな分子の場合、その不溶性(Unloeslichkeit)が原因で、インクジェット印刷を使用でき
ない。
【００１６】
　特許文献４に、蒸着した障壁層とポリマーからなるホール輸送層（polymeren Loechert
ransportschicht）上の電子輸送層との使用が記載されている。この構造では、フルカラ
ーディスプレイを製造するために、ポリマー層を側方パターン化するという可能性が生じ
る。
【００１７】
　ただし、この構造では、電荷担体（ここでは、電子をカソードから分子的な電子輸送層
へ）の注入が問題である。このことは、ハイブリッドポリマーからなる低分子ＯＬＥＤ（
hybriden polymer-small molecule OLED）の作動電圧を上昇させる。
【特許文献１】独国特許ＤＥ１００５８５７８号明細書
【特許文献２】独国特許第１０１３５５１３．０号明細書
【特許文献３】独国特許第１０２１５２１０．１号明細書
【特許文献４】米国特許第２００３／０２００７３Ａ１号明細書
【非特許文献１】C. W. Tang et al., Appl. Phys. Lett. 51 (12), 913 (1987)
【非特許文献２】X. Zhou et al., Appl. Phys. Lett. 78, 410 (2001)
【非特許文献３】J. Huang et al., Appl. Phys. Lett. 80, 139-141 (2002)
【非特許文献４】X. Q. Zhou et al., Appl. Phys. Lett. 81, 922 (2002)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明は、上記の従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、良
好なパターン化可能性を維持しつつ、発光素子の構成の柔軟性と、有機層への電荷担体の
注入とを上昇させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の発光素子は、有機層を有する発光素子であって、基板上の基底接触部と上部接
触部との間に複数の層を含み、ポリマーからなるポリマー層と、真空中で蒸着された小さ
な分子からなる分子層とを有する発光素子であって、少なくとも１つのポリマー層と２つ
の分子層とを備えている。また、上部接触部がカソードであるならば、上部接触部に隣接
する輸送層は、主となる有機性の物質を含みかつ有機性または無機性の電子供与型ドーパ
ントによってドープされた電子輸送分子層であり、上記電子供与型ドーパントのモル質量
は、２００ｇ／ｍｏｌよりも大きく、上部接触部がアノードであるならば、上部接触部に
隣接する輸送層は、主となる有機性の物質を含みかつ有機性または無機性の電子受容型ド
ーパントによってドープされたホール輸送分子層であり、上記電子受容型ドーパントのモ
ル質量は、２００ｇ／ｍｏｌよりも大きい。
【００２０】
　このような分子層を組み込むことによって、シャドーマスクを特別に使用せずにポリマ
ー層を簡単にパターン化できるということは維持しつつ、層結合（Schichtenverbund）の
よりいっそう高い柔軟性を達成できる。
【００２１】
　輸送層とは、カソードまたはアノードから放射層へ、電子またはホールを注入する役割
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を担う層であり、それぞれを電子輸送層、ホール輸送層と呼ぶ。また、これらの層が低分
子有機材料からなるときは輸送分子層（電子輸送分子層およびホール輸送分子層）と呼び
、ポリマーからなるときは輸送ポリマー層（電子輸送ポリマー層およびホール輸送ポリマ
ー層）と呼ぶ。
【００２２】
　ドーパントは、モル質量が２００ｇ／ｍｏｌよりも大きく、好ましくは、４００ｇ／ｍ
ｏｌよりも大きい有機性、無機性、または金属－有機性の（metall-organischem）物質で
あることが望ましい。これは、層の活性ドーパントが、このモル質量であるかどうかに依
