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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の層上に、閉じ込められた第２の層を形成する方法であって：
第１の表面エネルギーを有する前記第１の層を形成するステップと；
前記第１の層を、α，β−不飽和ポリ酸のフッ素化エステル、α，β−不飽和ポリ酸の
フッ素化イミド、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される材料を含む光硬化
性界面活性組成物で処理するステップと；
前記光硬化性界面活性組成物を放射線にパターン状に露光して、露光領域および未露光
領域を得るステップと；
前記光硬化性界面活性組成物を現像することで、前記未露光領域の前記光硬化性界面活

10

性組成物を除去して、前記未露光領域中の未処理部分および前記露光領域中の処理部分を
有する第１の層を得るステップであって、前記処理部分が、前記第１の表面エネルギーよ
りも低い第２の表面エネルギーを有するステップと；
前記第１の層の前記未処理部分上に前記第２の層を形成するステップと
を含む、方法。
【請求項２】
前記ポリ酸が、フマル酸、マレイン酸、イタコン酸、２，２−ジメチル−４−メチレン
ペンタン二酸、ムコン酸、２−メチレングルタル酸、アコチン酸、アセチレンジカルボン
酸、ヘキサ−ｅ−エン−４−イン二酸、メタクリル酸のオリゴマー、およびそれらの組み
合わせからなる群から選択される、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
前記エステルが、式ＲfＯＨ（式中、前記Ｒf基の炭素原子鎖が、４〜１５個の炭素原子
と、前記炭素原子鎖中に含まれる０〜５個のオキソ酸素原子と、炭素原子鎖の前記炭素原
子に結合した少なくとも４個のフッ素原子とを有し、但し、ＯＨを有する炭素原子上には
フッ素原子は存在しない）を有するアルコールを使用して形成される、請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
前記イミドが、式ＲfＮＨ2（式中、前記Ｒf基の炭素原子鎖が、４〜１５個の炭素原子
と、前記炭素原子鎖中に含まれる０〜５個のオキソ酸素原子と、前記炭素原子鎖の炭素原
子に結合した少なくとも４個のフッ素原子とを有し、但し、ＮＨ2を有する炭素原子上に
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はフッ素原子は存在しない）を有するアミンを使用して形成される、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
前記第１の層が正孔輸送層である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記光硬化した界面活性組成物が、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，
８，８，８−トリデカフルオロオクチル）フマレート；ビス（３，３，４，４，５，５，
６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）マレエート；ビス（３，３，
４，４，６，６，７，７，８，８，８−ウンデカフルオロ−５−オキサ−オクチル）マレ
エート；ビス（３，３，５，５，６，６，７，７，８，８，８−ウンデカフルオロオクチ
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ル）マレエート；Ｎ−４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，９，９，１０，１０，
１１，１１，１１−ヘプタデカフルオロウンデシルマレイミド；ビス（３，３，４，４，
５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）イタコネート；ビス
（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル＿
ｃｉｓ，ｃｉｓ−ムコネート；
【化１】
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；ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオク
チル）−ヘキサ−ｔ−（Ｅ）−エン−４−イン−１，６−ジオエート；ビス（３，３，４
，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）アセチレンジ
カルボキシレート；ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリ
デカフルオロオクチル）−２−フェニルマレエート；ビス（３，３，４，４，５，５，６
，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）−２−ベンジリデンマロネート
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；ビス（ＣＨ2ＣＨ2ＯＣＨ2ＣＨ2ＯＣＦ2Ｃ（Ｈ）ＦＯＣ3Ｆ7）マレエート；ビス（ＣＨ2
ＣＨ2ＯＣＦ2Ｃ（Ｈ）ＦＯＣ3Ｆ7）マレエート；ビス（ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2ＯＣＦ2Ｃ（Ｈ）
ＦＯＣ3Ｆ7）マレエート；ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８
−トリデカフルオロオクチル）１−トシルオキシエチレン−１，２−ジカルボキシレート
；テトラ（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオ
クチル）エチレンテトラカルボキシレート；およびそれらの組み合わせからなる群から選
択される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
前記第１の層が光開始剤を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
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前記光硬化性界面活性組成物が光開始剤をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
電極上に配置された第１の有機層および第２の有機層を含む有機電子デバイスの製造方
法であって、
第１の表面エネルギーを有する前記第１の有機層を前記電極上に形成するステップと、
前記第１の有機層を、α，β−不飽和ポリ酸のフッ素化エステル、α，β−不飽和ポリ
酸のフッ素化イミド、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される材料を含む光
硬化性界面活性組成物で処理するステップと；
前記光硬化性界面活性組成物を放射線にパターン状に露光して、露光領域および未露光
領域を得るステップと；
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前記光硬化性界面活性組成物を現像することで、前記未露光領域の前記光硬化性界面活
性組成物を除去して、前記未露光領域中の未処理部分および前記露光領域中の処理部分を
有する前記第１の有機活性層を得るステップであって、前記処理部分が、前記第１の表面
エネルギーよりも低い第２の表面エネルギーを有するステップと；
前記第１の有機活性層の前記未処理部分上に前記第２の有機層を形成するステップと
を含む、方法。
【請求項１０】
前記第１の有機層が正孔輸送層であり、前記第２の有機層が光活性層である、請求項９
に記載の方法。
【請求項１１】
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前記第１の有機層が光開始剤を含み、前記第２の有機層が光活性層である、請求項９に
記載の方法。
【請求項１２】
前記放射線が、可視光線、紫外線、および赤外線、ならびに同時処理および連続処理を
含めたそれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項１〜１１のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１３】
処理が、溶液コーティングまたは気相コーティングのいずれかを含む、請求項１〜１２
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
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前記未露光領域が、液体による処理によって、または蒸発によって除去される、請求項
１〜１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
電極上に配置された第１の有機活性層および第２の有機活性層を含み、パターン化され
た光硬化した界面活性組成物をさらに含む有機電子デバイスであって、前記第２の有機活
性層が、前記光硬化した界面活性組成物が存在しない領域にのみ存在し、前記光硬化した
界面活性組成物が、α，β−不飽和ポリ酸のフッ素化エステル、α，β−不飽和ポリ酸の
フッ素化イミド、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される材料からできてい
る、有機電子デバイス。
【発明の詳細な説明】

40

【技術分野】
【０００１】
関連出願データ
本出願は、どちらも本明細書にその記載内容全体が参照として援用される２００７年１
０月２６日に出願された米国仮特許出願第６０／９８２，９２７号明細書、および２００
８年５月１６日に出願された米国仮特許出願第６１／０５３，６８７号明細書の優先権を
米国特許法第１１９（ｅ）条に基づき主張する。
【背景技術】
【０００２】
本開示は、一般に電子デバイスの製造方法に関する。特に、本開示は、さらに、本開示
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の方法によって製造されたデバイスに関する。
【０００３】
多くの種類の電子装置中には、有機活性材料を利用する電子デバイスが存在する。この
ようなデバイスにおいては、２つの電極の間に有機活性層が挟まれている。
【０００４】
電子デバイスの種類の１つに有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）がある。ＯＬＥＤは高電
力変換効率および低加工費であるためにディスプレイ用途として有望である。このような
ディスプレイは、携帯電話、携帯情報端末、携帯型パーソナルコンピュータ、およびＤＶ
Ｄプレイヤなどの電池式携帯型電子デバイス用に特に有望である。これらの用途では、低
電力消費以外に高情報量、フルカラー、および速いビデオ速度応答時間がディスプレイに
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要求される。
【０００５】
フルカラーＯＬＥＤの製造における現在の研究は、費用対効果が大きく高生産性である
カラーピクセル製造方法の開発に向けられている。液処理によるモノクロディスプレイの
製造の場合、スピンコーティング法が広く採用されている（たとえば、Ｄａｖｉｄ
ａｕｎ

ａｎｄ

Ａｌａｎ

Ｂｒ

Ｊ．Ｈｅｅｇｅｒ，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔｅｒｓ

５８，１９８２（１９９１）を参照されたい）。しかし、フルカラーディスプレイの製造
では、モノクロディスプレイの製造に使用される方法に対してある変更を行う必要がある
。たとえば、フルカラー画像を表示するために、各表示ピクセルを３つのサブピクセルに
分解され、そのそれぞれがディスプレイの三原色の赤、緑、および青の１つを発する。こ
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のようなフルカラーピクセルの３つのサブピクセルへの分割の結果、液体着色材料（すな
わちインク）の拡散および色の混合を防止するために現行方法を修正する必要が生じた。
【０００６】
インクを閉じ込めるためのいくつかの方法が文献に記載されている。これらは閉じ込め
構造、表面張力の不連続性、およびこれら両方の組み合わせに基づいている。閉じ込め構
造は、ピクセルのウェル、バンクなどの拡散の幾何学的な障害物である。効果的にするた
めには、これらの構造が、堆積される材料の湿潤厚さと同等の大きさとなる必要がある。
これらの構造内に発光インクが印刷される場合、そのインクが構造表面をぬらし、そのた
めその構造付近で厚さの均一性が低下する。したがって、発光「ピクセル」領域の外側に
移動させる必要があり、それによって動作中に不均一性が見えなくなる。ディスプレイ（
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特に高解像度ディスプレイ）上の空間は限られているため、これによってピクセルの利用
可能な発光領域が減少する。実際の閉じ込め構造は、一般に、電荷注入層および電荷輸送
層の連続層を堆積する場合の品質に悪影響を与える。この結果、すべての層を印刷する必
要がある。
【０００７】
さらに、低表面張力材料の印刷または気相堆積のいずれかが行われた領域が存在する場
合には、表面張力の不連続性が生じる。これらの低表面張力材料は、一般に、ピクセル領
域内に第１の有機活性層を印刷またはコーティングする前に塗布する必要がある。一般に
、これらの処理を使用すると、連続的な非発光層をコーティングする場合に品質に影響が
生じるので、すべての層を印刷する必要がある。
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【０００８】
２つのインク閉じ込め技術の併用の一例が、フォトレジストのバンク構造（ピクセルの
ウェル、チャネル）のＣＦ4−プラズマ処理である。一般に、ピクセル領域内のすべての
活性層を印刷する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
これらすべての閉じ込め方法は、連続コーティングの妨害となる欠点を有する。より多
い生産量およびより低い設備費用を得ることができるので、１つまたは複数の層の連続コ
ーティングが望まれる。したがって、電子デバイスの改善された形成方法が必要とされて
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いる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
第１の層上に、閉じ込められた第２の層を形成する方法であって：
第１の表面エネルギーを有する第１の層を形成するステップと；
第１の層を、α，β−不飽和ポリ酸のフッ素化エステル、α，β−不飽和ポリ酸のフッ
素化イミド、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される材料を含む光硬化性界
面活性組成物で処理するステップと；
光硬化性界面活性組成物を放射線にパターン状に露光して、露光領域および未露光領域
を得るステップと；
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光硬化性界面活性組成物を現像することで、未露光領域の光硬化性界面活性組成物を除
去して、未露光領域中の未処理部分および露光領域中の処理部分を有する第１の層を得る
ステップであって、処理部分が、第１の表面エネルギーよりも低い第２の表面エネルギー
を有するステップと；
第１の層の未処理部分上に第２の層を形成するステップと
を含む方法を提供する。
【００１１】
電極上に配置された第１の有機活性層および第２の有機活性層を含む有機電子デバイス
の製造方法であって：
第１の表面エネルギーを有する第１の有機層を電極上に形成するステップと、
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第１の有機層を、α，β−不飽和ポリ酸のフッ素化エステル、α，β−不飽和ポリ酸の
フッ素化イミド、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される材料を含む光硬化
性界面活性組成物で処理するステップと；
光硬化性界面活性組成物を放射線にパターン状に露光して、露光領域および未露光領域
を得るステップと；
光硬化性界面活性組成物を現像することで、未露光領域の光硬化性界面活性組成物を除
去して、未露光領域中の未処理部分および露光領域中の処理部分を有する第１の有機活性
層を得るステップであって、処理部分が、第１の表面エネルギーよりも低い第２の表面エ
ネルギーを有するステップと；
第１の有機活性層の未処理部分上に第２の有機層を形成するステップと
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を含む方法を提供する。
【００１２】
電極上に配置された第１の有機活性層および第２の有機活性層を含み、パターン化され
た光硬化した界面活性組成物をさらに含む有機電子デバイスであって、前記第２の有機活
性層が、光硬化した界面活性組成物が存在しない領域中にのみ存在し、前記光硬化した界
面活性組成物が、α，β−不飽和ポリ酸のフッ素化エステル、α，β−不飽和ポリ酸のフ
ッ素化イミド、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される材料から製造される
有機電子デバイスもまた提供する。
【００１３】
以上の概要および以下の詳細な説明は、単に例示的および説明的なものであり、添付の
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特許請求の範囲によって規定される本発明を限定するものではない。
【００１４】
本明細書において提示される概念の理解をすすめるために、添付の図面において実施形
態を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】接触角を説明する図である。
【図２】有機電子デバイスの図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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当業者であれば理解しているように、図面中の物体は、平易かつ明快にするために示さ
れており、必ずしも縮尺通りに描かれているわけではない。たとえば、実施形態を理解し
やすいようにするために、図面中の一部の物体の寸法が他の物体よりも誇張されている場
合がある。
【００１７】
第１の層上に、閉じ込められた第２の層を形成する方法であって：
第１の表面エネルギーを有する第１の層を形成するステップと；
第１の層を、α，β−不飽和ポリ酸のフッ素化エステル、α，β−不飽和ポリ酸のフッ
素化イミド、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される材料を含む光硬化性界
面活性組成物で処理するステップと；
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光硬化性界面活性組成物を放射線にパターン状に露光して、露光領域および未露光領域
を得るステップと；
光硬化性界面活性組成物を現像することで、未露光領域の光硬化性界面活性組成物を除
去して、未露光領域中の未処理部分および露光領域中の処理部分を有する第１の層を得る
ステップであって、処理部分が、第１の表面エネルギーよりも低い第２の表面エネルギー
を有するステップと；
第１の層の未処理部分上に第２の層を形成するステップと
を含む方法を提供する。
【００１８】
多数の態様および実施形態を以上に説明してきたが、これらは単に例示的で非限定的な
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ものである。本明細書を読めば、本発明の範囲から逸脱しない他の態様および実施形態が
実現可能であることが、当業者には分かるであろう。
【００１９】
いずれか１つまたは複数の本発明の実施形態のその他の特徴および利点は、以下の詳細
な説明および特許請求の範囲から明らかとなるであろう。この詳細な説明では、最初に、
用語の定義および説明を扱い、続いて、光硬化性界面活性組成物、方法、有機電子デバイ
ス、ならびに最後に実施例を扱う。
【００２０】
１．用語の定義および説明
以下に説明する実施形態の詳細を扱う前に、一部の用語について定義または説明を行う
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。
【００２１】
層または材料について言及される場合の用語「活性」は、電子的または電気放射的（ｅ
ｌｅｃｔｒｏ−ｒａｄｉａｔｉｖｅ）性質を示す層または材料を意味することを意図して
いる。電子デバイス中、活性材料は、デバイスの動作を電子的に促進する。活性材料の例
としては、電子または正孔のいずれであってもよい電荷を伝導、注入、輸送、または遮断
する材料、ならびに、放射線を受けた場合に、放射線を放出したり電子−正孔対の濃度変
化を示したりする材料が挙げられるが、これらに限定されるものではない。不活性材料の
例としては、平坦化材料、絶縁材料、および環境障壁材料が挙げられるが、これらに限定
されるものではない。
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【００２２】
層について言及される場合の用語「閉じ込められた」は、層が印刷されるとき、閉じ込
められない場合には広がろうとする自然な傾向を有するにもかかわらず、堆積される領域
を大きく越えて広がらないことを意味することを意図している。この層は、表面エネルギ
ーの作用、または表面エネルギーの作用と物理的障壁構造との組み合わせによって閉じ込
めることができる。
【００２３】
用語「電極」は、電子部品内のキャリアを移送するように構成された部材または構造を
意味することを意図している。たとえば、電極は、アノード、カソード、コンデンサ電極
、ゲート電極などであってよい。電極は、トランジスタ、コンデンサ、抵抗器、インダク
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タ、ダイオード、電子部品、電源、またはそれらのあらゆる組み合わせの一部を含むこと
ができる。
【００２４】
有機化合物に言及する場合の用語「フッ素化」は、その化合物中の１つまたは複数の水
素原子がフッ素で置き換えられていることを意味することを意図している。この用語は、
部分フッ素化材料および完全フッ素化材料を含んでいる。
【００２５】
用語「層」は、用語「フィルム」と交換可能に使用され、所望の領域を覆うコーティン
グを意味する。この用語は大きさによって限定されない。この領域は、デバイス全体の大
きさであってもよいし、実際の視覚的表示などの特殊な機能の領域の小ささ、または１つ
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のサブピクセルの小ささであってもよい。層およびフィルムは、気相堆積、液相堆積（連
続的技術および不連続技術）、および熱転写などの従来のあらゆる堆積技術によって形成
することができる。層は、高度にパターン化されていてもよいし、全体的にパターン化さ
れていてもよいし、パターン化されていなくてもよい。
【００２６】
用語「液体組成物」は、材料が溶解して溶液を形成する液体媒体、材料が分散して分散
液を形成する液体媒体、あるいは材料が懸濁して懸濁液またはエマルジョンを形成する液
体媒体を意味することを意図している。
【００２７】
用語「液体閉じ込め構造」は、工作物の内部または上の構造であって、そのような１つ
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または複数の構造が、それ自体または集合的に、工作物上を液体が流れる時に、ある領域
内または範囲内に液体を束縛または案内する主機能を果たす構造を意味することを意図し
ている。液体閉じ込め構造としては、カソードセパレーターまたはウェル構造を挙げるこ
とができる。
【００２８】
用語「液体媒体」は、純液体、複数の液体の組み合わせ、溶液、分散液、懸濁液、およ
びエマルジョンなどの液体材料を意味することを意図している。液体媒体は、１種類の溶
媒が存在するか、複数の溶媒が存在するかとは無関係に使用される。
【００２９】
用語「有機電子デバイス」は、１つまたは複数の有機半導体の層あるいは材料を含むデ
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バイスを意味することを意図している。有機電子デバイスとしては：（１）電気エネルギ
ーを放射線に変換するデバイス（たとえば、発光ダイオード、発光ダイオードディスプレ
イ、ダイオードレーザー、または照明パネル）、（２）電子的過程を介して信号を検出す
るデバイス（たとえば、光検出器、光導電セル、フォトレジスタ、光スイッチ、光トラン
ジスタ、光電管、赤外線（「ＩＲ」）検出器、またはバイオセンサー）、（３）放射線を
電気エネルギーに変換するデバイス（たとえば、光起電力デバイスまたは太陽電池）、な
らびに（４）１つまたは複数の有機半導体層を含む１つまたは複数の電子部品（たとえば
、トランジスタまたはダイオード）を含むデバイス、ならびに項目（１）〜（４）のあら
ゆる組み合わせが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００３０】
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用語「光硬化性」は、放射線に露光すると、表面への付着がより良くなる、または表面
からの除去がより困難となる放射線感受性の組成物または層を意味することを意図してい
る。
【００３１】
用語「光硬化性界面活性組成物」は、少なくとも１つの光硬化性材料を含む組成物であ
って、層に塗布すると、その層の表面エネルギーが低下する組成物を意味することを意図
している。この用語は「ＰＣＳＡ」と略記され、放射線に露光する前および露光した後の
両方の組成物を意味する。
【００３２】
用語「光硬化した界面活性組成物」は、層に成形され放射線に露光した後の光硬化性界
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面活性組成物を意味する。
【００３３】
用語「ポリ酸」は、２つ以上の酸基を有する有機化合物を意味することを意図している
。
【００３４】
用語「放射する／放射」は、このような放射が放射線、波、または粒子のいずれの形態
であるかとは無関係に、あらゆる形態の熱、電磁スペクトル全体、または亜原子粒子など
のあらゆる形態のエネルギーを与えることを意味する。
【００３５】
材料に言及する場合の用語「放射線感受性」は、放射線に露光すると、材料の少なくと

