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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上に、第１電極と、その上に形成された発光層を含む１層以上の有機層と、前記
有機層の上に形成された第２電極とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子の発光面
の全域に、かつ光取り出し側と反対側に接着層を配置し、基材上に低密度層、中密度層、
高密度層及び中密度層からなる構成を１ユニットとし、該ユニットを１ユニット以上有す
るバリア膜を有する可撓性フィルムを貼り合わせて前記発光面を封止した有機エレクトロ
ルミネッセンス素子において、
　前記発光層が、少なくとも４４０～４９０ｎｍ、５００～５４０ｎｍ、６００～６４０
ｎｍに発光極大波長を有する３種の燐光発光体を有し、
　前記有機層を構成する有機材料の８０質量％以上が、ガラス転移温度が１００℃以上で
あることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項２】
　前記第２電極に接する前記接着層を介して、前記バリア膜を有する可撓性フィルムが貼
り合わされていることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子
。
【請求項３】
　前記第１電極と前記有機層と前記第２電極の各層の側面に接し、かつ前記基板に接する
ように、前記接着層が配置されていることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロ
ルミネッセンス素子。
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【請求項４】
　前記第１電極と前記有機層と前記第２電極の各層の側面側にもわたって、かつ前記基板
に接するように、前記接着層が配置され、前記第２電極に被覆されていない前記有機層と
前記接着層との層間に、電気絶縁性の無機化合物層を有することを特徴とする請求項１に
記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項５】
　前記電気絶縁性の無機化合物層が、前記第２電極の光取り出し側と反対側の、前記第２
電極と前記接着層との層間にもわたって配置されていることを特徴とする請求項４に記載
の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項６】
　前記基板が可撓性フィルムであることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１
項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子をバ
ックライトとして有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を光
源として用いることを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子、液晶表示装置及び照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光型の電子ディスプレイデバイスとして、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（
ＥＬＤ）がある。ＥＬＤの構成要素としては、無機エレクトロルミネッセンス素子（無機
ＥＬ素子）や有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、有機ＥＬ素子ともいう）が挙げ
られる。無機ＥＬ素子は平面型光源として使用されてきたが、発光素子を駆動させるため
には交流の高電圧が必要である。
【０００３】
　有機ＥＬ素子は、発光する化合物を含有する発光層を、陰極と陽極で挟んだ構成を有し
、発光層に電子及び正孔を注入して、再結合させることにより励起子（エキシトン）を生
成させ、このエキシトンが失活する際の光の放出（蛍光・燐光）を利用して発光する素子
であり、数Ｖ～数十Ｖ程度の電圧で発光が可能であり、さらに自己発光型であるために視
野角に富み、視認性が高く、薄膜型の完全固体素子であるために省スペース、携帯性等の
観点から注目されている。
【０００４】
　また、有機ＥＬ素子は、従来実用に供されてきた主要な光源、例えば発光ダイオードや
冷陰極管と異なり、面光源であることも大きな特徴である。この特性を有効に活用できる
用途として、照明用光源、さまざまなディスプレイのバックライトがある。特に近年、需
要の増加が著しい液晶フルカラーディスプレイのバックライトとして用いることも好適に
できる。
【０００５】
　このようなフルカラーディスプレイのバックライトとして用いる場合には、白色光源と
して用いることになる。有機ＥＬ素子で白色光を得るには、１つの素子中に発光材料を調
製して混色により白色を得る方法、多色の発光画素、例えば青・緑・赤の３色を塗り分け
同時に発光させ混色して白色を得る方法、色変換色素を用い白色を得る方法（例えば、青
発光材料と色変換蛍光色素の組み合わせ）等がある。
【０００６】
　しかしながら、低コスト、高生産性、簡便な駆動方法等バックライトに求められる諸要
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求から見て、１つの素子中に発光材料を調製して混色により白色を得る方法がこの用途に
は有効であると考えられる。
【０００７】
　この方法で白色光を得るには、さらに詳細に述べれば、素子中に補色の関係にある２色
の発光材料、例えば青発光材料と黄発光材料を用い混色して白色を得る方法、青・緑・赤
の３色の発光材料を用い混色して白色を得る方法があるが、色再現性、カラーフィルター
での光損失をより少なくするといった観点から青・緑・赤の３色の発光材料を用い混色す
る方法が好ましい。
【０００８】
　例えば、効率の高い青、緑、赤の３色の蛍光体を発光材料としてドープすることによっ
て白色の有機ＥＬ素子が得られることが報告されている（例えば、特許文献１、２参照）
。
【０００９】
　また、より高輝度の有機ＥＬ素子が得られることから、近年、燐光発光材料の開発が進
められている（例えば、非特許文献１、２、特許文献３、４参照）。これは、従来の蛍光
体からの発光が励起一重項からの発光であり、一重項励起子と三重項励起子の生成比が１
：３であるため発光性励起種の生成確率が２５％であるのに対し、励起三重項からの発光
を利用する燐光材料の場合には、前記励起子生成比率と一重項励起子から三重項励起子へ
の内部変換により、内部量子効率の上限が１００％となるため、蛍光発光材料の場合に比
べて原理的に発光効率が最大４倍となることによる。
【００１０】
　ところで、有機ＥＬ素子は、空気や水分への曝露によりその発光特性が著しい劣化を被
る。燐光発光材料を用いた有機ＥＬ素子においても、空気や水分への曝露による劣化は著
しいものがある。
【００１１】
　空気、水分への曝露を防止し、有機ＥＬ素子の高耐久化や長寿命化を達成するため、金
属缶等で形成された封止キャップ缶を有機ＥＬ素子基板に接着剤にて貼り合わせ有機層を
封止する方法で形成された有機エレクトロルミネッセンスパネルが提案されている。これ
は、密閉封止空間を有し、封止空間内に不活性ガスを充填し、さらに吸湿材を配置したも
のである（図７の従来の有機ＥＬ素子を用いた照明装置の断面図を参照。）。このため、
有機ＥＬ素子自体は極めて薄いものであるにもかかわらず、封止部材の厚さと吸湿材を配
置するための空間の厚みを持つこととなり、全体として厚みのある素子となっている。
【００１２】
　一方、薄いエレクトロルミネッセンス素子を形成することが可能な、バリア性を有する
封止フィルムを用いた有機エレクトロルミネッセンスパネルが提案されている（例えば、
特許文献５参照）。
【００１３】
　特許文献５では、防湿性フィルムにて封止を行うことが提案されているが、フィルム封
止では封止空間が大気圧のため、使用環境による温度変化や気圧変化による膨張、収縮に
より封止空間容積の変化が生じ、これが繰り返されることにより接着部にストレスが発生
し、しいては亀裂や接着界面での剥離が発生し、外部の酸素、水分が浸透し素子の劣化を
来たすものであった。また、バリアフィルムにも膨張、収縮の圧力変化が作用し、バリア
層のクラックの発生を誘発するものであった。
【００１４】
　かかる中にあって、本発明はより耐久性に優れ、薄いコンパクトな有機ＥＬ素子、特に
燐光発光材料を用いる有機ＥＬ素子を得る目的でなされた。
【特許文献１】特開平６－２０７１７０号公報
【特許文献２】特開２００４－２３５１６８号公報
【特許文献３】米国特許第６，０９７，１４７号明細書
【特許文献４】国際公開第０２／５０１１０１３号パンフレット
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【特許文献５】特開平１１－１６２６３４号公報
【非特許文献１】Ｍ．Ａ．Ｂａｌｄｏ　ｅｔ　ａｌ．，ｎａｔｕｒｅ，３９５巻，１５１
～１５４頁（１９９８年）
【非特許文献２】Ｍ．Ａ．Ｂａｌｄｏ　ｅｔ　ａｌ．，ｎａｔｕｒｅ，４０３巻，１７号
，７５０～７５３頁（２０００年）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の目的は、薄くコンパクトな封止構造を有し、かつ封止時の耐熱性に優れ、色ム
ラの少ない有機エレクトロルミネッセンス素子、特に燐光発光体を有する高輝度の有機エ
レクトロルミネッセンス素子、及びこれを用いた液晶表示装置、照明装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の上記課題は、以下の構成により達成される。
【００１７】
１．基板の上に、第１電極と、その上に形成された発光層を含む１層以上の有機層と、前
記有機層の上に形成された第２電極とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子の発光
面の全域に、かつ光取り出し側と反対側に接着層を配置し、基材上に低密度層、中密度層
、高密度層及び中密度層からなる構成を１ユニットとし、該ユニットを１ユニット以上有
するバリア膜を有する可撓性フィルムを貼り合わせて前記発光面を封止した有機エレクト
ロルミネッセンス素子において、前記発光層が、少なくとも４４０～４９０ｎｍ、５００
～５４０ｎｍ、６００～６４０ｎｍに発光極大波長を有する３種の燐光発光体を有し、前
記有機層を構成する有機材料の８０質量％以上が、ガラス転移温度が１００℃以上である
ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。
