
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の電極に有機層が挟まれ、一方の電極が、他方の電極よりも体積抵抗率が高い物質
で形成された有機電界発光素子であって、
　前記一方の電極は、少なくとも、前記有機層と接する 電極領域と、外部駆動回路
が接続される 端子部と、 導通部と
を有し、
　
　
　

　

ことを特徴とする
有機電界発光素子。
【請求項２】
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一つの
二つの それぞれ互いに異なる端子部に接続された二つの

前記電極領域は略矩形であり、
前記二つの端子部は、前記電極領域の外周における一方の短辺の両側に配置され、
各端子部は、それぞれ、前記導通部を介して前記電極領域と電気的に接続され、

　各導通部は、それぞれ、前記電極領域の外周に沿って設けられ、且つ前記電極領域の外
周における異なる長辺において前記電極領域に接続しており、

前記各導通部が前記電極領域に接続する位置は、当該位置と前記電極領域の外周上の各
点との間の抵抗値の最大値と最小値との差が、前記電極領域と前記各端子部とを最短距離
で直接電気的に接続した場合における当該接続される部分の各点と前記電極領域の外周上
の各点との間の抵抗値の最大値と最小値との差よりも小さい位置である

請求項１に記載の有機電界発光素子であって、
前記各導通部が前記電極領域に接続する位置は、当該位置と前記電極領域の外周上の各



ことを特徴とする有機電界発光素
子。
【請求項３】
　
　 ことを特徴と
する有機電界発光素子。
【請求項４】
　
　

ことを特徴とする有機電界発光素子。
【請求項５】
　
　
　

ことを特徴とする有機電界発光素子。
【請求項６】
　
　

ことを特徴とする有機電界
発光素子。
【請求項７】
　
　 ことを特徴とする有機
電界発光素子。
【請求項８】
　
　

　

　
ことを特徴とする有機電界発光素

子。
【請求項９】
　
　 他方の電極は、少なくとも 前記外部駆動回路が接続される第二の端子部と、
有機層と接する第二の電極領域とを有し、
　 第二の端子部は、 前記二つの端子部の間に設けられていることを
特徴とする有機電界発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光領域の形状が略矩形の有機電界発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機電界発光素子の電極には、少なくとも一つの電極が光透過性を有していなければな
らないという制約や、有機層を変質等させない材料や製法によって構成しなければならな
いという制約など、種々の制約がある。そのため、有機電界発光素子の電極として採用で
きる材料は極めて限定されている。
　また、有機電界発光素子が装備される装置（例えば携帯端末等）は、その大きさに制限
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点との間の抵抗値の最大値が最も小さくなる位置である

請求項１または２に記載の有機電界発光素子であって、
前記一方の電極の電極領域はその角部が角取りされた略矩形の領域である

請求項１から３のいずれか一項に記載の有機電界発光素子であって、
前記一方の電極の電極領域の外周上における前記導通部及び前記端子部に対向しない部

分に補助電極が設けられている

請求項１から４のいずれか一項に記載の有機電界発光素子であって、
前記各導通部は前記電極領域と接続する接続部を複数有し、
各接続部は、それぞれ、少なくとも他の一の接続部とは異なる位置で前記電極領域と接

続している

請求項１から５のいずれか一項に記載の有機電界発光素子であって、
前記一方の電極は、前記有機層よりも光取り出し側に設けられており、且つ取り出す光

に対する透過率が１０％より大きくなるように設定されている

請求項１から６のいずれか一項に記載の有機電界発光素子であって、
前記一方の電極の前記二つの導通部上に絶縁層が設けられている

請求項１から７のいずれか一項に記載の有機電界発光素子であって、
前記一方の電極の前記電極領域と前記各端子部と前記各導通部とは同一の電極材料によ

り一体構成されており、
前記各端子部と前記電極領域との間には、前記一方の電極を構成する電極材料を除去す

ることで形成された第一の溝部が設けられ、
前記各導通部の一部と前記電極領域との間には、前記一方の電極を構成する電極材料を

除去することで形成された第二の溝部が設けられている

請求項１から８のいずれか一項に記載の有機電界発光素子であって、
前記 、 前記

前記 前記一方の電極の



があるため、当該素子の大きさにも制約があり、その結果、電極の端子部の大きさや配置
位置も限定されている。
【０００３】
　その結果、有機電界発光素子における電流の流れる、無数に存在する各電流経路におい
て、その抵抗値が大きく異なってしまうことがある。このために、例えば、以下のような
問題が生じている。
【０００４】
・輝度むらの発生。
　電流が多く流れる箇所と少なくしか流れない箇所とが存在するために、素子全体として
輝度むらが生じる。有機電界発光素子の輝度は、流れる電流が大きくなるほど高くなるた
め、電流が多く流れる箇所と少なくしか流れない箇所が存在すると両者の間で輝度の差が
生じ、輝度むらとなるためである。
【０００５】
・素子内における寿命差の発生。
　電流が多く流れる箇所と少なくしか流れない箇所とで、素子の寿命が変わってしまう。
一般に、流れる電流の多い部分は寿命が短くなる。このため、電流が均一に流れる素子と
比べると、寿命の短い箇所が存在してしまい、有機電界発光素子としての寿命が短くなっ
てしまう。また、長期間使用していると、光らない箇所ができてしまったり、他の箇所に
比べて輝度が低い箇所ができてしまったりする。
【０００６】
・変質等の問題。
　電流が多く流れる箇所と少なくしか流れない箇所とが存在するため、場所によって変質
してしまう場合がある。
【０００７】
・色度むらの発生。
　電流が多く流れる箇所と少なくしか流れない箇所とがあるため、素子内において、蛍光
材料を用いた有機電界発光素子ではＳ－Ｓアニヒレーション現象が発生したり、燐光材料
を用いた有機電界発光素子ではＴ－Ｔアニヒレーション現象が発生したりする。したがっ
て、発光層に複数の発光材料を含有させて、各発光材料が少なくとも他の一つの発光材料
とは異なる波長の色を発する有機電界発光素子では、電流が流れやすい箇所と流れにくい
箇所とで、各層の輝度が異なってしまう場合があり、結果として色度のむらが発生してし
まう場合がある。
【０００８】
　これらの問題は、例えば、体積抵抗値の小さな物質のみによって有機電界発光素子を作
製できたり、素子の全周に渡る端子部を設けることができたりすれば、その影響を小さく
することができるが、前記したとおり種々の制約があるために実際に生じてしまっている
。
　以下、有機電界発光素子における電流の流れる各経路の抵抗差について、図２６を用い
て詳細に説明する。
【０００９】
　ここでの説明に用いる有機電界発光素子は、有機層よりも光取出側に設けられた電極が
ＩＴＯにより形成された陽極であり、陽極に対向する陰極がアルミニウムによって形成さ
れている。この構成においては、アルミニウムはＩＴＯに比べて体積抵抗率が極めて小さ
く、その体積抵抗率は実質的に無視することができるため、図２６には、各経路の抵抗差
を考える際に問題となる（体積抵抗率の高い電極である）陽極のみを示している。
【００１０】
　図２６に示すように、陽極１００は、外部駆動回路が接続される端子部１１０と、有機
層と接する領域（電極領域）１３０とで構成されている。有機層における電極領域１３０
と接する領域は、電流が流されて発光する領域（発光領域）となる。
この構成の有機電界発光素子の発光領域における輝度むら等の問題をなくすには、電極領
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域１３０上の、端子部１１０と電極領域１３０との接点Ｐ０から、電極領域１３０上の各
点、例えばＰ１～Ｐ６への抵抗が等しくなければならない。
【００１１】
　しかし、ＩＴＯの体積抵抗率は、有機電界発光素子における各電流経路の抵抗値を考え
る際に無視できるほど小さな値ではないため、Ｐ０とＰ１やＰ２、Ｐ３との間の電流経路
のようにＩＴＯを通る距離が短い経路では抵抗が小さく、Ｐ０とＰ４やＰ５、Ｐ６との間
の電流経路のようにＩＴＯを通る距離が長い経路では抵抗が大きくなる。したがって、有
機層を流れる電流の大きさが経路、すなわち発光領域における位置によって異なってしま
い、結果として、輝度むら等が発生してしまう。
【００１２】
　図２７には、陽極も陰極もＩＴＯで形成された有機電界発光素子を示す。この図におい
て陽極は実線で示し、陰極は破線で示す。陰極３００は、外部駆動回路が接続される端子
部３１０と、有機層と接する領域（電極領域）３３０とで構成されている。
　この有機電界発光素子では、両電極ともにＩＴＯで形成されているために、陽極の抵抗
率も陰極の抵抗率も、上記各経路の抵抗差を考える際に無視することはできない。この構
成では、端子部１１０、３１０間を直線で結ぶ（最短距離の）経路Ｌ１を通る経路の抵抗
が最も小さくなる。したがって、経路Ｌ１上の有機層に流れる電流が最も大きくなり、経
路Ｌ１から離れる程有機層に流れる電流が小さくなるため、結果として、輝度むら等が発
生してしまう。
【００１３】
　輝度むらを解消する従来技術としては種々の従来技術が提案されている。例えば、第１
、第２の電極間に設けられ、前記第１、第２の電極間の電圧とその厚さとに応じた輝度で
光を発する発光領域を有する発光層を備え、前記発光層は、発光領域の輝度が均一になる
ように層厚方向の厚さが異なっている電界発光素子も提案されている（例えば特許文献１
を参照。）。前記第１の電極は、電圧を印加するための第１の端子が設けられ、第２の電
極は、第１の電極に対向して設けられ、電圧を印加するための第２の端子が設けられると
ともに、前記第１の電極より低いシート抵抗値を示す。
【特許文献１】特開平１１－４０３６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　解決しようとする課題は、有機電界発光素子における発光領域内の各位置に流れる電流
の大きさの差を小さくすることである。すなわち、有機電界発光素子に無数に存在する各
電流経路の抵抗値の差を小さくすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明に係る第一の有機電界発光素子は下記条件を備えて
いる。
・一対の電極に有機層が挟まれ、一方の電極が、他方の電極よりも体積抵抗率が高い物質
で形成されている。
・一方の電極は、少なくとも、有機層と接する 電極領域と、外部駆動回路が接続さ
れる 端子部と、 導通部とを有する
。
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一つの
二つの それぞれ互いに異なる端子部に接続された二つの

