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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板を提供するステップと、
該基板を陽極層と接触させるステップと、
該陽極層をエレクトロルミネセント材料層と接触させるステップと、
該エレクトロルミネセント材料層を電子注入層と接触させるステップであって、該電子注
入層は、極性成分を含有するポリマーと、金属ジケトナートとを順に含む、ポリマー組成
物を含み、該極性成分を含有するポリマーはポリエーテルを含む、ステップと
を含み、該接触させるステップは、該基板上の層状構造の生産をもたらす、方法。
【請求項２】
前記極性成分を含有するポリマーは、ポリエチレングリコールジメチルエーテル、ポリメ
チレングリコール、ポリメチレンオキシド、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキ
シド、ポリプロピレングリコール、ポリプロピレンオキシド、ポリブチレングリコール、
ポリブチレンオキシド、またはそれらの１つ以上の誘導体から成る群より選択される、構
成要素を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記金属ジケトナートは、リチウムアセチルアセトナート、バリウムアセチルアセトナー
ト、ベリリウムアセチルアセトナート、カルシウムアセチルアセトナート、マグネシウム
アセチルアセトナート、ナトリウムアセチルアセトナート、カリウムアセチルアセトナー
ト、セシウムアセチルアセトナート、ストロンチウムアセチルアセトナート、ホウ素アセ
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チルアセトナート、アルミニウムアセチルアセトナート、ガリウムアセチルアセトナート
、インジウムアセチルアセトナート、銀アセチルアセトナート、および合金のアセチルア
セトナートから成る群より選択される、構成要素を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記電子注入層は、ポリエチレングリコールジメチルエーテルと、バリウムアセチルアセ
トナートとを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記ポリエチレングリコールジメチルエーテルおよびバリウムアセチルアセトナートは、
２０％から６０％のポリエチレングリコールジメチルエーテルと、４０％から８０％のバ
リウムアセチルアセトナートとを含む、最終生産物を生産するように前記基板に接触する
前に組み合わせられる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
層状構造を含む基板であって、該層状構造は、
陽極層と、
エレクトロルミネセント材料層と、
電子注入層であって、該電子注入層は、極性成分を含有するポリマーと、金属ジケトナー
トとを含む、ポリマー組成物を含み、ここで、該極性成分を含有するポリマーはポリエー
テルを含む、電子注入層と
を備える、基板。
【請求項７】
前記ポリマー組成物は、ポリエチレングリコールジメチルエーテルと、バリウムアセチル
アセトナートとを含む、請求項６に記載の基板。
【請求項８】
前記基板は、透明である、請求項６に記載の基板。
【請求項９】
前記電子注入層と接触している陰極層をさらに備える、請求項６に記載の基板。
【請求項１０】
前記陽極層と接触している正孔注入層をさらに備える、請求項６に記載の基板。
【請求項１１】
前記陽極層と電子注入層との間に挟入される、誘電体層をさらに備える、請求項６に記載
の基板。
【請求項１２】
前記エレクトロルミネセント材料層を電子注入層と接触させるステップは、該エレクトロ
ルミネセント材料層が該陽極層および電子注入層の両方と電気的に接触するような態様で
行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
エレクトロルミネセント素子を製造するための方法であって、
基板を提供するステップと、
該基板を陽極層と接触させるステップと、
該陽極層を誘電体層と接触させるステップと、
キャビティが該誘電体層および該陽極層を通って延在するような態様で、該誘電体層およ
び該陽極層に該キャビティを形成するステップであって、一旦形成されると、該キャビテ
ィは、誘電領域と、陽極領域とを含む、内部キャビティ表面を有する、ステップと、
該内部キャビティ表面をエレクトロルミネセント材料で被覆するステップであって、それ
により、層状構造を形成するように、エレクトロルミネセント材料が該内部キャビティ表
面の該陽極領域および誘電領域と電気的に接触する、ステップと、
該層状構造を電子注入層と接触させるステップであって、該電子注入層は、該電子注入層
が該キャビティの中で該エレクトロルミネセント材料と電気的に接触するような態様で、
ポリエチレングリコールジメチルエーテルと、バリウムアセチルアセトナートとを含む、
ステップと
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を含む、方法。
【請求項１４】
前記層状構造を陰極層と接触させるステップをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（本開示の背景）
　フラットパネルディスプレイ等のエレクトロルミネセントディスプレイで使用するため
のエレクトロルミネセント素子が、業界において周知であり、Ｆｒｉｅｎｄらの特許文献
１、Ｐｅｉらの特許文献２、Ｙａｎｇの特許文献３、ならびに非特許文献１に記載されて
いる。したがって、エレクトロルミネセント素子は、例えば、エレクトロルミネセント材
料の層が、電子注入電極層と正孔注入電極層との間に「挟持」構成で位置付けられる等の
、多層薄膜構成で好適な基板上で製造されてもよい。電極層にわたって電圧勾配が適用さ
れる時に、正孔および電子は、それぞれ、正孔注入電極層および電子注入電極層からエレ
クトロルミネセント材料に注入され、正孔および電子がエレクトロルミネセント材料内で
結合される時に、電極層のうちの１つを通る光の放出を生じる。
【０００２】
　一般的に、上記で開示されるもの等の、エレクトロルミネセントディスプレイで使用す
るためのエレクトロルミネセント素子は、カルシウムまたはバリウム金属等の低仕事関数
の金属から製造されている、陰極および／または電子注入層を含む。低仕事関数の金属は
、エレクトロルミネセント材料への電子の注入を促進するため、エレクトロルミネセント
ディスプレイの生産で一般的に使用される。
【０００３】
　しかしながら、バリウムまたはカルシウム等の低仕事関数の金属を、エレクトロルミネ
セント素子における陰極および／または電子注入層として使用することは、いくつかの欠
点を抱えている。例えば、１つの欠点は、低仕事関数の金属が、一般的に非常に化学反応
性が高く、空気中で不安定であり、周囲環境から湿気を急速に吸収し、それにより、水素
ガスおよび対応する金属水酸化物を産生することである。この反応は、金属が酸化させら
れるにつれて、金属陰極および／または電子注入層がエレクトロルミネセント材料に電子
を注入する能力の損失をもたらし、その結果として、低仕事関数の金属の陰極/電子注入
層が採用される、エレクトロルミネセント素子の機能の損失をもたらす。したがって、素
子が適度に長い寿命を有するために、これらの素子は、従来、不活性ガス環境中で製造お
よび封入され、これは、製造の複雑性および費用を増加させる。
【０００４】
　付加的な欠点は、低仕事関数の陰極層および／または電子注入層を生産するよう、金属
が好適な基板上に堆積させられる、堆積過程が、通常は、高真空蒸着過程を伴うことであ
る。高真空蒸着過程は、堆積させられる金属が最初に蒸発させられ、次いで、真空中で堆
積させられなければならず、その過程が、複雑で、時間がかかり、高価であるため、不利
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５，２４７，１９０号明細書
【特許文献２】米国特許第５，６８２，０４３号明細書
【特許文献３】米国特許第５，７２３，８７３号明細書
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｂａｉｇｅｎｔ ｅｔ ａｌ．（１９９４）“Ｃｏｎｊｕｇａｔｅｄ Ｐ
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ｏｌｙｍｅｒ Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅｓ ｏｎ Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｓｕ
ｂｓｔｒａｔｅｓ”，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔｅｒ，６５（２１）：２６３６－３
８
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（本開示の概要）
　本開示の局面は、エレクトロルミネセント素子および同物を作製するための方法を含む
。ある実施形態では、素子は、基板と、正孔注入電極層と、エレクトロルミネセント層と
、電子注入電極層とを含む。ある実施形態では、素子はさらに、陽極および陰極層を含む
。ある実施形態では、素子は、キャビティおよび／または誘電体層を含んでもよい。ある
実施形態では、エレクトロルミネセント素子は、空気中で安定し、低仕事関数の材料を含
む層等の、効率的な電子注入電極層を含有してもよく、その層は、漏電電流が低減した効
率的な電子注入を達成することが可能である。
【０００８】
　例えば、ある実施形態では、素子は、ポリマーと、金属ジケトナートとを含む、組成物
を含む、効率的な電子注入層を含有してもよい。ある実施形態では、好適なポリマーは、
ポリエチレングリコールジメチルエーテル、ポリメチレングリコール、ポリメチレンオキ
シド、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレングリコールなど
であってもよい。ある実施形態では、好適な金属ジケトナートは、リチウムアセチルアセ
トナート、バリウムアセチルアセトナート、ベリリウムアセチルアセトナート、カルシウ
ムアセチルアセトナート、マグネシウムアセチルアセトナート、ナトリウムアセチルアセ
トナート、カリウムアセチルアセトナート、セシウムアセチルアセトナート、ストロンチ
ウムアセチルアセトナート、ホウ素アセチルアセトナート、アルミニウムアセチルアセト
ナート、ガリウムアセチルアセトナート、インジウムアセチルアセトナート、銀アセチル
アセトナート、およびそれらの合金等の、金属アセチルアセトナートであってもよい。
【０００９】
　例えば、ある実施形態では、素子は、ポリエチレングリコールジメチルエーテルと、バ
リウムまたはカルシウムアセチルアセトネートとを含む、電子注入層を含有してもよい。
例えば、電子注入層の堆積のための溶解ステップを採用する、そのような素子を製造する
方法、ならびにエレクトロルミネセントディスプレイでの生産された素子の使用も、本明
細書で提供する。
【００１０】
　本開示のエレクトロルミネセント素子の利点は、ある実施形態では、それが、空気中で
安定し、低仕事関数の材料を含み、その材料が、陰極および／または電子注入層として使
用されてもよいことである。加えて、本開示の利点は、高真空蒸着等の従来技術の製造過
程の固有の限界を克服し、エレクトロルミネセントディスプレイ素子で採用されると、高
効率で明るいディスプレイを提供する、そのような素子を生産するための方法を提供する
ことである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　一般的な実践に従い、図面の様々な機構は、一定の尺度で描かれない場合がある。むし
ろ、様々な機構の寸法は、明確にするために、適宜拡大または縮小される場合がある。図
面には、以下の図が含まれる。
【図１】図１は、陽極層が基板上に堆積させられ、素子の残りの部分が陽極層の上および
陰極層より下側に堆積させられた、「挟持」構成の例示的エレクトロルミネセント素子を
概略的に示す。
【図２】図２は、陰極および電子注入層が、エレクトロルミネセント材料より上側に堆積
させられ、エレクトロルミネセント材料が、電子注入電極層と誘電体層との間に挟入され
る層を形成し、加えて、キャビティが、誘電体層および陽極層の両方を通って延在するが
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、電子注入電極層を通って延在しない、本開示のエレクトロルミネセント素子を示す。
【図３】図３は、陰極および電子注入層が、エレクトロルミネセント材料より上側に堆積
させられ、エレクトロルミネセント材料が、電子注入電極層と誘電体層との間に挟入され
る層を形成し、キャビティが、誘電体層を通って延在するが、正孔注入層、陽極層、また
は電子注入電極層を通って延在しない、本開示のエレクトロルミネセント素子を示す。
【図４】図４は、陰極および電子注入電極層が、エレクトロルミネセント材料より上側に
堆積させられ、エレクトロルミネセント材料が、キャビティを充填するが、電子注入電極
層と誘電体層との間に挟入されず、キャビティが、誘電体層および陽極層の両方を通って
延在するが、電子注入電極層を通って延在しない、本開示のエレクトロルミネセント素子
を示す。
【図５】図５は、陰極および電子注入電極層が、エレクトロルミネセント材料より上側に
堆積させられ、エレクトロルミネセント材料が、キャビティを充填するが、電子注入電極
層と誘電体層との間に挟入されず、キャビティが、誘電体層を通って延在するが、正孔注
入電極層または電子注入電極層を通って延在しない、本開示のエレクトロルミネセント素
子を示す。
【図６】図６は、陰極および電子注入電極層が、エレクトロルミネセント材料より上側に
堆積させられ、エレクトロルミネセント材料が、キャビティを充填し、電子注入電極層と
正孔注入および陽極層との間に挟入され、加えて、キャビティが、誘電体層と正孔注入お
よび陽極層とを通って延在するが、誘電体層が存在せず、むしろエレクトロルミネセント
材料が、正孔注入電極層および電子注入電極層を分離する目的を果たす、本開示のエレク
トロルミネセント素子を示す。
【図７Ａ】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄ、７Ｅ、７Ｆ、および７Ｇは、まとめて図７と呼ば
れ、エレクトロルミネセント素子を製造するための方法を示す。図７Ａ、７Ｂ、および７
Ｃは、基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、陽極／正孔注入電極層と、誘電体
層とを備える。図７Ｄおよび７Ｅは、リソグラフィおよびエッチング技法を使用すること
による、層状構造を通したキャビティの形成を示す。図７Ｆは、被覆材料と内面との間の
共形接触を達成するよう、キャビティの内面にエレクトロルミネセント被覆材料を塗布す
ることを示す。図７Ｅは、例えば、溶解方法を介した、層状構造の上の電子注入層の堆積
であって、その後に、電子注入層の上の別個の陰極層の関連付けが続く、堆積を示す。
【図７Ｂ】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄ、７Ｅ、７Ｆ、および７Ｇは、まとめて図７と呼ば
れ、エレクトロルミネセント素子を製造するための方法を示す。図７Ａ、７Ｂ、および７
Ｃは、基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、陽極／正孔注入電極層と、誘電体
層とを備える。図７Ｄおよび７Ｅは、リソグラフィおよびエッチング技法を使用すること
による、層状構造を通したキャビティの形成を示す。図７Ｆは、被覆材料と内面との間の
共形接触を達成するよう、キャビティの内面にエレクトロルミネセント被覆材料を塗布す
ることを示す。図７Ｅは、例えば、溶解方法を介した、層状構造の上の電子注入層の堆積
であって、その後に、電子注入層の上の別個の陰極層の関連付けが続く、堆積を示す。
【図７Ｃ】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄ、７Ｅ、７Ｆ、および７Ｇは、まとめて図７と呼ば
れ、エレクトロルミネセント素子を製造するための方法を示す。図７Ａ、７Ｂ、および７
Ｃは、基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、陽極／正孔注入電極層と、誘電体
層とを備える。図７Ｄおよび７Ｅは、リソグラフィおよびエッチング技法を使用すること
による、層状構造を通したキャビティの形成を示す。図７Ｆは、被覆材料と内面との間の
共形接触を達成するよう、キャビティの内面にエレクトロルミネセント被覆材料を塗布す
ることを示す。図７Ｅは、例えば、溶解方法を介した、層状構造の上の電子注入層の堆積
であって、その後に、電子注入層の上の別個の陰極層の関連付けが続く、堆積を示す。
【図７Ｄ】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄ、７Ｅ、７Ｆ、および７Ｇは、まとめて図７と呼ば
れ、エレクトロルミネセント素子を製造するための方法を示す。図７Ａ、７Ｂ、および７
Ｃは、基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、陽極／正孔注入電極層と、誘電体
層とを備える。図７Ｄおよび７Ｅは、リソグラフィおよびエッチング技法を使用すること
による、層状構造を通したキャビティの形成を示す。図７Ｆは、被覆材料と内面との間の
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共形接触を達成するよう、キャビティの内面にエレクトロルミネセント被覆材料を塗布す
ることを示す。図７Ｅは、例えば、溶解方法を介した、層状構造の上の電子注入層の堆積
であって、その後に、電子注入層の上の別個の陰極層の関連付けが続く、堆積を示す。
【図７Ｅ】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄ、７Ｅ、７Ｆ、および７Ｇは、まとめて図７と呼ば
れ、エレクトロルミネセント素子を製造するための方法を示す。図７Ａ、７Ｂ、および７
Ｃは、基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、陽極／正孔注入電極層と、誘電体
層とを備える。図７Ｄおよび７Ｅは、リソグラフィおよびエッチング技法を使用すること
による、層状構造を通したキャビティの形成を示す。図７Ｆは、被覆材料と内面との間の
共形接触を達成するよう、キャビティの内面にエレクトロルミネセント被覆材料を塗布す
ることを示す。図７Ｅは、例えば、溶解方法を介した、層状構造の上の電子注入層の堆積
であって、その後に、電子注入層の上の別個の陰極層の関連付けが続く、堆積を示す。
【図７Ｆ】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄ、７Ｅ、７Ｆ、および７Ｇは、まとめて図７と呼ば
れ、エレクトロルミネセント素子を製造するための方法を示す。図７Ａ、７Ｂ、および７
Ｃは、基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、陽極／正孔注入電極層と、誘電体
層とを備える。図７Ｄおよび７Ｅは、リソグラフィおよびエッチング技法を使用すること
による、層状構造を通したキャビティの形成を示す。図７Ｆは、被覆材料と内面との間の
共形接触を達成するよう、キャビティの内面にエレクトロルミネセント被覆材料を塗布す
ることを示す。図７Ｅは、例えば、溶解方法を介した、層状構造の上の電子注入層の堆積
であって、その後に、電子注入層の上の別個の陰極層の関連付けが続く、堆積を示す。
【図７Ｇ】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄ、７Ｅ、７Ｆ、および７Ｇは、まとめて図７と呼ば
れ、エレクトロルミネセント素子を製造するための方法を示す。図７Ａ、７Ｂ、および７
Ｃは、基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、陽極／正孔注入電極層と、誘電体
層とを備える。図７Ｄおよび７Ｅは、リソグラフィおよびエッチング技法を使用すること
による、層状構造を通したキャビティの形成を示す。図７Ｆは、被覆材料と内面との間の
共形接触を達成するよう、キャビティの内面にエレクトロルミネセント被覆材料を塗布す
ることを示す。図７Ｅは、例えば、溶解方法を介した、層状構造の上の電子注入層の堆積
であって、その後に、電子注入層の上の別個の陰極層の関連付けが続く、堆積を示す。
【図８Ａ】図８Ａ、８Ｂ、８Ｃ、８Ｄ、および８Ｅは、まとめて図８と呼ばれ、発光素子
のキャビティ含有層状構造を作製するための代替的方法を示す。図８Ａおよび８Ｂは、層
状構造に対する所望のキャビティの形状の中の犠牲部材の形成を示す。図８Ｃおよび８Ｄ
は、犠牲部材の周囲の基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、基板と、正孔注入
電極層と、誘電体層とを備える。図８Ｅは、層状構造のキャビティの内面を露出する、犠
牲部材の除去を示す。
【図８Ｂ】図８Ａ、８Ｂ、８Ｃ、８Ｄ、および８Ｅは、まとめて図８と呼ばれ、発光素子
のキャビティ含有層状構造を作製するための代替的方法を示す。図８Ａおよび８Ｂは、層
状構造に対する所望のキャビティの形状の中の犠牲部材の形成を示す。図８Ｃおよび８Ｄ