【００１８】
２．前記第２電極に接する前記接着層を介して、前記バリア膜を有する可撓性フィルムが
貼り合わされていることを特徴とする１に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。
３．前記第１電極と前記有機層と前記第２電極の各層の側面に接し、かつ前記基板に接す
るように、前記接着層が配置されていることを特徴とする１に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンス素子。
【００２０】
４．前記第１電極と前記有機層と前記第２電極の各層の側面側にもわたって、かつ前記基
板に接するように、前記接着層が配置され、前記第２電極に被覆されていない前記有機層
と前記接着層との層間に、電気絶縁性の無機化合物層を有することを特徴とする１に記載
の有機エレクトロルミネッセンス素子。
５．前記電気絶縁性の無機化合物層が、前記第２電極の光取り出し側と反対側の、前記第
２電極と前記接着層との層間にもわたって配置されていることを特徴とする４に記載の有
機エレクトロルミネッセンス素子。
６．前記基板が可撓性フィルムであることを特徴とする１～５のいずれか１項に記載の有
機エレクトロルミネッセンス素子。
【００２１】
７．１～６のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子をバックライトと
して有することを特徴とする液晶表示装置。
【００２２】
８．１～６のいずれか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を光源として用い
ることを特徴とする照明装置。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明により、薄くコンパクトな封止構造を有し、かつ封止時の耐熱性に優れ、色ムラ
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の少ない有機エレクトロルミネッセンス素子、特に燐光発光体を有する高輝度の有機エレ
クトロルミネッセンス素子、及びこれを用いた液晶表示装置、照明装置を提供することが
できた。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】バリア膜の層構成とその密度プロファイルの一例を示す模式図である。
【図２】基材を処理する大気圧プラズマ放電処理装置の一例を示す概略図である。
【図３】本発明の実施態様の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施態様の他の一例を示す図である。
【図５】本発明の実施態様の他の一例を示す図である。
【図６】照明装置の概略図である。
【図７】従来の有機ＥＬ素子により形成された照明装置の断面図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１０１　有機ＥＬ素子
　１０２　ガラスカバー
　１０５　陰極
　１０６　有機ＥＬ層
　１０７　透明電極付きガラス基板
　１０８　窒素ガス
　１０９　捕水剤
　２０１　バリア膜
　２０２　基材
　２０３　低密度層
　２０４　中密度層
　２０５　高密度層
　２３０　プラズマ放電処理装置
　２３１　プラズマ放電処理容器
　２３５　ロール回転電極
　２３６　角筒型固定電極群
　２４０　電界印加手段
　２５０　ガス供給手段
　２５１　ガス発生装置
　２５３　排気口
　２６０　電極温度調節手段
　Ｆ　基材
　Ｐ　送液ポンプ
　２６１　配管
　２６６　ニップロール
　２６７　ガイドロール
　２６８、２６９　仕切板
　３０１　基板
　３０２　第１電極（透明電極、陽極）
　３０３　有機層
　３０４　第２電極（陰極）
　３０５　接着層
　３０６　バリア膜を有する可撓性フィルム
　３０７　無機化合物層
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
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　以下、本発明に係る各構成要素の詳細について順次説明する。
【００２７】
　《有機ＥＬ素子》
　本発明の有機ＥＬ素子について説明する。
【００２８】
　《有機ＥＬ素子の発光と正面輝度》
　本発明の有機ＥＬ素子や該有機ＥＬ素子に係る化合物の発光色は、「新編色彩科学ハン
ドブック」（日本色彩学会編、東京大学出版会、１９８５）の１０８頁の図４．１６にお
いて、分光放射輝度計ＣＳ－１０００（コニカミノルタセンシング社製）で測定した結果
をＣＩＥ色度座標に当てはめたときの色で決定される。
【００２９】
　本発明の有機ＥＬ素子は、集光シート等の集光部材を付属しない状態で２度視野角正面
輝度が１０００ｃｄ／ｍ2において、ＣＩＥ１９３１表色系における色度が、Ｘ＝０．３
３±０．０７、Ｙ＝０．３３±０．０７にあることが好ましい。
【００３０】
　また、本発明の有機ＥＬ素子の発光スペクトルは、発光極大波長が各々４４０～４９０
ｎｍ（以下、青領域と呼称）、５００～５４０ｎｍ（以下、緑領域と呼称）、６００～６
４０ｎｍ（以下、赤領域と呼称）の各領域に存在する発光波長の異なる少なくとも３つの
発光層を有することが好ましい。
【００３１】
　本発明においては、これらの発光層を用い、素子全体の発光スペクトルとして、発光極
大波長が各々４４０～４９０ｎｍ、５００～５４０ｎｍ、６００～６４０ｎｍの各領域に
あることが好ましい。さらには、各極大波長間の最小発光強度が隣接する前記波長領域に
ある発光極大強度の６０％以下であり、青領域、緑領域間ないし緑領域、赤領域間のいず
れかは４５％以下であることが好ましく、前記青領域と緑領域間の最小発光波長が４７０
～５１０ｎｍにあり、前記緑領域と赤領域間の最小発光波長が５７０～６００ｎｍにある
か、カラーフィルターを組み合わせて発光パネル、液晶表示装置を形成する際に、そのカ
ラーフィルターの分光透過特性と前記最小発光波長が下記の関係を満たすように調整され
ていることがなお好ましい。
【００３２】
　λBG－２０ｎｍ≦λ1≦λBG＋１０ｎｍ
　λGR－２０ｎｍ≦λ2≦λGR＋１０ｎｍ
　ここで、λ1は前記青領域と緑領域間の最小発光波長、λ2は前記緑領域と赤領域間の最
小発光波長、λBGは波長４５０～５５０ｎｍの範囲におけるカラーフィルター青画素の透
過率と緑画素の透過率の積が最大となる波長、λGRは波長５５０～６３０ｎｍの範囲にお
けるカラーフィルター緑画素の透過率と赤画素の透過率の積が最大となる波長である。
【００３３】
　なお、本発明の有機ＥＬ素子に係る発光層については、後述する有機ＥＬ素子の層構成
のところで、詳細に説明する。
【００３４】
　次に、本発明の有機ＥＬ素子の層構成の好ましい具体例を以下に示すが、本発明はこれ
らに限定されない。
【００３５】
　（ｉ）陽極／発光層ユニット／電子輸送層／陰極
　（ii）陽極／正孔輸送層／発光層ユニット／電子輸送層／陰極
　（iii）陽極／正孔輸送層／発光層ユニット／正孔阻止層／電子輸送層／陰極
　（iv）陽極／正孔輸送層／発光層ユニット／正孔阻止層／電子輸送層／陰極バッファー
層／陰極
　（ｖ）陽極／陽極バッファー層／正孔輸送層／発光層ユニット／正孔阻止層／電子輸送
層／陰極バッファー層／陰極
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　ここで、発光層ユニットは、前記少なくとも発光波長の異なる３層の発光層を有し、ま
た各発光層間には非発光性の中間層を有していることが好ましい。
【００３６】
　本発明で用いることのできる有機ＥＬ素子材料としては、特に制限はないが、全有機層
に用いられる有機材料の８０質量％以上が、ガラス転移温度１００℃以上の化合物であり
、９０質量％以上がガラス転移温度１００℃以上であることが好ましい。また、ガラス転
移温度が１２０℃以上であることがより好ましい。
【００３７】
　《発光層》
　本発明に係る発光層は、電極または電子輸送層、正孔輸送層から注入されてくる電子及
び正孔が再結合して発光する層であり、発光する部分は発光層の層内であっても発光層と
隣接層との界面であってもよい。
【００３８】
　本発明に係る発光層は、発光極大波長が前記要件を満たしていれば、その構成には特に
制限はないが、発光極大波長が前記青領域にある青発光層、前記緑領域にある緑発光層、
前記赤領域にある赤発光層の少なくとも３層の発光層を有している。
【００３９】
　また、発光層の数が４層より多い場合には、同一の発光スペクトルや発光極大波長を有
する層が複数層あってもよい。
【００４０】
　なお、以下本発明では、発光極大波長が４４０～４９０ｎｍにある層を青発光層、５０
０～５４０ｎｍにある層を緑発光層、６００～６４０ｎｍの範囲にある層を赤発光層と称
する。
【００４１】
　各発光層間には非発光性の中間層を有していることが好ましい。
【００４２】
　本発明においては、発光材料の少なくとも１つが燐光発光体である。
【００４３】
　さらには、本発明の有機ＥＬ素子の発光スペクトルは、発光極大波長が各々４４０～４
９０ｎｍ（以下、青領域と呼称）、５００～５４０ｎｍ（以下、緑領域と呼称）、６００
～６４０ｎｍ（以下、赤領域と呼称）の各領域に存在する発光波長の異なる少なくとも３
つの発光材料を有し、かつ少なくともその２種が燐光発光体であることが好ましい。
【００４４】
　本発明における発光層の膜厚の総和は３０ｎｍ以下であることが好ましい。さらに好ま
しくは、より低い駆動電圧を得ることができることから２０ｎｍ以下であることが好まし
い。なお、本発明でいう発光層の膜厚の総和とは発光層間に非発光性の中間層が存在する
場合には、該中間層も含む膜厚である。
【００４５】
　個々の発光層の膜厚としては、２～２５ｎｍの範囲に調整することが好ましく、さらに
好ましくは２～２０ｎｍの範囲に調整することである。青、緑、赤の各発光層の膜厚の関
係については、特に制限はない。
【００４６】
　発光層の作製には、後述する発光ドーパントやホスト化合物を、例えば、真空蒸着法、
スピンコート法、キャスト法、ＬＢ法、インクジェット法等の公知の薄膜化法により製膜
して形成することができる。
【００４７】
　本発明においては、前記のスペクトル形状要件を維持する範囲において、各発光層には
複数の発光性化合物を混合してもよく、また燐光発光体と蛍光発光体を同一発光層に混合
して用いてもよい。
【００４８】
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　本発明においては、発光層の構成としてホスト化合物、発光ドーパント（発光ドーパン
ト化合物ともいう）を含有し、ドーパントより発光させることが好ましい。
【００４９】