・電極領域は略矩形である。
・二つの端子部は、電極領域の外周における一方の短辺の両側に配置されている。
・各端子部は、それぞれ、導通部を介して電極領域と電気的に接続されている。
・各導通部は、それぞれ、電極領域の周囲に沿って設けられ、且つ電極領域の外周におけ
る異なる長辺において電極領域に接続している。
・各導通部が電極領域に接続する位置は、当該位置と電極領域の外周上の各点との間の抵
抗値の最大値と最小値との差が、電極領域と各端子部とを最短距離で直接電気的に接続し



【００１６】
　

【００１７】
　

【００１８】
　

【００１９】
　

【００２０】
　

【００２１】
　

【００２２】
　

【００２３】
　

【発明の効果】
【００２６】
　本発明の有機電界発光素子は、当該素子における各仮想電流経路の抵抗の差を小さくす
ることができる。つまり、当該素子における各位置に流れる電流の大きさの差を小さくす
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本実施の形態に係る有機電界発光素子（以下有機ＥＬ素子と表記する）について
詳細に説明する。まず、第一の実施の形態に係る有機ＥＬ素子（以下第一の有機ＥＬ素子
と表記する）について説明する。
【００２８】
《第一の有機ＥＬ素子》
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た場合における当該接続される部分の各点と電極領域の外周上の各点との間の抵抗値の最
大値と最小値との差よりも小さい位置である。

上記第一の有機電界発光素子を以下のように構成してもよい。
・各導通部が電極領域に接続する位置は、当該位置と電極領域の外周上の各点との間の抵
抗値の最大値が最も小さくなる位置である。

上記第一の有機電界発光素子における他方の電極を以下のように構成してもよい。
・上記一方の電極の電極領域はその角部が角取りされた略矩形の領域である。

上記第一の有機電界発光素子を以下のように構成してもよい。
・上記一方の電極の電極領域の外周上における導通部及び端子部に対向しない部分に補助
電極が設けられている。

上記第一の有機電界発光素子を以下のように構成してもよい。
・各導通部は電極領域と接続する接続部を複数有している。
・各接続部は、それぞれ、少なくとも他の一の接続部とは異なる位置で電極領域と接続し
ている。

上記第一の有機電界発光素子を以下のように構成してもよい。
・上記一方の電極は、有機層よりも光取り出し側に設けられており、且つ取り出す光に対
する透過率が１０％より大きくなるように設定されている。

上記第一の有機電界発光素子を以下のように構成してもよい。
・上記一方の電極の二つの導通部上に絶縁層が設けられている。

上記第一の有機電界発光素子を以下のように構成してもよい。
・上記一方の電極の電極領域と各端子部と各導通部とは同一の電極材料により一体構成さ
れている。
・各端子部と電極領域との間には、上記一方の電極を構成する電極材料を除去することで
形成された第一の溝部が設けられている。
・前記各導通部の一部と前記電極領域との間には、前記一方の電極を構成する電極材料を
除去することで形成された第二の溝部が設けられている

上記第一の有機電界発光素子を以下のように構成してもよい。
・他方の電極は、少なくとも、外部駆動回路が接続される第二の端子部と、有機層と接す
る第二の電極領域とを有している。
・第二の端子部は、上記一方の電極の二つの端子部の間に設けられている。