は、犠牲部材の周囲の基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、基板と、正孔注入
電極層と、誘電体層とを備える。図８Ｅは、層状構造のキャビティの内面を露出する、犠
牲部材の除去を示す。
【図８Ｃ】図８Ａ、８Ｂ、８Ｃ、８Ｄ、および８Ｅは、まとめて図８と呼ばれ、発光素子
のキャビティ含有層状構造を作製するための代替的方法を示す。図８Ａおよび８Ｂは、層
状構造に対する所望のキャビティの形状の中の犠牲部材の形成を示す。図８Ｃおよび８Ｄ
は、犠牲部材の周囲の基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、基板と、正孔注入
電極層と、誘電体層とを備える。図８Ｅは、層状構造のキャビティの内面を露出する、犠
牲部材の除去を示す。
【図８Ｄ】図８Ａ、８Ｂ、８Ｃ、８Ｄ、および８Ｅは、まとめて図８と呼ばれ、発光素子
のキャビティ含有層状構造を作製するための代替的方法を示す。図８Ａおよび８Ｂは、層
状構造に対する所望のキャビティの形状の中の犠牲部材の形成を示す。図８Ｃおよび８Ｄ
は、犠牲部材の周囲の基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、基板と、正孔注入
電極層と、誘電体層とを備える。図８Ｅは、層状構造のキャビティの内面を露出する、犠
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牲部材の除去を示す。
【図８Ｅ】図８Ａ、８Ｂ、８Ｃ、８Ｄ、および８Ｅは、まとめて図８と呼ばれ、発光素子
のキャビティ含有層状構造を作製するための代替的方法を示す。図８Ａおよび８Ｂは、層
状構造に対する所望のキャビティの形状の中の犠牲部材の形成を示す。図８Ｃおよび８Ｄ
は、犠牲部材の周囲の基板上の層状構造の形成を図示し、層状構造は、基板と、正孔注入
電極層と、誘電体層とを備える。図８Ｅは、層状構造のキャビティの内面を露出する、犠
牲部材の除去を示す。
【図９】図９は、本開示による、例示的なキャビティ含有ポリマーＯＬＥＤエレクトロル
ミネセント素子を概略的に示す。
【図１０】図１０は、本開示による、例示的なキャビティ含有小分子ＯＬＥＤエレクトロ
ルミネセント素子を概略的に示す。
【図１１】図１１は、本開示による、ＯＬＥＤエレクトロルミネセント素子にキャビティ
を形成するための例示的方法を概略的に示す。
【図１２】図１２は、本開示による、キャビティ含有ＯＬＥＤエレクトロルミネセント素
子にカラーディスプレイを形成するための例示的方法を概略的に示す。
【図１３Ａ】図１３Ａ、１３Ｂ、および１３Ｃは、ＰＥＧ－ｄＭｅを添加する効果を実証
するグラフである。
【図１３Ｂ】図１３Ａ、１３Ｂ、および１３Ｃは、ＰＥＧ－ｄＭｅを添加する効果を実証
するグラフである。
【図１３Ｃ】図１３Ａ、１３Ｂ、および１３Ｃは、ＰＥＧ－ｄＭｅを添加する効果を実証
するグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（詳細な説明）
　本開示をさらに説明する前に、本開示は、説明される特定の実施形態に限定されず、そ
のようなものとして、当然ながら変動してもよいことを理解されたい。また、本明細書で
使用される専門用語は、特定の実施形態を説明する目的のためだけのものであり、限定的
となることを目的としないことも理解されたい。特に定義されない限り、本明細書で使用
される全ての技術および科学用語は、本開示が属する技術分野の当業者によって一般に理
解されるのと同じ意味を有する。
【００１３】
　値域が提供される場合は、文脈が明確に規定しない限り、下限の単位の１／１０までの
値、その範囲の上限と下限の間の値、およびその範囲内の任意の他の提示値または介在値
といった、各介在値が、本開示に包含されることを理解されたい。これらのより狭い範囲
の上限および下限は、より狭い範囲に独立して含まれてもよく、また、提示範囲内の任意
の特異的に除外された限定に従って、本開示内に包含される。提示範囲が、限定のうちの
一方または両方を含む場合、これらの含まれる限定のいずれか一方または両方を除外する
範囲もまた、本開示に含まれる。
【００１４】
　本願の全体を通して、種々の公報、特許、および公開された特許出願が引用される。本
願において参照されるこれらの公報、特許、および公開された特許出願の開示は、それら
の全体が参考として本開示に援用される。公報、特許、または公開された特許出願の出願
者による本明細書における引用は、これらの公報、特許、または公開された特許出願の出
願者による、従来技術としての承認ではない。
【００１５】
　本明細書および添付の特許請求の範囲で使用されるように、単数形「１つの（ａ）」、
「および（ａｎｄ）」および「その（ｔｈｅ）」は、文脈が明確に規定しない限り、複数
の指示対象を含むことに留意しなければならない。したがって、例えば、「層」への言及
は、２つ以上の層を包含し、「ポリマー」は、異なるポリマー等の混合物などを含む。特
許請求の範囲は、任意の随意的要素を除外するように起草されてもよいことにさらに留意
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されたい。そのようなものとして、本記述は、特許請求の要素の列挙に関連した、「単独
で」、「唯一の」などの排他的な専門用語の使用、または「否定的な」限定の使用のため
の先行基準としての機能を果たすことを目的とする。
【００１６】
　本開示を読むことによって、当業者にとって明白となるように、本明細書で説明および
図示される、個々の実施形態の各々は、別個の構成要素および特徴を有し、これらは、本
開示の範囲または精神から逸脱することなく、他のいくつかの実施形態のうちのいずれか
の特徴から容易に分離されるか、または組み合わせられてもよい。列挙される事象の順序
で、または論理的に可能な任意の他の順序で、任意の列挙された方法を実行することがで
きる。
【００１７】
　本明細書で使用される「アレイ」という用語は、キャビティ等の特徴の均一で規則正し
い２次元パターンを指す。アレイは、必ずしもではないが、通常は、少なくとも約１００
、好ましくは少なくとも約１０００のキャビティを備える。
【００１８】
　「絶縁耐力」という用語は、電気的絶縁性材料が、電気的破壊、すなわち、機械的完全
性の損失なしで、電界への暴露に耐える能力を指すために、本明細書で使用される。絶縁
耐力は、電子的および熱的の２つの成分を有するものとして説明されることがある。電子
的破壊は、電子の過度の解放によって引き起こされ、通常、低温での電気的破壊過程を決
定付ける。一方、熱的破壊は、材料の不均質による、局所的加熱によって引き起こされ、
高温での電気的破壊過程を決定付ける。一般的に、絶縁耐力は、センチメートル当たりの
ボルトに関して計算される。
【００１９】
　「エレクトロルミネセント」という用語は、電位および／または電流の印加時に、好ま
しくは可視範囲で電磁放射線を放出する材料または素子を説明するために、本明細書で使
用される。電子および正孔がエレクトロルミネセント材料に注入されると、電子および正
孔の結合時に光が放出され、それにより、電気蛍光発光を生じる。
【００２０】
　「エッチング液」という用語は、その通常の意味で使用され、固形物から材料を化学的
に除去することができる物質を指す。「等方性エッチング液」は、「異方性エッチング液
」が、例えば、固形物の結晶配向、または光補助エッチングのための光エネルギー粒子の
方向に従って、特定の方向に優先的に固体表面から材料を除去するのに対して、方向不変
様式で固体表面から材料を除去するエッチング液である。
【００２１】
　「電気接触」という用語は、電流の流れ、すなわち、一方の物体から他方の物体への電
子または正孔の移動を可能にする、２つの物体間の接続を指すために本明細書で使用され
、これは、必ずしもではないが、通常は、２つの物体間の直接機械的接触を示唆する。
【００２２】
　「発光調整剤」という用語は、エレクトロルミネセント材料の発光スペクトルを変化さ
せる、化合物を指す。発光調整剤は、それ自体がエレクトロルミネセントまたはルミネセ
ント材料であってもよい。
【００２３】
　「随意的な」または「随意で」は、後述の事象または状況が発生してもしなくてもよい
こと、および説明が、その事象または状況が発生する事例と、発生しない事例とを含むこ
とを意味する。例えば、「随意的な基板」を備えるエレクトロルミネセント素子は、基板
が存在してもしなくてもよいこと、および説明がいずれかの状態を含むことを意味する。
【００２４】
　「基板」という用語は、その通常の意味で本明細書において使用され、その上に他の層
が堆積させられる物体または基層を意味する。例えば、「基板」という用語は、エレクト
ロルミネセント素子またはエレクトロルミネセント素子を含む、より大きなシステムの製
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造に好適であると見なされる、任意の種類の基層を指す。具体的には、基板は、本開示の
層状構造に、取り扱いに十分な機械的強度を提供するために使用される。したがって、こ
の用語はまた、エレクトロルミネセント素子製造の過程中に受ける処理の種々の段階のう
ちのいずれかの間または後に、例えば、正孔注入層などの堆積中または後に、その上に材
料が堆積させられた基板を指してもよい。
【００２５】
　複数の層を備える基板の説明において、「上」層、「最上」層、または「下」層を指す
ことがある。一般に、「上」層は、下と表される層の後に堆積させられるものを指す。堆
積が、地球の中心からより遠いという通常の意味で、「下」層より上側に位置する「上」
層で必ず行われなければいけないことを、本専門用語によって示唆する意図はない。同様
に、基板または基板の層の「上」または「上側」に堆積することを述べる時に、堆積させ
られた材料は、材料が以前に追加された基板の側面に追加されることのみを意味する。堆
積が、地球の中心に向かって流れるという通常な意味で、下方に流れる材料で行われると
いう含意はない。同様に、層Ａが層Ｂより「上側」にあると説明される場合に、層Ａと層
Ｂとの間に他の材料が存在しないという含意はない。
【００２６】
　ここで、「透明」という用語は、状況において適切な光透過の量を許容すると解釈され
る。透明材料は、目前の用途に対して十分に透過性であれば、板ガラスほど透過性である
必要はない。また、透明材料は、遮断が所望されるか、または特定の用途において問題で
はない場合に、特定の周波数範囲のみを通過させ、他のものを遮断してもよい。ここで、
「光」は、赤外線および紫外線ならびに可視光を包含することを理解されたい。
【００２７】
　例えば、本開示に関連して有用である、アリール置換されたポリ（アリレンビニレン類
）の分子構造の説明において、次の定義を適用する。
【００２８】
　本明細書で使用されるような、「アルキル」という用語は、シクロペンチル、シクロヘ
キシル等のシクロアルキル基に加え、メチル、エチル、ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ
－ブチル、イソブチル、ｔ－ブチル、オクチル、２－エチルへキシル、デシル等の、必ず
しもではないが、通常は１個から約２４個の炭素原子を含有する、分岐または非分岐飽和
炭化水素基を指す。概して、再度、必ずしもではないが、本明細書のアルキル基は、１個
から約１２個の炭素原子を含有する。「低級アルキル」という用語は、１個から６個の炭
素原子、好ましくは１個から４個の炭素原子のアルキル基を意味する。「置換アルキル」
は、１つ以上の置換基で置換されたアルキルを指し、「ヘテロ原子含有アルキル」および
「ヘテロアルキル」という用語は、少なくとも１つの炭素原子がヘテロ原子と置き換えら
れたアルキルを指す。
【００２９】
　本明細書で使用されるような、「アルコキシ」という用語は、単一の末端エーテル結合
を通して結合されたアルキル基を意味し、つまり、「アルコキシ」基は、アルキルが上記
のように定義される、－－Ｏ－アルキルとして表されてもよい。「低級アルコキシ」基は
、１個から６個、より好ましくは１個から４個の炭素原子を含有する、アルコキシ基を意
味する。
【００３０】
　本明細書で使用されるような「アリール」という用語は、特に指定のない限り、単一芳
香族環、または融合あるいは共有結合された複数の芳香族環を含有する、一価芳香族置換
基を指す。好ましいアリール基類は、例えば、フェニル、ナフチル、ビフェニル、フルオ
レニル等といった、１つの芳香族環、または２つの縮合あるいは結合芳香族環を含有する
。「置換アリール」は、１つ以上の置換基で置換されたアリール部分を指し、「ヘテロ原
子含有アリール」および「ヘテロアリール」という用語は、少なくとも１つの炭素原子が
ヘテロ原子で置き換えられたアリールを指す。
【００３１】
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　本明細書で使用されるような「アリレン」という用語は、特に指定のない限り、単一芳
香族環、または融合あるいは共有結合された複数の芳香族環を含有する、二価芳香族置換
基を指す。好ましいアリレン基類は、１つの芳香族環、または２つの縮合あるいは結合芳
香族環を含有する。「置換アリレン」は、１つ以上の置換基で置換されたアリレン部分を
指し、「ヘテロ原子含有アリレン」、および「ヘテロアリレン」という用語は、少なくと
も１つの炭素原子がヘテロ原子で置き換えられたアリレンを指す。
【００３２】
　「アラルキル」という用語は、アリール置換基を伴うアルキル基を指し、「アラルキレ
ン」という用語は、アリール置換基を伴うアルキレン基を指し、「アルカリル」という用
語は、アルキル置換基を伴うアリール基を指し、「アルカリレン」という用語は、アルキ
ル置換基を伴うアリレン基を指す。
【００３３】
　「ハロ」および「ハロゲン」という用語は、クロロ、ブロモ、フルオロ、またはヨード
置換基を指すように、従来の意味で使用される。「ハロアルキル」、「ハロアルケニル」
、または「ハロアルキニル」（または「ハロ化アルキル」、「ハロ化アルケニル」、「ハ
ロ化芳香族」、または「ハロ化アルキニル」）という用語は、それぞれ、基中の水素原子
のうちの少なくとも１つがハロゲン原子で置き換えられた、アルキル、アルケニル、芳香
族、またはアルキニル基を指す。
【００３４】
　「ヘテロ原子含有」という用語は、１つ以上の炭素原子が、炭素以外の原子、例えば、
窒素、酸素、硫黄、リン、またはシリコンで置き換えられた、分子または分子断片を指す
。同様に、「ヘテロアルキル」という用語は、ヘテロ原子含有アルキル置換基を指し、「
複素環式」という用語は、ヘテロ原子含有環状置換基を指し、「ヘテロアリール」という
用語は、ヘテロ原子含有アリール置換基を指し、その他同様となる。
【００３５】
　「ヒドロカルビル」は、アルキル基類、アルケニル基類、アリール基類等の、分岐また
は非分岐、飽和または不飽和種を含む、１個から約３０個の炭素原子、好ましくは１個か
ら約２４個の炭素原子、最も好ましくは１個から約１２個の炭素原子を含有する、一価ヒ
ドロカルビルラジカルを指す。「低級ヒドロカルビル」という用語は、１個から６個の炭
素原子、好ましくは１個から４個の炭素原子のヒドロカルビル基を意味する。「ヒドロカ
ルビレン」という用語は、分岐または非分岐、飽和または不飽和種などを含む、１個から
約３０個の炭素原子、好ましくは１個から約２４個の炭素原子、最も好ましくは１個から
約１２個の炭素原子を含有する、二価ヒドロカルビル部分を意味する。「低級ヒドロカル
ビレン」という用語は、１個から６個の炭素原子、好ましくは１個から４個の炭素原子の
ヒドロカルビレン基を意味する。「置換ヒドロカルビル」は、１つ以上の置換基で置換さ
れたヒドロカルビルを指し、「ヘテロ原子含有ヒドロカルビル」および「ヘテロヒドロカ
ルビル」という用語は、少なくとも１つの炭素原子がヘテロ原子で置き換えられた、ヒド
ロカルビルを指す。同様に、「置換ヒドロカルビレン」は、１つ以上の置換基で置換され
たヒドロカルビレンを指し、「ヘテロ原子含有ヒドロカルビレン」および「ヘテロヒドロ
カルビレン」という用語は、少なくとも１つの炭素原子がヘテロ原子で置き換えられた、
ヒドロカルビレンを指す。
【００３６】
　「ルイス酸」は、非共有であるか、またはπ軌道にあるかのいずれかである、有効電子
対を伴う化合物を指す「ルイス塩基」と対比して、空軌道を伴う任意の種を指す。
【００３７】
　前述の定義のうちのいくつかにそれとなく述べたように、「置換ヒドロカルビル」、「
置換ヒドロカルビレン」、「置換アルキル」、「置換アルケニル」などのような「置換」
によって、ヒドロカルビル、ヒドロカルビレン、アルキル、アルケニル、または他の部分
において、炭素原子に結合された少なくとも１つの水素原子が、ヒドロキシル、アルコキ
シ、チオ、アミノ、ハロ、シリル等の官能基である、１つ以上の置換基で置き換えられる
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ことが意味される。可能な置換基のリストの前に「置換」という用語が現れる時、その用
語は、その群のすべての要素に適用されることが意図される。つまり、「置換アルキル、
アルケニル、およびアルキニル」という語句は、「置換アルキル、置換アルケニル、およ
び置換アルキニル」と解釈される。同様に、「随意置換アルキル、アルケニル、およびア
ルキニル」は、「随意置換アルキル、随意置換アルケニル、および随意置換アルキニル」
と解釈される。
【００３８】
　塩基性有機化学物質の用語の他の定義は、これらの定義を採用する目的で、本明細書に
参考として援用される、米国特許第６，５９３，６８７号および第７，０９８，２９７号
で見出されてもよい。
【００３９】
　当業者に公知である製造過程に関する関連情報は、例えば、Ｓａｍｉ Ｆｒａｎｓｓｉ
ｌａ、Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｔｏ Ｍｉｃｒｏｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ（Ｊｏｈｎ 
Ｗｉｌｅｙ ＆ Ｓｏｎｓ、２００４）で見出すことができる。また、Ｓｏｒａｂ Ｋ． Ｇ
ｈａｎｄｈｉ、ＶＬＳＩ Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ（Ｊｏｈｎ Ｗ
ｉｌｅｙ ＆ Ｓｏｎｓ、２ｄ ｅｄ． １９９４）も、参照してもよい。
【００４０】
　本開示の局面は、エレクトロルミネセント素子および同物を作製するための方法を含む
。ある実施形態では、素子は、基板と、正孔注入電極層と、エレクトロルミネセント層と
、電子注入電極層とを含む。ある実施形態では、素子はさらに、陽極および陰極層を含む
。ある実施形態では、素子は、キャビティおよび／または誘電体層を含んでもよい。ある
実施形態では、エレクトロルミネセント素子は、空気中で安定し、低仕事関数の材料を含
む層等の、効率的な電子注入電極層を含有し、その層は、漏電電流が低減した効率的な電
子注入を達成することが可能である。
【００４１】
　例えば、ある実施形態では、素子は、ポリマーと、金属ジケトナートとを含む、組成物
を含む、効率的な電子注入層を含有してもよい。ある実施形態では、少なくとも１つの極
性成分を含有する、好適なポリマーは、ポリエチレングリコールジメチルエーテル、ポリ
メチレングリコール、ポリメチレンオキシド、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオ
キシド、ポリプロピレングリコールなどのうちの１つ以上であってもよい。ある実施形態
では、好適な金属ジケトナートは、リチウムアセチルアセトナート、バリウムアセチルア
セトナート、ベリリウムアセチルアセトナート、カルシウムアセチルアセトナート、マグ
ネシウムアセチルアセトナート、ナトリウムアセチルアセトナート、カリウムアセチルア
セトナート、セシウムアセチルアセトナート、ストロンチウムアセチルアセトナート、ホ
ウ素アセチルアセトナート、アルミニウムアセチルアセトナート、ガリウムアセチルアセ
トナート、インジウムアセチルアセトナート、銀アセチルアセトナート、およびそれらの
合金等の、金属アセチルアセトナートであってもよい。
【００４２】
　例えば、ある実施形態では、素子は、ポリエチレングリコールジメチルエーテルと、バ
リウムまたはカルシウムアセチルアセトネートとを含む、電子注入層を含有してもよい。
例えば、電子注入層の堆積のための溶解ステップを採用する、そのような素子を製造する
方法、ならびにエレクトロルミネセントディスプレイでの生産された素子の使用も、本明
細書で提供する。
【００４３】
　最初に、本エレクトロルミネセント素子を説明し、その後に、そのような素子を製造す
るための方法、ならびにエレクトロルミネセント（例えば、フラットパネル）ディスプレ
イの生産でのそれらの代表的な使用の説明が続く。
【００４４】
　（エレクトロルミネセント素子）
　上記に要約されるように、本開示の局面は、エレクトロルミネセント素子である。ある
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実施形態では、エレクトロルミネセント素子は、基板を含む。「基板」という用語は、そ
の通常の意味で本明細書において使用され、その上に他の層が堆積されてもよい、物体ま
たは基層を意味する。その上に本開示の層状構造を提供することができる、基部として使
用されるのに十分な機械的強度である限り、任意の好適な基板が採用されてもよい。
【００４５】
　したがって、基板は、エレクトロルミネセント素子が採用される所望の用途に応じて、
当技術分野で周知である、多数の材料のうちのいずれかで構成されてもよい。例えば、あ
る実施形態では、エレクトロルミネセント材料内での正孔および電子の結合によって生成
