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(57)【要約】
【課題】りん光体では、適切な比率の正孔と電子を発光
層中に注入可能なデバイスを、励起子消光を可能にする
材料、例えば導電性が低くデバイスの効率を下げる他の
特性が低い有機材料を用いて作成することを含む可能性
があるという問題があった。
【解決手段】ＯＬＥＤの発光材料中に電子と正孔を注入
する効率を、発光層の片側又は両側に整合層を追加する
ことによって改善する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオードであって、
　アノードと、該アノード上の１層又はそれ以上の有機層と、カソードとを有し、
　前記１層又はそれ以上の有機層は、発光層を含み、その際、該発光層は、有機金属りん
光性材料を含み、
　前記カソードは、前記発光層上にあり、
　前記１層又はそれ以上の有機層の少なくとも１層の表面は、整合材料で調整されており
、これにより、該有機層の表面は、該表面が該有機層の中心部と比較して前記有機金属り
ん光性材料中への注入について改善された正孔又は電子の注入特性を有するように、組成
において該有機層の中心部とは変化している、
ことを特徴とする、発光ダイオード。
【請求項２】
　請求項１記載の発光ダイオードであって、
　前記発光層が前記調整された表面を有する有機層であり、かつ
　前記整合材料が、前記りん光性材料のＬＵＭＯエネルギー準位又は三重項エネルギー準
位と同等のＬＵＭＯエネルギー準位、又は、前記りん光性材料中に電子を注入又は輸送す
る前記発光層内の材料の、ＬＵＭＯエネルギー準位又は三重項エネルギー準位と同等のＬ
ＵＭＯエネルギー準位を有する
発光ダイオード。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の発光ダイオードであって、
　前記調整された表面を有する有機層は、正孔輸送層、正孔注入層、励起子ブロック層又
は電子ブロック層又は電子閉じ込め層のいずれか１つであり、かつ
　前記整合材料が、前記りん光性材料のＬＵＭＯエネルギー準位又は三重項エネルギー準
位と同等のＬＵＭＯエネルギー準位、又は、前記りん光性材料中に正孔を注入又は輸送す
る発光層内の材料の、ＨＯＭＯエネルギー準位と同等のＨＯＭＯエネルギー準位を有する
発光ダイオード。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれか１項記載の発光ダイオードであって、前記整合材料が、
有機金属りん光性材料である発光ダイオード。
【請求項５】
　請求項１記載の発光ダイオードであって、前記有機層がＰＥＤＯＴ：ＰＳＳの層であり
、前記整合材料がポリ（９，９－ジオクチル－フルオレン－コ－Ｎ－（４－ブチルフェニ
ル）ジフェニルアミン）である発光ダイオード。
【請求項６】
　請求項２記載の発光ダイオードであって、前記整合材料が２－（４－ビフェニリル－５
－（４－ｔ－ブチル－フェニル）－１，３，４－オキサジアゾールである発光ダイオード
。
【請求項７】
　請求項１から６までのいずれか１項記載の発光ダイオードであって、前記有機層が材料
を含み、前記整合材料を前記有機層の表面の前記材料と混合することにより前記有機層が
調整されている発光ダイオード。
【請求項８】
　請求項１から６までのいずれか１項記載の発光ダイオードであって、前記有機層が材料
を含み、前記有機層中の前記材料と前記整合材料との化学反応により前記有機層が調整さ
れている発光ダイオード。
【請求項９】
　請求項１から８までのいずれか１項記載の発光ダイオードであって、前記発光層が蛍光
性材料を更に含む発光ダイオード。
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【請求項１０】
　請求項１から９までのいずれか１項記載の発光ダイオードであって、少なくともいずれ
か１つの層が架橋されているか、または、そうでなければ物理的又は化学的に硬化されて
いる発光ダイオード。
【請求項１１】
　請求項１から１０までのいずれか１項記載の発光ダイオードであって、前記発光層がイ
リジウム錯体、ランタノイド錯体、有機三重項発光体、ポルフィリン又はオスミウム錯体
の１つ又はそれ以上を含む発光ダイオード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、りん光性の有機発光デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）は、２つの電極間に少なくとも１つの有機層を有する
。ＯＬＥＤの分野は、通常では、２つの広いカテゴリー、つまり熱的蒸発法によって処理
される低分子（低分子量物質）と、溶液処理が可能なポリマー系ＯＬＥＤとに分けられる
。低分子系ＯＬＥＤは、最適化することで、電荷閉じ込め、電子輸送と正孔輸送並びに励
起子再結合（つまり結合した電子－正孔ペア、これが励起子再結合を成り立たせる）のよ
うな特定の機能を実行する層を有してよい。低分子系ＯＬＥＤの任意の層中の再結合電流
は、電子と正孔のブロック層の導入によって、層厚の変更によって、そしてドーパント濃
度の調節によって制御することができる（B.W. D'Andrade and S.R. Forrest, Adv. Mate
r. 16, 1585, (2004)）。Ｄ’Ａｎｄｒａｄｅにより記載された技術を用いた低分子デバ
イスの形成には、製造コストがかかることがある。
【０００３】
　低分子系ＯＬＥＤは、幾つかの層を含みうる。例えば、図１を参照すると、ＯＬＥＤ１
００は、基板１１０、例えば透明層、例えばガラス又はプラスチックを含む。下方電極、
例えばアノード１２０は、基板１１０によって支持されている。アノード１２０は、透明
材料、例えばインジウム－スズ酸化物（ＩＴＯ）のような導電性材料から形成される。１
種以上の、例えば共役ポリマー層又は低分子層のような有機層は、アノード１２０上に積
み重ねられる。一般に、少なくとも２つの、輸送層及び発光層１５０のような有機層が存
在する。しかしながら、他の有機層を形成させることもできる。幾つかのデバイスにおい
て、正孔注入層１３０と、正孔輸送層１４０と、発光層１５０と、電子輸送層１６０と、
電子注入層１７０とが有機層を構成する。上方電極、例えばカソード１８０は、該有機層
を下方電極と共に交互重ねする。カソード１８０は、金属、例えば低仕事関数金属、例え