　本発明の有機ＥＬ素子の発光層に含まれるホスト化合物としては、室温（２５℃）にお
ける燐光発光の燐光量子収率が０．１未満の化合物が好ましい。さらに好ましくは燐光量
子収率が０．０１未満である。また、発光層に含有される化合物の中で、その層中での質
量比が２０％以上であることが好ましい。
【００５０】
　ホスト化合物としては、公知のホスト化合物を単独で用いてもよく、または複数種併用
して用いてもよい。ホスト化合物を複数種用いることで、電荷の移動を調整することが可
能であり、有機ＥＬ素子を高効率化することができる。また、後述する発光ドーパントを
複数種用いることで、異なる発光を混ぜることが可能となり、これにより任意の発光色を
得ることができる。
【００５１】
　本発明に用いられる発光ホストとしては、従来公知の低分子化合物でも、繰り返し単位
をもつ高分子化合物でもよく、ビニル基やエポキシ基のような重合性基を有する低分子化
合物（蒸着重合性発光ホスト）でもいい。
【００５２】
　公知のホスト化合物としては、正孔輸送能、電子輸送能を有しつつ、かつ発光の長波長
化を防ぎ、なおかつ高Ｔｇ（ガラス転移温度）である化合物が好ましい。ここで、ガラス
転移点（Ｔｇ）とは、ＤＳＣ（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｃｏｌｏ
ｒｉｍｅｔｒｙ：示差走査熱量法）を用いて、ＪＩＳ－Ｋ－７１２１に準拠した方法によ
り求められる値である。
【００５３】
　公知のホスト化合物の具体例としては、以下の文献に記載されている化合物が挙げられ
る。例えば、特開２００１－２５７０７６号公報、同２００２－３０８８５５号公報、同
２００１－３１３１７９号公報、同２００２－３１９４９１号公報、同２００１－３５７
９７７号公報、同２００２－３３４７８６号公報、同２００２－８８６０号公報、同２０
０２－３３４７８７号公報、同２００２－１５８７１号公報、同２００２－３３４７８８
号公報、同２００２－４３０５６号公報、同２００２－３３４７８９号公報、同２００２
－７５６４５号公報、同２００２－３３８５７９号公報、同２００２－１０５４４５号公
報、同２００２－３４３５６８号公報、同２００２－１４１１７３号公報、同２００２－
３５２９５７号公報、同２００２－２０３６８３号公報、同２００２－３６３２２７号公
報、同２００２－２３１４５３号公報、同２００３－３１６５号公報、同２００２－２３
４８８８号公報、同２００３－２７０４８号公報、同２００２－２５５９３４号公報、同
２００２－２６０８６１号公報、同２００２－２８０１８３号公報、同２００２－２９９
０６０号公報、同２００２－３０２５１６号公報、同２００２－３０５０８３号公報、同
２００２－３０５０８４号公報、同２００２－３０８８３７号公報等が挙げられる。
【００５４】
　次に、本発明に係る発光ドーパントについて説明する。
【００５５】
　本発明に係る発光ドーパントとしては、蛍光性化合物、燐光発光体（燐光性化合物、燐
光発光性化合物等ともいう）いずれをも用いることができる。
【００５６】
　本発明に係る燐光発光体は、励起三重項からの発光が観測される化合物であり、具体的
には、室温（２５℃）にて燐光発光する化合物であり、燐光量子収率が２５℃において０
．０１以上の化合物であると定義されるが、好ましい燐光量子収率は０．１以上である。
【００５７】
　上記燐光量子収率は、第４版実験化学講座７の分光IIの３９８頁（１９９２年版、丸善
）に記載の方法により測定できる。溶液中での燐光量子収率は種々の溶媒を用いて測定で
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きるが、本発明に係る燐光発光体は、任意の溶媒のいずれかにおいて上記燐光量子収率（
０．０１以上）が達成されればよい。
【００５８】
　燐光発光体の発光は原理としては２種挙げられ、一つはキャリアが輸送されるホスト化
合物上でキャリアの再結合が起こってホスト化合物の励起状態が生成し、このエネルギー
を燐光発光体に移動させることで燐光発光体からの発光を得るというエネルギー移動型、
もう一つは燐光発光体がキャリアトラップとなり、燐光発光体上でキャリアの再結合が起
こり燐光発光体からの発光が得られるというキャリアトラップ型であるが、いずれの場合
においても、燐光発光体の励起状態のエネルギーはホスト化合物の励起状態のエネルギー
よりも低いことが条件である。
【００５９】
　燐光発光体は、有機ＥＬ素子の発光層に使用される公知のものの中から適宜選択して用
いることができる。
【００６０】
　本発明に係る燐光発光体としては、好ましくは元素の周期表で８～１０族の金属を含有
する錯体系化合物であり、さらに好ましくはイリジウム化合物、オスミウム化合物、また
は白金化合物（白金錯体系化合物）、希土類錯体であり、中でも最も好ましいのはイリジ
ウム化合物である。
【００６１】
　以下に、燐光発光体として用いられる化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定
されない。これらの化合物は、例えば、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．４０巻，１７０４～１７
１１に記載の方法等により合成できる。
【００６２】
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【００６３】
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【化２】

【００６４】
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【００６５】
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【化４】

【００６６】
【化５】

【００６７】

【化６】

【００６８】
　蛍光発光体（蛍光性ドーパント）の代表例としては、クマリン系色素、ピラン系色素、
シアニン系色素、クロコニウム系色素、スクアリウム系色素、オキソベンツアントラセン
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系色素、フルオレセイン系色素、ローダミン系色素、ピリリウム系色素、ペリレン系色素
、スチルベン系色素、ポリチオフェン系色素、または希土類錯体系蛍光体等が挙げられる
。
【００６９】
　また、従来公知のドーパントも本発明に用いることができ、以下の文献に記載されてい
る化合物が挙げられる。例えば、国際公開第００／７０６５５号パンフレット、特開２０
０２－２８０１７８号公報、同２００１－１８１６１６号公報、同２００２－２８０１７
９号公報、同２００１－１８１６１７号公報、同２００２－２８０１８０号公報、同２０
０１－２４７８５９号公報、同２００２－２９９０６０号公報、同２００１－３１３１７
８号公報、同２００２－３０２６７１号公報、同２００１－３４５１８３号公報、同２０
０２－３２４６７９号公報、国際公開第０２／１５６４５号パンフレット、特開２００２
－３３２２９１号公報、同２００２－５０４８４号公報、同２００２－３３２２９２号公
報、同２００２－８３６８４号公報、特表２００２－５４０５７２号公報、特開２００２
－１１７９７８号公報、同２００２－３３８５８８号公報、同２００２－１７０６８４号
公報、同２００２－３５２９６０号公報、国際公開第０１／９３６４２号パンフレット、
特開２００２－５０４８３号公報、同２００２－１００４７６号公報、同２００２－１７
３６７４号公報、同２００２－３５９０８２号公報、同２００２－１７５８８４号公報、
同２００２－３６３５５２号公報、同２００２－１８４５８２号公報、同２００３－７４
６９号公報、特表２００２－５２５８０８号公報、特開２００３－７４７１号公報、特表
２００２－５２５８３３号公報、特開２００３－３１３６６号公報、同２００２－２２６
４９５号公報、同２００２－２３４８９４号公報、同２００２－２３５０７６号公報、同
２００２－２４１７５１号公報、同２００１－３１９７７９号公報、同２００１－３１９
７８０号公報、同２００２－６２８２４号公報、同２００２－１００４７４号公報、同２
００２－２０３６７９号公報、同２００２－３４３５７２号公報、同２００２－２０３６
７８号公報等が挙げられる。
【００７０】
　本発明に用いられる非発光性の中間層（非ドープ領域等ともいう）について説明する。
【００７１】
　非発光性の中間層とは、複数の発光層を有する場合、その発光層間に設けられる層であ
る。
【００７２】
　非発光性の中間層の膜厚としては、１～２０ｎｍの範囲にあるのが好ましく、さらには
３～１０ｎｍの範囲にあることが、隣接発光層間のエネルギー移動等相互作用を抑制し、
かつ素子の電流電圧特性に大きな負荷を与えないということから好ましい。
【００７３】
　この非発光性の中間層に用いられる材料としては、発光層のホスト化合物と同一でも異
なっていてもよいが、隣接する２つの発光層の少なくとも一方の発光層のホスト材料と同
一であることが好ましい。
【００７４】
　非発光性の中間層は、非発光層、各発光層と共通の化合物（例えば、ホスト化合物等）
を含有していてもよく、各々共通ホスト材料（ここで、共通ホスト材料が用いられるとは
、燐光発光エネルギー、ガラス転移点等の物理化学的特性が同一である場合やホスト化合
物の分子構造が同一である場合等を示す。）を含有することにより、発光層－非発光層間
の層間の注入障壁が低減され、電圧（電流）を変化させても正孔と電子の注入バランスが
保ちやすいという効果を得ることができる。さらに、非ドープ発光層に各発光層に含まれ
るホスト化合物と同一の物理的特性または同一の分子構造を有するホスト材料を用いるこ
とにより、従来の有機ＥＬ素子作製の大きな問題点である素子作製の煩雑さをも併せて解
消することができる。
【００７５】
　また、青・緑・赤の各発光層を有する有機ＥＬ素子においては、各々の発光材料に燐光
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発光体を用いる場合、青色の燐光発光体の励起３重項エネルギーが一番大きくなるが、前
記青色の燐光発光体よりも大きい励起３重項エネルギーを有するホスト材料を、発光層と
非発光性の中間層とが共通のホスト材料として含んでいてもよい。
【００７６】
　本発明の有機ＥＬ素子においては、ホスト材料はキャリアの輸送を担うため、キャリア
輸送能を有する材料が好ましい。キャリア輸送能を表す物性としてキャリア移動度が用い
られるが、有機材料のキャリア移動度は一般的に電界強度に依存性が見られる。電界強度
依存性の高い材料は正孔と電子注入・輸送バランスを崩しやすいため、中間層材料、ホス
ト材料は移動度の電界強度依存性の少ない材料を用いることが好ましい。
