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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次のステップを含む、物品の製造方法：
ａ．導電性ナノ粒子を含有する連続相を含む液体エマルションを、第一の基材の表面に適
用するステップ；
ｂ．前記エマルションを乾燥し、そして透明導電性コーティングを形成するステップであ
って、前記透明導電性コーティングが少なくとも部分的に結合したナノ粒子で形成されて
いる配線のネットワーク状パターンを含み、前記配線が光に透明な不規則形状のセルを画
定している、ステップ；
ｃ．透明接着剤を適用して、前記コーティングの少なくともいくつかのセルを少なくとも
部分的に充填するステップ；及び
ｄ．第二の基材を、前記第一の基材と向かい合わせて前記透明接着剤と接触させて、前記
物品に接着させるステップ。
【請求項２】
　次のステップをさらに含む、請求項１に記載の方法：
ｅ．前記物品から前記第一の基材を除去するステップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明導電性コーティングに関する。ここで、この透明導電性コーティングは
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、少なくとも部分的に結合したナノ粒子で形成されている導電性配線のパターンを有し、
且つその導電性配線が、光に透明な不規則形状のセルを画定している。より詳しくは、本
発明は、コーティングしたエマルションから導電性配線へのナノ粒子の自己組織化により
形成した透明導電性コーティングに関するものであり、ここでこの導電性配線は、光に透
明である不規則形状のセルを画定する。そのような透明導電性コーティングを透明電極と
して含むエレクトロルミネセントデバイスも、本発明の範囲内に含まれる。透明導電性コ
ーティングの形成のためのコーティング組成物及びコーティング方法も記載する。
【背景技術】
【０００２】
　透明導電性コーティングは、様々な電子デバイスで有用である。これらのコーティング
は、多くの機能、例えば電磁（ＥＭＩ）遮蔽及び静電気散逸を提供し、そしてそれらは、
光を透過する導電性の層及び電極として、幅広い様々な用途に使用される。そのような用
途としては、限定するものではないが、タッチスクリーンディスプレイ、ワイヤレス電子
掲示板、光起電性デバイス、導電性布地及び導電性線維、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ
）、エレクトロルミネセントデバイス、並びに電気泳動ディスプレイ、例えば電子ペーパ
ーが挙げられる。
【０００３】
　透明導電性コーティング、例えば米国特許出願公開第２００５０２１４４８０及び国際
公開ＷＯ２００６／１３５７３５号に記載されたものは、基材上にエマルションからコー
ティングして、そして乾燥させた導電性ナノ粒子の自己組織化から形成される。そのナノ
粒子は、光に透明で且つ光学顕微鏡で観測可能な不規則形状のセルの、ネットワーク状の
導電性パターンに自己組織化する。そのようなコーティングは、そのコーティングをさら
なる処理又は特定の製品用途に適合するために、追加の特性、例えばコーティングのセル
内の導電性、構造補強性、反射防止特性等をたびたび必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、コーティングのセル中へのある種の透明フィラー材料の配置によって、強化
した又は追加の機能性を上述の透明コーティングに提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、少なくとも部分的に結合したナノ粒子で形成されている導電性配線のネット
ワーク状のパターンを含み、且つその導電性配線が光に略透明な不規則形状のセルを画定
している物品に関する。ここでは、少なくともそのセルの一部は、少なくとも部分的に透
明フィラー材料で充填されている。そのフィラー材料は、導電性、半導体性又は非導電性
であってよい。
【０００６】
　導電性フィラー材料は、１０２～１０８ｏｈｍ／ｓｑの範囲の抵抗を一般的には有する
であろう。導電性フィラー材料の例としては、金属酸化物（例えば、インジウム－スズ酸
化物（ＩＴＯ）及びアンチモン－スズ酸化物（ＡＴＯ））、及び導電性高分子（例えば、
ＰＥＤＯＴ、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリアセチレン、ポ
リピロール、又はこれらの誘導体若しくはこれらの混合物）が挙げられる。導電性フィラ
ー材料は、金属ナノ粒子又は金属ナノワイヤーの低密度のマトリクス又は配置を含む場合
もある。導電性フィラー材料は、ある種の電子デバイス、例えばエレクトロルミネセント
デバイス、ＯＬＥＤディスプレイ及び薄膜光起電デバイスにおいて、透明導電性コーティ
ングの導電性を解決し、且つ電荷をセルの中心に輸送するのに有用である。
【０００７】
　半導体材料、例えば量子ドット、シリコン、ゲルマニウム、化合物無機半導体又は有機
半導体も、いくつかのデバイス、例えば太陽電池及びＯＬＥＤディスプレイで有用なフィ
ラー材料である。いくつかの材料、例えばカーボンナノチューブを、その材料に応じて導
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電性及び半導体性の両方の目的のために、フィラー材料として用いることができる。
【０００８】
　非導電性又は絶縁性のフィラー材料を用いて、ある種の物理的特性を物品に与えてもよ
く、又はさらなる処理及び加工、例えば一つの基材から他の一つの基材への物品の移転を
補助してもよい。物理的特性を物品に与えるのに有用な非導電性材料の例としては、反射
防止材料、例えばガラスフリット、ガラス球、窒化シリコン、一酸化シリコン若しくは二
酸化シリコン、又は二酸化チタンが挙げられる。他の反射防止フィラーとしては、低屈折
率ポリマー、及び／又は重合して低屈折率ポリマーを形成できるモノマー及びオリゴマー
が挙げられる。他のフィラー材料を、耐摩擦性又は耐引掻き性、耐水性、耐酸素性又はＵ
Ｖ防護性を与えるのに使用することができる。エポキシ等の接着剤として機能するフィラ
ー材料を用いて、デバイスの他の基材又は層への物品の積層を補助することができる。
【０００９】
　この物品は、典型的には、その物品の少なくとも一つの表面上に基材を有する。この基
材は、透明導電性コーティングが元々形成されている基材、又はそのコーティングを形成
後に移転した基材であってもよい。物品それ自体はフレキシブルなので、フレキシブルな
基材で支持する場合には、それを用いて、フレキシブルデバイス、例えばフレキシブル光
起電デバイス及びフレキシブルエレクトロルミネセントデバイスを形成することができる
。
【００１０】
　一実施態様において、フィラー材料は、完全にセルを充填し、そしてセルの上方に広が
る。これは、酸素、水分又は磨耗に対するバリア保護を物品に与えるために設計したフィ
ラー材料に関して有用である。平坦な又は滑らかな物品の表面を与えるフィラー材料も、
望ましい。他の用途において、一つの基材から他の一つに物品を移転するために使用する
接着性フィラー材料に関して望ましく、又は物品の表面を平滑化ようにフィラー材料を設
計する場合に望ましい。
【００１１】
　他の一実施態様において、フィラー材料は、セルの上部又はそれ未満の水準までセルを
充填する。これは、導電性フィラー材料、又は反射防止特性のために用いるフィラーに関
して有用となる場合がある。
【００１２】
　本発明の他の一実施態様は、エレクトロルミネセントデバイスであり、これは本発明の
物品を透明電極として、蛍光体層、誘電体層及び対電極等のエレクトロルミネセントデバ
イスで典型的に用いられる他の層と共に含む。ここで、対電極は、典型的には、不透明又
は部分的に不透明となっている。
【００１３】
　本発明の他の一態様は、導電性ナノ粒子を含有する連続相、及びフィラー材料を含有す
る不連続相を有するエマルションを含む、液体コーティング組成物に関する。このエマル
ションは、基材上にコーティングしたとき、透明導電性コーティングを形成し、これはネ
ットワーク状の配線パターンを有する。この配線は、少なくとも部分的に結合されたナノ
粒子で形成され、光に略透明な不規則形状のセルを画定しており、少なくともそのセルの
一部はフィラー材料で充填されている。好ましい実施態様において、その連続相は、水と
相溶しない溶媒を含み、且つその不連続相は、水又は水と相溶する溶媒を含む。そのエマ