される放射線は、基板を通って放出され、透過させられる電磁放射線（例えば、光）の生
成を生じる。したがって、ある実施形態では、基板は、放出された放射線に対して透明ま
たは半透明であり得る。
【００４６】
　種々のシリコン、セラミック、およびポリマー材料は、放出された可視線を透過させる
ために十分な光透過性を有する。したがって、本開示と共に使用するための好適な基板は
、シリコン、セラミック、プラスチック、および／またはポリマー材料を含む、透明また
は半透明基材であってもよい。
【００４７】
　好適な基板材料は、結晶質または非結晶質であってもよい。好適なシリコン由来材料は
、二酸化シリコン、ソーダ石灰ガラスおよびホウケイ酸ガラス等の様々なシリコン系ガラ
スを含むが、それらに限定されない。好適な透明または半透明セラミックは、酸化アルミ
ニウム、酸化ジルコニウム、塩化ナトリウム、ダイヤモンドなどを含むが、それらに限定
されない。放出された放射線を透過させるための透明または半透明ポリマー材料の例は、
ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエ
ステル、ポリイミド、ポリアミド類、ポリアクリレート類、およびポリメタクリレート類
を含むが、それらに限定されない。
【００４８】
　基板は、剛性または可撓性であってよく、任意の好適な形状および構成であってもよい
。したがって、ある実施形態では、可撓性ポリマー基板が提供される。随意で、基板およ
び／または本素子の他の層のうちの１つ以上の間に、絶縁層が含まれてもよい。さらに、
基板は、素子の層状構造から着脱可能であってもよい。加えて、ある実施形態では、基板
は、シリコン等の半導体材料を含んでもよく、加えて、超小型回路をさらに含んでもよく
、その場合、エレクトロルミネセント素子は、超小型回路駆動素子の統合部分を備えても
よい。
【００４９】
　ある実施形態では、エレクトロルミネセント素子は、基板より上側に位置付けられる電
極層を含む。ある実施形態では、電極層は、基板の直上または間接的に上側に位置付けら
れる。「直上」によって、電極層は、基板の直上にあり、それと実際に接触していること
が意味される。「間接的に上側」によって、電極層は、基板の直上になく、それと実際に
接触しなくてもよく、むしろ介在層または被覆（例えば、絶縁層）が、基板から電極層を
分離してもよいことが意味される。例えば、電極層は、電極層が基板と直接接触するよう
に、基板の直上に位置付けられてもよく、または中間層（例えば、障壁層）は、基板と電
極層との間に挟入されてもよい。例えば、基板がプラスチックである場合、１つ以上の障
壁層が、基板と電極層との間で、少なくとも部分的に、または完全に位置付けられてもよ
い。そのような中間層は、基板および／または電極層の全長に沿って続いても続かなくて
もよい。
【００５０】
　ある実施形態では、基板より上側に位置付けられる電極層は、陽極層である。ある実施
形態では、陽極層は、正孔注入電極層を含む。ある実施形態では、正孔注入電極層は、陽
極層であってもよく、または陽極層と直接関連してもよい（例えば、接触している）、別
個の層であってもよい。したがって、ある実施形態では、陽極層は、基板と直接接触して
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おり、かつ正孔注入層と直接接触している。ある実施形態では、陽極層は、基板と接触し
ており、誘電体層が、部分的に陽極層より上側に位置付けられ、正孔注入層も、部分的に
陽極および／または誘電体層より上側に位置付けられ、例えば、その場合、正孔注入層は
、誘電体層を直接被覆し、かつ陽極層を直接被覆し、その場合、キャビティが誘電体層内
に存在し、それにより、陽極層を露出し、その陽極層を誘電体層が部分的に覆う。ある実
施形態では、正孔輸送層も含まれ、例えば、正孔輸送層は、正孔注入層と接触するように
位置付けられる層であってもよく、その正孔注入層は、陽極層と接触するように位置付け
られてもよい。
【００５１】
　ある実施形態では、基板より上側に位置付けられる電極層は、陰極層である。ある実施
形態では、陰極層は、電子注入層を含む。電子注入層は、通常は、陰極層に関連してもよ
い（例えば、接触している）、別個の層であってもよい。したがって、ある実施形態では
、陰極層は、基板と直接接触しており、かつ電子注入層と直接接触している。ある実施形
態では、陰極層は、基板と接触しており、誘電体層が、部分的に陰極層より上側に位置付
けられ、電子注入層も、部分的に陰極および／または誘電体層より上側に位置付けられ、
例えば、その場合、電子注入層は、誘電体層を直接被覆し、かつ陽極層を直接被覆し、そ
の場合、キャビティが誘電体層内に存在し、それにより、陰極層を露出し、その層を誘電
体層が部分的に覆う。ある実施形態では、電子輸送層も含まれ、例えば、電子輸送層は、
電子注入層と接触するように位置付けられる層であってもよく、その電子注入層は、陰極
層と接触するように位置付けられてもよい。
【００５２】
　したがって、正孔注入電極層を参照する時はいつでも、指示対象は、素子全体の構成に
応じて、正孔注入層および陽極層（同じ元素を含んでも含まなくてもよい）を含んでもよ
い。
【００５３】
　ある実施形態では、正孔注入電極層（例えば、陽極層を含んでもよい、または陽極層と
同じであってもよい）は、基板より上側に位置付けられる。正孔注入電極層は、関連材料
、例えば、エレクトロルミネセント材料に、正孔を注入することができる、任意の好適な
材料から構成されてもよい。例えば、種々の金属、ポリマー、セラミック、および半導体
材料は、正孔注入電極層と接触している関連エレクトロルミネセント材料に正孔を注入す
ることが可能であってもよい。ある実施形態では、正孔注入電極層は、金属材料、例えば
、高い電気伝導度を伴う材料を含む。ある実施形態では、正孔注入電極層は、高仕事関数
の材料を含む。
【００５４】
　したがって、ある実施形態では、陽極および／または正孔注入層は、金または銅等の金
属、あるいはエレクトロルミネセント素子の他の構成要素に対して高い伝導度および化学
的不活性を伴う、他のそのような金属材料を含む。陽極および／または正孔注入電極材料
として使用するために好適な他の金属および／または他の材料は、フラーレン類、炭素ナ
ノチューブに加え、ニッケル、パラジウム、白金、クロム、モリブデン、タングステン、
マンガン、ニッケル、コバルト、金属酸化物、およびそれらの組み合わせならびに合金を
含むが、それらに限定されない。例えば、底部電極層が陽極層であってもよい場合、陽極
は、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）を含んでもよい。
【００５５】
　ある実施形態では、陽極および／または正孔注入層は、導電性ポリマー材料、小分子有
機および／または無機層を含んでもよい。例えば、正孔注入電極層は、正孔輸送層に加え
て、陽極層を含んでもよい。したがって、正孔注入電極層は、ポリアニリン、ポリピロー
ルおよびポリ（３，４－エチレンジオキシ－２，５－チオフェン）、トリフェニラミン、
テトラ－Ｎ－フェニルベンジジン、Ｎ，Ｎ’－ジ－［（１－ナフチル）－Ｎ，Ｎ’－ジフ
ェニル］－１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミン、およびそれらの誘導体ならび
に類似体等であるが、それらに限定されない、ポリマー材料を含んでもよい。加えて、導
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電性カルコゲニド類、例えば、金属酸化物、混合金属酸化物および金属硫化物、ならびに
混合金属硫化物等の、特定のセラミック材料もまた、好適であってもよい。したがって、
ある実施形態では、正孔注入電極層は、電極層自体であってもよく、他の実施形態では、
正孔注入層は、電極層（電気伝導層）に有機（小分子または導電性ポリマーのいずれか）
の層を追加したものであってもよい。
【００５６】
　ある実施形態では、電極層は、材料の積層体、複合物、または混合物として構成される
。加えて、電極層は、約２００～約１０，０００オングストローム、例えば、約１０００
～約２０００オングストローム等の約４００～約５０００オングストロームの厚さを有し
てもよい。
【００５７】
　ある実施形態では、基板より上側に位置付けられる電極層は、陰極層である。ある実施
形態では、陰極層は、電子注入層を含む。ある実施形態では、電子注入電極層は、陰極層
に直接関連してもよい（例えば、接触している）、別個の層であってもよい。したがって
、ある実施形態では、エレクトロルミネセント素子は、陰極層と、基板より上側に位置付
けられる電子注入層とを含む。ある実施形態では、陰極および電子注入電極層は、基板よ
り上側に、かつ陽極および／または正孔注入電極層より上側に位置付けられ、また、以下
で説明されるように、エレクトロルミネセント層および／または誘電体層（含まれる場合
）より上側に位置付けられてもよい。
【００５８】
　したがって、ある実施形態では、陰極および電子注入層は、エレクトロルミネセント層
の直上または間接的に上側に位置付けられてもよい。「直上」によって、陰極および／ま
たは電子注入電極層は、エレクトロルミネセント層の直上にあり、それと実際に接触して
いることが意味される。「間接的に上側」によって、陰極および／または電子注入電極層
は、エレクトロルミネセント層の直上になく、それと実際に接触しなくてもよく、むしろ
電子輸送層等の介在層が、エレクトロルミネセント層から陰極および電子注入層を少なく
とも部分的に分離してもよいことが意味される。
【００５９】
　加えて、ある実施形態では、例えば、誘電体層が含まれる場合、陰極および電子注入電
極層は、誘電体層の直上または間接的に上側に位置付けられてもよい。「直上」によって
、陰極および／または電子注入電極層は、誘電体層の直上にあり、それと実際に接触して
いることが意味される。「間接的に上側」によって、陰極および／または電子注入電極層
は、誘電体層の直上になく、それと実際に接触しなくてもよく、むしろ介在層または被覆
が、誘電体層から電子注入電極層を分離してもよく、例えば、障壁層が含まれてもよいこ
とが意味される。ある実施形態では、陰極および電子注入層が、基板より上側に位置付け
られ、エレクトロルミネセントおよび／または誘電体層が、陰極および電子注入層より上
側に位置付けられ、正孔注入／陽極層が、エレクトロルミネセントおよび／または誘電体
層の直上または間接的に上側に位置付けられる。
【００６０】
　陰極層は、それを通して電流を流すことが可能な任意の好適な材料で構成されてもよい
。例えば、種々の金属、ポリマー、セラミック、および半導体材料は、材料を通して電流
を流すことが可能であってもよく、したがって、陰極として使用されてもよい。陰極とし
て使用するための好適な金属は、Ｌｉ、Ａｌ、Ｍｇ、Ａｇ、Ｃｕ、Ａｕ等の、任意の好適
な導電性金属を含み、および／または、Ｌｉ－ＡｌまたはＭｇ－Ａｇ合金等の、それらの
合金であってもよい。
【００６１】
　電子注入電極層は、空気中で安定するとともに、電子を関連エレクトロルミネセント材
料に注入することが可能である、任意の好適な材料で構成されてもよい。例えば、ある実
施形態では、効率的な電子注入層は、低仕事関数の金属元素を含有する化合物およびポリ
マー組成物の両方を含む、組成物であってもよく、低仕事関数の金属を含有する化合物は
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、ポリマー組成物の中で均等かつ均一に分布している。例えば、低仕事関数の金属を含有
する、好適な化合物は、好適な溶媒中で溶解される、金属イオン含有化合物または有機金
属化合物を含んでもよく、それは次いで、好適なポリマー組成物の中で分散している。
【００６２】
　ある実施形態では、効率的な電子注入層は、ポリマー、例えば、１つ以上の極性成分（
極性官能基等）を含有するポリマーと、金属ジケトナート等の低仕事関数の金属を含有す
る化合物とを含む、組成物であってもよい。ある実施形態では、好適なポリマー、例えば
、少なくとも１つの極性成分を含有するポリマーは、任意のポリマー、例えば、極性基を
含有し、ポリマー組成物の全体を通して、金属ジケトナート等の低仕事関数の金属を含有
する化合物を受容し、分布させることが可能である、任意のポリマーであってもよい。あ
る実施形態では、好適なポリマー、例えば、少なくとも１つの極性成分を含有するポリマ
ーは、ポリエチレングリコールジメチルエーテル、あるいは、ポリメチレングリコール、
ポリメチレンオキシド、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレ
ングリコール、ポリプロピレンオキシド、ポリブチレングリコール、ポリブチレンオキシ
ド、またはそれらの１つ以上の誘導体等の、他のポリエーテルであってもよい。
【００６３】
　ある実施形態では、低仕事関数の金属元素を含有する、好適な化合物は、金属ジケトナ
ートを含んでもよい。好適な金属ジケトナートは、好適なポリマー、例えば、極性成分を
含有し、その中で（例えば、均一に）分布しているポリマーを含有する、組成物と関連付
けられることが可能である、任意の金属ジケトナートであってもよい。ある実施形態では
、好適な金属ジケトナートは、リチウムアセチルアセトナート、バリウムアセチルアセト
ナート、ベリリウムアセチルアセトナート、カルシウムアセチルアセトナート、マグネシ
ウムアセチルアセトナート、ナトリウムアセチルアセトナート、カリウムアセチルアセト
ナート、セシウムアセチルアセトナート、ストロンチウムアセチルアセトナート、ホウ素
アセチルアセトナート、アルミニウムアセチルアセトナート、ガリウムアセチルアセトナ
ート、インジウムアセチルアセトナート、銀アセチルアセトナート、およびそれらの合金
等の、金属アセチルアセトナートであってもよい。ある実施形態では、低仕事関数の金属
元素を含有する化合物は、好適な溶媒を含む。例えば、化合物は、２－エトキシエタノー
ル、テトラヒドロフラン、３－ヒドロキシテトラヒドロフラン、３－ヒドロキシジヒドロ
－２（３Ｈ）－フラノン、アセトニトリル、エチルヒドロキシアセテート、２－プロポキ
シエタノール、２－イソプロポキシエタノール、ジエチレングリコール等の、好適な溶媒
と混合される、および／あるいは溶媒中で溶解または分散される、金属ジケトナートを含
んでもよい。
【００６４】
　ある実施形態では、好適な電子注入層は、ポリエチレングリコールジメチルエーテルと
、バリウムまたはカルシウムアセチルアセトネートとを含む。
【００６５】
　ある実施形態では、陰極および電子注入電極層は、材料の積層体、複合物、または混合
物として構成される。さらに、陰極および電子注入電極層は、約２００～約１０，０００
オングストローム、例えば、約１０００～約２０００オングストローム等の約４００～約
５０００オングストロームの厚さを有してもよい。ある実施形態では、陰極および電子注
入電極層は、例えば、ポリエチレングリコールジメチルエーテル金属ジケトナートといっ
た、上記で説明されるもの等の、空気中で安定する低仕事関数の材料の約１０～約２００
オングストロームの薄い電子注入層等の、２つの層の複合物であり、これは、エレクトロ
ルミネセント材料および／または誘電体層、ならびに銀またはアルミニウム等の導電性金
属のより厚い最上層（例えば、陰極層）と接触してもよい。ある実施形態では、陰極／電
子注入電極層は、基板を通る光を誘導するために構成される。
【００６６】
　ある実施形態では、エレクトロルミネセント素子は、エレクトロルミネセント材料、例
えば、エレクトロルミネセント層を含み、その層は、陰極／電子注入層から陽極／正孔注
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に説明されるように、本開示の素子は、エレクトロルミネセント材料層によって、電子注
入および陰極層から分離される、陽極および／または正孔注入層を含んでもよい（例えば
、エレクトロルミネセント材料は、陽極および／または正孔注入層と、電子注入および陰
極層との間で挟持される）。図１を参照されたい。
【００６７】
　ある実施形態では、以下でより詳細に説明されるように、素子は、キャビティを含んで
もよく、エレクトロルミネセント材料は、少なくとも部分的に素子のキャビティの中で位
置付けられてもよい。例えば、ある実施形態では、エレクトロルミネセント材料は、素子
のキャビティを実質的に、または完全に充填してもよい。ある実施形態では、エレクトロ
ルミネセント材料は、延長層を形成してもよく、例えば、エレクトロルミネセント材料は
、キャビティの寸法を充填するだけでなく、電極層を相互から分離する、および／または
１つ以上の電極層から誘電体層から分離する、追加層を形成してもよい。図２－６を参照
されたい。
【００６８】
　エレクトロルミネセント材料は、正孔注入／陽極層から正孔を受容し、電子注入／陰極
層から電子を受容し、注入された正孔および電子が結合すると、電磁放射線（例えば、光
）を放出することが可能な、任意の好適な材料から構成されてもよい。したがって、ある
実施形態では、エレクトロルミネセント材料は、有機または小分子の多層等の、多数の有
機または無機化合物あるいはそれらの混合物のうちのいずれかを含んでもよい。
【００６９】
　例えば、エレクトロルミネセント層は、ポリマー材料を含むか、または、１つ以上の小
分子材料から構成されてもよく、材料は、少なくとも１つのエレクトロルミネセント化合
物、例えば、有機、無機、または小分子エレクトロルミネセント化合物を含有してもよい
。ある実施形態では、エレクトロルミネセント化合物は、単純有機分子または複合ポリマ
ーあるいはコポリマーを含んでもよい。例えば、単純有機ルミネセント分子は、トリス（
８－ヒドロキシキノリナト）－アルミニウムまたはペリレンを含んでもよい。
【００７０】
　ある実施形態では、エレクトロルミネセント材料は、ポリマーまたはコポリマーを含む
。好適なポリマーまたはコポリマーの分子構造は、炭素系またはシリコン系骨格を含んで
もよい。ポリマーおよびコポリマーは、直鎖、分岐、架橋、またはそれらの任意の組み合
わせであってもよく、約５０００～１，０００，０００を越える程の広範囲の分子量を有
してもよい。コポリマーの場合は、コポリマーは、交互、ブロック、ランダム、グラフト
コポリマー、またはそれらの組み合わせであってもよい。本開示に関連して有用である、
好適なエレクトロルミネセントポリマーの例は、ポリパラフェニレン類、ポリチオフェン
類、ポリフェニレンビニレン類、ポリチエニルビニレン類、ポリフルオレン類、１，３，
４－オキサジアゾール含有ポリマー、およびそれらの種々の誘導体ならびにコポリマー等
の、共役ポリマー類を含むが、それらに限定されない。
【００７１】
　例示的エレクトロルミネセントポリマーは、以下の化学式（Ｉ）の一般構造を有する、
アリール置換されたポリ（アリレン－ビニレン）ポリマーである。
【００７２】
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　式中、Ａｒは、１個から３個の芳香族環を含有する、アリレン、ヘテロアリレン、置換
アリレン、または置換ヘテロアリレンであり、Ｒ１は、アリール置換基であり、かつ化学
式－－Ａｒ１－－Ｎ（Ｒ４Ｒ５）であり、式中、Ａｒ１は、Ａｒについて定義される通り
であり、Ｒ４およびＲ５は、独立して、ヒドロカルビル、置換ヒドロカルビル、ヘテロ原
子含有ヒドロカルビル、または置換ヘテロ原子含有ヒドロカルビルであり、Ｒ２およびＲ
３は、独立して、ヒドリド、ハロ、シアノ、ヒドロカルビル、置換ヒドロカルビル、ヘテ
ロ原子含有ヒドロカルビル、および置換ヘテロ原子含有ヒドロカルビルから成る群より選
択される、またはＲ２およびＲ３は、三重結合を一緒に形成してもよい。
【００７３】
　他の部分は、以下の通りであってもよい。Ａｒは、５員または６員アリレン、ヘテロア
リレン、置換アリレン、または置換ヘテロアリレン基であってもよく、または融合あるい
は結合された、１個から３個のそのような基を含有してもよい。好ましくは、Ａｒは、１
つまたは２つの芳香族環から構成され、最も好ましくは、５員または６員アリレン、ヘテ
ロアリレン、置換アリレン、または置換ヘテロアリレンである、単一芳香族環から構成さ
れる。アリール置換基中のアリレン結合部分であるＡｒ１は、同じように定義される。
【００７４】
　置換基Ｒ２およびＲ３は、概して、ヒドリドであるが、ハロ（特にクロロまたはフルオ
ロ）またはシアノ、あるいは置換または非置換アルキル、アルコキシ、アルケニル、アル
キニル、アリール、およびヘテロアリールであってもよい。
【００７５】
　Ｒ４およびＲ５は、同じであるか、または異なってもよく、記述されるように、ヒドロ
カルビル、置換ヒドロカルビル、ヘテロ原子含有ヒドロカルビル、または置換ヘテロ原子
含有ヒドロカルビルである。例えば、Ｒ４およびＲ５は、アルキル、アルコキシ置換され
たアルキル、ポリエーテル置換されたアルキル、ニトロ置換されたアルキル、ハロ置換さ
れたアルキル、アリール、アルコキシ置換されたアリール、ポリエーテル置換されたアリ
ール、ニトロ置換されたアリール、ハロ置換されたアリール、ヘテロアリール、アルコキ
シ置換されたヘテロアリール、ポリエーテル置換されたヘテロアリール、ニトロ置換され
たヘテロアリール、ハロ置換されたヘテロアリールなどであってもよい。ある実施形態で
は、置換基は、アリール、例えば、フェニル、アルコキシ置換されたフェニル（特に、メ
トキシフェニル等の低級アルコキシ置換されたフェニル）、ポリエーテル置換されたフェ
ニル（特に、－－ＣＨ２（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＣＨ３または－－（ＯＣＨ２ＣＨ２）２

