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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極層を有する基材上に、少なくとも光触媒とバインダとからなり、かつエネルギーの
照射により水との接触角が低下するように濡れ性が変化する光触媒含有層を形成する工程
と、
　前記光触媒含有層上にパターン状にエネルギーを照射することにより、前記光触媒含有
層に撥水性領域および親水性領域からなるパターンを形成する工程と、
　前記撥水性領域に、電荷を帯電させる工程と、
　前記電極層に電圧が印加されていない状態において、前記親水性領域に、ノズル吐出法
により有機エレクトロルミネッセント層形成用塗工液を吐出して塗布することにより、前
記親水性領域に有機エレクトロルミネッセント層のパターンを形成する工程と
を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子の製造方法。
【請求項２】
　前記有機エレクトロルミネッセント層形成用塗工液が、前記撥水性領域と同じ種類の電
荷で帯電されていることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセント素
子の製造方法。
【請求項３】
　前記ノズル吐出法が、インクジェット法であることを特徴とする請求項１または請求項
２に記載の有機エレクトロルミネッセント素子の製造方法。
【請求項４】
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　前記有機エレクトロルミネッセント層が、発光層であることを特徴とする請求項１から
請求項３までのいずれかの請求項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子の製造方法
。
【請求項５】
　前記光触媒含有層に照射するエネルギーが、紫外光を含む光であることを特徴とする請
求項１から請求項４までのいずれかの請求項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子
の製造方法。
【請求項６】
　前記光触媒含有層がフッ素を含み、前記光触媒含有層に対しエネルギーを照射した際に
、前記光触媒の作用により前記光触媒含有層表面のフッ素含有量がエネルギー照射前に比
較して低下するように前記光触媒含有層が形成されていることを特徴とする請求項１から
請求項５までのいずれかの請求項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子の製造方法
。
【請求項７】
　前記光触媒が、酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ２）
、チタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化ビスマ
ス（Ｂｉ２Ｏ３）、および酸化鉄（Ｆｅ２Ｏ３）から選択される１種または２種以上の物
質であることを特徴とする請求項１から請求項６までのいずれかの請求項に記載の有機エ
レクトロルミネッセント素子の製造方法。
【請求項８】
　前記光触媒が酸化チタン（ＴｉＯ２）であることを特徴とする請求項７記載の有機エレ
クトロルミネッセント素子の製造方法。
【請求項９】
　前記光触媒含有層は、エネルギーが照射されていない部分における水との接触角が、エ
ネルギーが照射された部分における水との接触角より１度以上大きい接触角となる光触媒
含有層であることを特徴とする請求項１から請求項８までのいずれかの請求項に記載の有
機エレクトロルミネッセント素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記バインダが、ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）（ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル
基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Ｘはアルコキシル基また
はハロゲンを示す。ｎは０～３までの整数である。）で示される珪素化合物の１種または
２種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであ
ることを特徴とする請求項１から請求項９までのいずれかの請求項に記載の有機エレクト
ロルミネッセント素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばエレクトロルミネッセント（以下、ＥＬと略称する場合がある。）素子
等の種々の機能性素子において有効に利用することができるパターン形成体の製造方法に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、例えばＥＬ素子の発光層やカラーフィルタ等の種々の機能性素子を形成するに当り
、ノズル吐出法、例えばインクジェット法等を用いてパターン状に機能性部形成用塗工液
を塗布し、機能性素子を形成する方法が検討されている。
【０００３】
このような、ノズル吐出法によるパターニング方法は、従来のフォトリソグラフィー法に
よるパターニングと比較して材料の利用効率に優れており、また印刷法によるパターニン
グと比較すると精度面で良好であるという利点を有するものであった。
【０００４】
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しかしながら、このようなインクジェット法等のノズル吐出法においては、吐出される塗
工液の直進性に問題がある場合があり、直進性の精度が悪い場合は、塗布すべき領域から
はみ出して機能性部形成用塗工液が塗布されることになり、高精細なパターニングが困難
となり、混色等の不具合による歩留りが低下するという問題があった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、ノズル吐出法を用いた場合でも、精度良
く機能性素子形成用塗工液を塗布することが可能なパターン形成体の製造方法を提供する
ことを主目的とするものである。
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、電極層を有する基材上に、少なくとも光触媒と
バインダとからなり、かつエネルギーの照射により水との接触角が低下するように濡れ性
が変化する光触媒含有層を形成する工程と、上記光触媒含有層上にパターン状にエネルギ
ーを照射することにより、上記光触媒含有層に撥水性領域および親水性領域からなるパタ
ーンを形成する工程と、上記撥水性領域に、電荷を帯電させる工程と、上記電極層に電圧
が印加されていない状態において、上記親水性領域に、ノズル吐出法により有機エレクト
ロルミネッセント層形成用塗工液を吐出して塗布することにより、上記親水性領域に有機
エレクトロルミネッセント層のパターンを形成する工程とを有することを特徴とする有機
エレクトロルミネッセント素子の製造方法を提供する。
【０００７】
　本発明においては、このように撥水性領域に電荷が帯電されていることから、吐出され
た有機エレクトロルミネッセント層形成用塗工液または画素部形成用塗工液（以下、機能
性部形成用塗工液とする場合がある）の液滴が帯電された撥水性領域に挟まれた親水性領
域に直進する。これにより高精細なパターンを形成することが可能となる。以下、本発明
においては、帯電された撥水性領域を電荷帯電領域と、上記電荷帯電領域以外の領域を電
荷非帯電領域とする場合がある。
　また、このように光触媒含有層を用いて電荷帯電領域と電荷非帯電領域とのパターンを
形成する方法を用いれば、単に光触媒含有層を形成し、パターン露光を行い、帯電処理を
施すことにより、電荷帯電領域と電荷非帯電領域とを形成することが可能となる。このよ
うにパターン露光により電荷帯電領域と電荷非帯電領域とのパターンを形成することがで
きるので、高精細なパターンとすることが可能である。また、単にパターン露光して帯電
処理を施すことにより、電荷帯電領域と電荷非帯電領域とのパターンを形成することがで
きるので、工程上有利であるという利点を有するものである。
【０００８】
　上記発明においては、請求項２または請求項１２に記載するように、上記ノズル吐出法
により吐出される機能性部形成用塗工液が、上記電荷帯電領域と同じ種類の電荷で帯電さ
れていることが好ましい。このように、ノズル吐出法により吐出される機能性部形成用塗
工液の液滴が電荷帯電領域と同じ種類の電荷で帯電されていることにより、電荷帯電領域
から液滴に対してより高い反発力が生じ、その結果、電荷非帯電領域への良好な液滴の直
進性が得られ、より高精細なパターンを歩留まり良く製造することが可能となるからであ
る。
【０００９】
　上記発明においては、請求項３または請求項１３に記載するように、上記ノズル吐出法
が、インクジェット法であることが好ましい。インクジェット法は材料の利用効率が優れ
ており、コスト面で有利であるからである。
【００１２】
　上記発明においては、請求項５または請求項１４に記載するように、上記光触媒含有層
に照射するエネルギーが、紫外光を含む光であることが好ましい。光触媒含有層に照射す
るエネルギーは、光触媒含有層の濡れ性を変化させることができるエネルギーであればど
のようなエネルギーであっても用いることは可能であるが、汎用されている簡便な装置で
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エネルギーを照射することが可能であるので、本発明においては、紫外線を含む光を用い
ることが好ましい。
【００１３】
　上記発明においては、請求項６または請求項１５に記載するように、上記光触媒含有層
がフッ素を含み、上記光触媒含有層に対しエネルギーを照射した際に、上記光触媒の作用
により上記光触媒含有層表面のフッ素含有量がエネルギー照射前に比較して低下するよう
に上記光触媒含有層が形成されていることが好ましい。本発明においては、エネルギーが
照射された部分が親水性領域とされ、照射されない領域が撥水性領域とされる。そして、
撥水性領域を帯電する必要があることから、撥水性領域には多くのフッ素が含有されてい