ルションでの使用に好ましいナノ粒子としては、銀、銅、炭素、グラファイト又はこれら
の混合物若しくはアロイが挙げられる。好ましいフィラー材料としては、導電性ポリマー
、例えばＰＥＤＯＴ、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリアセチ
レン、ポリピロール、又はこれらの誘導体若しくは混合物が挙げられる。
【００１４】
　本発明の他の一態様は、本発明の物品の製造方法に関し、これはエマルションの不連続
相中にフィラー材料を含有する上記の液体コーティング組成物を、基材の表面に適用する
ステップ、及びそのコーティング組成物を乾燥するステップを含む。好ましくは、その物
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品を、焼結によりさらに処理して、ナノ粒子をさらに結合し、そして導電性を向上する。
その物品を、基材から除去し、そしてそれを生成品の他の一つの基材又は要素に移転する
ことにより、さらに処理してもよい。
【００１５】
　本物品の製造方法の他の一実施態様は、以下のステップを有する：（ａ）導電性ナノ粒
子を含有する連続相を含む液体エマルションを、基材の表面に適用するステップ；（ｂ）
そのエマルションを乾燥し、続いて、少なくとも部分的に結合したナノ粒子で形成されて
いる配線のネットワーク状パターンを有し、且つその配線が光に略透明な不規則形状のセ
ルを画定している透明導電性コーティングを形成するステップ；及び（ｃ）透明なフィラ
ー材料をそのコーティングの少なくともいくつかのセルに適用するステップ。本方法の好
ましい実施態様において、フィラー材料は接着剤であり、これを透明コーティングにウェ
ットコーティングで適用する。その接着剤を、その後、さらなる処理で用いて、コーティ
ングを第二の基材に接着することができる。これは、第一の基材を剥がして、元々露出さ
れていた物品の表面輪郭のない平坦な表面を有する物品を露出させるのに、特に有用であ
る。
【００１６】
　本発明の他の態様は、以下の図及び詳細な説明により記載されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の物品を示し、ここではコーティングのセルを、フィラー材料で充填して
いる。
【図２】セル中のフィラー材料が、コーティングの配線の上を超えて広がっている、物品
を示す。
【図３】単純な光起電セルの形態での、本発明の物品の製造プロセスの略図である。
【図４】透明電極を形成している本発明の物品を有する、単純なエレクトロルミネセント
デバイスを示す。
【図５】実施例１のエレクトロルミネセントデバイスの写真である。
【図６】実施例３のエレクトロルミネセントデバイスの写真である。
【図７】実施例４のエレクトロルミネセントデバイスの写真である。
【図８】実施例５のエレクトロルミネセントデバイスの写真である。
【図９】接着性フィラーを有する透明導電性コーティングの走査電子顕微鏡写真であり、
これは生成した平坦化／平滑化された表面を有する第二の基材に移転した後のものである
。これは、サンプルを、そのサンプルの平面に平行に接近した角度から撮影した場合に観
察できる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下では図１に言及する。これは、基材上に形成されている本発明の物品の簡単化した
図であり、これは光起電デバイスで透明な前面電極として使用するために、その物品を適
合している。基材１００は、その下側表面１０２に電極１０４を形成させた半導体層１０
０である。
【００１９】
　基材１００の表面１０６上に、透明導電性コーティング（「ＴＣＣ」）層１０８を形成
する。ここで、このＴＣＣ層は、少なくとも部分的に結合したナノ粒子の集まりで形成し
た導電性配線１１２のパターン１１０を含んでいる。そのような配線は、セル１１４を画
定し、このセルには一般的にナノ粒子が存在せず、このようなセルは光に略透明である。
本明細書で用いる「ナノ粒子」という単語は、コーティングすることができ且つ均一なコ
ーティングを形成することができる範囲で、液体中に分散するのに十分に小さな微粒子を
言う。これには、約３μｍ未満の平均粒子サイズを有する粒子が一般的に挙げられる。好
ましくは、この平均粒子サイズは１μｍ未満であり、最も好ましくは、その粒子は少なく
とも一つの寸法で０．１μｍ未満の範囲の、いわゆる「ナノ」サイズである。
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【００２０】
　図３に関して、以下により詳細に説明するように、ナノ粒子を連続相中に含有する液体
エマルションを使用して、ＴＣＣ層１０８を形成する。好ましい実施態様において、その
連続相は、不連続相より早く気化し、不連続相セルの発達を、制御した方法でエマルショ
ン液滴合体により起こすようにする。エマルションの乾燥は、パターン１１０を生じ、こ
れは、光透過性セルよりも顕著により少ない光を透過する配線１１２により囲まれた、は
っきりと光を透過するセル１１４を含む。セル１１４及び周囲の配線１１２により作られ
るパターンは、ネットワーク状の特性を有し、これは光学顕微鏡により観測可能である。
【００２１】
　好ましい実施態様において、パターン１１０を、油中水型エマルションの堆積後に形成
するが、そのエマルションの連続相は、分散したナノ粒子を有する有機溶媒を含み、且つ
不連続相は、水又は水と相溶する溶媒を含む。エマルションの有機層中に溶解する材料を
、エマルション乾燥時に配線１１２に組み込むことができ、例えばガラス前駆体を組み込
んで接触抵抗を増加することができる。また、エマルションの界面（エマルションの水相
と油相との間の遷移層を画定する領域）に対して親和性を持つ材料も、エマルションの乾
燥時に配線１１２に組み込むことができる。エマルションの水相中に溶解又は分散できる
材料、例えば以下に記載されているあるフィラー材料を、セル１１４内に堆積することが
できる。
【００２２】
　そのナノ粒子は、好ましくは導電性金属又は金属合金を含む金属の混合物から作られて
いてもよい。これらの金属合金は、これらに限定されないが、銀、金、プラチナ、パラジ
ウム、ニッケル、コバルト、銅又はこれらの任意の組み合わせの群から選択される。適切
な金属ナノ粒子としては、銀、銀－銅合金、銀パラジウム合金若しくは他の銀合金、又は
米国特許第５，４７６，５３５号（「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ｈｉｇ
ｈ　Ｐｕｒｉｔｙ　Ｕｌｔｒａ－Ｆｉｎｅ　Ｍｅｔａｌ　Ｐｏｗｄｅｒ」）及び国際出願
ＷＯ２００４／０００４９１号（「Ａ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　Ｈｉｇｈｌｙ　ｐｕｒｅ　Ｍｅｔａｌｌｉｃ　Ｎａｎｏ－Ｐｏｗｄｅｒｓ
　ａｎｄ　Ｎａｎｏ－Ｐｏｗｄｅｒｓ　Ｐｒｏｄｕｃｅｄ　Ｔｈｅｒｅｂｙ」）に記載さ
れている、金属学的化学プロセス（ｍｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｐ
ｒｏｃｅｓｓ）（ＭＣＰ）として知られる方法により作られる金属若しくは金属合金が挙
げられる。そのナノ粒子は、コーティングされていても、コーティングされていなくても
よく、凝集していても、凝集していなくてもよい。
【００２３】
　その導電性ナノ粒子は、金属酸化物、金属塩、導電性ポリマー、炭素誘導体（例えばカ
ーボンブラック、グラファイト、フラーレン、又は他の炭素同素体）を含んでもよい。上
記粒子の前駆体又は組み合わせを使用してもよい
【００２４】
　導電性ナノ粒子は、必ずしも排他的ではないが、大部分が、導電性ネットワークの配線
１１２の一部になる。上述の導電性粒子に加えて、配線１１２が、他の追加の導電性材料
、例えば金属酸化物（例えばＡＴＯ又はＩＴＯ）若しくは導電性ポリマー又はこれらの混
合物を有してもよい。これらの追加の導電性材料を、様々な形態で、例えば、これらに限
定されないが、粒子、溶液又はゲル粒子で提供してもよい。
【００２５】
　以上に記載したタイプのエマルション及び導電性配線１１２を作るためのこれらの使用
法は、出願人／譲受人の米国特許出願２００５０２１５６８９及び国際公開ＷＯ２００６
１３５７３５（その開示は参照として本明細書に組み込まれているものとする）に記載さ
れている。典型的には、配線１１２の幅は４０μｍ未満であり、その高さは２０μｍ未満
であり、且つ平均のセル径は１０００μｍ未満であり、そしていくつかの場合にはずっと
小さく、例えば５μｍのオーダーである。一般的に、配線１１２による遮りが原因で入射