存している。例えば、Ｃｓ２ＣＯ３（セシウムカーボネイト、モル質量約３２４ｇ／ｍｏ
１）は、電子輸送分子層をｎドーピングするためのドーパント、すなわち電子供与体によ
ってドープするためのドーパント（電子供与型ドーパント）として、本発明においては適
していない。このようなＣｓ２ＣＯ３は、比較的安定性のある化合物である。この化合物
は、１つ以上の電子を、他の分子（マトリックス材料、つまりドーパント以外に輸送分子
層を形成する材料であり、この場合は有機分子材料）へ移動させることができなくなって
いる。ただし、６１５°Ｃ（分解温度）を上回る蒸着プロセスでは、分子状のＣｓが放出
される。この分子状のＣｓは、ドーパントとして、マトリックス材料へ電子を移動させる
ことができると考えられる。しかしながら、Ｃｓのモル質量は、約１３２ｇ／ｍｏｌであ
る。セシウムのドーパントとしての不利点は、反応性の小さな分子または原子として拡散
安定性があるようにマトリックス層に組み込まれず、有機発光素子の寿命を短くしてしま
う点である。ホール輸送分子層に、強い電子受容体をｐドーピングする場合、つまり反転
ＰＯＬＥＤ構造が、これに該当する。ｐドーピングとは、電子受容体すなわち電子受容型
ドーパントをドープすることを示す。
【００２３】
　蒸着された分子状の２つの層は、ドープされていない中間層およびドープされた輸送層
（輸送分子層）である。ドープされた輸送分子層から、ポリマーからなる放射層へ電荷担
体（電子およびホール）を注入するには、エネルギー障壁が大きすぎる。よって、ドープ
されていない中間層を挿入する必要がある。ここで、このエネルギー障壁とは、従来から
知られている、基板にポリマーからなるホール輸送層（ホール輸送ポリマー層）を有する
層構造の場合は、ポリフェニレンビニレン（ＰＰＶ）のような放射ポリマー（Emitterpol
ymere）に対する電子の注入におけるエネルギー障壁のことを指す。ドープされていない
中間層は、ドープされた輸送分子層よりもかなり薄く、そのＬＵＭＯエネルギーレベル（
ＬＵＭＯ：最低被占分子軌道）およびＨＯＭＯエネルギーレベル（ＨＯＭＯ：最高被占分
子軌道）は、ホール輸送分子層の場合、ドープされた輸送分子層と放射ポリマー層（Emis
sionspolymerschicht）（ポリマーからなる放射層）との間である必要がある。その結果
、一方では、電荷担体をより好適に放射ポリマー層（Emitterpolymerschicht）へ注入で
き、他方では、放射ポリマー層とドープされた輸送層との界面に、非放射性の（nicht-st
rahlende）再結合プロセスも生じる。通常、エネルギー障壁が高い場合、このプロセスは
、ほぼ必然的に生じる。
【００２４】
　本発明の発光素子の製造方法は、層の少なくとも１つをポリマー層として形成し、層の
少なくとも１つを分子層として蒸着し、分子層をドーピングすることを特徴とする。
【００２５】
　分子層のドーピングは、真空中で、２つの別々に制御された源からの混合気化によって
行なうことが好ましい。
【００２６】
　この場合、簡単な手段によって、ポリマー層を非常に正確に形成できる。次に、このパ
ターン化は、複雑なパターン化工程または手段を必要とすることなく、後の発光素子もパ
ターン化する。これに対し、分子層を形成することにより、通常は、存在している分解し
た溶媒が２つだけなので、ポリマー層の構成を変更することが可能となり、層の様々な構
成の組み合わせの可能性が広がる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　〔実施の形態１〕
　以下に、本発明の一実施形態について、図１および図２に基づいて説明する。図１は、
本実施形態の有機発光ダイオードの層構造を示す図である。
【００２８】
　図１に示すように、基板１に、透明な基底接触部２が、アノードとして形成されている
。この基底接触部２上に、第１のポリマー層が、ホール輸送ポリマー層３として積層され
ており、このホール輸送ポリマー層３の上に、第２のポリマー層が、放射層（放射ポリマ
