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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極および陰極からなる電極間に、ア
ニオンをドープした導電性高分子を含む正孔注入層、および、少なくとも１層の共役系高
分子蛍光体を含む有機発光層を有し、該有機発光層が粒径１μｍを越える粒子状異物を実
質的に含まないことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項２】
　共役系高分子蛍光体が水または有機溶媒に可溶であることを特徴とする請求項１記載の
有機エレクトロルミネッセンス素子。
【請求項３】
　共役系高分子蛍光体が、固体状態で蛍光を有し、ポリスチレン換算の数平均分子量が１
×１０4～１×１０7であり、下記一般式（１）で示される繰り返し単位を少なくとも一種
類含むものであることを特徴とする請求項１または２記載の有機エレクトロルミネッセン
ス素子。
【化１】
　　－Ａｒ1－（ＣＲ1＝ＣＲ2）k－　　　　・・・・・（１）
〔ここで、Ａｒ1は、隣接する２つの基とそれぞれ炭素－炭素結合を形成する２価の基で
あり、共役に関与する炭素原子の数が６個以上６０個以下からなるアリーレン基、または
共役に関与する炭素原子の数が４個以上６０個以下からなる複素環化合物基であるものを
示し、該アリーレン基、複素環化合物基はさらに置換基を有していてもよい。またＲ1、
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Ｒ2は、それぞれ独立に水素原子、炭素数１～２０の直鎖状、分岐状または環状のアルキ
ル基、炭素数６～６０のアリール基、炭素数４～６０の複素環化合物基およびシアノ基か
らなる群から選ばれる基を示し、該アリール基、複素環化合物基はさらに置換基を有して
いてもよい。ｋは０または１である。〕
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたことを特
徴とする面状光源。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたことを特
徴とするセグメント表示装置。
【請求項６】
　請求項１～３のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたことを特
徴とするドットマトリックス表示装置。
【請求項７】
　請求項１～３のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子をバックライトと
することを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、有機ＥＬ素子ということがある。
）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
有機ＥＬ素子は、従来の無機ＥＬ素子に比べ、低電圧駆動、高輝度に加えて多数の色の発
光が容易に得られるという特徴があることから素子構造や有機蛍光色素、有機電荷輸送化
合物について多くの試みが報告されている〔ジャパニーズ・ジャーナル・オブ・アプライ
ド・フィジックス（Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．）第２７巻、Ｌ２６９頁（１９８
８年）〕、〔ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス（Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．
）第６５巻、３６１０頁（１９８９年）〕。
【０００３】
また、有機ＥＬ素子のなかで高分子量の発光材料（以下、高分子蛍光体ということがある
。）を用いる高分子発光素子が、ＷＯ９０１３１４８号公開明細書、特開平３－２４４６
３０号公報、アプライド・フィジックス・レターズ（Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．）
第５８巻、１９８２頁（１９９１年）などに記載されている。高分子蛍光体またはその前
駆体は、溶媒に可溶であり、塗布法により発光層を形成できるという利点がある。
【０００４】
有機ＥＬ素子は、ダークスポットと呼ばれる非発光欠陥が発生しやすく、それが成長する
ことで、有機ＥＬ素子の表示品位が著しく低下する場合が知られている。この問題の解決
方法として、ダークスポットの発生を抑制する方法やダークスポットの成長を抑制する方
法（特開平９－１４８０６６号公報）が開示されている。ダークスポットの発生を抑制す
る方法については、特開平１０－１７２７６８号公報に、その原因が、透明電極基板の欠
陥、たとえば、透明電極の突起、ガラスのキズや外部からの付着粒子があげられ、透明電
極基板の欠陥密度を低減させる方法が開示されている。また、特開平６－１２４７８５号
公報には、高分子フィルム上の電極を用いた素子において、高分子フィルム内、高分子フ
ィルムと第１電極の界面および第１電極の表面における異物、突起物、穴、空孔を低減す
る方法が開示されている。
【０００５】
特に、高分子材料を有機ＥＬ素子に用いる場合には、たとえば、特開平８－１８８７７３
号公報第７頁に、正孔輸送性ポリマー溶液から塗布にて、薄膜に製膜する場合に、該溶液
を０．１μｍのフィルタで濾過して用いることが記載されている。また、特開２０００－
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４８９６０号公報第１８頁に電荷注入層材料として、ポリチオフェン誘導体や正孔輸送層
材料であるポリビニルカルバゾールを溶液から塗布する際に０．４５μｍのフィルタで濾
過した溶液を使用することが記載されている。さらに特開平９－１２４７３３号公報には
ビニル系ポリマーを発光体とする場合に、塗布前に溶液を０．２μｍのフィルタで濾過す
ることが記載されている。また特開平９－１０４７３２号公報には、共役系構造をエーテ
ル基で結合したポリマー溶液を、マイクロフィルタで濾過して溶液を得、その溶液を塗布
することが記載されている。しかしながら、共役系高分子を有機発光層に用い、ダークス
ポットがより少ない素子については記載されていない。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、低電圧駆動、高輝度に加えて多数の色の発光が容易に得られるという有
機ＥＬ素子の特徴を維持しつつ、さらにダークスポットが少ない、共役系高分子を有機発
光層に用いた有機ＥＬ素子を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は、このような事情をみて、鋭意検討し、共役系高分子蛍光体を含む有機発光
層が粒径１μｍを越える粒子状異物を実質的に含まない有機エレクトロルミネッセンス素
子が、有機ＥＬ素子の特徴を維持しつつ、さらにダークスポットが少ないことを見出し、
本発明に至った。
【０００８】
すなわち本発明は、以下の〔１〕～〔７〕に係るものである。
〔１〕少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極および陰極からなる電極間に
、少なくとも１層の共役系高子蛍光体を含む有機発光層を有し、該有機発光層が粒径１μ
ｍを越える粒子状異物を実質的に含まない有機エレクトロルミネッセンス素子。
〔２〕少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極および陰極からなる電極間に
、少なくとも１層の共役系高子蛍光体を含む有機発光層を有する有機エレクトロルミネッ
センス素子の製造方法において、共役系高分子蛍光体を含む溶液を孔径１μｍ以下のフィ
ルタで濾過して塗布剤を作成する工程および該塗布剤を塗布して有機発光層を形成する工
程を含む有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
〔３〕上記〔２〕の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法を用いてなる有機エレ
クトロルミネッセンス素子。
〔４〕上記〔１〕または〔３〕の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた面状光源。
〔５〕上記〔１〕または〔３〕の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたセグメント
表示装置。
〔６〕上記〔１〕または〔３〕の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたドットマト
リックス表示装置。
〔７〕上記〔１〕または〔３〕の有機エレクトロルミネッセンス素子をバックライトとす
る液晶表示装置。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の有機ＥＬ素子について詳細に説明する。
本発明の有機ＥＬ素子は、少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極および陰
極からなる電極間に、該有機発光層が粒径１μｍを越える粒子状異物を実質的に含まない
。ここに発光層とは、発光を生ずる層のことをいい、有機発光層とは、発光を生ずる有機
層のことをいう。また、粒子状異物とは有機発光層を構成する物質とは異なる物質であり
、かつその粒子状異物の一番大きな径が有機発光層の平均膜厚より大きいものをいう。
粒径が１μｍを超える粒子状異物とは、粒子状異物を分散させた溶液を孔径１μｍのフィ
ルタにて濾過したとき、該フィルタで捕捉される粒子状異物のことをいう。
【００１０】
本発明の有機ＥＬ素子は、少なくとも１層の共役系高分子蛍光体を含む有機発光層を有し
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していてもよい。好ましくは、正孔注入層と共役系高子蛍光体を含む有機発光層を有する
素子である。
【００１１】
また、本発明には、有機発光層、正孔輸送層、電子輸送層のいずれかの層を２層以上用い
ることも例示される。これらの各層の素子中での位置は、陰極から陽極に向かって、電子
注入層、電子輸送層、発光層、正孔輸送層、正孔注入層、陽極の順に用いられるのが一般
的であるが、上記の１層構造や２層構造の場合はそれぞれ対応する層を省略する。また、
それぞれの層を複数用いる場合は、第２の層を用いる位置に特に制限はなく、発光効率や
素子寿命を勘案して適宜用いることができる。
【００１２】
次に、本発明の有機ＥＬ素子に用いる部材について説明する。
本発明における有機ＥＬ素子の有機発光層に含まれる共役系高分子蛍光体は、π電子系が
分子鎖に沿って非極在化している分子構造を有しており、固体状態で蛍光を示し、ポリス
チレン換算の数平均分子量が１×１０4～１×１０7である共役系高分子蛍光体が好ましく
用いられる。より好ましくは、固体状態で蛍光を有し、ポリスチレン換算の数平均分子量
が１×１０4～１×１０7であり、下式（１）で示される繰り返し単位を少なくとも一種類
含むものであり、さらに好ましくは、該繰り返し単位の合計が全繰り返し単位の９０モル
％以上のものである。
【化２】
－Ａｒ1－（ＣＲ1＝ＣＲ2）k－　　　　・・・・・（１）
〔ここで、Ａｒ1は、隣接する２つの基とそれぞれ炭素－炭素結合を形成する２価の基で
あり、共役に関与する炭素原子の数が６個以上６０個以下からなるアリーレン基、または
共役に関与する炭素原子の数が４個以上６０個以下からなる複素環化合物基であるものを
示し、アリーレン基、複素環化合物基はさらに置換基を有していてもよい。７～６０のア
リールアルコキシ基、炭素数６～６０のアリールアミノ基、炭素数４～６０の複素環化合
物基並びにシアノ基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよい。またＲ1、Ｒ2は
、それぞれ独立に水素原子、炭素数１～２０の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基、
炭素数６～６０のアリール基、炭素数４～６０の複素環化合物基およびシアノ基からなる
群から選ばれる基を示し、該アリール基、複素環化合物基はさらに置換基を有していても
よい。ｋは０または１である。〕
【００１３】
ここで、上式（１）で示される繰り返し単位を少なくとも一種類含み、かつ該繰り返し単
位の合計が全繰り返し単位の９０モル％以上である共役系高分子蛍光体では、重合に起因
する構造欠陥や非共役系モノマーの添加により、非共役系部分を１０モル％未満有するも
のも本発明に含まれる。
さらに、上式（１）で示されるが、異なる構造の繰り返し単位を２種類以上含む共役系高
分子蛍光体も本発明に含まれる。
また共役系高分子蛍光体が水または有機溶媒に可溶であることが好ましく、有機溶媒に可
溶であることがより好ましい。
【００１４】
本発明の有機ＥＬ素子においては、共役系高分子蛍光体に、低分子化合物からなる発光材
料を混合して使用してもよい。上記共役系高分子蛍光体以外の発光材料を含む発光層が、
上記高分子蛍光体を含む有機発光層と積層されていてもよい。
【００１５】
上式（１）において、Ａｒ1としては、高分子蛍光体の蛍光特性を損なわないように選択
すればよく、具体的な例としては以下に例示される二価の基があげられる。
【化３】
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【化４】