光を受けない基材１００の全表面１０６の割合は、多くの用途に関して、好ましくは１５
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％未満であるが、他の用途では５０％以上となる場合がある。さらに、配線１１２がテク
スチャ特性及び反射防止特性を与えてもよい。
【００２６】
　ＴＣＣ層１０８のセル１１４は、光透過性のフィラー材料１１５で充填されている。フ
ィラー材料１１５は、配線１１２の上部以下の水準までセルを充填し、図１に示すように
セルを形成することができ、又は完全にセルを充填し、図２に示すようにセル上部まで広
がることができる。その選択は、選択したフィラー材料、フィラー材料の所望の機能性及
びセル中にフィラー材料を形成する方法に依存する。
【００２７】
　フィラー材料１１５は、導電性であってもよく、それにより全体のコーティングの導電
性に比較的大きな均質性又は均一性を与えて、且つ電荷のセル中央へのより容易な輸送を
してもよい。導電性フィラーは、一般的に１０２～１０８ｏｈｍ／ｓｑの範囲の抵抗を有
することができる。適切な導電性フィラー材料は、典型的には連続フィルムを形成する材
料、例えば透明金属酸化物（例えば、インジウム－スズ酸化物（ＩＴＯ）若しくはアンチ
モン－スズ酸化物（ＡＴＯ））又は導電性高分子若しくはこれらの混合体である。その導
電性フィラー材料は、他の導電性の種、例えば、これに限定されないが、カーボンナノチ
ューブも含んでもよい。あるいは、少量の導電性ナノ粒子又はナノロッドを用いてもよく
、例えば銀ナノ粒子又は銀ナノワイヤーがある。一つの好ましい実施態様において、導電
性フィラー材料は、導電性ポリマー、例えば、ＰＥＤＯＴ、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ、ポリア
ニリン、ポリチオフェン、ポリアセチレン、ポリピロール、並びにこれらの誘導体及びこ
れらの混合物である。
【００２８】
　単独で層として存在する場合、導電性フィラー材料、例えばＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ、又は
適切な導電性酸化物は、基材に堆積したときに約１０２ｏｈｍ／ｓｑ超の比較的高い表面
抵抗を与えることが分かっている。導電性ポリマーを、セル１１４内に配置することによ
って、その組み合わせたフィルムのシート抵抗は、透明導電性ポリマーのみを用いて透明
導電性層を形成した場合よりも、顕著に低くなる。エレクトロルミネセントデバイスの場
合について以下に説明するように、フィラー材料、例えばＴＣＣのセル中のＡＴＯを含む
ことによって、そのデバイスの全体の明るさは、フィラー材料を持たないデバイスより劇
的に向上する。
【００２９】
　フィラー１１５を用いて、導電性の代わりに又は導電性に追加して、他の機能性、例え
ば、機械的防護性（特に耐摩擦性若しくは耐引掻き性）を、耐水性、耐酸素性、耐紫外線
性又は他の環境変化耐性と共に提供してもよい。フィラー材料を用いて、反射防止特性を
与えてもよく、これらの例としては、ガラス原料、ガラス球、窒化シリコン、一酸化シリ
コン若しくは二酸化シリコン、二酸化チタン又は酸化亜鉛が挙げられる。例として、噴霧
又は化学気相成長等の単純な技術を用いて、又は水溶性ＴｉＯ２ナノ粒子、ナノロッド、
若しくはナノワイヤーをエマルションの水相に添加することによって、ＴｉＯ２の反射防
止コーティングを数百ｎｍの厚みの層に堆積してもよい。そのような反射防止コーティン
グを形成する他の一方法は、エマルションの水相に前駆体、例えば酢酸亜鉛、硝酸亜鉛、
チタンイソプロポキシドを加え、反射防止層を熱処理後に直接的に形成するようにする。
これら機能性を与えるフィラー材料は、導電性である必要はなく、また一般的に導電性で
はない。
【００３０】
　フィラー材料１１５は、半導体材料、例えば、シリコン、ゲルマニウム、無機半導体化
合物、有機半導体化合物又は量子ドットであってもよい。これらフィラー材料は、いくつ
かのデバイス、例えば太陽電池での使用を与える。
【００３１】
　フィラー材料１１５は、高誘電率材料、例えば通常の高誘電率用途で用いるものであっ
てもよい。これら材料は、印加電場／印加電流の比較的高い均一性を、そのセル及びネッ
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トワーク構造全体を通じて与える。
【００３２】
　導電性及び非導電性のフィラー材料の両方を用いて、平滑な全体の表面１１６を、配線
１１２の高さで作ることができる。例えば、導電性又は非導電性透明材料、例えば導電性
ポリマーを適用して、セル１１４を充填し且つ平滑化してもよく、そして電荷をデバイス
内に及びデバイスに／デバイスから伝導するのを促進してもよい。好ましい実施態様にお
いて、ＴＣＣ層の粗度は５μｍ以下であり、好ましくは２．５μｍ未満であり、より好ま
しくは０．５μｍ未満、そして最も好ましくは０．１５μｍ（１５０ｎｍ）未満である。
ＴＣＣ層の平滑度は、ある種のデバイス、例えば高品質ＯＬＥＤディスプレイの製造時に
重要となる場合がある。
【００３３】
　フィラー１１５は、「のり」又は感圧接着剤（ＰＳＡ）若しくは感熱接着剤であっても
よく、これらは追加の層（ポリマー、基材等）をＴＣＣ層の上部に接着又は積層するであ
ろう。これは、ＴＣＣ層を形成している元々の基材の除去をして、それによりＴＣＣ層の
平滑側を暴露する。これは、その後のデバイスの構築、又は特定の製品用途のためにより
望ましい基材への移転を促進するのに望ましい場合がある。エポキシ接着剤又はＵＶ硬化
性アクリル性接着剤が、接着性フィラー材料の例である。
【００３４】
　フィラー１１５は、「ハードコーティング」若しくは「アンチグレア（ａｎｔｉ　ｇｌ
ａｒｅ）」コーティング又はディスプレイフィルムで用いられているものと同様の他のコ
ーティングであってもよい。それは偏光子であってもよい。それは静電気防止材料又は汚
れ防止材料であってもよい。光を選択的に吸収する材料及び放射する材料又は上述の組み
合わせも、使用できる。
【００３５】
　図１の物品は独立していてもよく、又はフレキシブルな若しくは硬い基材上に形成若し
くは配置されていてもよい。その基材は、硬くても又はフレキシブルでもよく、また材料
、例えば、これらに限定されないが、ポリマー、紙、セラミック、ガラス、シリコン、酸
化物、半導体又は積層材料から構築してもよい。多くの製品用途に対して好ましい基材は
、ポリエステルフィルム、特にポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）に基づくポリエス
テルフィルムである。
【００３６】
　導電性配線１１２により形成されるパターン１１０は、一般的に焼結後にシート抵抗が
、０．００５ｏｈｍ／ｓｑ～２０ｏｈｍ／ｓｑ、好ましくは、５０ｏｈｍ／ｓｑ未満、よ
り好ましくは２０ｏｈｍ／ｓｑ未満、そして最も好ましくは１０ｏｈｍ／ｓｑ以下を有す
る。シート抵抗を、そのパターン後の電気めっきにより低下させることができる。
【００３７】
　ＴＣＣ層１０８は、電磁スペクトルの可視光、ＮＩＲ、ＩＲ及び／又はＵＶの領域で透
過性を必要とするデバイスで、特に有用である。「光透過性」という単語は、「透明」と
いう単語と相互に取替え可能に本明細書で用いられており、少なくとも３０％、好ましく
は５０％、さらに好ましくは７０％の光透過率を言う。可視光の透過性が必要な用途に関
して、透過率を、４００ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲で測定し、より特別には５５０ｎｍ
で測定することができる。
【００３８】
　以下では図２に言及する。これは、フィラー材料２１５が配線２１２の上部を越えて広
がっていることを除いて、図１に示した物品と類似した、本発明による他の一物品の簡単
化した図である。フィラー材料２１５は、配線の粗度を平滑化し、且つ上述したように接
着性材料であってよく、これは配線２１２を、デバイスの層の他の一基材に接着するであ
ろう。
【００３９】
　図１のデバイスの場合と同様に、図２に示したデバイスを、独立していてもよく又はフ
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レキシブルな基材若しくは硬い基材上に形成していても若しくは配置されていてもよい。
そのデバイスを、平坦な表面又は湾曲した表面を有して形成してもよい。その基材は、粗
い表面及び／又は平坦ではない表面を有することができる。
【００４０】
　以下では図３に言及する。これは物品、例えば図１及び図２に示したものの製造プロセ