ることが好ましく、一方親水性領域では滴下された機能性部形成用塗工液が容易に濡れ広
がる必要があることからフッ素含有量が少ない方が好ましい。
【００１４】
　上記発明においては、請求項７または請求項１６に記載するように、上記光触媒が、二
酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、チタン酸ストロ
ンチウム（ＳｒＴｉＯ３）、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化ビスマス（Ｂｉ２Ｏ３）
、および酸化鉄（Ｆｅ２Ｏ３）から選択される１種または２種以上の物質であることが好
ましく、さらに請求項８または請求項１７に記載するように、中でも上記光触媒が二酸化
チタン（ＴｉＯ２）であることが好ましい。これは、二酸化チタンのバンドギャップエネ
ルギーが高いため光触媒として有効であり、かつ化学的にも安定で毒性もなく、入手も容
易だからである。
【００１５】
　上記発明においては、請求項９または請求項１８に記載するように、上記光触媒含有層
は、エネルギーが照射されていない部分における水との接触角が、エネルギーが照射され
た部分における水との接触角より１度以上大きい接触角となる光触媒含有層であることが
好ましい。接触角の差がこの程度あれば、親水性領域に機能性部形成用塗工液を滴下した
際に、パターニングを行うことが可能だからである。
【００１６】
　上記発明においては、請求項１０または請求項１９に記載するように、上記バインダが
、ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）（ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、ア
ミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Ｘはアルコキシル基またはハロゲンを示す
。ｎは０～３までの整数である。）で示される珪素化合物の１種または２種以上の加水分
解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることが好ましい
。
【００１７】
光触媒含有層に含まれるバインダは光触媒の作用により分解されない程度の結合エネルギ
ーが必要である点、およびバインダ自体が光触媒の作用による光触媒含有層の濡れ性の変
化を発現するものであることが好ましい点から上記オルガノポリシロキサンが好ましい。
【００３１】
　上記発明においては、請求項４に記載するように、上記有機ＥＬ層が、発光層であるこ
とが好ましい。例えば、フルカラーのＥＬ素子とするためには、少なくとも３種類の発光
層のパターニングが必要であり、この際本発明の利点を有効に利用することができるから
である。
【００３５】
【発明の実施の形態】
１．パターン形成体の製造方法
まず、本発明のパターン形成体の製造方法について詳細に説明する。本発明のパターン形
成体の製造方法は、基板上に電荷が帯電した電荷帯電領域と電荷が帯電していない電荷非
帯電領域からなるパターンを形成する電荷帯電パターン形成工程と、上記電荷非帯電領域
に、ノズル吐出法により機能性部形成用塗工液を吐出して塗布することにより機能性部の
パターンを形成する機能性部パターン形成工程とを有することを特徴とする。
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【００３６】
このように、本発明のパターン形成体の製造方法は、ノズル吐出法により機能性部形成用
塗工液を吐出し、塗布して機能性部をパターン状に形成するに際して、基板側を予めパタ
ーン状に帯電させておくものであるので、ノズル吐出法により吐出された機能性部形成用
塗工液の液滴が、帯電されていない電荷非帯電領域に直進する。これにより、従来ノズル
吐出法により高精細なパターンを形成する際に課題となっていた液滴の直進性を確保する
ことが可能となり、高精細なパターンを歩留り良く製造することが可能となる。
【００３７】
なお、本発明におけるパターンとは、図案、画像、回路、文字等の種々の模様を示すもの
であり、特に限定されるものではない。
【００３８】
以下、本発明のパターン形成体の製造方法を、電荷帯電パターン形成工程と、機能性部パ
ターン形成工程とに分けて説明する。
【００３９】
（１）電荷帯電パターン形成工程
電荷帯電パターン形成工程は、上述したように基板上に電荷が帯電した電荷帯電領域と電
荷が帯電していない電荷非帯電領域からなるパターンを形成する工程であるが、本発明に
おいてはこの電荷帯電パターン形成工程を二つの実施態様に分けることができる。したが
って、以下の説明においても、二つの実施態様、すなわち第１実施態様と第２実施態様に
分けて説明する。
【００４０】
▲１▼　第１実施態様
本発明における電荷帯電パターン形成工程の第１実施態様は、基板上に少なくとも光触媒
とバインダとからなり、かつエネルギーの照射により水との接触角が低下するように濡れ
性が変化する光触媒含有層を形成する工程と、上記光触媒含有層上にパターン状にエネル
ギーを照射することにより、撥水性領域および親水性領域からなるパターンを形成する工
程と、上記撥水性領域に、電荷を帯電させる工程とを有するものである。
【００４１】
このように、本実施態様においては、光触媒含有層表面に撥水性領域および親水性領域か
らなるパターンを形成し、その後撥水性領域に電荷を帯電させるものであるので、親水性
領域に機能性部形成用塗工液をノズル吐出法により吐出して塗布する際に、機能性部形成
用塗工液が親水性領域内に直進して付着し易くすることができ、その結果高精細な機能性
部のパターニングが可能となる。
【００４２】
まず、図面を用いて本実施態様について簡単に説明する。
【００４３】
図１は、本実施態様の一例として、機能性素子がＥＬ素子である場合の例を概略示すもの
である。この製造方法においては、まず、基材１上に透明電極層２を形成した後、発光層
の開口部を区切る位置に絶縁層３を形成する。そして、このように透明電極２および絶縁
層３が形成された基材1上に光触媒含有層４を形成する（Ａ．光触媒含有層形成工程　図
１(a)および（ｂ））。
【００４４】
次いで、この光触媒含有層４が形成された基板１上に、この例ではフォトマスク５を用い
て紫外光６をパターン状に照射する（Ｂ．パターン露光工程　図１(ｃ)）。これにより、
紫外光６が照射された部分が親水性領域７となり、照射されない部分は撥水性領域８とさ
れる。この撥水性領域８は上記発光層の開口部を区切る位置に形成された絶縁層３上に通
常形成される。
【００４５】
そして、上記撥水性領域８を帯電させて、荷電帯電パターンを形成する。ここでは、正の
電荷に帯電させた例を示す（Ｃ．帯電処理工程　図1（ｄ））。
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【００４６】
次に、上記各工程毎に、用いられる材料や方法などについて詳細に説明する。
【００４７】
Ａ．光触媒含有層形成工程
本実施態様においては、まず基板上にエネルギーの照射により水との接触角が低下するよ
うに濡れ性が変化する光触媒含有層が形成される光触媒含有層形成工程が行われる。以下
、ここで用いられる光触媒含有層および基材について説明する。
【００４８】
（光触媒含有層）
本実施態様において用いられる光触媒含有層は、エネルギーの照射により水との接触角が
低下するように濡れ性が変化する層であり、少なくとも光触媒とバインダとから構成され
るものである。このように、露光（本実施態様においては、光が照射されたことのみなら
ず、エネルギーが照射されたことをも意味するものとする。）により水との接触角が低下
するように濡れ性が変化する光触媒含有層を設けることにより、エネルギーのパターン照
射等を行うことにより容易に濡れ性を変化させ、水との接触角の小さい親水性領域とする
ことができ、この親水性領域にのみ機能性部形成用塗工液を塗布することが可能となる。
また、撥水性領域はフッ素やアルキル基等の電気抵抗の高い官能基が表面に露出している
ことから、一般に電気抵抗が高い。したがって、この撥水性領域に対して、後述するよう
に帯電処理を行なうことにより電荷を帯電させることができ、その結果ノズル吐出法によ
り吐出される機能性部形成用塗工液の直進性を向上させることができる。なお、この場合
のエネルギーとしては、通常紫外光を含む光が用いられる。
【００４９】
ここで、親水性領域とは、水との接触角が小さい領域であり、後述する機能性部を形成す
る機能性部形成用塗工液等に対する濡れ性の良好な領域をいうこととする。また、撥水性
領域とは、水との接触角が大きい領域であり、後述する機能性部を形成するための機能性
部形成用塗工液等に対する濡れ性が悪い領域をいうこととする。
【００５０】
本実施態様における光触媒含有層は、エネルギーが照射されていない部分における水との
接触角が、エネルギーが照射された部分における水との接触角より１度以上大きい接触角
となる光触媒含有層であることが好ましく、特に好ましくは５度以上、最も好ましくは１
０度以上となる光触媒含有層が用いられる。
【００５１】
エネルギーが照射されていない部分における水との接触角と、エネルギーが照射された部
分における水との接触角との差が所定の範囲未満である場合は、濡れ性の差を利用して機
能性部形成用塗工液をパターン状に塗布することが困難となり、機能性部をパターン状に
形成することが困難となるからである。
【００５２】
このような光触媒含有層における具体的な水との接触角としては、露光していない部分に
おける水との接触角が３０度以上、特に６０度以上、中でも９０度以上であることが好ま
しく、このような水との接触角を有する光触媒含有層が好適に用いられる。これは、露光
していない部分は、本実施態様においては撥水性が要求される部分である。したがって、
水との接触角が小さい場合は撥水性が十分でなく、後述する機能性部形成用塗工液が、必
要の無い部分にまで残存する可能性が生じ、パターン形成体の精度を低下させるおそれが
あるからである。
【００５３】
また、光触媒含有層を露光した場合の接触角としては、具体的には、３０度未満、特に２
０度以下、中でも１０度以下となるような光触媒含有層であることが好ましい。露光した
部分の水との接触角が高いと、この部分で機能性部を形成する機能性部形成用塗工液の広
がりが劣る可能性があり、機能性部を形成すべき領域にすべて広がらず、結果として得ら