【化５】
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【化６】

【化７】

【化８】
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【化９】

【化１０】

【化１１】
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【化１２】

【化１３】

【化１４】

【化１５】
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【化１６】

【００１６】
ここで、Ｒは、水素原子、炭素数１～２０の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基、炭
素数１～２０の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基を持つアルコキシ基、炭素数１～
２０の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基を持つアルキルチオ基、炭素数１～６０の
モノ、ジまたはトリアルキルシリル基、炭素数１～４０のモノまたはジアルキルアミノ基
、炭素数６～６０のアリール基、炭素数６～６０のアリールオキシ基、炭素数７～６０の
アリールアルキル基、炭素数７～６０のアリールアルコキシ基、炭素数８～６０のアリー
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ルアルケニル基、炭素数８～６０のアリールアルキニル基、炭素数６～６０のモノアリー
ルアミノ基またはジアリールアミノ基（以下、モノまたはジアリールアミノ基ということ
がある）、炭素数２～６０の複素環化合物基ならびにシアノ基からなる群から選ばれる置
換基をあらわし、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルコ
キシ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、モノまたはジアリールアミノ基
および複素環化合物基はさらに置換基を有していてもよい。
【００１７】
上記の例において、１つの構造式中に複数のＲを有しているが、それらは同一であっても
よいし、異なる基であってもよく、それぞれ独立に選択される。また、Ａｒ1の置換基の
炭素原子は、酸素原子または硫黄原子と置き換えられていてもよいし、Ａｒ1の置換基の
一つ以上の水素原子はフッ素原子に置き換えられていてもよい。
【００１８】
溶媒への溶解性を高めるためには、水素原子でない置換基を少なくとも１つ以上有してい
ることが好ましく、また置換基を含めた繰り返し単位の形状の対称性が少ないことが好ま
しい。
【００１９】
さらにＲは－Ｘ－Ｒの形で、Ａｒに結合してもよい。この場合のＸは－Ｏ－、－Ｓ－、－
ＣＲ3Ｒ4－、－ＳｉＲ5Ｒ6－、―ＮＲ7－、－ＣＯ－、－ＣＯＯ－、－ＳＯ2－、－ＣＲ8