【００７７】
　また、一方では、正孔や電子の注入バランスを最適に調整するためには、非発光性の中
間層は、後述する阻止層即ち、正孔阻止層、電子阻止層として機能することも好ましい態
様として挙げられる。
【００７８】
　《注入層：電子注入層、正孔注入層》
　注入層は必要に応じて設け、電子注入層と正孔注入層があり、上記の如く陽極と発光層
または正孔輸送層の間、及び陰極と発光層または電子輸送層との間に存在させてもよい。
【００７９】
　注入層とは、駆動電圧低下や発光輝度向上のために電極と有機層間に設けられる層のこ
とで、「有機ＥＬ素子とその工業化最前線（１９９８年１１月３０日エヌ・ティー・エス
社発行）」の第２編第２章「電極材料」（１２３～１６６頁）に詳細に記載されており、
正孔注入層（陽極バッファー層）と電子注入層（陰極バッファー層）とがある。
【００８０】
　陽極バッファー層（正孔注入層）は、特開平９－４５４７９号公報、同９－２６００６
２号公報、同８－２８８０６９号公報等にもその詳細が記載されており、具体例として、
銅フタロシアニンに代表されるフタロシアニンバッファー層、酸化バナジウムに代表され
る酸化物バッファー層、アモルファスカーボンバッファー層、ポリアニリン（エメラルデ
ィン）やポリチオフェン等の導電性高分子を用いた高分子バッファー層等が挙げられる。
【００８１】
　陰極バッファー層（電子注入層）は、特開平６－３２５８７１号公報、同９－１７５７
４号公報、同１０－７４５８６号公報等にもその詳細が記載されており、具体的にはスト
ロンチウムやアルミニウム等に代表される金属バッファー層、フッ化リチウムに代表され
るアルカリ金属化合物バッファー層、フッ化マグネシウムに代表されるアルカリ土類金属
化合物バッファー層、酸化アルミニウムに代表される酸化物バッファー層等が挙げられる
。上記バッファー層（注入層）はごく薄い膜であることが望ましく、素材にもよるがその
膜厚は０．１ｎｍ～５μｍの範囲が好ましい。
【００８２】
　《阻止層：正孔阻止層、電子阻止層》
　阻止層は、上記の如く、有機化合物薄膜の基本構成層の他に必要に応じて設けられるも
のである。例えば、特開平１１－２０４２５８号公報、同１１－２０４３５９号公報、及
び「有機ＥＬ素子とその工業化最前線（１９９８年１１月３０日エヌ・ティー・エス社発
行）」の２３７頁等に記載されている正孔阻止（ホールブロック）層がある。
【００８３】
　正孔阻止層とは広い意味では電子輸送層の機能を有し、電子を輸送する機能を有しつつ
正孔を輸送する能力が著しく小さい正孔阻止材料からなり、電子を輸送しつつ正孔を阻止
することで電子と正孔の再結合確率を向上させることができる。また、後述する電子輸送
層の構成を必要に応じて、本発明に係わる正孔阻止層として用いることができる。
【００８４】
　本発明の有機ＥＬ素子の正孔阻止層は、発光層に隣接して設けられていることが好まし
い。
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【００８５】
　一方、電子阻止層とは広い意味では正孔輸送層の機能を有し、正孔を輸送する機能を有
しつつ電子を輸送する能力が著しく小さい材料からなり、正孔を輸送しつつ電子を阻止す
ることで電子と正孔の再結合確率を向上させることができる。また、後述する正孔輸送層
の構成を必要に応じて電子阻止層として用いることができる。本発明に係わる正孔阻止層
、電子輸送層の膜厚としては好ましくは３～１００ｎｍであり、さらに好ましくは５～３
０ｎｍである。
【００８６】
　《正孔輸送層》
　正孔輸送層とは正孔を輸送する機能を有する正孔輸送材料からなり、広い意味で正孔注
入層、電子阻止層も正孔輸送層に含まれる。正孔輸送層は単層または複数層設けることが
できる。
【００８７】
　正孔輸送材料としては、正孔の注入または輸送、電子の障壁性のいずれかを有するもの
であり、有機物、無機物のいずれであってもよい。例えば、トリアゾール誘導体、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
体及びピラゾロン誘導体、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、オキサゾール誘導体、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、アニリン系共重合体、ま
た導電性高分子オリゴマー、特にチオフェンオリゴマー等が挙げられる。
【００８８】
　正孔輸送材料としては上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物、芳
香族第３級アミン化合物及びスチリルアミン化合物、特に芳香族第３級アミン化合物を用
いることが好ましい。
【００８９】
　芳香族第３級アミン化合物及びスチリルアミン化合物の代表例としては、Ｎ，Ｎ，Ｎ′
，Ｎ′－テトラフェニル－４，４′－ジアミノフェニル；Ｎ，Ｎ′－ジフェニル－Ｎ，Ｎ
′－ビス（３－メチルフェニル）－〔１，１′－ビフェニル〕－４，４′－ジアミン（Ｔ
ＰＤ）；２，２－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）プロパン；１，１－ビス（
４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン；Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラ－ｐ
－トリル－４，４′－ジアミノビフェニル；１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフ
ェニル）－４－フェニルシクロヘキサン；ビス（４－ジメチルアミノ－２－メチルフェニ
ル）フェニルメタン；ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）フェニルメタン；Ｎ，
Ｎ′－ジフェニル－Ｎ，Ｎ′－ジ（４－メトキシフェニル）－４，４′－ジアミノビフェ
ニル；Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラフェニル－４，４′－ジアミノジフェニルエーテル；
４，４′－ビス（ジフェニルアミノ）クオードリフェニル；Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリ（ｐ－トリ
ル）アミン；４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）－４′－〔４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）ス
チリル〕スチルベン；４－Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ－（２－ジフェニルビニル）ベンゼ
ン；３－メトキシ－４′－Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノスチルベンゼン；Ｎ－フェニルカル
バゾール、さらには、米国特許第５，０６１，５６９号明細書に記載されている２個の縮
合芳香族環を分子内に有するもの、例えば、４，４′－ビス〔Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ
－フェニルアミノ〕ビフェニル（ＮＰＤ）、特開平４－３０８６８８号公報に記載されて
いるトリフェニルアミンユニットが３つスターバースト型に連結された４，４′，４″－
トリス〔Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ〕トリフェニルアミン（ＭＴ
ＤＡＴＡ）等が挙げられる。
【００９０】
　さらにこれらの材料を高分子鎖に導入した、またはこれらの材料を高分子の主鎖とした
高分子材料を用いることもできる。また、ｐ型－Ｓｉ、ｐ型－ＳｉＣ等の無機化合物も正
孔注入材料、正孔輸送材料として使用することができる。
【００９１】
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　また、特開平１１－２５１０６７号公報、Ｊ．Ｈｕａｎｇ　ｅｔ．ａｌ．著文献（Ａｐ
ｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　８０（２００２），ｐ．１３９）に記載
されているような所謂、ｐ型正孔輸送材料を用いることもできる。本発明においては、よ
り高効率の発光素子が得られることから、これらの材料を用いることが好ましい。
【００９２】
　正孔輸送層は上記正孔輸送材料を、例えば、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法
、インクジェット法を含む印刷法、ＬＢ法等の公知の方法により、薄膜化することにより
形成することができる。正孔輸送層の膜厚については特に制限はないが、通常は５ｎｍ～
５μｍ程度、好ましくは５～２００ｎｍである。この正孔輸送層は上記材料の１種または
２種以上からなる一層構造であってもよい。
【００９３】
　また、不純物をドープしたｐ性の高い正孔輸送層を用いることもできる。その例として
は、特開平４－２９７０７６号公報、特開２０００－１９６１４０号公報、同２００１－
１０２１７５号公報、Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，９５，５７７３（２００４）等に記載
されたものが挙げられる。
【００９４】
　本発明においては、このようなｐ性の高い正孔輸送層を用いることが、より低消費電力
の素子を作製することができるため好ましい。
【００９５】
　《電子輸送層》
　電子輸送層とは電子を輸送する機能を有する材料からなり、広い意味で電子注入層、正
孔阻止層も電子輸送層に含まれる。電子輸送層は単層または複数層設けることができる。
【００９６】
　従来、単層の電子輸送層、及び複数層とする場合は発光層に対して陰極側に隣接する電
子輸送層に用いられる電子輸送材料（正孔阻止材料を兼ねる）としては、陰極より注入さ
れた電子を発光層に伝達する機能を有していればよく、その材料としては従来公知の化合
物の中から任意のものを選択して用いることができ、例えば、ニトロ置換フルオレン誘導
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、フレオレ
ニリデンメタン誘導体、アントラキノジメタン及びアントロン誘導体、オキサジアゾール
誘導体等が挙げられる。さらに、上記オキサジアゾール誘導体において、オキサジアゾー
ル環の酸素原子を硫黄原子に置換したチアジアゾール誘導体、電子吸引基として知られて
いるキノキサリン環を有するキノキサリン誘導体も、電子輸送材料として用いることがで
きる。さらにこれらの材料を高分子鎖に導入した、またはこれらの材料を高分子の主鎖と