れる機能性部のパターンの精度が低下し、最終製品となる機能性素子の品質を低下させる
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ことになるからである。
【００５４】
なお、ここでいう水との接触角は、水との接触角を接触角測定器（協和界面科学（株）製
ＣＡ－Ｚ型）を用いて測定（マイクロシリンジから水滴を滴下して３０秒後）し、その結
果から得たものである。
【００５５】
また、後述するように帯電処理工程において、上記露光が行われていない撥水性領域を帯
電する必要があることから、表面抵抗はある程度大きいことが好ましい。具体的には、コ
ロナ帯電５ｋ時に、３０Ｖ～２０００Ｖの範囲内、好ましくは３０Ｖ～１０００Ｖの範囲
内で帯電されるような光触媒含有層であることが好ましい。
【００５６】
一方、上記帯電処理工程においては、露光が行なわれた親水性領域においては、電荷が帯
電されないことが好ましい。したがって、上記露光が行なわれることにより、コロナ帯電
５ｋ時に、０～３０Ｖの範囲内、好ましくは０～１０Ｖの範囲内で帯電されるような光触
媒含有層であることが好ましい。
【００５７】
上記光触媒含有層は、少なくとも光触媒とバインダとから構成されていることが好ましい
。このような層とすることにより、エネルギー照射によって光触媒の作用で臨界表面張力
を高くすることが可能となり、水との接触角を低くすることができるからである。
【００５８】
このような光触媒含有層における、後述するような酸化チタンに代表される光触媒の作用
機構は、必ずしも明確なものではないが、光の照射によって生成したキャリアが、近傍の
化合物との直接反応、あるいは、酸素、水の存在下で生じた活性酸素種によって、有機物
の化学構造に変化を及ぼすものと考えられている。
【００５９】
本実施態様に用いられる光触媒含有層は、光触媒により、バインダの一部である有機基や
添加剤の酸化、分解等の作用を用いて、エネルギー照射部の濡れ性を変化させて親水性と
し、未照射部との濡れ性に大きな差を生じさせることができる。よって、機能性部を形成
するための機能性部形成用塗工液等との受容性（親水性）および反撥性（撥水性）を高め
ることによって、精度が良好でかつコスト的にも有利なパターン形成体を得ることができ
る。
【００６０】
また、本実施態様においてこのような光触媒含有層を用いた場合、この光触媒含有層が少
なくとも光触媒とフッ素とを含有し、さらにこの光触媒含有層表面のフッ素含有量が、光
触媒含有層に対しエネルギーを照射した際に、上記光触媒の作用によりエネルギー照射前
に比較して低下するように上記光触媒含有層が形成されていてもよい。
【００６１】
このような特徴を有するパターン形成体においては、エネルギーをパターン照射すること
により、容易にフッ素の含有量の少ない部分からなるパターンを形成することができる。
ここで、フッ素は極めて低い表面エネルギーを有するものであり、このためフッ素を多く
含有する物質の表面は、臨界表面張力がより小さくなる。したがって、フッ素の含有量の
多い部分の表面の臨界表面張力に比較してフッ素の含有量の少ない部分の臨界表面張力は
大きくなる。これはすなわち、フッ素含有量の少ない部分はフッ素含有量の多い部分に比
較して親水性領域となっていることを意味する。よって、周囲の表面に比較してフッ素含
有量の少ない部分からなるパターンを形成することは、撥水性域内に親水性領域のパター
ンを形成することとなる。
【００６２】
したがって、このような光触媒含有層を用いた場合は、エネルギーをパターン照射するこ
とにより、撥水性領域内に親水性領域のパターンを容易に形成することができるので、こ
の親水性領域のみに機能性部を形成するための機能性部形成用塗工液を塗布することが容
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易に可能となり、精度が良好なパターン形成体とすることができる。
【００６３】
また、このように撥水性領域の表面のフッ素含有量を多くし、親水性領域のフッ素含有量
を少なくすることができれば、上述したように撥水性領域の表面抵抗を高く保つことが可
能となると同時に、親水性領域の表面抵抗を大幅に低下させることが可能となり、帯電に
よる本実施態様の作用効果をより効果的に発揮することが可能となる。
【００６４】
エネルギーが照射されて形成されたフッ素含有量が低い親水性領域におけるフッ素含有量
は、エネルギー照射されていない部分のフッ素含有量を１００とした場合に１０以下、好
ましくは５以下、特に好ましくは１以下であることが好ましい。
【００６５】
このような範囲内とすることにより、エネルギー照射部分と未照射部分との親水性および
帯電性に大きな違いを生じさせることができる。したがって、このような光触媒含有層に
パターン状に帯電させることが容易となると同時に、このような光触媒含有層上に機能性
部形成用塗工液を塗布することにより、フッ素含有量が低下した親水性領域のみ正確に機
能性部を形成することが可能となる。したがって、これらの二つの効果により、精度良く
パターン形成体を得ることができるからである。なお、この低下率は重量を基準としたも
のである。
【００６６】
このような光触媒含有層中のフッ素含有量の測定は、一般的に行われている種々の方法を
用いることが可能であり、例えばＸ線光電子分光法（X-ray Photoelectron Spectroscopy
,　ESCA(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)とも称される。）、蛍光Ｘ線分
析法、質量分析法等の定量的に表面のフッ素の量を測定できる方法であれば特に限定され
るものではない。
【００６７】
本実施態様で使用する光触媒としては、光半導体として知られる例えば二酸化チタン（Ｔ
ｉＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、チタン酸ストロンチウム（Ｓｒ
ＴｉＯ３）、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化ビスマス（Ｂｉ２Ｏ３）、および酸化鉄
（Ｆｅ２Ｏ３）を挙げることができ、これらから選択して１種または２種以上を混合して
用いることができる。
【００６８】
本実施態様においては、特に二酸化チタンが、バンドギャップエネルギーが高く、化学的
に安定で毒性もなく、入手も容易であることから好適に使用される。酸化チタンには、ア
ナターゼ型とルチル型があり本実施態様ではいずれも使用することができるが、アナター
ゼ型の酸化チタンが好ましい。アナターゼ型酸化チタンは励起波長が３８０ｎｍ以下にあ
る。
【００６９】
このようなアナターゼ型酸化チタンとしては、例えば、塩酸解膠型のアナターゼ型チタニ
アゾル（石原産業（株）製ＳＴＳ－０２（平均粒径７ｎｍ）、石原産業（株）製ＳＴ－Ｋ
０１）、硝酸解膠型のアナターゼ型チタニアゾル（日産化学（株）製ＴＡ－１５（平均粒
径１２ｎｍ））等を挙げることができる。
【００７０】
光触媒の粒径は小さいほど光触媒反応が効果的に起こるので好ましく、平均粒径か５０ｎ
ｍ以下が好ましく、２０ｎｍ以下の光触媒を使用するのが特に好ましい。また、光触媒の
粒径が小さいほど、形成された光触媒含有層の表面粗さが小さくなるので好ましく、光触
媒の粒径が１００ｎｍを越えると光触媒含有層の中心線平均表面粗さが粗くなり、光触媒
含有層の非露光部の撥水性が低下し、また露光部の親水性の発現が不十分となるため好ま
しくない。
【００７１】
本実施態様においては、光触媒として上述したような二酸化チタンを用いることが好まし



(9) JP 4231645 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

いが、このように二酸化チタンを用いた場合の、光触媒含有層中に含まれるフッ素の含有
量としては、Ｘ線光電子分光法で分析して定量化すると、チタン（Ｔｉ）元素を１００と
した場合に、フッ素（Ｆ）元素が５００以上、このましくは８００以上、特に好ましくは
１２００以上となる比率でフッ素（Ｆ）元素が光触媒含有層表面に含まれていることが好
ましい。
【００７２】
フッ素（Ｆ）が光触媒含有層にこの程度含まれることにより、光触媒含有層上における臨
界表面張力を十分低くすることが可能となることから表面における撥水性を確保でき、こ
れによりエネルギーをパターン照射してフッ素含有量を減少させたパターン部分における
表面の親水性領域との濡れ性の差異を大きくすることができ、高精細なパターン形成体を
得ることができ最終的に得られる機能性素子の品質を向上させることができるからである
。また、この程度フッ素を含ませることにより、より表面抵抗を大きく保つことができ、
後述する帯電処理工程における帯電処理が容易となるからである。
【００７３】
さらに、このようなパターン形成体においては、エネルギーをパターン照射して形成され
る親水領域におけるフッ素含有量が、チタン（Ｔｉ）元素を１００とした場合にフッ素（
Ｆ）元素が５０以下、好ましくは２０以下、特に好ましくは１０以下となる比率で含まれ
ていることが好ましい。
【００７４】
光触媒含有層中のフッ素の含有率をこの程度低減することができれば、機能性部を形成す
るための機能性部形成用塗工液を付着させ、領域内に十分に広がらせるために十分な親水
性を得ることができ、上記エネルギーが未照射である部分の撥水性との濡れ性の差異によ
り、機能性部形成用塗工液のパターンを精度良く形成することが可能となり、品質の良好
な機能性素子を得ることができる。また、撥水性領域との帯電性の差を大きくすることが
可能となるため、後述する帯電処理が容易となるからである。
【００７５】
本実施態様において、光触媒含有層に使用するバインダは、主骨格が上記の光触媒の光励
起により分解されないような高い結合エネルギーを有するものが好ましく、例えば、（１
）ゾルゲル反応等によりクロロまたはアルコキシシラン等を加水分解、重縮合して大きな
強度を発揮するオルガノポリシロキサン、（２）撥水牲や撥油性に優れた反応性シリコー
ンを架橋したオルガノポリシロキサン等を挙げることができる。
【００７６】
上記の（１）の場合、一般式：
ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）

（ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基また
はエポキシ基を示し、Ｘはアルコキシル基、アセチル基またはハロゲンを示す。ｎは０～
３までの整数である。）
で示される珪素化合物の１種または２種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物
であるオルガノポリシロキサンであることが好ましい。なお、ここでＹで示される基の炭
素数は１～２０の範囲内であることが好ましく、また、Ｘで示されるアルコキシ基は、メ
トキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基であることが好ましい。
【００７７】
また、バインダとして、特にフルオロアルキル基を含有するポリシロキサンが好ましく用
いることができ、一般にフッ素系シランカップリング剤として知られたものを使用するこ
とができる。
【００７８】
このようなフルオロアルキル基を含有するポリシロキサンをバインダとして用いることに
より、光触媒含有層のエネルギー未照射部の撥水性が大きく向上し、かつ表面抵抗を大幅
に増加させることが可能となる。
【００７９】
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また、上記の（２）の反応性シリコーンとしては、下記一般式で表される骨格をもつ化合
物を挙げることができる。
【００８０】
【化１】

【００８１】
ただし、ｎは２以上の整数であり、Ｒ１，Ｒ２はそれぞれ炭素数１～１０の置換もしくは
非置換のアルキル、アルケニル、アリールあるいはシアノアルキル基であり、モル比で全
体の４０％以下がビニル、フェニル、ハロゲン化フェニルである。また、Ｒ１、Ｒ２がメ
チル基のものが表面エネルギーが最も小さくなるので好ましく、モル比でメチル基が６０
％以上であることが好ましい。また、鎖末端もしくは側鎖には、分子鎖中に少なくとも１
個以上の水酸基等の反応性基を有する。
【００８２】
また、上記のオルガノポリシロキサンとともに、ジメチルポリシロキサンのような架橋反
応をしない安定なオルガノシリコン化合物をバインダに混合してもよい。
【００８３】
本実施態様においては、このようにオルガノポリシロキサン等の種々のバインダを光触媒
含有層に用いることができる。本実施態様においては、上述したように、このようなバイ
ンダおよび光触媒を含む光触媒含有層にフッ素を含有させ、エネルギーをパターン照射す
ることにより光触媒含有層表面のフッ素を低減させ、これにより撥水性領域内に親水性領
域を形成するようにしてもよい。この際、光触媒含有層中にフッ素を含有させる必要があ
るが、このようなバインダを含む光触媒含有層にフッ素を含有させる方法としては、通常
高い結合エネルギーを有するバインダに対し、フッ素化合物を比較的弱い結合エネルギー
で結合させる方法、比較的弱い結合エネルギーで結合されたフッ素化合物を光触媒含有層
に混入させる方法等を挙げることができる。このような方法でフッ素を導入することによ
り、エネルギーが照射された場合に、光触媒の作用によりまず結合エネルギーが比較的小
さいフッ素結合部位が分解され、これによりフッ素を光触媒含有層中から除去することが
できるからである。
【００８４】
上記第１の方法、すなわち、高い結合エネルギーを有するバインダに対し、フッ素化合物
を比較的弱い結合エネルギーで結合させる方法としては、上記オルガノポリシロキサンに
フルオロアルキル基を置換基として導入する方法等を挙げることができる。
【００８５】
また、上記（２）に示す方法では、撥水牲や撥油性に優れた反応性シリコーンを架橋する
ことによりオルガノポリシロキサンを得るのであるが、この場合も同様に、上述した一般
式中のＲ１，Ｒ２のいずれかもしくは両方をフルオロアルキル基等のフッ素を含有する置
換基とすることにより、光触媒含有層中にフッ素を含ませることが可能であり、またエネ
ルギーが照射された場合に、シロキサン結合より結合エネルギーの小さいフルオロアルキ
ル基の部分が分解されるため、エネルギー照射により光触媒含有層表面におけるフッ素の
含有量を低下させることができる。
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【００８６】
一方、後者の例、すなわち、バインダの結合エネルギーより弱いエネルギーで結合したフ
ッ素化合物を導入させる方法としては、例えば、低分子量のフッ素化合物を導入させる方
法が挙げられ、具体的にはフッ素系の界面活性剤を混入する方法等を挙げることができる
。また、高分子量のフッ素化合物を導入させる方法としては、バインダ樹脂との相溶性の
高いフッ素樹脂を混合する等の方法を挙げることができる。
【００８７】
本実施態様において光触媒含有層には上記の光触媒、バインダの他に、界面活性剤を含有
させることができる。具体的には、日光ケミカルズ（株）製ＮＩＫＫＯＬ　ＢＬ、ＢＣ、
ＢＯ、ＢＢの各シリーズ等の炭化水素系、デュポン社製ＺＯＮＹＬ　ＦＳＮ、ＦＳＯ、旭
硝子（株）製サーフロンＳ－１４１、１４５、大日本インキ化学工業（株）製メガファッ
クＦ－１４１、１４４、ネオス（株）製フタージェントＦ－２００、Ｆ２５１、ダイキン
工業（株）製ユニダインＤＳ－４０１、４０２、スリーエム（株）製フロラードＦＣ－１
７０、１７６等のフッ素系あるいはシリコーン系の非イオン界面活性剤を挙げることかで
き、また、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤を用いること
もできる。
【００８８】
また、光触媒含有層には上記の界面活性剤の他にも、ポリビニルアルコール、不飽和ポリ
エステル、アクリル樹脂、ポリエチレン、ジアリルフタレート、エチレンプロピレンジエ
ンモノマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、ポリカーボ
ネート、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリイミド、スチレンブタジエンゴム、クロロプ
レンゴム、ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリエステ
ル、ポリブタジエン、ポリベンズイミダゾール、ポリアクリルニトリル、エピクロルヒド
リン、ポリサルファイド、ポリイソプレン等のオリゴマー、ポリマー等を含有させること
ができる。
【００８９】
光触媒含有層中の光触媒の含有量は、５～６０重量％、好ましくは２０～４０重量％の範
囲で設定することができる。また、光触媒含有層の厚みは、０．０５～１０μｍの範囲内
が好ましい。
【００９０】
上記光触媒含有層は、光触媒とバインダを必要に応じて他の添加剤とともに溶剤中に分散
して塗布液を調製し、この塗布液を塗布することにより形成することができる。使用する
溶剤としては、エタノール、イソプロパノール等のアルコール系の有機溶剤が好ましい。
塗布はスピンコート、スプレーコート、ディッブコート、ロールコート、ビードコート等
の公知の塗布方法により行うことができる。バインダとして紫外線硬化型の成分を含有し
ている場合、紫外線を照射して硬化処理を行うことにより光触媒含有層を形成することが
できる。
【００９１】
（基材）
本実施態様においては、上述した光触媒含有層が基材上に形成される。このような基材と
しては、得られるパターン形成体もしくはパターン形成体により得られる機能性素子の用
途に応じて、ガラス、アルミニウム、およびその合金等の金属、プラスチック、織物、不
織布等を挙げることができる。本実施態様においては、得られるパターン形成体の最も好
適な応用例であるＥＬ素子やカラーフィルタに好適であることから、基材としては透明基
板を用いることが好ましい。この透明基板としては特に限定されるものではないが、例え
ば石英ガラス、パイレックス（登録商標）ガラス、合成石英板等の可撓性のない透明なリ
ジット材、あるいは透明樹脂フィルム、光学用樹脂板等の可撓性を有する透明なフレキシ
ブル材を用いることができる。
【００９２】
また、基材上には上記図１に示す例のように、例えば電極層や絶縁層が形成されていても
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よいし、カラーフィルタの例であればブラックマトリックスが予め形成された基板を用い
ることも可能である。
【００９３】
Ｂ．パターン露光工程
次に、光触媒含有層が形成された基板に対し、パターン状にエネルギーを照射して光触媒
含有層上に濡れ性の異なるパターンを形成するパターン露光工程について説明する。図１
に示す例では、光触媒含有層４が形成された基板１上に、フォトマスク５を用いて紫外光
６をパターン状に照射する工程に相当する（図１(ｃ)）。
【００９４】
本実施態様において、光触媒含有層に対して照射するエネルギーとしては、光触媒に対し
て作用するエネルギーであれば特に限定されるものではないが、具体的には、紫外光を含
む光を用いることが好ましい。これは、以下に示す理由によるものである。
【００９５】
すなわち、本実施態様において用いられる光触媒は、そのバンドギャップによって触媒反
応を開始する光の波長が異なる。例えば、硫化カドニウムであれば４９６ｎｍ、また酸化
鉄であれば５３９ｎｍの可視光であり、二酸化チタンであれば３８８ｎｍの紫外光である
。したがって、光であれば可視光であれ紫外光であれ本実施態様で用いることができる。
しかしながら、上述したようにバンドギャップエネルギーが高いため光触媒として有効で
あり、かつ化学的にも安定で毒性もなく、入手も容易といった理由から光触媒としては二
酸化チタンが好適に用いられる関係上、この二酸化チタンの触媒反応を開始させる紫外光
を含む光であることが好ましいのである。具体的には、４００ｎｍ以下の範囲、好ましく
は３８０ｎｍ以下の範囲の紫外光が含まれることが好ましい。
【００９６】
このような紫外光を含む光の光源としては、水銀ランプ、メタルハライドランプ、キセノ
ンランプ、エキシマランプ等の種々の紫外線光源を挙げることができる。
【００９７】
エネルギーの照射際してパターン照射が必要な場合は、上述したような光源を用い、フォ
トマスクを介したパターン照射により行うことができるが、他の方法として、エキシマ、
ＹＡＧ等のレーザを用いてパターン状に描画照射する方法を用いることも可能である。
【００９８】
Ｃ．帯電処理工程