＝ＣＲ9－、および．－Ｃ≡Ｃ－からなる群から選ばれる基を示すが、－Ｏ－，－Ｓ－、
－ＣＲ10＝ＣＲ11－、および－Ｃ≡Ｃ－が好ましく、－Ｏ－がさらに好ましい。Ｒ3から
Ｒ11は、それぞれ独立に水素原子、炭素数１～２０の直鎖状、分岐状または環状のアルキ
ル基、炭素数６～６０のアリール基、炭素数４～６０の複素環化合物基およびシアノ基か
らなる群から選ばれる基を示し、アリール基および複素環化合物基はさらに置換基を有し
ていてもよい。
【００２０】
Ｒの具体的な例として、炭素数１～２０の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基として
は、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｎ－ブチル基、ｉｓｏ
－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、
ノニル基、デシル基、ラウリル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル
基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、シクロ
ドデシル基などが例示され、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、シクロヘ
キシル基が好ましい。
【００２１】
炭素数１～２０の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基を持つアルコキシ基としては、
メトキシ基、エトキシ基、ｎ－プロピルオキシ基、ｉｓｏ－プロピルオキシ基、ｎ－ブト
キシ基、ｉｓｏ－ブトキシ基、ｔｅｒｔ－ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキ
シ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ラウリ
ルオキシ基、シクロプロピルオキシ基、シクロブチルオキシ基、シクロペンチルオキシ基
、シクロヘキシルオキシ基、シクロヘプチルオキシ基などが例示され、ペンチルオキシ基
、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、デシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、が
好ましい。
【００２２】
炭素数１～２０の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基を持つアルキルチオ基としては
、メチルチオ基、エチルチオ基、ｎ－プロピルチオ基、ｉｓｏ－プロピルチオ基、ｎ－ブ
チルチオ基、ｉｓｏ－ブチルチオ基、ｔｅｒｔ－ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシ
ルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、ラウリルチ
オ基、シクロプロピルチオ基、シクロブチルチオ基、シクロペンチルチオ基、シクロヘキ
シルチオ基、シクロヘプチルチオ基などが例示され、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、
オクチルチオ基、デシルチオ基、シクロヘキシルチオ基が好ましい。
【００２３】
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炭素数１～６０のモノ、ジまたはトリアルキルシリル基としては、モノメチルシリル基、
ジメチルシリル基、トリメチルシリル基、モノエチルシリル基、ジエチルシリル基、トリ
エチルシリル基、モノプロピルシリル基、ジプロピルシリル基、トリプロピルシリル基、
モノブチルシリル基、ジブチルシリル基、トリブチルシリル基、モノペンチルシリル基、
ジペンチルシリル基、トリペンチルシリル基、モノヘキシルシリル基、ジヘキシルシリル
基、トリヘキシルシリル基、モノへプチルシリル基、ジへプチルシリル基、トリへプチル
シリル基、モノオクチルシリル基、ジオクチルシリル基、モノオクチルシリル基、ジオク
チルシリル基、トリオクチルシリル基、モノノニルシリル基、ジノニルシリル基、トリノ
ニルシリル基、モノデシルシリル基、ジデシルシリル基、トリデシルシリル基、モノラウ
リルシリル基、ジラウリルシリル基、トリラウリルシリル基、エチルジメチルシリル基、
プロピルジメチルシリル基、ブチルジメチルシリル基、ペンチルジメチルシリル基、ヘキ
シルジメチルシリル基、ヘプチルジメチルシリル基、オクチルジメチルシリル基、ノニル
ジメチルシリル基、デシルジメチルシリル基、ラウリルジメチルシリル基などが例示され
、トリペンチルシリル基、トリヘキシルシリル基、トリオクチルシリル基、トリデシルシ
リル基、ペンチルジメチルシリル基、ヘキシルジメチルシリル基、オクチルジメチルシリ
ル基、デシルジメチルシリル基が好ましい。
【００２４】
炭素数１～４０のモノまたはジアルキルアミノ基としては、モノメチルアミノ基、ジメチ
ルアミノ基、モノエチルアミノ基、ジエチルアミノ基、モノプロピルアミノ基、ジプロピ
ルアミノ基、モノブチルアミノ基、ジブチルアミノ基、モノペンチルアミノ基、ジペンチ
ルアミノ基、モノヘキシルアミノ基、ジヘキシルアミノ基、モノヘプチルアミノ基、ジヘ
プチルアミノ基、モノオクチルアミノ基、ジオクチルアミノ基、モノノニルアミノ基、ジ
ノニルアミノ基、モノデシルアミノ基、ジデシルアミノ基、モノラウリルアミノ基、ジラ
ウリルアミノ基などが例示され、ペンチルアミノ基、ヘキシルアミノ基、オクチルアミノ
基、デシルアミノ基、ジペンチルアミノ基、ジヘキシルアミノ基、ジオクチルアミノ基、
ジデシルアミノ基が好ましい。
【００２５】
炭素数７～６０のアリールアルコキシ基としては、フェニル－Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、
Ｃ1～Ｃ12アルコキシフェニル－Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ1～Ｃ12アルキルフェニル－
Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、１－ナフチル－Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、２－ナフチル－Ｃ1～
Ｃ12アルコキシ基などが例示され、フェニル－Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ1～Ｃ12アルコ
キシフェニル－Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ1～Ｃ12アルキルフェニル－Ｃ1～Ｃ12アルコ
キシ基が好ましい。炭素数６～６０のアリール基としては、フェニル基、ナフチル基、ア
ンスリル基、ピレニル基、ペリレニル基などが例示され、Ｃ1～Ｃ12アルキル基、Ｃ1～Ｃ

12アルコキシ基、Ｃ6～Ｃ20アリール基をさらに置換基として有していてもよく、Ｃ1～Ｃ

12アルコキシ基を有するフェニル基、Ｃ1～Ｃ12アルキル基を有するフェニル基が好まし
い。
【００２６】
炭素数６～６０のアリールオキシ基としては、フェノキシ基、ナフチルオキシ基、アンス
リルオキシ基などが例示され、Ｃ1～Ｃ12アルキル基、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ6～Ｃ2

0アリール基をさらに置換基として有していてもよく、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基を有するフ
ェノキシ基、Ｃ1～Ｃ12アルキル基を有するフェノキシ基が好ましい。
【００２７】
炭素数７～６０のアリールアルキル基としては、フェニル－Ｃ1～Ｃ12アルキル基、ナフ
チル－Ｃ1～Ｃ12アルキル基、アンスリル－Ｃ1～Ｃ12アルキル基などが例示され、Ｃ1～
Ｃ12アルキル基、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ6～Ｃ20アリール基をさらに置換基として有
していてもよく、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基を有するフェニル－Ｃ1～Ｃ12アルキル基、Ｃ1

～Ｃ12アルキル基を有するフェニル－Ｃ1～Ｃ12アルキル基が好ましい。
【００２８】
炭素数７～６０のアリールアルコキシ基としては、フェニル－Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、
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ナフチル－Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、アンスリル－Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基などが例示され
、Ｃ1～Ｃ12アルキル基、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ6～Ｃ20アリール基をさらに置換基
として有していてもよく、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基を有するフェニル－Ｃ1～Ｃ12アルコキ
シ基、Ｃ1～Ｃ12アルキル基を有するフェニル－Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基が好ましい。
【００２９】
炭素数８～６０のアリールアルケニル基としては、フェニルエテニル基、ナフチルエテニ
ル基、アンスリルエテニル基、ピレニルエテニル基などが例示され、Ｃ1～Ｃ12アルキル
基、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ6～Ｃ20アリール基をさらに置換基として有していてもよ
く、フェニルエテニル基、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基を有するフェニルエテニル基、Ｃ1～Ｃ

12アルキル基を有するフェニルエテニル基が好ましい。
【００３０】
炭素数８～６０のアリールアルキニル基としては、フェニルエチニル基、ナフチルエチニ
ル基、アンスリルエチニル基、ピレニルエチニル基などが例示され、Ｃ1～Ｃ12アルキル
基、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ6～Ｃ20アリール基をさらに置換基として有していてもよ
く、フェニルエチニル基、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基を有するフェニルエチニル基、Ｃ1～Ｃ

