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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電子デバイス用の少なくとも１つの高保全性保護被膜を含む複合品であって、前記高
保全性保護被膜が少なくとも１つの有機－無機組成バリア被膜層及び少なくとも１つの平
坦化層を含んでいて、前記有機－無機組成バリア被膜層が、有機ゾーン、無機ゾーン及び
有機ゾーンと無機ゾーンとの有機－無機境界層を含んでおり、前記有機－無機組成バリア
被膜層の４００～７００ｎｍの波長範囲内の任意の波長での透過率が前記波長範囲の平均
透過率の１０％以内になるように前記有機－無機組成バリア被膜層の有機ゾーンと無機ゾ
ーンの屈折率が一致している、複合品。
【請求項２】
　前記平坦化層の厚さが１ｎｍ～１００μｍの範囲にある、請求項１記載の複合品。
【請求項３】
　基板をさらに含む請求項１又は請求項２記載の複合品。
【請求項４】
　前記高保全性保護被膜を有する前記基板が４ｎｍ未満のＲａ値を示す、請求項３記載の
複合品。
【請求項５】
　前記平坦化被膜を有する前記基板が５．５ｎｍ未満のＲｐ値を示す、請求項３又は請求
項４記載の複合品。
【請求項６】
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　前記高保全性保護被膜を有する前記基板が２５℃で２１体積％の酸素を含むガスで測定
して０．１ｃｍ3／（ｍ2ｄａｙ）未満の酸素透過度を有する、請求項３乃至請求項５のい
ずれか１項記載の複合品。
【請求項７】
　前記高保全性保護被膜を有する前記基板が２５℃で１００％の相対湿度を有するガスで
測定して１×１０-2ｇ／（ｍ2ｄａｙ）未満の水蒸気透過度を有する、請求項３乃至請求
項６のいずれか１項記載の複合品。
【請求項８】
　前記高保全性保護被膜を有する前記基板が４００ｎｍ～７００ｎｍの間の選択された波
長範囲内で８５％より大きい光透過率を有する、請求項３乃至請求項７のいずれか１項記
載の複合品。
【請求項９】
　前記基板がポリカーボネートである、請求項３乃至請求項８のいずれか１項記載の複合
品。
【請求項１０】
　前記平坦化層が樹脂ベースの組成物である、請求項１乃至請求項９のいずれか１項記載
の複合品。
【請求項１１】
　前記平坦化層がエポキシ樹脂ベース又はアクリル樹脂ベースの組成物を含む、請求項１
０記載の複合品。
【請求項１２】
　前記平坦化層が可撓性付与剤、ＵＶ触媒及び界面活性剤の少なくとも１種をさらに含む
、請求項１乃至請求項１１のいずれか１項記載の複合品。
【請求項１３】
　前記平坦化層がＵＶ放射線硬化型組成物又は熱硬化型組成物を含む、請求項１乃至請求
項１２のいずれか１項記載の複合品。
【請求項１４】
　前記高保全性保護被膜が前記基板の少なくとも１つの表面の上を覆って配置される、請
求項１記載の複合品。
【請求項１５】
　前記高保全性保護被膜が前記基板を封入する、請求項１記載の複合品。
【請求項１６】
　少なくとも１つの高保全性保護被膜が複合品の少なくとも１つの要素の少なくとも１つ
の表面の上を覆って配置される、請求項１記載の複合品。
【請求項１７】
　少なくとも１つの高保全性保護被膜が複合品を封入する、請求項１記載の複合品。
【請求項１８】
　少なくとも１つの高保全性保護被膜が複合品の少なくとも１つの要素を封入する、請求
項１記載の複合品。
【請求項１９】
　少なくとも１つの要素が光電子素子である、請求項１記載の複合品。
【請求項２０】
　前記光電子素子が有機素子又はエレクトロルミネッセントである、請求項１９記載の複
合品。
【請求項２１】
　前記光電子素子が光応答性である、請求項１９又は請求項２０記載の複合品。
【請求項２２】
　光電子デバイス用の高保全性保護被膜を堆積する方法であって、
実質的に均質の樹脂ベース平坦化層組成物を準備するステップ、
少なくとも１つの堆積用表面を提供するステップ、
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前記表面上に前記平坦化層組成物を堆積するステップ、
前記平坦化層組成物を硬化させるステップ、
前記平坦化層上に反応種の反応生成物又は再結合生成物を堆積するステップ、及び
堆積中に反応チャンバの中に供給された前記反応物の組成を変えて、有機ゾーン、無機ゾ
ーン及び有機ゾーンと無機ゾーンとの有機－無機境界層を含む有機－無機組成バリア被膜
層を形成するステップを含んでおり、前記有機－無機組成バリア被膜層の４００～７００
ｎｍの波長範囲内の任意の波長での透過率が前記波長範囲の平均透過率の１０％以内にな
るように前記有機－無機組成バリア被膜層の有機ゾーンと無機ゾーンの屈折率が一致して
いる、方法。
【請求項２３】
　前記準備が少なくとも１つの樹脂を含む組成物を混合することである、請求項２２記載
の方法。
【請求項２４】
　前記樹脂がエポキシベース又はアクリルベースの樹脂である、請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　前記組成物が可撓性付与剤、接着促進剤、界面活性剤又は触媒のうちの少なくとも１つ
をさらに含む、請求項２２乃至請求項２４のいずれか１項記載の方法。
【請求項２６】
　前記堆積がスピンコーティング、ディップコーティング、リソグラフィプロセス、ラン
グミュア法及びフラッシュ蒸着リバースロールコーティング、巻線コーティング、メイヤ
ーロッドコーティング、ダイレクトグラビアコーティング、オフセットグラビアコーティ
ング、スロットダイコーティング、ブレードコーティング、ホットメルトコーティング、
カーテンコーティング、ナイフオーバーロールコーティング、押出コーティング、エアナ
イフコーティング、スプレーコーティング、ロータリースクリーンコーティング、多層ス
ライドコーティング、共押出コーティング、メニスカスコーティング、マイクログラビア
コーティング、並びにそれらの組合せからなる群から選択される、請求項２２乃至請求項
２５のいずれか１項記載の方法。
【請求項２７】
　前記硬化が熱硬化又は紫外線硬化である、請求項２２乃至請求項２６のいずれか１項記
載の方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に保護被膜に関する。より具体的には、本発明は、光電子デバイスに使
用される保護被膜に関する。