スの簡単化した略図である。図３にみられるように、基材アセンブリ又複数の基材アセン
ブリ３０２を与える。
【００４１】
　基材アセンブリ３０２は、フレキシブルであってもよく、硬くてもよい（例えば、ガラ
ス、紙、セラミック及び布）。そのような基材としては、ポリマー、例えばポリエステル
、ポリアミド、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリオレフィン、ポリアクリレート、ポ
リメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、コポリマー、又はこれらの混合物が挙げられる。
基材３０２は、平坦な表面又は湾曲した表面を有しても良く、そしてその表面は平滑でも
粗くてもよい。
【００４２】
　ある種の特性を改良するために、その基材を前処理していてもよく且つ／又はＴＣＣ形
成のためのコーティングの前に適用した予備のコーティング層を有してもよい。例えば、
その基材は、下塗層を有してＴＣＣコーティングの接着を改良してもよい、又はその基材
は、引掻き及び損傷に対する機械的抵抗を与えるために適用したハードコート層を有して
もよい。
【００４３】
　前処理を行って、例えばその表面を洗浄してもよく、又は物理的手段若しくは化学的手
段により表面を変性してもよい。そのような手段としては、これらに限定されないが、コ
ロナ、プラズマ、ＵＶ暴露、レーザー、グロー放電、マイクロ波、火炎処理、化学的エッ
チング、機械的エッチング又は印刷が挙げられる。そのような処理を、整った基材、又は
フィルム供給者がすでに下塗、予備コーティングを配置した基材若しくは基材の表面に他
の前処理した基材に、適用することがある。
【００４４】
　前処理ステップを、次のコーティング、印刷、及び堆積ステップの直前に、オフライン
又はオンラインで行うことができる。基材のそのような物理的処理を、バッチプロセス装
置又は連続コーティング装置により、小さな実験室スケールで又は大きな産業的スケール
で、ロール－トゥ－ロール（ｒｏｌｌ－ｔｏ－ｒｏｌｌ）プロセス等で、行うことができ
る。
【００４５】
　基材アセンブリ３０２を、エマルションコーティング工程３０６に供給する。エマルシ
ョンコーティング工程３０６で、エマルション３０７を、基材アセンブリ３０２の表面３
１０に適用する。
【００４６】
　エマルション３０７は、上述のとおり、好ましくは油中水型エマルションであり、これ
には、そのエマルションの有機相中に分散した導電性ナノ粒子、及び水相にフィラー材料
、例えばＰＥＤＯＴ：ＰＳＳを有する。その粒子と形成に所望な溶媒とを混合して、その
分散を、機械的攪拌、ボールミル混合、及びホモジナイザー又は超音波混合により得るこ
とができる。
【００４７】
　そのエマルション３０７を、エマルションコーティング工程３０６で、任意の適切な技
術、例えばダイコーティング（ｄｉｅ－ｃｏａｔｉｎｇ）、バーコーティング（ｂａｒ－
ｃｏａｔｉｎｇ）、スクリーン印刷、インクジェット印刷、スピンコーティング、ディッ
プコーティング、スプレーコーティング、グラビア印刷、ロールコーティング及びブレー
ドコーティングにより適用できる。エマルション３０７を、基材アセンブリ３０２のその
表面３１０に適用して、１～２００μｍの厚みの、好ましくは５～２００μｍの厚みのウ
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ェットのエマルションを得るはずである。
【００４８】
　エマルションを表面に適用するステップが、コーティング器具による表面の直接接触な
しで実行できることは、本発明の特別の特徴である。例えば、ナイフギャップコーター、
エアナイフコーター、コンマコーター、スロットダイコ―ター又はカーテンコーターを用
いたコーティングは、そのコーティング器具による基材表面３１０に直接的な接触を必要
としない。これは、典型的には基材との直接的な接触を伴うスクリーン印刷、グラビア印
刷、及びバーコーティングとは対照的である。非接触印刷技術を使用する場合、基材３１
０上に存在する繊細な又は微妙な特徴が、比較的少ない損傷又はひずみとなる傾向がある
。
【００４９】
　エマルション３０７を表面３１０に適用した後、参照番号３１２に示すように、周囲よ
り高い温度の適用を用いて又は用いないで、その溶媒をエマルション３０７から気化する
。好ましくは、参照番号３１４に示すように、残留コーティングを、約室温から約８５０
℃の範囲内の温度で焼結して、それによりＴＣＣ層３２０をその表面３１０上に与える。
焼結は、好ましくは大気圧で行う。
【００５０】
　あるいは又はこれに加えて、参照番号３１４で示す全て又は一部の焼結プロセスは、焼
結プロセスを誘導する化学物質の存在下で行うことが出来る。適切な化学物質の例として
は、ホルムアルデヒド又は酸、例えば、蟻酸、酢酸及び塩酸が挙げられる。その化学物質
は、堆積した粒子が露出されるする蒸気又は液体の形態であってもよい。あるいは、その
ような化学物質を、堆積の前にナノ粒子を含む組成物に組み込んでも良く、又は基材上に
粒子を堆積した後で、そのナノ粒子の上に堆積しても良い。
【００５１】
　本方法は、参照番号３１６で示すように、焼結後処理ステップを有してもよい。ここで
、その電極層９２０を、さらに焼結し、アニールし、又は熱、レーザー、ＵＶ、酸若しく
は他の処理、及び／若しくは化学物質（たとえば金属塩、塩基、イオン性液体）への露出
を用いた他の後処理をしてもよい。その処理したＴＣＣ層３２０を、水又は他の化学洗浄
溶液、例えば、酸溶液、アセトン、又は他の適切な液体で洗浄しても良い。コーティング
の後処理を、バッチプロセス装置又は連続コーティング装置により、小さな実験室スケー
ルで又は大きな産業スケールで、ロール－トゥ－ロールプロセス等で、行うことがある。
【００５２】
　ＴＣＣ層３２０を、０．００５Ω／ｓｑｕａｒｅ～５ＫΩ／ｓｑｕａｒｅ、好ましくは
５０ｏｈｍ／ｓｑ未満、より好ましくは２０ｏｈｍ／ｓｑ未満、そして最も好ましくは１
０ｏｈｍ／ｓｑ以下の焼結後シート抵抗により特徴付ける。シート抵抗を、ＴＣＣ層３２
０の電気めっきのような技術を用いて、さらに低下させても良い。
【００５３】
　ＴＣＣ層３２０の形成が、約３５０℃までの温度での低温堆積及び処理手順を使用して
もよいことも、本方法の特別の特徴である。低温液相プロセスは、特にＴＣＣ層を大きな
スケールの表面上に形成している場合に比較的低いコストで実行でき、また感熱基材、例
えばある種のポリマーの基材の使用を可能にする。
【００５４】
　異なるセルサイズを得るため、且つセルサイズを調節して特定のデバイスに対する最適
化した性能を得るために、ＴＣＣ層３２０の形成を制御してもよいことも、本発明の方法
の特別の特徴である。基材上に下塗りを使用した後、ＴＣＣを形成してセルサイズを制御
することの説明を、以下の例１～５に示す。
【００５５】
　図３に示したように、単一ステッププロセスでエマルション配合物中のフィラー材料を
適用することの代替手段では、コーティングの形成後に、そのフィラー材料を、通常の方
法、例えば、溶液からの堆積、上記の任意の方法によるコーティング、及び直接印刷（例
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えば、インクジェット印刷又はロール－トゥ－ロール印刷）により適用することができる
。他の堆積及び特徴形成の方法、例えば、蒸着、リソグラフィー、光学リソグラフィー、
エッチング、可溶化、減圧昇華、減圧気化による金属堆積、スパッタリング、イオン照射
、電気めっき、無電気めっき、レーザーパターニング、レーザーアブレーション又はこれ
らの組み合わせを、適用するフィラー材料に応じて用いることができる。
【００５６】
　ＴＣＣ除去工程３２２で、ＴＣＣ層３２０を、基材アセンブリ３０２から分離して、分
離した又は自立性のＴＣＣ層３２６を形成する。ＴＣＣ層３２０の基材アセンブリ３０２
からの分離を、物理的な方法、例えば、剥離、ピーリング、ナイフ分離若しくは浮遊、又
は化学的方法、例えば、離型剤の溶解若しくは加熱により行っても良い。離型剤若しくは
離型層の存在又は接着剤の不在を用いて、電極層３２０の除去をすることもできる。
【００５７】
　本発明の方法は、参照番号３２８で示すように、変形ステップを含んでもよい。ここで
は、導電性配線のパターン内の光透過域の形状を変更するように、ＴＣＣ層３２６を引き
伸ばし又は変形させる。例えば、引き伸ばしは、パターン３４０によって示すように、パ
ターン中のセルのアスペクト比を配向及び増加することができる。
【００５８】