した高分子材料を用いることもできる。
【００９７】
　また、８－キノリノール誘導体の金属錯体、例えば、トリス（８－キノリノール）アル
ミニウム（Ａｌｑ）、トリス（５，７－ジクロロ－８－キノリノール）アルミニウム、ト
リス（５，７－ジブロモ－８－キノリノール）アルミニウム、トリス（２－メチル－８－
キノリノール）アルミニウム、トリス（５－メチル－８－キノリノール）アルミニウム、
ビス（８－キノリノール）亜鉛（Ｚｎｑ）等、及びこれらの金属錯体の中心金属がＩｎ、
Ｍｇ、Ｃｕ、Ｃａ、Ｓｎ、ＧａまたはＰｂに置き替わった金属錯体も、電子輸送材料とし
て用いることができる。その他、メタルフリーもしくはメタルフタロシアニン、またはそ
れらの末端がアルキル基やスルホン酸基等で置換されているものも、電子輸送材料として
好ましく用いることができる。また、発光層の材料として例示したジスチリルピラジン誘
導体も、電子輸送材料として用いることができるし、正孔注入層、正孔輸送層と同様に、
ｎ型－Ｓｉ、ｎ型－ＳｉＣ等の無機半導体も電子輸送材料として用いることができる。
【００９８】
　電子輸送層は上記電子輸送材料を、例えば、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法
、インクジェット法を含む印刷法、ＬＢ法等の公知の方法により、薄膜化することにより
形成することができる。電子輸送層の膜厚については特に制限はないが、通常は５ｎｍ～
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５μｍ程度、好ましくは５～２００ｎｍである。電子輸送層は上記材料の１種または２種
以上からなる一層構造であってもよい。
【００９９】
　また、不純物をドープしたｎ性の高い電子輸送層を用いることもできる。その例として
は、特開平４－２９７０７６号公報、同１０－２７０１７２号公報、特開２０００－１９
６１４０号公報、同２００１－１０２１７５号公報、Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，９５，
５７７３（２００４）等に記載されたものが挙げられる。
【０１００】
　本発明においては、このようなｎ性の高い電子輸送層を用いることがより低消費電力の
素子を作製することができるため好ましい。
【０１０１】
　《基板》
　本発明の有機ＥＬ素子に係る基板（以下、基体、基盤、基材、支持体等ともいう）とし
ては、ガラス、プラスチック等の種類には特に限定はなく、また、透明であっても不透明
であってもよい。
【０１０２】
　不透明な基板としては、例えばアルミ、ステンレス等の金属板・フィルムや不透明樹脂
基板、セラミック製の基板等が挙げられる。
【０１０３】
　基板側から光を取り出す場合には、基板は透明であることが好ましい。好ましく用いら
れる透明な基板としては、ガラス、石英、透明樹脂フィルムを挙げることができる。特に
好ましい基板は、有機ＥＬ素子にフレキシブル性を与えることが可能な樹脂フィルム、所
謂可撓性フィルムである。
【０１０４】
　可撓性フィルムとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチ
レンナフタレート（ＰＥＮ）等のポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、セロフ
ァン、セルロースジアセテート、セルローストリアセテート、セルロースアセテートブチ
レート、セルロースアセテートプロピオネート（ＣＡＰ）、セルロースアセテートフタレ
ート（ＴＡＣ）、セルロースナイトレート等のセルロースエステル類またはそれらの誘導
体、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリエチレンビニルアルコール、シン
ジオタクティックポリスチレン、ポリカーボネート、ノルボルネン樹脂、ポリメチルペン
テン、ポリエーテルケトン、ポリイミド、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリフェニ
レンスルフィド、ポリスルホン類、ポリエーテルイミド、ポリエーテルケトンイミド、ポ
リアミド、フッ素樹脂、ナイロン、ポリメチルメタクリレート、アクリルあるいはポリア
リレート類、アートン（商品名ＪＳＲ社製）あるいはアペル（商品名三井化学社製）とい
ったシクロオレフィン系樹脂等を挙げられる。樹脂フィルムの表面には、無機物、有機物
の被膜またはその両者のハイブリッド被膜が形成されていてもよく、ＪＩＳ　Ｋ　７１２
９－１９９２に準拠した方法で測定された水蒸気透過度が、０．０１ｇ／ｍ2・２４ｈ以
下のバリア性フィルムであることが好ましく、さらには、ＪＩＳ　Ｋ　７１２６－１９９
２に準拠した方法で測定された酸素透過度が１０-１ｍｌ／ｍ2・２４ｈ・ＭＰａ以下、水
蒸気透過度が、１０-3ｇ／ｍ2・２４ｈ以下の高バリア性フィルムであることが好ましく
、前記の水蒸気透過度が１０-３ｇ／ｍ2・２４ｈ、酸素透過度が１０-5ｍｌ／ｍ２・２４
ｈ・ＭＰａ以下であることが、さらに好ましく、水蒸気透過度及び酸素透過度の下限は、
それぞれ０ｇ／ｍ2・２４ｈ、０ｍｌ／ｍ2・２４ｈ・ＭＰａである。
【０１０５】
　該バリア膜を形成する材料としては、水分や酸素等、素子の劣化をもたらすものの浸入
を抑制する機能を有する材料であればよく、例えば、無機膜、金属箔が挙げられる。無機
膜としては薄膜ハンドブックｐ８７９～ｐ９０１（日本学術振興会）、真空技術ハンドブ
ックｐ５０２～ｐ５０９、ｐ６１２、ｐ８１０（日刊工業新聞社）、真空ハンドブック増
訂版ｐ１３２～ｐ１３４（ＵＬＶＡＣ　日本真空技術Ｋ．Ｋ）に記載されている如き無機
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膜が挙げられる。例えば、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａｕ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｎｉ等の
金属、ＭｇＯ、ＳｉＯ、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＧｅＯ、ＮｉＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、Ｆｅ2Ｏ

3、Ｙ2Ｏ3、ＴｉＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、ＳｉxＯy（ｘ＝１、ｙ＝１．５～２．０）、Ｔａ2Ｏ3、
ＺｒＮ、ＳｉＣ、ＴｉＣ、ＰＳＧ、Ｓｉ3Ｎ4、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、単結晶Ｓｉ、アモルフ
ァスＳｉ、Ｗ等が用いられる。
【０１０６】
　バリア膜の脆弱性を改良するためにこれら無機層と有機材料からなる層の積層構造を持
たせることがより好ましい。無機層と有機層の積層順については特に制限はないが、両者
を交互に複数回積層させることが好ましい。
【０１０７】
　《バリア膜の形成方法》
　バリア膜の形成方法については、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、分子線エピタキシー法、クラスタ－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、大気圧プラズマ重合法、プラズマＣＶＤ法、レー
ザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、コーティング法等を用いることができるが、特開２００４－
６８１４３号公報に記載されているような大気圧プラズマ重合法によるものが特に好まし
い。
【０１０８】
　ここで、透明なバリア膜の層構成の一例を図１により説明し、さらに、バリア層の形成
に好ましく用いられる大気圧プラズマ放電処理装置の一例を図２を用いて説明する。
【０１０９】
　図１は、バリア膜（ガスバリアフィルムともいう）の層構成とその密度プロファイルの
一例を示す模式図である。
【０１１０】
　バリア膜２０１（透明でも不透明でもよい）は、基材２０２上に密度の異なる層を積層
した構成をとる。本発明においては、低密度層２０３と高密度層２０５との間に、中密度
層２０４を設け、さらに高密度層２０５上にも中密度層２０４を設け、これらの低密度層
、中密度層、高密度層及び中密度層からなる構成を１ユニットとし、図１においては２ユ
ニット分を積層した例を示してある。この時、各密度層内における密度分布は均一とし、
隣接する層間での密度変化が階段状となるような構成をとる。
【０１１１】
　図２は、基材を処理する大気圧プラズマ放電処理装置の一例を示す概略図である。
【０１１２】
　大気圧プラズマ放電処理装置としては、少なくとも、プラズマ放電処理装置２３０、二
つの電源を有する電界印加手段２４０、ガス供給手段２５０、電極温度調節手段２６０を
有している装置である。
【０１１３】
　図２は、ロール回転電極（第１電極）２３５と角筒型固定電極群（第２電極）２３６（
個々の電極も角筒型固定電極２３６とする）との対向電極間（放電空間）２３２で、基材
Ｆをプラズマ放電処理して薄膜を形成するものである。図２においては、１対の角筒型固
定電極群（第２電極）２３６とロール回転電極（第１電極）２３５とで、１つの電界を形
成し、この１ユニットで、例えば、低密度層の形成を行う。図２においては、このような
構成からなるユニットを、計５カ所備えた構成例を示し、それぞれのユニットで、供給す
る原材料の種類、出力電圧等を任意に独立して制御することにより、積層型のバリア膜（
透明ガスバリア層ともいう）を連続して形成することができる。
【０１１４】
　ロール回転電極（第１電極）２３５と角筒型固定電極群（第２電極）２３６との間の放
電空間（対向電極間）２３２に、ロール回転電極（第１電極）２３５には第１電源２４１
から周波数ω1、電界強度Ｖ1、電流Ｉ1の第１の高周波電界を、また角筒型固定電極群（
第２電極）２３６にはそれぞれに対応する各第２電源２４２から周波数ω2、電界強度Ｖ2
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、電流Ｉ2の第２の高周波電界をかけるようになっている。
【０１１５】
　ロール回転電極（第１電極）２３５と第１電源２４１との間には、第１フィルタ２４３
が設置されており、第１フィルタ２４３は第１電源２４１から第１電極への電流を通過し
やすくし、第２電源２４２からの電流をアースして、第２電源２４２から第１電源への電
流を通過しにくくするように設計されている。
【０１１６】
　また、角筒型固定電極群（第２電極）２３６と第２電源２４２との間には、それぞれ第