本実施態様においては、パターン露光により光触媒含有層表面に撥水性領域および親水性
領域といった濡れ性の異なるパターンを形成した後、この撥水性領域のみに電荷を帯電さ
せるための帯電処理工程が行なわれる。図１に示す例では、撥水性領域８をプラスに帯電
させた図１（ｄ）に示す工程に相当する。
【００９９】
このような帯電処理方法としては、具体的には、コロナ電極を用いて基板表面にイオンを
降らせるコロナ帯電による帯電方法、基板表面に絶縁性の剥離層を設けて、剥離層を基板
から剥離することにより、表面を剥離帯電させる方法、基板に対して、数μｍから十数μ
ｍの空気ギャップもしくは絶縁性の中間層を介して対向電極を設けて電圧印加することに
より帯電させる方法等を挙げることができる。
【０１００】
本実施態様においては、工程が容易である点からコロナ帯電による帯電方法を用いること
が好ましい。
【０１０１】
本実施態様では、全面帯電させた場合、光触媒含有層の未露光部、すなわち撥液性領域の
みのみをパターン状に帯電させることができる。
【０１０２】
また、本実施態様においては、パターン状に帯電させる方法を用いることも可能である。
例えば、コロナ電極機とグリッド電極とを組み合わせて、グリッド電極の電圧を制御する
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ことによりパターン状に帯電させることが可能となる。
【０１０３】
なお、本実施態様における撥水性領域の帯電処理に関しては、正に帯電させるものでも、
負に帯電させるものであってもよく、特に限定されるものではない。
【０１０４】
▲２▼　第２実施態様
本発明における電荷帯電パターン形成工程の第２実施態様は、電荷帯電パターン形成工程
が、電極層領域と絶縁層領域とからなるパターンを形成する工程と、上記絶縁層領域に、
電荷を帯電させる工程とを有するものである。
【０１０５】
このように、本実施態様においては、電極層領域および絶縁層領域からなるパターンを形
成し、その後絶縁層領域に電荷を帯電させるものであるので、電極層領域に機能性部形成
用塗工液をノズル吐出法により吐出して塗布する際に、機能性部形成用塗工液が電極層領
域内に直進して付着し易くすることができ、その結果高精細な機能性部のパターニングが
可能となる。
【０１０６】
このような本実施態様について、図面を用いて説明する。
【０１０７】
図２は、本実施態様の一例として、機能性素子がＥＬ素子である場合の例を概略示すもの
である。
【０１０８】
この製造方法においては、まず、基材２１上にパターン状に透明電極２２を形成した後、
透明電極２２と透明電極２２の間隔に透明電極２２のエッジ部分を被うように絶縁層２３
を形成する（Ａ．絶縁層領域パターン形成工程、（図２（ａ）および（ｂ））。
【０１０９】
そして、上記絶縁層２３を帯電させることにより荷電帯電パターンを形成する。ここでは
、正の電荷に帯電させた例を示す（Ｂ．帯電処理工程、図２（ｃ））。
【０１１０】
次に、上記各工程毎に、用いられる材料や方法などについて詳細に説明する。
【０１１１】
Ａ．絶縁層領域パターン形成工程
本実施態様における絶縁層領域パターン形成工程は、電極層領域と絶縁層領域からなるパ
ターンを形成する工程である。このようなパターンの形成方法は、図２に示すように、パ
ターン状に電極層を形成し、この電極層が形成されていない部分および電極層のエッジ部
分を被うように絶縁層をパターン状に形成することにより、電極層領域と絶縁層領域との
パターンを形成する方法であってもよく、また電極層を全面に形成し、その上に絶縁層を
パターン状に形成することにより、電極層領域と絶縁層領域とのパターンを形成する方法
であってもよい。
【０１１２】
上記電極層および絶縁層のパターニングの方法は、特に限定されるものではなく、一般に
パターニングに用いられるフォトリソグラフィー法、印刷法等の方法が用いられる。
【０１１３】
ここで、本実施態様でいう電極層領域とは、電極層が表面に露出している領域をいい、絶
縁層領域とは表面に絶縁層が露出している領域をいうこととする。
【０１１４】
（絶縁層領域）
本実施態様に用いられる絶縁層領域は、上述したように絶縁層が表面に露出している領域
である。この場合の絶縁層に用いることができる材料としては、帯電可能な程度に絶縁性
を有する材料であれば、その材料は特に限定されるものではない。具体的には、比抵抗が
１０６Ω／ｃｍ以上の材料を用いることが好ましい。
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【０１１５】
本実施態様においては、図２（ｂ）にも示すように、絶縁層領域が電極層領域から突出し
て形成されていることが好ましい。このように絶縁性領域が電極層領域より突出して形成
されていることにより、この後、ノズル吐出法により機能性部形成用塗工液を塗布した際
に、塗布された機能性部形成用塗工液が、隣接する部分と混じり合うことがなく、良好な
歩留りで高精細な機能性素子を製造することができるからである。
【０１１６】
この際、絶縁層領域が電極層領域から突出する高さは、得られる機能性素子の精細度に応
じて大きく異なるものであり、ノズル吐出法により吐出されるインクの液滴の大きさ等に
よっても異なるものではあるが、０．０１μｍ～１００μｍ、好ましくは０．１μｍ～１
０μｍの範囲内に形成されることが好ましい。
【０１１７】
（電極層領域）
本実施態様で用いられる電極層領域は、上述したように電極層が表面に露出した領域であ
る。この電極層を構成する材料としては、後述する帯電処理工程において帯電処理を行な
った際に帯電しない程度の導電度を有する材料であれば特に限定されるものではなく、透
明であっても不透明であってもよい。
【０１１８】
具体的には、比抵抗が１Ω／ｃｍ以下の材料を用いることが好ましい。
【０１１９】
（基材）
本実施態様に用いられる基材は、上記第１実施態様で用いられるものと同様であるので、
ここでの説明は省略する。
【０１２０】
Ｂ．帯電処理工程
上記第１実施態様においては、撥液性領域が帯電されるが、本実施態様は絶縁性領域が帯
電される。この点を除いて、本工程は上記第１実施態様のＣ．帯電処理工程で説明したも
のと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【０１２１】
（２）機能性部パターン形成工程
次に本発明の機能性部パターン形成工程について説明する。本発明の機能性部パターン形
成工程は、上記電荷非帯電領域に、ノズル吐出法により機能性部形成用塗工液を吐出して
塗布することにより機能性部のパターンを形成する工程である。
【０１２２】
この工程について、上記電荷帯電パターン形成工程の第１実施態様の一例を示す図1を用
いて説明すると、図1（ｄ）において、紫外光６が照射されて濡れ性が良好となった親水
性領域７に、ＥＬ素子（機能性素子）の発光層（機能性部）を形成するための発光層形成
用塗工液（機能性部形成用塗工液）９を、インクジェット装置（ノズル吐出装置）１０に
より、上記親水性領域７に対して吐出することにより塗布する（Ａ．機能性部形成用塗工
液塗布工程　図１(ｅ)）。なお、この際、周囲の撥水性領域が帯電しているため、発光層
形成用塗工液9は直進する。また、親水性領域７に付着した際にも周囲が撥水性領域であ
るので、他の領域の塗工液と混色を生じる可能性も少ない。
【０１２３】
そして最後に、この発光層形成用塗工液９を固化させることにより、精度が良好な発光層
１１を形成し（図１（ｆ））、そして必要であれば他の有機ＥＬ層を形成した後、電極層
等を形成することによりＥＬ素子とする（Ｂ．機能性素子完成工程）。
【０１２４】
また、本工程について、上記電荷帯電パターン形成工程の第２実施態様の一例を示す図２
を用いて説明すると、図２（ｃ）において、絶縁層２３が帯電された後、電極層２２に、
ＥＬ素子（機能性素子）の発光層（機能性部）を形成するための発光層形成用塗工液（機
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能性部形成用塗工液）９を、インクジェット装置（ノズル吐出装置）１０により、上記電
極層２２に対して吐出することにより塗布する（Ａ．機能性部形成用塗工液塗布工程　図
２(ｄ)）。この際、周囲の絶縁層２３は帯電されているので、発光層形成用塗工液９は直
進する。そして、電極層２２上に付着した際にも、周囲の絶縁層２３が突出して形成され
ていることから、他の領域と混色する恐れがない。
【０１２５】
そして最後に、この発光層形成用塗工液９を固化させることにより、高精細な発光層１１
を形成し（図２（ｅ））、そして必要であれば他の有機ＥＬ層を形成した後、電極層等を
形成することによりＥＬ素子とする（Ｂ．機能性素子完成工程）。
【０１２６】
以下、このような機能性部パターン形成工程の各工程について詳細に説明する。なお、上
記電荷帯電パターン形成工程においては二つの実施態様があったが、本工程においては、
いずれの実施態様も基本的に同一の工程を行なうことから、１つの実施態様として説明す
る。
【０１２７】
Ａ．機能性部形成用塗工液塗布工程
本発明においては、上記帯電処理工程において、電荷非帯電領域に、ノズル吐出法により
機能性部形成用塗工液が塗布される機能性部形成用塗工液塗布工程が行われる。この工程
は、図１においては、紫外光が照射されて濡れ性が良好となった部分に、有機ＥＬ層形成
用塗工液９を、インクジェット装置１０により塗布する工程に相当する（図１(ｅ)）。
【０１２８】
本発明において、この機能性部形成用塗工液はノズル吐出法により吐出されるものである
。本発明は、ノズル吐出法により吐出される機能性部形成用塗工液の液滴の直進性を改良
し、より高精細なパターン形成体を製造し、得られる機能性素子の品質を向上させること
が目的だからである。
【０１２９】
本発明で用いられるノズル吐出法としては、種々の方法を挙げることができるが、本発明
においてはインクジェット法もしくはディスペンサー法のいずれかが好ましく、中でも大
量に生産する場合に好適に用いられることからコスト面で有利なインクジェット法が最も
好ましいものであるといえる。
【０１３０】
この場合用いられるインクジェット装置としては、特に限定されるものではないが、帯電
したインクを連続的に噴射し磁場によって制御する方法、圧電素子を用いて間欠的にイン
クを噴射する方法、インクを加熱しその発泡を利用して間欠的に噴射する方法等の各種の