　パターン３２０又は３４０を有する分離したＴＣＣ層３２６を、他の一つの基材３３０
、例えば光起電デバイスとして後に使用するための半導体アセンブリに移転してもよい。
その半導体基材アセンブリ３３０は、半導体基材３３１を含み、これはＴＣＣ層３３３を
そこに形成させた図１及び図２に示す半導体基材と類似している。参照番号３１６と関連
して上述したように、追加の処理ステップを、参照番号３３６で示すように実行すること
ができる。
【００５９】
　例１～５と共に残りの記載は、エレクトロルミネセントデバイス中で透明電極として用
いる本発明の物品をさらに説明し且つ示すだろう。
【００６０】
　エレクトロルミネセントデバイスは、通常はＡＣ電圧による電源を使用して、蛍光層内
で変化する電場を与え、これが蛍光体を発光させる。蛍光体は、典型的には、固有の波長
で蛍光を発し、それにより特定の色の光を発する粉体である。蛍光体の粒子サイズを、典
型的には選択して、高効率の発光を得る（参照：ＤｕＰｏｎｔ出版　Ｌ－１２３３，０６
／００，”Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｇｕｉｄｅ　ｆｏｒ　ＤｕＰｏｎｔ　ＬｕｘＰｒｉｎ
ｔ　Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｉｎｋｓ”）。
【００６１】
　本発明の物品を、様々なエレクトロルミネセントデバイス及び、これに限定されないが
、発光ダイオード（ＯＬＥＤ及びＰｏｌｙ－ＬＥＤを含む）、電子ペーパー、外部照明及
び車内照明を含む様々な用途に用いても良い。そのようなデバイスは、フレキシブルでも
硬くても良い。
【００６２】
　エレクトロルミネセントデバイスは、多くの層を含み、例えば、そのようなデバイスは
、これらに限定されないが、次の層を含んでもよい：基材、透明導電性電極層、蛍光体層
、誘電体層（又は「絶縁」層）、及び典型的には、必ずしもそうではないが、少なくとも
部分的に不透明な対電極。あるいは、そのデバイスを、基材が対電極に隣接するように組
み立てても良い。
【００６３】
　エレクトロルミネセントデバイスの一部として適当であり、且つ光透過導電性電極とし
て本明細書に記載したタイプの透明導電性コーティングを含む構造の実施態様を、図４に
示す。図４において、ＴＣＣ層を、基材の上に配置しており、そして蛍光体層をＴＣＣ層
の上部に配置しており、続いて蛍光体層の上に誘電体層、そして対電極を誘電体層の上部
に配置している。カプセル化防護層を、対電極上に配置していても良い。ＴＣＣ層と蛍光
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体層との間の誘電体層を、そのような構造中に含んでいても良い。誘電体層の典型的な機
能としては、電場を安定させること、ショートからデバイスを防ぐこと、蛍光体層への物
質の拡散を防ぐこと、より効率的に印加電場を伝えること、及び光を反射することが挙げ
られる。
【００６４】
　エレクトロルミネセントデバイスでの使用に関して好ましいフィラー材料は、透明導電
性材料である。特に好ましいものは、透明な金属酸化物（例えば、インジウム－スズ酸化
物及びアンチモン－スズ酸化物）及び導電性ポリマー（例えば、ＰＥＤＯＴ、ＰＥＤＯＴ
／ＰＳＳ、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリアセチレン、ポリピロール並びにこれら
の混合物及びこれらの誘導体）である。これらフィラー材料を、様々な形態、例えば、限
定されないが、粒子、溶液又はゲル粒子で与えてもよい。それらを、任意の様々な公知の
方法、例えば、限定されないが、スパッタリング又は溶液からの堆積により適用してもよ
い。フィラー材料を適用する最も好ましい方法は、導電性ポリマーの場合には特に、エマ
ルションの水相中に材料を含ませて、そしてＴＣＣ層及びフィラーを、単一のステッププ
ロセスでコーティングすることである。あるいは、ポリマー前駆体、例えば、モノマー、
オリゴマー、及びポリマーブロックを、その配合中に組み込んでもよく、そしてその後の
ステップ中で、コーティングした後にその場で（ｉｎ－ｓｉｔｕ）重合させてもよい。
【００６５】
　追加の誘電体層が、透明導電性電極層と蛍光体層との間に存在してもよい。任意的に、
追加の透明導電性層が、第一の透明導電性電極層の上部に堆積又は存在してもよい。その
ような層は、その下にある層に平滑化機能を与える。機能して機械的又は環境的な防護を
与える追加の層も、そのデバイスに、特にそのデバイスの最外部層に、存在してもよい。
それは例えば、基材の反対側のデバイスの側のカプセル化材料を含む層である。
【００６６】
　エレクトロルミネセントデバイスに関して、透明導電性電極層に関するシート抵抗は、
典型的には４００ｏｈｍ／ｓｑ未満、好ましくは２５０ｏｈｍ／ｓｑ未満、より好ましく
は１００ｏｈｍ／ｓｑ未満である。この層の光透過率（「透明度」）は、典型的には７５
％超である。導電性パターン線により分離されている光透過セルを有する、ネットワーク
状のパターンを持つ透明導電性電極を用いる本明細書に記載した技術では、シート抵抗は
、典型的には５０ｏｈｍ／ｓｑ未満、好ましくは１０ｏｈｍ／ｓｑ未満、そして５ｏｈｍ
／ｓｑ未満のシート抵抗の層についての値でさえも普通に得られる。透明電極上に銀母線
を印刷する必要性が、それにより排除される場合がある。これらシート抵抗の値は、典型
的には６０ｏｈｍ／ｓｑ超であるＩＴＯのそれに匹敵するものとなることができる。
【００６７】
　好ましい実施態様において、ＴＣＣ電極のネットワーク状パターン内の光透過セルの平
均サイズは、蛍光体層中の蛍光体粒子のサイズのオーダーであり、すなわち、そのセルサ
イズは、好ましくは蛍光体粒子の平均サイズの約３倍以下であり、そしてより好ましくは
蛍光体粒子のサイズの２倍以下である。このサイズの比率は、電極間により生成する電場
によって蛍光体粒子を励起させるために有利である。そのセルサイズの効果は、ＴＣＣセ
ルを透明導電性フィラー材料で充填する場合に、不明確になると思われる。
【００６８】
　本発明に従って作るエレクトロルミネセントデバイスは、さらに誘電体層を含む。この
層は、商用のスクリーンプリントした厚膜ペースト、例えば、デュポン（Ｄｕｐｏｎｔ）
のＬｕｘｐｒｉｎｔ８１５３から形成してもよい。適切な誘電体としては、これに限定さ
れないが、チタン酸バリウム、チタン酸ジルコン酸鉛、又はニオブ酸鉛が挙げられる。
【００６９】
　ＥＬデバイスの蛍光体層は、蛍光体粒子を含み、これは高強度の交流電場を与えた場合
に蛍光性となり、そして白、青緑、黄緑、又は他の色を与える。そのような粒子は、サプ
ライヤー及び製造者、例えば、これらに限定されないが、デュポン、アチソン（Ａｃｈｅ
ｓｏｎ）、東芝、又はシルバニア（Ｓｙｌｖａｎｉａ）により提供される。それらを、多
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数の材料、例えば酸化物、硫化物、セレン化物、ハロゲン化物、若しくは亜鉛、カドミウ
ム、マンガン、アルミニウム、シリコンのケイ酸塩、若しくは様々な希土類金属若しくは
遷移金属の化合物、又はこれらの組み合わせから作る場合がある。その材料としては、こ
れらに限定されないが、金属酸化物、金属ハロゲン化物、金属カルコゲニド、又はこれら
の組み合わせ、例えば、金属オキソハライド、金属ケイ酸塩、金属ホウ酸塩、金属リン酸
塩、金属アルミン酸塩、金属硫化物が挙げられるであろう。活性剤を、同じリストから選
択してもよく、またホスト材料に添加して放射時間を延ばす場合がある。あるいは、消失
材料、例えばニッケルを用いて残光を消光することができ、また減衰時間を短縮すること
ができる。蛍光体材料の特定の例としては、これらに限定しないが、硫化亜鉛、硫化亜鉛
銀、硫化カドミウム、ユウロピウムで活性化した酸化硫化イットリウム、アルミン酸スト
ロンチウムが挙げられる。蛍光体粒子をカプセル化して、環境要因、例えば水分から防護
してもよく、又はそれらをカプセル化しなくてもよい。蛍光体粒子は、約０．０５μｍ～
約５０μｍの平均公称寸法を典型的には有し、好ましくは約１０μｍ～約４０μｍの平均
公称寸法を有する。他の発光材料、例えば発光ポリマーも、上述の蛍光体粒子タイプの代
わりに又は上述の蛍光体粒子タイプと組み合わせて用いられてもよい。米国特許第７，３
６１，４１３号で述べられているように（参照して本明細書の記載に含める）、薄膜発光
材料及び発光ポリマー等の蛍光体粒子及び発光材料を、本発明の蛍光体層中で用いてもよ
い。
【００７０】
　一般的に、電場は、印加電圧に比例し、電極分離距離に反比例する。それゆえ、明るさ