ー層）４として積層されている。これら２つのポリマー層を含むこの層結合（Schichtver
bund）は、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳを含んでいる。さらに、第１の分子層が、１０ｎｍのＢＰ
ｈｅｎ（バトフェンアントロリン（Batophenanthrolin））を含む中間層５として蒸着さ
れている。その上に、電子輸送・注入層（電子輸送分子層）６として、ＢＰｈｅｎ：Ｃｓ
（モルドーピング濃度は、約１０：１～１：１）を含む第２分子層が積層されている。そ
して電子輸送分子層６の上に、アルミニウムを含む上部接触部７が積層されている。
【００２９】
　上記したＣｓ分子は、非機能的な電子(nicht zweckmaessiger Elektronen)を放出する
ドーパントであると考えられる。なぜなら、Ｃｓのモル質量が小さすぎて、拡散安定性の
あるドープされた層を生成できないからである。従って、モル質量が２００ｇ／ｍｏｌよ
り大きく、好ましくは、４００ｇ／ｍｏｌより大きく、酸化還元ポテンシャル(Redoxpote
ntial)がＣｓの範囲であるドーピング材料を用いることが好ましい。Ｃｓは、一２．９２
２Ｖの標準的酸化還元ポテンシャルと、３．８８ｅＶのイオン化エネルギー(Ionisations
energie)とを有している。ドーパントのイオン化エネルギーは、４．１ｅＶよりも低いこ
とが好ましい。
【００３０】
　このようなドーパントとして、例えば、図２に示したタングステン水車（Wolfram-Padd
lewheel）［Ｗ２（ｈｐｐ）４］が挙げられる。
【００３１】
　タングステン水車は、約３．７５ｅＶのイオン化ポテンシャルを有している。一価の負
のｈｐｐ陰イオン(einfach negativen hpp-Anions)の構造は、以下の化学式の通りである
。
【００３２】
【化１】

【００３３】
　分子状Ｃｓのガス－イオン化ポテンシャル（Gas-Ionisationspotentiale）３．９ｅＶ
と、層としてのＢＰｈｅｎの電子親和力約２．４ｅＶとを比較することで、ＯＬＥＤ輸送
材料のためのドナー－ドーパント（Donator-Dotand）（電子供与型ドーパント）が、４．
１ｅＶより低いイオン化ポテンシャルを有していることが推測できる。
【００３４】
　ドープされた層（電子輸送分子層６、すなわちＢＰｈｅｎ：Ｃｓ）が、１０－７Ｓ／ｃ
ｍ～１×１０－３Ｓ／ｃｍの範囲、好ましくは、１×１０－６Ｓ／ｃｍ～５×１０－５Ｓ
／ｃｍの範囲の導電性を有している必要がある。ドープされていない中間層５（ここでは
ＢＰｈｅｎ）の導電性は、１×１０－１０Ｓ／ｃｍ～５×１０－８Ｓ／ｃｍの範囲である
必要がある。すなわち、ドープされていない層（ここでは中間層５）の導電性は、ドープ
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された層（ここでは電子輸送分子層６）の導電性よりも小さく、ドープされた層の導電性
の１／２（halbe Groessenordnung）以下の値であることが好ましい。ドープされた層の
好ましい厚みの範囲は、４０ｎｍ～５００ｎｍであり、好ましくは、５０ｎｍ～３００ｎ
ｍである。ドープされていない中間層の好ましい厚みの範囲は、２ｎｍ～３０ｎｍ、好ま
しくは５ｎｍ～１５ｎｍである。ドープされていない層は、その導電性が低いので、ドー
プされた層よりもかなり薄くなっている必要がある。層厚と導電性とのこのような関係は
、実施の形態２で後述するホール輸送分子層層をｐドープする場合にも当てはまる。
【００３５】
　層構造は以上に述べた形態に限らず、以下の構成あってもよい。すなわち、ポリマー層
が、ホール輸送ポリマー層３および放射層４の２つの層として形成されるのでなく、１つ
のポリマー層として形成された構成であってもよい。このポリマー層は、ホール輸送ポリ
マー層および放射層の両方の機能を果たす。また、基底接触部２は、例えば、金やアルミ
ニウムからなる不透明な接触部であってもよく、このとき上部接触部７は、例えばスパッ