　本実施の形態に係る第一の有機ＥＬ素子は、以下の特徴を有する。
・一方の電極（本例では陽極）が他方の電極（本例では陰極）よりも体積抵抗率が高い物
質で形成されている。
・陽極と陰極との間に有機層が存在する。
・陽極は、少なくとも、有機層と接する電極領域と、外部駆動回路が接続される端子部と
、導通部とを有する。
・陽極の電極領域は略矩形である。
・端子部は、陽極の電極領域の外周に沿った位置に配置され、陽極の導通部を介して陽極
の電極領域と電気的に接続されている。
・陽極の導通部は、陽極の端子部と接続する接続部と、陽極の電極領域と接続する接続部
と、両接続部間を電気的に接続し、かつ、陽極の電極領域及び端子部とは電気的に接続し
ない導通部本体とからなる。
・陽極の電極領域と接続する接続部は、陽極の電極領域の外周における端子部と対向する
部分以外の部分において陽極の電極領域と接続されている。
　以下、第一の有機ＥＬ素子の構成、製造例、作用及び効果について、図を参照しながら
詳細に説明する。
【００２９】
　〈構成〉
　図１に、第一の有機ＥＬ素子１の平面図を示す。図２に、図１におけるＡ－Ａ’線断面
図を示す。図３に図１におけるＢ－Ｂ’線断面図を示す。
　図１～図３に示すように、第一の有機ＥＬ素子１は基板２上に形成されている。図２に
示すように、第一の有機ＥＬ素子１は、一方の電極としての陽極１０、有機層２０及び他
方の電極としての陰極３０を有する。以下、第一の有機ＥＬ素子１を構成する各構成要素
について説明する。
【００３０】
　　（陽極１０）
　陽極１０は、陽極の端子部（端子部）１１、陽極の導通部（導通部）１２及び陽極の電
極領域（電極領域）１３とを有し、それぞれが基板２上に形成されている。陽極の端子部
１１、陽極の導通部１２及び陽極の電極領域１３は、陰極３０（少なくとも陰極の電極領
域３３）よりも体積抵抗率が高い物質により一体構成されている。
【００３１】
　陽極の端子部１１は、図１に示すように陽極の電極領域１３の外周に沿った位置に設け
られ、図示しない外部駆動回路が接続される。なお、陽極の端子部１１全域に渡って外部
駆動回路と接続する必要はなく、一部のみが外部駆動回路と接続するようにしてもよい。
陽極の端子部１１は、陽極の電極領域１３とは直接接続していない。つまり、陽極の端子
部１１から陽極の電極領域１３へ直接電気が流れないように、陽極の電極領域１３と陽極
の端子部１１とは基板２上で離れて配置されている。
【００３２】
　陽極の導通部１２は、陽極の端子部１１と陽極の電極領域１３とを電気的に接続する。
より具体的には図１に示すように、一方の接続部１２ａが陽極の電極領域１３と接続し、
他方の接続部１２ｂが陽極の端子部１１と接続する。接続部１２ａ，１２ｂ以外では、陽
極の端子部１１及び陽極の電極領域１３とは接続していない。陽極の両接続部１２ａ，１
２ｂの間が導通部本体１２ｃとなっている。即ち、導通部本体１２ｃは、陽極の電極領域
１３及び端子部１１とは電気的に接続しない。
　陽極の導通部１２と陽極の電極領域１３と接続する位置、すなわち接続部１２ａの位置
は、陽極の電極領域１３の外周に沿った位置１３ａで、陽極の電極領域１３が陽極の端子
部１１と対向する部分１３ｘ以外の位置である。
【００３３】
　陽極の電極領域１３は、図２に示すように有機層２０と接する領域であり、素子を発光
させる際には、陽極の導通部１２を介して陽極の端子部１１に接続された外部駆動回路か
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ら正孔（ホール）が輸送され、この正孔を有機層２０に注入する。
【００３４】
　陽極１０形成用の材料は、上記した性質を陽極１０に付与する材料であればよく、一般
には金属、合金、電気伝導性の化合物及びこれらの混合物等、公知の材料が選択され、陽
極の電極領域１３の有機層２０と接する面（表面）の仕事関数が４ｅＶ以上になるように
製造される。
【００３５】
　陽極１０形成用の材料としては、例えば以下のものを挙げることができる。
ＩＴＯ（インジウム－スズ－オキサイド）、ＩＺＯ（インジウム－亜鉛－オキサイド）、
酸化スズ，酸化亜鉛、亜鉛アルミニウム酸化物、窒化チタン等の金属酸化物や金属窒化物
；金、白金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、コバルト、鉛、クロム、モリブデン、タ
ングステン、タンタル、ニオブ等の金属；これらの金属の合金やヨウ化銅の合金等、ポリ
アニリン、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリフェニレンビニレン、ポリ（３－メチル
チオフェン）、ポリフェニレンスルフィド等の導電性高分子など。
【００３６】
　陽極１０は、有機層２０よりも光取り出し側に設けられる場合には、一般に、取り出す
光に対する透過率が１０％よりも大きくなるように設定される。可視光領域の光を取り出
す場合には、可視光領域で透過率の高いＩＴＯが好適に用いられる。
【００３７】
　反射性電極として用いられる場合には、以上のような材料の内、外部へ取り出す光を反
射する性能を備えた材料が適宜選択され、一般には金属や合金、金属化合物が選択される
。
【００３８】
　陽極１０は、上記したような材料一種のみで形成してもよく、複数を混合して形成して
もよい。また、同一組成又は異種組成の複数層からなる複層構造であってもよい。
　陽極１０の抵抗が高い場合には、補助電極を設けて抵抗を下げるとよい。補助電極は、
銅、クロム、アルミニウム、チタン、アルミニウム合金等の金属もしくはこれらの積層物
が陽極１０に部分的に併設された電極である。
【００３９】
　陽極１０の膜厚は、使用する材料にもよるが、一般に５ｎｍ～１μｍ程度、好ましくは
１０ｎｍ～１μｍ程度、さらに好ましくは１０ｎｍ～５００ｎｍ程度、特に好ましくは１
０ｎｍ～３００ｎｍ程度、望ましくは１０ｎｍ～２００ｎｍの範囲で選択される。
【００４０】
　陽極１０は、上記したような材料を用いて、スパッタリング法やイオンプレーティング
法、真空蒸着法、スピンコート法、電子ビーム蒸着法などの公知の薄膜形成法によって形
成される。
【００４１】
　また、表面を、ＵＶオゾン洗浄やプラズマ洗浄してもよい。有機ＥＬ素子の短絡や欠陥
の発生を抑制するためには、粒径を微小化する方法や成膜後に研磨する方法により、表面
の粗さを二乗平均値として２０ｎｍ以下に制御するとよい。
【００４２】
　　（有機層２０）
　有機層２０は、公知の有機エレクトロルミネッセンス素子における公知の層構成及び公
知の材料の層にすればよく、公知の製造方法によって製造できる。すなわち、有機層２０
は、少なくとも以下の機能を実現できればよく、積層構造とし、各層にそれぞれいずれか
の機能を担わせてもよく、単層により下記機能を実現してもよい。
・電子注入機能
電極（陰極）から電子を注入される機能。電子注入性。
・正孔注入機能
電極（陽極）から正孔（正孔）を注入される機能。正孔注入性。
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・キャリア輸送機能
電子及び正孔の少なくとも一方を輸送する機能。キャリア輸送性。
電子を輸送する機能は電子輸送機能（電子輸送性）と言い、正孔を輸送する機能は正孔輸
送機能（正孔輸送性）と言う。
・発光機能
注入・輸送された電子及びキャリアを再結合させて励起子を発生させ（励起状態となり）
、基底状態に戻る際に光を発する機能。
【００４３】
　したがって、有機層２０は、陽極の電極領域１３と接する面及び陰極の電極領域３３と
接する面とに挟まれた領域（発光領域）が上記機能によって発光する。
【００４４】
　有機層２０は、例えば、陽極側から正孔輸送層、発光層、電子輸送層の順に層を設けて
有機層２０を構成してもよい。
【００４５】
　正孔輸送層は、陽極から発光層へ正孔を輸送する層である。正孔輸送層形成用の材料と
しては、例えば、銅フタロシアニン、テトラ（ｔ－ブチル）銅フタロシアニン等の金属フ
タロシアニン類及び無金属フタロシアニン類、キナクリドン化合物、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’－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、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
等の芳香族アミンなどの低分子材料や、ポリチオフェン、ポリアニリン等の高分子材料、
ポリチオフェンオリゴマー材料、その他既存の正孔輸送材料の中から選ぶことができる。
【００４６】
　発光層は、陽極側から輸送された正孔と陰極側から輸送された電子とを再結合させて励
起状態となり、励起状態から基底状態へ戻る際に光を発する層である。発光層の材料とし
ては、蛍光材料や燐光材料を採用することができる。また、ホスト材中にドーパント（蛍
光材料や燐光材料）を含有させてもよい。
【００４７】
　発光層形成用の材料としては、例えば、９，１０－ジアリールアントラセン誘導体、ピ
レン誘導体、コロネン誘導体、ペリレン誘導体、ルブレン誘導体、１，１，４，４－テト
ラフェニルブタジエン、トリス（８－キノリノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－
メチル－８－キノリノラート）アルミニウム錯体、ビス（８－キノリノラート）亜鉛錯体