ＯＣＨ３で置換されたフェニル、式中、ｎは、概して１～１２、好ましくは１～６、最も
好ましくは１～３である）、およびハロ置換されたフェニル（特に、フッ化または塩化フ
ェニル）である。
【００７６】
　米国特許第６，４１４，１０４号で説明されている別の例示的エレクトロルミネセント
ポリマー材料は、以下のような化学式（ＩＩ）の一般的構造を有するモノマー単位を含有
する、アリール置換されたポリ（アリレン－ビニレン）ポリマーである。
【００７７】
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【化２】

　式中、Ｘ、Ｙ、およびＺは、独立して、Ｎ、ＣＨ、およびＣＲ６から成る群より選択さ
れ、Ｒ６は、ハロ、シアノ、アルキル、置換アルキル、ヘテロ原子含有アルキル、アリー
ル、ヘテロアリール、置換アリール、または置換へテロアリールであり、または、隣接す
る炭素原子上の２つのＲ６部分は、追加環状基を形成するように結合されてもよく、Ａｒ
１は、上記で定義される通りであり、Ａｒ２およびＡｒ３は、独立して、１つまたは２つ
の芳香族環を含有する、アリール、ヘテロアリール、置換アリール、および置換ヘテロア
リールから成る群より選択され、Ｒ２およびＲ３は、上記で定義される通りである。
【００７８】
　上記の化学式（Ｉ）では、ポリマーは、Ｘ、Ｙ、およびＺが全てＣＨである時に、ポリ
（フェニレンビニレン）である。Ｘ、Ｙ、およびＺのうちの少なくとも１つがＮである時
、芳香族環は、例えば、置換または非置換ピリジニル、ピリダジニル、ピリミジニル、ピ
ラジニル、１，２，４－トリアジニル、または１，２，３－トリアジニルとなる。例えば
、Ｘ、Ｙ、およびＺのうちの１つは、ＣＨであってもよく、他の２つは、ＣＨまたはＣＲ
６のいずれか一方であってもよく、式中、Ｒ６は、ヘテロ原子含有アルキル、例えば、ア
ルコキシ、または、ｎが、１～１２、例えば、１～３等の１～６であってもよい、ポリエ
ーテル置換基－ＣＨ２（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＣＨ３または－（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＣ
Ｈ３基であってもよい。
【００７９】
　ポリマーは、少なくとも１つの追加種類のモノマー単位を伴う、ホモポリマーまたはコ
ポリマーであってもよい。好ましくは、ポリマーがコポリマーである場合、追加モノマー
単位もまた、例えば、化学式（ＩＩＩ）の構造を有する、アリレン－ビニレンモノマー単
位である。
【００８０】
【化３】