10

も１つの化学的性質、物理的性質、または電気的性質が変化することを意味することを意
図している。
【００３６】
用語「表面エネルギー」は、材料から単位面積の表面を形成するために必要なエネルギ
ーである。表面エネルギーの特徴の１つは、ある表面エネルギーを有する液体材料が、そ
れより十分に低い表面エネルギーを有する表面をぬらさないということである。
【００３７】
有機化合物に言及する場合の用語「不飽和」は、その化合物が少なくとも１つの炭素−
炭素二重結合または炭素−炭素三重結合を有することを意味することを意図している。用
語「α，β−不飽和」は、二重結合または三重結合が酸官能基と結合していることを意味
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することを意図している。
【００３８】
本明細書において使用される場合、用語「〜の上」は、ある層、部材、または構造が、
別の層、部材、または構造のすぐ隣にあったり接触していたりすることを必ずしも意味し
ない。介在する層、部材、または構造がさらに存在する場合がある。
【００３９】
本明細書において使用される場合、用語「含んでなる」、「含んでなること」、「含む
」、「含むこと」、「有する」、「有すること」、またはそれらの他のあらゆる変形は、
非排他的な包含を扱うことを意図している。たとえば、ある一連の要素を含むプロセス、
方法、物品、または装置は、それらの要素にのみに必ずしも限定されるわけではなく、そ
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のようなプロセス、方法、物品、または装置に関して明示されず固有のものでもない他の
要素を含むことができる。さらに、反対の意味で明記されない限り、「または」は、包含
的なまたはを意味するのであって、排他的なまたはを意味するのではない。たとえば、条
件ＡまたはＢが満たされるのは、Ａが真であり（または存在し）Ｂが偽である（または存
在しない）、Ａが偽であり（または存在せず）Ｂが真である（または存在する）、ならび
にＡおよびＢの両方が真である（または存在する）のいずれか１つによってである。
【００４０】
また、本発明の要素および成分を説明するために「ａ」または「ａｎ」も使用されてい
る。これは単に便宜的なものであり、本発明の一般的な意味を提供するために行われてい
る。この記述は、１つまたは少なくとも１つを含むものと読むべきであり、明らかに他の
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意味となる場合を除けば、単数形は複数形も含んでいる。
【００４１】
元素周期表中の縦列に対応する族の番号は、ＣＲＣ
ｍｉｓｔｒｙ

ａｎｄ

Ｐｈｙｓｉｃｓ，８１

st

）に見ることができる「新表記法」（Ｎｅｗ

Ｈａｎｄｂｏｏｋ

ｏｆ

Ｃｈｅ

Ｅｄｉｔｉｏｎ（２０００−２００１

Ｎｏｔａｔｉｏｎ）の規則を使用している

。
【００４２】
特に定義しない限り、本明細書において使用されるすべての技術用語および科学用語は
、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解されている意味と同じ意味を有す
る。本明細書に記載されているものと類似または同等の方法および材料を使用して、本発
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明の実施形態の実施または試験を行うことができるが、好適な方法および材料については
以下に説明する。本明細書において言及されるあらゆる刊行物、特許出願、特許、および
その他の参考文献は、特に明記しない限り、それらの記載内容全体が援用される。矛盾が
生じる場合には、定義を含めて本明細書に従うものとする。さらに、材料、方法、および
実施例は、単に説明的なものであって、限定を意図したものではない。
【００４３】
本明細書に記載されていない程度の、具体的な材料、処理行為、および回路に関する多
くの詳細は従来通りであり、それらについては、有機発光ダイオードディスプレイ、光源
、光検出器、光電池、および半導体要素の技術分野の教科書およびその他の情報源中に見
ることができる。
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【００４４】
２．光硬化性界面活性組成物
光硬化性界面活性組成物（「ＰＣＳＡ」）は放射線感受性組成物の１つである。放射線
に露光すると、ＰＣＳＡが反応して、放射線に露光していない材料よりも表面により良く
付着するか、または表面からの除去がより困難となる材料を形成する。ＰＣＳＡで処理す
ることで、処理される材料の表面エネルギーが低下する。
【００４５】
放射線は、ＰＣＳＡに所望の物理的変化を生じさせるあらゆる種類の放射線であってよ
い。一実施形態においては、放射線は、赤外線、可視光線、紫外線、およびそれらの組み
合わせから選択される。一実施形態においては、放射線は可視光線および紫外線から選択

20

される。一実施形態においては、放射線は３００〜４５０ｎｍの範囲内の波長を有する。
一実施形態においては、放射線は２００〜３００ｎｍの範囲内の波長を有する深ＵＶ線で
ある。別の一実施形態においては、紫外線は、３００〜４００ｎｍの範囲内の幾分長い波
長の紫外線である。別の一実施形態においては、放射線は４００〜４５０ｎｍの範囲内の
波長を有する。
【００４６】
ある実施形態においては、ＰＣＳＡは溶媒から、または気相堆積によって塗布すること
ができる。ある実施形態においては、ＰＣＳＡは、塗布して処理された第１の層を形成し
た後での望ましくない蒸発を防止するのに十分低い蒸気圧を有する。ある実施形態におい
ては、ＰＣＳＡは、放射線がなければ、反応して現像できない化学種を形成することはな
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い。
【００４７】
ＰＣＳＡは、α，β−不飽和ポリ酸のフッ素化エステルまたはフッ素化イミドを含む。
それらの酸基は、カルボン酸、スルホン酸、リン酸、およびそれらの組み合わせからなる
群から選択することができる。ある実施形態においては、ポリ酸はポリカルボン酸である
。
【００４８】
ある実施形態においては、ポリ酸は線状である。ある実施形態においては、ポリ酸は分
岐している。ある実施形態においては、ポリ酸は２つ以上の不飽和単位を含有することが
できる。ある実施形態においては、ポリ酸は置換されている。ある実施形態においては、
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この置換によって、１つまたは複数の酸素原子が不飽和ポリ酸の炭化水素主鎖中に組み込
まれる。ある実施形態においては、この置換は、不飽和ポリ酸の炭化水素主鎖のペンダン
ト基である。ある実施形態においては、この置換はフッ素原子を含有する。ある実施形態
においては、すべての酸基が１つまたは複数の不飽和基と結合している。ある実施形態に
おいては、１つのみの酸基が不飽和基と結合している。
【００４９】
ある実施形態においては、ＰＣＳＡは少なくとも５０％フッ素化されており、これは、
炭素に結合した利用可能な水素原子の５０％がフッ素で置き換えられていることを意味す
る。ある実施形態においては、ＰＣＳＡは少なくとも６０％フッ素化されており；ある実
施形態においては、少なくとも７０％フッ素化されている。ある実施形態においては、Ｐ
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ＣＳＡは、芳香族ではないα，β−不飽和ポリ酸のエステルまたはイミドである。非芳香
族α，β−不飽和ポリ酸の例としては、フマル酸、マレイン酸、イタコン酸、２，２−ジ
メチル−４−メチレンペンタン二酸、ムコン酸、２−メチレングルタル酸、アコチン（ａ
ｃｏｔｉｎｉｃ）酸、アセチレンジカルボン酸、およびヘキサ−２−エン−４−イン二酸
、およびメタクリル酸のオリゴマーが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
ＰＣＳＡは、不飽和ポリ酸の１つまたは複数のフッ素化エステルまたはフッ素化イミド、
あるいは不飽和ポリ酸のフッ素化エステルまたはフッ素化イミドとフッ素化不飽和一酸と
の組み合わせを含むことができる。
【００５０】
ある実施形態においては、エステルはフッ素化アルコールＲfＯＨを使用して形成され
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る。Ｒf基は、４〜１５個の炭素原子と、炭素原子鎖中に含まれる０〜５個のオキソ酸素
原子と、少なくとも４個のフッ素原子とを有し、但し、ＯＨを有する炭素原子上にはフッ
素原子は存在しない。フッ素化アルコールは、線状または分岐であってよく、飽和または
不飽和であってよい。ある実施形態においては、このアルコールは以下の式：
ＨＯ−（ＣＲ1Ｒ2）−（ＣＨ2）s−｛（ＣＲaＦ2‑aＯb）t−（ＣＲ＝ＣＲＯb）w｝−Ｃ
ＨcＦ3‑c
または
ＨＯ−（ＣＲ1Ｒ2）−ＣＨ［（ＣＨ2）s−｛（ＣＲaＦ2‑aＯb）t−（ＣＲ＝ＣＲＯb）w
｝−ＣＨcＦ3‑c］2
（式中、ａ、ｂ、ｃ、ｐ、ｓ、ｔ、およびｗは、出現するごとに同じまたは異なるもので
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あり、整数であり、
ａ＝０〜２であり
ｂ＝０〜１であり、
ｃ＝０〜３であり、
Ｒ＝Ｈまたは（ＣＨaＦ2‑a）pＦであり、
Ｒ1、Ｒ2＝ＨまたはＣpＨ2p+1であり、
ｐ＝１〜３であり、
ｓ＝０〜５であり、
ｔ＝２〜１５であり、
ｗ＝０〜２である）
の中の１つを有する。括弧｛｝内の基は任意の順序で配列することができる。ある実施形
態においては、１≦ｓ≦４である。ある実施形態においては、ｓ＝２または３である。あ
る実施形態においては、４≦ｔ＋ｗ≦１２である。ある実施形態においては、ｃ＝０であ
る。ある実施形態においては、ｗ＝０または１である。ある実施形態においては、ａ＝０
。ある実施形態においては、Ｒ＝ＨまたはＣＦ3である。ある実施形態においては、Ｒ1＝
Ｒ2＝Ｈ。ある実施形態においては、Ｒ1＝Ｒ2＝ＣＨ3である。
【００５１】
フッ素化アルコールの一部の非限定的な例としては以下のものが挙げられる：
【００５２】
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【化１】

10

20

30
【００５３】
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【化２】

10

20

30

【００５４】
ある実施形態においては、アミドはフッ素化アミンＲfＮＨ2を使用して形成される。Ｒ
f基は、４〜１５個の炭素原子と、炭素原子鎖中に含まれる０〜５個のオキソ酸素原子と

、少なくとも４個のフッ素原子とを有し、但し、ＮＨ2を有する炭素原子上にはフッ素原

40

子は存在しない。フッ素化アミンは、線状または分岐であってよく、飽和または不飽和で
あってよい。ある実施形態においては、このアミンは以下の式：
Ｈ2Ｎ−（ＣＲ1Ｒ2）−（ＣＨ2）s−｛（ＣＲaＦ2‑aＯb）t−（ＣＲ＝ＣＲＯb）w｝−
ＣＨcＦ3‑c
または
Ｈ2Ｎ−（ＣＲ1）［−（ＣＨ2）s−｛（ＣＲaＦ2‑aＯb）t−（ＣＲ＝ＣＲＯb）w｝−Ｃ
ＨcＦ3‑c］2
（上式中、ａ、ｂ、ｃ、ｓ、ｔ、およびｗは、出現するごとに同じまたは異なるものであ
り、整数であり、
ａ＝０〜２、
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ｂ＝０〜１、
ｃ＝０〜３、
Ｒ＝Ｈまたは（ＣＨaＦ2‑a）pＦ、
Ｒ1、Ｒ2＝ＨまたはＣpＨ2p+1、
ｐ＝１〜３、
ｓ＝０〜５、
ｔ＝２〜１５、
ｗ＝０〜２）
の中の１つを有する。括弧｛｝内の基は任意の順序で配列することができる。ある実施形
態においては、１≦ｓ＜４である。ある実施形態においては、ｓ＝２または３である。あ
る実施形態においては、４≦ｔ＋ｗ≦１２である。ある実施形態においては、ｃ＝０であ
る。ある実施形態においては、ｗ＝０または１である。ある実施形態においては、ａ＝０
である。ある実施形態においては、Ｒ＝ＨまたはＣＦ3である。ある実施形態においては
、Ｒ1＝Ｒ2＝Ｈである。ある実施形態においては、Ｒ1＝Ｒ2＝ＣＨ3である。
【００５５】
アミンの一部の非限定的な例としては以下のものが挙げられる：
【００５６】
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【化３】

10

20

30

40

【００５７】
フッ素化アルコールおよびフッ素化アミンのさらなる例は、たとえば、Ｊ．Ｆｌｕｏｒ
ｉｎｅ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

７７（１９９６）１９３−１９４；Ｊ．Ｆｌｕｏｒｉｎｅ

８０（１９９６）１３５−１４４；ならびに米国特許第６，４７

９，６１２号明細書および同第７，１３８，５５１号明細書に見ることができる。
【００５８】
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ＰＣＳＡがエステルである場合、α，β−不飽和ポリ酸のすべての酸基がエステル化さ
れ、少なくとも１つの酸基がフルオロアルキル基でエステル化される。ある実施形態にお
いては、α，β−不飽和ポリ酸のすべての酸基がフルオロアルキル基でエステル化される
。
【００５９】
ＰＣＳＡがイミドである場合、α，β−不飽和ポリ酸のすべての酸基がイミド化され、
少なくとも２つの酸基がフルオロアルキル基でイミド化される。ある実施形態においては
、α，β−不飽和ポリ酸のすべての酸基がフルオロアルキル基でイミド化される。
【００６０】
ＰＣＳＡは、α，β−不飽和ポリ酸フッ素化エステルまたはフッ素化イミドと、α，β

10

−不飽和一酸のフッ素化エステルあるいはフッ素化イミドまたはアミドとの組み合わせを
さらに含むことができる。これらのエステル、アミド、およびイミドは、前述のアルコー
ルおよびアミンから製造することができる。α，β−不飽和一酸の例としては、アクリル
酸、メタクリル酸、α−ヒドロキシメタクリル酸、およびα−クロロメタクリル酸が挙げ
られるが、これらに限定されるものではない。
【００６１】
ＰＣＳＡ組成物は、安定剤、流動性向上剤、可塑剤、光開始剤、光ラジカル発生剤、お
よび本明細書に記載の方法を向上させるために計画された他の成分などの補助剤をさらに
含むことができる。
【００６２】

20

ある実施形態においては、ＰＣＳＡは、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，
７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）フマレート；ビス（３，３，４，４，５，
５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）マレエート；ビス（３，
３，４，４，６，６，７，７，８，８，８−ウンデカフルオロ−５−オキサ−オクチル）
マレエート；ビス（３，３，５，５，６，６，７，７，８，８，８−ウンデカフルオロオ
クチル）マレエート；Ｎ−４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，９，９，１０，１
０，１１，１１，１１−ヘプタデカフルオロウンデシルマレイミド；ビス（３，３，４，
４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）イタコネート；
ｃｉｓ，ｃｉｓ−ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデ
カフルオロオクチル）ムコネート；