ばカルシウム、バリウム又はアルミニウム又は塩、例えばフッ化リチウム又はそれらの組
合せから形成される。アノード１２０と、カソード１８０と、有機層とが発光スタック（
light emitting stack）１９０を形成する。ＯＬＥＤに発光をもたらすために、発光スタ
ック１９０両端に電位差を生じさせる。一般に、ＯＬＥＤは、アノードが正にバイアスさ
れかつカソードが負にバイアスされていれば、順方向にバイアスされる。これにより、ア
ノードでは発光層１５０へと正孔が向かい、カソードでは発光層１５０へと電子が向かう
こととなる。電子と正孔が結合して、励起子が形成し、それは放射崩壊を介して光を発す
る。電子と正孔は互いに結合して、発光層の再結合領域において励起子を形成する。
【０００４】
　溶液処理が可能なポリマー系ＯＬＥＤは、ポリマー材料を含む溶液を適用し、そして該
溶液から溶剤を追い出して、有機層を形成させることで作成できる。溶液処理が可能なポ
リマー系ＯＬＥＤには、２つほどの有機層、つまり正孔輸送層及び電子輸送層が含まれて
よい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００５】
【非特許文献１】B.W. D'Andrade and S.R. Forrest, Adv. Mater. 16, 1585, (2004)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＯＬＥＤは、蛍光又はりん光を発することが可能な材料から形成された１つの発光層を
有することができる。りん光体は、蛍光体よりも効率的でありうるのは、りん光性材料が
一重項と二重項の両方の励起状態から発光を得ることができるためである。しかしながら
、りん光体での問題は、適切な比率の正孔と電子を発光層中に注入可能なデバイスを、励
起子消光を可能にする材料、例えば導電性が低くデバイスの効率を下げる他の特性が低い
有機材料を用いて作成することを含む可能性があることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　幾つかの実施において、本発明は、ＯＬＥＤの発光材料中に電子と正孔を注入する効率
を、発光層の片側又は両側に整合層（matching layer）を追加することによって改善する
ことに関連するものである。整合層は、発光材料のエネルギー準位と同等のエネルギー準
位を有する。幾つかの実施において、有機層の表面を整合材料で調整して、発光層への正
孔と電子の輸送又は注入の効率を改善することができる。
【０００８】
　幾つかの実施においては、本発明は、ＯＬＥＤの効率を、発光層に有機部分を追加する
ことによって改善することに関連するものである。発光層内の有機部分は、整合層のエネ
ルギー準位と同等のエネルギー準位を有する。本願に記載される技術の組合せを用いてＯ
ＬＥＤデバイスを形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、単独のＯＬＥＤピクセルの断面図である
【図２】図２は、整合層を有する単独のＯＬＥＤピクセルの断面図である
【図３】図３は、ＯＬＥＤ中の材料のエネルギー図である
【図４】図４は、ＯＬＥＤ中の材料のエネルギー図である
【図５】図５は、２つのＯＬＥＤデバイスそれぞれについての性能グラフである
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　種々の図面中の参照記号は、それらの要素を指示している。そのＯＬＥＤデバイス上に
示された層は、一定の比例に拡大して描かれていない。
【００１１】
　本発明は、光電子デバイスに関する。発光ダイオードは、第一の電極と、第一の電極と
接続した発光層と、発光層と接続した第二の電極とを有する。発光層は、りん光性有機材
料を有する。第一の境界層（interfacial layer）は、発光層と第一の電極との間に配置
され、その境界層は約３ｎｍ又はそれ未満の厚さを有し、かつ該境界層は、発光層への第
一の電荷（first charge）の注入を促す有機材料を含有する。
【００１２】
　発光ダイオードの実施態様は、以下の特徴を１つも含まないか、１つ又はそれ以上を含
む。りん光性有機材料は、ＨＯＭＯレベルとＬＵＭＯレベルを有する。第一の境界層は、
りん光性有機材料のＨＯＭＯレベル又はＬＵＭＯレベルにそれぞれ実質的に等しいＨＯＭ
Ｏレベル又はＬＵＭＯレベルを有することができる。第一の電極は、アノードであってよ
く、かつ第一の電荷は、正孔であってよい。第一の境界層は、りん光性有機材料のＨＯＭ
Ｏレベルと実質的に等しいＨＯＭＯレベルを有してよい。第一の境界層は、２つ以上の整
合層を含んでよく、その際、第一の整合材料はりん光性有機材料のＨＯＭＯレベルと同等
のＨＯＭＯレベルを有し、かつ第二の整合材料は、りん光性有機材料のＨＯＭＯレベルと
アノードの仕事関数との間のＨＯＭＯレベルを有する。第一の境界層は、りん光性有機材
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料のＨＯＭＯレベルの０．２ｅＶ以内、例えば０．１ｅＶ以内のＨＯＭＯレベルを有して
よい。第一の電極は、カソードであってよく、かつ第一の電荷は、電子であってよい。第
一の境界層は、りん光性有機材料のＬＵＭＯレベルと実質的に等しいＬＵＭＯレベル又は
前記材料の三重項エネルギー準位にほぼ等しいＬＵＭＯレベルを有してよい。第一の境界
層は、２つ以上の材料を含んでよく、その際、第一の整合材料はりん光性有機材料のＬＵ
ＭＯレベルと同等のＬＵＭＯレベルを有し、かつ第二の整合材料は、りん光性有機材料の
ＬＵＭＯレベルとカソードの仕事関数との間のＬＵＭＯレベルを有する。第一の境界層は
、りん光性有機材料のＬＵＭＯレベル又は三重項エネルギー準位の０．２ｅＶ以内、例え
ば０．１ｅＶ以内のＬＵＭＯレベルを有してよい。該ダイオードは、第二の電極と発光層
との間に配置された第二の境界層を有してよい。りん光性有機材料は、有機金属化合物で
あってよい。発光層は、有機金属化合物のＨＯＭＯレベルと実質的に等しいＨＯＭＯレベ
ルを有する有機部分を含んでよい。第一の整合層は、該有機部分を含んでよい。発光層は
、有機金属化合物のＬＵＭＯレベル又は三重項エネルギー準位と実質的に等しいＬＵＭＯ
レベルを有する有機部分を含んでよい。第一の境界層は、有機金属化合物を含むか又はそ