を、電圧を上げることにより又は電極間の層の合計の厚みを最小化することにより、向上
させることができる。
【００７１】
　ＥＬデバイスの第二の電極は、典型的には不透明又は部分的に不透明である。それは、
層の領域を完全に被覆していてもよく又は部分的に被覆していてもよい。第二の電極を、
任意の知られた方法、例えば、限定されないが、インクジェット印刷、スクリーン印刷、
スパッタリング又はコーティングによって、導電性インクを堆積させて形成してもよい。
そのインクは、導電性カーボン若しくは銀、又はこれらの組み合わせを含んでいてもよい
。スクリーン印刷された銀母線は、本技術分野では周知であり、典型的には第二電極のた
めにカーボンコーティングと併用する。好ましい実施態様において、導電性インクはナノ
銀粒子を含み、例えばシーマナノテク（Ｃｉｍａ　Ｎａｎｏｔｅｃｈ）製の商用に得られ
るＩＪ２４２－５４インクがある。
【００７２】
　カプセル化層をＥＬデバイス中に与えて、水分又はガスの浸入を防護してもよく、又は
安全のために若しくは絶縁目的のために、それを与えてもよい。フレキシブルデバイスの
透明側にあるカプセル化層を、材料、例えば、限定されないが、バリアフィルム又はポリ
マー材料によって与えてもよい。ガラス及び他の硬い透明なバリア材料と共に、これらの
材料を、非フレキシブルデバイスに対してバリアを与えるために用いてもよい。そのデバ
イスの不透明側に関して、その材料は、任意の適切なバリア材料になってもよい。カプセ
ル化層に、ＵＶ硬化成分、例えば、ＵＶ活性化オリゴマー、モノマー、及び光開始剤を含
ませてもよい。
【００７３】
　加えて、エレクトロルミネセントデバイスのためには、電源が必要とされる。電源は、
直流（ＤＣ）又は交流（ＡＣ）であってもよい。好ましくは、電源は、３０～２００Ｖ、
５０～１０００Ｈｚの範囲内のＡＣであり、例えば、８０～１２０Ｖ及び４００ＨｚのＡ
Ｃ電圧源、又は標準の１１０Ｖ及び６０Ｈｚの電源である。
【００７４】
　本明細書に記載した任意のデバイスに関して、その複合のデバイスは、フレキシブルな
場合又は硬い場合があり、且つ測定可能な特性、例えば、これらに限定されないが、照明
の領域（例えば、寸法、形状、被覆割合）、輝度（又は「明度」若しくは「明るさ」、典
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型的にはフィートランバートｆＬ又は単位平方メートル当たりのカンデラｃｄ／ｍ２で測
定する）、照度、時間の関数としての明るさ、電流、静電容量、消費電力、効率（例えば
、ルーメン／ワットで表現する）、層接着、消費電力、発熱、振動及び衝撃の耐性の点か
ら特徴付けてもよい。明るさの特性を、参照、例えばＩＴＯ参照と比較して典型的には測
定する。
【００７５】
　本発明の特定の特徴は、６０ｃｍ２超の面積、及びさらに１ｍ２若しくは２ｍ２超の面
積を有する、比較的大きなＥＬデバイスを作ってもよいことであり、これは特に上記の電
極材料の低いシート抵抗に起因している。さらに、本発明の透明導電性電極では、このサ
イズのデバイスの幅及び長さにわたっておおよそ同じ明るさを、明確な母線のない状態で
得ることがある。
【００７６】
　エレクトロルミネセントデバイスの電極を提供する目的のための透明導電性コーティン
グの堆積は、その配合の成分を選択するステップ、選択した分散成分を混合するステップ
、分散体からエマルションを作るステップ、生成する配合物を、選択した基材上で選択し
たウェットの厚さにコーティングするステップ、そしてコーティングを乾燥して溶媒を除
去するステップを含む。
【００７７】
　成分の混合を、任意の周知の方法、例えば、限定されないが、機械的攪拌、ボールミル
混合、ホモジナイザー、又は超音波混合装置により行ってもよい。混合する順番、時間、
及び温度を、各配合に対して最適化することができる。
【００７８】
　ＴＣＣの配合物を、様々な特性に関して、形成中及び形成後、保存中、コーティング前
及びコーティング中に試験し、そして特徴付けてもよい。そのような試験としては、これ
らに限定されないが、粒子サイズ分布、粘度、金属負荷、表面張力、安定性及び沈降が挙
げられる。その方法は、コーティング媒介体又は最終の配合物を使用するまで保存するプ
ロセス、並びに、堆積前に加熱する且つ／又は混合するプロセスをさらに含んでもよい。
分散体及びエマルションの平均粒子サイズは、好ましくは使用前の保存期間の間、安定で
ある。
【００７９】
　エマルションを、選択した基材に、バッチコーティング装置及びプロセス又は連続コー
ティング装置及びプロセスの手段により、直接的にコーティングしてもよい。上述のよう
に、そのコーティングする基材を、前処理してもよい。
【００８０】
　本発明のコーティング及びデバイス組立ての段階を、バッチプロセス装置又は連続コー
ティング装置により、小さな実験室スケールで又は大きな産業的スケールで、ロール－ト
ゥ－ロールプロセス等で、実行してもよい。コーティングの堆積を、本分野に周知の、任
意の様々な印刷技術又はコーティング技術、例えば、限定されないが、インクジェット印
刷、スクリーン印刷、及びバー塗布（ｂａｒ　ｓｐｒｅａｄｉｎｇ）により実行してもよ
い。コーティングによる堆積を、接触又は非接触のコーティング、例えばハンドコーター
、ディップコーター、スピンコーター、スプレーコーター、バーコーター、コンマコータ
ー、ダイコーター、スロットダイコーター、グラビアコーター、ロールコーター、リバー
スロールコーター、ナイフコーター、ブレードコーター、ロッドコーター、押出コーター
、カーテンコーター又は任意の他の周知のコーティング機器若しくは計測機器によるコー
ティングで行うことができる。コーティングは、シングルパスプロセス又はマルチパスプ
ロセスを伴う場合がある。ウェットコーティングの厚みは、好ましくは１００μｍ未満、
より好ましくは６０μｍ未満である。
【００８１】
　本発明の一実施態様において、本発明のコーティング方法は、単一層の電極の堆積を伴
う。ここで、その電極は、透明導電性材料、例えば導電性ポリマー又は金属酸化物を、光
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ンステップワンポットプロセス中（ｏｎｅ－ｓｔｅｐ　ｏｎｅ－ｐｏｔ　ｐｒｏｃｅｓｓ
）で全て堆積して透明導電性層を与える。この層は、透明導電性材料を光透過セル領域中
に有する。
【００８２】
　ＴＣＣコーティング配合物での基材又は下層のコーティング後、その溶媒を、気化によ
り、例えば室内条件での乾燥又は熱処理により、除去する。ＵＶ硬化成分を、その配合物
中で活用するならば、コーティングした配合物を、その後、重合、硬化、及び／又は固化
のためにＵＶ光源に暴露する。
【００８３】
　硬化、焼結、パターニング、接着又は他の特性の改善のためのコーティング後の処理ス
テップを、その後、例えば熱、レーザー、マイクロ波、紫外線若しくは化学暴露ステップ
又はこれらの組み合わせにより、さらに適用することがある。コーティング後の洗浄ステ
ップを、例えば水及び／又は他の化学洗浄溶液で洗浄することにより、適用してもよく、
例えば、限定されないが、酸溶液、アセトン、又は他の有機溶媒の洗浄ステップがある。
シート抵抗を、技術、例えばＴＣＣ層の電気めっきを用いて、低下させる場合もある。
【００８４】
　コーティングの後処理を、バッチプロセス装置又は連続コーティング装置により、小さ
なラボスケール又は大きな産業スケールで、ロール－トゥ－ロールプロセス等で、実行す
ることができる。
【００８５】
　所望のＥＬデバイスの基材又は他の一つの適した層上へのＴＣＣ配合物の堆積後、その
生成する透明電極層を、様々な測定可能な特性、例えば、限定されないが、ドライフィル
ムの厚み、表面の均質性、電気的シート抵抗、体積抵抗、表面エネルギー、接着性、平均
セルサイズ、セルサイズ分布、線高さ、線厚み、光透過率、ヘイズ、耐候性、伸張性、フ
レキシビリティ、ねじれ耐性、曲げ耐性、疲労耐性、及び引掻き耐性、摩擦耐性、圧延耐
性、加圧耐性、又は他の機械的操作の耐性の点から特徴付けてもよい。
【００８６】
　デバイスの追加の層又は特徴、例えば蛍光体層、誘電体層、又は対電極の層等を、様々
な技術により堆積してもよい。これらの技術としては、限定されないが、上述の任意の方
法による印刷若しくはコーティング、又はスパッタリング、溶液からの堆積、蒸着、リソ
グラフィー、エッチング、可溶化、減圧昇華、減圧気化による堆積、イオン照射、電気め
っき、無電気めっき、レーザーパターニング、レーザーアブレーション、又はこれらの組
み合わせが挙げられる。これらの方法は、与えた材料の単一又は複数のパスを伴ってもよ