、トリス（４－メチル－５－トリフルオロメチル－８－キノリノラート）アルミニウム錯
体、トリス（４－メチル－５－シアノ－８－キノリノラート）アルミニウム錯体、ビス（
２－メチル－５－トリフルオロメチル－８－キノリノラート）［４－（４－シアノフェニ
ル）フェノラート］アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－５－シアノ－８－キノリノラ
ート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラート］アルミニウム錯体、トリス（８－キ
ノリノラート）スカンジウム錯体、ビス〔８－（パラ－トシル）アミノキノリン〕亜鉛錯
体及びカドミウム錯体、１，２，３，４－テトラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフ
ェニルシクロペンタジエン、ポリ－２，５－ジヘプチルオキシ－パラ－フェニレンビニレ
ン、クマリン系蛍光体、ペリレン系蛍光体、ピラン系蛍光体、アンスロン系蛍光体、ポル
フィリン系蛍光体、キナクリドン系蛍光体、Ｎ，Ｎ’－ジアルキル置換キナクリドン系蛍
光体、ナフタルイミド系蛍光体、Ｎ，Ｎ’－ジアリール置換ピロロピロール系蛍光体等の
低分子材料や、ポリフルオレン、ポリパラフェニレンビニレン、ポリチオフェン等の高分
子材料、その他既存の発光材料を用いることができる。ホスト／ゲスト型の構成を採用す
る場合には、これらの材料の中から適宜ホスト及びゲスト（ドーパント）を選択すればよ
い。
【００４８】
　電子輸送層は、陰極から発光層へ電子を輸送する層である。電子輸送層形成用の材料と
しては、例えば、２－（４－ビフィニルイル）－５－（４－ｔ－ブチルフェニル）－１，
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３，４－オキサジアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－オキサジアゾ
ール及びオキサジアゾール誘導体やビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノリノラート
）ベリリウム錯体、トリアゾール化合物等が挙げられる。
【００４９】
　なお、有機層２０には、バッファ層や正孔ブロック層、電子注入層、正孔注入層等の公
知の有機エレクトロルミネッセンス層に採用されうる層を設けることも当然に可能である
。これらの層も、公知の材料を用いて公知の製法によって設けることができる。
【００５０】
　　（陰極３０）
　図１～図３に示すように、陰極３０は、陰極の端子部３１、陰極の導通部３２及び陰極
の電極領域３３とを有し、これらの構成要素は一体構成されている。
【００５１】
　陰極の端子部３１は、陰極の電極領域３３の外周に沿った位置に設けられ、図示しない
外部駆動回路が接続される。なお、陰極の端子部３１全域に渡って外部駆動回路と接続す
る必要はなく、一部のみが外部駆動回路と接続するようにしてもよい。陰極の端子部３１
は、図３に示すように基板２上に設けてもよい。
【００５２】
　陰極の導通部３２は、陰極の端子部３１と陰極の電極領域３３とを電気的に接続する導
通路である。
【００５３】
　陰極の電極領域３３は、有機層２０の陽極の電極領域１３と接する面とは反対側の面に
積層され、素子を発光させる際には、陰極の導通部３２を介して陰極の端子部３１に接続
された外部駆動回路から電子が輸送され、この電子を有機層２０に注入する。
【００５４】
　なお、陰極３０は、陽極１０よりも体積抵抗率が小さいため、導通部３２と陰極の電極
領域３３との接続位置について特に限定されない。また、陰極の導通部３２を設けず、陰
極の端子部３１と陰極の電極領域３３とを直接接続してもよい。
【００５５】
　陰極３０は、有機層２０（上記層構成では電子輸送層）に電子を注入する電極であり、
電子注入効率を高くするために仕事関数が例えば４．５ｅＶ未満、一般には４．０ｅＶ以
下、典型的には３．７ｅＶ以下の金属や合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物が電
極物質として採用される。
【００５６】
　以上のような電極物質としては、例えば、リチウム、ナトリウム、マグネシウム、金、
銀、銅、アルミニウム、インジウム、カルシウム、スズ、ルテニウム、チタニウム、マン
ガン、クロム、イットリウム、アルミニウム－カルシウム合金、アルミニウム－リチウム
合金、アルミニウム－マグネシウム合金、マグネシウム－銀合金、マグネシウム－インジ
ウム合金、リチウム－インジウム合金、ナトリウム－カリウム合金、マグネシウム／銅混
合物、アルミニウム／酸化アルミニウム混合物などが挙げられる。また、陽極に用いられ
る材料として採用できる材料も使用できる。
【００５７】
　陰極３０は、発光層よりも光取り出し側に設けられる場合には、一般に、取り出す光に
対する透過率が１０％よりも大きくなるように設定され、例えば、超薄膜のマグネシウム
－銀合金に透明な導電性酸化物を積層化して形成された電極などが採用される。また、こ
の陰極において、導電性酸化物をスパッタリングする際に発光層などがプラズマにより損
傷するのを防ぐため、銅フタロシアニンなどを添加したバッファ層を陰極３０と有機層２
０との間に設けるとよい。
【００５８】
　光反射性電極として用いられる場合には、以上のような材料の内、外部へ取り出す光を
反射する性能を備えた材料が適宜選択され、一般には金属や合金、金属化合物が選択され
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る。
【００５９】
　陰極３０は、以上のような材料単独で形成してもよいし、複数の材料によって形成して
もよい。例えば、マグネシウムに銀や銅を５％～１０％添加させれば、陰極３０の酸化を
防止でき、また陰極３０の有機層２０との接着性も高くなる。
【００６０】
　また、陰極３０は、同一組成又は異種組成の複数層からなる複層構造であってもよい。
例えば以下のような構造にしてもよい。
・陰極３０の酸化を防ぐため、陰極３０の有機層２０と接しない部分に、耐食性のある金
属からなる保護層を設ける。
　この保護層形成用の材料としては例えば銀やアルミニウムなどが好ましく用いられる。
【００６１】
・陰極３０の仕事関数を小さくするために、陰極３０と有機層２０との界面部分に仕事関
数の小さな酸化物やフッ化物、金属化合物等を挿入する。
　例えば、陰極３０の材料をアルミニウムとし、界面部分にフッ化リチウムや酸化リチウ
ムを挿入したものも用いられる。
【００６２】
　陰極３０は、真空蒸着法、スパッタリング法、イオン化蒸着法、イオンプレーティング
法、電子ビーム蒸着法などの公知の薄膜成膜法によって形成できる。
【００６３】
　　（基板２）
　基板２は、有機ＥＬ素子１を支える、主として板状の部材である。有機ＥＬ素子１は、
構成する各層が非常に薄いため、一般に基板２によって支えられた有機ＥＬデバイスとし
て作製される。
【００６４】
　基板２は、有機ＥＬ素子１が積層される部材であるため、平面平滑性を有していること
が好ましい。
　また、基板２は、有機層２０よりも光取り出し側にある場合には取り出す光に対して透
明とされる。
【００６５】
　基板２としては、上記した性能を有していれば公知のものを用いることができる。一般
には、ガラス基板やシリコン基板、石英基板などのセラミックス基板や、プラスチック基
板が選択される。また、金属基板や支持体に金属箔を形成した基板なども用いられる。さ
らに、同種又は異種の基板を複数組み合わせた複合シートからなる基板を用いることもで
きる。
【００６６】
　〈製造例〉
　第一の有機ＥＬ素子１は、前記した製造方法等の公知の有機ＥＬ素子製造方法を適宜組
み合わせて作製することができ、例えば図４に示すように製造することもできる。
【００６７】
　　（製造例１）
　基板２の一方の面上に、陽極１０形成用材料としてのＩＴＯ層４０を設ける。この際、
図４（ａ）に示すように、少なくとも陽極の端子部１１、陽極の導通部１２及び電極領域
１３を配置する範囲を含むようにＩＴＯ層４０を設ける。基板２上にＩＴＯ層４０を設け
る方法としては、前記したような公知の方法を適宜採用でき、例えばスパッタリング法や
真空蒸着法、ゾル・ゲル法、クラスタービーム蒸着法、ＰＬＤ法等を採用できる。
【００６８】
　次に図４（ｂ）に示すように、ＩＴＯ層４０を設けた基板２から、陽極の端子部１１、
陽極の導通部１２及び電極領域１３以外の部分のＩＴＯ層４０を削除する。削除方法とし
ては、例えば、研磨するなど物理的に削除する方法や、削除しない部分にマスクをして、
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削除する部分をドライエッチングやウェットエッチングにより削除する方法などを挙げる
ことができる。
【００６９】
　以上のようにして作製した電極領域１３上に有機層２０を積層する。この積層方法とし
ては上記したような公知の薄膜形成法を用い、採用する層構成に応じて適当な材料を積層
すればよい。
【００７０】
　図４（ｃ）に示すように、有機層２０の上に陰極の電極領域３３を設け、基板上に陰極
の端子部３１を設け、陰極の電極領域３３と陰極の端子部３１とを陰極の導通部３２で接
続するように設ける。これら陰極３０の設け方は、前記した公知の陰極製造方法を適宜採