12アルキル基を有するフェニルエチニル基が好ましい。
【００３１】
炭素数６～６０のモノまたはジアリールアミノ基としては、モノフェニルアミノ基、Ｃ1

～Ｃ12アルキル－フェニルアミノ基、ジフェニルアミノ基、モノナフチルアミノ基、Ｃ1

～Ｃ12アルキル－ナフチルアミノ基、ジナフチルアミノ基、フェニルナフチルアミノ基な
どが例示され、Ｃ1～Ｃ12アルキル基、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ6～Ｃ20アリール基を
さらに置換基として有していてもよく、Ｃ1～Ｃ12アルキルフェニルアミノ基、ジ（Ｃ1～
Ｃ12アルキルフェニル）アミノ基が好ましい。
【００３２】
炭素数２～６０の複素環化合物基としては、ピロリル基、ピリジル基、ピペラジル基、キ
ノリル基、キノキサリル基、インドリル基、カルバゾイル基、フリル基、ベンゾフリル基
、ジベンゾフリル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ジベンゾチエニル基、オキサジア
ゾリル基、オキサゾリル基、トリアゾリル基、チオジアゾリル基、ベンゾオキサゾリル基
、ベンゾジアゾリル基、シロリル基、ベンゾシロリル基などが例示され、Ｃ1～Ｃ12アル
キル基、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ6～Ｃ20アリール基をさらに置換基として有していて
もよく、チエニル基、Ｃ1～Ｃ12アルキル基を有するチエニル基、ピリジル基、Ｃ1～Ｃ12

アルキル基を有するピリジル基が好ましい。
【００３３】
Ａｒ1の置換基の例のうち、アルキル鎖を含む置換基においては、それらは直鎖、分岐ま
たは環状のいずれかまたはそれらの組み合わせであってもよく、直鎖でない場合、例えば
、イソアミル基、２－エチルヘキシル基、３，７－ジメチルオクチル基、シクロヘキシル
基、４－Ｃ1～Ｃ12アルキルシクロヘキシル基などが例示される。高分子蛍光体の溶媒へ
の溶解性を高めるためには、Ａｒ1の置換基のうちの１つ以上に環状または分岐のあるア
ルキル鎖が含まれることが好ましい。また、２つのアルキル鎖の先端が連結されて環を形
成していてもよい。さらに、アルキル鎖の一部の炭素原子がヘテロ原子を含む基で置き換
えられていてもよく、それらのヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子など
が例示される。
【００３４】
さらに、Ａｒ1の置換基の例のうち、アリール基や複素環化合物基をその一部に含む場合
は、それらがさらに１つ以上の置換基を有していてもよい。
【００３５】
Ｒ1～Ｒ11が、水素原子またはシアノ基以外の置換基である場合について述べると、炭素
数１～２０の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、ｎ
－プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｎ－ブチル基、ｉｓｏ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチ
ル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ラウリ
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ル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シク
ロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、シクロドデシル基などが例示され、
ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、シクロヘキシル基が好ましい。
【００３６】
炭素数６～６０のアリール基としては、フェニル基、ナフチル基、アンスリル基、ピレニ
ル基、ペリレニル基などが例示され、Ｃ1～Ｃ12アルキル基、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ

6～Ｃ20アリール基をさらに置換基として有していてもよく、フェニル基、Ｃ1～Ｃ12アル
キル基を有するフェニル基が好ましい。
【００３７】
炭素数２～６０の複素環化合物基としては、ピロリル基、ピリジル基、ピペラジル基、キ
ノリル基、キノキサリル基、インドリル基、カルバゾイル基、フリル基、ベンゾフリル基
、ジベンゾフリル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ジベンゾチエニル基、オキサジア
ゾリル基、オキサゾリル基、トリアゾリル基、チオジアゾリル基、ベンゾオキサゾリル基
、ベンゾジアゾリル基、シロリル基、ベンゾシロリル基などが例示され、Ｃ1～Ｃ12アル
キル基、Ｃ1～Ｃ12アルコキシ基、Ｃ6～Ｃ20アリール基をさらに置換基として有していて
もよく、チエニル基、Ｃ1～Ｃ12アルキル基を有するチエニル基、ピリジル基、Ｃ1～Ｃ12