　式中、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ６は、以前に定義された通りであり、ｑは、０から４を含
む範囲の整数である。
【００８１】
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　化学式（Ｉ）の構造を有する具体的なポリマーの例は、ポリ（２－（４－ジフェニルア
ミノ－フェニル）－１，４－フェニレンビニレン、およびポリ（２－（３－ジフェニルア
ミノフェニル）－１，４－フェニレンビニレンである。
【００８２】
　米国特許第６，４１４，１０４号で開示されている具体的なポリマーの例は、ポリ（２
－（４－ジフェニルアミノ－フェニル）－１，４－フェニレンビニレン、およびポリ（２
－（３－ジフェニルアミノフェニル）－１，４－フェニレンビニレンである。
【００８３】
　本開示で使用するために好適なエレクトロルミネセントポリマーは、米国特許第６，７
２３，８２８号、第６，８００，７２２号、および第７，０９８，２９７号でも開示され
ており、そのいずれも本明細書に参考として援用される。これらの参照された特許におい
て、化学式（ＩＶ）の構造を有するモノマー単位を含有する、共役ポリマーが開示されて
いる。
【００８４】

【化４】

　式中、Ａｒ１およびＡｒ２は、独立して、単環式、二環式、および多環式アリレン、ヘ
テロアリレン、置換アリレン、置換ヘテロアリレン基から成る群より選択され、Ｌは、ア
ルキレン、アルケニレン、置換アルキレン、置換アルケニレン、ヘテロアルキレン、ヘテ
ロアルケニレン、置換ヘテロアルキレン、置換ヘテロアルケニレン、アリレン、ヘテロア
リレン、置換アリレン、または置換ヘテロアリレンであり、ｍは、０または１であり、ｎ
は、０または１であり、Ｑ１およびＱ２は、独立して、Ｈ、アリール、ヘテロアリール、
置換アリール、置換ヘテロアリール、アルキル、および置換アルキルから成る群より選択
され、Ｑ３は、ｍが１であり、Ｑ１およびＱ２がＨ以外であるという条件で、アルキルお
よび置換アルキルから成る群より選択され、Ａ－は、負の電荷を持つ対イオンである。
【００８５】
　エレクトロルミネセント材料はまた、様々なコポリマーに加え、他のポリマーを伴う、
化学式（ＩＶ）内のポリマーの混合物を含んでもよい。
【００８６】
　ある実施形態では、エレクトロルミネセント素子は、複数の層を含有する挟持構成等の
多層形式で作成されてもよい。例えば、エレクトロルミネセント素子は、基板と、陽極お
よび／または正孔注入層と、エレクトロルミネセント材料層と、電子注入および／または
陰極層とを含んでもよい。ある実施形態では、エレクトロルミネセント素子は、多層形式
で作成されてもよく、また、電極層、例えば、陽極／正孔注入または電子注入／陰極層の
うちの１つ以上を通って延在し、加えて、誘電体層（存在する場合）を通って延在しても
よいキャビティ等の、キャビティを含んでもよい。
【００８７】
　ある実施形態では、エレクトロルミネセント素子は、誘電体層を含んでもよい。好適な
誘電体層が、陽極および／または正孔注入層等の電極層よりも上側であるが、電子注入お
よび／または陰極層よりも下側に位置付けられてもよく、または、好適な誘電体層が、電
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子注入および／または陰極層よりも上側であるが、正孔注入および／または陽極層よりも
下側に位置付けられてもよい。
【００８８】
　ある実施形態では、誘電体層は、正孔注入電極層等の電極層の直上または間接的に上側
に位置付けられる。「直上」によって、誘電体層は、電極層（例えば、正孔注入電極層）
の直上にあり、それと実際に接触していることが意味される。「間接的に上側」によって
、誘電体層は、電極層（例えば、正孔注入層）の直上になく、それと実際に接触しなくて
もよく、むしろ介在層または被覆が、電極層から誘電体層の少なくとも一部分を分離して
もよいことが意味される。
【００８９】
　ある実施形態では、誘電体層は、電子注入／陰極電極層等の電極層の直上または間接的
に上側に位置付けられる。「直上」によって、誘電体層は、電極層（例えば、電子注入層
）の直上にあり、それと実際に接触していることが意味される。「間接的に上側」によっ
て、誘電体層は、電極層（例えば、電子注入電極層）の直上になく、それと実際に接触し
なくてもよく、むしろ介在層または被覆が、電極層から誘電体層を分離してもよいことが
意味される。
【００９０】
　誘電体層は、電気的障壁を提供するように、および電極層間の電気的短絡を防止するよ
うに、電極間の障壁としての機能を果たすことが可能な、任意の好適な材料で構成されて
もよい。したがって、ある実施形態では、誘電体層は、ピンホールを実質的に含まず、少
なくとも約１０８オーム・ｃｍ、好ましくは少なくとも約１０１２オーム・ｃｍの電気抵
抗を有する、高抵抗材料から構成される。好適な高抵抗材料は、窒化ケイ素、窒化ホウ素
、窒化アルミニウム、酸化ケイ素、酸化チタン、酸化アルミニウム、ポリイミド、ポリフ
ッ化ビニリデン、パラレン、ならびに種々のゾル－ゲル材料およびセラミック前駆体ポリ
マーを含むが、それらに限定されない。
【００９１】
　ある実施形態では、誘電体層は、エレクトロルミネセント効率を増大させ、電力消費を
減少するために構成される。したがって、ある実施形態では、誘電体層は薄い。例えば、
ある実施形態では、「薄い」という用語は、誘電体層が電極間の距離を減少させ、したが
って、電気蛍光発光を生成するために必要な電圧を低減することができることを意味する
。具体的には、ある実施形態では、誘電体層は、厚さが約１マイクロメートルを超えない
。例えば、ある実施形態では、誘電体層は、約１００～約５０００オングストローム、例
えば、約５００～約２０００オングストロームの厚さを有してもよい。ある実施形態では
、誘電体層は、厚さが１００ｎｍを超える、１２０を超える、１５０を超える、または２
００ｎｍを超える。
【００９２】
　しかしながら、ある状況では、過度の電圧が印加された場合に、誘電体材料が破壊する
場合があることに留意されたい。したがって、本開示のエレクトロルミネセント素子で使
用するための好適な誘電体材料は、誘電体層によって相互から分離され、エレクトロルミ
ネセント材料と接触している、陽極／正孔注入層と電子注入／陰極電極層との間に作動電
圧が印加された時に、エレクトロルミネセント材料が光子を放出するために必要とされる
作動電圧に耐えるように、その厚さに十分な絶縁耐力を有する。したがって、誘電体材料
層は、作動電圧を少なくとも約２ボルト上回る電圧に耐えるように、その厚さに十分な絶
縁耐力を有してもよい。例えば、５ボルトの電位が印加された時に光を放出するように素
子が構成される場合、誘電体層は、少なくとも約７ボルトに耐えられるべきである。
【００９３】
　上記で記載されるように、ある実施形態では、素子は、キャビティを含んでもよい。あ
る実施形態では、キャビティは、素子の種々の構成要素の１つ以上の層を少なくとも部分
的に通って延在する。例えば、ある実施形態では、キャビティは、誘電体層および最下部
電極層（例えば、基板に対して）の両方を通って延在してもよい。ある実施形態では、素
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子は、誘電体層を通って延在するが、電極層を通って延在しないキャビティを含む。その
ような実施形態では、最下部電極層（例えば、陽極／正孔注入または電子注入／陰極電極
層）は、電気化学的放射線（例えば、光）に対して少なくとも半透明の材料を含む。
【００９４】
　ある実施形態では、素子は、基板、陽極／正孔注入電極層、誘電体層、および電子注入
／陰極電極層のうちの１つ以上によって、少なくとも部分的に境界を定められるキャビテ
ィを含む。例えば、ある実施形態では、キャビティは、陽極および／または正孔注入層と
、電子注入および陰極層とによって、境界を定められてもよく、さらに、誘電体材料層（
含まれる場合）および／または基板あるいは基板を被覆する材料の一部分によって、少な
くとも部分的に境界を定められてもよい。
【００９５】
　例えば、ある実施形態では、素子は、基板、陽極および／または正孔注入層、誘電体層
、および電子注入および／または陰極電極層の一部分によって境界を定められる、キャビ
ティを含む。ある実施形態では、素子は、正孔注入および／または陽極層、誘電体層、お
よび電子注入および／または陰極層の一部分によって境界を定められる、キャビティを含
む。ある実施形態では、素子は、基板、正孔注入電極および／または陽極層、および電子
注入層の一部分によって境界を定められる、キャビティを含む。
【００９６】
　ある実施形態では、キャビティは、ルーメンと、キャビティのルーメン内に位置付けら
れる、上記で説明されるもの等のエレクトロルミネセント層とを含む。ある実施形態では
、キャビティは、エレクトロルミネセント材料等の材料で充填されてもよい。ある実施形
態では、充填材料、例えば、エレクトロルミネセント材料は、キャビティの寸法を完全に
充填するが、キャビティの寸法を越えて溢出することも、キャビティと電極層（例えば、
電子注入／陰極電極層）との間の介在層と見なされるように、キャビティと電子注入／陰
極電極層等の電極層との間に存在することもない。ある実施形態では、充填材料、例えば
、エレクトロルミネセント材料は、キャビティの寸法を完全に充填し、キャビティと電極
層（例えば、電子注入電極／陰極層）との間の介在層と見なされるように、キャビティと
電子注入／陰極電極層等の電極層との間に存在する材料層を形成するよう、キャビティの
寸法を越えて溢出する。
【００９７】
　ある実施形態では、キャビティは、電子注入および／または陰極層等の１つ以上の電極
層を通って延在しない。むしろ、ある実施形態では、電極層（例えば、電子注入および陰
極層）は、１つ以上の側面上のキャビティの境界を少なくとも部分的に示してもよい。例
えば、ある実施形態では、電極層（例えば、電子注入および陰極層）は、キャビティより
上側に位置付けられ、その長さは、キャビティを横断して（例えば、横方向に）伸びる。
ある実施形態では、電極層（例えば、電子注入および陰極層）は、キャビティの境界を示
すが、しかしながら、キャビティを充填するエレクトロルミネセント材料は、キャビティ
の寸法を越えて溢出し、キャビティと電極層（例えば、電子注入および陰極層）との間に
存在する材料層を形成する。ある実施形態では、電極層（例えば、電子注入および陰極層
）は、キャビティを境界し、キャビティを少なくとも部分的に充填するエレクトロルミネ
セント材料は、キャビティの寸法を越えて溢出することも、キャビティと電極層（例えば
、電子注入および陰極層）との間に材料層を形成することもない。
【００９８】
　したがって、上記を参照すると分かるように、キャビティは、エレクトロルミネセント
素子の構成要素の種々の部分によって境界を定められてもよい。したがって、キャビティ
の境界を示すエレクトロルミネセント素子の構成要素の複数部分の種々の表面は、本明細
書では、「キャビティの内面」であるとして参照される。したがって、キャビティ内に位
置付けられたエレクトロルミネセント層は、基板、基板を被覆する材料、正孔注入および
／または陽極層、誘電体層、および電子注入および／または陰極層のうちの１つ以上に接
触してもよい。
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【００９９】
　例えば、ある実施形態では、キャビティ内に位置付けられたエレクトロルミネセント層
は、基板の表面、陽極層および／または正孔注入層、誘電体層、電子注入層および／また
は陰極層に接触する。ある実施形態では、キャビティ内に位置付けられたエレクトロルミ
ネセント層は、陽極層および／または正孔注入層、誘電体層、および電子注入層に接触す
る。例えば、ある実施形態では、キャビティ内に位置付けられたエレクトロルミネセント
層は、基板に接触しない。ある実施形態では、キャビティ内に位置付けられたエレクトロ
ルミネセント層は、陽極層および／または正孔注入電極層と、電子注入電極層および陰極
層とに接触する。例えば、ある実施形態では、キャビティ内に位置付けられたエレクトロ
ルミネセント層は、誘電体層に接触しない。
【０１００】
　本開示のキャビティは、正孔および電子の両方が、キャビティ内に包含されたエレクト
ロルミネセント層に注入されることを可能にする限り、任意の好適な構成を有してもよい
。例えば、ある実施形態では、キャビティは、軸対称である。ある実施形態では、キャビ
ティは、キャビティの軸に沿って一定の断面積を含む。ある実施形態では、キャビティは
、誘電体層において、正孔注入電極層より小さい断面積を有する。
【０１０１】
　（エレクトロルミネセント素子を製造する方法）
　一局面では、本開示は、上記のエレクトロルミネセント素子を形成するための方法を提
供する。ある実施形態では、方法は、最初に、その上に層状構造が形成される基板を提供
するステップを含み、層状構造は、陽極および／または正孔注入層と、エレクトロルミネ
セント材料層と、電子注入（例えば、ポリエチレングリコールジメチルエーテルおよびバ
リウムアセチルアセトナート層）および陰極層とを含む。加えて、素子の層状構造は、陽
極および／または正孔注入層と電子注入および陰極層との間に挟入される、誘電体層およ
びキャビティの両方を含んでもよい。
【０１０２】
　例えば、一旦堆積させられると、層状構造の１つ以上の層は、キャビティを含むように
修正されてもよく、そのキャビティは、１つ以上の電極層および／または誘電体層（含ま
れる場合）を通って延在してもよい。したがって、本開示の層状構造を伴う素子は、キャ
ビティ表面の内部が露出されるように、陽極および／または正孔注入電極層、および／ま
たは誘電体層、および／または電子注入および／または陰極層を通って延在する、キャビ
ティを含んでもよく、内部キャビティ表面は、陽極領域、および／または正孔注入電極領
域、および／または誘電領域、および／または電子注入電極領域、および／または陰極領
域といった表面のうちの１つ以上を含んでもよい。方法はさらに、キャビティの１つ以上
の内面上に、正孔注入層および／または電子注入層、および／または、正孔輸送層および
／または電子輸送層を生産するステップを含んでもよく、および／または、陽極/正孔注
入および電子注入電極／陰極領域との電気接触をエレクトロルミネセント材料に提供する
よう、エレクトロルミネセント被覆材料で内部キャビティ表面を被覆するステップを含ん
でもよい。
【０１０３】
　本開示のエレクトロルミネセント素子を製造する方法において、基板および／またはそ
の以前に堆積させられた層の上に各層を堆積させるために、種々の技術が使用されてもよ
い。そのような堆積技術は、高真空蒸着、スパッタリング、化学蒸着、電気めっき、スピ
ンコーティング、インクジェット印刷、スクリーン印刷、および半導体製造の当業者に周
知の他の技術を含むが、それらに限定されない。
【０１０４】
　しかしながら、堆積技術は、層を形成するために使用される材料に従って選択されるべ
きであることに留意されたい。例えば、ある実施形態では、通常の陽極または陰極層を生
産するために使用されるもの等の金属は、蒸着、スパッタリング、電気めっき、化学蒸着
等によって堆積されてもよく、ある実施形態では、本開示の電子注入層を生産するために
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使用されるもの等のポリマー溶液は、溶解方法によって、基板の上に、または１つ以上の
先行層の上に堆積させられてもよい。
【０１０５】
　例えば、本開示の層状素子の形成に関する独自の特徴は、電子注入層（例えば、ポリエ
チレングリコールジメチルエーテルおよびバリウムアセチルアセトナート層）が、溶解方
法によって、基板の上に、または１つ以上の先行層の上に堆積させられてもよいことであ
る。
【０１０６】
　例えば、電子注入層が、ポリエチレングリコールジメチルエーテルと、バリウムまたは
カルシウムアセチルアセトナートとを含む組成物等の、ポリマー、例えば、極性官能基を
伴うポリマーと、金属ジケトナートとを含有する、組成物を含む場合、組成物は、スピン
コーティング、インクジェット印刷等の溶解方法によって、基板の上に、または１つ以上
の先行層の上に堆積させられてもよい。したがって、場合によっては、本開示の電子注入
層を形成するための組成物を含有するポリマーは、ポリマー組成物の分解をもたらす方法
を使用して、基板の上に、または１つ以上の先行層の上に堆積させられない。ある実施形
態では、電子注入層は、真空蒸着、化学蒸着などを伴う方法によって、基板の上に、また
は１つ以上の先行層の上に堆積させられない。
【０１０７】
　ある実施形態では、各層について、よく制御された厚さを達成するよう、真空蒸着が、
陽極および／または正孔注入層、および／または誘電体層（含まれる場合）、および／ま
たは陰極層の堆積で採用されてもよい一方で、スピンコーティングまたはインクジェット
印刷が、電子注入層および／または正孔注入層の堆積で採用されてもよい。ある実施形態
では、例えば、陽極および／または陰極層が、正孔注入および／または電子注入層とは別