用すればよい。
　また、第一の有機ＥＬ素子１を次のように作製することもできる。
【００７１】
　　（製造例２）
　まず、基板２の一方の面上における陽極１０を形成しない部分にマスクをする。そして
、基板のこの面上にＩＴＯ層４０を設け、次いでマスクを除去する。このようにして陽極
１０を作製した後は、前記同様に有機層２０及び陰極３０を形成する。
　次に、第一の有機ＥＬ素子１の作用について説明する。
【００７２】
　〈作用〉
　第一の有機ＥＬ素子１の陽極の端子部１１と陰極の端子部３１に外部駆動回路が接続さ
れると、陽極の端子部１１から陽極の導通部１２を介して陽極の電極領域１３に正孔が輸
送される。一方、陰極の電極領域３３には、陰極の端子部３１から陰極の導通部３２を介
して電子が輸送される。
【００７３】
　有機層２０には、陽極の電極領域１３から正孔が注入され、陰極の電極領域３３から電
子が注入される。そして、正孔及び電子の少なくとも一方を輸送して両者を再結合し、励
起状態を生成し、発光材料を励起状態にする。発光材料は、基底状態に戻る際に光を発す
る。
　次に、第一の有機ＥＬ素子１の効果について説明する。
【００７４】
　〈効果〉
　第一の有機ＥＬ素子１は、有機層の発光領域内の各位置に流れる電流の大きさの差を小
さくできる。すなわち、有機ＥＬ素子１に無数に存在する各電流経路の抵抗値の最大差を
小さくできる。
【００７５】
　この効果を考える場合には、体積抵抗率の小さい陰極３０については無視できるため、
基板２と陽極１０のみを示した図５を用いて上記効果について詳細に説明する。
【００７６】
　図５（ａ）には、第一の有機ＥＬ素子１の陽極１０を示し、（ｂ）には従来の有機ＥＬ
素子の陽極１００を示す。従来の有機ＥＬ素子は、陽極の端子部１１０と陽極の電極領域
１３０とが直接電気的に接続されている。なお、図５（ａ）に示す陽極の電極領域１３と
（ｂ）に示す陽極の電極領域１３０とは、同一の体積抵抗率の物質で構成され、同一膜厚
で、同一の大きさ（表面積）である。
【００７７】
　第一の有機ＥＬ素子１における最も抵抗値の大きい経路は、図５（ａ）に示す、陽極の
接続部１２ａから、陽極の電極領域１３における端の点１３ｔ１へ至る経路である。点１
３ｔ１は、接続部１２ａから最も距離の離れた点である。
　一方、第一の有機ＥＬ素子１における最も抵抗値の小さな経路は、図５（ａ）に示す、
陽極の接続部１２ａから、接続部１２ａ近傍の点１３ｔ２へ至る経路である。
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　両経路の抵抗値の差は、接続部１２ａから点１３ｔ１，１３ｔ２への距離の差が大きく
なるほど大きくなる。ここで、接続部１２ａから１３ｔ２間の距離はほぼゼロであるので
、後者の抵抗値はほぼゼロと考えることができる。
　つまり、第一の有機ＥＬ素子１における抵抗値の最大差は、接続部１２ａと１３ｔ１と
を結ぶ直線Ｐ－１の長さで決まる。
【００７８】
　従来の有機ＥＬ素子における最も抵抗値の大きい経路は、図５（ｂ）に示す陽極の端子
部１１０と陽極の電極領域１３０の接点１３０ｔ１から、当該点と最も離れた位置にある
点１３０ｔ２へ至る経路である。また、従来の有機ＥＬ素子における最も抵抗値の小さな
経路は、図５（ｂ）に示す、接点１３０ｔ１から、接点１３０ｔ１近傍の点１３０ｔ３へ
至る経路である。両経路の抵抗値の差は、接点１３０ｔ１から点１３０ｔ２，１３０ｔ３
への距離の差が大きくなるほど大きくなる。ここで、接点１３０ｔ１と点１３０ｔ３間の
距離はほぼゼロであるので、後者の抵抗値はほぼゼロと考えることができる。
　つまり、従来の有機ＥＬ素子における抵抗値の最大差は、接点１３０ｔ１と点１３０ｔ
２とを結ぶ直線Ｐ－２の長さによって決まる。
【００７９】
　前記したように、第一の有機ＥＬ素子１における陽極の電極領域１３と従来の有機ＥＬ
素子における陽極の電極領域１３０とは前記したように同条件で作成されているため、両
者の抵抗値における最大値の差は、直線Ｐ－１と直線Ｐ－２との長さの差が大きくなるほ
ど大きくなる。
　ここで、直線Ｐ－２は、矩形の陽極の電極領域１３０のほぼ対角線である。したがって
、直線Ｐ－２よりも直線Ｐ－１の方が短いと言える。
【００８０】
　以上の説明から明らかなように、本実施の形態に係る第一の有機ＥＬ素子１における抵
抗値の最大差は、従来の有機ＥＬ素子における抵抗値の最大差よりも小さくできる。
　また、第一の有機ＥＬ素子１において、導通部１２が陽極の電極領域１３と接続する位
置を適宜設定すれば、抵抗値の最大差をより小さくすることも可能になる。
【００８１】
　第一の有機ＥＬ素子１は、以上の効果を奏するため、以下の効果を得ることも可能にな
る。
（効果ａ）輝度むらの抑制
　第一の有機ＥＬ素子１は、前記したように、電流経路の抵抗値の差が従来よりも小さく
できる。したがって、有機層２０において、電流が多く流れる箇所と少なくしか流れない
箇所との電流値の差を従来よりも小さくできる。そのため、素子全体として輝度むらを小
さくすることが可能になる。
【００８２】
（効果ｂ）素子の長寿命化
　第一の有機ＥＬ素子１は、前記したように、有機層２０において、電流が多く流れる箇
所と少なくしか流れない箇所との電流値の差を従来よりも小さくできる。そのため、電流
の流れる量に起因して、素子の寿命が長くなる箇所と短くなる箇所との寿命差を小さなも
のにすることも可能になる。
【００８３】
（効果ｃ）素子の変質防止
　第一の有機ＥＬ素子１は、前記したように、有機層２０において、電流が多く流れる箇
所と少なくしか流れない箇所との電流値の差を従来よりも小さくできる。そのため、電流
の流れる量に起因して、素子が変質しやすい場所と変質しにくい場所との変質の度合いの
差を小さなものにすることも可能になる。
【００８４】
（効果ｄ）色度むらの抑制
　例えば、赤色に発光する層（赤色発光層）、青色に発光する層（青色発光層）及び緑色
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に発光する層（緑色発光層）を積層して白色を表現するような、有機層に複数の発光材料
を含有させて、複数の波長の光を発する有機ＥＬ素子における色度むらを抑制することが
できる。このような有機ＥＬ素子では、有機層に流れる電流の大きさが変わると、発光材
料ごとに輝度が変わってしまう。すなわち、素子としての発光色（色度）が変わってしま
う（Ｓ－Ｓアニヒレーション現象、Ｔ－Ｔアニヒレーション現象）。
　しかし、第一の有機ＥＬ素子１は、前記したように、有機層２０において、電流が多く
流れる箇所と少なくしか流れない箇所との電流値の差を従来よりも小さくできる。したが
って、以上の現象を抑制することが可能になる。すなわち、色度むらを抑制することが可
能になる。
【００８５】
　〈変形例〉
　第一の有機ＥＬ素子１は、以下のように変形することもできる。また、各変形例が互い
に矛盾しない範囲内で、それぞれを組み合わせて具現化することもできる。
【００８６】
　　（変形例１）
　陽極の導通部１２を、図１等に示すように陽極の電極領域１３の一辺に沿わせるのでは
なく、複数の辺に沿わせてもよい。
　例えば図６（ａ）に示すように三辺に沿わせてもよい。
　また、陽極の導通部１２は、陽極の電極領域１３の外周に沿って設けなくてもよい。例
えば、図６（ｂ）に示すように、陽極の導通部１２が陽極の電極領域１３の外周に沿って
いなくても、前記した作用・効果を得ることができる。
　すなわち、第一の有機ＥＬ素子１における陽極の導通部１２は、少なくとも一方の接続
部１２ａが陽極の電極領域１３に接続しており、他方の接続部１２ｂが陽極の端子部１１
に接続していればよい。
【００８７】
　　（変形例２）
　陽極の導通部１２の接続部は二つであることに限定されない。
　例えば図７（ａ）に示すように、陽極の電極領域１３と接続する接続部を二つ（接続部
１２ａと接続部１２ａ’）設けてもよい。また、（ｂ）に示すように、陽極の端子部１１
と接続する接続部を二つ（接続部１２ｂと接続部１２ｂ’）設けてもよい。当然、接続部
を三つ以上設けてもよい。場合によっては、接続部をミシン目状に設けてもよい。
　なお、各接続部の太さ（陽極の電極領域１３と接する部分の長さ）を変更し、各接続部
から電極領域へ流れる電流量を調整し、有機層における各位置に流れる電流量の差が小さ
くなるようにするとよい。
【００８８】
　　（変形例３）
　陽極の導通部１２を複数設けてもよい。例えば図８に示すように、陽極の導通部を二つ
（導通部１２と導通部１２’）設けてもよい。すなわち、陽極の導通部１２を、陽極の端
子部１１の数を超えた数設けてもよい。
【００８９】
　なお、変形例２や変形例３において、陽極の電極領域と接続する接続部１２ｂを複数設
ける場合には、その少なくとも一つが、陽極の電極領域１３と陽極の端子部１１とが対向
する部分の一部に設けられていてもよい。
【００９０】
　例えば、図９に示すように、陽極の導通部１２を二つ設けてもよい。この構成において
、一方の導通部１２（第一の導通部）は、前記したように、陽極の電極領域１３の外周に
おける陽極の端子部１１と対向する部分以外において電極領域１３と接続している。他方
の導通部１２（第二の導通部）は、陽極の電極領域１３の外周における陽極の端子部１１
と対向する部分の一部において電極領域１３と接続している。
　以上の構成を採用すると、有機層２０における陽極の端子部１１に近い位置に流れる電