アルキル基を有するピリジル基が好ましい。
【００３８】
また、高分子蛍光体の末端基は、重合活性基がそのまま残っていると、素子にしたときの
発光特性や寿命が低下する可能性があるので、安定な基で保護されていてもよい。主鎖の
共役構造と連続した共役結合を有しているものが好ましく、例えば、ビニレン基を介して
アリール基または複素環化合物基と結合している構造が例示される。具体的には、特開平
９－４５４７８号公報の化１０に記載の置換基等が例示される。
【００３９】
該蛍光体の合成法としては、主鎖にビニレン基を有する場合には、例えば特開平５－２０
２３５５号公報に記載の方法が挙げられる。すなわち、ジアルデヒド化合物とジホスホニ
ウム塩化合物との重合やジアルデヒド化合物とジ燐酸エステル化合物とのＨｏｒｎｅｒ－
Ｗａｄｓｗｏｒｔｈ－Ｅｍｍｏｎｓ法による重合などのＷｉｔｔｉｇ反応による重合、ジ
ビニル化合物とジハロゲン化合物とのもしくはビニルハロゲン化合物単独でのＨｅｃｋ反
応による重合、ハロゲン化メチル基を２つ有する化合物の脱ハロゲン化水素法による重縮
合、スルホニウム塩基を２つ有する化合物のスルホニウム塩分解法による重縮合、ジアル
デヒド化合物とジアセトニトリル化合物とのＫｎｏｅｖｅｎａｇｅｌ反応による重合など
の方法が例示される。これらのうち、特開平３－２４４６３０に開示されている、Ｗｉｔ
ｔｉｇ反応による重合、脱ハロゲン化水素法による重縮合、スルホニウム塩分解法による
重縮合が、実施が容易である。
【００４０】
また、主鎖にビニレン基を有しない場合には、例えば該当するモノマーからＳｕｚｕｋｉ
カップリング反応により重合する方法、Ｇｒｉｇｎａｒｄ反応により重合する方法、Ｎｉ
（０）触媒により重合する方法、ＦｅＣｌ3等の酸化剤により重合する方法、電気化学的
に酸化重合する方法、あるいは適当な脱離基を有する中間体高分子の分解による方法など
が例示される。
より具体的には、特開平６－７３３７４公報、ＷＯ９９／２０６７５号公報、ＷＯ９９／
４８１６０号公報に記載の材料が例示される。
【００４１】
また、該高分子蛍光体は、交互、ランダム、ブロックまたはグラフト共重合体であっても
よいし、それらの中間的な構造を有する高分子、例えばブロック性を帯びたランダム共重
合体であってもよい。蛍光の量子収率の高い高分子蛍光体を得る観点からは完全なランダ
ム共重合体よりブロック性を帯びたランダム共重合体やブロックまたはグラフト共重合体
が好ましい。主鎖に枝分かれがあり、末端部が３つ以上ある場合やデンドリマーも含まれ
る。
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【００４２】
また、薄膜からの発光を利用するので該高分子蛍光体は、固体状態で蛍光を有するものが
好適に用いられる。
該高分子蛍光体に対する良溶媒としては、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン
、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、テトラリン、デカリン、ｎ－
ブチルベンゼンなどが例示される。高分子蛍光体の構造や分子量にもよるが、通常はこれ
らの溶媒に０．１重量％以上溶解させることができる。
【００４３】
該高分子蛍光体は、数平均分子量がポリスチレン換算で１×１０4～１×１０7であり、そ
れらの重合度は、繰り返し構造やその割合によっても変わる。成膜性の点から一般には繰
り返し構造の合計数が、好ましくは２０～１００００、さらに好ましくは３０～１０００
０、特に好ましくは５０～５０００である。
【００４４】
発光層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度
な値となるように選択すればよいが、例えば１ｎｍから１μｍであり、好ましくは２ｎｍ
～５００ｎｍであり、さらに好ましくは５ｎｍ～２００ｎｍである。
【００４５】
これらの高分子蛍光体を有機ＥＬ素子の発光材料として用いる場合、その純度が発光特性
に影響を与えるため、重合前のモノマーを蒸留、昇華精製、再結晶等の方法で精製したの
ちに重合することが好ましく、また合成後、再沈精製、クロマトグラフィーによる分別等
の純化処理をすることが好ましい。
【００４６】
本発明において、１μｍを超える粒子状異物を実質的に含まないようにする方法としては
、共役系高分子蛍光体として水または有機溶媒等に可溶なものを用いる場合には、通常、
共役系高分子蛍光体を含む有機発光層の形成を、該共役系高分子蛍光体溶液を塗布するこ
とにより行うので、塗布前に共役系高分子蛍光体溶液を孔径１μｍのフィルターで濾過し
て粒子状異物を取り除くことが工業的に有利である。
【００４７】
次に本発明の有機ＥＬ素子の製造方法について説明する。
本発明の製造方法は、少なくとも一方が透明または半透明である一対の陽極および陰極か
らなる電極間に、少なくとも１層の共役系高子蛍光体を含む有機発光層を有する有機エレ
クトロルミネッセンス素子の製造方法において、共役系高分子蛍光体を含む溶液を孔径１
μｍ以下のフィルタで濾過することにより塗布剤を作成する工程および該塗布剤を塗布し
て有機発光層を形成する工程を含むことを特徴とする。
ここに、塗布剤を塗布して有機発光層を形成するとは、塗布剤を基板に塗布して有機発光
層を形成する場合、塗布剤を、有機ＥＬ素子を形成する他の層上に塗布して有機発光層を
形成する場合などが挙げられる。
濾過する工程については、共役系高分子蛍光体を合成する工程から、素子作製の基板への
塗布工程の間であれば、特に制限はない。
塗布剤の性状は、塗布できるものであれば特に限定されないが、製造の容易さの観点から
溶液であることが好ましい。
【００４８】
塗布剤を作成する工程としては、共役系高分子蛍光体を含む溶液を孔径１μｍ以下のフィ
ルタで濾過して塗布剤を作成する工程；共役系高分子蛍光体を含む溶液を孔径１μｍ以下
のフィルタで濾過して得た溶液から共役系高分子蛍光体を固体として取り出して塗布剤を
作成する工程が挙げられる。粒子状異物の混入を防止する観点から、共役系高分子蛍光体
を含む溶液を孔径１μｍ以下のフィルタで濾過して塗布剤を作成する工程が好ましい。
【００４９】
共役系高分子蛍光体を固体として取り出す方法としては、例えば、濾過して得た溶液を共
役系高分子蛍光体に対する貧溶媒と接触させて該蛍光体を再沈殿させて固体を得、該固体



(15) JP 4937440 B2 2012.5.23

10

20

30

40

50

を必要に応じ乾燥する方法が挙げられる。
このようにして取り出された固体を溶媒に溶解することにより溶液の塗布液を得ることが
できる。
【００５０】
また、本発明の製造方法は、必要に応じ、上述した工程以外に、乾燥工程、塗布剤を貯蔵
する工程、塗布剤を運搬する工程、濃度を調整する工程、その他の工程を含んでいてもよ
い。
【００５１】
塗布剤を作成する工程と該塗布剤を塗布して有機発光層を形成する工程との間に、該塗布
剤を貯蔵および／または運搬する工程を有することもできる。
貯蔵および／または運搬する工程としては特に制限はないが、異物や水分の混入を防止す
ることが好ましい。このためには、外気から密閉される構造の容器に入れて貯蔵および／
または運搬することが好ましい。
【００５２】
濾過に用いるフィルタ（濾紙）としては、孔径がそろったフィルタを用いることが好まし
い。ダークスポットの発生を少なくする孔径としては、通常１μｍ以下であり、好ましく
は０．５μｍ以下である。ここに孔径とは、日本工業規格ＪＩＳＫ３８３２のバブルポイ
ント試験方法で測定した孔径をいう。
フィルタの材質に特に制限はないが、有機溶媒を用いる場合には、有機溶媒の耐性の高い
ポリ４フッ化エチレン製のフィルタが好ましい。
【００５３】
本発明の方法の具体例としては、共役系高分子蛍光体溶液を濾過し、引き続き塗布する方
法；共役系高分子蛍光体溶液としたのち、該溶液を貯蔵し、塗布する直前に濾過する方法
；共役系高分子蛍光体を合成後に溶液として、該溶液を濾過し、濾過液から共役系高分子
蛍光体を固体として取り出し、固体状態で貯蔵後、溶液として、塗布する方法が例示され
る。これらのうち、塗布工程の直前に濾過を行うことが好ましい。なお、濾過は複数回行
ってもよい。
【００５４】
有機膜中での異物の存在数については、顕微鏡で観察することもできるが、素子にして発
光させ、ダークスポットとして観察するのが、簡便である。この場合、基板に由来するダ
ークスポットと区別するために、濾過前の溶液を用いて作成された素子のダークスポット
の数と濾過後の溶液を用いて作成された素子のダークスポットの数とを比較することで、
有機膜中の異物に由来するダークスポット数をほぼ算出することができる。
【００５５】
このようにして検出されるダークスポット数は少ないほど良好であるが、ドットマトリッ
クス型の素子では画素の大きさが３００μｍ角であることが多いことから、１画素に２個
以下のダークスポットの発生とすると、１８個／ｍｍ2以下であることが好ましい。
【００５６】
本発明において、電荷注入層（電子注入層、正孔注入層）を設けた有機ＥＬ素子としては
、陰極に隣接して電荷注入層を設けた有機ＥＬ素子、陽極に隣接して電荷注入層を設けた
有機ＥＬ素子があげられる。
【００５７】
使用される電荷注入層の具体的な例としては、導電性高分子を含む層、陽極と正孔輸送層
との間に設けられ、陽極材料と正孔輸送層に含まれる正孔輸送材料との中間の値のイオン
化ポテンシャルを有する材料を含む層、陰極と電子輸送層との間に設けられ、陰極材料と
電子輸送層に含まれる電子輸送材料との中間の値の電子親和力を有する材料を含む層など
が例示される。
【００５８】
上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、１０-3

Ｓ／ｍ以上１０5Ｓ／ｍ以下であることが好ましく、発光画素間のリーク電流を小さくす
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るためには、１０-3Ｓ／ｍ以上１０4Ｓ／ｍ以下がより好ましく、１０-3Ｓ／ｍ以上１０3