れからなってよい。カソードとアノードとの間の層は、低分子、ポリマー又はそれらの組
合せを含んでよい。発光層は、インジウム錯体、ランタノイド錯体、有機三重項発光体（
organic triplet emitter）、ポルフィリン又はオスミウム錯体の１種以上を含んでよい
。
【００１３】
　発光ダイオードは、アノードと、アノード上の第一の有機層と、正孔注入層上の第一の
境界層と、有機金属りん光性化合物を含む発光層と、発光層上の第二の境界層と、第二の
境界層上の第二の有機層と、第二の有機層上のカソードとを含んでよい。第一の有機層は
、正孔注入層、正孔輸送層、励起子ブロック層又は電子ブロック層又は電子閉じ込め層で
あってよい。第一の境界層は、約３ｎｍ又はそれ未満の厚さを有してよい。第一の境界層
を選択することで、正孔を直接的に有機金属りん光性化合物中に注入することができる。
第二の境界層は、約３ｎｍ又はそれ未満の厚さを有し、かつ該層は、電子を有機金属りん
光性化合物中に直接的に注入可能にしうる。第二の有機層は、電子輸送層、電子注入層、
励起子ブロック層又は正孔ブロック層の１つであってよい。
【００１４】
　発光ダイオードの実施態様は、以下の特徴を１つも含まないか、１つ又はそれ以上を含
む。発光層は、調整された表面を有する有機層であってよく、かつ整合材料は、りん光性
材料又はりん光性材料中に電子を注入又は輸送する発光層内の材料のＬＵＭＯエネルギー
準位又は三重項エネルギー準位と同等のＬＵＭＯエネルギー準位を有してよい。調整され
た表面を有する有機層は、正孔輸送層、正孔注入層、励起子ブロック層又は電子ブロック
層の１つであってよく、かつ整合材料は、りん光性材料又はりん光性材料中に正孔を注入
又は輸送する発光層内の材料のＨＯＭＯエネルギー準位と同等のＨＯＭＯエネルギー準位
を有してよい。整合材料は、有機金属りん光性材料であってよい。
【００１５】
　発光ダイオードは、アノードと、アノード上の有機層１つ以上と、有機層、例えば有機
金属りん光性材料を含む発光層少なくとも１つと、発光層上のカソードとを含んでよい。
１つ以上の有機層の少なくとも１つの表面は、整合材料で調整されていて、その結果、有
機層の表面は、組成において有機層の中心部に対して変更に導かれ、そうして、その表面
は、有機層の中心部と比較して有機金属りん光性材料中への注入について改善された正孔
又は電子の注入特性を有する。
【００１６】
　発光ダイオードの製造方法は、以下の工程を含んでよい。上に電極が形成された基板を
提供する。その基板上に、りん光性有機化合物を含む発光層を形成させる。境界層を発光
層に隣接して形成させ、その際、境界層は、約３ｎｍ又はそれ未満の厚さを有し、かつ該
層は、りん光性有機化合物に直接的に正孔又は電子を注入可能な材料を含み、かつ境界層
は、発光層中の少なくとも１種の化合物のＨＯＭＯレベル、ＬＵＭＯレベル又は三重項エ
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ネルギー準位と同等のＨＯＭＯレベル、ＬＵＭＯレベルを有する。
【００１７】
　発光ダイオードの製造方法の実施態様は、以下の特徴を１つも含まないか、１つ又はそ
れ以上を含む。境界層の形成は、化合物を含む溶液を適用し、そしてその化合物の少なく
とも一部を溶剤で洗い流し、それにより３ｎｍ厚未満の化合物層を残すことを含んでよい
。発光層の形成は、有機金属りん光性化合物を含む層を適用することを含んでよく、かつ
境界層の形成は、有機金属りん光性化合物の境界層の形成を含んでよい。発光層の形成は
、有機金属りん光性化合物と有機部分を含む層を適用することを含み、その際、第一の有
機部分は、有機金属りん光性化合物のＨＯＭＯレベルと実質的に等しいＨＯＭＯレベルを
有し、かつ第二の有機部分は、有機金属りん光性化合物のＬＵＭＯレベル又は三重項エネ
ルギー準位と実質的に等しいＬＵＭＯレベルを有する。境界層は、第一の有機部分又は第
二の有機部分の少なくとも１つを含んでよい。境界層の形成は、境界層の蒸着を含んでよ
い。境界層の形成は、使用される溶剤とオルトゴナルな（orthogonal）溶剤を用いて、境
界層に隣接した層を形成することを含んでよい。該発光層は、架橋させることができる。
【００１８】
　本発明の少なくとも１つの実施態様によれば、図２を参照すると、ＯＬＥＤ２００は、
正孔と電子を発光層１５０の成分、例えば層中の発光材料又は別の材料中に直接的に注入
する材料で、本願に記載されるように製造することができる。ＯＬＥＤデバイスの形成に
使用される材料は、特性、例えば仕事関数、最低非占有分子軌道（ＬＵＭＯ）及び／又は
最高占有分子軌道（ＨＯＭＯ）を有し、これらは少なくとも近似的に定量することができ
る。仕事関数は、電子が材料表面から抜け出しうる前に電子によって獲得されねばならな
い最低エネルギー量を説明している。ＬＵＭＯは、電子を含有しない分子の最低エネルギ
ー分子軌道である。その分子が電子を受け入れるべきであれば、それは、おそらくこの軌
道でなされる。ＨＯＭＯは、電子を含有する分子の最高エネルギー分子軌道である。その
分子の電子が疎になるべきであれば、おそらくこの軌道で電子が疎になる。
【００１９】
　発光層１５０中の発光材料の仕事関数又はエネルギー準位と同等の材料は、電子又は正
孔を発光材料中に効率的に注入可能である。幾つかの実施において、発光層１５０は、り
ん光性材料、例えば有機金属化合物を、例えば発光材料として含む。発光層１５０中の成
分に整合するエネルギー準位を有する材料を発光層に隣接して配置することで、整合層２
１０、２２０を形成することができる。代替的に、又は整合層２１０、２２０の形成に加
えて、整合材料を発光層１５０中に導入することができる。
【００２０】
　かかる一種の整合材料は、正孔を発光材料中に注入する。この整合材料は、発光材料と
同等のＨＯＭＯを有する。本願で使用される、同等、とは、材料が、互いに約０．３ｅＶ
以内、例えば約０．２ｅＶ以内、例えば約０．１ｅＶ以内のエネルギー準位を有すること
を指す。正孔を注入する整合材料を、ＨＯＭＯ整合材料と呼称する。別の種類の注入材料
は、電子を発光材料中に注入する。該材料は、発光材料と同等のＬＵＭＯを有する。この
材料を、ＬＵＭＯ整合材料と呼称する。代替的に、ＬＵＭＯ整合材料は、発光材料の三重
項エネルギー準位と同等のＬＵＭＯエネルギー準位を有することができる。それというの