で異なる層を形成する場合、陽極および陰極層は、真空蒸着過程を使用して堆積させられ
てもよく、正孔注入および／または電子注入層は、溶解方法を使用して堆積させられても
よい。そのような真空蒸着過程は、アーク物理蒸着、電子ビーム蒸着、強化アーク物理蒸
着、化学蒸着、マグネトロンスパッタリング、分子ビームエピタキシ、そのような技術の
組み合わせ、および当業者に公知の種々の他の技術を含むが、それらに限定されない。当
業者であれば、化学蒸着は、窒化ケイ素等の誘電体層材料を形成するためにも適している
ことも認識するであろう。
【０１０８】
　化学蒸着は、気体状の有機種を分解し、所望の膜を形成するのに十分高い温度まで、基
板表面を加熱するステップを伴ってもよい。そのような加熱は、特定のプラスチック類等
の、熱によって悪影響を受ける特定の基板の使用を不可能にする場合がある。一方、物理
蒸着は、基板としてのプラスチック類を必ずしも除外しない。加えて、一部の基板加熱は
、膜の付着を促進するために、物理蒸着で採用されてもよい。また、マグネシウムまたは
カルシウム等の反応金属が電極層材料として使用される場合、真空蒸着が必要とされても
よいことにも留意されたい。
【０１０９】
　ある実施形態では、エレクトロルミネセント（例えば、有機）層は、従来の有機発光ダ
イオード（ＯＬＥＤ）およびキャビティ含有有機発光ダイオード（ＣＯＬＥＤ）の形成の
ために開発されているような過程を採用することによって、生産することができる。ある
実施形態では、エレクトロルミネセント層は、正孔注入および／または電子注入層を堆積
させる際に採用されるのと同じ方法を使用して、堆積させられてもよい。つまり、ある実
施形態では、例えば、ポリマー含有ＯＬＥＤまたはＣＯＬＥＤを生産する時に、正孔注入
（例えば、ＰＥＤＯＴ）、電子注入および／または発光ポリマー（ＬＥＰ）層をスピンコ
ートすることができ（図１１参照）、それは、陽極層および／またはＡｌ陰極層等の陰極
層等の、正規の電極層の真空蒸着に先行されるか、または真空蒸着が後に続いてもよい。
【０１１０】
　同様に、電子注入層の堆積のための溶解処理方法の使用とともに、確立された真空蒸着
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過程を介して、小分子ＣＯＬＥＤを生産することができるが、ある状況では（例えば、基
板が図２、４、および６に示された構造のうちの１つを使用する場合）、角度堆積（例え
ば、図１１を参照）が使用されてもよい。小分子ＣＯＬＥＤの場合、堆積順は、正規のＯ
ＬＥＤと同じとなり得るか、または逆転するこことができる。つまり、「陽極金属／正孔
注入／正孔輸送／エレクトロルミネセント層／電子輸送／電子注入／陰極金属」（基板上
の金属層は陽極として機能する）または「陰極金属／電子注入／電子輸送／エレクトロル
ミネセント層／正孔輸送／電子注入／陽極金属」（基板上の金属層は陰極）として機能す
る）の順序のいずれか一方である。
【０１１１】
　したがって、一局面では、本開示は、基板上にポリマー組成物を堆積させる方法を対象
とする。ある実施形態では、方法は、基板上にポリマー組成物を堆積させるのに十分な方
式で、基板をポリマー組成物と接触させるステップを含む。ある実施形態では、ポリマー
組成物は、ポリマー、例えば、１つ以上の極性成分（極性官能基等）を含有するポリマー
と、金属ジケトナート等の低仕事関数の金属元素を含有する化合物とを含む。ある実施形
態では、少なくとも１つの極性成分を含有する、好適なポリマーは、極性基を含有し、ポ
リマー組成物の全体を通して、金属ジケトナート等の低仕事関数の金属元素を含有する化
合物を受容し、分布させることが可能である、任意のポリマーであってもよい。ある実施
形態では、少なくとも１つの極性成分を含有する、好適なポリマーは、ポリエチレングリ
コールジメチルエーテル、あるいは、ポリメチレングリコール、ポリメチレンオキシド、
ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレングリコール、ポリプロ
ピレンオキシド、ポリブチレングリコール、ポリブチレンオキシド、またはそれらの１つ
以上の誘導体等の、他のポリエーテルであってもよい。
【０１１２】
　ある実施形態では、低仕事関数の金属元素を含有する、好適な化合物は、金属ジケトナ
ートであり、その金属ジケトナートは、好適なポリマー、例えば、極性成分を含有し、そ
の中で（例えば、均一に）分布しているポリマーを含有する、組成物と関連付けられるこ
とが可能である、任意の金属ジケトナートであってもよい。ある実施形態では、好適な金
属ジケトナートは、リチウムアセチルアセトナート、バリウムアセチルアセトナート、ベ
リリウムアセチルアセトナート、カルシウムアセチルアセトナート、マグネシウムアセチ
ルアセトナート、ナトリウムアセチルアセトナート、カリウムアセチルアセトナート、セ
シウムアセチルアセトナート、ストロンチウムアセチルアセトナート、ホウ素アセチルア
セトナート、アルミニウムアセチルアセトナート、ガリウムアセチルアセトナート、イン
ジウムアセチルアセトナート、銀アセチルアセトナート、およびそれらの合金等の、金属
アセチルアセトナートであってもよい。
【０１１３】
　例えば、ある実施形態では、好適な電子注入層は、ポリエチレングリコールジメチルエ
ーテルと、バリウムまたはカルシウムアセチルアセトネートとを含む。例えば、本開示の
層状構造の上になる好適な電子注入層組成物は、膜の混合物を含んでもよい。ある実施形
態では、混合物は、バリウムまたはカルシウムアセチルアセトネート等の、約６０％から
約８０％の金属ジケトナート等の約５０％から約６０％の金属ジケトナートを含む、約４
０％から約８０％等の約２０％から約９０％の金属ジケトナートを含む。さらに、ある実
施形態では、混合物は、ポリエチレングリコールジメチルエーテル等の、約２０％から約
４０％の極性ポリマー等の、約３０％から約４０％の極性ポリマー組成物を含む、約２０
％から約５０％等の約１０％から約６０％の極性ポリマーを含む。混合されると、混合物
は、ＰＬＥＤ等のエレクトロルミネセント素子に統合された時に、向上した性能を伴う効
率的な電子注入層としての機能を果たしてもよい。
【０１１４】
　したがって、ある実施形態では、混合物は、２つの成分を含む。好適な溶媒と混合され
た金属ジケトナートを含む成分と、極性ポリマーを含む成分とであり、それらの成分は、
一緒に混合され、次いで、本開示の層状構造と接触させられる。例えば、第１の溶液は、
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バリウムアセチルアセトナート水和物（固体）等の金属ジケトナートを含んでもよく、そ
れは、飽和混合物を形成するように、ガラスバイアル中で１ｍＬあたり約１０ｍｇの固体
の比率で、２－エトキシエタノール等の好適な溶媒と混合され、次いで、その混合物は、
例えば、１分以上にわたって、水槽中で超音波分解されてもよい。第２の溶液は、ポリマ
ー化合物、例えば、ポリエチレングリコールジメチルエーテルを含んでもよく、それは、
５ｍＬの溶媒あたり約３５ｍｇの固体の比率で、２－エトキシエタノール等の好適な溶媒
と混合される。
【０１１５】
　その上に空気中で安定する低仕事関数の電子注入層を形成するよう、本開示の好適な層
状構造上の堆積のために、例えば、ポリエチレングリコールジメチルエーテルおよびバリ
ウムアセチルアセトナートの溶液といった、最終溶液を形成するために、第１の金属ジケ
トナート含有溶液の９部（体積で）が、第２の溶液、例えば、ポリエチレングリコールジ
メチルエーテルを含有する溶液の１部（体積で）と混合されてもよい。次いで、混合物は
、０．２０ｍシリンジフィルタを通して濾過されてもよい。次いで、濾過された溶液は、
その上に均一な電子注入層を生産するよう、発光ポリマー膜層等の本開示の層状構造の上
に、スピンコートされてもよい（例えば、約３０００－４０００ｒｐｍで１分間）。次い
で、基板は、その後、真空下で約８０℃にて約３０分間焼かれてもよい。次いで、導電性
電極／接点を形成するように、Ａｌが蒸着させられてもよい。
【０１１６】
　したがって、２つの溶液、例えば、ポリエチレングリコールジメチルエーテルおよびバ
リウムアセチルアセトナートは、基板に接触する前に組み合わせられてもよい。あるいは
、それらは、基板上で連続的に組み合わせられてもよい。ある実施形態では、２つの溶液
は、混合、混和などによって組み合わせられてもよい。ある実施形態では、混合は、約２
０％から約４０％のポリエチレングリコールジメチルエーテルおよび約６０％から約８０
％のバリウムアセチルアセトナートを含む、最終生産物を生じる。
【０１１７】
　上記に関して分かるように、本開示の素子は、素子がどのように製造されるかに応じて
、複数の異なる構成を有してもよい。例えば、図１を参照して分かるように、本開示の方
法に従って製造されるエレクトロルミネセント素子が提供される。素子（１００）は、基
板（１０２）と、陽極層（１０４）と、正孔注入層（１０５）と、エレクトロルミネセン
ト（例えば、発光ポリマー）材料（１０６）と、電子注入層、例えば、ポリエチレングリ
コールジメチルエーテルおよびバリウムアセチルアセトナート層（１０７）と、陰極層（
１０８）とを含む。したがって、図１の素子は、基板を提供し、その表面上に、上記の方
法に従って、陽極層、正孔注入層、エレクトロルミネセント層、電子注入層、および陰極
層を堆積させることによって、生産されてもよい。
【０１１８】
　図１の素子および素子を作製する方法は、最初に基板上に堆積させられ、その後に次の
層の堆積が続く、陽極層に関して表されているが、この順番は、陰極層が最初に基板上に
堆積させられ、その後に電子注入層等の堆積が続いてもよいように、逆転されてもよいと
理解されることに留意されたい。さらに、陽極および正孔注入層が、２つの別個の層であ
るとして表されているが、ある実施形態では、陽極層および正孔注入層は、単一層を備え
ることも留意されたい。なおもさらに、ある実施形態では、正孔輸送層もまた、素子に含
まれてもよく、したがって、正孔注入層とエレクトロルミネセント層との間に堆積させら
れてもよく、および／または、電子輸送層が素子に含まれてもよく、したがって、エレク
トロルミネセント層と電子注入層との間に堆積させられてもよいことに留意されたい。
【０１１９】
　図２を参照して分かるように、本開示による、キャビティを含有するエレクトロルミネ
セント素子が記載される。素子（２００）は、基板（２０２）と、陽極層（２０４）と、
誘電体層（２０６）と、電子注入電極層（２０７）と、陰極層（２０８）とを含む。素子
はまた、エレクトロルミネセント材料（２１２）を含むキャビティ（２１０）も含み、そ
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のキャビティはまた、正孔注入層（２０５）を含んでもよい。
【０１２０】
　したがって、図２の素子は、基板を提供し、その表面上に、上記の方法に従って、陽極
層および誘電体を堆積させることによって、生産されてもよい。さらに、一旦これらの層
が基板上に堆積させられると、本明細書で説明される方法に従って、キャビティが形成さ
れてもよく、随意で、陽極層を備えるキャビティの１つ以上の表面が、正孔注入層と接触
させられ、および／または正孔注入層で被覆されてもよい。加えて、一旦キャビティが形
成されると、発光ポリマー等のエレクトロルミネセント材料の層が、その上に堆積させら
れてもよい。さらに、一旦エレクトロルミネセント層が堆積させられると、次いで、電子
注入層および陰極層が堆積させられてもよい。
【０１２１】
　図２を参照して分かるように、エレクトロルミネセント被覆材料（２１２）は、誘電体
層（２０６）から電子注入層（２０７）を分離する材料層を形成する。したがって、ある
実施形態では、エレクトロルミネセント被覆材料（２１２）は、キャビティを完全に充填
するだけでなく、溢出し、電子注入層（２０７）と誘電体層（２０６）との間に挟入され
る別個の材料層を形成する。加えて、図２に関して分かるように、キャビティ（２１０）
は、誘電体層（２０６）および陽極層（２０４）の両方を通って延在し、したがって、誘
電体層（２０６）、正孔注入層（２０５）、および基板の頂面によって境界を定められる
。電子注入層（２０７）および陰極層（２０８）は、キャビティ（２１２）を横断して伸
びる。
【０１２２】
　図２、および本明細書で記載され、以下で説明される他の実施形態に関して、素子およ
び素子を作製する方法は、最初に基板上に堆積させられ、その後に誘電体層および正孔注
入層の堆積が続く、陽極層に関して表されているが、陰極層が最初に基板上に堆積させら
れ、その後に誘電体層および電子注入層の堆積が続いてもよいと理解されることに留意さ
れたい。
【０１２３】
　さらに、図２、および本明細書で記載され、以下で説明される他の実施形態に関して、
陽極および正孔注入層が、２つの別個の層であるとして表されているが、ある実施形態で
は、陽極層および正孔注入層は、単一層を備えることも留意されたい。
【０１２４】
　なおもさらに、図２、および本明細書で記載され、以下で説明される他の実施形態に関
して、正孔輸送層もまた、素子に含まれてもよく、したがって、正孔注入層に隣接して堆
積させられてもよく、および／または、電子輸送層が素子に含まれてもよく、したがって
、電子注入層に隣接して堆積させられてもよいことに留意されたい。ある実施形態では、
正孔注入層が省略されてもよい。
【０１２５】
　図３に関して分かるように、本開示によるエレクトロルミネセント素子が記載される。
素子（３００）は、基板（３０２）と、陽極層（３０４）と、誘電体層（３０６）と、電
子注入層（３０７）と、陰極層（３０８）とを含む。素子はまた、随意的である正孔注入
層（３０５）と、エレクトロルミネセント材料（３１２）とを含む、キャビティ（３１０
）も含む。
【０１２６】
　したがって、図３の素子は、基板を提供し、その表面上に、上記の方法に従って、陽極
層および誘電体を堆積させることによって、生産されてもよい。さらに、一旦これらの層
が基板上に堆積させられると、本明細書で以下に説明される方法に従って、キャビティが
形成されてもよく、随意で、陽極層を備えるキャビティの１つ以上の表面が、正孔注入層
と接触させられ、および／または正孔注入層で被覆されてもよい。加えて、一旦キャビテ
ィが形成されると、発光ポリマー等のエレクトロルミネセント材料の層が、その上に堆積
させられてもよい。さらに、一旦エレクトロルミネセント層が堆積させられると、次いで
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、電子注入層および陰極層が堆積させられてもよい。
【０１２７】
　図３を参照して分かるように、エレクトロルミネセント被覆材料（３１２）は、誘電体
層（３０６）から電子注入層（３０７）および陰極層（３０８）を分離する材料層を形成
する。具体的には、ある実施形態では、エレクトロルミネセント被覆材料（３１２）は、
キャビティを完全に充填するだけでなく、溢出し、電子注入層（３０７）／陰極層（３０
８）と誘電体層（３０６）との間に挟入される別個の材料層を形成する。
【０１２８】
　加えて、図３に関して分かるように、キャビティ（３１０）は、誘電体層（３０６）を
通って延在するが、キャビティ（３１０）は、正孔注入層（３０５）または陽極層（３０
４）を通って延在しない。したがって、キャビティは、誘電体層（３０６）および正孔注
入層（３０４）によって境界を定められる。電子注入層（３０７）および陰極（３０８）
は、キャビティ（３１２）を横断して伸びる。この実施形態および本明細書で説明される
他のそのような実施形態では、電子注入層は、陰極層の全長に伸びるものとして描写され
ているが、電子注入層は、陰極層の一部分に及んでもよく、例えば、そうでなければエレ
クトロルミネセント材料に接触する陰極の一部に及んでもよいことに留意されたい。
【０１２９】
　図３は、基板より上側に位置付けられた底層である陽極層、および基板から離れた最上
層として位置付けられている陰極層に関して、説明されているが、電極層およびそれぞれ
の注入層の位置は、逆転されてもよく、例えば、陰極層は、基板より上側に位置付けられ
た底層であってもよく、陽極層は、基板から離れた最上層として位置付けられてもよいこ
とに留意されたい。
【０１３０】
　図４に関して分かるように、主開示によるエレクトロルミネセント素子が記載される。
素子（４００）は、基板（４０２）と、陽極（４０４）と、誘電体層（４０６）と、電子
注入電極層（４０７）と、陰極層（４０８）とを含む。素子はまた、随意的である正孔注
入層（４０５）と、エレクトロルミネセント被覆材料（４１２）とを含む、キャビティ（
４１０）も含む。
【０１３１】
　したがって、図４の素子は、基板を提供し、その表面上に、上記の方法に従って、陽極
層および誘電体を堆積させることによって、生産されてもよい。さらに、一旦これらの層
が基板上に堆積させられると、本明細書で以下に説明される方法に従って、キャビティが
形成されてもよく、随意で、陽極層を備えるキャビティの１つ以上の表面が、正孔注入層