Ｓ／ｃｍ以下がさらに好ましい。
通常は該導電性高分子の電気伝導度を１０-3Ｓ／ｍ以上１０5Ｓ／ｍ以下とするために、
該導電性高分子に適量のイオンをドープする。
【００５９】
ドープするイオンの種類は、正孔注入層であればアニオン、電子注入層であればカチオン
である。アニオンの例としては、ポリスチレンスルホン酸イオン、アルキルベンゼンスル
ホン酸イオン、樟脳スルホン酸イオンなどが例示され、カチオンの例としては、リチウム
イオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオンなどが例
示される。
電荷注入層の膜厚としては、例えば１ｎｍ～１００ｎｍであり、２ｎｍ～５０ｎｍが好ま
しい。
【００６０】
電荷注入層に用いる材料は、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、ポ
リアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリピロールおよびそ
の誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびそ
の誘導体、ポリキノリンおよびその誘導体、ポリキノキサリンおよびその誘導体、芳香族
アミン構造を主鎖または側鎖に含む重合体などの導電性高分子、金属フタロシアニン（銅
フタロシアニンなど）、カーボンなどが例示される。
【００６１】
膜厚２ｎｍ以下の絶縁層は電荷注入を容易にする機能を有するものである。上記絶縁層の
材料としては、金属フッ化物、金属酸化物、有機絶縁材料等があげられる。膜厚２ｎｍ以
下の絶縁層を設けた有機ＥＬ素子としては、陰極に隣接して膜厚２ｎｍ以下の絶縁層を設
けた有機ＥＬ素子、陽極に隣接して膜厚２ｎｍ以下の絶縁層を設けた有機ＥＬ素子があげ
られる。
【００６２】
本発明の有機ＥＬ素子が正孔輸送層を有する場合、使用される正孔輸送材料としては、ポ
リビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしく
は主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ピラゾリン誘導体、アリールアミ
ン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体、ポリアニリンもしくはその
誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体、ポリピロールもしくはその誘導体、ポリ（
ｐ－フェニレンビニレン）もしくはその誘導体、またはポリ（２，５－チエニレンビニレ
ン）もしくはその誘導体などが例示される。
【００６３】
具体的には、該正孔輸送材料として、特開昭６３－７０２５７号公報、同６３－１７５８
６０号公報、特開平２－１３５３５９号公報、同２－１３５３６１号公報、同２－２０９
９８８号公報、同３－３７９９２号公報、同３－１５２１８４号公報に記載されているも
の等が例示される。
【００６４】
これらの中で、正孔輸送層に用いる正孔輸送材料として、ポリビニルカルバゾールもしく
はその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミン化合物
基を有するポリシロキサン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンも
しくはその誘導体、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）もしくはその誘導体、またはポリ（
２，５－チエニレンビニレン）もしくはその誘導体等の高分子正孔輸送材料が好ましく、
さらに好ましくはポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその
誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体である。低分子
の正孔輸送材料の場合には、高分子バインダーに分散させて用いることが好ましい。
【００６５】
ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体は、例えばビニルモノマーからカチオン重合
またはラジカル重合によって得られる。
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【００６６】
ポリシランもしくはその誘導体としては、ケミカル・レビュー（Ｃｈｅｍ．Ｒｅｖ．）第
８９巻、１３５９頁（１９８９年）、英国特許ＧＢ２３００１９６号公開明細書に記載の
化合物等が例示される。合成方法もこれらに記載の方法を用いることができるが、特にキ
ッピング法が好適に用いられる。
【００６７】
ポリシロキサンもしくはその誘導体は、シロキサン骨格構造には正孔輸送性がほとんどな
いので、側鎖または主鎖に上記低分子正孔輸送材料の構造を有するものが好適に用いられ
る。特に正孔輸送性の芳香族アミンを側鎖または主鎖に有するものが例示される。
【００６８】
正孔輸送層の成膜の方法に制限はないが、低分子正孔輸送材料では、高分子バインダーと
の混合溶液からの成膜による方法が例示される。また、高分子正孔輸送材料では、溶液か
らの成膜による方法が例示される。
【００６９】
溶液からの成膜に用いる溶媒としては、正孔輸送材料を溶解させるものであれば特に制限
はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、
テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒
、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセ
ルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。
【００７０】
溶液からの成膜方法としては、溶液からのスピンコート法、キャスティング法、マイクロ
グラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコ
ート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オ
フセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。
【００７１】
混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また
可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、ポ
リカーボネート、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレー
ト、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリシロキサン等が例示される。
【００７２】
正孔輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が
適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さ
が必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該正孔
輸送層の膜厚としては、例えば１ｎｍから１μｍであり、好ましくは２ｎｍ～５００ｎｍ
であり、さらに好ましくは５ｎｍ～２００ｎｍである。
【００７３】
本発明の有機ＥＬ素子が電子輸送層を有する場合、使用される電子輸送材料としては公知
のものが使用でき、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタンもしくはその誘導体
、ベンゾキノンもしくはその誘導体、ナフトキノンもしくはその誘導体、アントラキノン
もしくはその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタンもしくはその誘導体、フルオレ
ノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレンもしくはその誘導体、ジフェノキノン誘導体、
または８－ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンもしくはそ
の誘導体、ポリキノキサリンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導体等
が例示される。
【００７４】
具体的には、特開昭６３－７０２５７号公報、同６３－１７５８６０号公報、特開平２－
１３５３５９号公報、同２－１３５３６１号公報、同２－２０９９８８号公報、同３－３
７９９２号公報、同３－１５２１８４号公報に記載されているもの等が例示される。
【００７５】
これらのうち、オキサジアゾール誘導体、ベンゾキノンもしくはその誘導体、アントラキ
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ノンもしくはその誘導体、または８－ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体
、ポリキノリンもしくはその誘導体、ポリキノキサリンもしくはその誘導体、ポリフルオ
レンもしくはその誘導体が好ましく、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、ベンゾキノン、アントラキノン、トリス（
８－キノリノール）アルミニウム、ポリキノリンがさらに好ましい。
【００７６】
電子輸送層の成膜法としては特に制限はないが、低分子電子輸送材料では、粉末からの真
空蒸着法、または溶液もしくは溶融状態からの成膜による方法が、高分子電子輸送材料で
は溶液または溶融状態からの成膜による方法がそれぞれ例示される。溶液または溶融状態
からの成膜時には、高分子バインダーを併用してもよい。
【００７７】
溶液からの成膜に用いる溶媒としては、電子輸送材料および／または高分子バインダーを
溶解させるものであれば特に制限はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、
ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キ
シレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢
酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。
【００７８】
溶液または溶融状態からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスティング法、マイ
クログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバ
ーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法
、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。
【００７９】
混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また
、可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、
ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンも
しくはその誘導体、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）もしくはその誘導体、ポリ（２，５
－チエニレンビニレン）もしくはその誘導体、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポ
リメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ま
たはポリシロキサンなどが例示される。
【００８０】
電子輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が
適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さ