方法を用いたインクジェット装置を用いることができる。
【０１３１】
本発明のパターン形成体の製造方法においては、上述したように機能性部形成用塗工液を
塗布する際に、撥水性領域もしくは絶縁性領域を帯電させることにより、ノズル吐出法に
より吐出された機能性部形成用塗工液の直進性を向上させ、これによりより高精細なパタ
ーンを得ることを目的とするものである。この際、吐出される機能性部形成用塗工液が、
帯電されている撥水性領域もしくは絶縁層領域と同じ種類の電荷で帯電されていると、機
能性部形成用塗工液の直進性はさらに向上する。したがって、本発明においては、機能性
部形成用塗工液を吐出する際に、撥水性領域もしくは絶縁性領域を帯電させている電荷と
同じ種類の電荷で帯電させることができる方法、もしくは装置を用いることが好ましい。
【０１３２】
具体的には、機能性部形成用塗工液を吐出する際の先端部分、あるいは吐出ヘッド全体を
帯電させる方法、または帯電した物質に近接させることにより逆電荷を誘導帯電させる方
法等の間接的な手法と、機能性部形成用塗工液に帯電を促す界面活性剤、または絶縁物を
添加、混合し、機能性部形成用塗工液自体をコロナ帯電または電圧印加するという直接的
な手法が考えられる。



(16) JP 4231645 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

【０１３３】
本実施態様においては、帯電した基板に機能性部形成用塗工液を吐出し、機能性部形成用
塗工液が基板に近接すると誘導帯電により機能性部形成用塗工液は基板と逆電荷の帯電を
するとも考えられる。したがって、この機能性部形成用塗工液への帯電は、本発明におい
て必須ではない。
【０１３４】
本発明に用いられる機能性部形成用塗工液としては、機能性部の機能、機能性部の形成方
法等によって大きく異なるものであるが、例えば、紫外線硬化型モノマー等に代表される
溶剤で希釈されていない組成物や、溶剤で希釈した液体状の組成物等を用いることができ
る。また、機能性部形成用塗工液としては粘度が低いほど短時間にパターンが形成できる
ことから特に好ましい。ただし、溶剤で希釈した液体状組成物の場合には、パターン形成
時に溶剤の揮発による粘度の上昇、表面張力の変化が起こるため、溶剤が低揮発性である
ことが望ましい。
【０１３５】
本発明に用いられる機能性部形成用塗工液としては、親水性領域もしくは電極層領域に付
着等させて配置されることにより機能性部となるものであってもよく、また親水性領域も
しくは電極層領域上に配置された後、薬剤により処理され、もしくは紫外線、熱等により
処理された後に機能性部となるものであってもよい。この場合、機能性部形成用塗工液の
結着剤として、紫外線、熱、電子線等で硬化する成分を含有している場合には、硬化処理
を行うことにより素早く機能性部が形成できることから好ましい。
【０１３６】
また、本発明に用いられる機能性部形成用塗工液は、直進性の向上等の上述した理由と同
様の理由から、帯電可能であるものが好ましい。
【０１３７】
Ｂ．機能性素子完成工程
本発明においては、上述したように機能性部形成用塗工液塗布工程により機能性部形成用
塗工液をノズル吐出法により塗布した後、塗布された機能性部形成用塗工液を硬化もしく
は固化させることにより機能性部とし、さらに必要に応じて他の部材を形成して機能性素
子とすることができる。
【０１３８】
本発明において機能性素子とは、上述したような方法により機能性部をパターン状に形成
することにより得られる素子をいう。
【０１３９】
ここで機能性とは、具体的には、光学的（光選択吸収、反射性、偏光性、光選択透過性、
非線形光学性、蛍光あるいはリン光等のルミネッセンス、フォトクロミック性等）、磁気
的（硬磁性、軟磁性、非磁性、透磁性等）、電気・電子的（導電性、絶縁性、圧電性、焦
電性、誘電性等）、化学的（吸着性、脱着性、触媒性、吸水性、イオン伝導性、酸化還元
性、電気化学特性、エレクトロクロミック性等）、機械的（耐摩耗性等）、熱的（伝熱性
、断熱性、赤外線放射性等）、生体機能的（生体適合性、抗血栓性等）な各種の機能を意
味するものである。
【０１４０】
また、このような機能性素子に用いられる機能性部は、機能性素子の機能、機能性素子の
形成方法等によって大きく異なるものである。また、機能性部を形成するための機能性部
形成用塗工液は、液状であれば特に限定されるものではなく、その態様も、紫外線硬化型
モノマー等に代表される溶剤で希釈されていない組成物や、溶剤で希釈した液体状の組成
物等種々のものが考えられる。
【０１４１】
このような機能性素子としては、具体的には、カラーフィルタ、ＥＬ素子等を挙げること
ができる。
【０１４２】
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２．ＥＬ素子の製造方法
次に、本発明のＥＬ素子の製造方法について説明する。本発明のＥＬ素子の製造方法にお
いても、大きく分けて二つの実施態様に分けることができる。以下各実施態様に分けて説
明する。
【０１４３】
（１）第１実施態様
本実施態様のＥＬ素子の製造方法は、電極層を有する基材上に、少なくとも光触媒とバイ
ンダとからなり、かつエネルギーの照射により水との接触角が低下するように濡れ性が変
化する光触媒含有層を形成する工程と、
上記光触媒含有層上にパターン状にエネルギーを照射することにより、撥水性領域および
親水性領域からなるパターンを形成する工程と、
上記撥水性領域に、電荷を帯電させる工程と、
上記親水性領域に、ノズル吐出法により有機ＥＬ層形成用塗工液を吐出して塗布すること
により、有機ＥＬ層のパターンを形成する工程と
を有することを特徴とする。
【０１４４】
本実施態様のＥＬ素子の製造方法の一例については、上述した図１に示す。ＥＬ素子の製
造方法においても、上述したパターン形成体の製造方法と同様に、透明電極２および絶縁
層３が形成された基材1上に光触媒含有層４を形成する光触媒含有層形成工程（図１(a)お
よび（ｂ））と、この光触媒含有層４が形成された基板１上に、フォトマスク５を用いて
紫外光６をパターン状に照射するパターン露光工程（図１(ｃ)）と、紫外光６が照射され
た部分が親水性領域７となり、照射されない部分は撥水性領域８とされ、この撥水性領域
８を帯電させる帯電処理工程（図1（ｄ））と、発光層を形成するための発光層形成用塗
工液９を、インクジェット装置１０により、上記親液性領域７に対して吐出することによ
り塗布する有機ＥＬ層形成用塗工液塗布工程（図１(ｅ)）と、この発光層形成用塗工液９
を固化させることにより、発光層１１を形成するＥＬ素子完成工程（図１（ｆ））とを有
するものである。
【０１４５】
Ａ．光触媒含有層形成工程
本発明においては、光触媒含有層を形成するに際して、透明基材上に予め電極層や絶縁層
が形成されていてもよい。そして、このような電極層や絶縁層が形成された基材上に光触
媒含有層が形成される。この光触媒含有層および基材に関しては、上記パターン形成体の
製造方法の項で説明したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。以下、ＥＬ素
子の製造方法特有の構成である、電極層および絶縁層について説明する。
【０１４６】
ａ．電極層
本発明により得られるＥＬ素子は、基材上に形成される第1電極層、および発光層等の有
機ＥＬ層上に形成される第２電極層を有するものである。このような電極層は、陽極およ
び陰極からなり、陽極および陰極のどちらか一方が、透明または、半透明であり、陽極と
しては、正孔が注入し易いように仕事関数の大きい導電性材料が好ましい。また、複数の
材料を混合させてもよい。いずれの電極層も、抵抗はできるだけ小さいものが好ましく、
一般には、金属材料が用いられるが、有機物あるいは無機化合物を用いてもよい。
【０１４７】
好ましい陽極材料としては、例えば、ＩＴＯ、酸化インジウム、金が挙げられる。好まし
い陰極材料としては、例えばマグネシウム合金（ＭｇＡｇ他）、アルミニウム合金（Ａｌ
Ｌｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ他）、金属カルシウムおよび仕事関数の小さい金属が挙げられ
る。
【０１４８】
ｂ．絶縁層
本発明により得られるＥＬ素子には、基材上に形成されている第一電極層のパターニング
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したエッジ部分および素子の非発光部分を覆い、発光に不要な部分での短絡を防ぐために
、絶縁層を発光部分が開口となるように予め設けておいてもよい。このようにすることに
より、素子の短絡等による欠陥を低減し、長寿命で安定発光する素子が得られる。
【０１４９】
このような絶縁層は、通常知られている通り、例えば、ＵＶ硬化性の樹脂材料等を用いて
パターン形成することができる。
【０１５０】
Ｂ．パターン露光工程およびＣ．帯電処理工程
本発明におけるパターン露光工程および帯電処理工程は、上述したパターン形成体の製造
方法と同様の内容であることから、ここでの説明は省略する。
【０１５１】
Ｄ．有機ＥＬ層形成用塗工液塗布工程
本発明における有機ＥＬ層形成用塗工液塗布工程は、上記パターン形成体の製造方法にお
ける機能性部形成用塗工液塗布工程と、塗布される塗工液の点が具体化される点を除けば
ほぼ同様であることから、塗布方法等に関する記載については、ここでの説明は省略する
。以下、本発明の方法により塗布される有機ＥＬ層形成用塗工液について説明する。
【０１５２】
（有機ＥＬ層形成用塗工液）
本発明でいう有機ＥＬ層とは、発光層、バッファー層、正孔輸送層、正孔注入層、電子輸
送層、電子注入層等を示すものであり、これらの各層を形成する際の塗工液が本発明でい
う有機ＥＬ層形成用塗工液となる。しかしながら、ＥＬ素子において有機ＥＬ層をパター
ン状に形成する必要があるものとしては、一般的にはバッファー層および発光層を挙げる
ことができるため、本発明でいう有機ＥＬ層形成用塗工液としては、発光層形成用塗工液
およびバッファー層形成用塗工液が主たるものであるといえる。
【０１５３】
（発光層形成用塗工液）
ＥＬ素子において、発光層は必須の層であり、かつ必ずパターニングを必要とする層であ
る。したがって、本発明においては、有機ＥＬ層形成用塗工液が発光層形成用塗工液であ