と接触させられ、および／または正孔注入層で被覆されてもよい。加えて、一旦キャビテ
ィが形成されると、発光ポリマー等のエレクトロルミネセント材料の層が、その上に堆積
させられてもよい。さらに、一旦エレクトロルミネセント層が堆積させられると、次いで
、電子注入層および陰極層が堆積させられてもよい。
【０１３２】
　図４は、基板より上側に位置付けられた底層である陽極層、および基板から離れた最上
層として位置付けられている陰極層に関して、説明されているが、電極層およびそれぞれ
の注入層の位置は、逆転されてもよく、例えば、陰極層は、基板より上側に位置付けられ
た底層であってもよく、陽極層は、基板から離れた最上層として位置付けられてもよいこ
とに留意されたい。
【０１３３】
　図４を参照して分かるように、エレクトロルミネセント材料（４１２）は、完全にキャ
ビティ（４１０）内に含まれる。具体的には、ある実施形態では、キャビティ（４１０）
は、誘電体層（４０６）および陽極層（４０４）の両方を通って延在し、したがって、誘
電体層（４０６）、正孔注入層（４０５）、基板（４０２）の頂面、電子注入層（４０７
）、および陰極層（４０８）によって境界を定められ、それらの層は、キャビティ（４１
２）を横断して伸び、その境界を示す。
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【０１３４】
　図４は、基板より上側に位置付けられた底層である陽極層、および基板から離れた最上
層として位置付けられている陰極層に関して、説明されているが、電極および注入層の位
置は、逆転されてもよく、例えば、陰極層は、基板より上側に位置付けられた底層であっ
てもよく、陽極層は、基板から離れた最上層として位置付けられてもよいことに留意され
たい。
【０１３５】
　図５に関して分かるように、本開示によるエレクトロルミネセント素子が記載される。
素子（５００）は、基板（５０２）と、陽極（５０４）と、誘電体層（５０６）と、電子
注入層（５０７）と、陰極層（５０８）とを含む。素子はまた、随意的である正孔注入層
（５０５）と、エレクトロルミネセント被覆材料（５１２）とを含む、キャビティ（５１
０）も含む。
【０１３６】
　したがって、図５の素子は、基板を提供し、その表面上に、上記の方法に従って、陽極
層および誘電体を堆積させることによって、生産されてもよい。さらに、一旦これらの層
が基板上に堆積させられると、本明細書で以下に説明される方法に従って、キャビティが
形成されてもよく、随意で、陽極層を備えるキャビティの１つ以上の表面が、正孔注入層
と接触させられ、および／または正孔注入層で被覆されてもよい。加えて、一旦キャビテ
ィが形成されると、発光ポリマー等のエレクトロルミネセント材料の層が、その上に堆積
させられてもよい。さらに、一旦エレクトロルミネセント層が堆積させられると、次いで
、電子注入層および陰極層が堆積させられてもよい。
【０１３７】
　図５を参照して分かるように、エレクトロルミネセント材料（５１２）は、完全にキャ
ビティ（５１０）内に含まれる。具体的に、ある実施形態では、キャビティ（５１０）は
、誘電体層（４０６）を通って延在するが、正孔注入層（５０５）または陽極層（５０４
）通って延在せず、したがって、誘電体層（５０６）、正孔注入層（５０４）、電子注入
層（５０７）、および陰極層（５０８）によって境界を定められ、それらの層は、キャビ
ティ（５１２）を横断して伸び、その境界を示す。
【０１３８】
　図５は、基板より上側に位置付けられた底層である陽極層、および基板から離れた最上
層として位置付けられている陰極層に関して、説明されているが、電極層およびそれぞれ
の注入層の順番は、逆転されてもよく、例えば、陰極層は、基板より上側に位置付けられ
た底層であってもよく、陽極層は、基板から離れた最上層として位置付けられてもよいこ
とに留意されたい。
【０１３９】
　図６に関して分かるように、本開示によるエレクトロルミネセント素子が記載される。
素子（６００）は、基板（６０２）と、陽極層（６０４）と、正孔注入層（６０５）と、
電子注入層（６０７）と、陰極層（６０８）とを含む。素子はまた、エレクトロルミネセ
ント材料（６１２）を含む、キャビティ（６１０）も含む。
【０１４０】
　図６を参照して分かるように、エレクトロルミネセント材料（６１２）は、電極層（６
０５）から電子注入層（６０７）を分離する材料層を形成する。具体的には、ある実施形
態では、エレクトロルミネセント被覆材料（６１２）は、キャビティを完全に充填するだ
けでなく、溢出し、電子注入層（６０７）と正孔注入層（６０５）との間に挟入される別
個の材料層を形成する。
【０１４１】
　加えて、図６に関して分かるように、キャビティは、正孔注入層（６０４および６０５
）および基板（６０２）の頂面によって境界を定められる。電子注入／陰極層（６０７お
よび６０８）は、キャビティ（６１２）を横断して伸びる。
【０１４２】
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　したがって、図６の素子は、基板を提供し、その表面上に、上記の方法に従って、陽極
層を堆積させることによって、生産されてもよい。さらに、一旦陽極層が基板上に堆積さ
せられると、本明細書で以下に説明される方法に従って、キャビティが形成されてもよく
、随意で、陽極層の１つ以上の表面が、正孔注入層と接触させられ、および／または正孔
注入層で被覆されてもよい。加えて、一旦キャビティが形成されると、発光ポリマー等の
エレクトロルミネセント材料の層が、その上に堆積させられてもよい。さらに、一旦エレ
クトロルミネセント層が堆積させられると、次いで、電子注入層および陰極層が堆積させ
られてもよい。
【０１４３】
　図６は、基板より上側に位置付けられた底層である陽極層、および基板から離れた最上
層として位置付けられている陰極層に関して、説明されているが、電極層およびそれぞれ
の注入層の位置は、逆転されてもよく、例えば、陰極層は、基板より上側に位置付けられ
た底層であってもよく、陽極層は、基板から離れた最上層として位置付けられてもよいこ
とに留意されたい。
【０１４４】
　したがって、ある実施形態では、エレクトロルミネセント材料層は、誘電体層から（例
えば、基板に対して）最上の電極層を分離する。例えば、図２および３を参照されたい。
ある実施形態では、最上電極層は、誘電体層と直接接触する。例えば、図４および５を参
照されたい。ある実施形態では、誘電体層がなく、むしろ、エレクトロルミネセント層が
、電子注入層から正孔注入層を分離する。例えば、図６を参照されたい。
【０１４５】
　さらに、ある実施形態では、電極（例えば、陰極）層は、キャビティより上側に位置付
けら、その境界を示すが、キャビティを間接的に覆う。「キャビティを間接的に覆う」に
よって、電極（例えば、陰極）層がキャビティより上側に位置付けられ、その境界を示し
、キャビティの長さにわたって（例えば、完全に）伸びるとしても、別個の介在層、例え
ば、電子注入層が、電極（例えば、陰極）層とキャビティとの間に存在するように、介在
層、例えば、電子注入層は、電極（例えば、陰極）層とキャビティの片側との間に存在す
ることが意味される。さらに、ある実施形態では、キャビティを充填する材料、例えば、
エレクトロルミネセント材料は、キャビティと電子注入および／または陰極層との間に中
間または介在層を形成するように、キャビティの寸法から溢出する。例えば、図２および
３を参照されたい。さらに、上記で記載されるように、陰極および電子注入電極層ならび
に陽極および正孔注入電極層の位置は、逆転されてもよい。
【０１４６】
　ある実施形態では、電子注入電極層は、キャビティの境界を示し、加えて、直接または
間接的に、キャビティの少なくとも全長を覆ってもよい。したがって、ある実施形態では
、電子注入層は、キャビティを直接覆う。「キャビティを直接覆う」によって、電子注入
層は、介在層の存在なしで、キャビティの片側の境界を示し、それを直接覆うことが意味
される。したがって、キャビティがエレクトロルミネセント材料等の材料で充填されても
よいが、充填材料または別の材料は、キャビティの寸法を越えて溢出せず、キャビティの
片側の境界を示し、それを直接覆う、キャビティと電子注入層との間の介在層と見なされ
るように、キャビティと電子注入電極層との間に存在することもない。例えば、図４およ
び５を参照されたい。
【０１４７】
　上記で説明されるように、本開示のエレクトロルミネセント素子は、キャビティを含ん
でもよい。キャビティを形成するために、多種多様な方法が使用されてもよい。キャビテ
ィは、例えば、ナノインプリンティングを用いて形成されてもよい。あるいは、キャビテ
ィは、湿式または乾式エッチング過程によって形成されてもよい。キャビティの場所を画
定するために、エッチングにおいてフォトレジストが使用されてもよい。エッチング液は
、気体、液体、固体、またはそれらの組み合わせであってもよく、または、電磁放射線ま
たは電子等の追加エネルギー源を必要としてもよい。例えば、イオンミリングまたは反応
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性イオンエッチングが使用されてもよい。
【０１４８】
　エレクトロルミネセント材料は、エレクトロルミネセント材料自体の材料特性に依存す
る、多数の技術のうちのいずれかを介して、内部キャビティ表面に塗布されてもよい。エ
レクトロルミネセント材料が本質的にポリマーである時、被覆材料は、キャビティ表面上
の原位置で形成されるか、または、溶媒鋳造、スピンコーティング、スプレーコーティン
グ、印刷、または他の技術によって、キャビティ表面に塗布されてもよい。
【０１４９】
　キャビティ表面は、エレクトロルミネセント被覆材料が塗布される前に、容易に酸化さ
れるか、あるいは汚染される場合があるため、エレクトロルミネセント材料の塗布直前に
、表面処理が採用されてもよい。例えば、表面処理は、乾式洗浄（例えば、プラズマへの
暴露）、湿式エッチング、溶媒洗浄を含んでもよいが、それらに限定されない。加えて、
キャビティ表面は、キャビティ表面とエレクトロルミネセント被覆との間の向上した接着
を提供するように、表面改質部分を取り付けることによって、改質されてもよい。キャビ
ティ表面改質はまた、電極とエレクトロルミネセント被覆との間の正孔および／または電
子輸送を強化する、材料または被覆を提供するステップを伴ってもよい。
【０１５０】
　集合的に、図７は、基板上の層状構造としてエレクトロルミネセント素子を形成するた
めの一方法を示す。この方法は、本開示による、および本明細書で説明される任意の素子
を提供するよう、それに応じて修正されてもよいことに留意されたい。図７Ａは、その上
に本開示の層状構造が堆積させられる、本開示の好適な基板（７０）を示す。図７Ｂは、
基板（７０）上の陽極および／または正孔注入電極層（７２）の堆積を示す。図７Ｃは、
陽極および／または正孔注入電極層（７２）上の誘電体層（７４）の堆積を示す。図７Ｄ
および７Ｅは、リソグラフィおよび／またはエッチング技術を使用することによる、誘電
体ならびに陽極および／または正孔注入電極層（それぞれ、７２および７４）を通したキ
ャビティの形成を示す。図７Ｄは、エッチング液が層状構造に塗布された後の、層状構造
内のキャビティ（８０）の形成の開始を示す。図７Ｅは、完全に形成されたキャビティ（
８０）を図示し、キャビティ（８０）は、層状構造を完全に通る開口部（８２）から延在
し、基板（７０）において終端する。キャビティ（８０）は、基板（７１）の表面、陽極
および／または正孔注入電極領域（７３）の表面、および誘電領域（７５）の表面によっ
て境界を定められる。図７Ｅは、円筒形状を有するキャビティ（８０）を形成できること
を示すが、層状構造に、１つ以上の等方性または異方性エッチング液を選択的に塗布する
ことによって、他の形状のキャビティ（例えば、キャビティが、９０°の角度ではなく、
むしろ９０°未満の角度、例えば、約４５°以下の角度で壁によって境界を定められるよ
うに、キャビティの側壁外形は、先細または円形であってもよい）を形成することも可能
である。
【０１５１】
　エッチング液は、気体、液体、固体、またはそれらの組み合わせであってもよく、また
は、電磁放射線または電子等の追加エネルギー源を必要としてもよい。つまり、乾式（例
えば、プラズマまたはイオンビームミリング）または湿式（例えば、化学）エッチング技
術が使用されてもよい。正孔注入電極領域と、誘電領域と、電子注入電極領域とを有する
、内部キャビティ表面を形成するために、エッチング液は、少なくとも１つの電極材料お
よび誘電体材料を通してエッチングできなければならないことが、明白であるべきである
。したがって、エッチング過程は、ステッピングリソグラフィ、電子ビームリソグラフィ
、レーザ干渉リソグラフィ、ナノインプリンティング等の半導体処理分野において概して
公知である、任意の好適なリソグラフィ技術を使用して実行されてもよい。当業者であれ
ば、所望の形状のキャビティを形成するように、エッチング液を選択し、塗布することが
可能である。
【０１５２】
　一旦キャビティ（８０）が形成されると、キャビティを充填するよう、エレクトロルミ
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ネセント材料自体の材料特性に依存する多数の技術のうちのいずれかを通して、キャビテ
ィ（８０）の内部キャビティ表面にエレクトロルミネセント材料層（７６）が塗布されて
もよい。例えば、被覆材料が本質的にポリマーである時、被覆材料は、キャビティ表面上
の原位置で形成されるか、または、溶媒鋳造、スピンコーティング、スプレーコーティン
グ、印刷、または他の技術によって、キャビティ表面に塗布されてもよい。図７Ｆは、被
覆材料とキャビティの内面との間の共形接触を達成するよう、キャビティ（８０）の内面
にエレクトロルミネセント被覆材料（７６）を塗布することを示す。
【０１５３】
　被覆材料（７６）は、図７Ｆに図示される層状構造の誘電体層（７４）の外面（７７）
を覆う膜として塗布されてもよい。示されるように、エレクトロルミネセント材料（７６
）の一部分は、キャビティ（８０）を充填する。しかしながら、エレクトロルミネセント
材料のそのような塗布は、エレクトロルミネセント被覆材料とキャビティの表面との間に
空間を生じる場合がある。特に、被覆材料がポリマー材料である時に、被覆材料に熱およ
び／または真空を受けさせる（または表面調整剤を使用する）ことによって、間隙が排除
されてもよい。
【０１５４】
　キャビティの内面は、エレクトロルミネセント材料が塗布される前に改質されてもよい
。キャビティ表面は、エレクトロルミネセント被覆材料が塗布される前に、容易に酸化す
るか、あるいは汚染される場合があるため、エレクトロルミネセント材料の塗布直前に、
表面処理が採用されてもよい。表面処理の例は、乾式洗浄（例えば、プラズマへの暴露）
、湿式エッチング、溶媒洗浄を含むが、それらに限定されない。加えて、キャビティ表面
は、キャビティ表面とエレクトロルミネセント被覆との間の向上した接着を提供するよう
に、表面改質部分を取り付けることによって、改質されてもよい。キャビティ表面改質は
また、電極とエレクトロルミネセント被覆との間の正孔および／または電子輸送を強化す
る、材料または被覆を提供するステップを伴ってもよい。例えば、本明細書で説明される
ような、好適な正孔または電子注入材料は、キャビティの１つ以上の表面を被覆するため
に使用されてもよい。
【０１５５】
　図７Ｇは、例えば、溶解方法を介した、エレクトロルミネセント材料層（７６）上への
電子注入層（７７）の堆積、および電子注入層（７７）の上の陰極層（７８）の堆積を図
示し、それにより、層状構造を形成する。ある実施形態では、エレクトロルミネセント材
料（７６）は、キャビティ（８０）を充填するが、誘電体層（７４）と電子注入層（７７
）との間に中間層を形成しないことに留意されたい。したがって、ある実施形態では、電
子注入層（７７）は、誘電体層（７４）上に直接堆積させられ、キャビティ（８０）、お
よびキャビティ（８０）を少なくとも部分的に充填するエレクトロルミネセント材料層（
７６）を覆う。
【０１５６】
　さらに、層堆積の順番を逆転させることができ、すなわち、陰極および電子注入電極層
が、基板上に堆積させられる最初の層であってもよいことに留意されたい。したがって、
陽極および／または正孔注入層ならびに誘電体層（含まれる場合）が堆積させられ、キャ
ビティが形成され、エレクトロルミネセント層が堆積させられる前または後に、陰極およ
び電子注入電極層を堆積させることができる。したがって、陰極および／または電子注入
層、あるいは陽極および／または正孔注入層のいずれか一方は、キャビティおよび／また
は任意の以前に堆積させられた層（エレクトロルミネセント層、誘電体層等）の境界を示
し、それを横断して伸び、それを覆う、層を形成してもよい。さらに、正孔輸送層または
電子輸送層等の１つ以上の追加層もまた、堆積させられてもよい。そのような場合におい
て、正孔輸送層は、正孔注入層と接触する、および／または陽極層と接触するよう、堆積
させられるべきであり、電子輸送層は、電子注入層と接触するよう、堆積させられるべき
である。
【０１５７】