い。その追加の層又は特徴を、バッチプロセス装置又は連続コーティング装置により、小
さな実験室スケール又は大きな産業スケールで、ロール－トゥ－ロールプロセス等で、適
用してもよい。一般的に、欠陥、例えばピンホールは、層を堆積する場合に、避けるべき
である。
【実施例】
【００８７】
　本発明を、以下の限定しない実施例によりさらに説明する。実施例１～５のエレクトロ
ルミネセントデバイスに関して報告されている明るさの値を、８０ｏｈｍ／ｓｑのＩＴＯ
標準対照サンプル（ＰＥＴ上のＩＴＯ、Ｃａｔ．＃ＴＭＯｘ－８０－ＳＴ５０４－７、Ｓ
ＫＣ、韓国）との相対的なパーセントで与える。
【００８８】
比較例１：フィラー材料のないＥＬデバイス（４１μｍのセルサイズ）
【００８９】
　以下の配合を有する透明導電性コーティング層を、米国特許出願２００５／０２１５６
８９に記載された方法に従って用意した：
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【表１】

　その基材は、光学グレードのＰＥＴ基材（Ｓｋｙｒｏｌ　ＳＨ３４、ＳＫＣ、韓国）で
あった。フィルムのＴＣＣコーティング側の上部に、蛍光体層（Ｅ８０－０１ＥＬペース
ト、Ｍｏｂｉｃｈｅｍ、イスラエル）を配置し、続いて誘電体層（Ｄ８０－０１誘電体ペ
ースト、Ｍｏｂｉｃｈｅｍ、イスラエル）及び対電極（ＥＬ１６、Ａｃｈｅｓｏｎ）を配
置するようにして、フレキシブルＥＬデバイスを組み立てた。結果として得られるＥＬデ
バイスを、図４に概略的に示しているが、但しＴＣＣ層はフィラー材料を含まなかった。
【００９０】
　ＡＣ１００Ｖ及び４００Ｈｚの電源に接続したとき、そのデバイスは、図５に示したよ
うに点灯した。ＴＣＣコーティングしたフィルムの特性、及び結果として得られるＥＬデ
バイスの選択した特性を、下に表１に与える。ＴＣＣ電極層の平均セルサイズは、４１μ
ｍであり、且つＩＴＯ標準対照に対するそのデバイスの明るさは、４１.３％だった。
【００９１】
比較例２：フィラー材料のないＥＬデバイス（２０２μｍのセルサイズ）
【００９２】
　下記の配合を有する透明導電性コーティング層を、米国特許出願２００５／０２１５６
８９に記載された方法に従って用意した：
【表２】
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　その基材は、東レから入手した光学グレードのＰＥＴ基材（Ｔｏｒａｙ　Ｌｕｍｉｒｒ
ｏｒ　Ｕ４６）であり、これは、アセトン溶液中の０．２８ｗｔ％のポリ［ジメチルシロ
キサン－ｃｏ－［３－(２－(２－ヒドロキシエトキシ)エトキシ)プロピル］メチルシロキ
サン］（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃａｔ．Ｎｏ．４８０３２０）及び０．６０ｗｔ％のＳｙｎｐ
ｅｒｓｏｎｉｃ　ＮＰ３０（Ｆｌｕｋａ　Ｃａｔ．Ｎｏ．８６２０９）からなる下塗液で
コーティングされていた。材料を手で振って混合した。約３ｍｌの材料を、基材材料の８
．５インチ×１１インチのサンプルの一端にわたって堆積し、そしてワイヤーをまきつけ
た棒を用いてフィルムにわたって引きおろして、名目上１２μｍの厚みの（ウェット）コ
ーティングを生成した。そのサンプルを、室温及び部屋の湿度条件で約１分間、乾燥させ
た。ＴＣＣ層は、２０２μｍの平均セルサイズを有していた。それを用いて、比較例１と
同じ一般構造を有するＥＬデバイスを作った。その明るさは、ＩＴＯ標準対照と比較して
２０．３％であった。これは、比較例１のデバイスの明るさよりも顕著に低い。比較例１
の比較的小さな平均セルサイズは、蛍光体とおおよそ同じサイズであるが、この例の比較
的大きなセルサイズは、平均蛍光体サイズの４倍以上である。
【００９３】
実施例３：ＡＴＯフィラー材料を有するＥＬデバイス
【００９４】
　比較例２で用いられたＴＣＣコーティング及び基材を用いて、他の一つのフレキシブル
ＥＬデバイスを組み立てた。ここで、ＡＴＯペースト（ＡＴ８０－０１クリアな導電ペー
スト、Ｍｏｂｉｃｈｅｍ、イスラエル）を、２５～３０μｍのウェット厚みで、ＴＣＣコ
ーティング上にコーティングした。それにより、その光透過セルをＡＴＯで充填する。乾
燥後、蛍光体層を配置し、続いて誘電体層と対電極を配置する。結果として得られるＥＬ
デバイスを、図４に概略的に示す。
【００９５】
　ＡＣ１００Ｖ及び４００Ｈｚの電源に接続したとき、そのデバイスは、図６に示したよ
うに点灯した。ＴＣＣコーティングしたフィルムの特性、及び結果として得られるＥＬデ
バイスの選択した特性を、表１の実施例３で与える。ＴＣＣ電極層の平均セルサイズは、
２０２μｍであり、且つＩＴＯ標準対照に対するそのデバイスの明るさは、７１.７％だ
った。この明るさの値は、比較例１及び比較例２の両方のサンプルと比較して改善してい
る。
【００９６】
実施例４：ＡＴＯフィラー材料を有するＥＬデバイス（２０４μｍのセルサイズ）
【００９７】
　比較例２と同じ配合の透明導電性コーティング材料を、比較例２に記載されているよう
に、下塗剤で最初に処理した光学グレードのＰＥＴ基材上に用意した。フレキシブルＥＬ
デバイスを、このコーティングしたフィルムを用いて組み立てた。ここでは、フィルムの
ＴＣＣコーティング側上にＡＴＯ溶液を１５～１７μｍのウェットの厚みでコーティング
した。そのＡＴＯ材料は、少なくとも部分的に、ＴＣＣパターンの光透過セル領域を充填
した。乾燥後、蛍光体層を配置し、続いて誘電体層及び対電極を配置した。生成するＥＬ
デバイスも、図４に概略的に示している。
【００９８】
　ＡＣ１００Ｖ、４００Ｈｚの電源に接続したとき、そのデバイスは図７に示したように
点灯した。ＴＣＣコーティングしたフィルムの特性、及び生成するＥＬデバイスの選択し
た特性を、表１の実施例４で与える。ＴＣＣ電極層の平均セルサイズは、２０４μｍであ
り且つＩＴＯ標準対照に対するそのデバイスの明るさは、８７．７％だった。この明るさ
の値は、比較例１及び比較例２及び実施例３のサンプルと比較して改善している。
【００９９】
実施例５：ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳフィラー材料を有するＥＬデバイス（５６μｍのセルサイ
ズ）
【０１００】
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　以下のエマルション配合物を用意した：
【表３】

　水、ドデシル硫酸ナトリウム及び水相中のＢａｙｔｒｏｎ成分を用意し、そしてＰＥＴ
基材（Ｓｋｙｒｏｌ　ＳＨ３４、ＳＫＣ，韓国）上にコーティングして、単一のステップ
で、ＴＣＣ電極層を形成した。ここで、その光透過セル領域は、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ導電
性ポリマーを含む。その後、ＴＣＣコーティング上に、蛍光層を配置し、続いて誘電体層
及び対電極を配置するようにして、フレキシブルＥＬデバイスを作った。結果として得ら
れるエレクトロルミネセントデバイスを、図４に概略的に示している。
【０１０１】
　ＡＣ１００Ｖ及び４００Ｈｚの電源に繋げたとき、そのデバイスは、図９に示したよう
に点灯した。ＴＣＣコーティングしたフィルムの特性、及び生成するＥＬデバイスの選択
した特性を、表１の実施例５で与える。本実施例のＴＣＣ電極層の平均セルサイズは、５
６μｍであり、且つそのデバイスの明るさは、６２．６％であり、比較例１及び比較例２
より改善していた。
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【表４】

【０１０２】
実施例６（ＴＣＣコーティングの移転）
【０１０３】
　透明導電性コーティングを一つの基材上に形成し、絶縁性／接着性材料で充填し、そし
て他の一つの基材に移転し、次の方法に従って実質的に平坦な露出した表面を得た。
【０１０４】
　４ｍｉｌの厚みのポリエチレンテレフタレート（Ｔｏｒａｙ　Ｌｕｍｉｒｒｏｒ　Ｕ４
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６）の基材を用いた。その基材上で下塗層を堆積した。その下塗剤は、０．２８ｗｔ％の
ポリ［ジメチルシロキサン－ｃｏ－［３－(２－(２－ヒドロキシエトキシ)エトキシ)プロ
ピル］メチルシロキサン］（Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃａｔ．Ｎｏ．４８０３２０）及び０．６
０ｗｔ％のＳｙｎｐｅｒｓｏｎｉｃ　ＮＰ３０（Ｆｌｕｋａ　Ｃａｔ．Ｎｏ．８６２０９