30

【００６３】
【化４】

40
【００６４】
；ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオク
チル）−ヘキサ−ｔ−（Ｅ）−エン−４−イン−１，６−ジオエート；ビス（３，３，４
，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）アセチレンジ
カルボキシレート；ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリ
デカフルオロオクチル）−２−フェニルマレエート；ビス（３，３，４，４，５，５，６
，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）−２−ベンジリデンマロネート
；ビス（ＣＨ2ＣＨ2ＯＣＨ2ＣＨ2ＯＣＦ2Ｃ（Ｈ）ＦＯＣ3Ｆ7）マレエート；ビス（ＣＨ2
ＣＨ2ＯＣＦ2Ｃ（Ｈ）ＦＯＣ3Ｆ7）マレエート；ビス（ＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2ＯＣＦ2Ｃ（Ｈ）
ＦＯＣ3Ｆ7）マレエート；ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８
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−トリデカフルオロオクチル）１−トシルオキシエチレン−１，２−ジカルボキシレート
；テトラ（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオ
クチル）エチレンテトラカルボキシレート；およびそれらの組み合わせからなる群から選
択される。
【００６５】
ある実施形態においては、ＰＣＳＡを含有する層と接触する別の層中にフォトイニエー
ター（ｐｈｏｔｏｉｎｉａｔｏｒ）が存在する。光開始剤層は、ＰＣＳＡの反応速度を増
加させたり、および／または必要な放射線量を減少させたりすることができる。ある実施
形態においては、光開始剤層が最初に形成され、光開始剤層と接触してＰＣＳＡ層がその
上に塗布される。ある実施形態においては、ＰＣＳＡ層と接触して光開始剤が上に塗布さ

10

れる。
【００６６】
光開始剤は周知であり、ＰＣＳＡと相互作用して硬化が起こる限り、およびデバイス性
能に悪影響を与えない限りは、あらゆるそのような材料を使用することができる。フォト
イニテーター（ｐｈｏｔｏｉｎｉｔａｔｏｒ）の種類の例としては、α−ヒドロキシケト
ン類、フェニルグリオキレート類、ケタール類、α−アミノケトン類、アシルホスフィン
類、ホスフィンオキシド（ｐｈｏｓｐｈｉｎｅｓ

ｏｘｉｄｅ）類、メタロセン類、およ

びオニウム塩類が挙げられるが、これらに限定されるものではない。複数の光開始剤の組
み合わせおよび混合物を使用することもできる。Ｉｒｇａｃｕｒｅ
ｏｃｕｒ

１１７３（Ｃｉｂａ

１８４およびＤａｒ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎより市販される）が本発明に好

20

適な２つの市販の光開始剤である。
【００６７】
【化５】

30

【００６８】
光開始剤層は、コーティング助剤およびバインダーなどの他の材料を含むことができる
。ある実施形態においては、光開始剤層は、光開始剤から実質的になる。フォトイニテー
ター（ｐｈｏｔｏｉｎｉｔａｔｏｒ）層は、溶液堆積、気相堆積、および熱転写などのあ
らゆる周知の技術によって形成することができる。

40

【００６９】
一般に、ＰＣＳＡ材料は、有機化学において周知のあらゆる技術を使用して製造するこ
とができる。
【００７０】
放射線に露光したＰＣＳＡの領域と、放射線に露光していない領域との間の物理的差別
化は、本明細書では以下「現像」と呼ばれるものであり、これはあらゆる周知の技術によ
って行うことができる。このような技術は、フォトレジスト分野において広範に使用され
ている。現像技術の例としては、熱および／または真空（蒸発）の使用、液体媒体での処
理（洗浄）、吸収性材料での処理（吸い取り）、粘着性材料での処理などが挙げられるが
、これらに限定されるものではない。
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【００７１】
一実施形態においては、ＰＣＳＡは、放射線に露光したときに下にある領域と反応する
。この反応の厳密な機構は使用される材料に依存する。別の一実施形態においては、放射
線照射によって、ＰＣＳＡは、化学的に結合することはなく下にある層に付着する不揮発
性または不溶性の材料を形成する。この場合も、この反応の厳密な機構は、使用される材
料に依存する。放射線に露光した後、好適な現像手段によって未露光領域のＰＣＳＡが除
去される。ある実施形態においては、ＲＳＡは未露光領域でのみ除去される。ある実施形
態においては、ＰＣＳＡは、露光領域においても部分的に除去され、それらの領域内では
より薄い層が残留する。ある実施形態においては、露光領域において残留するＰＣＳＡは
５０Å未満の厚さとなる。ある実施形態においては、露光領域中に残留するＰＣＳＡは、
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厚さが実質的に単層である。
【００７２】
３．方法
本明細書に記載される方法においては、第１の層を形成し、第１の層を光硬化性界面活
性組成物（「ＰＣＳＡ」）で処理し、ＰＣＳＡを放射線に露光し、ＰＣＳＡを現像してＰ
ＣＳＡを未露光領域から除去することで、未露光領域中の未処理部分および露光領域中の
処理部分を有する第１の層が得られる。処理部分は、第１の表面エネルギーよりも低い第
２の表面エネルギーを有する。第２の層は、第１の層の未処理部分の上に接触して形成さ
れる。
【００７３】

20

一実施形態においては、第１の層は基体である。基体は無機または有機であってよい。
基体の例としては、ガラス、セラミック、ポリエステルフィルムおよびポリイミドフィル
ムなどのポリマーフィルム、金属、ならびに金属酸化物が挙げられるが、これらに限定さ
れるものではない。
【００７４】
一実施形態においては、第１の層は電極である。電極はパターン化されない場合もある
し、パターン化される場合もある。一実施形態においては、電極は、平行線でパターン化
される。あるいは、電極は、正方形、長方形、円、三角形、楕円形などの平面図形状を有
する構造のパターン化された配列であってよい。電極は基体上に存在することができる。
【００７５】

30

一実施形態においては、第１の層は基体上に堆積される。第１の層はパターン化される
場合もあるし、パターン化されない場合もある。一実施形態においては、第１の層は電子
デバイス中の有機活性層である。一実施形態においては、有機活性層は正孔注入層または
正孔輸送層である。
【００７６】
一実施形態においては、第１の層は光開始剤層である。一実施形態においては、第１の
層は、電子デバイス中の有機活性層の上にある光開始剤層である。
【００７７】
第１の層は、気相堆積技術、液相堆積技術、および熱転写技術などのあらゆる堆積技術
によって形成することができる。一実施形態においては、第１の層は液相堆積技術によっ

40

て堆積され、続いて乾燥される。この場合、第１の材料が、液体媒体中に溶解または分散
される。液相堆積方法は、連続的であっても不連続であってもよい。連続液相堆積技術と
しては、スピンコーティング、ロールコーティング、カーテンコーティング、浸漬コーテ
ィング、スロットダイコーティング、スプレーコーティング、および連続ノズルコーティ
ングが挙げられるが、これらに限定されるものではない。不連続液相堆積技術としては、
インクジェット印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷、およびスクリーン印刷が挙げられる
が、これらに限定されるものではない。一実施形態においては、第１の層は連続液相堆積
技術によって堆積される。第１の材料および下にあるあらゆる材料が損傷しないのであれ
ば、乾燥ステップを室温または高温で行うことができる。
【００７８】
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次に第１の層をＰＣＳＡで処理する。この処理は、第１の層の形成と同時またはその後
に行うことができる。
【００７９】
一実施形態においては、ＰＣＳＡ処理は、第１の有機活性層の形成と同時に行われる。
第１の層を処理するステップは、ＰＣＳＡを第１の層に堆積することを含む。一実施形態
においては、ＰＣＳＡは、第１の層の形成に使用される液体組成物に加えられる。堆積し
た組成物を乾燥させてフィルムを形成すると、第１の層の空気界面、すなわち上面におい
て、系の表面エネルギーを低下させるのに十分なＰＣＳＡが存在する。一実施形態におい
ては、ＰＣＳＡは、第１の有機活性層の上面に向かって自然に移行する。
【００８０】

10

一実施形態においては、ＰＣＳＡ処理は第１の層の形成の後に行われる。一実施形態に
おいては、ＰＣＳＡは、第１の層に直接接触して覆う別の層として塗布される。
【００８１】
一実施形態においては、ＰＣＳＡは、ＰＣＳＡに溶媒を加えることなく塗布される。一
実施形態においては、ＰＣＳＡは気相堆積によって塗布される。
【００８２】
一実施形態においては、ＰＣＳＡは、凝縮法によって塗布される。ＰＣＳＡが気相から
の凝縮によって塗布され、表面層温度が蒸気凝縮中に高すぎる場合、ＰＣＳＡは有機基体
表面の孔隙および自由体積の中に移行しうる。ある実施形態においては、有機基体は、基
体材料のガラス転移温度または溶融温度よりも低い温度に維持される。流動する液体また

20

は気体で冷却される表面上に第１の層を配置するなどのあらゆる周知の技術によって温度
を維持することができる。
【００８３】
一実施形態においては、ＰＣＳＡを、凝縮ステップの前に仮支持体に塗布することで、
ＰＣＳＡの均一なコーティングが形成される。これは、液相堆積、気相堆積、および熱転
写などのあらゆる堆積技術によって行うことができる。一実施形態においては、ＰＣＳＡ
は、連続液相堆積技術によって仮支持体上に堆積される。ＰＣＳＡを堆積するための液体
媒体の選択は、ＰＣＳＡ自体の厳密な性質に依存する。液体媒体の例としては、パーフル
オロオクタン、イソプロパノール、トリフルオロトルエン、１，１，１−トリクロロトリ
フルオロエタン、およびヘキサフルオロキシレンが挙げられるが、これらに限定されるも