10

20

30

40

50

(13) JP 4020060 B2 2007.12.12



流の量も多くすることが可能となる。
【００９１】
　　（変形例４）
　陽極の導通部１２が陽極の電極領域１３と接続する位置を、以下の条件（ｉ）を満たす
ように設定すると上記した効果がより得られ、以下の条件（ｉｉ）を満たすように設定す
ると上記した効果がさらに得られる。
【００９２】
（ｉ）陽極の電極領域１３の外周のいずれかの位置。かつ、上記位置と電極領域の外周上
の各点との間の抵抗値の最大値と最小値との差が、電極領域と端子部とを最短距離で直接
電気的に接続した場合における、当該接続される部分の各点と電極領域の外周上の各点と
の間の抵抗値の最大値と最小値との差よりも小さい位置。
　つまり、陽極の電極領域１３を均一の膜厚、均一の密度等で作製した場合には、図５（
ａ）に示した直線Ｐ－１が、（ｂ）に示した直線Ｐ－２よりも短くなるように上記接続位
置を設定するとよい。
【００９３】
（ｉｉ）陽極の電極領域１３の外周のいずれかの位置。かつ、当該位置と陽極の電極領域
１３の周囲とを直線で結ぶ陽極の電極領域１３内を通る電流経路の抵抗値の差の最大値が
最も小さくなる位置。又は、この位置近傍。
　つまり、陽極の電極領域１３を均一の膜厚、均一の密度等で作製した場合には、図５（
ａ）に示した、陽極の導通部１２の接続部１２ａと、陽極の電極領域１３の周囲とを結ぶ
直線の長さが最も短くなる位置を計算し、この位置若しくはこの位置近傍を両者の接続位
置とするとよい。
【００９４】
　なお、上記変形例２や変形例３のように、陽極の導通部１２が陽極の電極領域１３と複
数の位置で接続するように設計した場合には、すべての接続点を実際に接続し、一つの接
続点と陽極の電極領域１３との間の抵抗値の最大値と最小値との差が小さくなるように、
好ましくは最も小さくなるように設計するとよい。この位置若しくはこの位置近傍を各接
続部１２ａとすると、前記した効果がより得られる。
【００９５】
　また、陽極の導通部１２と陽極の電極領域１３との接続位置は、例えば、この位置を適
宜変更し、輝度むらが最も小さくなる位置を探し出して決定してもよい。
【００９６】
　　（変形例５）
　図１０に示すように、陽極の電極領域１３と陽極の導通部１２との間の領域に、陽極の
電極領域１３よりも体積抵抗率の高い物質により形成した高抵抗部１４を設けてもよい。
このように高抵抗部１４を設けることで、陽極の導通部１２から陽極の電極領域１３へ、
陽極の導通部１２の接続部１２ａ以外の位置で陽極の電極領域１３に電流が流れる可能性
を極めて小さくできる。そのため、上記した効果をより得ることが可能になる。
【００９７】
　なお、高抵抗部１４は、陽極の電極領域１３と陽極の導通部１２との間の領域すべてに
設けなくともよく、一部にのみ設けてもよい。
　また、高抵抗部１４は、陽極の電極領域１３の外周に沿って設けず、外周に対して斜め
に設けたり、曲線を有するように設けたりしてもよい。すなわち、前記した作用が得られ
るように設ければよい。
【００９８】
　高抵抗部１４は、上記したように陽極の電極領域１３よりも体積抵抗率の高い物質であ
ればどのような部材を配置してもよく、また、この部材をどのように配置してもよい。高
抵抗部１４の具体例としては、例えば以下のようなものを挙げることができる。
【００９９】
・上記した製造例のように、電極材料を塗布した後に、陽極の電極領域１３と陽極の端子
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部１１との間の材料を除去することで、高抵抗部１４を作製できる。すなわち、高抵抗部
１４を設ける領域に、陽極の端子部１１、陽極の導通部１２及び／又は陽極の電極領域１
３形成用の材料を塗布した後、この領域からこの材料を、研磨や化学エッチング法等の公
知の除去法を用いて除去して高抵抗部１４を作製してもよい。
　このようにして作製された高抵抗部１４は溝（空洞、空気が配置された部位）となるた
め、陽極の導通部１２よりも体積抵抗率の高い領域となる。
　なお、有機層２０等の変質などを防止するために、このように作製した溝に、有機層２
０等にとっての不活性なガスや材料を配置してもよい。ただし、これらのガスや材料は、
陽極の電極領域１３よりも体積抵抗率が高い物質である必要がある。また、これらのガス
や材料は、好ましくは有機ＥＬ素子を変質させない、又は変質させにくいガスや材料であ
ることが好ましく、一般には、変形例１１に示すような、公知の有機ＥＬ素子に用いられ
る絶縁材料を採用することができる。また、変形例１１における絶縁層４が上記溝内に入
るように有機ＥＬ素子を製造してもよい。
【０１００】
・高抵抗部１４を配置する位置に電極材料を塗布した後に、この位置の電極材料を酸化さ
せるなどして、陽極の電極領域１３よりも体積抵抗率を高くしてもよい。例えばこの領域
をプラズマ酸化させて高抵抗部１４を作製してもよい。この場合少なくとも、高抵抗部１
４の陽極の端子部１１と対向する面と、陽極の電極領域１３と対向する面を酸化すればよ
い。
【０１０１】
・高抵抗部１４を配置する位置に、予め陽極の電極領域１３よりも体積抵抗率の高い材料
による高抵抗部１４を配置し、その後に陽極１０を形成してもよい。
【０１０２】
　（変形例６）
　図１１に示すように、陽極の端子部１１と陽極の電極領域１３との間の領域に、陽極の
導通部１２よりも体積抵抗率の高い物質により形成された高抵抗部（第二の高抵抗部）１
５を設けるとよい。
　このような高抵抗部１５を設けることで、陽極の端子部１１から陽極の電極領域１３へ
直接電流が流れる可能性を極めて小さくできるため、上記したような効果をより得ること
が可能になる。
【０１０３】
　なお、高抵抗部１５の作製方法としては、変形例５に示した高抵抗部１４の作製方法と
同等の方法を採用できる。したがって、例えば、高抵抗部１５を設ける位置に、陽極の導
通部１２又は陽極の電極領域１３と同一の電極材料を設けた後、この材料を除去して高抵
抗部１５を作製することもできる。
【０１０４】
　　（変形例７）
　陽極の端子部１１の数は、一つに限定されず、二つ以上であってもよい。
　例えば、図１２（ａ）に示すように、陽極の電極領域１３の一辺の外側に、陽極の端子
部を二つ（端子部１１と端子部１１’）設けてもよく、図１３に示すように、陽極の電極
領域１３の向かい合う辺の外側にそれぞれ陽極の端子部１１，１１’を設けてもよい。こ
のように複数の陽極の端子部１１，１１’を設ける場合には、各陽極の端子部１１，１１
’に陽極の導通部１２，１２’を設け、各陽極の導通部１２，１２’はそれぞれ異なる位
置で陽極の電極領域１３と接続してもよい。
【０１０５】
　なお、図１２（ａ）のように、すなわち、下記条件を備えるように陽極１０を設ければ
、陽極の端子を、陽極の電極領域１３の一辺側にまとめて配置できるため、外部駆動回路
との接続・配線が容易になる。結果として、本有機ＥＬ素子を用いた機器（例えば携帯端
末等）を小さくしたり、この機器における有機ＥＬ素子が占める面積・体積を小さくした
りすることも可能になる。
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・陽極１０は、少なくとも、有機層と接する一つの陽極の電極領域１３と、外部駆動回路
が接続される二つの陽極の端子部１１，１１’と、二つの陽極の導通部１２，１２’とを
有している。
・各端子部１１，１１’は、それぞれ陽極の導通部１２，１２’を介して陽極の電極領域
１３に電気的に接続されている。
・陽極の電極領域１３は略矩形である。
・各陽極の端子部１１，１１’は、図１２（ａ）に示すように、陽極の電極領域１３の外
周の一方の短辺の両側に配置されている。
・各陽極の導通部１２，１２’は、図１２（ａ）に示すように、それぞれ、陽極の電極領
域１３の外周における異なる長辺において陽極の電極領域１３と接続されている。つまり
、陽極の導通部１２が長辺１３－２において電気的に接続され、陽極の導通部１２’が長
辺１３－４において電気的に接続されている。
【０１０６】
　また、図１２（ｂ）に示すように、各導通部１２，１２’の材料、太さ及び膜厚をそれ
ぞれ略同一にした場合には、陽極の電極領域１３の長辺における、導通部１２と陽極の電
極領域１３とが接続する接続部１２ａの位置と、導通部１２’と陽極の電極領域１３とが
接続する接続部１２ａ’の位置とを略同じにするとよい。つまり、短辺１３－１から接続
部１２ａまでの距離Ｌと、短辺１３－１から接続部１２ａ’までの距離Ｌ’とを略同一に
するとよい。これにより、前記した効果をより得ることができ、輝度むら等の問題が生じ
る可能性を極めて低くすることができる。
【０１０７】
　各導通部１２，１２’の材料、太さ及び膜厚の少なくとも一つを異なるように設計した
場合には、上記距離Ｌと距離Ｌ’とを異なるようにするとよい。図１２（ｃ）に示すよう
に、材料及び膜厚が同一で、導通部１２’の方を導通部１２よりも太くした場合には、距
離Ｌよりも距離Ｌ’を長くするとよい。
【０１０８】
　図１２に示すように、陽極の端子部１１，１１’を陽極の電極領域１３の外周の一方の
短辺１３－１の両側に配置する場合には、図１７や図１９に示すように、陰極の端子部３
１を陽極の端子部１１，１１’の間に配置するとよい。これにより、すべての端子を陽極
の電極領域１３の一辺側（好ましくは短辺側）に設けることができるため、外部駆動回路
との配線が容易になる。また、電極領域に対して一辺側にのみ端子が存在するため、複数
の辺側に端子が存在する従来の有機ＥＬ素子よりも小型化が可能である。携帯端末のよう
に有機ＥＬ素子を配置できる大きさが限定されているような場合には、従来の有機ＥＬ素
子よりも電極領域、すなわち発光領域の大きさを大きくすることも可能になる。
【０１０９】
　当然、各陽極の導通部１２，１２’が陽極の電極領域１３と接続する接続部１２ａ、１
２ｂを、変形例４で説明したように適当に設定すれば、上記した効果をより得ることも可
能になる。
【０１１０】
　　（変形例８）
　陽極の電極領域１３の形状は矩形に限定されない。例えば、図１４（ａ）に示すように
、角取り（面取り）された形状でもよく、（ｂ）に示すように、角を丸めた形状であって
もよい。各辺も、厳密な直線である必要はなく、例えば一部に曲線部を有していたり、一
辺が全体として曲線であったりしても、実際上矩形と同等の形状であれば、このような形
状も採用しうる。つまり、このような形状の陽極の電極領域１３も、本実施の形態におけ
る「略矩形」の陽極の電極領域１３に含まれる。
【０１１１】
　なお、陽極の電極領域１３の角を角取りしたり丸めたりすると、角に電力が集中する現
象を緩和できるため、前記した効果をより得ることが可能になる。
【０１１２】

