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(57)【要約】
　多原色ピクセルとして使用され得るデバイスが提供さ
れる。前記デバイスは、第１の有機発光デバイス、第２
の有機発光デバイス、第３の有機発光デバイス、および
第４の有機発光デバイスを具備する。前記デバイスは、
４つのサブピクセルを有するディスプレイのピクセルで
あってよい。前記第１のデバイスは赤色光を発し、前記
第２のデバイスは緑色光を発し、前記第３のデバイスは
明るい青色の光を発し、前記第４のデバイスは深い青色
の光を発してよい。
【選択図】　　　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の有機発光デバイスと、
　第２の有機発光デバイスと、
　第３の有機発光デバイスと、
　第４の有機発光デバイスと
を具備するデバイスであって、
　前記第１の有機発光デバイスは、６００～７００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発し、第１の発光材料を有する第１の発光層を含み、前記第１の発光材料は燐光
性であり；
　前記第２の有機発光デバイスは、５００～６００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発し、第２の発光材料を有する第２の発光層を含み、前記第２の発光材料は燐光
性であり；
　前記第３の有機発光デバイスは、４００～５００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発し、第３の発光材料を有する第３の発光層を含み、前記第３の発光材料は燐光
性であり；
　前記第４の有機発光デバイスは、４００～５００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発し、第４の発光材料を有する第４の発光層を含み；
　前記第４の有機発光デバイスによる発光の可視スペクトルにおける最大波長は、前記第
３の有機発光デバイスによる発光の可視スペクトルにおける最大波長よりも少なくとも４
ｎｍ短い
ことを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載のデバイスであって、
　前記第３の有機発光デバイスは、４７０～５００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発し；
　前記第４の有機発光デバイスは、４００～４７０ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発する
ことを特徴とするデバイス。
【請求項３】
　請求項２に記載のデバイスであって、
　前記第３の有機発光デバイスは、ＣＩＥｘ座標が０．２未満であり、ＣＩＥｙ座標が０
．５未満である光を発し；
　前記第４の有機発光デバイスは、ＣＩＥｙ座標が０．１５未満である光を発する
ことを特徴とするデバイス。
【請求項４】
　請求項３に記載のデバイスであって、前記第３の有機発光デバイスによる発光のＣＩＥ
座標と前記第４の有機発光デバイスによる発光のＣＩＥ座標は、十分異なり、ＣＩＥｘ座
標における差異とＣＩＥｙ座標における差異の和が少なくとも０．０１より大きいことを
特徴とするデバイス。
【請求項５】
　請求項２に記載のデバイスであって、前記第４の発光材料は蛍光性であることを特徴と
するデバイス。
【請求項６】
　請求項２に記載のデバイスであって、前記第４の発光材料は燐光性であることを特徴と
するデバイス。
【請求項７】
　請求項２に記載のデバイスであって、前記第１、第２、第３および第４の有機発光デバ
イスのそれぞれは、同一の表面積を有することを特徴とするデバイス。
【請求項８】
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　請求項２に記載のデバイスであって、前記第１、第２、第３および第４の有機発光デバ
イスの少なくとも１つは、それ以外の前記第１、第２、第３および第４の有機発光デバイ
スとは異なる表面積を有することを特徴とするデバイス。
【請求項９】
　請求項２に記載のデバイスであって、前記デバイスはフルカラーディスプレイの一部で
あることを特徴とするデバイス。
【請求項１０】
　請求項２に記載のデバイスであって、前記第１、第２、第３および第４の有機発光デバ
イスは、四分割（quad）パターンで配置されることを特徴とするデバイス。
【請求項１１】
　請求項２に記載のデバイスであって、前記第１、第２、第３および第４の有機発光デバ
イスは、列で配置されることを特徴とするデバイス。
【請求項１２】
　請求項２に記載のデバイスであって、前記第３および第４の有機発光デバイスの発光材
料は同一の材料であり、前記第４の有機発光デバイスはマクロキャビティ（microcavity
）を含むことを特徴とするデバイス。
【請求項１３】
　請求項１に記載のデバイスであって、前記デバイスは消費者製品であることを特徴とす
るデバイス。
【請求項１４】
　第１の有機発光デバイスと、
　第２の有機発光デバイスと、
　第３の有機発光デバイスと、
　第４の有機発光デバイスと
を具備するデバイスであって、
　前記第１の有機発光デバイスは、６００～７００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発し、第１の発光材料を有する第１の発光層を含み、前記第１の発光材料は燐光
性であり；
　前記第２の有機発光デバイスは、５００～６００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発し、第２の発光材料を有する第２の発光層を含み、前記第２の発光材料は燐光
性であり；
　前記第３の有機発光デバイスは、０．２５未満のＣＩＥｙ座標を有する光を発し、第３
の発光材料を有する第３の発光層を含み、前記第３の発光材料は燐光性であり；
　前記第４の有機発光デバイスは、前記第３の有機発光デバイスによる発光よりも少なく
とも０．０２小さいＣＩＥｙ座標を有する光を発し、第４の発光材料を有する第４の発光
層を含む
ことを特徴とするデバイス。
【請求項１５】
　第１、第２、第３および第４の有機発光デバイスを具備するデバイスを、該デバイスが
所望のＣＩＥ座標を有する光を発するように操作する方法であって、
　前記第１の有機発光デバイスは、６００～７００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発し、第１の発光材料を有する第１の発光層を含み、前記第１の発光材料は燐光
性であり；