も、ＬＵＭＯ整合材料は、電子を発光材料の三重項状態に直接的に注入することができる
からである。ＨＯＭＯ整合材料とＬＵＭＯ整合材料とは、非常に薄い層として、発光層と
他の有機層又は電極との間に形成させることができ、それらの層を境界層と呼称すること
ができる。
【００２１】
　ＨＯＭＯ整合材料は、ＨＯＭＯ整合層２１０を発光層１５０とアノード１２０との間に
形成することができる。同様に、ＬＵＭＯ材料は、ＬＵＭＯ整合層２２０を発光層１５０
とカソード１８０との間に形成させることができる。そして幾つかの実施態様においては
、ＨＯＭＯ整合材料及び／又はＬＵＭＯ整合材料は、発光層１５０中に導入される。ダイ
オードが、整合層と整合材料で同時ドープされた発光層との両者を含むのであれば、整合
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層に使用される材料は、発光層内で使用されるのと同じ材料又は同等のエネルギー特性を
有する異なる材料であってよい。
【００２２】
　整合層、例えばＨＯＭＯ整合層とＬＵＭＯ整合層の一方又は両方を含むＯＬＥＤにおい
て、整合層は非常に薄く作られる。整合層は、約５ナノメートルと等しいか、又はそれ未
満であるか、又は更に約３ナノメートル厚未満、例えば約２ナノメートル未満又は１ナノ
メートル厚未満であってよい。整合層は、単一原子の幅より大きい厚さを有する。デバイ
スが２つの整合層を有する場合には、２つの整合層を一緒にした全厚さは、約１０ｎｍに
等しいか又はそれ未満、例えば約６ｎｍ未満、約５ｎｍ未満、約４ｎｍ未満、約３ｎｍ未
満、又は約２ｎｍ未満であってよいが、少なくとも２分子厚が好ましい。それらの層は非
常に薄いので、該層はナノスケールの層である。幾つかの実施態様においては、これらの
層は、発光層の表面全域に連続しないほど薄く形成されるが、個々の化合物又は部分でさ
えも、例えば官能基が有機層の表面全域に広がっている。場合によっては、整合層は、有
機層に対する表面改質として見なすことができる。整合層は、更に本願に記載するように
、別の層の表面に適用した、わずか数分子の整合材料だけを含んでよい。幾つかの実施に
おいては、整合材料は、基板に適用されている有機層と相互作用し、かつ該整合材料は、
それが適用される有機層の電子特性を変化させる。
【００２３】
　幾つかの実施態様において、整合層は、種々の仕事関数又は種々のＨＯＭＯエネルギー
準位もしくはＬＵＭＯエネルギー準位を有する材料の混合物を含む。単独の層内で複数の
材料を使用する場合には、これらの材料は、互いに種々のエネルギー準位を有するので、
正孔注入又は電子注入は、その層内で段階的又は累進的に生じることができ、そして続い
て電荷は、最終的に発光材料中に注入又は輸送される。
【００２４】
　図３を参照すると、薄い整合層は、発光層のどちらの側に形成することもできる。一例
のＯＬＥＤについてのエネルギー図３００を示すが、その際、その図３００では、正孔輸
送材料、発光層材料及びカソードの仕事関数を示している。全ての仕事関数／エネルギー
準位の数は、近似値であり、そしてこれらは一般に、報告したものと若干量の誤差又は変
動を足した又は引いた値を有することが知られていることを留意すべきである。
【００２５】
　発光層３０５は、発光材料３２０、例えば有機金属りん光性材料、つまりメチル置換さ
れたトリス（２－４（４－トリル）フェニルピリジン）イリジウム（Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3

）錯体を含む。Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3は、－５．４ｅＶのＨＯＭＯエネルギー準位と－２．
４ｅＶのＬＵＭＯエネルギー準位を有する。ポリ（９，９－ジオクチル－フルオレン－コ
－Ｎ－（４－ブチルフェニル）ジフェニルアミン）（ＴＦＢ）の整合層（ＨＯＭＯ整合層
３６０）は、Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3に正孔を注入するのに適しており、約－５．３ｅＶのＨ
ＯＭＯエネルギー準位を有し、それはおおよそ、Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3のＨＯＭＯエネルギ
ー準位と同じ又は同等である。このように、ＴＦＢは、Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3中に直接的に
正孔を注入することができる。ＴＦＢは、隣接する正孔輸送層３７０とりん光性材料の仕
事関数の間のＨＯＭＯエネルギー準位を有する。該正孔輸送層３７０は、一般に、ポリ（
３，４－エチレンジオキシチオフェン）とポリスチレンスルホン酸との組合せ（ＰＥＤＯ
Ｔ：ＰＳＳ、ＨＣ Ｓｔａｒｃｋ社からＢａｙｔｒｏｎ Ｐとして入手できる）から形成さ
れる。ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳの仕事関数は、－４．９ｅＶである。ＴＦＢは、りん光性材料
のＨＯＭＯレベルとＰＥＤＯＴ：ＰＳＳの仕事関数との間の跳躍の橋渡しをし、それによ
りＰＥＤＯＴ：ＰＳＳからＩｒ（ｍｐｐｙ）3への正孔の注入はより有利になる。幾つか
の実施において、ＴＦＢは、正孔輸送層３７０を調整し、これによりＴＦＢ又はＰＥＤＯ
Ｔ：ＰＳＳの一方の電子的特性が変化し、そうしてＴＦＢ調整を伴わないＰＥＤＯＴ：Ｐ
ＳＳ層と比較して良好な発光層中への注入が提供される。
【００２６】
　２－（４－ビフェニリル－５－（４－ｔ－ブチル－フェニル）－１，３，４－オキサジ
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アゾール（ＰＢＤ）の層（ＬＵＭＯ整合層３４０）は、発光層３０５のカソード側に形成
される。ＰＢＤは、ほぼ－２．４ｅＶにＬＵＭＯレベルを有し、これは、Ｉｒ（ｍｐｐｙ
）3のそれとほぼ等しく、Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3中に電子を直接的に注入可能である。カソー
ド層３５０は、フッ化セシウムとアルミニウム（ＣｓＦ／Ａｌ）３５０とから形成される
。カソード層の仕事関数は、Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3とは異なるが、発光層３０５上に整合層