２フィルタ２４４が設置されており、第２フィルター２４４は、第２電源２４２から第２
電極への電流を通過しやすくし、第１電源２４１からの電流をアースして、第１電源２４
１から第２電源への電流を通過しにくくするように設計されている。
【０１１７】
　なお、ロール回転電極２３５を第２電極、また角筒型固定電極群２３６を第１電極とし
てもよい。何れにしろ第１電極には第１電源が、また第２電極には第２電源が接続される
。第１電源は第２電源より高い高周波電界強度（Ｖ1＞Ｖ2）を印加することが好ましい。
また、周波数はω1＜ω2となる能力を有している。
【０１１８】
　また、電流はＩ1＜Ｉ2となることが好ましい。第１の高周波電界の電流Ｉ1は、好まし
くは０．３～２０ｍＡ／ｃｍ2、さらに好ましくは１．０～２０ｍＡ／ｃｍ2である。また
、第２の高周波電界の電流Ｉ2は、好ましくは１０～１００ｍＡ／ｃｍ2、さらに好ましく
は２０～１００ｍＡ／ｃｍ2である。
【０１１９】
　ガス供給手段２５０のガス発生装置２５１で発生させたガスＧは、流量を制御して給気
口よりプラズマ放電処理容器２３１内に導入する。
【０１２０】
　基材Ｆを、図示されていない元巻きから巻きほぐして搬送されて来るか、または前工程
から搬送されて来て、ガイドロール２６４を経てニップロール２６５で基材に同伴されて
来る空気等を遮断し、ロール回転電極２３５に接触したまま巻き回しながら角筒型固定電
極群２３６との間に移送し、ロール回転電極（第１電極）２３５と角筒型固定電極群（第
２電極）２３６との両方から電界をかけ、対向電極間（放電空間）２３２で放電プラズマ
を発生させる。基材Ｆはロール回転電極２３５に接触したまま巻き回されながらプラズマ
状態のガスにより薄膜を形成する。基材Ｆは、ニップロール２６６、ガイドロール２６７
を経て、図示してない巻き取り機で巻き取るか、次工程に移送する。
【０１２１】
　放電処理済みの処理排ガスＧ′は排気口２５３より排出する。
【０１２２】
　薄膜形成中、ロール回転電極（第１電極）２３５及び角筒型固定電極群（第２電極）２
３６を加熱または冷却するために、電極温度調節手段２６０で温度を調節した媒体を、送
液ポンプＰで配管２６１を経て両電極に送り、電極内側から温度を調節する。なお、２６
８及び２６９はプラズマ放電処理容器２３１と外界とを仕切る仕切板である。
【０１２３】
　《封止》
　本発明に用いられる封止手段としては、バリア膜を有する可撓性フィルムの封止基材と
、有機ＥＬ素子の形成された基板とを接着剤で接着する方法である。
【０１２４】
　バリア膜を有する可撓性フィルムは、有機ＥＬ素子の表示領域を覆うように配置されて
おればよい。
【０１２５】
　接着剤として具体的には、アクリル酸系オリゴマー、メタクリル酸系オリゴマーの反応
性ビニル基を有する光硬化及び熱硬化型接着剤、２－シアノアクリル酸エステル等の湿気
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硬化型等の接着剤を挙げることができる。また、エポキシ系等の熱及び化学硬化型（二液
混合）を挙げることができる。また、ホットメルト型のポリアミド、ポリエステル、ポリ
オレフィンを挙げることができる。また、カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ樹
脂接着剤を挙げることができる。
【０１２６】
　ところで、一般に有機ＥＬ素子を構成する有機化合物は、紫外線照射により破壊され劣
化することが知られている。そのため、前記紫外線硬化型接着剤においても熱硬化処理を
併用することで、紫外線照射量を極力少なくすることが行われている。
【０１２７】
　しかしながら、有機化合物の特性によっては、熱硬化によっても素子特性が劣化する場
合があり、前記封止方法を良好なものとする上で課題であった。
【０１２８】
　本発明においては、有機層に用いる有機化合物の８０質量％以上（上限は１００質量％
）をガラス転移温度が１００℃以上の化合物とすることにより、前記熱処理による劣化を
抑制し、優れた特性の有機ＥＬ素子を得ることができた。
【０１２９】
　また、前記接着剤中に乾燥剤を分散させておいてもよい。封止部分への接着剤の塗布は
、市販のディスペンサーを使ってもよいし、スクリーン印刷のように印刷してもよい。
【０１３０】
　本発明においては有機層全面を覆うように接着層を形成する。その配置は素子側、封止
基材側どちら側に配置してもよいが、ＥＬ素子面へのダメージを考慮すると封止基板側に
配置する方が好ましい。
【０１３１】
　本発明の実施態様の１例を図３に示す。
【０１３２】
　本発明においては、接着層３０５と接する第２電極（陰極）３０４の膜厚としては、２
００ｎｍ以上が好ましい。
【０１３３】
　本発明においては、前記接着層３０５と有機層３０３が直接接する場合には、接着層３
０５と有機層３０３との間に、酸素透過度が１ｍｌ／ｍ2・２４ｈ・ＭＰａ以下、水蒸気
透過度が１０-2ｇ／ｍ2・２４ｈ以下である無機化合物層３０７を形成することが好まし
い。該実施態様の１例を図４に示す。
【０１３４】
　有機層の上に第２電極（陰極）３０４が形成され、さらに該部分上に接着層３０５が接
する場合、第２電極（陰極）３０４と接着層３０５との間に酸素透過度が１ｍｌ／ｍ2・
２４ｈ・ＭＰａ以下、水蒸気透過度が１０-2ｇ／ｍ2・２４ｈ・ｄａｙ以下である無機化
合物層３０７を設けることがさらに好ましい。該実施態様の１例を図５に示す。
【０１３５】
　該無機化合物層の酸素透過度は１０-１ｍｌ／ｍ2・２４ｈ・ＭＰ以下、水蒸気透過度は
１０-3ｇ／ｍ2・２４ｈ以下であることが好ましく、さらには酸素透過度が１０-３ｍｌ／
ｍ2・２４ｈ・ＭＰａ以下、水蒸気透過度が１０-5ｇ／ｍ2・２４ｈであることが好ましい
。
【０１３６】
　該無機化合物層を形成する材料としては、薄膜ハンドブックｐ８７９～ｐ９０１（日本
学術振興会）、真空技術ハンドブックｐ５０２～ｐ５０９、ｐ６１２、ｐ８１０（日刊工
業新聞社）、真空ハンドブック増訂版ｐ１３２～ｐ１３４（ＵＬＶＡＣ　日本真空技術Ｋ
．Ｋ）に記載されている如き無機材料が挙げられるが、電気絶縁性の材料を用いる。Ｍｇ
Ｏ、ＳｉＯ、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＧｅＯ、ＮｉＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、Ｆｅ2Ｏ3、Ｙ2Ｏ3

、ＴｉＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、ＳｉxＯy（ｘ＝１、ｙ＝１．５～２．０）、Ｔａ2Ｏ3、ＺｒＮ、
ＳｉＣ、ＴｉＣ、ＰＳＧ、Ｓｉ3Ｎ4、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ等が用いられる。
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【０１３７】
　該無機化合物層のバリア膜の形成方法については、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、分子線エピタキシー法、クラスタ－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、大気圧プラズマ重合法、プラズ
マＣＶＤ法、レーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、コーティング法等を用いることができる。
【０１３８】
　また、該無機化合物層上にさらに有機化合物層を設けてもよいし、無機化合物層と有機
化合物層を交互に複数層積層させた膜を形成する方法も好適に用いることができる。
【０１３９】
　基板と封止基材との貼り合わせは、気泡や気道の除去の観点より減圧の雰囲気環境下で
行うことが好ましい。貼合方法としては平板プレス、ロールラミネータ等を利用すること
が可能である。
【０１４０】
　基板と封止基材は接着層の厚み１～１００μｍの間隔が形成されるように貼り合せるこ
とが望ましい。このため、用いられる接着剤中には、フィラーが混入されていることが好
ましい。フィラーとしては、ビーズ状、ファイバー状に加工されたガラス、石英やエポキ
シ樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂等の高分子からなる樹脂等が挙げら
れる。
【０１４１】
　封止基材に用いるバリア膜を有する可撓性フィルムとしては、前記基板に用いることの
できる樹脂フィルムを同様に用いることができる。
【０１４２】
　可撓性フィルムの膜厚は１０～５００μｍ程度の厚みを持つものであればよいが、３０
～２００μｍであることが好ましい。
【０１４３】
　また、金属箔あるいは金属箔をコートした樹脂フィルムも好適に用いることができる。
金属箔の材料としては、例えばアルミニウム、銅、ニッケル等の金属材料や、ステンレス
、アルミニウム合金等の合金材料を用いることができるが、加工性やコストの面でアルミ
ニウムが好ましい。膜厚は、１～１００μｍ程度、好ましくは１０～５０μｍ程度が望ま
しい。
【０１４４】
　さらに該膜の脆弱性を改良するためにこれら無機層と有機材料からなる層の積層構造を
持たせ複合膜がより好ましい。無機層と有機層の積層順については特に制限はないが、両
者を交互に複数回積層させることが好ましい。
【０１４５】
　バリア性能として水蒸気透過度は、有機層の結晶化、第２電極の剥離等によりダークス
ポットの発生、及び有機ＥＬ素子の長寿命化等を考慮し、０．０１ｇ／ｍ2・２４ｈ以下
であることが好ましい。水蒸気透過度はＪＩＳ　Ｋ７１２９Ｂ法（１９９２年）に準拠し
た方法で主としてＭＯＣＯＮ法により測定した値を示す。
【０１４６】
　酸素透過度は、有機層の結晶化、第２電極の剥離等によりダークスポットの発生、及び
有機ＥＬス素子の長寿命化等を考慮し、０．１ｍｌ／ｍ2・２４ｈ・ＭＰａ以下であるこ
とが好ましい。酸素透過度はＪＩＳ　Ｋ７１２６Ｂ法（１９８７年）に準拠した方法で主
としてＭＯＣＯＮ法により測定した値である。さらには、酸素透過度１０-２ｍｌ／ｍ2・
２４ｈ・ＭＰａ以下、水蒸気透過度１０-5ｇ／ｍ2・２４ｈ以下の高バリア性フィルムで
あることが好ましい。
【０１４７】
　《保護膜、保護板》
　有機層を挟み基板と対向する側の前記封止基材あるいは前記封止用フィルムの外側に、
素子の機械的強度を高めるために保護膜、あるいは保護板を設けてもよい。これに使用す
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ることができる材料としては、前記基板と同様なガラス板、ポリマー板・フィルム、金属
板・フィルム等を用いることができる。
【０１４８】
　《陽極》
　有機ＥＬ素子における陽極としては、仕事関数の大きい（４ｅＶ以上）金属、合金、電