【背景技術】
【０００２】
　環境で一般に遭遇する反応性化学種の作用を受けやすい光デバイスおよび光電子デバイ
スは、良好なバリア特性を有する保護被膜を必要とする。非常にしばしば、基板、特に、
これらのデバイスがその上に製作されることがある高分子基板は、原子的に滑らかではな
く、高さ数百ナノメートルの表面スパイクを有する。また、これらのデバイスの露出面は
、製造および／または輸送中に擦り傷がついたり損傷されたりする可能性もある。これら
の表面欠陥は、これらのデバイスの性能をしばしば制限する可能性がある。欠陥は、陽極
と陰極の接触を形成することによりデバイスのショートにつながる可能性もあり、様々な
機能被膜内のピンホールは、湿気、酸素、およびおそらくはその他の有害な物質の透過を
助長する可能性もある。
【特許文献１】米国特許第６６６４１３７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　したがって、酸素および水蒸気など化学的反応種に対して低透過度を有し、実質的に滑
らかで欠陥がなく、また、非封入デバイスを保護するために、またはデバイス内のその他
の機能層または被膜を保護するために、デバイスの製造に一般に使用される化学物質に対
して化学的に耐性のある被膜を有することが望ましいであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一態様は、少なくとも１つの高保全性保護被膜を含む複合品であり、高保全性
保護被膜は少なくとも１つの平坦化層および少なくとも１つの有機－無機組成バリア被膜
層を含む。
【０００５】
　本発明の他の態様は、高保全性保護被膜を堆積する方法である。該方法は、実質的に均
質の樹脂ベース平坦化層組成物を準備する段階、少なくとも１つの堆積用表面を提供する
段階、表面に平坦化層組成物を堆積する段階、平坦化層組成物を硬化させる段階、平坦化
層上に反応種の反応生成物または再結合生成物を堆積する段階、および堆積中に反応チャ
ンバに供給された反応物の組成を変えて、有機－無機組成バリア被膜層を形成する段階を
含む。
【０００６】
　本発明の他の態様は、少なくとも１つの表面が少なくとも１つの保護被膜で被覆される
デバイスを含むデバイスアセンブリである。
【０００７】
　本発明のこれらおよびその他の特徴、態様および利点は、以下の詳細な説明が添付の図
面を参照しながら読まれた場合、より良く理解されるであろう。添付の図面では、全図面
にわたって同様の符号は同様の部分を表す。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明のバリア被膜は、以下では、「有機－無機組成バリア被膜」、「有機－無機組成
のバリア被膜」、または単に「有機－無機バリア被膜」と、交換可能に称される。
【０００９】
　光電子デバイス、特に有機光電子デバイス内の発光物質および吸光物質ならびに電極物
質は、全て、酸素、水蒸気、硫化水素、ＳＯｘ、ＮＯｘ、溶媒など、環境に存在する反応
種による攻撃の作用を受けやすい。光透過に少ししか影響を与えないように設計されたバ
リア被膜は、デバイス全体の効率を劣化させることなくデバイスの寿命を延ばすのに有用
であり、したがって、デバイスを商業的に実用可能にする。望ましいバリア特性は、有機
－無機組成を使用することにより、本発明の被膜で実現され、望ましい光透過率は、被膜
内の無機ゾーンと有機ゾーンの屈折率を一致させることにより実現される。
【００１０】
　本発明の一態様は、有機－無機組成のバリア被膜を含む複合品であり、該バリア被膜は
、被膜の表面に対して実質的に直角を成す方向の光透過軸に沿って実質的に均一な光学特
性を有する。「実質的に直角を成す」は、表面の任意の点で引かれた接線に対する垂直面
のどちらの面にも１５度以内であることを意味する。好ましい実施形態では、実質的に均
一な光学特性は、被膜に実質的に均一な屈折率を提供する。「実質的に均一な屈折率」は
、被膜内の任意のゾーンの屈折率が、選択された波長に関して、被膜内の任意の他のゾー
ンの１０％以内にあることを意味する。バリア被膜は、実質的に均一な光透過率を示すこ
とにより色中立性を保持する。「実質的に均一な光透過率」は、選択された波長範囲内の
いかなる選択された波長においても、透過率がその波長範囲に関して平均光透過率の１０
％以内にある、言い換えれば、バリア被膜は、選択された波長範囲内の波長を実質的に差
別的に減衰させないことを意味する。バリア被膜は、様々な組成のゾーンで構成される。
酸素および水蒸気バリア特性は、無機－有機組成により高められる。様々な組成のゾーン
の異なる屈折率から生じる干渉による光損失は、実質的に均一な屈折率の物質を堆積する
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ことにより抑えられる。所望の透過率は被膜内のゾーンの屈折率を一致させることにより
実現される。
【００１１】
　光電子デバイスでは、重要な性能パラメータの１つは、光効率である。したがって、そ
のようなデバイスでその他の性能パラメータを高めるために使用されるいかなる被膜も、
光吸収またはその他の要因によって光効率を損なわないことが望ましい。したがって、バ
リア被膜は実質的に透明であることが重要である。用語「実質的に透明」は、選択された
波長範囲内の光の少なくとも５０％の、好ましくは少なくとも８０％の、さらに好ましく
は少なくとも９０％の総透過率を可能にすることを意味する。選択された波長範囲は、可
視領域、赤外領域、紫外領域、またはそれらの組合せ内にあってよい。たとえば、本発明
のバリア被膜を有する５ミルのポリカーボネート基板では、光透過軸に沿った光透過率は
、約４００ナノメートルから約７００ナノメートルまでの可視光波長領域内の全ての波長
に対して８５％より大きい。図１は、屈折率が一致していない有機－無機組成のバリア被
膜を有する（ａ）屈折率が一致している有機－無機組成のバリア被膜を有する（ｂ）基板
を通る可視光の透過率を比較している。図１は、本発明のバリア被膜では、大きい幅の干
渉縞を有しない可視波長に対して８５％より大きい透過率を示す。したがって、本発明の
バリア被膜は、可視波長範囲内で実質的に透明であることが望ましい。
【００１２】
　本発明のバリア被膜は、環境内に存在する酸素またはその他の反応性物質の低透過度を
有する少なくとも１つの実質的に透明な無機ゾーンおよび少なくとも１つの実質的に透明