30

のではない。一実施形態においては、材料はスピンコーティングによって堆積される。コ
ーティングされた仮支持体は次に、加熱して凝縮ステップのための蒸気を形成するための
供給源として使用される。
【００８４】
ＰＣＳＡの塗布は、連続方法またはバッチ方法のいずれかを使用して行うことができる
。たとえば、バッチ方法では、１つまたは複数のデバイスにＰＣＳＡを同時にコーティン
グして、次に放射線源に同時に露光する。連続方法では、ベルトまたはその他の運搬装置
上を移動するデバイスがステーションを通過し、そのときにデバイスがＰＣＳＡが順次コ
ーティングされ、次にステーションを通過し続け、そこで放射線源に順次露光される。プ
ロセスの一部が連続的であり、そのプロセスの他の部分がバッチ式であってよい。
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【００８５】
一実施形態においては、ＰＣＳＡは室温において液体であり、液相堆積によって第１の
層の上に塗布される。液体ＰＣＳＡは、フィルム形成性であってよいし、あるいは第１の
層の表面上に吸収または吸着されてもよい。一実施形態においては、液体ＰＣＳＡは、第
１の層の上に第２の層を形成するために、液体ＰＣＳＡの融点よりも低温まで冷却される
。一実施形態においては、ＰＣＳＡは室温において液体ではなく、その融点よりも高い温
度に加熱され、第１の層上に堆積され、室温まで冷却することで、第１の層の上に第２の
層が形成される。液相堆積の場合、前述のあらゆる方法を使用することができる。
【００８６】
一実施形態においては、ＰＣＳＡは第２の液体組成物から堆積される。この液相堆積方
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法は、前述のように連続の場合も不連続の場合もある。一実施形態においては、ＰＣＳＡ
液体組成物は連続液相堆積方法を使用して堆積される。ＰＣＳＡを堆積するための液体媒
体の選択は、ＰＣＳＡ材料自体の厳密な性質に依存する。
【００８７】
ＰＣＳＡ処理後、ＰＣＳＡを放射線に露光する。使用される放射線の種類は、前述した
ようにそのＰＣＳＡの感受性に依存する。露光はパターン状である。本明細書において使
用される場合、用語「パターン状」は、材料または層の選択された部分のみが露光される
ことを意味する。パターン状露光は、あらゆる周知の画像形成技術を使用して行うことが
できる。一実施形態においては、パターンは、マスクを介して露光することで形成される
。一実施形態においては、パターンは、ラスターレーザーで選択した部分のみを露光する
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ことによって形成される。露光時間は、使用されるＰＣＳＡの個別の化学的性質に依存し
て数秒から数分の間の範囲とすることができる。レーザーが使用される場合、レーザーの
出力に依存して、個別の各領域ではるかに短い露光時間が使用される。露光ステップは、
材料の感受性に依存して、空気中または不活性雰囲気中で行うことができる。
【００８８】
一実施形態においては、連続処理および逐次処理を含めて、放射線は、紫外線（１０〜
３９０ｎｍ）、可視光線（３９０〜７７０ｎｍ）、赤外線（７７０−１０6ｎｍ）、およ
びそれらの組み合わせからなる群から選択される。一実施形態においては、放射線は深Ｕ
Ｖ（２００〜３００ｎｍ）である。別の一実施形態においては、紫外線は３００〜４００
ｎｍの間の波長を有する。別の一実施形態においては、放射線は４００〜４５０ｎｍの間
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の波長を有する。一実施形態においては、放射線は熱放射である。一実施形態においては
、放射線への露光が加熱によって行われる。この加熱ステップの温度および時間は、ＰＣ
ＳＡの少なくとも１つの物理的性質が変化し、発光領域の下にある層を全く損傷しないよ
うな温度および時間である。一実施形態においては、加熱温度は２５０℃未満である。一
実施形態においては、加熱温度は１５０℃未満である。
【００８９】
一実施形態においては、放射線は紫外線または可視光線である。一実施形態においては
、放射線がパターン状に照射されて、その結果ＰＣＳＡの露光区域およびＰＣＳＡの未露
光区域が生じる。一実施形態においては、放射線は２００〜３００ｎｍの波長を有する深
ＵＶ線である。別の一実施形態においては、紫外線は３００〜４００ｎｍの間の波長を有
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する。別の一実施形態においては、放射線は４００〜４５０ｎｍの間の波長を有する。
【００９０】
放射線にパターン状に露光した後、ＰＣＳＡを処理することで、層の未露光区域のＰＣ
ＳＡが除去される。放射線へのパターン状露光および処理によるＰＣＳＡの未露光区域空
の除去は、フォトレジスト技術分野において周知である。
【００９１】
一実施形態においては、ＰＣＳＡを放射線に露光することによって、ＰＣＳＡの溶媒に
対する溶解性または分散性が低下する。露光ステップの後には湿式現像処理を行うことが
できる。通常、この処理は、ＰＣＳＡの未露光領域を溶解、分散、または剥離する溶媒で
洗浄するステップを含む。
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【００９２】
一実施形態においては、ＰＣＳＡを放射線に露光することによって、露光領域中のＰＣ
ＳＡの揮発性が低下する反応が生じる。露光をパターン状に行った後、熱現像処理を行う
ことで、未露光領域から蒸発させることができる。この処理は、未露光材料の揮発温度ま
たは昇華温度より高く、材料が熱硬化性となる温度より低い温度に加熱するステップを含
む。たとえば、重合性モノマーの場合、その材料は昇華温度より高く、熱重合温度よりも
低い温度に加熱される。揮発温度に近いまたはこれより低い熱反応性温度を有するＰＣＳ
Ａ材料は、この方法では現像できない場合があることは理解されよう。
【００９３】
一実施形態においては、ＰＣＳＡを放射線に露光することによって、その材料が溶解、
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軟化、または流動する温度が変化する。露光に続いて乾式現像処理を行うことができる。
乾式現像処理の１つは、要素の最外面を吸収剤と接触させて、より柔らかい部分を吸収ま
たは吸い取るステップを含むことができる。元の未露光領域の性質にさらなる影響を与え
ないのであれば、この乾式現像は高温で行うことができる。
【００９４】
一実施形態においては、ＰＣＳＡを放射線に露光することによって、ＰＣＳＡ材料の揮
発性が低下する。
【００９５】
ＰＣＳＡで処理し、放射線に露光し、現像した後、ＰＣＳＡが除去されている未露光領
域中の第１の層は、光硬化したＰＣＳＡが残留する領域よりも高い表面エネルギーを有す
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る。
【００９６】
相対表面エネルギーの測定方法の１つは、ＰＣＳＡによる処理の前後で、第１の有機活
性層上の所与の液体の接触角を比較することである。本明細書において使用される場合、
用語「接触角」は、図１に示される角度Φを意味することを意図している。液体媒体の液
滴の場合、角度Φは、表面の面と、液滴の外側端部から表面までの線との交差部分によっ
て定義される。さらに、角度Φは、液滴が塗布された後に表面上で平衡位置に達した後で
測定される、すなわち「静的接触角」である。さまざまな製造者が、接触角を測定可能な
装置を製造している。
【００９７】
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一実施形態においては、本明細書に記載されるような光硬化したＰＣＳＡは、アニソー
ルとの接触角が６０°を超え；ある実施形態においては７０°を超える。ある実施形態に
おいては、より小さい接触角が許容され、アニソールとの接触角が３０°〜６０°の間で
ある。
【００９８】
次に、第２の層が、第１の層の未処理領域の上に接触して塗布される。第２の層は、あ
らゆる堆積技術によって塗布することができる。一実施形態においては、第２の層は液相
堆積技術によって塗布される。この場合、液体組成物は、液体媒体中に溶解または分散さ
せた第２の材料を含み、第１の層の未処理領域の上に塗布され、乾燥させることで、第２
の層が形成される。この液体組成物は、第１の層の処理領域（光硬化したＰＣＳＡ）の表
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面エネルギーよりは高いが未処理の第１の層の表面エネルギーとほぼ同じかそれ未満の表
面エネルギーを有するように選択される。したがって、液体組成物は、現像によってＰＣ
ＳＡが除去された未露光領域中の第１の層をぬらすが、露光領域中の処理された第１の層
からははじかれる。液体は、処理された第１の層の領域上で広がることができるが、ぬら
すことはない。
【００９９】
一実施形態においては、ＰＣＳＡがパターン化され、第２の層は連続液相堆積技術を使
用して塗布される。一実施形態においては、第２の層は不連続液相堆積技術を使用して塗
布される。
【０１００】
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一実施形態においては、第１の層は、液体閉じ込め構造の上に塗布される。完全な閉じ
込めには不十分であるが、印刷した層の厚さの均一性は依然として調整可能となる構造を
使用することが望ましい場合がある。この場合、厚さ調節構造の上のぬれを制御でき、閉
じ込めおよび均一性の両方が得られることが望ましい場合がある。その後、発光インクの
接触角を調節できることが望ましい。閉じ込めに使用される大部分の表面処理（たとえば
、ＣＦ4プラズマ）では、このレベルの制御が行えない。
【０１０１】
一実施形態においては、第１の層が、いわゆるバンク構造の上に塗布される。バンク構
造は、典型的にはフォトレジスト、有機材料（たとえば、ポリイミド）、または無機材料
（酸化物、窒化物など）から形成される。バンク構造は、液体の形態の第１の層を閉じ込
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めて色の混合を防止するため、および／または液体の形態から乾燥するときの第１の層の
厚さの均一性を改善するため、および／または下にある特徴を液体との接触から保護する
ために使用することができる。このような下にある特徴としては、導電性トレース、導電
性トレース間の間隙、薄膜トランジスタ、電極などを挙げることができる。２つ以上の目
的（たとえば、色の混合の防止、さらに厚さの均一性の改善）を実現するために複数の異
なる表面エネルギーを有するバンク構造上に領域を形成することが望ましいことが多い。
その方法の１つは、各層が異なる表面エネルギーを有する複数の層を有するバンク構造を
形成することである。この表面エネルギーの調節を行うための費用対効果のより大きい方
法は、ＰＣＳＡを硬化させるために使用される放射線を調節することによって表面エネル
ギーを制御することである。この硬化放射線の調節は、エネルギー投与量（出力×露光時
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間）の形態であってもよいし、あるいは異なる表面エネルギーをシミュレートするフォト
マスクパターンを介したＰＣＳＡの露光（たとえば、ハーフトーン密度マスクを介した露
光）によるものであってもよい。
【０１０２】
本明細書において提供される方法の一実施形態においては、第１および第２の層は有機
活性層である。第１の有機活性層が第１の電極の上に形成され、第１の有機活性層が光硬
化性界面活性組成物によって処理されて層の表面エネルギーを低下させ、第２の有機活性
層が、処理された第１の有機活性層の上に形成される。
【０１０３】
一実施形態においては、第１の有機活性層は、第１の有機活性材料と液体媒体とを含む
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液体組成物の液相堆積によって形成される。この液体組成物が第１の電極上に堆積され、
続いて乾燥させることで層が形成される。一実施形態においては、第１の有機活性層は、
連続液相堆積方法によって形成される。このような方法では、歩留まりが高くなり設備費
が低くなる場合がある。
【０１０４】
一実施形態においては、ＰＣＳＡは第２の液体組成物から堆積される。この液相堆積方
法は、前述のように連続の場合もあるし不連続の場合もある。一実施形態においては、Ｐ
ＣＳＡ液体組成物は連続液相堆積方法を使用して堆積される。
【０１０５】
ＰＣＳＡが独立した層として堆積される場合、光硬化したＰＣＳＡの厚さは、その材料
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の最終的な用途に依存しうる。ある実施形態においては、光硬化したＰＣＳＡ層の厚さは
１００Å未満である。ある実施形態においては、厚さは１０Å未満である。ある実施形態
においては、光硬化したＰＣＳＡ層の厚さは少なくとも１００Åである。ある実施形態に
おいては、厚さは１００〜３０００Åの範囲内であり、ある実施形態では１０００〜２０
００Åの範囲内である。
【０１０６】
４．有機電子デバイス
本発明の方法を、電子デバイスにおける使用に関してさらに説明するが、本発明の方法
がそのような使用に限定されるものではない。
【０１０７】
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図２は、代表的な電子デバイスの有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイであり
、２つの電気接触層の間に配置された少なくとも２つの有機活性層を含む。電子デバイス
１００は、アノード層１１０から光活性層１４０への正孔の注入を促進するための１つま
たは複数の層１２０および１３０を含む。一般に、２つの層が存在する場合、アノードに
隣接する層１２０は正孔注入層または緩衝層と呼ばれる。光活性層に隣接する層１３０は
正孔輸送層と呼ばれる。場合により電子輸送層１５０が光活性層１４０とカソード層１６
０との間に配置される。有機層１２０から１５０は、個別におよび集合的にデバイスの有
機活性層と呼ばれる。デバイス１００の用途に依存するが、光活性層１４０は、印加電圧
によって励起する発光層（発光ダイオード中または発光電気化学セル中など）、放射エネ
ルギーに応答し、バイアス電圧の印加を使用してまたは使用せずに信号を発生する材料層
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（光検出器中など）であってよい。本発明のデバイスは、システム、駆動方法、および利
用形態に関しては限定されない。
【０１０８】
マルチカラーデバイスの場合、光活性層１４０は、少なくとも３つの異なる色の異なる
領域で構成される。異なる色の領域は、別々の着色領域を印刷することによって形成する
ことができる。あるいは、層全体を形成し、異なる色の発光材料を層の異なる領域にドー
プすることによって形成することができる。このような方法は、たとえば米国特許出願公
開第２００４−００９４７６８号明細書に記載されている。
【０１０９】
一実施形態においては、本明細書に記載される新規方法は、有機層（第２の層）を電極
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層（第１の層）に塗布するために使用することができる。一実施形態においては、第１の
層がアノード１１０であり、第２の層が緩衝層１２０である。
【０１１０】
ある実施形態においては、本明細書に記載される新規方法は、デバイス中のあらゆる連
続する有機層の組に使用されることができ、第２の層が特定の領域内に閉じ込められる。
電極上に配置された第１の有機活性層および第２の有機活性層を含む有機電子デバイスの
製造方法は：
第１の表面エネルギーを有する第１の有機層を電極上に形成するステップと、
第１の有機層を、α，β−不飽和ポリ酸のフッ素化エステル、α，β−不飽和ポリ酸の
フッ素化イミド、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される材料を含む光硬化
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性界面活性組成物で処理するステップと；
光硬化性界面活性組成物を放射線にパターン状に露光して、露光領域および未露光領域
を得るステップと；
光硬化性界面活性組成物を現像することで、未露光領域の光硬化性界面活性組成物を除
去して、未露光領域中の未処理部分および露光領域中の処理部分を有する第１の有機活性
層を得るステップであって、処理部分が、第１の表面エネルギーよりも低い第２の表面エ
ネルギーを有するステップと；
第１の有機活性層の未処理部分上に第２の有機層を形成するステップとを含む。
【０１１１】
新規方法のある実施形態においては、第１および第２の有機層はデバイス中の有機活性
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層である。本発明の新規方法の一実施形態においては、第２の有機層が光活性層１４０で
あり、第１の有機活性層は、層１４０の直前に塗布されるデバイス層である。多くの場合
、デバイスはアノード層から始まって製造される。正孔輸送層１３０が存在する場合、光
活性層１４０が塗布される前に、ＰＣＳＡ処理が層１３０に施されるであろう。層１３０
が存在しなかった場合、ＰＣＳＡ処理は層１２０に施されるであろう。カソードから始ま
ってデバイスが製造された場合、光活性層１４０が塗布される前に、ＰＣＳＡ処理が電子
輸送層１５０に施されるであろう。
【０１１２】
新規方法の一実施形態では、第１の有機層は光開始剤を含み、第２の有機層は光活性層
である。
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【０１１３】
新規方法の一実施形態では、第２の有機層は正孔輸送層１３０であり、第１の有機層は
、層１３０の直前に塗布されるデバイス層である。デバイスがアノード層から始めて構成
される実施形態においては、ＰＣＳＡ処理は、正孔輸送層１３０を塗布する前に緩衝層１
２０に対して行われる。
【０１１４】
一実施形態においては、アノード１１０は平行なストライプのパターンで形成される。
あるいは、電極は、正方形、長方形、円、三角形、楕円形などの平面図形状を有する構造
のパターン化された配列であってよい。緩衝層１２０、および場合により正孔輸送層１３
０は、アノード１１０の上に連続層として形成される。ＰＣＳＡ処理は層１３０（存在す
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る場合）または層１２０（層１３０が存在しない場合）に対して行われる。ＰＣＳＡは、
アノード材料とアノード材料の外側端部との間の領域が露光するようなパターンで露光さ
れる。
【０１１５】
デバイス中の他の層は、そのような層が果たすべき機能を考慮することによってそのよ
うな層に有用であることが知られているあらゆる材料でできていてよい。本発明のデバイ
スは、アノード層１１０またはカソード層１５０に隣接することができる支持体または基
体（図示せず）を含むことができる。ほとんどの場合、支持体はアノード層１１０に隣接
している。支持体は、可撓性の場合も剛性の場合もあるし、有機の場合も無機の場合もあ
る。一般に、ガラスまたは可撓性有機フィルムが支持体として使用される。アノード層１

10

１０は、カソード層１６０よりも正孔の注入が効率的な電極である。アノードは、金属、
混合金属、合金、金属酸化物、または混合酸化物を含有する材料を含むことができる。好
適な材料としては、２族元素（すなわち、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｒａ）の混合
酸化物、１１族元素、４族、５族、および６族の元素、ならびに８〜１０族の遷移元素が
挙げられる。アノード層１１０を光透過性にするためには、インジウム・スズ酸化物など
の１２族、１３族、および１４族の元素の混合酸化物を使用することができる。本明細書
において使用される場合、語句「混合酸化物」は、２族元素、あるいは１２族、１３族、
または１４族の元素から選択される２つ以上の異なる陽イオンを有する酸化物を意味する
。アノード層１１０の材料の一部の非限定的な具体例としては、インジウム・スズ酸化物
（「ＩＴＯ」）、インジウム・亜鉛酸化物、アルミニウム・スズ酸化物、アルミニウム・

20

亜鉛酸化物、金、銀、銅、およびニッケルが挙げられるが、これらに限定されるものでは
ない。アノードは、ポリアニリン、ポリチオフェン、またはポリピロールなどの有機材料
を含むこともできる。
【０１１６】
アノード層１１０は、化学蒸着法または物理蒸着法、あるいはスピンキャスト法によっ
て形成することができる。化学蒸着は、プラズマ化学蒸着（「ＰＥＣＶＤ」）または金属
有機化学蒸着（「ＭＯＣＶＤ」）として行うことができる。物理蒸着としては、イオンビ
ームスパッタリングなどのスパッタリング、ならびにｅビーム蒸発、および抵抗蒸発のあ
らゆる形態を挙げることができる。物理蒸着の具体的な形態としては、高周波マグネトロ
ンスパッタリング、および誘導結合プラズマ物理蒸着（「ＩＭＰ−ＰＶＤ」）が挙げられ

30

る。これらの堆積技術は、半導体製造分野においては周知である。
【０１１７】
通常、アノード層１１０は、リソグラフィ作業中にパターン化される。このパターンは
、希望に応じて変更することができる。これらの層は、第１の電気接触層材料を塗布する
前に、第１の可撓性複合バリア構造上にパターンニングされたマスクまたはレジストを配
置することなどによってパターンを形成することができる。あるいは、これらの層は、全
体の層として塗布することができ（ブランケット堆積とも呼ばれる）、続いて、たとえば
、パターン化されたレジスト層と湿式化学エッチングまたはドライエッチング技術とを使
用してパターン化することができる。当該技術分野において周知の他のパターニング方法
を使用することもできる。電子デバイスがアレイ内に配置される場合、典型的にはアノー

40

ド層１１０は、実質的に同方向に延在する長さを有する実質的に平行なストリップに成形
される。
【０１１８】
緩衝層１２０は、光活性層中への正孔の注入を促進し、デバイス中の短絡を防止するた
めにアノード表面を滑らかにする機能を果たす。典型的には緩衝層は、プロトン酸がドー
プされることが多いポリアニリン（ＰＡＮＩ）またはポリエチレンジオキシチオフェン（
ＰＥＤＯＴ）などのポリマー材料で形成される。プロトン酸は、たとえば、ポリ（スチレ
ンスルホン酸）、ポリ（２−アクリルアミド−２−メチル−１−プロパンスルホン酸）な
どであってよい。緩衝層１２０は、銅フタロシアニンやテトラチアフルバレン−テトラシ
アノキノジメタン系（ＴＴＦ−ＴＣＮＱ）などの電荷輸送化合物などを含むことができる
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。一実施形態においては、緩衝層１２０は、導電性ポリマーとコロイド形成性ポリマー酸
との分散体から作製される。このような材料は、たとえば、米国特許出願公開第２００４
−０１０２５７７号明細書および米国特許出願公開第２００４−０１２７６３７号明細書
に記載されている。
【０１１９】
緩衝層１２０はあらゆる堆積技術によって塗布することができる。一実施形態において
は、この緩衝層は、前述のような溶液堆積法によって塗布される。一実施形態においては
、この緩衝層は連続溶液堆積法によって塗布される。
【０１２０】
任意選択の層１３０の正孔輸送材料の例は、たとえば、Ｙ．ＷａｎｇによりＫｉｒｋ−
Ｏｔｈｍｅｒ

Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ

ｇｙ，Ｆｏｕｒｔｈ

ｏｆ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

10

Ｔｅｃｈｎｏｌｏ

Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｖｏｌ．１８，ｐ．８３７−８６０，１９９６に

まとめられている。正孔輸送分子および正孔輸送ポリマーの両方を使用することができる
。一般に使用される正孔輸送分子としては：４，４

，４

ルアミノ）−トリフェニルアミン（ＴＤＡＴＡ）；４，４

−トリス（Ｎ，Ｎ−ジフェニ
，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（ＭＴＤＡＴＡ）；Ｎ，Ｎ
−ジフェニル−Ｎ，Ｎ
，４

−ビス（３−メチルフェニル）−［１，１

−ビフェニル］−４

−ジアミン（ＴＰＤ）；１，１−ビス［（ジ−４−トリルアミノ）フェニル］シク

ロヘキサン（ＴＡＰＣ）；Ｎ，Ｎ
−エチルフェニル）−［１，１

−ビス（４−メチルフェニル）−Ｎ，Ｎ
−（３，３

−ビス（４

−ジメチル）ビフェニル］−４，４

アミン（ＥＴＰＤ）；テトラキス−（３−メチルフェニル）−Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−ジ
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−２，

５−フェニレンジアミン（ＰＤＡ）；α−フェニル−４−Ｎ，Ｎ−ジフェニルアミノスチ
レン（ＴＰＳ）；ｐ−（ジエチルアミノ）−ベンズアルデヒドジフェニルヒドラゾン（Ｄ
ＥＨ）；トリフェニルアミン（ＴＰＡ）；ビス［４−（Ｎ，Ｎ−ジエチルアミノ）−２−
メチルフェニル］（４−メチルフェニル）メタン（ＭＰＭＰ）；１−フェニル−３−［ｐ
−（ジエチルアミノ）スチリル］−５−［ｐ−（ジエチルアミノ）フェニル］ピラゾリン
（ＰＰＲまたはＤＥＡＳＰ）；１，２−ｔｒａｎｓ−ビス（９Ｈ−カルバゾール−９−イ
ル）シクロブタン（ＤＣＺＢ）；Ｎ，Ｎ，Ｎ
）−（１，１