又は境界層を形成するＰＢＤ中に電子を注入することができる。ＰＢＤは、Ｉｒ（ｍｐｐ
ｙ）3中に電子を注入する。
【００２７】
　図４を参照すると、有機部分（この部分は官能基又は全分子を含みうる）は、発光層３
０５と混ざっていてよく、かつ整合層を用いて、発光層中への正孔の注入効率を改善する
ことができる。発光層３０５は、ホスト材料３１０、つまりポリ（９－ビニルカルバゾー
ル）（ＰＶＫ）と、発光材料３２０、つまり（Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3）と、第一の有機部分
３３０、つまりトリフェニルジアミン（ＴＰＤ）と、第二の有機部分３３５、つまりＰＢ
Ｄとを含む。ＰＶＫのＨＯＭＯエネルギー準位とＬＵＭＯエネルギー準位は、それぞれ－
２．２ｅＶと－５．８ｅＶである。このように、ＰＶＫは、大きなバンドギャップを有し
、そしてＩｒ（ｍｐｐｙ）3りん光性分子の三重項励起状態を閉じ込め、消光を抑えるこ
とができる。
【００２８】
　Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3は、－５．４ｅＶのＨＯＭＯエネルギー準位と－２．４ｅＶのＬＵ
ＭＯエネルギー準位を有する。ＴＰＤは、Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3のＨＯＭＯレベルとほぼ同
じの約－５．５ｅＶにＨＯＭＯレベルを有する。このように、ＴＰＤは、Ｉｒ（ｍｐｐｙ
）3中に直接的に正孔を注入するか、又はまず発光層中のＴＰＤに正孔を注入することで
、間接的にＩｒ（ｍｐｐｙ）3中に正孔を注入することのいずれかが可能である。ＰＢＤ
は、Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3のＬＵＭＯレベルとほぼ等しいＬＵＭＯレベルを有する。ＰＢＤ
は、前記の薄い整合層としてよりもむしろ、発光層中の一部分として使用される。ＰＢＤ
は、発光層３０５とカソード３５０との間のＬＵＭＯ整合層（又は境界層）としても使用
される。カソード３５０と、正孔輸送層３７０（ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ）と、ＨＯＭＯ整合
層３６０（ＴＦＢ）とは、図３に記載されるものと同等である。図３と図４中に記載され
る材料は、ＯＬＥＤ中で使用することが可能な材料の単なる例にすぎない。他の可能な材
料は、本願で議論される。ホスト材料３１０と、発光材料３２０と、第一の有機部分３３
５と、第二の有機部分３３５とについて記載された以外の好適な材料も、本願に記載した
特性に従って選択することもできる。
【００２９】
　本願で指摘されるように、発光層は、有機部分で、つまり整合材料で同時ドーピングさ
れていてよい。有機部分が混ざることで、発光層内の再結合領域を増大させることができ
、より多くの再結合を惹起し、より多くの光を放射することを可能にする。多くのＯＬＥ
Ｄにおいて、正孔と電子との結合、そして結合した電子－正孔再結合は、発光層表面の狭
い領域で、例えば発光層表面の約１０ｎｍ内で生ずる。有機部分が発光材料及びホスト材
料と混ざっている場合に、その部分は、該層を通じて正孔と電子とを移動させ、これらを
発光層に注入することができる。従って、正孔と電子は、発光層の中央部に輸送され、そ
うして結合と励起子形成が生じうる。このように、発光層中の有機部分は、再結合領域を
拡張し、そうしてかかる部分を有さないＯＬＥＤデバイス中の他の発光層よりも発光層効
率が高まる。
【００３０】
　幾つかの実施において、第一の電極はアノードとして機能する。アノードは導電層であ
り、該層は、正孔注入層としてはたらき、かつ約４．５より一般に大きい仕事関数、例え
ば約４．８～５．１ｅＶの範囲を有する材料を含有する。一般的なアノード材料は、金属
（例えば白金、金、パラジウムなど）、金属酸化物（例えば酸化鉛、酸化スズ、酸化イン
ジウムスズ（ＩＴＯ）など）、グラファイト、ドーピングされた無機半導体（例えばシリ
コン、ゲルマニウム、ガリウムヒ素など）及びドーピングされた導電性ポリマー（例えば
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ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェンなど）を含む。
【００３１】
　第一の電極は、デバイス内で生ずる光の波長に対して透明、半透明又は不透明であって
よい。第一の電極の厚さは、約１０ｎｍ～約１０００ｎｍ、例えば約５０ｎｍ～約２００
ｎｍ、例えば約１００ｎｍであってよい。幾つかの構成において、第一の電極層は、カソ
ードとして機能する。カソードは、導電性層であり、該層は、一般に、電子注入層として
はたらき、かつ低い仕事関数を有する材料を含有する。アノードよりむしろカソードは、
例えばトップエミッション型ＯＬＥＤデバイスの場合には、基板１１０上に堆積される。
【００３２】
　カソードとして機能しうる多くの材料が当業者に公知であるが、アルミニウム、インジ
ウム、銀、金、マグネシウム、カルシウム、フッ化リチウム、フッ化セシウム、フッ化ナ
トリウム及びバリウム又はそれらの合金を含む組成物を用いることができる。アルミニウ
ム、アルミニウム合金及びマグネシウムと銀との組合せ又はそれらの合金を用いることも
できる。幾つかの実施態様において、カソードは、熱的蒸発法によって、フッ化リチウム
と、カルシウムと、アルミニウムとの種々の量での３層様式で作成される。
【００３３】
　第一の電極層と第二の電極層は、一般的に、薄膜を堆積させるために当該技術分野で知
られる任意の技術、例えば真空蒸発、スパッタリング、電子線堆積、プラズマ堆積又は化
学蒸着技術を用いて作成することができる。第二の電極の全厚さは、約１０ナノメートル
～約１０００ナノメートル（ｎｍ）、例えば約５０ｎｍ～約５００ｎｍ、例えば約１００
ｎｍ～約３００ｎｍであってよい。
【００３４】
　１種以上の有機材料を堆積させて、１層以上の有機層の有機スタックを形成させる。有
機スタックは、第一の電極と接触している。ここで使用される場合には、有機スタックは
、電極と接続されている。記載されたデバイスの層に対して本願で使用される、接続され
た、という用語は、層が互いに隣接しているか又は互いに近傍にある、例えば２つの接続
された層間に１層以上の層があることを説明している。"上"という用語は、直上又はその