な有機ゾーンからなる。低透過度によって、酸素の透過度は、２５℃で、２１体積－パー
セントの酸素を含むガスで測定された約０．１ｃｍ２／（ｍ２ｄａｙ）より小さく、水蒸
気透過度は、２５℃で、１００パーセントの相対湿度を有するガスで測定された約１ｇ／
（ｍ２ｄａｙ）より低いことが意味される。
【００１３】
　全般には諸図面を、詳細には図２を参照すると、例示図は、本発明の実施形態または態
様を説明するためのものであり、本発明を限定することを意図するものではない。図２は
、実質的有機ゾーン１２、実質的無機ゾーン１４、および有機－無機境界ゾーン１６を概
略的に示す。用語「実質的有機」は、組成が９０％を超えて有機であることを意味する。
用語「実質的無機」は、組成が９０％を超えて無機であることを意味する。バリア被膜に
は任意の数のゾーンが存在することができるが、少なくとも２つのゾーン、つまり実質的
有機ゾーン１２および実質的無機ゾーン１４が、湿気、酸素およびその他の反応種の低減
に適している。実質的有機ゾーン１２それぞれの典型的な厚さは、１００ナノメートルか
ら１ミクロンである。実質的無機ゾーン１４それぞれの典型的な厚さは、１０ナノメート
ルから１００ナノメートルである。遷移ゾーン１６それぞれの典型的な厚さは、５ナノメ
ートルから３０ナノメートルである。一実施形態では、実質的有機ゾーン１２は均一な組
成のものである。他の実施形態では、実質的有機ゾーン１２は、ゾーンの厚さ全体にわた
って様々に異なる組成のものである。他の実施形態では、バリア被膜内の全ての実質的有
機ゾーン１２は、同じ組成のものである。他の実施形態では、有機ゾーン１２のうち少な
くとも２つは、異なる組成のものである。一実施形態では、実質的無機ゾーン１４は、均
一な組成のものである。他の実施形態では、実質的有機ゾーン１４は、ゾーンの厚さ全体
にわたって様々に異なる組成のものである。他の実施形態では、バリア被膜内の全ての実
質的有機ゾーン１４は、同じ組成のものである。他の実施形態では、有機ゾーン１４のう
ち少なくとも２つは、異なる組成のものである。他の実施形態は、実質的に有機でも実質
的に無機でもない遷移ゾーン１６を含んでもよい。ゾーンは層ではないことが明瞭に理解
されるべきである。ゾーンは、明確な境界を有しない。
【００１４】
　したがって、本発明の被膜は、被膜の組成が急に変わる明確な境界を有しない。また、
バリア被膜の組成は、必ずしもその１つの表面から別の表面に単調には変わらないことに
も留意されたい。単調に変わる組成は、本発明のバリア被膜の１つの場合だけである。
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【００１５】
　図３は、様々なゾーン数および様々な有機ゾーン厚を有するバリア層の透過スペクトル
を示す。２つの３０ｎｍのシリコンオキシ窒化物の実質的無機ゾーンの間に１００ｎｍの
シリコンオキシカーバイドの実質的有機ゾーンを有し（ａ）、２つの３０ｎｍのシリコン
オキシ窒化物の実質的無機ゾーンの間に３００ｎｍのシリコンオキシカーバイドの実質的
有機ゾーンを有し（ｂ）、２つの３０ｎｍのシリコンオキシ窒化物の実質的無機ゾーンの
間に６００ｎｍのシリコンオキシカーバイドの実質的有機ゾーンを有し（ｃ）、３つの３
０ｎｍのシリコンオキシ窒化物の実質的無機ゾーンと交互に並ぶ２つの３００ｎｍのシリ
コンオキシカーバイドの実質的有機ゾーンを有する（ｄ）バリア被膜の図３に示す透過ス
ペクトルは、バリア被膜の透過効率が被膜内のゾーン数を増やすことまたは有機ゾーン厚
を厚くすることによって少しだけしか影響を受けないことを明瞭に示している。それによ
って、本発明は、厚い有機ゾーンを有する場合でも、複数の有機ゾーンおよび無機ゾーン
を有する場合でも、良好な透過効率を保持し、このことは被膜のバリア特性を改善するの
に役立つことになる。この例における全てのバリア被膜は、実質的有機ゾーンと実質的無
機ゾーンとの間に１０ｎｍの遷移ゾーンを有する。
【００１６】
　全厚さにわたる領域の適切な被膜組成物は、有機物質および無機物質、ならびにそれら
の組合せである。これらの物質は、通常、反応プラズマ種の反応生成物または再結合生成
物であり、基板表面上に堆積される。有機被膜物質は、通常、反応物のタイプに応じて、
炭素、水素、酸素、および適宜、硫黄、窒素、ケイ素などその他の微量元素を含む。被膜
内で有機組成物になる適切な反応物は、１５までの炭素原子を有する、直鎖アルカンまた
は枝分れアルカン、アルケン、アルキン、アルコール、アルデヒド、エーテル、アルキレ
ン酸化物、芳香族化合物などである。無機被膜物質には、通常、ＩＩＡ族、ＩＩＩＡ族、
ＩＶＡ族、ＶＡ族、ＶＩＡ族、ＶＩＩＡ族、ＩＢ族、およびＩＩＢ族の元素の酸化物、窒
化物、炭化物、ホウ化物、またはそれらの組合せ、ＩＩＩＢ族、ＩＶＢ族、およびＶＢ族
の金属、ならびに希土類金属などがある。
【００１７】
　本発明の複合品の一実施形態では、図４に示すように、少なくとも１つのバリア被膜１
０が、複合品３０の素子または基板２０の少なくとも１つの表面上に堆積される。本発明
の複合品の他の実施形態では、図５に示すように、少なくとも１つのバリア被膜１０が複
合品の複数の素子２０の少なくとも１つの表面上に堆積される。本発明の複合品３０の第
３の実施形態では、図６に示すように、少なくとも１つのバリア被膜１０が、複合品３０
の少なくとも１つの基板または素子２０を封入する。
【００１８】
　複合品の他の実施形態では、少なくとも１つの要素が光電子素子である。複合品のさら
に好ましい実施形態では、光電子素子は有機素子である。複合品の一実施形態では、光電
子素子は、エレクトロルミネッセント素子である。複合品の他の実施形態では、光電子素
子は、光応答素子である。
【００１９】
　他の実施形態では、複合品は、高分子基板、および有機エレクトロルミネッセント素子
であるアクティブ素子を含む。
【００２０】
　複合品は、接着層、耐磨耗層、化学的耐性を有する層、フォトルミネッセント層、放射
線吸収層、放射線反射層、導電層、電極層、電子輸送層、正孔輸送層、および電荷阻止層
などの追加の要素を含んでもよいが、それらに限定されない。
【００２１】
　本発明の他の態様は、有機－無機組成のバリア被膜を堆積する方法である。該方法は、
堆積のために少なくとも１つの表面を提供する段階、基板上に反応種の反応生成物または
再結合生成物を堆積する段階、少なくとも１つの実質的有機ゾーンおよび少なくとも１つ