−ビフェニル）−４，４

タレン−１−イル）−Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−テトラキス（４−メチルフェニル

−ジアミン（ＴＴＢ）；Ｎ，Ｎ

−ビス（ナフ

−ビス−（フェニル）ベンジジン（α−ＮＰＢ）；および
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銅フタロシアニンなどのポルフィリン系化合物が挙げられるがこれらに限定されるもので
はない。一般に使用される正孔輸送ポリマーとしては、限定するものではないが、ポリビ
ニルカルバゾール、（フェニルメチル）ポリシラン、ポリ（ジオキシチオフェン）、ポリ
アニリン、およびポリピロールが挙げられる。ポリスチレンやポリカーボネートなどのポ
リマー中に上述のものなどの正孔輸送分子をドープすることによって正孔輸送ポリマーを
得ることもできる。ある実施形態においては、正孔輸送材料は、架橋性のオリゴマー材料
またはポリマー材料を含む。正孔輸送層を形成した後、材料を放射線で処理することで架
橋させる。ある実施形態においては、放射線が熱放射である。
【０１２１】
正孔輸送層１３０は、あらゆる堆積技術によって塗布することができる。一実施形態に
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おいては、正孔輸送層は、前述のような溶液堆積法によって塗布される。一実施形態にお
いては、正孔輸送層は連続溶液堆積法によって塗布される。
【０１２２】
限定するものではないが、小分子有機蛍光化合物、蛍光性およびリン光性の金属錯体、
共役ポリマー、およびそれらの混合物などのあらゆる有機エレクトロルミネッセンス（「
ＥＬ」）材料を、光活性層１４０中に使用することができる。蛍光化合物の例としては、
ピレン、ペリレン、ルブレン、クマリン、それらの誘導体、およびそれらの混合物が挙げ
られるが、これらに限定されるものではない。金属錯体の例としては、トリス（８−ヒド
ロキシキノラト）アルミニウム（Ａｌｑ３）などの金属キレート化オキシノイド化合物；
ペトロフ（Ｐｅｔｒｏｖ）らの米国特許第６，６７０，６４５号明細書、ならびに国際公
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開第０３／０６３５５５号パンフレットおよび国際公開第２００４／０１６７１０号パン
フレットに開示されるような、フェニルピリジン配位子、フェニルキノリン配位子、また
はフェニルピリミジン配位子を有するイリジウムの錯体などのシクロメタレート化イリジ
ウムおよび白金エレクトロルミネッセンス化合物、ならびに、たとえば、国際公開第０３
／００８４２４号パンフレット、国際公開第０３／０９１６８８号パンフレット、および
国際公開第０３／０４０２５７号パンフレットに記載されているような有機金属錯体、な
らびにそれらの混合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。電荷輸送ホス
ト材料と金属錯体とを含むエレクトロルミネッセンス発光層が、Ｔｈｏｍｐｓｏｎらによ
る米国特許第６，３０３，２３８号明細書、ならびにＢｕｒｒｏｗｓおよびＴｈｏｍｐｓ
ｏｎによる国際公開第００／７０６５５号パンフレットおよび国際公開第０１／４１５１

10

２号パンフレットに記載されている。共役ポリマーの例としては、ポリ（フェニレンビニ
レン）、ポリフルオレン、ポリ（スピロビフルオレン）、ポリチオフェン、ポリ（ｐ−フ
ェニレン）、それらのコポリマー、およびそれらの混合物が挙げられるが、これらに限定
されるものではない。
【０１２３】
光活性層１４０は、あらゆる堆積技術によって塗布することができる。一実施形態にお
いては、光活性層は、前述のような溶液堆積法によって。一実施形態においては、光活性
層は連続溶液堆積法によって塗布される。
【０１２４】
任意選択の層１５０は、電子の注入／輸送の両方を促進する機能を果たす場合もあるし

20

、層界面における消光反応を防止する閉じ込め層として機能する場合もある。より具体的
には、層１５０は、電子の移動を促進し、この層がなければ層１４０および１６０が直接
接触する場合の消光反応の可能性を減少させることができる。任意選択の層１５０の材料
の例としては、金属キレート化オキシノイド化合物（たとえば、Ａｌｑ3など）；フェナ
ントロリン系化合物（たとえば、２，９−ジメチル−４，７−ジフェニル−１，１０−フ
ェナントロリン（「ＤＤＰＡ」）、４，７−ジフェニル−１，１０−フェナントロリン（
「ＤＰＡ」）など）；アゾール化合物（たとえば、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（「ＰＢＤ」など）、３−（４
−ビフェニリル）−４−フェニル−５−（４−ｔ−ブチルフェニル）−１，２，４−トリ
アゾール（「ＴＡＺ」など）；他の類似の化合物；ならびにそれらの１つまたは複数のあ
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らゆる組み合わせが挙げられるが、これらに限定されるものではない。あるいは、任意選
択の層１５０は無機であってよく、ＢａＯ、ＬｉＦ、Ｌｉ2Ｏなどを含むことができる。
【０１２５】
カソード層１６０は、電子または負電荷キャリアの注入に特に有効な電極である。カソ
ード層１６０は、第１の電気接触層（この場合、アノード層１１０）よりも低い仕事関数
を有するあらゆる金属または非金属であってよい。一実施形態においては、用語「低い仕
事関数」は、約４．４ｅＶ以下の仕事関数を有する材料を意味することを意図している。
一実施形態においては、「高い仕事関数」は、少なくとも約４．４ｅＶの仕事関数を有す
る材料を意味することを意図している。
【０１２６】

40

カソード層の材料は、１族のアルカリ金属（たとえば、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ，
）、２族金属（たとえば、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａなど）、１２族金属、ランタニド（たとえば
、Ｃｅ、Ｓｍ、Ｅｕなど）、およびアクチニド（たとえば、Ｔｈ、Ｕなど）から選択する
ことができる。アルミニウム、インジウム、イットリウム、およびそれらの組み合わせな
どの材料を使用することもできる。カソード層１６０の材料の非限定的な具体例としては
、バリウム、リチウム、セリウム、セシウム、ユウロピウム、ルビジウム、イットリウム
、マグネシウム、サマリウム、ならびにそれらの合金および組み合わせが挙げられるが、
これらに限定されるものではない。
【０１２７】
通常、カソード層１６０は、化学蒸着法または物理蒸着法によって形成される。

50

(26)

JP 5337811 B2 2013.11.6

【０１２８】
別の実施形態においては、追加層が有機電子デバイス内に存在することができる。
【０１２９】
デバイスがアノード側から始まって製造される場合、本明細書に記載の新規方法のＰＣ
ＳＡ処理ステップは、アノード１１０の形成後、緩衝層１２０の形成後、正孔輸送層１３
０の後、またはそれらのあらゆる組み合わせで行うことができる。デバイスがカソード側
から始まって製造される場合、本明細書に記載の新規方法のＰＣＳＡ処理ステップは、カ
ソード１６０の形成後、電子輸送層１５０の形成後、またはそれらのあらゆる組み合わせ
で行うことができる。
10

【０１３０】
種々の層はあらゆる好適な厚さを有することができる。無機アノード層１１０は通常約
５００ｎｍ以下、たとえば約１０〜２００ｎｍであり；緩衝層１２０および正孔輸送層１
３０はそれぞれ通常約２５０ｎｍ以下、たとえば約５０〜２００ｎｍであり；光活性層１
４０は通常約１０００ｎｍ以下、たとえば約５０〜８０ｎｍであり；任意選択の層１５０
は通常約１００ｎｍ以下、たとえば約２０〜８０ｎｍであり；カソード層１６０は通常約
１００ｎｍ以下、たとえば約１〜５０ｎｍである。アノード層１１０またはカソード層１
６０が少なくとも一部の光を透過する必要がある場合、そのような層の厚さは約１００ｎ
ｍを超えないほうがよい。
【実施例】

20

【０１３１】
本明細書に記載される概念を以下の実施例でさらに説明するが、特許請求の範囲に記載
される本発明の範囲がこれらの実施例によって限定されるものではない。
【０１３２】
実施例１
実施例１では、正孔輸送ポリマーの第１の層上に本明細書に記載のＰＣＳＡから形成さ
れた中間フィルムの高い表面エネルギーを示す。
【０１３３】
このＰＣＳＡは、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリ
デカフルオロオクチル）フマレート（「ＰＣＳＡ−１」）であった。この材料の合成は実

30

施例１２に示す。
【０１３４】
正孔輸送ポリマーは、トリフェニルアミンとジオクチルフルオレンとジスチリルフルオ
レンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１）」であった。
【０１３５】
３０ｍｍのガラスクーポンに、トルエン中のＨＴ−１の０．３５ｗｔ／ｖｏｌ％溶液を
スピンコーティングし；得られたフィルムを次に２７５℃で３０分間硬化させた。パーフ
ルオロオクタン中のＰＣＳＡ−１の５ｗｔ／ｖｏｌ％溶液を次に正孔輸送層表面上にスピ
ンコーティングした（６００ｒｐｍ、６０秒）。得られたクーポンを次に２４８ｎｍの波
長の紫外光に２．７Ｊ／ｃｍ2の露光線量で露光し；これをホットプレート上に置き、１
７５℃で１２０秒間焼き付けした後、室温まで冷却した。ウエハ表面を数ミリリットルの

40

パーフルオロオクタンで洗浄し、室温で乾燥させた。この表面上のアニソールとの接触角
を測定すると、６５〜６９°の前進角および４８〜５１°の後退角の結果が得られた。Ｈ
Ｔ−１単独のフィルムをパーフルオロオクタンで洗浄し乾燥させて、アニソールとの接触
角を測定すると約１５°であり、ＰＣＳＡ−１処理層よりもはるかに小さかった。
【０１３６】
実施例２
この実施例では、本明細書に記載のＰＣＳＡの蒸発挙動と、比較例の放射線感受性材料
でありＳｉｇｍａ−Ａｌｄｒｉｃｈ

Ｃｏ．（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）より入手可能な

３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，９，９，１０，１０，１１，１１，
１２，１２，１２−ヘンエイコサフルオロアクリル酸ドデシル（Ｈ2Ｃ＝ＣＨＣＯ2ＣＨ2
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ＣＨ2（ＣＦ2）9ＣＦ3）、（「ＰＤＥＡ」）の蒸発挙動との比較を示す。
【０１３７】
サンプルのＰＣＳＡ−１およびＰＤＥＡ（比較例）をアルミニウムパン中に入れ、Ｑ６
００

ＴＧＡ（ＴＡ

Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ（Ｄｅｌａｗａｒｅ，ＵＳＡ））中２５℃

で蒸発させた。パージガスの流量は１００ｍｌ／分であった。蒸発速度は以下に示す通り
である：
ＰＣＳＡ−１：０．００９マイクログラム／分
ＰＤＥＡ（比較例）：０．８マイクログラム／分
これは、ＰＣＳＡ−１は周囲温度においてはるかに遅く蒸発し、加工のためにより長い時
間が得られることを示している。

10

【０１３８】
実施例３
この実施例では、第１の層の形成と同時に行われるＰＣＳＡによる処理を示す。
溶液Ａ：１００％ＨＴ−１
溶液Ｂ：４０％ＰＣＳＡ−１／６０％ＨＴ−１
すべての溶液は、トルエン中０．３３％（固形分重量／溶媒体積）で調製した。これらの
溶液をホウケイ酸ガラスクーポン上にスピンコーティングして、厚さ約２０ｎｍの乾燥コ
ーティングを得た。これら２つの溶液をコーティングしたクーポンに２４８ｎｍの波長の
紫外線を２．７Ｊ／ｃｍ2の線量で露光した。ＰＣＳＡの現像ステップは、窒素雰囲気下
のオーブン中２７５℃で３０分間クーポンを焼き付けることによって行った。これによっ

20

て未露光領域中のＰＣＳＡ−１が除去され、ＨＴ−１が熱架橋する。得られたフィルムの
接触角を、アニソールを試験流体として使用し、±２度の不確かさで測定した：
露光＝０Ｊ／ｃｍ2
溶液Ａから得たフィルムの接触角：７度
溶液Ｂから得たフィルムの接触角：９度
露光

約２．７Ｊ／ｃｍ2

溶液Ａから得たフィルムの接触角：８度
溶液Ｂから得たフィルムの接触角：３２度
未露光サンプルと、２．７Ｊ／ｃｍ2に露光した溶液Ａから得たフィルムとの間に有意差
はない。ＰＣＳＡ−１を含有するフィルムは、露光後にはるかに大きい接触角を有した。

30

これは、ＰＣＳＡ−１をＨＴ−１に加えることで、放射線に露光した場合に表面エネルギ
ーの永久的な変化が生じるフィルムが得られることを示している。ＰＣＳＡは、放射線に
露光していない領域中で除去することができる。
【０１３９】
実施例４
この実施例では、オキソ置換フルオロアルキルアルコールのマレイン酸エステルである
ビス（３，３，４，４，６，６，７，７，８，８，８−ウンデカフルオロ−５−オキソ−
オクチル）マレエート（「ＰＣＳＡ−２」）の合成を示す。
【０１４０】
【化６】
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【０１４１】
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撹拌棒、熱電対、Ｄｅａｎ−Ｓｔａｒｋトラップ、および冷却器を取り付けた２５０ｍ
Ｌの４口丸底フラスコにＰＰＶＥ−ＯＨ（１７．８ｇ、０．０５４ｍｏｌ）、トルエン（
１００ｍＬ）、ＭＡｎ（２．６ｇ、０．０２７ｍｏｌ）、およびｐ−トルエンスルホン酸
（０．５０ｇ、０．００２７ｍｏｌ）を加えると、無色混合物が得られた。この混合物を
加熱還流すると混合物が均一になり、加熱を終夜続けた。水をＤｅａｎ

Ｓｔａｒｋトラ

ップから除去した。２日間の還流後、反応のワークアップを、酢酸エチル（５０ｍＬ）で
希釈し、飽和重炭酸ナトリウム水溶液（３５ｍＬ）で洗浄することによって行った。これ
に続き、飽和ＮａＣｌ水溶液（３５ｍＬ）で１回洗浄した。１つにまとめた水性洗液を酢
酸エチル（５０ｍＬ）で抽出し、１つにまとめたそれらの有機画分をＭｇＳＯ4上で終夜
乾燥させた。乾燥させた有機層を濾過し、溶媒を減圧下３５℃において除去すると、オフ
ホワイトの油が得られた。1Ｈ、13Ｃ、および19Ｆ

10

ＮＭＲにより生成物の大部分が所望

の生成物であることが示され、ＴＧＡにより生成物全体が揮発性であることが示された。
【０１４２】
実施例５
この実施例では、正孔輸送層上の、ビス（３，３，４，４，６，６，７，７，８，８，
８−ウンデカフルオロ−５−オキソ−オクチル）マレエートから形成した中間フィルムの
接触角測定を示す。
【０１４３】
正孔輸送層は、実施例１に記載のように調製したトリフェニルアミンとジオクチルフル
オレンとジスチリルフルオレンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１）」であった。パーフ

20

ルオロオクタン中の実施例４で得たＰＣＳＡ−２の５ｗｔ／ｖｏｌ％溶液を次に、正孔輸
送層の表面上にスピンコーティングした（１２００ｒｐｍ、６０秒）。得られたクーポン
を次に、２４８ｎｍの波長の紫外光に１５分間露光すると、１．３５Ｊ／ｃｍ2の露光線
量となった。これを次にホットプレート上に置き、１７５℃で３００秒間焼き付けした後
、室温まで冷却した。Ｒｏｍｅ−Ｈａｒｔ接触角ゴニオメーターを使用して、この表面上
でのアニソールとの前進接触角を測定すると６２〜７２°の結果が得られた。ＨＴ−１単
独のフィルムをパーフルオロオクタンで洗浄し乾燥させた場合、アニソールとの接触角を
測定すると約１５°となり、処理した層よりもはるかに小さかった。
【０１４４】
30

実施例６
この実施例では、中断（ｉｎｔｅｒｒｕｐｔｅｄ）フルオロアルキルアルコールのマレ
イン酸エステルであるビス（３，３，５，５，６，６，７，７，８，８，８−ウンデカフ
ルオロオクチル）マレエート（「ＰＣＳＡ−３」）の合成を示す。
【０１４５】
【化７】

40

【０１４６】
撹拌棒、熱電対、Ｄｅａｎ−Ｓｔａｒｋトラップ、および冷却器を取り付けた２５０ｍ
Ｌの４口丸底フラスコに、Ｃ4ＩＶＤＦ−ＯＨ（１７．８ｇ、０．０５４ｍｏｌ）、トル
エン（１００ｍＬ）、ＭＡｎ（２．６ｇ、０．０２７ｍｏｌ）、およびｐ−トルエンスル
ホン酸（０．５０ｇ、０．００２７ｍｏｌ）を加えると、無色混合物が得られた。この混
合物を加熱還流すると混合物が均一になり、加熱を終夜続けた。水をＤｅａｎ

Ｓｔａｒ
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ｋトラップから除去した。２日間の還流後、反応のワークアップを、酢酸エチル（５０ｍ
Ｌ）で希釈し、飽和重炭酸ナトリウム水溶液（３×３５ｍＬ）で洗浄することによって行
った。これに続き、飽和ＮａＣｌ水溶液（３５ｍＬ）で１回洗浄した。１つにまとめた水
性洗液を酢酸エチル（５０ｍＬ）で抽出し、１つにまとめたそれらの有機画分をＭｇＳＯ
4上で終夜乾燥させた。乾燥させた有機層を濾過し、乾燥させた有機層を濾過し、溶媒を
1
13
19

減圧下３５℃において除去すると、淡黄色油が得られた。 Ｈ、

Ｃ、および

Ｆ

ＮＭ

Ｒにより生成物の大部分が所望の生成物であることが示され、ＴＧＡにより生成物全体が
揮発性であることが示された。
【０１４７】
10

実施例７
この実施例では、正孔輸送層上の、ビス（３，３，５，５，６，６，７，７，８，８，
８−ウンデカフルオロオクチル）マレエートから形成したフィルムに対する接触角測定を
示す。
【０１４８】
正孔輸送層は、実施例１に記載のように調製したトリフェニルアミンとジオクチルフル
オレンとジスチリルフルオレンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１）」であった。パーフ
ルオロオクタン中の実施例６で得たＰＣＳＡ−３の５ｗｔ／ｖｏｌ％溶液を次に、正孔輸
送層の表面上にスピンコーティングした（１２００ｒｐｍ、６０秒）。得られたクーポン
を次に、２４８ｎｍの波長の紫外光に１５分間露光すると、１．３５Ｊ／ｃｍ2の露光線
量となった。これを次にホットプレート上に置き、１７５℃で３００秒間焼き付けした後