上位にあることを意味し、必ずしも直接的に接触していることを意味しない。有機スタッ
クは、一般的に、少なくとも正孔注入層／アノード緩衝層（anode buffer layer）（"Ｈ
ＩＬ／ＡＢＬ"）及び発光層を含む。第一の電極がアノードである場合には、ＨＩＬ／Ａ
ＢＬは第一の電極上にある。選択的に、第一の電極がカソードである場合には、能動電子
層は第一の電極上にあり、そしてＨＩＬ／ＡＢＬは、発光層上にある。
【００３５】
　ＨＩＬ／ＡＢＬは、良好な正孔伝導特性を有し、そして効率的に正孔を第一の電極から
発光材料に注入するのに使用される。ＨＩＬ／ＡＢＬは、一般的に、ポリマー又は低分子
材料から構成される。例えばＨＩＬ／ＡＢＬは、第三級アミン又はカルバゾール誘導体か
ら、その低分子形又はそのポリマー形の両者で、導電性ポリアニリン（"ＰＡＮＩ"）又は
ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳから構成されうる。ＨＩＬ／ＡＢＬは、約５ｎｍ～約１０００ｎｍの
厚さを有してよく、かつ一般的に、約５０～約２５０ｎｍである。
【００３６】
　ＨＩＬ／ＡＢＬの他の例は、任意の低分子など、例えばプラズマ重合された約０．３～
３ｎｍ厚のフルオロカーボン膜（ＣＦｘ）又は約１０～５０ｎｍ厚の銅フタロシアニン（
ＣｕＰｃ）膜を含む。
【００３７】
　ＨＩＬ／ＡＢＬは、選択的堆積技術又は非選択的堆積技術を用いて形成させることがで
きる。選択的堆積技術の例は、例えばインクジェット印刷、フレキソ印刷及びスクリーン
印刷を含む。非選択的堆積技術の例は、例えばスピンコーティング、ディップコーティン
グ、ウェブコーティング及びスプレーコーティングを含む。正孔輸送材料及び／又は緩衝
材料は、第一の電極上に堆積して、次いで乾燥させて膜とすることができる。乾燥された
膜は、ＨＩＬ／ＡＢＬを表す。ＨＩＬ／ＡＢＬ用の他の堆積法は、プラズマ重合（ＣＦｘ
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層について）、真空堆積又は気相蒸着（例えばＣｕＰｃ膜について）を含む。
【００３８】
　ＯＬＥＤについては、発光層は、発光を示す少なくとも１種の有機材料を含有する。該
ポリマーは、性質として有機的又は有機金属的であってよい。幾つかのデバイスに関して
言うと、有機、という用語は、有機金属材料をも含むと解すべきである。これらの材料に
おける発光は、蛍光又はりん光又はその両者の結果として生じうる。発光層中の発光性有
機ポリマーは、例えば共役繰り返し単位を有するＥＬポリマー、特に隣接した繰返単位が
共役して結合されているＥＬポリマー、例えばポリチオフェン、ポリフェニレン、ポリチ
オフェンビニレン又はポリ－ｐ－フェニレンビニレン又はそれらのファミリー、コポリマ
ー、誘導体又はそれらの混合物であってよい。より特定すれば、有機ポリマーは、ポリフ
ルオレン、白色、赤色、青色、黄色又は緑色の光を発するポリ－ｐ－フェニレンビニレン
であってよく、該ポリマーは、２位で置換された又は２位、５位で置換されたポリ－ｐ－
フェニレンビニレン又はポリスピロポリマーである。
【００３９】
　これらのポリマーは、有機溶剤、例えばトルエン又はキシレン中で溶媒和されていてよ
く、かつ該ポリマーは、デバイス上にスピン（スピンコート）されてよいが、他の堆積法
、例えば前記の堆積法も可能である。
【００４０】
　本発明の実施態様によれば、蛍光又はりん光によって発光する小さい有機分子は、発光
層中に属する発光材料としてはたらきうる。溶液又は懸濁液として適用されるポリマー性
材料とは異なって、低分子発光材料は、有利には、蒸発、昇華又は有機気相堆積法を通じ
て堆積される。また低分子材料は、溶液法によっても適用することができる。ＰＬＥＤ材
料及びより小さな有機分子の組合せは、能動電子層としてはたらくことができ、それによ
りハイブリッドデバイスが形成される。例えば、ＰＬＥＤは、小さい有機分子と化学的に
誘導体化されるか又は小さい有機分子と単純に混ぜて、発光層を形成することができる。
エレクトロルミネッセンス低分子材料の例は、キレート、例えばトリス（８－ヒドロキシ
キノラート）アルミニウム（Ａｌｑ3）及びトリス（２－フェニルピリジン）イリジウム
（Ｉｒ（ｐｐｙ）3）、有機材料、例えばアントラセン、ルブレン又はトリアジン又は任
意の金属キレート化合物又は該有機材料又は低分子材料の誘導体を含む。
【００４１】
　発光層は、ホスト材料を有してよい。正孔材料は、主に正孔輸送特性を有する非共役ポ
リマーである前記のＰＶＫであってよい。ホストは、電子輸送材料、正孔輸送材料又は双
極輸送材料であってもよく、高いバンドギャップを有してよく（そのＨＯＭＯレベルとＬ
ＵＭＯレベルとの間に大きな差を有する）、該材料は、ポリマー、低分子又はポリマーと
低分子との混合物であってよい。幾つかの実施態様においては、りん光性化合物は、ホス
トなくして使用される、つまり発光層はホストを含まない。幾つかの実施態様においては
、発光層は、絶縁されたマトリクスである材料、例えばポリカーボネート（ＰＣ）、ポリ
メチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）又はポリスチレンスルホネート（ＰＳＳ）を含む、す
なわちホストは輸送特性を有さない。
【００４２】
　更に、発光層は、電荷輸送が可能な材料を含んでよい。電荷輸送材料は、電荷担体を輸
送できるポリマー又は低分子を含む。例えば、有機材料、例えばポリチオフェン、誘導体
化されたポリチオフェン、オリゴマー型のポリチオフェン、誘導体化されたオリゴマー型
のポリチオフェン、ペンタセン、トリフェニルアミン及びトリフェニルジアミンである。
【００４３】
　他の有機層は、正孔を発光層中に注入することを支援するために、アノードで励起子消
光（例えば電子－正孔ペアの結合による励起子の生成の解離）を減らして、電子輸送より
良好な正孔輸送を提供するために、そして電子がＨＩＬ／ＡＢＬに入り、それを分解する
のを遮断するために、正孔輸送層を含んでよい。幾つかの材料は、１つ又は２つの前記の
所望の特性を有してよいが、中間層（interlayer）としての材料の効率は、示されたこれ
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らの多くの特性とともに改善されると考えられる。正孔輸送材料の慎重な選択を通じて、