の無機ゾーンを有する有機－無機被膜を形成するために、堆積中に反応チャンバの中に供
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給された反応物の組成を変える段階、および、前駆体ガスの組成を変えることにより少な
くとも１つの無機ゾーンの屈折率変更を行い、無機ゾーンの屈折率は、バリア被膜を通る
光透過軸に沿って実質的に均一な屈折率を提供するように調整される段階を含む。
【００２２】
　バルク物質、または堆積用の表面を有する基板は、通常、単一の部片、または様々な物
質の複数の近隣の部片を含む構造体である。基板の限定しない例には、剛体透明ガラス、
および可撓性または剛体高分子基板がある。
【００２３】
　有機－無機組成バリア被覆を有することから利益を受ける基板材料の限定しない例は、
ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリアクリレート、ポリカーボネート、シリコ
ーン、エポキシ樹脂、シリコーン－機能化エポキシ樹脂、（Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄ
ｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　＆　Ｃｏ．製の）Ｍｙｌａｒ（商標）などのポリエステル、（ｄｕ
　Ｐｏｎｔ製の）Ｋａｐｔｏｎ（商標）　ＨまたはＫａｐｔｏｎ（商標）　Ｅ、（Ｋａｎ
ｅｇａｆｕｇｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ製の）Ａｐｉｃ
ａｌ（商標）　ＡＶ、（ＵＢＥ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｌｔｄ．製の）Ｕｐｉｌｅｘ（
商標）などのポリイミド、ポリエーテルスルホン（Ｓｕｍｉｔｏｍｏ製の「ＰＥＳ」）、
（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏｍｐａｎｙ製の）Ｕｌｔｅｍ（商標）などの
ポリエーテルイミド、およびポリエチレンナフタレン（ＰＥＮ）などの有機高分子物質で
ある。
【００２４】
　被膜は、プラズマエンハンスト化学蒸着法、無線周波数プラズマエンハンスト化学蒸着
法、マイクロ波プラズマエンハンスト化学蒸着法、膨張熱プラズマ化学蒸着法、スパッタ
リング、反応スパッタリング、電子サイクロトロン共鳴プラズマエンハンスト化学蒸着法
、誘導結合プラズマエンハンスト化学蒸着法、およびそれらの組合せなど、多くの堆積技
法の１つを使用して形成されることができる。全ての堆積技法に関する情報は、一般に知
られていて、容易に利用可能である。
【００２５】
　たとえば、炭化ケイ素は、シラン（ＳｉＨ４）から生成されたプラズマと、メタンまた
はキシレンなどの有機物質との再結合により、表面上に堆積されることができる。シリコ
ンオキシカーバイドは、シラン、メタン、および酸素またはシランおよびプロピレンオキ
シドから生成されたプラズマから堆積されることができる。シリコンオキシカーバイドは
また、ビニルトリメチルシラン（ＶＴＭＳ）、テトラエトキシシラン（ＴＥＯＳ）、ヘキ
サメチルジシロキサン（ＨＭＤＳＯ）、ヘキサメチルジシラサン（ＨＭＤＳＮ）、または
オクタメチルシクロテトラシロキサン（Ｄ４）などの有機シリコーン前駆体から生成され
たプラズマからも堆積されることができる。アルミニウムオキシカーボナイトライドは、
酒石酸アルミニウムとアンモニアの混合物から生成されるプラズマから堆積されることが
できる。所望の被膜組成物を得るために、反応物のその他の組合せが選択されてもよい。
特定の反応物の選択は、当業者の技術の範囲内にある。混合被膜組成物は、被膜を形成す
るために反応生成物の堆積中に反応チャンバの中に供給される反応物の組成を変えること
により得られる。
【００２６】
　たとえば、表面上の被膜が窒化ケイ素を含むことを所望する場合は、第１反応ガスはア
ンモニアでよく、第２反応ガスはシランでよい。反応ガスの相対供給速度は、被膜が増大
されるにしたがって堆積物質の組成を変えるために堆積中に変えられる。添加前駆体ガス
として酸素が使用され、供給ガス内の酸素のモル分率がゼロから増大された場合、表面上
に堆積される物質は、窒化ケイ素からシリコンオキシ窒化物に変わる。反応ガス内の酸素
モル分率が増大するにしたがって、酸素は堆積物質内で窒素に取って代わり始める。組成
変化および構成変化は、酸素モル分率の増大にともなって生じ、その結果、屈折率の変更
にもなる。したがって、この例では、屈折率変更は、前駆体内の組成反応物のモル分率を
変えることにより実現される。図７は、アンモニアおよび酸素を含む前駆体組成物に関す
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る酸素モル分率の変化にともなう屈折率の変化を示す。たとえば、５５０ｎｍで約１．５
の屈折率を有するシリコンオキシカーバイドの実質的有機ゾーンが被膜内で使用された場
合、シリコンオキシ窒化物の実質的無機ゾーンも約０．２５の酸素モル分率で、無機ゾー
ンの屈折率がシリコンオキシカーバイドの実質的有機ゾーンの屈折率に一致するように堆
積され、その結果、実質的に均一な屈折率を有する有機－無機組成のバリア被膜になる。
【００２７】
　図７は、分光偏光解析法により得られる様々な酸素モル分率で堆積された無機層の測定
された光学特性、屈折率（ａ）および消光係数（ｂ）を示す。この例では、前駆体供給ガ
スの酸素モル分率に応じて、堆積する無機物質の屈折率は、１．８から１．４まで変わる
。したがって、有機物質の屈折率に近い堆積する無機物質の屈折率になるプロセス条件を
選択することによって、干渉幅はかなり縮小されることができる。図７はまた、消光係数
（ｂ）は、本発明で使用される無機層の厚さでは、無機層を通る光の吸収にかなり大きな
影響を与えるほどには変化しないことも示す。
【００２８】
　図８は、屈折率ｎおよび消光係数ｋなどの測定された光学特性を使用して計算された前
駆体供給ガス内の様々な酸素モル分率、０．０（ａ）、０．２５（ｂ）、０．５（ｃ）、
０．７５（ｄ）および１．０（ｅ）に関するバリア被膜を通る可視光透過スペクトルを示
す。この例では、最小の干渉縞を有する可視光の透過は、このプロセス条件の下で堆積さ