20

、室温まで冷却した。Ｒｏｍｅ−Ｈａｒｔ接触角ゴニオメーターを使用して、この表面上
でのアニソールとの前進接触角を測定すると３１〜３５°の結果が得られた。ＨＴ−１単
独のフィルムをパーフルオロオクタンで洗浄し乾燥させた場合、アニソールとの接触角を
測定すると約１５°となり、処理した層よりもはるかに小さかった。
【０１４９】
実施例８
この実施例は、正孔輸送層上の、Ｎ−４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，９，
９，１０，１０，１１，１１，１１−ヘプタデカフルオロウンデシルマレイミド（「ＰＣ
ＳＡ−４」）から形成したフィルムに対する接触角測定を示す。ＰＣＳＡ−４は、Ａｌｄ
ｒｉｃｈ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）を経由してＦｌｕｋａ

Ｃｈｅ

30

ｍｉｃａｌから購入した［８５２５２７−４０−３］。
【０１５０】
【化８】

【０１５１】

40

正孔輸送層は、実施例１に記載のように調製したトリフェニルアミンとジオクチルフル
オレンとジスチリルフルオレンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１）」であった。イソプ
ロパノール中のＰＣＳＡ−４の飽和溶液を次に、正孔輸送層の表面上にスピンコーティン
グした（６００ｒｐｍ、６０秒）。得られたクーポンを次に、２４８ｎｍの波長の紫外光
に３０分間露光すると、２．７Ｊ／ｃｍ2の露光線量となった。これを次にホットプレー
ト上に置き、１７５℃で３００秒間焼き付けした後、室温まで冷却した。Ｒｏｍｅ−Ｈａ
ｒｔ接触角ゴニオメーターを使用して、この表面上でのアニソールとの前進接触角を測定
すると７７−８０°の結果が得られた。ＨＴ−１単独のフィルムをパーフルオロオクタン
で洗浄し乾燥させた場合、アニソールとの接触角を測定すると約１５°となり、処理した
層よりもはるかに小さかった。
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【０１５２】
実施例９
この実施例では、置換フルオロアルキルアルコールのイタコン酸エステルであるビス（
３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）イ
タコネート（「ＰＣＳＡ−５」）の合成を示す。
【０１５３】
【化９】

10

20

【０１５４】
１Ｌの３口丸底フラスコに、塩化イタコニル（１９．１３９ｇ、０．１１４ｍｏｌ）（
Ａｌｄｒｉｃｈ）、３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフ
ルオロオクタノール（８３．４６２ｇ、０．２２９ｍｏｌ）、およびＴＨＦ（１３０ｍＬ
）を加えた。混合物を氷浴で冷却した。冷却した溶液に、添加漏斗からＤｉＰＥＡ（２９
．５９ｇ、０．２２９ｍｏｌ）を滴下すると、すぐに暗褐色になった。混合物を室温で終
夜撹拌した。アンモニウム塩を濾過により除去し、濾液を減圧下で濃縮して溶媒を除去し

30

た。得られた暗褐色生成物を昇華ユニット中に入れ、次に発泡が停止するまで注意深く真
空に引いた。次にこれを液体窒素で冷却したコールドフィンガー上に６０°で昇華させ、
白色固体を得た。コールドフィンガー上に集められた白色固体をアセトンでバイアル中に
洗い落とし、次に真空下で乾燥させた。回収した全生成物は１８．４６ｇまたは２０％で
あった。1Ｈ

ＮＭＲより、非常に少量の不純物を有する所望の生成物であることが分か

った。
【０１５５】
実施例１０
この実施例では、正孔輸送層上の、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，
８，８，８−トリデカフルオロオクチル）イタコネートから形成したフィルムに対する接
触角測定を示す。
【０１５６】
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【化１０】

10
【０１５７】
正孔輸送層は、実施例１に記載のように調製したトリフェニルアミンとジオクチルフル
オレンとジスチリルフルオレンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１）」であった。粗ＰＣ
ＳＡ−５（パーフルオロオクタン中）および実施例９で得た昇華させたＰＣＳＡ−５（イ
ソプロパノール中）の両方の溶液（３％（ｗｔ／ｖｏｌ））を調製した。溶液を次に、２
つの別々の正孔輸送層の表面上にスピンコーティングした（１２００ｒｐｍ、６０秒）。
粗材料を有するクーポンは次に、２４８ｎｍの紫外光に２．７

Ｊ／ｃｍ2の線量で露光

し（３０分）、その後６５℃で２分間、さらに１３０℃で２分間焼き付けした。昇華させ
た材料を有するクーポンは次に、３６５ｎｍＵＶランプを使用して紫外光に６０秒間露光
し（約２．６Ｊ／ｃｍ2）、その後６５℃で２分間、さらに１３０℃で２分間焼き付けし

20

た。Ｒｏｍｅ−Ｈａｒｔ接触角ゴニオメーターを使用してこれらの表面上のアニソールと
の前進接触角の測定を行うと、短波長の放射線に露光した粗生成物では４５〜５７°の結
果が得られ、長波長放射線に露光した昇華生成物では２８〜３１°の結果が得られた。両
方の組の接触角は、未処理の表面よりも実質的に大きい。
【０１５８】
実施例１１
この実施例では、ビス−（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−ト
リデカフルオロオクチル）マレエート（「ＰＣＳＡ−６」）の合成を示す。
【０１５９】
１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロ−１−オクタノール（Ａｌｄｒｉｃｈ）（３６

30

．２グラム、９９．４ｍｍｏｌ）を、窒素下で２５０ｍｌのフラスコ中に入れ、無水マレ
イン酸（４．０６グラム、４１．４ｍｍｏｌ）で処理し、続いてｐ−トルエンスルホン酸
一水和物（０．７８グラム、４．１ｍｍｏｌ）で処理した。混合物を窒素下で撹拌し１１
３〜１１５℃まで加熱すると、無色透明液体が得られた。混合物を１１３〜１１５℃で６
５分間維持した後、室温まで冷却した。シリカゲルカラム（直径５ｃｍおよび長さ１９ｃ
ｍ）上でヘキサン中１５％の酢酸エチルを使用して反応混合物のクロマトグラフィーを行
って、２７．０７グラム（８１％）の無色油を得た。この油は室温で静置すると固化した
。これを最小量（数ミリリットル）の酢酸エチル中に溶解させた。得られた溶液を約４０
ｍｌのヘキサンでほぼ曇点まで希釈した。溶液を氷浴中で冷却した後、あらかじめ合成し
た固体生成物のサンプルをシードとして加えた。得られた結晶化固体を濾過し、ヘキサン
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で３回洗浄し、風乾し、次に高真空下で乾燥させて、１８．５２グラム（５５％の最終収
率）の白色固体を得た。1Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）：δ（ｐｐｍ）：６．２９（ｓ，２Ｈ

）、４．５０（ｔ，４Ｈ）、２．５３（ｍ，４Ｈ）。19Ｆ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）：δ（

ｐｐｍ）：−８１．３（ｍ，６Ｆ）、−１１４．１（ｍ，４Ｆ）、−１２２．３（ｍ，４
Ｆ）、−１２３．３（ｍ，４Ｆ）、−１２４．０（ｍ，４Ｆ）、−１２６．６（ｍ，４Ｆ
）
【０１６０】
実施例１２
この実施例では、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリ
デカフルオロオクチル）フマレート（「ＰＣＳＡ−１」）の合成を示す。
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【０１６１】
１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロ−１−オクタノール（Ａｌｄｒｉｃｈ）（３８
．３２グラム、９９．４ｍｍｏｌ）を窒素下で１リットルの３口フラスコ中に入れ、１８
６ｍｌの塩化メチレン中に溶解させた。この溶液をトリエチルアミン（１０．６６グラム
、１０５．３ｍｍｏｌ）で処理した後、氷浴中で２℃まで冷却した。この溶液を撹拌し、
塩化フマリル（Ａｌｄｒｉｃｈ）（８．０５グラム、５２．６ｍｍｏｌ）の塩化メチレン
４２ｍｌ中の溶液で１０分間かけて処理した。添加中に混合物は１０℃まで温まった（発
熱した）。混合物を氷浴中でさらに１０分間撹拌し、次に１８時間かけて室温まで温めた
。この混合物を撹拌しながら水（３００ｍｌ）で処理した。塩化メチレン層を分離し、水
で１回洗浄し、無水硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過し、濃縮して、３８．２９グラ
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ムの褐色固体を得た。この固体を最小量の酢酸エチル中に溶解させ、シリカゲルカラム（
直径５ｃｍおよび長さ１５ｃｍ）上でヘキサン中２０％の酢酸エチルを使用してクロマト
グラフィーを行って２９．８１グラム（７０％）の黄色固体を得た。この固体を温めたト
ルエン（２５ｍｌ）中に溶解させ、中間フリットの焼結ガラス漏斗で濾過した。濾液を室
温で静置すると、結晶が形成した。この固体を濾過し、トルエンで洗浄し、ヘキサンで洗
浄し、風乾して、２３．１５グラムの淡黄色固体を得た。これを再びトルエン（２５ｍｌ
）から再結晶させた。得られた固体を濾過し、トルエンで洗浄し、ヘキサンで洗浄し、風
乾して、２１．２４グラムの淡黄色固体を得た。一部（１１．３６グラム）を酢酸エチル
中に溶解させ、シリカゲルカラム（直径５ｃｍおよび長さ１６ｃｍ）上でヘキサン中２０
％の酢酸エチルを使用してクロマトグラフィーを行って、１１．３グラムの淡黄色固体を
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得た。これをトルエン（２０ｍｌ）から再結晶させて、７．６７グラムの非常に薄い黄色
の固体を得た。この固体を温めたトルエン（１５ｍｌ）中に溶解させ、活性炭で処理し、
中間フリットの漏斗で濾過した。濾液を室温で静置した。得られた結晶を濾過し、トルエ
ンで洗浄し、ヘキサンで洗浄し、風乾し、真空乾燥して、５．８６グラムの極薄い黄色の
固体を得た。1Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）：δ（ｐｐｍ）：６．８７（ｓ，２Ｈ）、４．５

２（ｔ，４Ｈ）、２．５４（ｍ，４Ｈ）。19Ｆ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3）：δ（ｐｐｍ）：

−８１．３（ｍ，６Ｆ）、−１１３．９（ｍ，４Ｆ）、−１２２．３（ｍ，４Ｆ）、−１
２３．３（ｍ，４Ｆ）、−１２４．０（ｍ，４Ｆ）、−１２６．６（ｍ，４Ｆ）
【０１６２】
実施例１３
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この実施例では、ＰＣＳＡ−１の別の合成を示す。
【０１６３】
１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロ−１−オクタノール（Ａｌｄｒｉｃｈ）（３９
．８２グラム、１０９．４ｍｍｏｌ）を窒素下で１リットルの３口フラスコ中に入れ、１
９０ｍｌの無水ＴＨＦ中に溶解させた。この溶液を次に氷浴中で２℃まで冷却し、塩化フ
マリル（Ａｌｄｒｉｃｈ）（８．０５グラム、５２．６ｍｍｏｌ）の無水ＴＨＦ４５ｍｌ
中の溶液で５分間かけて処理した。得られた無色透明溶液を氷浴中で１０分間撹拌した。
その溶液をジイソプロピルエチルアミン（１４．７グラム、１１４ｍｍｏｌ）で２分間か
けて処理すると、すぐに懸濁した固体を有する暗褐色混合物が得られた。添加中に混合物
は１５℃まで温まった（発熱した）。混合物を次に６℃まで冷却し、氷浴を取り外して、

40

混合物を２３℃まで温めた。混合物を２３℃で３０分間撹拌した後、それを中間フリット
の漏斗で濾過した。濾液を黄褐色固体になるまで濃縮した。これを塩化メチレン中に溶解
させ、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過し、濃縮して、４１．１グ
ラムの黄褐色固体を得た。
【０１６４】
実施例１４
この実施例では、ｃｉｓ，ｃｉｓ−ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，
８，８，８−トリデカフルオロオクチル）ムコネート（「ＰＣＳＡ−７」）の合成を示す
。
【０１６５】
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【化１１】

【０１６６】
化合物ｃｉｓ，ｃｉｓ−ムコン酸（Ｆｌｕｋａ）（０．７８４グラム、５．５２ｍｍｏ
ｌ）を１５０ｍｌの塩化メチレン中に、窒素下、５００ｍｌの３口フラスコ中で懸濁させ
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た。この混合物を窒素下で撹拌し、氷浴中で２℃まで冷却した。混合物を塩化オキサリル
（２．８０グラム、２２ｍｍｏｌ）で処理した後、０．３ｍｌのＤＭＦで処理した。この
混合物を２０℃まで温めても、白色懸濁液のままであった。この混合物を氷浴中で冷却し
、追加の塩化オキサリル（２．８０グラム、２２ｍｍｏｌ）で処理した。この混合物を２
３℃まで温めると、４時間後にはより薄い懸濁液になった。これを２３℃で１８時間撹拌
すると、透明な薄いオレンジ色の溶液が得られた。これを濃縮し、高真空下に置くと、オ
レンジ色の固体が得られた。この固体を窒素下で１５０ｍｌの塩化メチレン中に溶解させ
、氷浴中で冷却し、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロ−１−オクタノール（Ａｌｄ
ｒｉｃｈ）（４．０２グラム、１１．０ｍｍｏｌ）で処理した後、トリエチルアミン（４
．４５グラム、４４ｍｍｏｌ）で処理すると、暗色の溶液が得られた。この混合物を２０
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分間撹拌し、氷浴を取り外し、混合物を２３℃まで温めた。ＴＬＣによると、２３℃で１
時間後に主要なＵＶ活性生成物が示された。混合物を２３℃で６８時間撹拌した後、黄褐
色固体となるまで濃縮した。これを飽和重炭酸ナトリウム水溶液中に懸濁させ、酢酸エチ
ルで２回抽出し、硫酸マグネシウム上で乾燥させ、濾過し、濃縮して、３．７８グラムの
黄褐色固体を得た。この固体を酢酸エチル中に溶解させ、シリカゲルカラム（直径５ｃｍ
×長さ１６ｃｍ）上でヘキサン中１５％の酢酸エチルを使用してクロマトグラフィーを行
った。主要画分を濃縮して、１．９３グラムのオレンジ色固体を得た。これを数ｍｌのト
ルエンから再結晶させて、１．０７グラムの淡褐色固体を得た。1Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ3

）：δ（ｐｐｍ）：７．３３（ｍ，２Ｈ）、６．２１（ｍ，２Ｈ）、４．４９（ｔ，４Ｈ
）、２．５２（ｍ，４Ｈ）。
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【０１６７】
実施例１５
この実施例では、正孔輸送層上の、ＰＣＳＡ−６から形成したフィルムの接触角測定を
示す。
【０１６８】
正孔輸送層は、実施例１に記載のように調製したトリフェニルアミンとジオクチルフル
オレンとジスチリルフルオレンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１）」であった。ＨＴ−
１層を、パーフルオロオクタン中の精製ＰＣＳＡ−６の２％（ｗ／ｖ）溶液で処理し、６
００ｒｐｍで６０秒間スピンコーティングした。白色光下で薄いフィルムを見ることがで
きた。ウエハに２４８ｎｍの光を１．５ｍＷ／ｃｍ2で１８００秒照射した（２．７Ｊ／
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2