る場合が、発明の有効性の面で最も好ましい態様であるといえる。
【０１５４】
本発明に用いられる発光層形成用塗工液は、通常、発光材料、溶媒、およびドーピング剤
等の添加剤により構成されるものである。なお、フルカラー化等を行なう場合は、複数色
の発光層が形成されるものであるので、複数種類の発光層形成用塗工液が通常用いられる
。以下、これら発光層形成用塗工液を構成する各材料について説明する。
【０１５５】
ａ．発光材料
本発明に用いられる発光材料としては、色素系材料、金属錯体系材料、および高分子系材
料を挙げることができる。
【０１５６】
▲１▼色素系材料
色素系材料としては、シクロペンダミン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、トリ
フェニルアミン誘導体、オキサジアゾ－ル誘導体、ピラゾロキノリン誘導体、ジスチリル
ベンゼン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、シロール誘導体、チオフェン環化合物、
ピリジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェン誘導体、トリフ
マニルアミン誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマー等を挙げることが
できる。
【０１５７】
▲２▼金属錯体系材料
金属錯体系材料としては、アルミキノリノール錯体、ベンゾキノリノールベリリウム錯体
、ベンゾオキサゾール亜鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛錯体、ポル



(19) JP 4231645 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

フィリン亜鉛錯体、ユーロピウム錯体等、中心金属に、Ａｌ、Ｚｎ、Ｂｅ等または、Ｔｂ
、Ｅｕ、Ｄｙ等の希土類金属を有し、配位子にオキサジアゾール、チアジアゾール、フェ
ニルピリジン、フェニルベンゾイミダゾール、キノリン構造等を有する金属錯体等を挙げ
ることができる。
【０１５８】
▲３▼高分子系材料
高分子系の材料としては、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、
ポリパラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体等、ポリフルオレ
ン誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、上記色素体、金属錯体系発光材料を高分子化
したもの等を挙げることができる。
【０１５９】
本発明においては、発光層形成用塗工液を用いてノズル吐出方式により発光層を精度よく
形成することができるという利点を活かすという観点から、発光材料として上記高分子系
材料を用いたものがより好ましい。
【０１６０】
ｂ．溶媒
上述した発光材料を溶解もしくは分散させ、発光層形成用塗工液とする溶媒としては、上
述した発光材料を溶解もしくは分散し、かつ所定の粘度とすることができる溶媒であれば
特に限定されるものではない。
【０１６１】
具体的には、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、キシレン等を挙げることができる。
【０１６２】
ｃ．添加剤
本発明に用いられる発光層形成用塗工液には、上述したような発光材料および溶媒に加え
て種々の添加剤を添加することが可能である。例えば、発光層中の発光効率の向上、発光
波長を変化させる等の目的でドーピング材料が添加される場合がある。このドーピング材
料としては例えば、ペリレン誘導体、クマリン誘導体、ルブレン誘導体、キナクリドン誘
導体、スクアリウム誘導体、ポルフィレン誘導体、スチリル系色素、テトラセン誘導体、
ピラゾリン誘導体、デカシクレン、フェノキサゾン等を挙げることができる。
【０１６３】
（バッファー層形成用塗工液）
本発明でいうバッファー層とは、発光層に電荷の注入が容易に行われるように、陽極と発
光層との間または陰極と発光層との間に設けられ、有機物、特に有機導電対などを含む層
である。例えば、発光層への正孔注入効率を高めて、電極などの凹凸を平坦化する機能を
有する導電性高分子とすることができる。
【０１６４】
このようなバッファー層は、その導電性が高い場合、素子のダイオード特性を保ち、クロ
ストークを防ぐためにパターニングされていることが望ましいことから、本発明の製造方
法を用いてパターニングされることが好ましい。
【０１６５】
本発明に用いられるバッファー層を形成する材料としては、具体的にはポリアルキルチオ
フェン誘導体、ポリアニリン誘導体、トリフェニルアミン等の正孔輸送性物質の重合体、
無機酸化物のゾルゲル膜、トリフルオロメタン等の有機物の重合膜、ルイス酸を含む有機
化合物膜等を挙げることができ、これらを、水、メタノール、エタノールをはじめとする
アルコール類、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、
Ｎ－メチル－２－ピロリドン等の溶媒に溶解もしくは分散させたものが本発明でいうバッ
ファー層形成用塗工液である。
【０１６６】
（有機ＥＬ層形成用塗工液の帯電について）
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本発明のＥＬ素子の製造方法においては、このような有機ＥＬ層形成用塗工液が、撥水性
領域と同じ種類の電荷で帯電されていることが好ましい。
【０１６７】
なお、この帯電方法等に関しては、上記パターン形成体で説明したものと同様であるので
、ここでの説明は省略する。
【０１６８】
また、上記パターン形成体の製造方法の項において説明したように、ノズル吐出法により
吐出される有機ＥＬ層形成用塗工液の液滴が帯電される場合においては、透明電極層に有
機ＥＬ層形成用塗工液が帯電されている電荷とは異なる電荷の電圧が付加されていること
が好ましい。
【０１６９】
Ｅ．ＥＬ素子完成工程
本発明においては、上述したよう有機ＥＬ層形成用塗工液を乾燥して固化させることによ
り、有機ＥＬ層を形成し、これに上述したような第２電極層等を形成し、封止剤等により
封止することによりＥＬ素子とすることができる。
【０１７０】
（２）第２実施態様
本実施態様のＥＬ素子の製造方法は、パターン状に形成された電極層を有する基材上に、
上記電極層のエッジ部分および有機ＥＬ層の非発光部分を覆うように絶縁層を形成するこ
とにより、電極層および絶縁層からなるパターンを形成する工程と、
上記絶縁層に、電荷を帯電させる工程と、
上記電極層に、ノズル吐出法により有機ＥＬ層形成用塗工液を吐出して塗布することによ
り、有機ＥＬ層のパターンを形成する工程と
を有することを特徴とするものである。
【０１７１】
本実施態様のＥＬ素子の製造方法の一例について、上述した図２に示す。この場合も同様
に、基板２１上に透明電極層２２をパターン状に形成し（図２（ａ））、次いで、上記透
明電極層２２の端部および透明電極層２２が形成されていない領域を被うように絶縁層２
３が形成される（図２（ｂ）；絶縁層パターン形成工程）。ここで、絶縁層２３は透明電
極層２２より突出して形成される。
【０１７２】
そして、帯電処理が施されることにより、上記絶縁層２３が帯電する（図２（ｃ）；帯電
処理工程）。
【０１７３】
上記帯電処理を行なった基板２１に対し、発光層形成用塗工液９をインクジェット装置１
０により吐出し（図２（ｄ）；有機ＥＬ層形成用塗工液塗布工程）、そして硬化させるこ
とにより発光層１１を形成する（図２（ｅ）；ＥＬ素子完成工程）。
【０１７４】
本実施態様においては、上述したように絶縁層が電極層より突出して形成されていること
が好ましい。この際の突出量としては、０．０１μｍ～１００μｍ、好ましくは、０．１
μｍ～１０μｍの範囲内であることが好ましい。
【０１７５】
その他の本実施態様の各工程についての説明は、上述した第１実施態様の各工程で用いら
れている方法および材料を組み合わせることにより行なうことができるので、ここでの説
明は省略する。
【０１７６】
３．カラーフィルタの製造方法
最後に、本発明のカラーフィルタの製造方法について説明する。本発明のカラーフィルタ
の製造方法は、透明基板上に少なくとも光触媒とバインダとからなり、かつエネルギーの
照射により水との接触角が低下するように濡れ性が変化する光触媒含有層を形成する工程



(21) JP 4231645 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

と、
上記光触媒含有層上にパターン状にエネルギーを照射することにより、撥水性領域および
親水性領域からなるパターンを形成する工程と、
上記撥水性領域に、電荷を帯電させる工程と、
上記親水性領域に、ノズル吐出法により画素部形成用塗工液を吐出して塗布することによ
り画素部のパターンを形成する工程と
を有することを特徴とするものである。
【０１７７】
本発明のカラーフィルタの製造方法が、上記ＥＬ素子の製造方法と異なる点は、光触媒含
有層形成工程において、予め基板上に形成されるものがブラックマトリックスである点、
および機能性部形成用塗工液塗布工程において画素部形成用塗工液が用いられ点を挙げる
ことができる。その他の構成に関しては、上記パターン形成体の製造方法およびＥＬ素子
の製造方法に記載されたものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【０１７８】
（ブラックマトリックス）
本発明において用いるブラックマトリックスは、通常カラーフィルタに用いられるブラッ
クマトリックスであれば特に限定されるものではなく、例えばスパッタリング法、真空蒸
着法等により厚み１０００～２０００Å程度のクロム等の金属薄膜を形成し、この薄膜を
パターニングすることにより形成された遮光部や、樹脂バインダ中にカーボン微粒子、金
属酸化物、無機顔料、有機顔料等の遮光性粒子を含有させた遮光部が用いられる。
【０１７９】
（画素部形成用塗工液）
本発明で用いられる画素部形成用塗工液は、通常、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、および青（Ｂ）
の３色の画素部形成用塗工液が用いられる。このような画素部形成用塗工液としては、大