れた無機物質の屈折率が、堆積された有機物質の屈折率に一致することを示す約０．２５
酸素モル分率で実現される。
【００２９】
　本発明の他の実施形態では、被膜を有する基板または素子と被膜との間の領域は、基板
または素子のバルクの組成から被膜の部分の組成への漸次的変化があるように拡散性であ
る。そのような遷移は、組成の急激な変化を防止し、被膜剥離のいかなる機会をも軽減す
る。被膜組成の漸次的変化は、前駆体組成の漸次的変化によって実現される。
【００３０】
　本発明の他の態様は、少なくとも１つの表面が少なくとも１つのバリア被膜で被覆され
たデバイスを含むデバイスアセンブリであって、バリア被膜の組成物は、被膜の厚さ全体
にわたって様々に異なり、透過軸に沿って実質的に均一な屈折率を有する。そのようなデ
バイスアセンブリは、液晶ディスプレイ、発光デバイス、光応答デバイス、集積回路、お
よび医療診断システムの構成要素を含むが、それらに限定されない。
【００３１】
　デバイスアセンブリは、可撓性の実質的に透明な基板上に配置されたデバイスを含んで
もよく、上記基板は第１基板表面および第２基板表面を有し、上記基板表面の少なくとも
１つは本発明のバリア被膜で被覆される。
【００３２】
　本発明のバリア被膜は、環境的反応種に対して強靭であること、望ましい光学特性を有
すること、および容易に大量生産されることを含めて、多くの利点を有する。本発明の堆
積方法の基本的な利点は、堆積パラメータを調整することによりバリア被膜の光学特性お
よび拡散特性の並行制御を可能にすることである。本発明のバリア被膜は、有機発光デバ
イスおよび有機起電力デバイスを含む多くの光学デバイスおよび光電子デバイスのバリア
被膜として有用であるはずである。
【００３３】
　光電子デバイス内の、特に有機光電子デバイス内の発光物質および吸光物質ならびに電
極物質は全て、酸素、水蒸気などの環境に存在する反応種による攻撃の作用を受けやすい
。さらに、基板またはその他の機能層上のスパイクおよび点欠陥などの表面欠陥は、これ
らのデバイスの性能に影響を与える可能性がある。これらの欠点を克服し、デバイスを保
護するための望ましい保護特性は、本発明の被膜において実現される。
【００３４】
　本明細書では、用語「高保全性保護被膜」は、少なくとも１つの平坦化層が少なくとも
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１つの有機－無機組成バリア被膜層に結合されている被膜を指す。
【００３５】
　本発明の一態様は、高保全性保護被膜を含む複合品である。高保全性保護被膜は、少な
くとも１つの平坦化層および少なくとも１つの有機－無機組成バリア被膜層を有する。有
機－無機組成バリア被膜は、参照により本明細書に組み込まれている米国特許出願第１０
／８７９，４６８号に関連して説明される。本発明のいくつかの実施形態では、平坦化層
の厚さは、約１ナノメートルから約１００ミクロンまでの範囲にある。しばしば、平坦化
層の厚さは、約１００ナノメートルから約１０ミクロンまでの範囲にある。非常にしばし
ば、平坦化層の厚さは、約５００ナノメートルから約５ミクロンまでの範囲にある。
【００３６】
　本発明の高保全性保護被膜は、実質的に滑らかで実質的に欠陥がない。用語「平均表面
粗度」Ｒａは、全評価長さにわたって測定された粗度プロファイルの絶対値の積分と定義
される。用語「ピーク表面粗度」Ｒｐは、全評価長さにわたる粗度プロファイルの最高の
ピークの高さである。用語「実質的に滑らかな」は、平均表面粗度Ｒａが約４ナノメート
ルより低く、好ましくは約２ナノメートルより低く、さらに好ましくは約０．７５ナノメ
ートルより低く、ピーク表面粗度Ｒｐが、約１０ナノメートルより低く、好ましくは７ナ
ノメートルより低く、さらに好ましくは約５．５ナノメートルより低いことを意味する。
実質的に欠陥がないとは、点欠陥の数が約１００／ｍｍ２より少なく、好ましくは１０／
ｍｍ２より少なく、さらに好ましくは１／ｍｍ２より少ないことを意味する。図９は、ベ
ア基板表面の光学粗面測定図を示し、図１０は、本発明の一態様による平坦化層を有する
基板表面の光学粗面測定図を示す。
【００３７】
　本発明の高保全性保護被膜は、少なくとも１つの平坦化層および少なくとも１つの有機
－無機組成バリア被膜を含み、これらの結合体は、環境に存在する酸素、水蒸気およびそ
の他の反応物質の低透過度を有する。低透過度によって、酸素透過度は、２５℃で、２１
体積－パーセント酸素を含むガスで測定された約０．１ｃｍ３／（ｍ２ｄａｙ）より低く
、水蒸気透過度は、２５℃で、１００パーセント相対湿度を有するガスで測定された約１
×１０－２ｇ／（ｍ２ｄａｙ）より低いことが意味される。図１１は、有機－無機組成バ
リア被膜を有する（ａ）、および本発明の一態様による高保全性保護被膜を有する（ｂ）
同一の基板を通る水蒸気透過度（ＷＶＴＲ）を示すグラフである。図１８に示すＷＶＴＲ
測定値は、最低１×１０－６ｇ／（ｍ２ｄａｙ）の検出限度を有するシステムを使用して
得られた。図１８は、少なくとも１つの平坦化層および少なくとも１つの有機－無機組成
バリア被膜の結合体によって形成される本発明の一態様による高保全性保護被膜を有する
基板は、有機－無機組成バリア層被膜だけしか有しない同様の基板より低いＷＶＴＲを有
することを示す。
【００３８】
　本発明の複合品の一実施形態では、高保全性保護被膜を有する基板は、約４００ナノメ
ートルから約７００ナノメートルまでの間の選択された波長範囲内で８５％より大きい光
透過率を有する。
【００３９】
　本発明の一態様では、平坦化層組成物は少なくとも１つの樹脂を含む。本発明の他の態
様では、樹脂はエポキシベースの樹脂である。たとえば、樹脂は、脂環式樹脂でもよい。
本発明の他の態様では、樹脂はアクリルベースの樹脂である。表面の耐久性を向上させる
、たとえば、製造中または輸送中に生じる可能性のある擦り傷および損傷に対する耐性を
向上させるエポキシもある。ある種のジエポキシのシロキサン部分は、所望の特性を最適
化するために長さおよび枝分れが容易に調整されることができる。
【００４０】
　平坦化層組成物は、少なくとも１つの可撓性付与剤、接着促進剤、界面活性剤または触
媒、およびそれらの組合せをさらに含んでもよい。可撓性付与剤は、平坦化層を、より脆
くなく、より柔軟にするのを助けて亀裂または剥離を低減し、一般に、被膜が下にある素