が必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該電子
輸送層の膜厚としては、例えば１ｎｍから１μｍであり、好ましくは２ｎｍ～５００ｎｍ
であり、さらに好ましくは５ｎｍ～２００ｎｍである。
【００８１】
本発明の有機ＥＬ素子を形成する基板は、電極を形成し、有機物の層を形成する際に変化
しないものであればよく、例えばガラス、プラスチック、高分子フィルム、シリコン基板
などが例示される。不透明な基板の場合には、反対の電極が透明または半透明であること
が好ましい。
【００８２】
本発明において、陽極が透明または半透明であることが好ましいが、該陽極の材料として
は、導電性の金属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用いられる。具体的には、酸化インジ
ウム、酸化亜鉛、酸化スズ、およびそれらの複合体であるインジウム・スズ・オキサイド
（ＩＴＯ）、インジウム・亜鉛・オキサイド等からなる導電性ガラスを用いて作成された
膜（ＮＥＳＡなど）や、金、白金、銀、銅等が用いられ、ＩＴＯ、インジウム・亜鉛・オ
キサイド、酸化スズが好ましい。作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イ
オンプレーティング法、メッキ法等があげられる。また、該陽極として、ポリアニリンも
しくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体などの有機の透明導電膜を用いて
もよい。
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【００８３】
陽極の膜厚は、光の透過性と電気伝導度とを考慮して、適宜選択することができるが、例
えば１０ｎｍから１０μｍであり、好ましくは２０ｎｍ～１μｍであり、さらに好ましく
は５０ｎｍ～５００ｎｍである。
【００８４】
また、陽極上に、電荷注入を容易にするために、フタロシアニン誘導体、導電性高分子、
カーボンなどからなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からなる
平均膜厚２ｎｍ以下の層を設けてもよい。
【００８５】
本発明の有機ＥＬ素子で用いる陰極の材料としては、仕事関数の小さい材料が好ましい。
上記アルカリ金属またはアルカリ金属を含む合金を用いることができるがそれ以外の金属
として、例えば、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、
アルミニウム、スカンジウム、バナジウム、亜鉛、イットリウム、インジウム、セリウム
、サマリウム、ユーロピウム、テルビウム、イッテルビウムなどの金属、およびそれらの
うち２つ以上の合金、あるいはそれらのうち１つ以上と、金、銀、白金、銅、マンガン、
チタン、コバルト、ニッケル、タングステン、錫のうち１つ以上との合金、グラファイト
またはグラファイト層間化合物等が用いられる。合金の例としては、マグネシウム－銀合
金、マグネシウム－インジウム合金、マグネシウム－アルミニウム合金、インジウム－銀
合金、カルシウム－アルミニウム合金などがあげられる。陰極を２層以上の積層構造とし
てもよい。
【００８６】
陰極の膜厚は、電気伝導度や耐久性を考慮して、適宜選択することができるが、例えば１
０ｎｍから１０μｍであり、好ましくは２０ｎｍ～１μｍであり、さらに好ましくは５０
ｎｍ～５００ｎｍである。
【００８７】
陰極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、また金属薄膜を熱圧着するラ
ミネート法等が用いられる。また、陰極と有機物層との間に、導電性高分子からなる層、
あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からなる平均膜厚２ｎｍ以下の層を
設けてもよく、陰極作製後、該有機ＥＬ素子を保護する保護層を装着していてもよい。該
有機ＥＬ素子を長期安定的に用いるためには、素子を外部から保護するために、保護層お
よび／または保護カバーを装着することが好ましい。
【００８８】
該保護層としては、高分子化合物、金属酸化物、金属フッ化物、金属ホウ化物などを用い
ることができる。また、保護カバーとしては、ガラス板、表面に低透水率処理を施したプ
ラスチック板などを用いることができ、該カバーを熱効果樹脂や光硬化樹脂で素子基板と
貼り合わせて密閉する方法が好適に用いられる。スペーサーを用いて空間を維持すれば、
素子がキズつくのを防ぐことが容易である。該空間に窒素やアルゴンのような不活性なガ
スを封入すれば、陰極の酸化を防止することができ、さらに酸化バリウム等の乾燥剤を該
空間内に設置することにより製造工程で吸着した水分が素子にタメージを与えるのを抑制
することが容易となる。これらのうち、いずれか１つ以上の方策をとることが好ましい。
【００８９】
本発明の有機ＥＬ素子を用いて面状の発光を得るためには、面状の陽極と陰極が重なり合
うように配置すればよい。また、パターン状の発光を得るためには、前記面状の発光素子
の表面にパターン状の窓を設けたマスクを設置する方法、非発光部の有機物層を極端に厚
く形成し実質的に非発光とする方法、陽極または陰極のいずれか一方、または両方の電極
をパターン状に形成する方法がある。これらのいずれかの方法でパターンを形成し、いく
つかの電極を独立にＯｎ／ＯＦＦできるように配置することにより、数字や文字、簡単な
記号などを表示できるセグメントタイプの表示素子が得られる。更に、ドットマトリック
ス素子とするためには、陽極と陰極をともにストライプ状に形成して直交するように配置
すればよい。複数の種類の発光色の異なる高分子蛍光体を塗り分ける方法や、カラーフィ
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ルタまたは蛍光変換フィルタを用いる方法により、部分カラー表示、マルチカラー表示が
可能となる。ドットマトリックス素子は、パッシブ駆動も可能であるし、ＴＦＴなどと組
み合わせてアクティブ駆動してもよい。これらの表示素子は、コンピュータ、テレビ、携
帯端末、携帯電話、カーナビゲーション、ビデオカメラのビューファインダーなどの表示
装置として用いることができる。
【００９０】
さらに、前記面状の発光素子は、自発光薄型であり、液晶表示装置のバックライト用の面
状光源、あるいは面状の照明用光源として好適に用いることができる。また、フレキシブ
ルな基板を用いれば、曲面状の光源や表示装置としても使用できる。
【００９１】
【実施例】
以下、本発明をさらに詳細に説明するために実施例を示すが、本発明はこれらに限定され
るものではない。
ここで、数平均分子量については、クロロホルムを溶媒として、ゲルパーミエーションク
ロマトグラフィー（ＧＰＣ）によりポリスチレン換算の数平均分子量を求めた。
【００９２】
参考合成例１
＜高分子蛍光体１の合成＞
１、４－ビス（クロロメチル）―２－｛４’－（３，７－ジメチルオクチルオキシ）フェ
ニル｝ベンゼンと亜リン酸トリエチルとを反応させて得られたジホスホン酸エステル０．
６６ｇと２―メトキシー５－（２’－エチルヘキシルオキシ）－ｐ―キシリレンジクロラ
イドと亜リン酸トリエチルとを反応させて得られたジホスホン酸エステル０．１１ｇと１
、４－ジホルミル―２－｛４’－（３，７－ジメチルオクチルオキシ）フェニル｝ベンゼ
ン０．５０ｇとを、ＴＨＦ（脱水）３０ｇに溶解した後、系内を窒素ガスで置換した。こ
の溶液に、あらかじめ、第三ブトキシカリウム０．４６ｇをＴＨＦ（脱水）１５ｍｌに溶
解し、窒素ガスでバブリングすることで、窒素ガス置換した溶液の１／２量を約２０分間
で滴下した。滴下後、引き続き室温で１時間反応した。次に、この反応溶液に、第三ブト
キシカリウム溶液の残りの１／２量を滴下した。滴下後、引き続き室温で２時間反応した
。なお、反応は窒素ガス雰囲気中で行った。
【００９３】
次に、この溶液に酢酸を加えて中和した。この溶液に、メタノールを加え、生成した沈殿
を回収した。次に、この沈殿をエタノールで洗浄した後、減圧乾燥して、重合体０．７４
ｇを得た。次に、この沈殿を少量のクロロホルムに溶解した後、メタノールで再沈精製し
た。得られた沈殿を、エタノールで洗浄した後、減圧乾燥して、重合体０．６５ｇを得た
。得られた重合体を高分子蛍光体１と呼ぶ。
該高分子蛍光体１のポリスチレン換算の数平均分子量は、２．２×１０4であった。
【００９４】
参考合成例２
＜高分子蛍光体２の合成＞
４－ビス（クロロメチル）－２－｛４’－（３，７－ジメチルオクチルオキシ）フェニル
｝ベンゼン０．４１ｇと１，４－ビス（ブロムメチル）－２－（ジメチルオクチルシリル
）ベンゼン０．１８４ｇと２－メチル－５－（３，７－ジメチルオクチル）－ｐ－キシリ
レンジブロミド０．１８ｇと２－メトキシ－５－（２－エチルヘキシルオキシ）－ｐ－キ
シリレンジクロライド０．０５３３ｇとを、１，４－ジオキサン（脱水）２００ｇに溶解
した。この溶液を、２０分間窒素バブリングすることで系内を窒素置換した後、窒素雰囲
気中、９５℃まで昇温した。次にこの溶液に、あらかじめ、カリウム－ｔ－ブトキシド　
１．１ｇを１，４－ジオキサン（脱水）３０ｍｌに溶解し、窒素ガスでバブリングするこ
とで、窒素ガス置換した溶液を、約１０分間で滴下した。滴下後、引き続き９５℃で２時
間反応した。なお、反応は窒素ガス雰囲気中で行った。
【００９５】
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次に、この溶液を冷却した後、酢酸を加え中和した。この溶液に、メタノールを加え、生
成した沈殿を回収した。次に、この沈殿をエタノールで洗浄した後、減圧乾燥して、重合
体０．４０ｇを得た。次に、この沈殿をＴＨＦ約１２０ｇに溶解した後、この溶液に、メ
タノールを加える方法で、再沈精製した。得られた沈殿を、エタノールで洗浄した後、減
圧乾燥して、重合体０．３６ｇを得た。得られた重合体を高分子蛍光体２と呼ぶ。
該高分子蛍光体２のポリスチレン換算の数平均分子量は、１．２×１０5であった。
【００９６】
実施例１～３
高分子蛍光体１を用いて１．０重量％のクロロホルム溶液を調整した。この溶液を、アド
バンテック東洋株式会社製の０．２μｍ、０．５μｍのＰＴＦＥ濾紙およびＧｅｌｍａｎ
　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｉｎｃ．の１．０μｍのＰＴＦＥ濾紙（Ａｃｒｏｄｉｓｃ　ｓｙｒ
ｉｎｇｅ　ｆｉｌｔｅｒ）でそれぞれ濾過して、溶液を調整した。
スパッタ法により１５０ｎｍの厚みでＩＴＯ膜を付けたガラス基板に、ポリ（３，４）エ
チレンジオキシチオフェン／ポリスチレンスルフォン酸（Ｂａｙｅｒ製、Ｂｙｔｒｏｎ 
Ｐ ＴＰ ＡＩ ４０８３）の懸濁液を、０．５μｍの孔径を有するアドバンテック東洋株
式会社製のＰＥＴＦ濾紙で濾過したのち、スピンコートにより約５０ｎｍの厚みで成膜し
、１２０゜Cで１０分間乾燥した。その上に、上記高分子蛍光体１の３種類のクロロホル
溶液を用いてスピンコートによりそれぞれ１００ｎｍ～１２０ｎｍの厚みで発光層を成膜
した。さらに、これを減圧下８０℃で１時間乾燥した後、５×１０-5Ｐａに真空度が到達
したのち、０．５％のＬｉを含有するＡＬ－Ｌｉ合金を５０ｎｍ蒸着して、有機ＥＬ素子
を作製した。
【００９７】
得られた素子に窒素気流下で０．１ｍＡを印加し、２０倍の顕微鏡下で、２ｍｍｘ２ｍｍ
の範囲内での目視できる最小の大きさのダークスポットも含めて計測した。
下表１に示すように、１μｍの孔径以下の濾紙で濾過により、ダークスポット数は大幅に
減少することから、比較例１，２で観察された大多数のダークスポットは、透明電極など
の電極やポリチオフェン誘導体膜の異物や突起から、発生したのではなく、溶液からの異
物により生成していることがわかった。これらの実施例は、１μｍの孔径の濾紙での濾過
で、溶液中に含まれる異物は除去できたことを示している。
【００９８】
比較例１、２
高分子蛍光体１を用いて１．０重量％のクロロホルム溶液を調整した。この溶液を、日本
ミリポア株式会社製フロリナートメンブレンタイプの５．０μｍのＰＴＦＥ濾紙で濾過し
たもの（比較例１）と濾過しない溶液（比較例２）を調整した。
この溶液を用いて、実施例１と同様に有機ＥＬ素子とし、ダークスポット数を数えた。実
施例１～３と比較例１，２のダークスポット数を表1に示す。
【００９９】
【表１】