10

20

30

40

50

(16) JP 4020060 B2 2007.12.12



　また、上記した各例では、陽極の電極領域１３の短辺に対向する位置に陽極の端子部１
１を設けた例を示したが、図１５に示すように長辺に対向する位置に陽極の端子部１１を
設けてもよい。
【０１１３】
　　（変形例９）
　補助電極を設けることも当然に可能である。補助電極は、陽極の端子部１１、陽極の導
通部１２及び陽極の電極領域１３の少なくとも一つに設けることができる。これにより、
陽極１０の体積抵抗率を下げることが可能になる。
【０１１４】
　　（変形例１０）
　図１６に示すように、陽極１０に、陽極の端子部１１、陽極の導通部１２及び陽極の電
極領域１３以外の部分１６を設けてもよい。なお、この部分１６に補助電極を設けるなど
して、陽極の導通部１２と陽極の電極領域１３との接続部における電位と、部分１６と陽
極の電極領域１３との各接続部との電位との差を小さくすれば、上記した効果をより得る
ことも可能になる。つまり、陽極の導通部１２と陽極の電極領域１３との接続部１２ａの
数を、極めて多くしたのと実質的に同等の効果を得ることが可能になる。
【０１１５】
　　（変形例１１）
　陽極１０と陰極３０とが短絡しないようにするために、有機層２０の周囲、特に陽極の
導通部１２と陰極３０との間に絶縁部を設けるとよい。すなわち、図１７～図１９に示す
ように、基板２上に、陽極１０と陰極の端子部３１とを設け、陽極の導通部１２，１２’
上に絶縁層４を設け、陽極の電極領域１３上に有機層２０を設け、有機層２０上に陰極の
電極領域３３を設けてもよい。
【０１１６】
　絶縁部形成用の材料としては、公知の有機ＥＬ素子に採用される絶縁部形成用の材料を
適宜採用することができ、例えば、ＳｉＯ２ 、ＳｉＯＮ、Ａｌ２ Ｏ３ 、Ｓｉ３ Ｎ４ 、Ｓｉ
ＡｌＯＮ、Ｙ２ Ｏ３ 、ＢａＴｉＯ３ 、Ｓｍ２ Ｏ３ 、ＢａＴａ２ Ｏ６ 、Ｔａ２ Ｏ５ 、ＡＴＯ
、Ａｌ２ Ｏ３ －ＴｉＯ２ 、ＳｒＴｉＯ３ 、ＰｂＴｉＯ３ 等を挙げることができる。形成方
法も公知の形成方法を採用でき、例えばスパッタ法、電子線蒸着法、ＣＶＤ法等を採用す
ることができる。
【０１１７】
　　（変形例１２）
　有機層２０等を外気から保護するために、第一の有機ＥＬ素子１をパッシベーション膜
や封止缶によって保護してもよい。この際、陽極の端子部１１及び陰極の端子部３１は、
素子外部に露出するように保護する必要がある。
【０１１８】
　パッシベーション膜は、有機ＥＬ素子１が酸素や水分と接触するのを防止するために基
板と反対側に設けられる保護層（封止層）である。パッシベーション膜に使用する材料と
しては、例えば、有機高分子材料、無機材料、さらには光硬化性樹脂などを挙げることが
でき、保護層に使用する材料は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。
保護層は、一層構造であってもよく、また多層構造であってもよい。
【０１１９】
　有機高分子材料の例としては、クロロトリフルオロエチレン重合体、ジクロロジフルオ
ロエチレン重合体、クロロトリフルオロエチレン重合体とジクロロジフルオロエチレン重
合体との共重合体等のフッ素系樹脂、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリレート等の
アクリル系樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリスチレン
樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポ
リアミドイミド樹脂、ポリパラキシレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリフェニレンオキサ
イド樹脂などを挙げることができる。
【０１２０】
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　無機材料としては、ポリシラザン、ダイヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶縁
性ガラス、金属酸化物、金属窒化物、金属炭素化物、金属硫化物などを挙げることができ
る。
【０１２１】
　封止缶は、外部からの水分や酸素を遮断するために、一般に基板２とは反対側に設けら
れる、封止板、封止容器等の封止部材により構成される部材である。封止缶は、背面側の
電極側（基板２とは反対側）のみに設置しても、有機ＥＬ素子１全体を覆ってもよい。封
止部材の厚さは、有機ＥＬ素子１を封止でき外部の空気を遮断することができれば、封止
部材の形状、大きさ、厚さ等は特に限定されない。封止部材に用いる材料としては、ガラ
ス、ステンレススチール、金属（アルミニウム等）、プラスチック（ポリクロロトリフル
オロエチレン、ポリエステル、ポリカーボネート等）、セラミック等が使用できる。
【０１２２】
　封止部材を有機ＥＬ素子１に設置する際には、適宜封止剤（接着剤）を用いてもよい。
有機ＥＬ素子１全体を封止部材で覆う場合は、封止剤を用いずに封止部材同士を熱融着し
てもよい。封止剤としては紫外線硬化樹脂、熱硬化樹脂、二液型硬化樹脂等が使用可能で
ある。
【０１２３】
　なお、パッシベーション膜や封止缶と有機ＥＬ素子１との間の空間に水分吸収剤を挿入
してもよい。水分吸収剤は特に限定されず、具体例としては酸化バリウム、酸化ナトリウ
ム、酸化カリウム、酸化カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウ
ム、五酸化リン、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化銅、フッ化セシウム、フッ化
ニオブ、臭化カルシウム、臭化バナジウム、モレキュラーシーブ、ゼオライト、酸化マグ
ネシウム等が挙げられる。
【０１２４】
　また、パッシベーション膜や封止缶内に不活性なガスを封入してもよい。不活性なガス
とは、有機ＥＬ素子１と反応しないガスのことを言い、例えばヘリウム、アルゴン等の希
ガスや窒素ガスを採用することができる。
【０１２５】
　　（変形例１３）
　上記した各例では、陽極１０を一体構成で作製した例を示したが、陽極１０の各構成要
素をそれぞれ別個に作製して組み合わせて陽極１０を構成してもよい。例えば、基板２上
に陽極の端子部１１と陽極の電極領域１３とをＩＴＯにより形成した後、両者を銅線等で
接続してもよい。この構成では、銅線が陽極の導通部１２となる。
【０１２６】
　　（変形例１４）
　有機ＥＬ素子を、全面発光する構成ではなく、複数の素子をマトリックス状に配置して
もよい。この場合、パッシブマトリックス制御法やアクティブマトリックス制御法等を用
い、有機ＥＬ素子を用いて画像を表示できるようにしてもよい。
【０１２７】
　　（変形例１５）
　上記例では、陽極の方が陰極よりも体積抵抗率の高い材料により構成されている例を示
したが、陰極の方が陽極よりも体積抵抗率が高い場合には、陰極に上記した処理を施せば
よい。
　また、上記例では、基板側の電極が他方の電極よりも体積抵抗率の高い材料により構成
されている例を示したが、他方の電極の方が基板側の電極よりも体積抵抗率が高い場合に
は、他方の電極に上記した処理を施せばよい。
【０１２８】
　　（変形例１６）
　上記した位置以外に高抵抗部（第三の高抵抗部）を設けることもできる。例えば、図２
０に示すように、第三の高抵抗部１７を、高抵抗部１４や第二の高抵抗部１５とは異なる
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位置に設けてもよい。これによっても、陽極の導通部１２と陽極の電極領域１３との接続
部を実質上複数（接続部１２ａと接続部１２ａ’と接続部１２ａ”）設けることが可能と
なり、前記した効果がより得られる可能性がある。
次に、本実施の形態に係る第二の有機ＥＬ素子について説明する。
【０１２９】
《第二の有機ＥＬ素子》
　図２１及び図２２に、第二の有機ＥＬ素子の構成を説明するための、陽極１０の構成を
示す。第二の有機ＥＬ素子は、以下の構成を採用する。
・一対の電極に有機層が挟まれ、一方の電極（陽極）が、他方の電極（陰極）よりも体積
抵抗率が高い物質で形成されている。
・陽極は、少なくとも、有機層と接する陽極の電極領域と、外部駆動回路が接続される陽
極の端子部と、陽極の導通部とを有している。
・陽極の電極領域は略矩形である。
・陽極の端子部は、陽極の電極領域の外周に沿った位置に配置され、陽極の導通部を介し
て陽極の電極領域と電気的に接続されている。
・陽極の導通部は、陽極の端子部と接続する接続部と、陽極の電極領域と接続する接続部
と、両接続部間を電気的に接続し、かつ、電極領域及び端子部とは電気的に接続しない導
通部本体とからなる。
・陽極の電極領域と接続する接続部は、陽極の電極領域の外周における陽極の端子部と対
向する部分の一部で陽極の電極領域と接続されている。
【０１３０】
　つまり、第二の有機ＥＬ素子は、図２１や図２２に示すように、陽極の導通部１２の陽
極の電極領域１３と接続する接続部１２ａの位置が、陽極の電極領域１３の外周における
端子部１１と対向する部分１３Ｘの一部に設けられている。
【０１３１】
　なお、第二の有機ＥＬ素子も、上記構成と矛盾しない範囲内で、第一の有機ＥＬ素子と
同様に変形することができ、特に、上記変形例４のように陽極の導通部１２の陽極の電極
領域１３と接続する接続部１２ａの位置を決定するとよい。
　例えば、図２１や図２２に示すように、接続部１２ａの位置は、電極領域１３の外周に
おける端子部と対向する部分１３Ｘにおいて、陽極の電極領域１３の外周への直線距離が
短い位置、又はこの位置近傍に設定するとよい。このように設定すれば、第一の有機ＥＬ
素子と同様の理由（作用）により、前記同等の効果を得ることができる。
【０１３２】
　また、第二の有機ＥＬ素子と第一の有機ＥＬ素子とを組み合わせて構成することも当然
に可能である。
　例えば、図２３（ａ）に示すように、二つの陽極の導通部１２及び１２’を設け、一方
の導通部１２を第二の有機ＥＬ素子による構成（第二の導通部）とし、他方の導通部１２
’を第一の有機ＥＬ素子による構成（第一の導通部）としてもよい。具体的には、以下の
通りである。
・導通部１２は、陽極の電極領域１３と、その外周における端子部１１と対向する部分１
３Ｘの一部において接続している。
・導通部１２’２は、陽極の電極領域１３と、その外周における端子部と対向する部分１
３Ｘ以外の部分において接続している。
【０１３３】
　また、各接続部を極めて多数設ける（ミシン目状に設ける）ことも当然に可能である。
　このような構成を採用する場合、接続部と電極領域との接する部分の長さを調整し、有
機層の各位置に流れる電流量の差が小さくなるように設計することが好ましい。
【０１３４】
　さらに、図２３（ｂ）に示すように、陽極の電極領域１３の外周における端子部、すな
わち外部駆動回路と電気的に接続される箇所を極めて多く設けることも当然に可能である
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。すなわち、次の要件を満たすように構成してもよい。
【０１３５】
・陽極の電極領域１３と、二つの端子部１１並びに１１’と、それぞれ互いに異なる端子
部に接続された二つの（第一の）導通部１２’－１並びに１２’－２と、それぞれ互いに
異なる端子部に接続された二つの（第二の）導通部１２－１並びに１２－２とを有してい
る。
・各端子部１１並びに１１’は、それぞれ、導通部１２’－１並びに１２’－２及び導通
部１２－１並びに１２－２を介して陽極の電極領域１３に電気的に接続されている。
・陽極の電極領域１３は略矩形とされている。
・各端子部１１並びに１１’は、図に示すように、陽極の電極領域１３の外周における一
方の短辺の両側に配置されている。
・導通部１２’－１並びに１２’－２は、それぞれ、陽極の電極領域１３における異なる
長辺において電極領域１３と接続されている。本例では、それぞれ３箇所ずつの接続部が
設けられている（１２ｂ１～１２ｂ６）。
・導通部１２－１並びに１２－２は、それぞれ、陽極の電極領域１３における端子部と対
向する部分１３Ｘ、１３Ｘ’の一部で電極領域１３と接続されている。本例では、それぞ
れ一箇所ずつの接続部が設けられている（１２ａ１～１２ａ２）。
【０１３６】
　このような構成を備えれば、有機層２０の各位置に流れる電流量を概略一様に設計する
ことが極めて容易となる。
　次に、本実施の形態に係る第三の有機ＥＬ素子について説明する。
【０１３７】
《第三の有機ＥＬ素子》
　本実施の形態に係る第三の有機ＥＬ素子は、一対の電極に有機層が挟まれ、いずれの電
極も略同一の体積抵抗率の物質で形成されており、少なくとも一方の電極が、第一及び第
二の有機ＥＬ素子における陽極の構成、又は陽極を変形した構成を備えていることを特徴
とする。この構成を採用しているため、前記同様の理由により、上記同等の効果を得るこ
とができる。
【０１３８】
　なお、好ましくは、両方の電極が第一及び第二の有機ＥＬ素子の構成を備えていると、
より効果的である。この場合、陽極と陰極を例えば以下のように構成してもよい。
陽極：陰極
第一の有機ＥＬ素子における陽極と同等の構成：第一の有機ＥＬ素子における陽極と同等
の構成
第一の有機ＥＬ素子における陽極と同等の構成：第二の有機ＥＬ素子における陽極と同等
の構成
第二の有機ＥＬ素子における陽極と同等の構成：第一の有機ＥＬ素子における陽極と同等
の構成
第二の有機ＥＬ素子における陽極と同等の構成：第二の有機ＥＬ素子における陽極と同等
の構成
【実施例】
【０１３９】
　以下、本実施の形態に係る有機ＥＬ素子を実施例によりより詳細に説明するが、本発明
は、以下の実施例に限定して解釈されるものでないことは当然である。
【０１４０】
《実施例１》
　図２４に示すように、横の長さ４０ｍｍ、縦の長さ５０ｍｍの透明なガラス製の基板２
上に、横の長さＡが３０ｍｍ、縦の長さＢが４０ｍｍ、膜厚２２０ｎｍのＩＴＯ層が形成
された基板を用意した。この基板からＩＴＯをレーザリペア装置により一部除去して、陽
極の端子部１１、陽極の導通部１２及び陽極の電極領域１３を形成した。図２４における