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子または基板に加える応力を低減する。接着促進剤は、基板と被膜の接着を強化するのを
助ける。たとえば、有機シランカップリング剤などの接着促進剤は、基板または素子の表
面に、さらに基板または素子の上を覆ってつけられる次の膜にも結合する。界面活性剤は
、被膜の表面エネルギーを低下させるのを助け、被膜が基板または素子を濡らすことがで
きるようにし、平坦さを向上させ、より滑らかな、より均一な被膜を提供する。
【００４１】
　本発明の他の態様では、平坦化層組成物が硬化されてもよい。硬化は、放射線硬化また
は熱硬化、およびそれらの組合せでもよい。本発明の一態様では、上記放射線硬化は、紫
外線硬化である。無水物硬化またはアミン硬化を含むその他の硬化方式が利用されること
もできる。
【００４２】
　平坦化層の特性を調整するために、平坦化層に添加物が組み入れられることができる。
たとえば、ＵＶ触媒が層組成物に添加されてもよい。他の例では、下にあるＵＶ感光性層
を保護するために、ＵＶ吸収物が添加されることができる。平坦化層を擦り傷に対してよ
り抵抗性があるようにするために、シロキサン添加物が含まれることができる。被膜およ
び下にある基板の黄ばみを防止するために、Ｃｉｂａ　ＧｅｉｇｙのＩｒｇａｎｏｘ（商
標）防止アミン錯体などの酸化防止化学製品が添加されることもできる。
【００４３】
　高保全性保護被膜を有することから利益を受ける基板物質の限定しない例は、ポリエチ
レンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリアクリレート、ポリカーボネート、シリコーン、エ
ポキシ樹脂、シリコーン機能化エポキシ樹脂、（Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍ
ｏｕｒｓ　＆　Ｃｏ．製の）Ｍｙｌａｒ（商標）などのポリエステル、（ｄｕ　Ｐｏｎｔ
製の）Ｋａｐｔｏｎ（商標）　ＨまたはＫａｐｔｏｎ（商標）　Ｅなどのポリイミド、（
Ｋａｎｅｇａｆｕｇｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ製の）Ａ
ｐｉｃａｌ（商標）　ＡＶ、（ＵＢＥ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｌｔｄ．製の）Ｕｐｉｌ
ｅｘ（商標）、ポリエーテルスルホン（Ｓｕｍｉｔｏｍｏ製の「ＰＥＳ」）、（Ｇｅｎｅ
ｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏｍｐａｎｙ製の）Ｕｌｔｅｍ（商標）などのポリエーテ
ルイミド、およびポリエチレンナフタレン（ＰＥＮ）などの有機高分子物質である。
【００４４】
　脂環式エポキシ樹脂の限定しない例は、Ｄｏｗ　ＥＲＬ４２２１、ＥＲＬ４２９９、Ｅ
ＲＬＸ４３６０、ＵＶＲ６００、およびＳｉｌａｒ　Ｌａｂｓの脂環式ジエポキシジシロ
キサンである。
【００４５】
　ＵＶ硬化剤の限定しない例は、Ｄｏｗ　ＵＶＩ－６９７６、ＵＶＩ－６９９２、Ｃｉｂ
ａ　Ｉｒｇａｃｕｒｅ（商標）　２５０、およびＧＥ　ＵＶ９３８０Ｃである。
【００４６】
　ＵＶ増感剤の限定しない例は、イソプロピルチオキサントンおよびエチルジメトキシア
ントラセンである。
【００４７】
　熱触媒の限定しない例は、Ｋｉｎｇ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　ＣＸＣ－１６２、ＣＸＣ
－１６１４、ＸＣ－Ｂ２２０、および３Ｍ　ＦＣ５２０である。
【００４８】
　界面活性剤の限定しない例は、ＯＳＩ　Ｓｉｌｗｅｔ（商標）　７００１、７６０４、
ＧＥ　ＳＦ１１８８Ａ、ＳＦ１２８８、ＳＦ１４８８、ＢＹＫ－Ｃｈｅｍｉｅ　ＢＹＫ３
０７、およびＤｏｗ　Ｔｒｉｔｏｎ（商標）　Ｘである。
【００４９】
　可撓性付与剤の限定しない例は、Ｄｏｗ　ＤＥＲ　７３２および７３６、シクロヘキサ
ンジメタノール、Ｃｅｌａｎｅｓｅ　ＴＣＤアルコールＤＭ、ならびにＫｉｎｇ　Ｉｎｄ
ｕｓｔｒｉｅｓ　Ｋｆｌｅｘ（商標）　１４８および１８８である。
【００５０】
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　使用可能な他の添加物の限定しない例は、Ｃｉｂａ　Ｉｒｇａｎｏｘ（商標）などの酸
化防止剤、Ｃｉｂａ　Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）などのＵＶ吸収材、およびＢＹＫ－Ｃｈｅ
ｍｉｅ　ＢＹＫ－３６１などのレベリング剤である。
【００５１】
　全般には諸図面を、詳細には図１２を参照すると、例示図は本発明の実施形態または態
様を説明するためのものであり、本発明を限定することを意図するものではない。図１２
は、本発明の一態様による高保全性保護被膜を概略的に示す。
【００５２】
　本発明の複合品の一実施形態では、図１３に示すように、少なくとも１つの高保全性保
護被膜１０は、複合品１３０の素子または基板１２０の少なくとも１つの表面上に配置さ
れる。本発明の複合品の他の実施形態では、図１４に示すように、少なくとも１つの高保
全性保護被膜１１０は、複合品の複数の素子または基板１２０の少なくとも１つの表面上
に配置される。本発明の複合品１３０の第３の実施形態では、図１５に示すように、少な
くとも１つのバリア被膜１１０は、複合品１３０の少なくとも１つの基板または素子１２
０を封入する。
【００５３】
　本発明の高保全性保護被膜は、様々なタイプの基板につけられることができる。本発明
の一態様では、複合品は、基板を含む。基板は透明でも不透明でもよい。基板は剛体でも
可撓性でもよい。基板の限定しない例には、剛体透明ガラス、および可撓性または剛体高
分子基板がある。高保全性保護被膜は、ブランク基板または非封入光電子デバイスのいず
れにも適用されることができる。
【００５４】
　本発明の高保全性保護被膜は、光学的に透明でも不透明でもよい。本発明の高保全性保
護被膜は、可撓性でも剛体でもよい。本発明の高保全性保護被膜はまた、下にある基板お
よび被膜に機械的保護も提供する。本発明の一態様では、高保全性保護被膜は、表面粗度
をかなり低減し、平均表面粗度は、約０．７５ナノメートルより小さく、ピーク表面粗度
は、約５．５ナノメートルより小さく、表面欠陥密度を低減し、点欠陥の数は、高ガラス
遷移温度（Ｔｇ）ポリカーボネートの約１００／ｍｍ２より少ない。追加の機能被膜が、