ｃｍ の線量）。薄いフィルムは依然として見ることができた。ウエハを１７５℃で３０
０秒間焼き付けした。フィルムは見えなくなった。アニソールを使用した接触角測定で、
５７〜６１度の前進角が得られた。ウエハをパーフルオロオクタンで１０回洗浄し、風乾
した。アニソールを使用した接触角測定で、６３〜６７°の前進角が得られた。
【０１６９】
実施例１６
この実施例では、正孔輸送層上の、ＰＣＳＡ−１から形成したフィルムの接触角測定を
示す。
【０１７０】
正孔輸送層は、実施例１に記載のように調製したトリフェニルアミンとジオクチルフル
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オレンとジスチリルフルオレンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１）」であった。ＨＴ−
１フィルムのウエハを、パーフルオロオクタン中の精製ＰＣＳＡ−１の５％（ｗ／ｖ）溶
液で処理し、６００ｒｐｍで６０秒間スピンコーティングした。白色光下で薄いフィルム
を見ることができた。ウエハに２４８ｎｍの光を１．５ｍＷ／ｃｍ2で１８００秒間照射
した（２．７Ｊ／ｃｍ2の線量）。薄いフィルムは依然として見ることができた。ウエハ
を１７５℃で３００秒間焼き付けした。フィルムは見えなくなった。アニソールを使用し
た接触角測定で、５７〜６１度の前進角が得られた。ウエハをパーフルオロオクタンで１
０回洗浄し、風乾した。アニソールを使用した接触角測定で、６３〜６７°の前進角が得
られた。
【０１７１】
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実施例１７
この実施例では、ガラス上の、ＰＣＳＡ−６から形成したフィルムの接触角測定を示す
。
【０１７２】
ブランクガラスのウエハを、パーフルオロオクタン中の精製ＰＣＳＡ−６の２％（ｗ／
ｖ）溶液で処理し、６００ｒｐｍで６０秒間スピンコーティングした。白色光下で薄いフ
ィルムを見ることができた。ウエハに２４８ｎｍの光を１．５ｍＷ／ｃｍ2で１８００秒
照射した（２．７Ｊ／ｃｍ2の線量）。薄いフィルムは依然として見ることができた。ウ
エハを１７５℃で３００秒間焼き付けした。フィルムは見えなくなった。アニソールを使
用した接触角測定で、４８〜５３°の前進角および２７〜３５°の後退角が得られた。
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【０１７３】
実施例１８（対照）
この対照では、ガラスの接触角測定を示す。
【０１７４】
アニソールを使用した接触角測定で、１９〜２２°の前進角および１１〜１４°の後退
角が得られた。
【０１７５】
実施例１９
この実施例では、金上の、ＰＣＳＡ−６から形成したフィルムの接触角測定を示す。
【０１７６】
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金ウエハを、パーフルオロオクタン中の精製ＰＣＳＡ−６の２％（ｗ／ｖ）溶液で処理
し、６００ｒｐｍで６０秒間スピンコーティングした。白色光下でわずかにフィルムを見
ることができた。ウエハに２４８ｎｍの光を１．５ｍＷ／ｃｍ2で１８００秒照射した（
２．７Ｊ／ｃｍ2の線量）。依然としてわずかにフィルムを見ることができた。ウエハを
１７５℃で３００秒間焼き付けした。フィルムは見えなくなった。アニソールを使用した
接触角測定で、６９〜７１度の前進角および３７〜４１°の後退角（初期粘着）が得られ
た。ウエハをパーフルオロオクタンで１０回洗浄し、風乾した。アニソールを使用した接
触角測定で、６４〜６５°の前進角および約３５°の後退角（初期粘着）が得られた。ウ
エハを１，１，２−トリクロロトリフルオロエタンで１０回洗浄し、風乾した。アニソー
ルを使用した接触角測定で、５７〜５９°の前進角および２７〜３４°の後退角（初期粘
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着）が得られた。
【０１７７】
実施例２０（対照）
この対照では、ＵＶ照射をしない場合の金上のＰＣＳＡ−６の接触角測定を示す。
【０１７８】
金ウエハを、パーフルオロオクタン中の精製ＰＣＳＡ−６の２％（ｗ／ｖ）溶液で処理
し、６００ｒｐｍで６０秒間スピンコーティングした。白色光下でわずかにフィルムを見
ることができた。ウエハを１７５℃で３００秒間焼き付けした。フィルムは見えなくなっ
た。アニソールを使用した接触角測定で、１７〜２１°の前進角および約２０°の後退角
が得られた。
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【０１７９】
実施例２１（対照）
この対照では、未処理の金の接触角測定を示す。
【０１８０】
アニソールを使用した接触角測定で、５〜１０°の前進角が得られた。
【０１８１】
実施例２２
この実施例では、正孔輸送層上の、ＰＣＳＡ−６から形成したフィルムの接触角測定を
示す。
【０１８２】

10

正孔輸送ポリマーは、非架橋性トリアリールアミンポリマー（「ＨＴ−２」）であった
。
【０１８３】
３０ｍｍのガラスクーポンに、トルエン中のＨＴ−２の０．３５ｗｔ／ｖｏｌ％溶液を
スピンコーティングした。得られたフィルムを２００℃で３０分間乾燥させた。そのＨＴ
−２フィルムを、パーフルオロオクタン中の精製ＰＣＳＡ−６の２％（ｗ／ｖ）溶液で処
理し、６００ｒｐｍで６０秒間スピンコーティングした。白色光下で薄いフィルムを見る
ことができた。ウエハに２４８ｎｍの光を１．５ｍＷ／ｃｍ2で１８００秒照射した（２
．７Ｊ／ｃｍ2の線量）。薄いフィルムは依然として見ることができた。ウエハを１７５
℃で３００秒間焼き付けした。フィルムは見えなくなった。ガラス上のＨＴ−２のアニソ
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ールを使用した接触角測定で、６２〜７０°の前進角が得られ、強い粘着性およびすべり
が存在した。
【０１８４】
実施例２３（対照）
この実施例では、ＨＴ−２から形成したフィルムの接触角測定を示す。
【０１８５】
ガラス上のＨＴ−２から形成下フィルムのアニソールを使用した接触角測定で、１０〜
１３°の前進角が得られた。
【０１８６】
実施例２４
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この実施例では、正孔輸送層上の、ｃｉｓ，ｃｉｓ−ビス（３，３，４，４，５，５，
６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）ムコネートであるＰＣＳＡ−
７から形成したフィルムの接触角測定を示す。
【０１８７】
正孔輸送層は、実施例１に記載のように調製したトリフェニルアミンとジオクチルフル
オレンとジスチリルフルオレンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１）」であった。ＨＴ−
１フィルムを、パーフルオロオクタン中の精製ＰＣＳＡ−７の０．５％（ｗ／ｖ）溶液で
処理し、１２００ｒｐｍで６０秒間スピンコーティングした。ウエハ上に薄いフィルムを
見ることができた。このウエハに３６５ｎｍの光を４５ｍＷ／ｃｍ2で６２秒間照射した
（２．７Ｊ／ｃｍ2の線量）。薄いフィルムは依然として見ることができた。ウエハを１

40

７５℃で３００秒間焼き付けした。フィルムは見えなくなった。アニソールを使用した接
触角測定で、３５〜４１°の前進角を得た。ウエハをパーフルオロオクタンで１０回洗浄
し、風乾した。アニソールを使用した接触角測定で、３５〜４２°の前進角を得た。
【０１８８】
実施例２５
この実施例では、正孔輸送ポリマー上の、不飽和ポリ酸フルオロアルキルエステルで構
成されるフッ素化オリゴマー混合物から形成されたフィルムに対する接触角測定を示す。
この実施例では、熱蒸発ではなく洗浄によってグラフトしていない材料が除去されること
をさらに示す。
【０１８９】
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コバルト触媒による連鎖移動を使用して、化合物３，３，４，４，５，５，６，６，７
，７，８，８，８−トリデカフルオロメタクリル酸オクチルをオリゴマー化して（Ｇｒｉ
ｄｎｅｖ
ｉｎ

ａｎｄ

Ｉｔｔｅｌ，

Ｆｒｅｅ−Ｒａｄｉｃａｌ

Ｃａｔａｌｙｔｉｃ

Ｃｈａｉｎ

Ｔｒａｎｓｆｅｒ

Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎｓ，

Ｃｈｅｍ．Ｒ

ｅｖ．，１０１（１２），３６１１−３６５９（２００１））、構造
【０１９０】
【化１２】

10

【０１９１】
を有するオリゴマー混合物を得た。生成物の分子量分布は、ほぼ三量体（ｎ＝２）に集中
したが、上限が十量体までの範囲となった。
【０１９２】
正孔輸送ポリマーは、実施例１に記載のように調製したトリフェニルアミンとジオクチ

20

ルフルオレンとジスチリルフルオレンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１）」であった。
パーフルオロオクタン中の上記オリゴマー混合物の１ｗｔ／ｖｏｌ％溶液を次に、３つの
異なる試験クーポンの正孔輸送層の表面上にスピンコーティングした（６００ｒｐｍ、６
０秒）。第１のクーポン発議に、空気中で２４８ｎｍの波長の紫外光に１５分間露光した
結果、露光線量が２．７Ｊ／ｃｍ2となった。第２のクーポンは、窒素下で２４８ｎｍの
波長の紫外線に１５分間照射した結果、露光線量が２．７Ｊ／ｃｍ2となった。第３のク
ーポンは紫外光に露光しなかった。３つすべてのクーポンを次に、０．５ｍｌずつのパー
フルオロオクタンで３回洗浄して、可溶性材料を除去した。次にサンプルを５０℃で２分
間穏やかに加温してパーフルオロオクタンを除去した後、室温まで冷却した。Ｒｏｍｅ−
Ｈａｒｔ接触角ゴニオメーターを使用して３つのクーポンの表面上のアニソールとの前進

30

接触角を測定すると、それぞれ４３〜４４°、３８〜４０°、および８〜１４°の結果が
得られた。最後の値は未処理のクーポンと同じであることから、洗い落としは十分であっ
た。照射した２つのサンプルの値は、材料が表面に光化学的にグラフトしたことを明確に
示している。
【０１９３】
実施例２６（予言的）
この実施例では、置換フルオロアルキルアルコールの２，２−ジメチル−４−メチレン
ペンタン二酸エステルであるビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，
８−トリデカフルオロオクチル）２，２−ジメチル−４−メチレンペンタンジオエートの
可能な合成を示す。
【０１９４】
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【化１３】

10

【０１９５】
２，２−ジメチル−４−メチレンペンタン二酸ジメチルは、メタクリル酸メチルの触媒
連鎖移動オリゴマー化によって調製される。このメタノールエステルを上記フルオロアル
コールとともに強酸エステル交換触媒の存在下で加熱する。２当量のメタノールが遊離し
て、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオ

20

クチル）２，２−ジメチル−４−メチレンペンタンジオエートが得られる。
【０１９６】
実施例２７（予言的）
この実施例では、正孔輸送層上の、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，
８，８，８−トリデカフルオロオクチル）２，２−ジメチル−４−メチレンペンタンジオ
エートから形成したフィルムが低表面エネルギーであることを示す。
【０１９７】
【化１４】
30

【０１９８】
正孔輸送層は、実施例１に記載のように調製したトリフェニルアミンとジオクチルフル
オレンとジスチリルフルオレンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１）」である。実施例１
１で得た生成物の（パーフルオロオクタン中の３％（ｗｔ／ｖｏｌ）溶液）を調製する。
この溶液を次に正孔輸送層の表面上にスピンコーティングする（１２００ｒｐｍ、６０秒
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）。得られたクーポンを次に、２４８ｎｍの紫外光に放射線量２．７Ｊ／ｃｍ2で露光し
（３０分）、次に６５℃で２分間および１３０℃で２分間の焼き付けを行う。Ｒｏｍｅ−
Ｈａｒｔ接触角ゴニオメーターを使用してこれらの表面上のアニソールとの前進接触角を
測定すると、３５°を超える結果が得られる。
【０１９９】
実施例２８
この実施例では、光開始剤層上の、ＰＣＳＡ−６から形成したフィルムの接触角測定を
示す。正孔輸送層は、トリフェニルアミンとジオクチルフルオレンとジスチリルフルオレ
ンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１）」であった。ＨＴ−１フィルムがコーティングさ
れたガラスウエハを、Ｉｒｇａｃｕｒｅ

１８４（Ｃｉｂａ）がジエチルケトン（ＤＥＫ
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）中に溶解した溶液で処理し、６００ｒｐｍで６０秒間スピンコーティングした。得られ
たフィルムを次に、パーフルオロオクタン中に溶解させたＰＣＳＡ−６の２ｗ／ｖ％溶液
で処理し、６００ｒｐｍで６０秒間スピンコーティングした。得られたウエハに２４８ｎ
ｍの光を１．５ｍＷ／ｃｍ2で照射し、次にそのウエハを１７５℃で３００秒間焼き付け
した。アニソールを使用して接触角を測定した。以下の表は、種々の露光線量およびＩｒ
ｇａｃｕｒｅ

１８４濃度を使用した実験における測定接触角を示している（Ｉｒｇａｃ

ｕｒｅを塗布しなかった一部の実験も比較の目的で含めている）。光開始剤層を含めるこ
とで、すべての露光線量で接触角が実質的に改善され、光開始剤層が存在しない場合に、
より高い露光線量で得られた接触角と同じ（またはそれを超える）接触角が得られること
10

が分かる。
【０２００】
【表１】

20

30

【０２０１】
40

実施例２９
この実施例では、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリ
デカフルオロオクチル）−ヘキサ−２−（Ｅ）−エン−４−イン−１，６−ジオエート（
「ＰＣＳＡ−９」）の合成を示す。使用した手順は、参考文献：Ｐ．Ｖ．Ｒａｍａｃｈａ
ｎｄｒａｎ

ｅｔ

ａｌ．Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ

２５４７−２５４９を修正した。
【０２０２】

Ｌｅｔｔｅｒｓ

４６（２００５）

(39)
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【化１５】

10

【０２０３】
１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロ−１−オクタノール（１０．１ｇ、２７．７ｍ
ｍｏｌ）およびプロピオル酸（１．７０ｍＬ、２７．７ｍｍｏｌ）を塩化メチレン（１５
ｍＬ）中に溶解させ、得られた溶液を窒素下で０℃まで冷却した。これに、ジシクロヘキ
シルカルボジイミド（５．７２ｇ、２７．７ｍｍｏｌ）とｐ−ジメチルアミノピリジン（
０．０３４ｇ、０．２８ｍｍｏｌ）との塩化メチレン（１５ｍＬ）中の溶液を、撹拌しな
がら１時間かけて加えた。この混合物を次に室温まで温めると、黄褐色固体（ジシクロヘ

20

キシル尿素）が沈殿した。この反応混合物を終夜撹拌した後、濾過によりジシクロヘキシ
ル尿素を除去し、濾液を真空下で濃縮して、粗生成物を赤色油として得た。この粗生成物
を、１５ｃｍ×５ｃｃｍのシリカゲルカラム上でヘキサン中１５％の酢酸エチルを使用し
てクロマトグラフィーを行って、８．３１ｇの（３，３，４，４，５，５，６，６，７，
７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）プロピオレートを黄色油として得た（収率
７２％）。
【０２０４】
（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル
）プロピオレート（２．０６ｇ、４．９５ｍｍｏｌ）を窒素下で塩化メチレン（５ｍＬ）
中に溶解させ、０℃まで冷却した。これに、１，４−ジアザビシクロ［２．２．２］オク

30

タン（０．００５６ｇ、０．０４９５ｍｍｏｌ）を加えた。得られた暗褐色溶液を０℃で
２０分間撹拌した後、濃縮すると黄褐色固体が得られた。得られた粗生成物を、１５ｃｍ
×５ｃｃｍのシリカゲルカラム上でヘキサン中１０％の酢酸エチルを使用してクロマトグ
ラフィーを行って、１．９１ｇのビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，
８，８−トリデカフルオロオクチル）−ヘキサ−２−（Ｅ）−エン−４−イン−１，６−
ジオエート（「ＰＣＳＡ−９」）を白色固体として得た（収率９３％）。1Ｈ
ＣＤＣｌ3）δ６．８０（ｄ，１Ｈ，ＣＨ＝ＣＨ

ＮＭＲ（

）、６．４５（ｄ，１Ｈ，ＣＨ＝ＣＨ

）、４．５２（ｍｕｌｔ，４Ｈ，ＯＣＨ2）、２．５２（ｍｕｌｔ，４Ｈ，ＯＣＨ2ＣＨ
2）。

【０２０５】

40

実施例３０
この実施例では、２４８または３６５ｎｍの光に露光し焼き付けした後の正孔輸送層上
の、ＰＣＳＡ−９から形成したフィルムの接触角測定を示す。正孔輸送層は、実施例１に
記載のように調製したトリフェニルアミンとジオクチルフルオレンとジスチリルフルオレ
ンとの架橋性コポリマー（「ＨＴ−１」）であった。パーフルオロオクタン中のＰＣＳＡ
−９の０．２５％（ｗ／ｖ）溶液を調製した。この溶液の０．０８１４ｍＬをペトリ皿中
に入れ、溶媒を蒸発させた。ＨＴ−１をコーティングした３０ｍｍのガラスクーポン（実
施例１に記載のように作製）をペトリ皿カバーの内側に取り付けた。ガラスクーポンが下
向きになるようにして、ペトリ皿カバーをペトリ皿の上部に取り付けた。冷却のために氷
／ブライン浴をペトリ皿カバーの上に置いた。ペトリ皿を１９０℃のホットプレート上に
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９０秒間置くと、その間にＰＣＳＡ−９が蒸発し、ペトリ皿カバーの内側とＨＴ−１がコ
ーティングされたガラスクーポンとの上にＰＣＳＡ−９が蒸着した。ＨＴ−１がコーティ
ングされたガラスクーポン上に堆積したＰＣＳＡ−９の総量は約０．０２ｍｇであった。
このクーポンを２４８ｎｍまたは３６５ｎｍの光に露光させ、次に１９０℃で５分間焼き
付けした。アニソールを使用して測定した前進接触角を以下の表にまとめている。
【０２０６】
【表２】

10

【０２０７】
【表３】
20

30
【０２０８】
実施例３１
この実施例では、アセチレン誘導ジカルボン酸エステルであるビス（３，３，４，４，
５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）アセチレンジカルボ
キシレート（「ＰＣＳＡ−１０」）の合成を示す。
【０２０９】
【化１６】
40

【０２１０】
撹拌棒、ならびに窒素気流下のガス入口

空気冷却器、および出口を取り付けた２５０

ｍＬの３口丸底フラスコに、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロ−１−オクタノール
（２５．５ｇ、７０ｍｍｏｌ、ＤｕＰｏｎｔ）、アセチレンジカルボン酸（Ａｌｄｒｉｃ
ｈ、１４２−４５−０）（３．９９２ｇ、３５ｍｍｏｌ）、およびｐ−ＴＳＡ（０．５７
ｇ、３ｍｍｏｌ）を加えてスラリーを得た。この混合物を１１５℃までゆっくり温めると
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、１００〜１１０℃の間で固体が溶液になり、淡黄色溶液が得られた。１１５℃で２４時
間加熱を続けた。溶液を窒素気流下で冷却した後、エチルエーテル（約５０ｍＬ）中に加
えると黄色溶液が得られた。この溶液を飽和ＮａＨＣＯ3水溶液（５０ｍＬ）で洗浄する
と、直ちに暗褐色溶液に変化した。さらに２回洗浄を繰り返した。生成物を有するエチル
エーテル画分をＭｇＳＯ4上に入れ、１５分間激しく撹拌して乾燥させた後、デカンテー
ションを行った。その溶液を中性グレードのアルミナカラム（約３ｃｍ）に通すと、アル
ミナ上部の暗色層と黄色溶液とが得られた。溶液を乾燥するまでストリッピングすると、
淡黄色粘着性固体が得られた。生成物を昇華させると白色固体が得られた。
【０２１１】
実施例３２