）のアセトン溶液からなる。約３ｍｌの材料を、基材材料のサンプルの８．５インチ×１
１インチの試料の一端にわたって堆積し、そしてワイヤーを巻き付けた棒を用いて、フィ
ルムにわたって引きおろして、名目上１２μｍの厚みの（ウェットの）コーティングを生
成した。そのサンプルを室温及び部屋の湿度条件で約１分間乾燥させた。
【０１０５】
　エマルションを、超音波分散システムを用いて、以下の材料を完全に混合することによ
り作った。
【表５】

　上の表のその水相系はそれ自身、ＢＹＫ３４８の０．０２ｗｔ％溶液を水中に含む。
【０１０６】
　約３ｍｌの材料を、下塗剤でコーティングしていた基材材料のサンプルの８．５インチ
×１１インチの一端にわたって堆積し、そしてワイヤーを巻き付けた棒を用いて、フィル
ムにわたって引きおろして、名目上３０μｍの厚みの（ウェットの）コーティングを生成
した。そのサンプルを室温で及び部屋の湿度条件で約９０秒間乾燥させた。次に、オーブ
ンに１５０℃で２分間置いた。
【０１０７】
　この段階で、ＰＥＴ基材上の透明導電性フィルムを生成した。一連のステップは、充填
及びフィルムの移転を可能にする。
【０１０８】
　ＬＵＶ０４の溶液（Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｓｕｎｔｅｃｈ、台湾）（酢酸エチル中にアクリ
ル性モノマー及び光開始剤からなる３２．１７％固形分－ＰＥＴ上にハードコートを作る
ための溶液）を、Ｍａｙｅｒ　ｒｏｄ＃１０を用いたＵ４６の第二基材上に適用した。こ
のコーティングから溶液を実験室のフード中で乾燥したあと、このコーティングした基材
を１５０℃で３０秒間過熱した。
【０１０９】
　ＬＵＶ０４をコーティングした基材及び透明導電性メッシュ基材を、Ｐｒｏｌａｍ　Ｐ
ｈｏｔｏ　６　Ｒｏｌｌｅｒ　Ｌａｍｉｎａｔｏｒを用いて、共に積層した。積層条件は
、１３０℃及び積層装置スピード６であった。積層したサンプルを、次に２５４ｎｍの波
長のＵＶ光源下で５分間硬化した。ＵＶ硬化後、フィルムを手動で引き剥がした。その透
明導電性コーティングを、ＬＵＶ０４コーティング基材上に移転したが、そのパターンの
セルは、接着性材料で充填された状態であった。この移転したフィルムを、ＵＶ光源下に
再度追加の５分間置いて、ＬＵＶ０４成分の重合を完了した。そのサンプルを、その後１



(20) JP 5937300 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

ＭのＨＣｌ溶液中に１～２分間浸し、脱イオン水で洗浄し、そして１５０℃で２分間乾燥
した。移転したサンプルのシート抵抗は、４～１０Ω／□であった。全てのサンプルが、
テープテスト後及びペンによる引掻き後も、その抵抗に変化を示さなかった。
【０１１０】
　異なる基材に移転した、接着剤からなるフィラーを有する、透明導電性材料の走査電子
顕微鏡写真が、図９にある。
　本発明の実施態様としては、以下が挙げられる：
〈１〉
　少なくとも部分的に結合したナノ粒子で形成されている導電性配線のネットワーク状パ
ターンを含み、且つ前記導電性配線が光に略透明な不規則形状のセルを画定している物品
であって、少なくとも前記セルの一部が少なくとも部分的に透明なフィラー材料で充填さ
れている物品。
〈２〉
　前記フィラー材料が、導電性である、〈１〉の物品。
〈３〉
　前記フィラー材料の抵抗が、１０２～１０８ｏｈｍ／ｓｑの範囲内である、〈２〉の物
品。
〈４〉
　前記フィラー材料が、金属酸化物を含む、〈２〉の物品。
〈５〉
　前記金属酸化物が、インジウム－スズ酸化物又はアンチモン－スズ酸化物である、〈４
〉の物品。
〈６〉
　前記フィラー材料が導電性ポリマーを含む、〈２〉の物品。
〈７〉
　前記導電性ポリマーが、ＰＥＤＯＴ、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ、ポリアニリン、ポリチオフ
ェン、ポリアセチレン、ポリピロール、又はこれらの誘導体若しくは混合物である、〈６
〉の物品。
〈８〉
　前記フィラー材料が、カーボンナノチューブ、又は金属ナノ粒子若しくはナノワイヤー
の低密度マトリクス若しくは配列を含む、〈２〉の物品。
〈９〉
　前記フィラー材料が、非導電性又は半導体性である、〈１〉の物品。
〈１０〉
　前記フィラー材料が、高誘電率材料である、〈１〉の物品。
〈１１〉
　前記フィラー材料が、反射防止材料を含む、〈９〉の物品。
〈１２〉
　前記反射防止材料が、ガラスフリット、ガラス球、窒化シリコン、一酸化シリコン、二
酸化チタン、又は酸化亜鉛を含む、〈１１〉の物品。
〈１３〉
　前記フィラー材料が接着剤である、〈１〉の物品。
〈１４〉
　前記接着剤が、エポキシ又はＵＶ硬化アクリレートを含む、〈１２〉の物品。
〈１５〉
　前記フィラー材料が、摩擦耐性、引掻き耐性、耐水性又はこれらの任意の組み合わせで
ある、〈１〉の物品。
〈１６〉
　前記物品の一つの表面を被覆する少なくとも一つの基材層をさらに有する、〈１〉の物
品。
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〈１７〉
　前記物品が、フレキシブルである、〈１６〉の物品。
〈１８〉
　前記フィラー材料が、完全に前記セルを充填し、そして前記セルの上方に広がっている
、〈１〉の物品。
〈１９〉
　前記フィラー材料が、前記セルの上部以下の水準まで充填している、〈１〉の物品。
〈２０〉
　〈１〉の物品、蛍光体層、誘電体層、及び対電極を含む、エレクトロルミネセントデバ
イス。
〈２１〉
　導電性ナノ粒子を含有する連続体相及びフィラー材料を含有する不連続体相を有するエ
マルションを含む液体コーティング組成物であって、前記エマルションは、基材上にコー
ティングしたときに、透明導電性コーティングを形成し、前記透明導電性コーティングが
、少なくとも部分的に結合したナノ粒子で形成されている配線のネットワーク状パターン
を含み、且つ前記配線が、光に略透明な不規則形状のセルを画定しており、且つ前記セル
の少なくとも一部が、前記フィラー材料により充填されている、液体コーティング組成物
。
〈２２〉
　前記連続相が、水に非混和性の溶媒を含み、且つ前記不連続相が、水又は水に混和性の
溶媒を含む、〈２１〉の組成物。
〈２３〉
　前記ナノ粒子が、銀、銅、カーボン、グラファイト、又はこれらの混合物若しくはアロ
イを含む、〈２２〉の組成物。
〈２４〉
　前記フィラー材料が、導電性である、〈２２〉の組成物。
〈２５〉
　前記フィラー材料が、導電性ポリマーを含む、〈２４〉の組成物。
〈２６〉
　前記導電性ポリマーが、ＰＥＤＯＴ、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ、ポリアニリン、ポリチオフ
ェン、ポリアセチレン、ポリピロール、又はこれらの誘導体若しくは混合物である、〈２
５〉の組成物。
〈２７〉
　〈２０〉の液体コーティング組成物を、基材の表面に適用するステップ、及び前記コー
ティング組成物を乾燥するステップを含む、〈１〉の物品の製造方法。
〈２８〉
　さらに焼結ステップを含む、〈２７〉の方法。
〈２９〉
　前記基材から前記物品を除去するステップをさらに含む、〈２８〉の方法。
〈３０〉
　第二の基材に前記物品を適用するステップをさらに含む、〈２９〉の方法。
〈３１〉
　次のステップを含む、〈１〉の物品の製造方法：
ａ．導電性ナノ粒子を含有する連続相を含む液体エマルションを、基材の表面に適用する
ステップ；
ｂ．前記エマルションを乾燥し、そして透明導電性コーティングを形成するステップであ
って、前記透明導電性コーティングが少なくとも部分的に結合したナノ粒子で形成されて
いる配線のネットワーク状パターンを含み、前記配線が光に略透明な不規則形状のセルを
画定しており、且つ少なくとも一部の前記セルが前記フィラー材料で充填されている、ス
テップ；及び
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ｃ．透明フィラー材料を適用して、前記コーティングの少なくともいくつかを少なくとも
部分的に充填するステップ。
〈３２〉
　前記フィラー材料が、接着剤である、〈３１〉の方法。
〈３３〉
　第二の基材を、前記第一の基材の反対側で、接着剤と接触させて、前記物品に接着させ
るステップをさらに含む、〈３２〉の方法。
〈３４〉
　前記物品から前記第一の基材を除去するステップをさらに含む、〈３３〉の方法。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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