効率的な中間層材料を見出すことができる。正孔輸送層は、正孔輸送材料から作成され、
該材料は、少なくとも部分的に以下の１種以上の化合物、それらの誘導体、部分などから
なるか又はそれらから得ることができる：ポリフルオレン誘導体、ポリ（２，７－（９，
９－ジ－ｎ－オクチルフルオレン）－（１，４－フェニレン（（４－ｓ－ブチルフェニル
）イミノ）－１，４－フェニレン）及び架橋可能な形を含む誘導体、ポリ（ｐ－フェニレ
ンビニレン）の非発光形、トリアリールアミン型の材料（例えばＴＰＤ又はα－ナフチル
フェニル－ビフェニル（ＮＰＢ））、チオフェン、オキセタン官能化されたポリマー及び
低分子など。本発明の幾つかの実施態様においては、正孔輸送層は、架橋可能な正孔輸送
ポリマーを用いて作成される。
【００４４】
　電子注入層又は電子輸送層は、アルミニウムＡｌｑ3、ＰＢＤ、３，５－ジフェニル－
４－ナフチ－１－イル－１，２，３－トリアゾール（ＴＡＺ）及び１，３－ビス（Ｎ，Ｎ
－ｔ－ブチル－フェニル）－１，３，４－オキサジアゾール（ＯＸＤ７）の１種以上を有
する材料から形成させることができる。
【００４５】
　ポリマー有機層は、基板に、種々の技術、例えば有機溶液のインクジェット印刷を用い
て又はスピンコーティングによって適用することができる。選択的に、低分子材料を、ポ
リマーの代わりに使用するのであれば、該層は、蒸発、昇華、有機気相堆積によって又は
他の堆積技術との組合せにおいて堆積させることができる。基板上に層を堆積させる場合
に、該層は、基板の直上であってもよく又は該層と基板とが他の層、例えば以下のポケッ
ト層（pocket layer）又は平坦化層（planarization layer）によって隔離されていてよ
い。適用される有機溶液は、圧力下に流動可能な任意の流動的又は変形可能な材料であっ
てよく、それは、溶液、インク、ペースト、エマルジョン、分散液、フォーム、ゲル、懸
濁液などを含むことができる。堆積される小滴の粘度、接触角、増粘、親和性、乾燥、希
釈などに影響を及ぼす他の物質が液体に含まれてよく又はそれを補ってもよい。
【００４６】
　更に、任意の又は全ての層は、架橋されていてよく又は、そうでなければ、後続の層の
堆積に望まれる一定の表面特性の安定性及び保持に望ましいように物理的又は化学的に硬
化させることもできる。
【００４７】
　整合層を有するダイオードにおいては、該層は非常に薄い層として形成させることがで
きる。十分に薄い層の形成には種々の方法を利用できる。一つの方法においては、整合層
を形成する材料を溶液で基板に適用する。他の層が既に基板に適用されてから、整合材料
を有する溶液を適用することができる。該層は、任意の適切な溶液適用法、例えばスピン
コーティング又は印刷を用いて形成させることができる。該溶液は、整合材料の他に溶剤
を含む。該層を基板に適用した後に、溶液中の溶剤を用いて、殆どの溶液を基板から除去
することができる。溶剤は、整合層材料の非常に薄い層以外の全てを除去する。
【００４８】
　過剰の整合層溶液を基板から除去するのに使用される溶剤が、整合層の下にある任意の
層を溶解しうるのであれば、層の均一性と厚さを制御することができない。多くの場合に
、適用されてＯＬＥＤを形成する多数の有機層は、同じ溶剤中に可溶である。従って、溶
剤除去法は、発光層が同じ溶剤中に可溶である場合には、薄い整合層を発光層上に適用す
るには理想的でないことがある。従って整合層を適用する代替法を使用することができる
。整合層は、蒸着又は熱的蒸発によって適用することができる。幾つかの実施において、
蒸着を用いて、発光層の両側に整合層を適用する。
【００４９】
　幾つかの実施において、整合材料は、隣接する有機層、例えば発光層の適用に使用され
る溶剤とオルトゴナルな溶剤中で適用される。２つの溶剤が互いにオルトゴナルであると
、一方の溶剤中に可溶な溶質は、他方の溶剤中に可溶ではない。オルトゴナルな溶剤中で
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適用された層を用いると、後続の層のすぐ下に適用された層の解離が抑えられる。例えば
、発光層は、発光材料を溶解するのに使用されるトルエン又は他の有機溶剤から形成でき
、そして整合層は、水溶性又はメタノール可溶性有機材料であってよい。後続の層、例え
ば整合層（該層は水溶液又はメタノール溶液から、存在する層上、例えばトルエンベース
の溶液から形成された発光層上に形成される）のキャスティングは、存在する層を溶解し
ない。幾つかの実施においては、オルトゴナルな材料中に可溶な材料を用いることが可能
でなければ、下方の有機層、例えば発光層を架橋させて、後続で適用される層による層の
解離を抑える。
【００５０】
　本願で指摘されるように、非常に薄い層の形成方法は、既に存在する層の表面を、そこ
に層を形成する代わりに改質することとして考慮することができる。存在する層の表面を
、例えば整合層をその表面中に混ぜるか又は存在する層中の材料と整合材料との間での化
学反応によって変化させることができる。表面調整により、存在する層の表面は、その組
成において、層の他の部分、例えば層の中心領域又は非改質表面と異なることとなる。例
えばＴＦＢをＰＥＤＯＴ：ＰＳＳの層上位に適用することは、ＴＦＢの層を単に追加する
か又はＰＥＤＯＴ：ＰＳＳとＴＦＢとを混合することよりむしろ、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ層
の表面の状態を単に変化させるに過ぎない。表面調整は、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳの電子的特
性を変化させることができ、こうして、正孔の段階的輸送（例えば正孔が最終的に発光材
料中に注入されて励起子が形成するまで、同等のＨＯＭＯエネルギー準位を有する材料間
で輸送される）を可能にする電子的特性を有するアノードが作成される。他の表面改質は
、他の層及び他の材料で実施することができる。例えば、発光層の表面をＰＢＤで改質さ
せることができる。
【実施例】
【００５１】
　図５を参照すると、りん光性発光化合物を有する発光デバイスは整合層を伴って、そし
て伴わずに形成される。対照デバイス４３０（整合層を伴わない）は、ＩＴＯのアノード
と、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳの正孔輸送層と、発光層と、ＣｓＦ／Ａｌのカソードとで形成さ