10

この実施例では、正孔輸送層上の、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，
８，８，８−トリデカフルオロオクチル）アセチレンジカルボキシレートであるＰＣＳＡ
−１０から形成した中間フィルムの接触角測定を示す。
【０２１２】
パーフルオロオクタン中のアセチレンジカルボキシレートの１％（ｗｔ／ｖｏｌ）溶液
を調製した。この溶液を、実施例５に記載のＨＴＬがコーティングされたウエハ上に６０
０ＲＰＭで６０秒間スピンコーティングした。得られたウエハに直ちに、以下の表に示す
線量で２４８ｎｍで放射線照射した。これらを次に１７５℃で５分間焼き付けした。厚着
に接触角実施例５に記載のように測定し、その結果を以下の表に示す。
【０２１３】
【表４】

20

30

【０２１４】
接触角は線量に依存し、短い露光で急激に増加し、より長い露光で最大値に近づく。
【０２１５】
実施例３３
この実施例では、三置換オレフィン系ジカルボン酸エステルのビス（３，３，４，４，
５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）２−フェニルマレエ
ート（「ＰＣＳＡ−１１」）の合成を示す。
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【０２１６】
【化１７】
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【０２１７】
撹拌棒、ならびに窒素気流下のガス入口

乾式冷却器、および出口を取り付けた２５０

ｍＬの３口丸底フラスコに、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロ−１−オクタノール
（２５．５ｇ、７０ｍｍｏｌ）、無水フェニルマレイン酸（Ａｌｄｒｉｃｈ、３６１２２
−３５−７）（５．２２ｇ、３０ｍｍｏｌ）、およびｐ−ＴＳＡ（０．５７ｇ、３ｍｍｏ
ｌ）を加えて、オレンジがかった褐色のスラリーを得た。この混合物をゆっくりと温めた
。約８０℃ですべてが溶液になり、赤褐色の透明溶液が得られた。サンプルを約１１０℃
までさらに加熱し、１時間わずかに還流させた。加熱を１５０℃まで上昇させ、４８時間
続けた。反応溶液からＧＣ／ＭＳ分析用にサンプルを採取すると、ＭＡｎは完全に反応し
ているが少量のアルコールが残存していることが分かった。この溶液を窒素気流下で冷却

10

した後、酢酸エチル（約５０ｍＬ）中に加えると、褐色溶液が得られた。この溶液を飽和
ＮａＨＣＯ3水溶液（３×５０ｍＬ）で洗浄した。生成物を有する酢酸エチル画分をＭｇ
ＳＯ4上に入れ、１５分間激しく撹拌して乾燥させた。この懸濁液を濾過し、減圧下で濾
液から溶媒を除去すると、黄褐色油が残った。この油を最小量のエーテル中に加えた後、
ドライアイス中で終夜冷却した。得られた固体を最小限のエーテル中に加え、中性グレー
ドのアルミナカラム（約３ｃｍ）に通すと、アルミナの上部に暗色層が得られた。溶液を
乾燥させるとクリーム色の結晶性固体が得られ、これはビス（３，３，４，４，５，５，
６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）２−フェニルマレエートであ
った。
【０２１８】

20

実施例３４
この実施例では、三置換オレフィンジカルボキシレートを使用した基体の気相コーティ
ングを示す。
【０２１９】
ステンレス鋼ボウル中で氷／塩水浴を作製して０℃未満の温度を実現した。ホットプレ
ートを１９０℃の表面温度まで予備加熱した。Ｖｅｒｔｒｅｌ（登録商標）中のビス（３
，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）２−
フェニルマレエートであるＰＣＳＡ−１１の溶液（０．２５％、ｗ／ｖ）のサンプル（３
００μＬ）をペトリ皿の底部に供給し、Ｖｅｒｔｒｅｌ（登録商標）を蒸発させた（１〜
２分）。この溶液を、ペトリ皿の広い領域上に広がりやすくなるように分配した。実施例
５に記載の１回堆積した基体を、Ｋａｐｔｏｎ（登録商標）テープ（アクリレート接着剤
）でペトリ皿の蓋に貼り付けた。この蓋を、フェニルマレエートが入った皿底部の上に置
いた。氷／塩浴を、ペトリ皿組立体の上に３分間置いて蓋および基体を冷却した。この浴
およびペトリ皿をホットプレートの中央に９０秒間置いた。室温まで冷却した後、コーテ
ィング材料がペトリ皿底部から蓋および基体に移るのが観察できた。サンプルを次に２４
８ｎｍの放射線に以下の表に示す線量で露光した。サンプルを次に１７５℃で５分間焼き
付けした。次に接触角測定を行い、以下の表に報告している。
【０２２０】
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【表５】

10

【０２２１】
接触角（「ＣＡ」）は線量に依存し、短い露光で急激に増加し、より長い露光でよりゆ
っくりと増加する。
【０２２２】
実施例３５
この実施例の目的は、１，１−位で置換されたオレフィンジカルボキシレートとしての
ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチ

20

ル）２−ベンジリデンマロネート（「ＰＣＳＡ−１２」）の合成を示すことである。
【０２２３】
２５０ｍＬの３口丸底フラスコに、撹拌棒、ならびに窒素流下のガス入口および出口を
取り付けた。これに、Ｃ１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロ−１−オクタノール（３
６．４ｇ、１００ｍｍｏｌ）、マロン酸（５．２０３ｇ、５０ｍｍｏｌ）、およびｐ−Ｔ
ＳＡ（０．５７ｇ、３ｍｍｏｌ）を加えた。混合物を温めると、約１００℃において透明
でほぼ無色の溶液が得られた。このサンプルを１１５℃に２４時間加熱した。この溶液を
窒素気流下で冷却した後、エチルエーテル（約５０ｍＬ）中に加え、飽和ＮａＨＣＯ3水
溶液（３×５０ｍＬ）で洗浄した。層分離に要する時間は各回で非常に長かった。生成物
を有するエーテル溶液を、中性グレードのアルミナ層（約３ｃｍ）に通して濾過した。こ

30

のステップで溶液の色がかなり薄くなり、アルミナ上に色の帯が残った。得られたエーテ
ル溶液を次にロータリーエバポレーター上でストリッピングすると、ほぼ無色の液体が残
留した。この液体を高真空ライン上に置き、残存するエーテルおよび他の揮発性材料を室
温で系から除去した。これによって、約２９ｇ（７３％）の所望のビス（３，３，４，４
，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）マロネートジエス
テルを得た。
【０２２４】
【化１８】
40

【０２２５】
１００ｍＬの３口フラスコ中で、０．７１４６ｇのピペリジン（８．３５８ｍｍｏｌ）
触媒、１．４３６９ｇのベンズアルデヒド（１３．５４３ｍｍｏｌ）、および１０．２０
６１ｇのビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオ
ロオクチル）マロネート（１２．８１８ｍｍｏｌ）を室温で撹拌した。反応全体で、固体
と液体との両方が観察された。２時間後、液体の一部を取り出してアセトンと混合してＧ
Ｃサンプルを得ると、ベンズアルデヒドが不足していることが示された。約１ｍＬの追加
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のベンズアルデヒドを加えた。２４時間後、反応を停止させ、ロータリーエバポレーター
上で溶媒を除去した。その残留物を石油エーテル中に溶解させ、ドライアイス中で終夜冷
却した。次にサンプルを真空濾過して、所望の白色固体のビス（３，３，４，４，５，５
，６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）２−ベンジリデンマロネー
トを得た。
【０２２６】
【化１９】

10

【０２２７】
実施例３６
この実施例の目的は、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−
トリデカフルオロオクチル）２−ベンジリデンマロネートであるＰＣＳＡ−１２のスピン
コーティングしＵＶ露光し熱処理したフィルム上のアニソールの接触角を示すことである
20

。
【０２２８】
実施例５の方法によって、Ｖｅｒｔｒｅｌ

ＸＦ中のビス（３，３，４，４，５，５，

６，６，７，７，８，８，８−トリデカフルオロオクチル）２−ベンジリデンマロネート
の１％（ｗｔ／ｖｏｌ）溶液を、基体上に６００ＲＰＭで６０秒間スピンコーティングし
た。ウエハに直ちに２４８ｎｍの放射線を照射し、１７５℃で５分間焼き付けした。次に
接触角を測定した。
【０２２９】
【表６】
30

40

【０２３０】
接触角は、低線量で急速に増加するが、高線量において最終的な接触角は穏やかになる
。
【０２３１】
実施例３７
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この実施例では、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリ
デカフルオロオクチル）１−トシルオキシエチレン−１，２−ジカルボキシレート（ＰＣ
ＳＡ−１３）の合成を示す。
【０２３２】
【化２０】

10

20
【０２３３】
窒素気流下で撹拌棒、ガス入口、乾式冷却器、および出口が取り付けられた１００ｍＬ
の３口丸底フラスコに、Ｃ６アルコール（１２．７５４８ｇ、３５．０３ｍｍｏｌ）、Ａ
ＤＣＡ（２．０００９ｇ、１７．５４ｍｍｏｌ）、およびｐ−ＴＳＡ（３．３２８９ｇ、
１７．５０ｍｍｏｌ）を加えて、最初に淡黄色スラリー混合物を形成した。この混合物を
１００℃に加熱すると、油状の外観の黄色溶液が形成された。この溶液を１１５℃で２４
時間加熱した。８時間には、溶液は中間の褐色であった。反応のワークアップの前に、溶
液は暗褐色であった。溶液のワークアップを５０ｍＬのエチルエーテル中で行った。次に
、飽和ＮａＨＣＯ3 溶液（３×−５０ｍＬ）で洗浄した。ＮａＨＣＯ3溶液を混合物に加

30

えるときに、エチルエーテル層の色が暗くなった。このエチルエーテル層を次にＭｇＳＯ
4上に入れ、激しく撹拌して乾燥させたのち、デカンテーションを行った。この溶液を次

に中性グレードのアルミナ（約３ｃｍ）に通すと、アルミナの上部の暗褐色層と薄い〜中
間の褐色の溶液とが得られた。エーテルを次にストリッピングすると、オレンジ色固体が
得られた。この固体のクロロホルム中のＮＭＲスペクトルを求めた。次に、この固体をエ
チルエーテルとイソプロパノールとの混合物中で再結晶させた。サンプルをドライアイス
上で冷却した後、サンプルを真空濾過すると、淡黄色固体が得られた。このサンプルを高
真空ライン下の釜に入れた。濾過して残留した液体をｒｏｔａｖａｐ上に入れて、白色固
体を得た。両方の固体からＮＭＲスペクトルを得た。
40

【０２３４】
実施例３８
この実施例では、ビス（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリ
デカフルオロオクチル）１−トシルオキシエチレン−１，２−ジカルボキシレート（ＰＣ
ＳＡ−１３）の光グラフト化を説明する。
【０２３５】
Ｖｅｒｔｒｅｌ

ＸＦ中のビスＣ６

２−（トシルオキシ）マレエートの１％（ｗｔ／

ｖｏｌ）溶液を、ＨＴＬ上に６００ＲＰＭで６０秒間スピンコーティングした。以下の表
に従って、得られたウエハに直ちに放射線照射し焼き付けした（２４８において、３０分
＝２．７Ｊ／ｃｍ2；３６５ｎｍにおいて、６２秒＝２．７Ｊ／ｃｍ2）。接触角は、アニ
ソールを使用して測定し、１μＬの増分でウエハ表面に加えて、Ｒａｍｅ−Ｈａｒｔゴニ
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オメーターを使用して前進接触角を測定した。これらの測定は各ウエハ上で１箇所で行い
、最も安定した接触角を記録した。
【０２３６】
【表７】

10

【０２３７】
実施例３９
この実施例ではテトラ（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−トリ
デカフルオロオクチル）エチレンテトラカルボキシレート（ＰＣＳＡ−１４）の合成を示
す。
【０２３８】
【化２１】

20

30

【０２３９】
撹拌棒、窒素バブラー、および冷却器を取り付けた３口丸底フラスコ中で、３６ｇ（９
９ｍｍｏｌ）の１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロオクタノール、５ｇ（１５．８ｍ
ｍｏｌ）エチレンテトラカルボン酸テトラエチル、および１ｇのｐ−トルエンスルホン酸
を混合した。最初に、反応物の表面上に泡が現れた。しかし、反応を１００℃まで加熱す
ると、泡は減少し、これは液体中を浮遊する固体であることが明らかとなった。温度を上
昇させると、サンプルは透明になった。約２４時間後、ＮＭＲを使用して反応の進行を監
視すると、過剰の反応物が依然として存在することが分かった。サンプルの温度を２週間

40

にわたって維持しながら、遊離したエタノールとともに窒素フラッシュによって反応で運
び去られた１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ−パーフルオロオクタノールを定期的に補充した。冷
却後、サンプルを５０ｍＬのエーテル中に溶解させた。次にこれを重炭酸ナトリウム（３
×約５０ｍＬ）で洗浄すると、黄色液体が得られた。この黄色液体をアルミナ（約３ｃｍ
）に通して濾過すると、透明液体になった。ｒｏｔａｖａｐ上でエーテルを除去した。白
色ゲル（タフィー状）をバイアル中に入れ、高真空下でポンプを２日間使用した。材料の
最終的なＮＭＲから、大部分が所望のテトラフルオロアルキルエステル（４．５１ｐｐｍ
）であり、トリス（フルオロアルキル）モノエチルエステル（フルオロアルキルが４．３
９およびエチルエステルが４．２３）が混入していることが示された。これら３つの共鳴
が４０：１２：４の比であることから、２つの生成物の比が１０：４である、または２８
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％がモノエチルテトラエステルであることが分かった。
【０２４０】
実施例４０
この実施例では、テトラ（３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８−ト
リデカフルオロオクチル）エチレンテトラカルボキシレート（ＰＣＳＡ−１４）の光グラ
フト化を示す。
【０２４１】
テトラＣ６エチレンテトラカルボキシレート（実施例３９に記載の材料の）Ｖｅｒｔｒ
ｅｌ

ＸＦ中の溶液（固体０．０８３２ｇ／合計８．３１０５ｇ）を濾過し、ＨＴＬ上に

６００ＲＰＭで６０秒間スピンコーティングした。以下の表に従って、直ちにウエハに放

10

射線照射し、焼き付けした。接触角は、アニソールを使用して測定し、１μＬの増分でウ
エハ表面に加えて、Ｒａｍｅ−Ｈａｒｔゴニオメーターを使用して前進接触角を測定した
。これらの測定は各ウエハ上で１箇所で行い、最も安定した接触角を記録した。
【０２４２】
【表８】

20

【０２４３】
概要または実施例で前述したすべての行為が必要なわけではなく、特定の行為の一部が
不要となる場合もあり、１つまたは複数のさらなる行為を前述の行為に加えて行うことが
できることに留意されたい。さらに、行為が列挙されている順序は、必ずしもそれらが実

30

施される順序ではない。
【０２４４】
以上の明細書において、具体的な実施形態を参照しながら本発明の概念を説明してきた
。しかし、当業者であれば、特許請求の範囲に記載される本発明の範囲から逸脱せずに種
々の修正および変更を行えることが理解できよう。したがって、本明細書および図面は、
限定的な意味ではなく説明的なものであると見なすべきであり、すべてのこのような修正
は本発明の範囲内に含まれることを意図している。
【０２４５】
特定の実施形態に関して、利益、その他の利点、および問題に対する解決法を以上に記
載してきた。しかし、これらの利益、利点、問題の解決法、ならびに、なんらかの利益、

40

利点、または解決法を発生させたり、より顕著にしたりすることがある、あらゆる特徴が
、特許請求の範囲のいずれかまたはすべての重要、必要、または本質的な特徴であるとし
て解釈すべきではない。
【０２４６】
別々の実施形態の状況において、明確にするために本明細書に記載されている特定の複
数の特徴は、１つの実施形態の中で組み合わせても提供できることを理解されたい。逆に
、簡潔にするため１つの実施形態の状況において説明した種々の特徴も、別々に提供した
り、あらゆる副次的な組み合わせで提供したりすることができる。さらに、ある範囲内で
示される値に対する言及は、記載の範囲のわずかな上下のばらつきを含み、それらを使用
して、それらの範囲内にある値と実質的に同じ結果を実現することができる。また、これ
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らの範囲の開示は、ある値のある成分が異なる値の成分と混合される場合に生じうる分数
値を含めた、最小平均値と最大平均値との間のすべての値を含む連続範囲であることを意
図している。さらに、より広い範囲およびより狭い範囲が開示される場合、一方の範囲の
最小値を他方の範囲の最大値と一致させる、およびその逆を行うことが、本発明の意図の
範囲内となる。

【図１】

【図２】
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