本発明の高保全性保護被膜の上に堆積されることができ、高保全性保護被膜は、デバイス
または素子を次の堆積環境で損傷されることから保護する。たとえば、高保全性保護被膜
は、ＩＴＯ被膜など導電性被膜用のエッチ－ストップ層として使用されることもできる。
本発明の高保全性保護被膜の一実施形態では、平坦化層は、２つの有機－無機組成バリア
被膜間の中間層として使用されることができる。本発明の高保全性保護被膜は、上側の無
機層と下側のプラスチック基板との間の応力を解放するために使用されることができる。
高保全性保護被膜を有する基板のもう一つの面は、被膜の付加によってもたらされる応力
を平衡させるために同じまたは異なる被膜で被覆されことができる。
【００５５】
　本発明の複合品の一実施形態では、少なくとも１つの要素は、光電子素子である。複合
品の他の実施形態では、光電子素子は、有機素子である。複合品の他の実施形態では、光
電子素子は、エレクトロルミネッセント素子である。複合品の他の実施形態では、光電子
素子は、光応答素子である。
【００５６】
　本発明の複合品の一実施形態では、高分子基板、および有機エレクトロルミネッセント
素子であるアクティブ素子を含む。バルク物質、または堆積用表面を有する基板は、通常
、単一の部片、または様々な物質の複数の近隣の部片を含む構造体である。
【００５７】
　複合品は、接着層、耐磨耗層、化学的耐性を有する層、フォトルミネッセント層、放射
－吸収層、放射反射層、導電層、電極層、電子輸送層、正孔輸送層、および電荷阻止層な
どの追加要素を含んでもよいが、それらに限定されない。
【００５８】
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　本発明の一態様では、高保全性保護被膜を堆積する方法である。該方法は、実質的に均
質の樹脂ベース平坦化層組成物を準備する段階、少なくとも１つの堆積用表面を提供する
段階、表面上に平坦化層組成物を堆積する段階、および、平坦化層組成物を硬化させる段
階を含む。本発明の一態様では、平坦化層の堆積は、バッチモードプロセスでもロール－
トゥ－ロールモードプロセスでもよく、リバースロールコーティング、巻線またはメイヤ
ーロッドコーティング、ダイレクトおよびオフセットグラビアコーティング、スロットダ
イコーティング、ブレードコーティング、ホットメルトコーティング、カーテンコーティ
ング、ナイフオーバーロールコーティング、押出コーティング、エアナイフコーティング
、スプレーコーティング、ロータリースクリーンコーティング、多層スライドコーティン
グ、共押出コーティング、メニスカスコーティング、コンマおよびマイクログラビアコー
ティング、スピンコーティング、ディップコーティング、リソグラフィプロセス、ラング
ミュア法、およびフラッシュ蒸着法からなる群から選択されることができる。本発明の一
態様では、平坦化層組成物は、少なくとも１つの樹脂を含む。本発明の他の態様では、樹
脂は、エポキシベースの樹脂である。本発明の他の態様では、樹脂は、アクリルベースの
樹脂である。本発明の方法は、平坦化層組成物に、少なくとも１つの可撓性付与剤、接着
剤、界面活性剤または触媒、あるいはそれらの組合せを添加する段階をさらに含んでもよ
い。本発明の他の態様では、平坦化層組成物は、硬化されてもよい。硬化は放射線硬化で
も、熱硬化でもよい。本発明の一態様では、上記放射線硬化は、紫外線硬化である。本方
法は、平坦化層上に反応種の反応生成物または再結合生成物を堆積する段階、および有機
－無機組成バリア被膜層を形成するために、堆積中に反応チャンバに供給される反応物の
組成を変える段階をさらに含む。
【００５９】
　有機－無機組成バリア被膜層は、プラズマエンハンスト化学蒸着法（「ＰＥＣＶＤ」）
、高周波プラズマエンハンスト化学蒸着法（「ＲＦＰＥＣＶＤ」）、膨張熱プラズマ化学
蒸着法（ＥＴＰＣＶＤ）、反応スパッタリングを含むスパッタリング、電子サイクロトロ
ン共鳴プラズマエンハンスト化学蒸着法（「ＥＣＲＰＥＣＶＤ」）、誘導結合プラズマエ
ンハンスト化学蒸着法（「ＩＣＰＥＣＶＤ」）、またはそれらの組合せなど、多くの堆積
技法のうちの１つにより形成されることができる。厚さ全体にわたる有機－無機組成バリ
ア被膜層の適切な被膜組成物は、有機物質、セラミックまたは無機物質、およびそれらの
組合せである。これらの物質は、通常、反応プラズマ種の反応生成物または再結合生成物
であり、基板表面上に堆積される。有機被膜物質は、通常、反応物のタイプに応じて、炭
素、水素、酸素、および適宜硫黄、窒素、ケイ素など光学的にその他の微量元素を含む。
被膜内の有機組成物になる適切な反応物は、１５までの炭素原子を有する、直鎖アルカン
または枝分れアルカン、アルケン、アルキン、アルコール、アルデヒド、エーテル、アル
キレン酸化物、芳香族化合物などである。無機およびセラミック被膜物質は、通常、ＩＩ
Ａ族、ＩＩＩＡ族、ＩＶＡ族、ＶＡ族、ＶＩＡ族、ＶＩＩＡ族、ＩＢ族およびＩＩＢ族の
元素の酸化物、窒化物、炭化物、ホウ化物、またはそれらの組合せ、ＩＩＩＢ族、ＩＶＢ
族およびＶＢ族の金属、ならびに希土類金属を含む。
【００６０】
　本発明の他の態様は、少なくとも１つの表面が少なくとも１つの高保全性保護被膜で被
覆されているデバイスを含むデバイスアセンブリである。そのようなデバイスアセンブリ
は、液晶ディスプレイ、発光デバイス、光応答デバイス、集積回路および医療診断システ
ムの構成要素を含むが、それらに限定されない。
【００６１】
　デバイスアセンブリは、可撓性の実質的に透明な基板上に配置されたデバイスを含んで
もよく、上記基板は、第１基板表面および第２基板表面を有し、上記基板表面の少なくと
も１つは、本発明の高保全性保護被膜で被覆される。
【実施例１】
【００６２】
　１００重量部の液体脂環式ジエポキシド（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ＥＲＬ４２２１
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ｄ）、１重量部のＯｃｔａｃａｔ（商標）　ＵＶ感受性触媒（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｉｃ　ＵＶ９３９２Ｃ）、および０．１５重量部の界面活性剤（３Ｍ　Ｆｌｕｏｒａ