きく水性、油性に分類されるが、本発明においてはいずれであっても用いることができる
が、表面張力の関係から水をベースとした水性の塗工液が好ましい。
【０１８０】
本発明で用いられる水性塗工液には、溶媒として、水単独または水及び水溶性有機溶剤の
混合溶媒を用いることがきる。一方、油性塗工液にはへッドのつまり等を防ぐために高沸
点の溶媒をベースとしたものが好ましく用いられる。このような画素部形成用塗工液に用
いられる着色剤は、公知の顔料、染料が広く用いられる。また、分散性、定着性向上のた
めに溶媒に可溶・不溶の樹脂類を含有させることもできる。その他、ノニオン界面活性剤
、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤などの界面活性剤；防腐剤；防黴剤；ｐＨ調整剤
；消泡剤；紫外線吸収剤；粘度調整剤：表面張力調整剤などを必要に応じて添加しても良
い。
【０１８１】
また、通常の画素部形成用塗工液は適性粘度が低いためバインダ樹脂を多く含有できない
が、塗工液中の着色剤粒子を樹脂で包むかたちで造粒させることで着色剤自身に定着能を
持たせることができる。このような塗工液も本発明においては用いることができる。さら
に、所謂ホットメルトタイプの塗工液やＵＶ硬化型の塗工液を用いることもできる。
【０１８２】
本発明においては、中でもＵＶ硬化性のものを用いることが好ましい。ＵＶ硬化性の画素
部形成用塗工液とすることにより、ノズル吐出法により着色して画素部を形成後、ＵＶを
照射することにより、素早く硬化させることができ、すぐに次の工程に送ることができる
。したがって、効率よくカラーフィルタを製造することができるからである。
【０１８３】
このようなＵＶ硬化型の画素部形成用塗工液は、プレポリマー、モノマー、光開始剤及び
着色剤を主成分とするものである。プレポリマーとしては、ポリエステルアクリレート、
ポリウレタンアクリレート、エポキシアクリレート、ポリエーテルアクリレート、オリゴ
アクリレート、アルキドアクリレート、ポリオールアクリレート、シリコンアクリレート
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【０１８４】
モノマーとしては、スチレン、酢酸ビニル等のビニルモノマー；ｎ－ヘキシルアクリレー
ト、フェノキシエチルアクリレート等の単官能アクリルモノマー；ジエチレングリコール
ジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ヒドロキシピペリン酸エス
テルネオペンチルグリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート
、ジペンタエリストールヘキサアクリレート等の多官能アクリルモノマーを用いることが
できる。上記プレポリマー及びモノマーは単独で用いても良いし、２種以上混含しても良
い。
【０１８５】
光重合開始剤は、イソブチルベンゾインエーテル、イソプロピルベンゾインエーテル、ベ
ンゾインエチルエーテル、ベンゾインメチルエーテル、１－フェニル－ｌ，２－プロパジ
オン－２－オキシム、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、ベンジル、ヒ
ドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ジエトキシアセトフェノン、２－ヒドロキシ－
２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、ベンゾフェノン、クロロチオキサントン
、２－クロロチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、２－メチルチオキサントン
、塩素置換ベンゾフェノン、ハロゲン置換アルキル－アリルケトン等の中から所望の硬化
特性等が得られるものを選択して用いることができる。その他必要に応じて脂肪族アミン
、芳香族アミン等の光開始助剤；チオキサンソン等の光鋭感剤等を添加しても良い。
【０１８６】
なお、本発明においても画素部形成用塗工液が撥水性領域と同じ種類の電荷で帯電されて
いることが好ましい。
【０１８７】
以上、本発明について詳細に説明してきたが、本発明は、上記実施形態に限定されるもの
ではない。上記実施形態は、例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思
想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであって
も本発明の技術的範囲に包含される。
【０１８８】
【実施例】
以下に実施例を示し、本発明をさらに説明する。
【０１８９】
［実施例１］
（基材の作製）
２００μｍの厚さのＰＥＴ上にＩＴＯをスパッタにより成膜し、８０μｍの線幅のＩＴＯ
を２０μｍの間隔でパターニングした後、ＩＴＯパターンのエッジを被うようにＩＴＯの
間を厚さ１μｍの絶縁層をフォトリソグラフィー法により形成した。絶縁層にはレジスト
としてＺＰＰ－１８５０（日本ゼオン（株））を用いた。
【０１９０】
次いで、上記基材上にバッファー層用塗布液として、ポリエチレンジオキシチオフェン／
ポリスチレンスルフォネート（ＰＥＤＴ／ＰＳＳ）（ＢａｙｔｒｏｎＰ：Ｂａｙｅｒ社製
、下記化学式（１）にその構造を示す。）を、スピン塗布により、乾燥時７００オングス
トロームになるように塗布し、１００℃で真空乾燥を１時間行った。
【０１９１】
【化２】
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【０１９２】
（光触媒含有層の形成）
１．光触媒含有層用塗布液の調整
まず、下記組成の光触媒含有層用の塗布液を調整した。

２．光触媒含有層の成膜
上記の光触媒含有層塗液を洗浄したガラス基板上にスピンコーターで塗布し、１５０℃、
１０分間の乾燥処理後、加水分解、重縮合反応を進行させて、光触媒がオルガノシロキサ
ン中に強固に固定された透明な光触媒含有層を厚み２０ｎｍに形成した。
【０１９３】
３．光触媒含有層における濡れ性の相違によるパターンの形成
上記の光触媒含有層にマスクを介して水銀灯（波長３６５ｎｍ）により７０ｍＷ／ｃｍ２

の照度で５０秒間パターン照射を行い、照射部位と非照射部位との水に対する接触角を接
触角測定器（協和界面科学（株）製ＣＡ－Ｚ型）を用いて測定した結果（マイクロシリン
ジから水滴を滴下して３０秒後）、非照射部位における水の接触角は１４２°であるのに
対し、照射部位における水の接触角は１０°以下であり、照射部位と非照射部位との濡れ
性の相違によるパターン形成が可能なことが確認された。
【０１９４】
（帯電処理）
上記光触媒含有層に、上述したようにして濡れ性の相違するパターンを形成した後、全面
を＋６ｋＶで帯電した。この際、露光部（親水性領域）では、＋１Ｖの帯電量、未露光部
（撥水性領域）では、＋１２０Ｖの帯電量であった。
【０１９５】
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この後、インクジェット法により発光層形成用塗工液を塗布した。この発光層形成用塗工
液の組成は、以下の通りである。
【０１９６】
＜発光層形成用塗工液の組成＞
・ポリビニルカルバゾール　　　　　７重量部
・発光色素（Ｒ、Ｇ、Ｂ）　　　０．１重量部
・オキサジアゾール化合物　　　　　３重量部
・トルエン　　　　　　　　　５０５０重量部
ここで、ポリビニルカルバゾールの構造式を以下の化学式（２）に示す。また、オキサジ
アゾール化合物の構造式を化学式（３）に、発光色素（G)　クマリン６の構造式を化学式
（４）に、発光色素（R)　ナイルレッドの構造式を化学式（５）に、発光色素（B)　ペリ
レン化合物の構造式を以下の化学式（６）にそれぞれ示す。
【０１９７】
【化３】



(25) JP 4231645 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

【０１９８】
（カソードの成膜）
発光層が形成された基板上に、ＩＴＯおよび発光層のパターンと直交するように、上部電
極としてＡｌＬｉ合金を５００ｎｍの膜厚で８０μｍ線幅、２０μｍ間隔に蒸着してＥＬ
素子とした。
【０１９９】
［実施例２］
全面の帯電を－６ｋＶとした以外は、実施例１と同様にしてＥＬ素子を作製した。
【０２００】
［実施例３］
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出した以外は、上記実施例１と同様にしてＥＬ素子を作製した。
【０２０１】
［実施例４］
ＩＴＯ電極側をヘッドに対して＋１００Ｖの電圧を印加した状態で、インクジェット法に
より塗工した以外は、実施例１と同様にしてＥＬ素子を作製した。
【０２０２】
［実施例５］
光触媒含有層を形成しなかったことを除いては実施例１と同様にしてＥＬ素子を作製した
。
【０２０３】
［比較例］
帯電処理工程を行なわなかった以外は、実施例１と同様にしてＥＬ素子を作製した。
【０２０４】
［評価］
得られたＥＬ素子に対して、ＩＴＯ電極側を正極、ＡｌＬｉ合金電極側を負極に接続し、
ソースメーターにより、直流電流を印加した。
【０２０５】
実施例１から実施例５までで得られたＥＬ素子は、１０Ｖ印加時に、上記Ｒ、ＧおよびＢ
の各色がライン上で発色し、また混色は認められなかったが、比較例で得られたＥＬ素子
は、部分的に混色する箇所が観察された。
【０２０６】
【発明の効果】
本発明によれば、電荷帯電領域に電荷が帯電されていることから、吐出された機能性部形
成用塗工液の液滴が電荷非帯電領域に直進する。これにより高精細なパターンを形成する
ことが可能となるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）～（ｆ）は、本発明のパターン形成体の製造方法の一例を示す工程図であ
る。
【図２】（ａ）～（ｅ）は、本発明のパターン形成体の製造方法の他の例を示す工程図で
ある。
【符号の説明】
１，２１　…　基材
２，２２　…　透明電極層
３，２３　…　絶縁層
４　…　光触媒含有層
７　…　親水性領域
８　…　撥水性領域
９　…　発光層形成用塗工液
１０　…　インクジェット装置
１１　…　発光層
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