【０１００】
実施例４
＜素子の作成および評価＞
高分子蛍光体２を用いて０．７５重量％のトルエン溶液を調整した。この溶液を、アドバ
ンテック東洋株式会社製の１．０μｍのＰＴＦＥ濾紙でそれぞれ濾過して、溶液を調整し
た。
この溶液を用いて、実施例１と同様に有機ＥＬ素子とし、ダークスポット数を数えた。
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【０１０１】
比較例３，４
高分子蛍光体２を用いて０．７５重量％のトルエン溶液を調整した。この溶液を、日本ミ
リポア株式会社製フロリナートメンブレンタイプの５．０μｍのＰＴＦＥ濾紙で濾過した
もの（比較例３）と濾過しない溶液（比較例４）を調整した。
この溶液を用いて、実施例１と同様に有機ＥＬ素子とし、ダークスポット数を数えた。実
施例４と比較例３，４のダークスポット数を表2に示す。
【０１０２】
【表２】

【０１０３】
実施例５
参考例２で得た高分子蛍光体２を用いて１％クロロホルム溶液を調整した。この溶液をア
ドバンテック東洋株式会社製の０．５μｍのＰＴＦＥ濾紙で濾過して得た溶液を、イソプ
ロピルアルコール中に投入して再沈殿し、得られた沈殿を回収して、乾燥した。この沈殿
をトルエンに溶解し、０．７５ｗｔ％の溶液を調整した。この溶液を用いて、実施例１と
同様に有機ＥＬ素子とし、ダークスポット数を数えたところ、６７個であった。
【０１０４】
【発明の効果】
本発明の有機ＥＬ素子は、有機ＥＬ素子の特徴を維持しつつ、さらにダークスポットが少
ないことから、バックライトとしての面状光源，フラットパネルディスプレイ等の装置と
して好ましく使用できる。
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