れる。発光層は、６１％のＰＶＫと、２４％のＰＢＤと、９％のＴＰＤと、６％のＩｒ（
ｍｐｐｙ）3とを含む。整合層デバイス４４０においては、整合層を形成することで、正
孔と電子は直接的にＩｒ（ｍｐｐｙ）3に注入される。整合層デバイス４４０は、対照デ
バイスと同じ層と寸法で形成されるが、ＴＢＦの層とＰＢＤの層も含む。ＴＦＢの層は、
Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3と同等のＨＯＭＯエネルギー準位を有し、該層は、発光層とＰＥＤＯ
Ｔ：ＰＳＳの正孔輸送層との間にある。ＰＢＤの層は、Ｉｒ（ｍｐｐｙ）3と同等のＬＵ
ＭＯレベルを有し、該層は、発光層とカソードとの間にある。整合層デバイス４４０は、
対照デバイス４３０より高められた外部量子効率と電力効率を有する。グラフ４３０は、
電流密度（ｍＡ／ｃｍ2）と発光効率（Ｃｄ／Ａ）を比較し、グラフ４１２は、電流密度
（ｍＡ／ｃｍ2）と発光効率又は電力変換効率（ｌｍ／Ｗ）を比較している。グラフ４１
０とグラフ４１２は、対照デバイス４３０のピーク発光効率電力（peak luminance effic
acy power）を２９ｌｕｍ／ワットとして示しており、発光効率は４０ｃｄ／Ａに達する
。整合層デバイス４４０は、約５０ｌｍ／Ｗのピーク発光効率を有し、発光効率は約５５
ｃｄ／Ａに達する。
【００５２】
　理想的には、電極の仕事関数は、発光材料のＨＯＭＯレベルとＬＵＭＯレベルに整合さ
せたい。理想的な電極と発光材料の組合せは共通していないので、正孔と電子を発光材料
に十分に伝達することを抑える材料間にエネルギー差が存在しうる。このエネルギー障壁
は、発光を減退させ、デバイスの効率を下げることがある。デバイスの有機層に整合層及
び／又は有機部分を追加することで、ダイオードの全体の厚さとダイオードの駆動に必要
な電圧を著しく高めることなく、正孔と電子の直接的な注入を可能にすることができる。
デバイス効率を改善するための更なる解決策は、正孔又は電子の注入材料、例えば１０ｎ
ｍ又はそれより厚い層をデバイスに追加することを含んでよい。そのような解決策は、構
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造を複雑にし、デバイスの駆動電圧を高めて、それによりデバイス効率を低下させること
がある。高い電力効率のための一つのパラメータは、低い電圧駆動であり、これは本願に
記載される構造で達成することができる。すなわち、電子と正孔を注入する超薄層（整合
層）の導入又は発光層のカソード側とアノード側での境界の調整は、高い効率のデバイス
を形成しうる。
【００５３】
　発光層中への分子の導入を、整合層と同じ材料又は整合材料と同等のエネルギー準位を
有する有機材料のいずれかから形成させると、発光層内の再結合領域が拡張しうる。発光
層内に整合材料が存在しないと、りん光性材料が正孔と電子を輸送する。更に、該りん光
性材料は、励起子の形成を促進する。正孔輸送と電子輸送を発光材料中の整合材料にシフ
トさせることによって、電荷輸送を励起子形成と切り離すことができる。りん光性材料は
、発光層中にも整合材料が存在するのであれば、励起子形成と、正孔－電子ペアが結合し
て励起子が生成する再結合とに専ら向けられうる。りん光性材料のより効率的な使用には
、デバイス全体に殆ど電圧印加が必要ないことがある。また、りん光性材料が正孔と電子
の輸送を担う慣例のデバイスにおいては、発光層の表面で、例えば表面の最第一のの１０
ｎｍ内で励起子の形成が生ずる見込みが高いことがある。再結合領域の拡張によって、発
光層全体にわたって励起子の形成が可能となる。
【００５４】
　整合層と同じ材料から形成される発光層又は整合材料と同等のエネルギー準位を有する
発光層中に分子を導入すると、発光層内の再結合領域が拡張されるだけでなく、デバイス
の寿命も延長させることができる。発光層内に整合材料が存在しないと、りん光性材料が
正孔と電子の輸送機能の殆どを行う。更に、りん光性材料は、励起子の形成のための位置
である。正孔輸送と電子輸送の一部を発光材料中の整合材料にシフトさせることによって
、電荷輸送を励起子形成と切り離すことができる。このように、りん光性デバイスの寿命
を高めることができる。
【００５５】
　更に、特定量の正孔と電子の注入材料を発光層内で使用することによって、発光層内の
電荷バランスを最適化することができる。整合層を発光層中に導入することで、発光層内
の電荷バランスを制御することもできる。例えば、発光層が、正孔支配的である場合に、
電子を注入する整合層の追加は、発光層中の電子量を高めることができる。該デバイスの
駆動に殆ど電荷が必要とされえないのは、正孔と電子の輸送が最適化されているからであ
る。発光層内での最適化された電荷バランスは、デバイスの寿命を高めることができる。
薄い整合層の形成用のＬＵＭＯ材料又はＨＯＭＯ材料について材料を選択するにあたって
、該材料のエネルギー準位は、高い電力効率を有するデバイスを形成するための材料の輸
送特性よりも重要となることがある。
【００５６】
　本発明の幾つかの実施態様を記載した。それにも拘わらず、本発明の趣旨及び範囲から
逸脱することなく様々な変更がなされてよいと解される。例えば、本願に記載した技術は
、低分子ＯＬＥＤ、溶液処理が可能なポリマー系ＯＬＥＤ又はその２つのハイブリッドで
あるＯＬＥＤにも適用することができる。整合層は、励起子遮断特性又は電子遮断特性を
有してよい。代替的に又は加えて、該デバイスは、励起子ブロック層及び／又は電子ブロ
ック層を含んでよい。従って、他の実施態様は、特許請求の範囲の範囲内である。
【符号の説明】
【００５７】
　１００、２００　ＯＬＥＤ、　１１０　基板、　１２０　アノード、　１３０、３７０
　正孔注入層、　１４０　正孔輸送層、　１５０、３０５　発光層、　１６０　電子輸送
層、　１７０　電子注入層、　１８０　カソード、　１９０　発光スタック、　２１０、
２２０　整合層、　３００　エネルギー図、　３２０　発光材料、　３４０、３８０　Ｌ
ＵＭＯ整合層、　３５０　カソード層、　３６０　ＨＯＭＯ整合層、　４１０、４１２　
グラフ、　４３０　対照デバイス、　４４０　整合層デバイス
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