(32) JP 5552433 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

　図８は、エレクトロルミネセント素子が形成されてもよい、別の方法を示す。図８Ａお
よび８Ｂは、ルミネセント素子の層状構造の所望のキャビティの形状の犠牲部材の形成を
示す。図８Ａでは、フォトレジスト（８１）が、基板（８０）上に堆積させられている。
次いで、レジストは、所望のキャビティの形状で犠牲部材（８３）を提供するように、図
８Ｂに図示されるようなパターンで作成される。図８Ｃは、基板（８０）の上および犠牲
部材（８３）の周囲の陽極および／または正孔注入層（８２）の堆積を示す。同様に、図
８Ｄは、陽極および／または正孔注入層（８２）の上および犠牲部材（８３）の周囲の誘
電体層（８４）の堆積を示す。犠牲部材が除去されると、陽極および／または正孔注入な
らびに誘電体層（８２）を通るキャビティ（９０）を有する、層状構造が形成される。図
８Ｅに示されるように、層状構造のキャビティ（９０）の内面は、陽極および／または正
孔注入電極領域（８５）ならびに誘電体層領域（８７）から構成される。次いで、層状構
造のキャビティの内面は、エレクトロルミネセント被覆材料で被覆され、電子注入電極層
および陰極層は、上記で説明されるように、層状構造上に堆積させられる。
【０１５８】
　したがって、上記で説明されるように、ある実施形態では、本開示のエレクトロルミネ
セント素子は、上記で説明されるように、陽極および陰極層等の２つの電極間に挟持され
る有機薄膜の複数の層を含む、キャビティ含有有機発光ダイオード（ＣＯＬＥＤ）を含む
。使用される有機材料の分子量に基づき、本開示のＣＯＬＥＤは、例えば、有機活性層が
ポリマー材料で構成される場合、ポリマーキャビティ含有ＯＬＥＤ（または、ポリ－ＣＯ
ＬＥＤ）であってもよく、または有機層が小分子で構成される場合、小分子キャビティ含
有ＯＬＥＤ（またはＳＭ－ＣＯＬＥＤ）であってもよい。
【０１５９】
　したがって、ある実施形態では、本開示のポリ－ＣＯＬＥＤは、１つ以上の有機層を含
んでもよい。例えば、図９に記載されるように、２つの有機層を含有するポリ－ＣＯＬＥ
Ｄ（９０）が提供される。２つの有機層は、正孔注入（ＨＩ）層（１００）と、放出層（
９６）とを含む。ＨＩ層（１００）は、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）または（ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ、ＰＥＤＯＴと簡略化されるこ
とがある）等の導電性ポリマーを含んでもよく、それは、誘電体層（１０４）上に少なく
とも部分的に堆積させられてもよく、かつ陽極（９４）層（例えば、キャビティの境界を
部分的に示す陽極層）上に部分的に堆積させられてもよく、その陽極層（例えば、酸化イ
ンジウムスズ層）は、基板（９２）よりの上側に位置付けられる。放出層（９６）は、Ｈ
Ｉ層（１００）の上に堆積させられた発光ポリマー（ＬＥＰ）層であってもよい。図９に
示されるように、ＬＥＰ層（９６）は、キャビティ（１０６）内に含まれ、キャビティ（
１０６）は、誘電体層（１０４）によって側面で境界を定められ、陽極層（９４）の上に
層を形成する正孔注入層（１００）によって底面で境界を定められる。次いで、例えば、
熱蒸着によって、ポリエチレングリコールジメチルエーテルおよびバリウムまたはカルシ
ウムアセチルアセトナート等の、電子注入層が、ＬＥＰ層（９６）の上に堆積させられて
もよく、陰極（９８）層が、電子注入層（１０２）の上に堆積させられてもよい。したが
って、好適な陰極層はまた、電子注入（ＥＩ）層（１０２）（極薄であってもよく、例え
ば、ポリエチレングリコールジメチルエーテルおよびバリウムまたはカルシウムアセチル
アセトナート等の、空気中で安定する低仕事関数材料の数～数百Åに及ぶ層）を含んでも
よく、必要な導電性を提供するように、ＡｌまたはＡｇ等の安定金属の薄膜（例えば、数
百～２０００Åに及ぶ）（図示せず）によって冠着されてもよい。
【０１６０】
　ある実施形態では、図１０に記載されるように、本開示のエレクトロルミネセント素子
は、正孔注入（ＨＩ）層（１００）、正孔輸送（ＨＴ）層（１０１）、１つ以上の放出（
Ｅｍ）層（９６）、電子輸送（ＥＴ）層（１０３）、電子注入（ＥＩ）層（１０２）、陰
極層（９８）といった、３つ以上の有機層を含んでもよい、ＳＭ－ＣＯＬＥＤ（１００）
を含む。したがって、これらの有機層は、基板（９３）より上側に位置付けられた陽極（
９４）および陰極（９８）等の、２つの電極間で挟持されてもよい。
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【０１６１】
　図１０に示されるように、放出（Ｅｍ）層（９６）は、誘電体層（１０４）によって側
面で境界を定められ、陽極層（９４）の上に層を形成する正孔注入層（１００）によって
底面で境界を定められる、キャビティ（１０６）内に含まれる。正孔輸送層（１０１）は
、正孔注入層（１００）の上に位置付けられる。放出層（９６）は、正孔輸送層（１０１
）の上に位置付けられ、電子輸送層（１０３）は、ＥＭ層（９６）の上に位置付けられる
。次いで、電子注入層（１０２）は、電子輸送層（１０３）の上に位置付けられてもよい
。次いで、陰極（９８）層（例えば、金属導体層）は、電子注入層（１０３）より上側に
位置付けられてもよい。
【０１６２】
　場合によっては、追加の正孔遮断層および／または電子遮断層もまた、素子の性能を最
適化するために使用される（図示せず）。溶液から処理することができるポリマー材料と
は異なり、小分子は、真空蒸着によって堆積させられてもよい。ある実施形態では、陰極
の構成は、ポリ－ＣＯＰＬＥＤで使用されるものと非常に類似しているが、陰極に選択さ
れる実際の材料は、陰極と直接物理接触している有機材料の特性によって決定されてもよ
い。
【０１６３】
　（用途）
　別の局面では、本開示は、エレクトロルミネセント照明またはディスプレイ素子の生産
における、上記のエレクトロルミネセント素子の使用を対象とし、エレクトロルミネセン
トディスプレイ素子は、上記で説明されるように、層状構造を含み、その層状構造は、各
キャビティが内部キャビティ表面を有するように、各々層状構造の一部分を通って延在す
る、１つ以上のキャビティを含んでもよい。層状構造は、好適な基板（例えば、透明基板
）に隣接し、陽極および／または正孔注入電極層ならびに電子注入および／陰極層と電気
接触しているエレクトロルミネセント材料を含む。
【０１６４】
　好ましくは、複数のキャビティが提供される場合、複数のキャビティは、アレイに配設
される。キャビティは、異なるサイズであってもよく、および／または規則的に、または
不規則に分布してもよい。不規則なサイズまたは不規則に分布したキャビティを有するこ
との考えられる理由は、キャビティのサイズおよび分布が、キャビティ内のエレクトロル
ミネセント材料によって放出された放射線の発光スペクトルに影響を及ぼす場合があるた
めである。
【０１６５】
　カラーディスプレイ用途のための赤色、緑色、および／または青色パターンもまた、提
供されてもよい。例えば、キャビティは、特定の波長（例えば、特定の色に対応する波長
）の電磁放射線を放出するエレクトロルミネセント材料を含有してもよい。具体的には、
層状構造は、励起した時に、キャビティのエレクトロルミネセント材料が色を放出するよ
うに製造されてもよく、キャビティから放出される色は、ディスプレイのサブピクセルに
対応する。例えば、キャビティは、３の領域（例えば、三量体）に分類されてもよく、各
三量体は、ピクセルを形成し、各ピクセルは、３つのサブピクセルを含み、各サブピクセ
ルは、赤色、緑色、または青色波長の電磁放射線を放出するエレクトロルミネセント材料
を含有する。
【０１６６】
　ある実施形態では、カラー表示を生成するために、カラーフィルタが使用されてもよい
。本実施形態では、図１２ＡおよびＢに記載されるように、ＣＯＬＥＤが記載され、ＣＯ
ＬＥＤは、赤色、緑色、青色、白色、透明、または他の色のフィルタであってもよい、フ
ィルタ（１２０）を含む。ＣＯＬＥＤはまた、基板（１２２）と、陽極（１２４）と、有
機層（１２６）と、陰極層（１３０）とを含み、正孔注入層および／または輸送層、およ
び／または電子注入（例えば、ポリエチレングリコールジメチルエーテルバリウムまたは
カルシウムアセチルアセトナート層）および／または輸送層等の、追加層（図示せず）も
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また、含まれてもよい。
【０１６７】
　したがって、図１２Ａに示されるように、白色光を発光するＣＯＬＥＤは、全てのピク
セルに使用されてもよい。言い換えれば、全てのサブピクセルは、白色光を発光する同一
ＣＯＬＥＤを含んでもよい。カラーフィルタを使用することによって、赤色（Ｒ）、緑色
（Ｇ）、および青色（Ｂ）カラーサブピクセルが達成されてもよい。このアプローチでは
、各サブピクセルは、ピクセルによって発光される白色光の３つの成分のうちの１つのみ
を使用するため、ディスプレイの効率が低減される場合がある。この効率は、図１２Ｂに
示されるＲＧＢＷアプローチである、４ピクセルアプローチを使用することによって、改
善されてもよい。このアプローチでは、カラーフィルタを使用することなく、追加白色サ
ブピクセルが導入される。このピクセルは、発光された全ての光を効率的に使用するため
、ディスプレイの全効率が増大されてもよい。
【０１６８】
　したがって、各ピクセルは、少なくとも３つのサブピクセルを含み、各ピクセルが、赤
色、緑色、および青色サブピクセルの全てを含むように、各サブピクセルは、赤色、緑色
、または青色光のうちの１つを発光する。通常は、各サブピクセルは、数十、数百、また
は数千のサブピクセルを含んでもよい。したがって、各キャビティは、これら３色のうち
の１色を発光することができるエレクトロルミネセント材料で充填されてもよく、または
、白色光を発光する材料で充填されるが、カラーフィルタと関連付けられてもよい。この
ように、カラーディスプレイ素子を生産するために、本開示のエレクトロルミネセント素
子が使用されてもよい。
【０１６９】
　さらに、１つ以上の発光調整剤が、各キャビティ内のエレクトロルミネセント材料に添
加されてもよい。好適な発光調整剤は、２－メチル－８－ヒドロキシノンアルミニウム、
８－ヒドロキシノンアルミニウム、クマリン類、アクリジン類、キノロン、カルボスチリ
ル類、フルロル類、フェノキサジン類、ローダミン類、およびフルオレセイン類等の、有
機または有機金属発光染料を含むが、それらに限定されない。好適な発光性染料の選択に
おいて、当業者であれば、色および発光効率が、定期的実験を通して決定することができ
る２つの重要な因子であることを認識するであろう。さらに、発光調整剤は、それら自体
がポリマーエレクトロルミネセント材料であってもよい。緑色、橙色－赤色、および青色
光をそれぞれ発光するように、例えば、ポリ（１，４－フェニレンビニレン）、ポリ（２
－メトキシ－５－（２－エチルヘキソキシ）－１，４－フェニレンビニレン）、およびポ
リ（９，９－ジオクチル－２，７－フルオレン）が適合されてもよい。他の好適な調整剤
は、青色色素１５、ニッケルフタロシアニン、クロロアルミニウムフタロシアニン、ヒド
ロキシアルミニウムフタロシアニン、バナジルフタロシアニン、チタニルフタロシアニン
、およびチタニルテトラフルオロフタロシアニン等のフタロシアニン類、黄色色素１１０
および黄色色素１７３等のイソインドリノン類、黄色色素１３９および黄色色素１８５等
のイソインドリン類、黄色色素１５１、黄色色素１５４、黄色色素１７５、黄色色素１９
４、橙色色素３６、橙色色素６２、赤色色素１７５、および赤色色素２０８等のベンジミ
ダゾロン類、黄色色素１３８等のキノフタロン類、赤色色素１２２、赤色色素２０２、お
よび紫色色素１９等のキナクリドン類、赤色色素１２３、赤色色素１４９、色素１７９、
赤色色素２２４、および紫色色素２９等のペリレン類、紫色色素２３等のジオキサジン類
、赤色色素８８および紫色色素３８等のチオインジゴ類、２，８－ジフルオロエピンドリ
ジオン等のエピンドリジオン類、赤色色素１６８等のアンサンスロン類、イソビオラント
ロン等のイソビオラントロン類、青色色素６０等のインダントロン類、黄色色素１９２等
のイミダゾベンジミダゾロン類、橙色色素６７等のピラゾロキナゾロン類、赤色色素２５
４等のジケトピロロピロール類、Ｉｒｇａｚｉｎ ＤＰＰ ＲｕｂｉｎＴＲ、Ｃｒｏｍｏｐ
ｈｔａｌ ＤＰＰ ＯｒａｎｇｅＴＲ、Ｃｈｒｏｍｏｐｈｔａｌ ＤＰＰ Ｆｌａｍｅ Ｒｅ
ｄ ＦＰ（すべてＣｉｂａ－Ｇｅｉｇｙのもの）、ならびに赤色色素１７７等のビスアミ
ノアントロン類等の、色素および光吸収染料を含むが、それらに限定されない。エレクト
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ロルミネセントポリマー材料を改質するために光硬化フォトレジスト技術が採用される場
合、ポリマー材料を寸法的に安定化し、それの損傷を防止するために、ポリマー材料を架
橋することが望ましくてもよい。
【０１７０】
　本開示のエレクトロルミネセント素子のアレイまたは他の配設では、複数の個々のキャ
ビティ（またはそのようなキャビティ群）の各々の中のエレクトロルミネセント材料の活
性化は、素子を異なる程度で「オン」および「オフ」に切り替えることによって、完全な
カラー画像を形成することが可能であるように、好適な電子制御下にあってもよい。これ
は、例えば、正孔注入電極層および／または電子注入電極層をパターン形成することによ
って、および／または、これらの層の複数部分と好適に接続して電子を駆動する、追加の
パターン形成された層を作成することによって、達成されてもよい。ポリエチレングリコ
ールジメチルエーテルおよびバリウムアセチルアセトナート等の、空気中で安定する低仕
事関数の電子注入層を含有する、エレクトロルミネセント素子の利点は、素子全体に有意
に低いターンオン電圧を提供する一方で、同時に、著しく高い効率およびはるかに低い漏
電電流を生じることに留意されたい。具体的には、本開示のＰＬＥＤまたはＯＬＥＤ素子
で使用するための電子注入／陰極電極層は、空気中で安定する低仕事関数の電子注入層を
採用しない、当技術分野の同様の素子と比較すると、より効率的であり、より少ない電力
を使用し、より長い耐久寿命を有し、低減した漏出電流を有する。この改良は、とりわけ
、高いＬＵＭＯレベルを有する素子および青色発光ポリマーを含む素子で、特に顕著であ
る。
【０１７１】
　したがって、上記を参照して分かるように、本開示の実施形態は、当技術分野の他の技
術より優れた、いくつかの利点を呈する。例えば、当技術分野で公知である種々のキャビ
ティ含有ＬＥＤ素子において、有機発光（例えば、放出）層は、キャビティ内に完全に含
まれ、これは、本開示の種々の実施形態の要件ではない。加えて、当技術分野で公知であ
る種々のキャビティ含有ＬＥＤ素子においては当てはまらないが、本開示の種々の実施形
態では、複数の有機層が採用されてもよい。
【０１７２】
　さらに、当技術分野で公知である種々のキャビティ含有ＬＥＤ素子においては、頂部発
光構成のみが利用可能であるのに対して、本開示の様々な実施形態に関しては、「頂部」
および「底部」発光構成の両方が利用可能である。さらに、本開示の素子の種々の構成の
適応性を考慮すると、空気中で安定する陰極を使用する必要はない。むしろ、従来のＯＬ
ＥＤのために開発された陰極を使用することができる。これは、空気中で安定する陰極が
必要であり、従来のＯＬＥＤのために開発された陰極を使用できない、当技術分野で公知
である種々のキャビティ含有ＬＥＤ素子とは正反対である。したがって、本開示の素子は
、ポリマーＯＬＥＤに加えて、多層小分子ＯＬＥＤと互換性があってもよく、当技術分野
で公知である種々のキャビティ含有ＬＥＤ素子は、多層小分子ＯＬＥＤと互換性がない。
【０１７３】
　加えて、本開示のある実施形態では、製造される素子が、従来のＯＬＥＤのために開発
された製造過程と完全に互換性がある一方で、当技術分野で公知である種々のキャビティ
含有ＬＥＤ素子は、従来のＯＬＥＤのために開発された製造過程と互換性がない。
【０１７４】
　さらに、本開示の素子のある実施形態に関して、誘電体層の厚さは、素子の作動電圧お
よび素子の製造歩留まりに大幅に影響を与えることなく、広範囲に変動することができ、
このため、誘電体層の欠陥が、素子の不具合を生じない場合がある。しかしながら、当技
術分野で公知である種々のキャビティ含有ＬＥＤ素子に関して、最適な素子の性能を保証
するように、誘電体層の厚さは、狭い範囲（約１００±２０ｎｍ）内に限定され、加えて
、欠陥が素子の不具合を生じる場合があるため、誘電体層に欠陥があってはならない。
【０１７５】
　図１３に関して、図１３Ａ、１３Ｂ、および１３Ｃは、ＰＥＧ－ｄＭｅを添加する効果



(36) JP 5552433 B2 2014.7.16

10

20

30

40

を実証するグラフである。図１３Ａでは、「ｏ」を伴う実線が、印加された電圧（ｘ軸）
と対比した電流密度（左ｙ軸）を表す一方で、「ｏ」がない実線は、印加された電圧と対
比した輝度（右ｙ軸）を表す。図１３Ｂでは、黒いダイヤモンド形の線が、印加された電
圧（ｘ軸）と対比した電流密度（左ｙ軸）を表す一方で、白いダイヤモンド形の線は、印
加された電圧と対比した輝度（右ｙ軸）を表す。図１３Ａおよび１３Ｂを参照して分かる
ように、例えば、図１３ＢのＢａ（ａｃａｃ）２およびポリエチレングリコールジメチル
エーテル（ＰＥＧ－ｄＭｅ）の混合物を使用した素子は、例えば、図１３ＡのＢａ（ａｃ
ａｃ）２のみを使用した素子（約５Ｖ）よりも有意に低いターンオン電圧（約３Ｖ）を有
する。さらに、例えば、図１３ＡのＰＥＧ－ｄＭｅを使用した素子はまた、（例えば、図
１３Ａの電流密度と、図１３Ｂの３Ｖの印加電圧とを比較して）１桁分低い漏電電流も有
する。加えて、例えば、図１３ＡのＰＥＧ－ｄＭｅを使用した素子は、（例えば、約８Ｖ
の印加電圧における素子輝度と比較して）約２桁分高い輝度および量子効率を有する。図
１３Ａおよび１３Ｂのデータは、独自のＰＤＡ－ＰＢＰ発光ポリマー（ＬＥＰ）を使用し
て得られたが、ＭＥＨ－ＰＰＶ、ポリフルオレン等の、全ての他の市販されているＬＥＰ
についても、同様の改善が観察されることに留意されたい。図１３Ｃは、相互に重ね合わ
せられた図１３Ａおよび１３Ｂのグラフを示す。図１３Ｃを参照して分かるように、８ボ
ルトの印加時に、Ｊは、ＰＥＧ－ｄＭＥ有りで、ＰＥＧ－ｄＭＥなしよりも約１．ｅ２大
きく、Ｌは、約１．ｅ１大きく、ＰＥＧ－ｄＭｅありのターンオン電圧は、ＰＥＧ－ｄＭ
Ｅなしの約５Ｖと対比して、３Ｖである。
【０１７６】
　本開示の変化例が、エレクトロルミネセント素子の分野の当業者にとって明白となるで
あろう。例えば、キャビティを有する層状構造が、通常のリソグラフィおよびエッチング
技術によって形成されてもよい一方で、代替案として、または加えて、層状構造から材料
を除去するために、レーザアブレーション等の他の技術もまた、採用されてもよい。本開
示はまた、互いにかみ合う電極等のエレクトロルミネセントディスプレイ素子設計の公知
の局面を援用することを可能にする。また、層間接着を促進するように、または電子およ
び／または正孔輸送等の電気特性を改善するように、追加層が各層間に形成されてもよい
ことにも留意されたい。
【０１７７】
　また、当業者であれば、包装および電子機器等の他の考慮事柄も、任意のディスプレイ
にとって必須の考慮事柄であることも認識するであろう。これらのディスプレイで使用さ
れる反応金属およびルミネセント材料は、湿気および空気の攻撃を受ける。したがって、
ディスプレイは、適宜包装されるべきである。そのような包装は、ラミネート加工または
当技術分野で公知の他の技術を伴ってもよい。素子電子機器は、任意の所望のディスプレ
イ設計に適切である、市販のシステムを含んでもよい。
【０１７８】
　その具体的な実施形態を参照して本開示を説明したが、本開示の真の精神および範囲か
ら逸脱することなく、種々の変更が行われてもよく、均等物が置換されてもよいことが、
当業者によって理解されるべきである。加えて、本開示の目的、精神、および範囲に、特
定の状況、材料、物質の組成、過程、過程のステップを適合させるように、多くの修正が
行われてもよい。全てそのような修正は、本明細書に添付される特許請求の範囲内である
ことが意図される。
【０１７９】
　本明細書で言及される全ての特許、特許出願、および公報は、それらの全体が本明細書
に参考として援用される。しかしながら、明確な定義を含む特許、特許出願、または公報
が、参考として援用される場合、これらの明確な定義は、それらが見出される、援用され
た特許、特許出願、または公報に適用され、本願の残りの本文、特に本願の特許請求の範
囲には適用されないことを理解されたい。



(37) JP 5552433 B2 2014.7.16

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図７Ｄ】

【図７Ｅ】

【図７Ｆ】

【図７Ｇ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】



(38) JP 5552433 B2 2014.7.16

【図８Ｄ】

【図８Ｅ】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】



(39) JP 5552433 B2 2014.7.16

【図１３Ｃ】



(40) JP 5552433 B2 2014.7.16

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｃ０９Ｋ  11/06     (2006.01)           Ｈ０５Ｂ  33/26    　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０９Ｋ  11/06    ６６０　          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０９Ｋ  11/06    ６８０　          　　　　　

(74)代理人  100119253
            弁理士　金山　賢教
(74)代理人  100124855
            弁理士　坪倉　道明
(74)代理人  100129713
            弁理士　重森　一輝
(74)代理人  100137213
            弁理士　安藤　健司
(74)代理人  230105223
            弁護士　城山　康文
(72)発明者  シー，　イーチャン
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４０４３，　マウンテン　ビュー，　ジュウェル　プレイス
            　２３２９

    審査官  後藤　慎平

(56)参考文献  特開２００３－３４７０６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５２２３７１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｂ　３３／００－３３／２８
              Ｈ０１Ｌ　５１／５０－５１／５６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