10

20

30

40

50

(20) JP 4020060 B2 2007.12.12



各部位の寸法は以下の通りである。
長さＣ＝１０ｍｍ、
長さＤ＝３ｍｍ
幅Ｅ＝１０μｍ～２０μｍ
距離Ｆ＝３ｍｍ
間隔Ｈ＝１０μｍ～２０μｍ
【０１４１】
　以上のようにして陽極１０が形成された基板２の基板洗浄を行った。基板洗浄は、アル
カリ洗浄、純水洗浄を順次行い、乾燥させた後に紫外線オゾン洗浄を行った。
【０１４２】
　基板洗浄後、少なくとも陽極の導通部１２を含む陽極の電極領域１３の外周に、ＲＦス
パッタリング法によってＳｉＯ２ により構成された絶縁層４を設けた。
【０１４３】
　絶縁層形成後、陽極の電極領域１３上に、ホール輸送層、発光層及び電子輸送層からな
る有機層を形成した。
まず、陽極の電極領域１３上に、真空蒸着装置（カーボンルツボ、蒸着速度０．１ｎｍ／
ｓ、真空度約５．０×１０－ ５ Ｐａ）で膜厚３０ｎｍのＴＰＴＥの層を作製し、この層を
ホール輸送層とした。
　ホール輸送層上に、真空蒸着装置（カーボンルツボ、蒸着速度０．１ｎｍ／ｓ、真空度
約５．０×１０－ ５ Ｐａ）で膜厚３０ｎｍの示すＤＰＶＢｉ（９３．０重量％、ホスト材
料）と、ＢＣｚＶＢｉ（７．０重量％、ゲスト材料）とを共蒸着した層を作製し、この層
を発光層とした。
　発光層上に、真空蒸着装置（カーボンルツボ、蒸着速度０．１ｎｍ／ｓ、真空度約５．
０×１０－ ５ Ｐａ）で膜厚２０ｎｍの２，５－ビス（６’－（２’，２”－ビピリジル）
）－１，１－ジメチル－３，４－ジフェニルシロールの層を作製し、この層を電子輸送層
とした。
【０１４４】
　電子輸送層上に、タングステンボード（蒸着速度１ｎｍ／ｓ、真空度約５．０×１０－

５ Ｐａ）で膜厚１５０ｎｍのアルミニウムの層を形成し、この層を陰極の電極領域３３と
した。また、基板２上に同様の方法で陰極の端子部３１を形成し、陰極の端子部３１と陰
極の電極領域３３との間に同様の方法で陰極の導通部３２を形成し陰極３０を形成し、有
機ＥＬ素子を作製した。
【０１４５】
　作成した有機ＥＬ素子に、基板２とは反対側に、陽極の端子部１１及び陰極の端子部３
１が外部に露出するようにＳｉＯ２ によるパッシベーション膜にて膜封止した。
【０１４６】
　そして、膜封止した有機ＥＬ素子を、陽極の端子部１１及び陰極の端子部３１と外部電
極とを接続し、１５０ｍＡの定電流を流し、電流を流し初めてから五分後の輝度を測定し
た。
【０１４７】
　輝度の測定ポイントは、図２５（ａ）に示すように、有機ＥＬ素子１の発光領域の各辺
を１０等分し、それぞれの辺を１：４：４：１に分割する直線の交点とした。各交点を、
図２５に示すように、上段左からａ、ｂ、ｃ、中段左からｄ、ｅ、ｆ、下段左からｇ、ｈ
、ｉと名付けた。輝度の測定は、輝度測定器（株式会社トプコン製、商品名ＢＭ７）を用
いて行った。測定結果を表１に示す。なお、表１には、各測定ポイントにおいて測定した
輝度を、最も輝度の小さかったポイントの輝度で割った輝度比にて示した。
【０１４８】
《実施例２》
　実施例２に係る有機ＥＬ素子は、図２５（ｂ）に示す形状の陽極１０とし、長さ１０ｍ
ｍの切り込みＧを設けた点以外は、実施例１と同様に有機ＥＬ素子を作製し、実施例１と
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同様に輝度を測定した。測定結果を表１に示す。なお、表１には、実施例２における各測
定ポイントにおいて測定した輝度を、最も輝度の小さかったポイントの輝度で割った輝度
比にて示した。
【０１４９】
《実施例３》
　実施例３に係る有機ＥＬ素子は、切り込みＧの長さを２０ｍｍとした点以外は、実施例
２と同様に有機ＥＬ素子を作製し、実施例１と同様に測定した。測定結果を表１に示す。
なお、表１には、実施例３における各測定ポイントにおいて測定した輝度を、最も輝度の
小さかったポイントの輝度で割った輝度比にて示した。
【０１５０】
《比較例》
　比較例では、図２５（ｃ）に示すように、陽極の導通部１２を省略し、陽極の端子部１
１と陽極の電極領域１３とを直接接続した点以外は、実施例１と同様に有機ＥＬ素子を作
製し、実施例１と同様に輝度を測定した。測定結果を表１に示す。なお、表１には、比較
例における各測定ポイントにおいて測定した輝度を、最も輝度の小さかったポイントの輝
度で割った輝度比にて示した。
【０１５１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１５２】
《評価》
　比較例では、輝度の最も小さかった測定ポイントに対する輝度の最も大きかった測定ポ
イントの輝度比が２．６８であったのに対し、陽極の端子部１１と陽極の電極領域１３と
を離した（３ｍｍ空間を空けた）実施例１の有機ＥＬ素子では上記輝度比が２．１６であ
った。
　また、１０ｍｍの切り込みＧを設けた実施例２では上記輝度比が１．５８、２０ｍｍの
切り込みＧを設けた実施例３では上記輝度比が１．６０となった。
【０１５３】
　すなわち、本実施の形態に係る実施例１～実施例３の有機ＥＬ素子は、輝度の最も小さ
かった測定ポイントに対する輝度の最も大きかった測定ポイントの輝度比が、比較例の有
機ＥＬ素子よりも小さかった。
【０１５４】
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　また、比較例１では、平均輝度に対して最も輝度の小さかった測定ポイントにおける輝
度は５４％で、最も輝度の大きかった測定ポイントにおける輝度は１４１％であった。こ
れに対し、実施例１では、平均輝度に対して最も輝度の小さかった測定ポイントにおける
輝度は５９％で、最も輝度の大きかった測定ポイントにおける輝度は１２７％であった。
実施例２では、平均輝度に対して最も輝度の小さかった測定ポイントにおける輝度は８５
％で、最も輝度の大きかった測定ポイントにおける輝度は１１８％であった。実施例３で
は、平均輝度に対して最も輝度の小さかった測定ポイントにおける輝度は８７％で、最も
輝度の大きかった測定ポイントにおける輝度は１３９％であった。
【０１５５】
　すなわち、本実施の形態に係る実施例１～実施例３の有機ＥＬ素子は、平均輝度に対す
る最も輝度の大きい測定ポイントの輝度比が、比較例の有機ＥＬ素子における平均輝度に
対する最も輝度の大きい測定ポイントの輝度比よりも小さかった。
　また、本実施の形態に係る実施例１～実施例３の有機ＥＬ素子は、平均輝度に対する最
も輝度の小さい測定ポイントの輝度比が、比較例の有機ＥＬ素子における平均輝度に対す
る最も輝度の小さい測定ポイントの輝度比よりも小さかった。
【０１５６】
　以上の評価からも明らかなように、本実施の形態に係る実施例１～実施例３の有機ＥＬ
素子は、比較例の有機ＥＬ素子と比べて、輝度むらが少ないことが分かった。また、この
ことから、本実施の形態に係る有機ＥＬ素子は、比較例の有機ＥＬ素子と比べて、表示領
域における各点（ポイント）を流れる電流値の差が小さいことが分かった。
【図面の簡単な説明】
【０１５７】
【図１】第一の有機ＥＬ素子の平面図。
【図２】図１におけるＡ－Ａ’線断面図。
【図３】図１におけるＢ－Ｂ’線断面図。
【図４】（ａ）～（ｃ）は第一の有機ＥＬ素子の製造方法を説明する平面図。
【図５】（ａ）は第一の有機ＥＬ素子の陽極の平面図、（ｂ）は従来の有機ＥＬ素子の陽
極の平面図。平面図。
【図６】（ａ），（ｂ）は導通部が異なる変形例の陽極の模式平面図。
【図７】（ａ），（ｂ）は導通部が異なる変形例の陽極の模式平面図。
【図８】導通部が異なる変形例の陽極の模式平面図。
【図９】電極領域の外周部において、電極領域と端子部とが対向する領域の一部にも接続
部を設けた変形例を示す陽極の模式平面図。
【図１０】高抵抗部を備えた変形例の陽極の模式平面図。
【図１１】高抵抗部を備えた変形例の陽極の模式平面図。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は高抵抗部を備えた変形例の陽極の模式平面図。
【図１３】端子部の位置が異なる変形例の陽極の模式平面図。
【図１４】（ａ），（ｂ）は陽極の電極領域の変形例の平面図。
【図１５】端子部の位置が異なる変形例の陽極の模式平面図。
【図１６】別の変形例の陽極の模式平面図。
【図１７】絶縁部を備えた有機ＥＬ素子の模式分解斜視図。
【図１８】絶縁部を備えた有機ＥＬ素子の模式断面図。
【図１９】基板上での陽極の電極領域、端子部等の配置を示す模式平面図。
【図２０】別の変形例の陽極の模式平面図。
【図２１】端子部の位置が異なる変形例の陽極の模式平面図。
【図２２】端子部の位置が異なる変形例の陽極の模式平面図。
【図２３】第一の有機ＥＬ素子と第二の有機ＥＬ素子とを組み合わせた構成を示す陽極の
模式平面図。
【図２４】陽極の電極領域、端子部、導通部等の寸法を示す模式平面図。
【図２５】（ａ）は実施例１の輝度測定点を示す模式図、（ｂ）は実施例２の輝度測定点
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を示す模式図、（ｃ）は比較例の輝度測定点を示す模式図。
【図２６】有機電界発光素子における電流の流れる各経路の抵抗差を説明する模式図。
【図２７】別の有機電界発光素子における電流の流れる各経路の抵抗差を説明する模式図
。
【符号の説明】
【０１５８】
１…有機ＥＬ素子、１０…一方の電極としての陽極、１１，３１，１１０…端子部、１２
，３２…導通部、１２ａ，１２ｂ…接続部、１２ｃ…導通部本体、１３，３３，１３０…
電極領域、１３ａ…位置、１３Ｘ，１６…部分、１３－１…短辺、１３－２，１３－４…
長辺、１３ｔ１，１３ｔ２，１３０ｔ２，１３０ｔ３…点、１３０ｔ１…接点、２０…有
機層、３０…他方の電極としての陰極。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

(25) JP 4020060 B2 2007.12.12



【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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