ｄ（商標）　ＦＣ４３０）を含む組成物が、一緒にブレンドされ、１ミクロンフィルタを
通して濾過され、脱気され、スピンコーティングによりプラスチック基板につけられた。
コーティング直後に、この層は、触媒を活性化する水銀アークランプブロードバンドＵＶ
源に３０秒間さらされ、次いで、この部分は、エポキシ樹脂の硬化を完了させるために、
１２５℃で１時間、炉で焼かれた。有機－無機組成バリア被膜層は、平坦化層の上を覆っ
て堆積される。
【実施例２】
【００６３】
　ＥＲＬ４２９９、Ｏｃｔａｃａｔ（商標）　ＵＶ感受性触媒（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃ　ＵＶ９３９２Ｃ）および界面活性剤（３Ｍ　Ｆｌｕｏｒａｄ（商標）　ＦＣ
４３０）を含む組成物が一緒にブレンドされ、１ミクロンフィルタを通して濾過され、脱
気され、スピンコーティングによりプラスチック基板につけられた。コーティング直後に
、この層は、触媒を活性化する水銀アークランプブロードバンドＵＶ源に３０秒間さらさ
れ、次いで、この部分は、エポキシ樹脂の硬化を完了させるために炉で焼かれた。有機－
無機組成バリア被膜層は、平坦化層の上を覆って堆積される。
【実施例３】
【００６４】
　Ｓｉｌａｒ　Ｌａｂｓ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　２２８３（脂環式エポキシジシロキサン）、
Ｏｃｔａｃａｔ（商標）　ＵＶ感受性触媒（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＵＶ９
３９２Ｃ）および界面活性剤（３Ｍ　Ｆｌｕｏｒａｄ（商標）　ＦＣ４３０）などのエポ
キシを含むシロキサンを含む組成物が、一緒にブレンドされ、１ミクロンフィルタを通し
て濾過され、脱気され、スピンコーティングによりプラスチック基板につけられた。コー
ティング直後に、この層は、触媒を活性化する水銀アークランプブロードバンドＵＶ源に
３０秒間さらされ、次いで、この部分は、エポキシ樹脂の硬化を完了させるために、炉で
焼かれた。有機－無機組成バリア被膜層は、平坦化層の上を覆って堆積される。
【実施例４】
【００６５】
　液体脂環式ジエポキシド（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ＥＲＬ４２２１ｄ）、Ｏｃｔａ
ｃａｔ（商標）　ＵＶ感受性触媒（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＵＶ９３９２Ｃ
）および界面活性剤（３Ｍ　Ｆｌｕｏｒａｄ（商標）　ＦＣ４３０）を含む組成物が、一
緒にブレンドされ、１ミクロンフィルタを通して濾過され、脱気され、スピンコーティン
グによりプラスチック基板につけられた。コーティング直後に、この層は、触媒を活性化
する水銀アークランプブロードバンドＵＶ源に３０秒間さらされ、次いで、この部分は、
エポキシ樹脂の硬化を完了させるために、１２５℃で１時間、炉で焼かれた。有機－無機
組成バリア被膜層が、平坦化層の上を覆って堆積される。次いで、液体脂環式ジエポキシ
ド（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ＥＲＬ４２２１ｄ）、Ｏｃｔａｃａｔ（商標）　ＵＶ感
受性触媒（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＵＶ９３９２Ｃ）および界面活性剤（３
Ｍ　Ｆｌｕｏｒａｄ（商標）　ＦＣ４３０）を含む組成物が、有機－無機組成バリア被膜
層の上を覆ってスピンコーティングされる。次いで、スズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ
）を含む透明な導電性被膜が第２平坦化層の上を覆って堆積される。
【００６６】
　本発明の前述の諸実施形態は、強固なバリア特性を有することを含めて、多くの利点を
有する。本発明の被膜は、有機発光デバイスおよび有機光起電力デバイスを含む多くの光
デバイスおよび光電子デバイスにおいて高保全性保護被膜として有用であるはずである。
【００６７】
　本発明のいくつかの特徴だけが本明細書中で例示され説明されてきたが、当業者は多く
の改変および変更を思いつくであろう。したがって、添付の特許請求の範囲は、本発明の
真の精神の範囲に入る全てのそのような改変および変更を含むことを意図するものである



(14) JP 5312805 B2 2013.10.9

10

20

30

ことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】屈折率が一致している、および一致していない有機－無機組成バリア被膜を有す
る同一の基板を通る光透過率を示すグラフである。
【図２】本発明の有機－無機組成バリア被膜の一実施形態を概略的に示す図である。
【図３】様々なゾーン数および様々なゾーン厚を有する本発明の有機－無機組成バリア被
膜の光透過スペクトルを示す図である。
【図４】有機－無機組成バリア被膜を有する複合品の第１実施形態を概略的に示す図であ
る。
【図５】有機－無機組成バリア被膜を有する複合品の第２実施形態を概略的に示す図であ
る。
【図６】有機－無機組成バリア被膜を有する複合品の第３実施形態を概略的に示す図であ
る。
【図７】堆積中の前駆体供給ガス内の酸素モル分率の変化にともなう屈折率および消光係
数の変化を示す図である。
【図８】堆積中の供給ガス内の酸素モル分率の関数としての計算された可視光透過スペク
トルを示す図である。
【図９】光学粗面測定を使用して得られたベア基板の一部分の斜視図である。
【図１０】光学粗面測定を使用して得られた平坦化層を有する基板の一部分の斜視図であ
る。
【図１１】（ａ）有機－無機組成のバリア被膜を有する、および（ｂ）本発明の一態様に
よる高保全性保護被膜を有する同一の基板を通る水蒸気透過度（ＷＶＴＲ）を示すグラフ
である。
【図１２】本発明の高保全性保護被膜の一実施形態を概略的に示す図である。
【図１３】高保全性保護被膜を有する本発明の複合品の第１実施形態を概略的に示す図で
ある。
【図１４】高保全性保護被膜を有する本発明の複合品の第２実施形態を概略的に示す図で
ある。
【図１５】高保全性保護被膜を有する本発明の複合品の第３実施形態を概略的に示す図で
ある。
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