気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このよ
うな電極物質の具体例としてはＡｕ等の金属、ＣｕＩ、インジウムチンオキシド（ＩＴＯ
）、ＳｎＯ2、ＺｎＯ等の導電性透明材料が挙げられる。また、ＩＤＩＸＯ（Ｉｎ2Ｏ3－
ＺｎＯ）等非晶質で透明導電膜を作製可能な材料を用いてもよい。陽極はこれらの電極物
質を蒸着やスパッタリング等の方法により、薄膜を形成させ、フォトリソグラフィー法で
所望の形状のパターンを形成してもよく、あるいはパターン精度をあまり必要としない場
合は（１００μｍ以上程度）、上記電極物質の蒸着やスパッタリング時に所望の形状のマ
スクを介してパターンを形成してもよい。あるいは、有機導電性化合物のように塗布可能
な物質を用いる場合には、印刷方式、コーティング方式等湿式製膜法を用いることもでき
る。この陽極より発光を取り出す場合には、透過率を１０％より大きくすることが望まし
く、また陽極としてのシート抵抗は数百Ω／□以下が好ましい。さらに膜厚は材料にもよ
るが、通常１０～１０００ｎｍ、好ましくは１０～２００ｎｍの範囲で選ばれる。
【０１４９】
　《陰極》
　陰極としては、仕事関数の小さい（４ｅＶ以下）金属（電子注入性金属と称する）、合
金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このよう
な電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム－カリウム合金、マグネシウム、
リチウム、マグネシウム／銅混合物、マグネシウム／銀混合物、マグネシウム／アルミニ
ウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、アルミニウム／酸化アルミニウム（Ａｌ

2Ｏ3）混合物、インジウム、リチウム／アルミニウム混合物、希土類金属等が挙げられる
。これらの中で、電子注入性及び酸化等に対する耐久性の点から、電子注入性金属とこれ
より仕事関数の値が大きく安定な金属である第２金属との混合物、例えば、マグネシウム
／銀混合物、マグネシウム／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、ア
ルミニウム／酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）混合物、リチウム／アルミニウム混合物、ア
ルミニウム等が好適である。陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法に
より薄膜を形成させることにより、作製することができる。また、陰極としてのシート抵
抗は数百Ω／□以下が好ましく、膜厚は通常１０ｎｍ～５μｍ、好ましくは５０～２００
ｎｍの範囲で選ばれる。なお、発光した光を透過させるため、有機ＥＬ素子の陽極または
陰極のいずれか一方が、透明または半透明であれば発光輝度が向上し好都合である。
【０１５０】
　また、陰極に上記金属を１～２０ｎｍの膜厚で作製した後に、陽極の説明で挙げた導電
性透明材料をその上に作製することで、透明または半透明の陰極を作製することができ、
これを応用することで陽極と陰極の両方が透過性を有する素子を作製することができる。
【０１５１】
　《有機ＥＬ素子の作製方法》
　本発明の有機ＥＬ素子の作製方法の一例として、陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光
層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極からなる有機ＥＬ素子の作製法について説明する。
【０１５２】
　まず適当な基板上に所望の電極物質、例えば、陽極用物質からなる薄膜を１μｍ以下、
好ましくは１０～２００ｎｍの膜厚になるように、蒸着やスパッタリング等の方法により
形成させ、陽極を作製する。次に、この上に有機ＥＬ素子材料である正孔注入層、正孔輸
送層、発光層、正孔阻止層、電子輸送層の有機化合物薄膜を形成させる。
【０１５３】
　この有機化合物薄膜の薄膜化の方法としては、前記の如く蒸着法、ウェットプロセス（
スピンコート法、キャスト法、インクジェット法、印刷法）等があるが、均質な膜が得ら



(24) JP 5098645 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

れやすく、かつピンホールが生成しにくい等の点から、真空蒸着法、スピンコート法、イ
ンクジェット法、印刷法が特に好ましい。さらに層毎に異なる製膜法を適用してもよい。
製膜に蒸着法を採用する場合、その蒸着条件は使用する化合物の種類等により異なるが、
一般にボート加熱温度５０～４５０℃、真空度１０-6～１０-2Ｐａ、蒸着速度０．０１～
５０ｎｍ／秒、基板温度－５０～３００℃、膜厚０．１ｎｍ～５μｍ、好ましくは５～２
００ｎｍの範囲で適宜選ぶことが望ましい。これらの層を形成後、その上に陰極用物質か
らなる薄膜を、１μｍ以下好ましくは５０～２００ｎｍの範囲の膜厚になるように、例え
ば、蒸着やスパッタリング等の方法により形成させ、陰極を設けることにより所望の有機
ＥＬ素子が得られる。この有機ＥＬ素子の作製は、一回の真空引きで一貫して正孔注入層
から陰極まで作製するのが好ましいが、途中で取り出して異なる製膜法を施しても構わな
い。その際、作業を乾燥不活性ガス雰囲気下で行う等の配慮が必要となる。
【０１５４】
　また作製順序を逆にして、陰極、電子注入層、電子輸送層、発光層、正孔輸送層、正孔
注入層、陽極の順に作製することも可能である。このようにして得られた多色の液晶表示
装置に、直流電圧を印加する場合には、陽極を＋、陰極を－の極性として電圧２～４０Ｖ
程度を印加すると、発光が観測できる。また交流電圧を印加してもよい。なお、印加する
交流の波形は任意でよい。
【０１５５】
　有機ＥＬ素子は、空気よりも屈折率の高い（屈折率１．６～２．１程度）層の内部で発
光し、発光層で発生した光のうち１５～２０％程度の光しか取り出せないと一般的に言わ
れている。これは、臨界角以上の角度θで界面（透明基板と空気との界面）に入射する光
は、全反射を起こし素子外部に取り出すことができないことや、透明電極ないし発光層と
透明基板との間で光が全反射を起こし、光が透明電極ないし発光層を導波し、結果として
、光が素子側面方向に逃げるためである。
【０１５６】
　この光の取り出し効率を向上させる手法としては、例えば、透明基板表面に凹凸を形成
し、透明基板と空気界面での全反射を防ぐ方法（例えば、米国特許第４，７７４，４３５
号明細書）、基板に集光性を持たせることにより効率を向上させる方法（例えば、特開昭
６３－３１４７９５号公報）、素子の側面等に反射面を形成する方法（例えば、特開平１
－２２０３９４号公報）、基板と発光体の間に中間の屈折率を持つ平坦層を導入し、反射
防止膜を形成する方法（例えば、特開昭６２－１７２６９１号公報）、基板と発光体の間
に基板よりも低屈折率を持つ平坦層を導入する方法（例えば、特開２００１－２０２８２
７号公報）、基板、透明電極層や発光層のいずれかの層間（含む、基板と外界間）に回折
格子を形成する方法（特開平１１－２８３７５１号公報）等がある。
【０１５７】
　本発明においては、これらの方法を本発明の有機ＥＬ素子と組み合わせて用いることが
できるが、基板と発光体の間に基板よりも低屈折率を持つ平坦層を導入する方法、あるい
は基板、透明電極層や発光層のいずれかの層間（含む、基板と外界間）に回折格子を形成
する方法を好適に用いることができる。
【０１５８】
　本発明は、これらの手段を組み合わせることにより、さらに高輝度あるいは耐久性に優
れた素子を得ることができる。
【０１５９】
　透明電極と透明基板の間に低屈折率の媒質を光の波長よりも長い厚みで形成すると、透
明電極から出てきた光は、媒質の屈折率が低いほど、外部への取り出し効率が高くなる。
【０１６０】
　低屈折率層としては、例えば、エアロゲル、多孔質シリカ、フッ化マグネシウム、フッ
素系ポリマー等が挙げられる。透明基板の屈折率は一般に１．５～１．７程度であるので
、低屈折率層は屈折率がおよそ１．５以下であることが好ましい。またさらに１．３５以
下であることが好ましい。
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【０１６１】
　また、低屈折率媒質の厚みは、媒質中の波長の２倍以上となるのが望ましい。これは、
低屈折率媒質の厚みが、光の波長程度になってエバネッセントで染み出した電磁波が基板
内に入り込む膜厚になると、低屈折率層の効果が薄れるからである。
【０１６２】
　全反射を起こす界面または、いずれかの媒質中に回折格子を導入する方法は、光取り出
し効率の向上効果が高いという特徴がある。この方法は、回折格子が１次の回折や２次の
回折といった、いわゆるブラッグ回折により、光の向きを屈折とは異なる特定の向きに変
えることができる性質を利用して、発光層から発生した光のうち、層間での全反射等によ
り外に出ることができない光を、いずれかの層間もしくは媒質中（透明基板内や透明電極
内）に回折格子を導入することで光を回折させ、光を外に取り出そうとするものである。
【０１６３】
　導入する回折格子は、二次元的な周期屈折率を持っていることが望ましい。これは、発
光層で発光する光はあらゆる方向にランダムに発生するので、ある方向にのみ周期的な屈
折率分布を持っている一般的な１次元回折格子では、特定の方向に進む光しか回折されず
、光の取り出し効率がさほど上がらない。
【０１６４】
　しかしながら、屈折率分布を二次元的な分布にすることにより、あらゆる方向に進む光
が回折され、光の取り出し効率が上がる。
【０１６５】
　回折格子を導入する位置としては前述のとおり、いずれかの層間もしくは、媒質中（透
明基板内や透明電極内）でもよいが、光が発生する場所である有機発光層の近傍が望まし
い。
【０１６６】
　このとき、回折格子の周期は、媒質中の光の波長の約１／２～３倍程度が好ましい。回
折格子の配列は、正方形のラチス状、三角形のラチス状、ハニカムラチス状等、２次元的
に配列が繰り返されることが好ましい。
【０１６７】
　本発明の有機ＥＬ素子は、基板の光取出し側に、例えばマイクロレンズアレイ上の構造
を設けるように加工したり、あるいは、所謂集光シートと組み合わせることにより、特定
方向、例えば素子発光面に対し正面方向に集光することにより、特定方向上の輝度を高め
ることができる。
【０１６８】
　マイクロレンズアレイの例としては、基板の光取り出し側に一辺が３０μｍでその頂角
が９０度となるような四角錐を２次元に配列する。一辺は１０～１００μｍが好ましい。
これより小さくなると回折の効果が発生して色付く、大きすぎると厚みが厚くなり好まし