タプロセスによって製造されたＩＴＯからなるカソードのように、透明であることが好ま
しい。このとき、電子輸送分子層６はドープされているため、ＩＴＯからであっても電子
輸送分子層６へ電子を注入することができる。さらに、ドーパント濃度は、有機ドーパン
トの場合は、１：１０００と１：２０との間、無機ドーパントの場合は、１：１０００と
３：１との間であることが望ましい。
【００３６】
　以上のように、本発明の有機発光ダイオードは、ポリマー層も分子層も含んでいるので
、ＰＯＬＥＤとも、ハイブリッドＯＬＥＤとも表すことができる。
【００３７】
　〔参考の形態〕
　参考の形態を図３に基づいて説明する。図３に示したように、本参考の形態は、第一の
実施形態（図１）に対して電気的に反転した層構造を有する。基板１に、基底接触部２が
、カソードとして形成されている。基底接触部２は、本参考の形態では、例えばカルシウ
ム、バリウムまたはアルミニウム等からなる不透明なカソードである。しかしこれに限ら
ず、ＩＴＯからなる透明な基底接触部であってもよい。この基底接触部２の上に、第１の
ポリマー層が電子輸送ポリマー層８として積層され、この電子輸送ポリマー層８の上に、
第２のポリマー層が放射層４として析出されている。放射層４の上に、第１の分子層が中
間層９として蒸着されている。この中間層９は、１０ｎｍのＴＰＤ（トリフェニルジアミ
ン；tri-phenyl-diamin）の層を含んでいてもよい。中間層９の上に、第２の分子層がホ
ール輸送分子層１０として第２の分子層が積層されている。ホール輸送分子層１０は、例
えば、Ｆ４－ＴＣＮＱ（テトラフルオロ－テトラシアノキノジメタン）によってドープさ
れているトリ（３－メチルフェニルフェニルアミノ）－トリフェニルアミン）によって、
モル比率約５０：１にドープされたｍ－ＭＴＤＡＴＡを含んでいる。そしてホール輸送分
子層１０の上に、さらに、アノードを有する図３の有機発光ダイオードが、例えば透明な
ＩＴＯを含む上部接触部７として備えられている。
【００３８】
　また、層構造は以上に述べたものに限らず、他の構造であってもよい。例えば、一連の
ポリマー層および分子層と交換することができる。すなわち、まず基板１上の基底接触部
の上に、ドープされたホール輸送分子層１０あるいは電子輸送分子層６を形成し、続いて
その上に、側方パターン化可能なポリマー層４または８または３を形成するという構成で
あってもよい。あるいは、活性ポリマーからなる放射層４を、有機分子層によって囲むと
いう構成も可能である。
【００３９】
　基底接触部２に、アノードが形成されていれば、層の順番は、ドープされたホール輸送
分子層１０、中間層９、放射層４、中間層５、およびドープされた電子輸送分子層１０お
よびカソードとしての上部接触部７である。カソードが、上部接触部２として基板１上に
形成されていれば、順番が逆になる。
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【００４０】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施形態にかかる有機発光ダイオードの層構造を示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態にかかるドーパントであるタングステン水車［Ｗ２（ｈｐｐ）

４］を示す図である。
【図３】本発明の参考の形態にかかる有機発光ダイオード、つまり図１に対して電気的に
反転した有機発光ダイオードの層構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　基板
　２　基本接触部
　３　ホール輸送ポリマー層
　４　放射層
　５　中間層
　６　ドープされた電子輸送分子層
　７　上部接触部
　８　電子輸送ポリマー層
　９　中間層
１０　ドープされたホール輸送分子層

【図１】

【図２】

【図３】
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