くない。
【０１６９】
　集光シートとしては、例えば液晶表示装置のＬＥＤバックライトで実用化されているも
のを用いることが可能である。このようなシートとして例えば、住友スリーエム社製輝度
上昇フィルム（ＢＥＦ）等を用いることができる。プリズムシートの形状としては、例え
ば基材に頂角９０度、ピッチ５０μｍの△状のストライプが形成されたものであってもよ
いし、頂角が丸みを帯びた形状、ピッチをランダムに変化させた形状、その他の形状であ
ってもよい。
【０１７０】
　また、発光素子からの光放射角を制御するために光拡散板・フィルムを、集光シートと
併用してもよい。例えば、（株）きもと製拡散フィルム（ライトアップ）等を用いること
ができる。
【０１７１】
　《用途》
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　本発明の有機ＥＬ素子は、表示デバイス、ディスプレイ、各種発光光源として用いるこ
とができる。発光光源として、例えば、家庭用照明、車内照明、時計や液晶用のバックラ
イト、看板広告、信号機、光記憶媒体の光源、電子写真複写機の光源、光通信処理機の光
源、光センサーの光源等が挙げられるがこれに限定するものではないが、特に、カラーフ
ィルターと組み合わせた液晶表示装置のバックライト、照明用光源としての用途に有効に
用いることができる。
【０１７２】
　カラーフィルターと組み合わせてディスプレイのバックライトとして用いる場合には、
輝度をさらに高めるため、前記の集光シートと組み合わせて用いるのが好ましい。
【実施例】
【０１７３】
　以下、実施例により本発明を説明するが、本発明はこれらに限定されない。
【０１７４】
　実施例１
　《有機ＥＬ素子１の作製》
　陽極として３０ｍｍ×３０ｍｍ、厚さ０．７ｍｍのガラス基板上に、ＩＴＯ（インジウ
ムチンオキシド）を１２０ｎｍ成膜した支持基板にパターニングを行った後、このＩＴＯ
透明電極を付けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガス
で乾燥し、ＵＶオゾン洗浄を５分間行った。この透明支持基板を市販の真空蒸着装置の基
板ホルダーに固定した。
【０１７５】
　真空蒸着装置内の蒸着用るつぼの各々に、各層の構成材料を各々素子作製に最適の量充
填した。蒸着用るつぼは、モリブデン製またはタングステン製抵抗加熱用材料で作製され
たものを用いた。
【０１７６】
　次いで、真空度４×１０-4Ｐａまで減圧した後、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ（Ｔｇ　７５℃）の
入った前記蒸着用るつぼに通電して加熱し、蒸着速度０．１ｎｍ／秒で透明支持基板に蒸
着し、１０ｎｍの正孔注入層を設けた。次いで、化合物（Ａ－１；Ｔｇ　１４０℃）を同
様にして蒸着し４０ｎｍの正孔輸送層を設けた。次いで、以下の手順で各発光層及びその
中間層を設けた。
【０１７７】
　化合物（Ａ－２；Ｔｇ　１０２℃）と化合物（Ａ－３）を、膜厚比で９５：５になるよ
うに蒸着速度０．１ｎｍ／秒で共蒸着し、１２ｎｍの青燐光発光層を形成した。次いで、
化合物（Ａ－４；Ｔｇ　８７℃）を蒸着速度０．１ｎｍ／秒で３ｎｍ蒸着し、青発光層に
陰極側に隣接する正孔阻止層を形成した。
【０１７８】
　次に化合物（Ａ－２）と化合物（Ｉｒ－１４）を、膜厚比で９２：８になるように蒸着
速度０．１ｎｍ／秒で共蒸着し、１０ｎｍの赤燐光発光層を形成した。次いで、化合物（
Ａ－２）を蒸着速度０．１ｎｍ／秒で３ｎｍ蒸着した。
【０１７９】
　次に、化合物（Ａ－２）と化合物（Ｉｒ－１）を、膜厚比で９６：４になるように蒸着
速度０．１ｎｍ／秒で共蒸着し、２．５ｎｍの緑燐光発光層を形成した。次いで、ＢＡｌ
ｑ（Ｔｇ　９９℃）の入った前記蒸着用るつぼに通電して加熱し、蒸着速度０．１ｎｍ／
秒で前記層上に５ｎｍ蒸着して正孔阻止層を作製し、次いで化合物（Ａ－５；Ｔｇ　８１
℃）を蒸着速度０．１ｎｍ／秒で２５ｎｍ共蒸着し、ＬｉＦを蒸着速度０．０３ｎｍ／秒
で０．５ｎｍ蒸着し電子輸送・注入層を設けた。
【０１８０】
　さらにアルミニウムを１１０ｎｍ蒸着して陰極を形成した。
【０１８１】
　次いで、以下の手順で、可撓性フィルムを貼り合わせて封止を行った。
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【０１８２】
　基材として、厚さ約１００μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム（ＰＥＴと略記
する）上に、前記記載の大気圧プラズマ放電処理装置によりＳｉＯ2の無機膜を主構成と
するガスバリア膜を１層以上形成し、酸素透過度１ｍｌ／ｍ2・２４ｈ・ＭＰａ以下、水
蒸気透過度０．０１ｇ／ｍ2・２４ｈ以下のガスバリア性フィルムを作製した。
【０１８３】
　次いで、純度９９．９９９％以上の高純度窒素ガスの雰囲気下で前記バリア膜を有する
可撓性フィルムのバリア膜面上にスクリーン印刷機にて熱硬化性のエポキシ樹脂を有機Ｅ
Ｌ素子の発光素子面及び電極取り出し部を除く周辺部も含め覆うように接着剤の塗布を行
った。
【０１８４】
　前記接着剤の塗布されたバリア膜を有する可撓性フィルムに対向するようにガラス上に
形成された有機ＥＬ素子面をバリアフィルム側に向け、位置合わせを行い、周囲環境を１
０Ｐａまで減圧を行った。減圧後、ガスバリア性の有する樹脂フィルムを平板プレスによ
り０．０５ＭＰａの圧力にて圧着貼り合せを行った。つづいて、９５℃５時間の熱硬化を
施し、有機ＥＬ素子１を作製した。
【０１８５】
　接着剤のエポキシ樹脂はＵＶ硬化型であってもよい。その場合は、貼り合せ時にＵＶ光
を照射し硬化を行う。さらに必要に応じて熱処理を加えてもよい。
【０１８６】
　《有機ＥＬ素子２の作製》
　有機ＥＬ素子１で用いたのと同様の洗浄処理を施した基板上に、真空度４×１０-4Ｐａ
まで減圧した後、化合物（Ａ－６；Ｔｇ　１１０℃）の入った前記蒸着用るつぼに通電し
て加熱し、蒸着速度０．１ｎｍ／秒で透明支持基板に蒸着し１０ｎｍの正孔注入層を設け
た。
【０１８７】
　次いで、化合物（Ａ－１）を同様にして蒸着し４０ｎｍの正孔輸送層を設けた。次いで
、以下の手順で各発光層及びその中間層を設けた。
【０１８８】
　化合物（Ａ－２；Ｔｇ　１０２℃）と化合物（Ａ－３）を、膜厚比で９５：５になるよ
うに蒸着速度０．１ｎｍ／秒で共蒸着し、１２ｎｍの青燐光発光層を形成した。次いで、
化合物（Ａ－４；Ｔｇ　８７℃）を蒸着速度０．１ｎｍ／秒で３ｎｍ蒸着し、青発光層に
陰極側に隣接する正孔阻止層を形成した。
【０１８９】
　次に化合物（Ａ－２）と化合物（Ｉｒ－１４）を、膜厚比で９２：８になるように蒸着
速度０．１ｎｍ／秒で共蒸着し、１０ｎｍの赤燐光発光層を形成した。次いで、化合物（
Ａ－２）を蒸着速度０．１ｎｍ／秒で３ｎｍ蒸着した。
【０１９０】
　次に、化合物（Ａ－２）と化合物（Ｉｒ－１）を、膜厚比で９６：４になるように蒸着
速度０．１ｎｍ／秒で共蒸着し、２．５ｎｍの緑燐光発光層を形成した。次いで、ＢＡｌ
ｑの入った前記蒸着用るつぼに通電して加熱し、蒸着速度０．１ｎｍ／秒で前記層上に５
ｎｍ蒸着して正孔阻止層を作製し、次いで化合物（Ａ－７；Ｔｇ　１９５℃）を蒸着速度
０．１ｎｍ／秒で２５ｎｍ共蒸着し、ＬｉＦを蒸着速度０．０３ｎｍ／秒で０．５ｎｍ蒸
着し電子輸送・注入層を設けた。
【０１９１】
　さらにアルミニウムを１１０ｎｍ蒸着して陰極を形成した。次いで、有機ＥＬ素子１の
作製と同様にして封止を行い、有機ＥＬ素子２を作製した。
【０１９２】
　《有機ＥＬ素子３の作製》
　有機ＥＬ素子２と同様にして有機層、陰極を形成した後、以下の手順により封止を行っ
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【０１９３】
　有機ＥＬ素子の各々の非発光面を、厚さ０．７ｍｍの、発光面に対向する部分に０．３
ｍｍの窪みを有するガラスケースで覆い、前記熱硬化性のエポキシ樹脂を用いて、基板と
接着し、９５℃５時間の熱硬化を施し、有機ＥＬ素子３を作製した。前記窪み内には厚さ
約０．２ｍｍの吸湿剤シールを貼付した。なお、ガラスカバーでの封止作業は、有機ＥＬ
素子を大気に接触させることなく窒素雰囲気下のグローブボックス（純度９９．９９９％
以上の高純度窒素ガスの雰囲気）で行った。
【０１９４】
【化７】

【０１９５】
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【化８】

【０１９６】
　《有機ＥＬ素子の発光特性の評価》
　図６（有機ＥＬ素子１，２）、図７（有機ＥＬ素子３）に示すような照明装置とした後
、分光放射輝度計ＣＳ－１０００（コニカミノルタセンシング社製）を用いて、各有機Ｅ
Ｌ素子の正面輝度１０００ｃｄ／ｍ2における発光効率を評価した。発光効率は熱硬化開
始３０分後と、５時間後を測定し、各々の素子の開始３０分後の発光効率を１００とした
相対値で示す。また、光学顕微鏡により、膜面の発光状態を観察した。評価の結果を表１
に示す。
【０１９７】

【表１】

【０１９８】
　表１より、有機ＥＬ素子１は、熱硬化５時間後の発光効率が著しく低下している。一方
、有機ＥＬ素子２、３は、熱硬化５時間後においても発光効率の劣化はほとんど生じてい
ない。なお、発光スペクトルは、有機ＥＬ素子また熱硬化時間の違いによっては差異はな
く、同一であった。
【０１９９】
　光学顕微鏡による発光面の観察では、有機ＥＬ素子１には黒点、所謂ダークスポットが
多数発生していたのに対し、有機ＥＬ素子２、３ではほとんどダークスポットは見られな
かった。
【０２００】
　一方、有機ＥＬ素子の厚さは、有機ＥＬ素子１、２が約０．８ｍｍであるのに対し、有
機ＥＬ素子３は約１．４ｍｍと厚く、コンパクト性において劣る。
【０２０１】
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　以上より、本発明の封止方法、及び有機材料を用いた有機ＥＬ素子２が、発光性能及び
形状のコンパクト性より優れていることが分かる。
【０２０２】
　実施例２
　実施例１で作製した有機ＥＬ素子は、３種の発光波長の異なる発光体を含有し、白色発
光を呈する有機ＥＬ素子であるが、実施例１で記述した有機ＥＬ素子１，２について熱硬
化３０分後における発光状態を顕微鏡を用いて詳細に観察したところ、有機ＥＬ素子１の
発光面内の色ムラが有機ＥＬ素子２よりも大きかった。即ち、本発明の有機ＥＬ素子２は
、発光面内の色度安定性に優れた素子で有ることが分かる。
【０２０３】
　また、本発明の有機ＥＬ素子は、液晶表示装置のバックライトとして用いた場合にも、
良好な性能を示した。
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