　前記第２の有機発光デバイスは、５００～６００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発し、第２の発光材料を有する第２の発光層を含み、前記第２の発光材料は燐光
性であり；
　前記第３の有機発光デバイスは、４００～５００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発し、第３の発光材料を有する第３の発光層を含み、前記第３の発光材料は燐光
性であり；
　前記第４の有機発光デバイスは、４００～５００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
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する光を発し、第４の発光材料を有する第４の発光層を含み；
　前記第４の有機発光デバイスによる発光の可視スペクトルにおける最大波長は、前記第
３の有機発光デバイスによる発光の可視スペクトルにおける最大波長よりも少なくとも４
ｎｍ短く；
　前記第１、第２および第３のデバイスによる発光のＣＩＥ座標は、ＣＩＥスペース内に
第１の三角形を定義し；
　前記第１、第３および第４のデバイスによる発光のＣＩＥ座標は、ＣＩＥスペース内に
第２の三角形を定義し；
　前記第２、第３および第４のデバイスによる発光のＣＩＥ座標は、ＣＩＥスペース内に
第３の三角形を定義し；
　前記方法は、
　前記所望のＣＩＥ座標が前記第１の三角形内にある場合は、第１、第２および第３のデ
バイスから発光させ、第４のデバイスからは発光させないことにより、前記所望のＣＩＥ
座標を有する光の発光を達成し；
　前記所望のＣＩＥ座標が前記第２の三角形内にある場合は、第１、第３および第４のデ
バイスから発光させ、第２のデバイスからは発光させないことにより、前記所望のＣＩＥ
座標を有する光の発光を達成し；
　前記所望のＣＩＥ座標が前記第３の三角形内にある場合は、第２、第３および第４のデ
バイスから発光させ、第１のデバイスからは発光させないことにより、前記所望のＣＩＥ
座標を有する光の発光を達成する
ことを含む方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法であって、
　前記第３の有機発光デバイスは、４７０～５００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発し；
　前記第４の有機発光デバイスは、４００～４７０ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有
する光を発する
ことを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｅ）のもと、２００８年１０月１日に提出され、
その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる米国仮出願第６１／１０１，７５７
に対する優先権の利益を主張する。
【０００２】
　特許請求の範囲に記載した発明は、共同の大学・企業研究契約（joint university cor
poration research agreement）に関わる１つ以上の以下の団体：ミシガン大学の評議員
、プリンストン大学、サザン・カリフォルニア大学、およびユニバーサルディスプレイコ
ーポレーションにより、１つ以上の団体によって、１つ以上の団体のために、および／ま
たは１つ以上の団体と共同して行われた。上記契約は、特許請求の範囲に記載した発明が
成される以前に発効しており、特許請求の範囲に記載した発明は、この契約の範囲内で行
われる活動の結果としてなされた。
【０００３】
　〔発明の分野〕
　本発明は有機発光デバイスに関し、より詳細には、明るい青色および深い青色を与える
ための有機発光デバイスの使用に関する。
【背景技術】
【０００４】
　有機材料を用いるオプトエレクトロニクスデバイスは、多くの理由によりますます望ま
しいものとなってきている。そのようなデバイスを作るために用いられる多くの材料は、
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相対的に安価であり、そのため有機オプトエレクトロニクスデバイスは、無機デバイスに
対してコスト上の優位性についての潜在力を持っている。加えて、有機材料固有の特性、
例えばそれらの柔軟性は、それらをフレキシブルな基板上への作製のような特定の用途に
非常に適したものにし得る。有機オプトエレクトロニクスデバイスの例には、有機発光デ
バイス（ＯＬＥＤ）、有機光トランジスタ、有機光電池、および有機光検出器が含まれる
。ＯＬＥＤについては、有機材料は、従来の材料に対して性能的優位性を有し得る。例え
ば、有機発光層が発光する波長は、一般に、適切なドーパントで容易に調節され得る。
【０００５】
　ＯＬＥＤは、デバイスを横切って電圧を印加した場合に光を発する薄い有機膜を使用す
る。ＯＬＥＤは、フラットパネルディスプレイ、照明、およびバックライトのような用途
で使用するためのますます興味深い技術となってきている。いくつかのＯＬＥＤ材料およ
び構成は、米国特許第５，８４４，３６３号明細書、同６，３０３，２３８号明細書、お
よび同５，７０７，７４５号明細書に記載されており、これらの明細書は、その全体が参
照により本明細書に組み込まれる。
【０００６】
　燐光発光分子に対する１つの用途は、フルカラーディスプレイである。そのようなディ
スプレイに対する業界標準は、画素が「飽和」色と呼ばれる特定の色を発光するように適
応することを要求する。特に、これらの標準は、飽和した赤色、緑色、および青色の画素
を要求する。色は、ＣＩＥ座標を用いて測定されてよく、これは当該分野で周知である。
【０００７】
　緑色発光分子の一例は、トリス（２－フェニルピリジン）イリジウム［Ｉｒ（ｐｐｙ）

３と表す］であり、以下の式Iの構造を有する：
【化１】

【０００８】
　ここおよびこれより後の図において、我々は、窒素から金属（ここではＩｒ）までの供
与結合を直線で示す。
【０００９】
　ここで使用する場合、「有機」という用語には、有機オプトエレクトロニクスデバイス
を作製するために使用することができるポリマー物質ならびに小分子有機物質が含まれる
。「小分子」とは、ポリマーではないいずれかの有機物質を意味し、「小分子」は、実際
は非常に大きくてもよい。小分子は、いくつかの状況では繰り返し単位を含んでもよい。
例えば、置換基として長鎖アルキル基を使用することは、分子を「小分子」の分類から排
除しない。小分子は、例えばポリマー主鎖上のペンダント基として、あるいは主鎖の一部
として、ポリマー中に組み込まれてもよい。小分子は、コア部分に構築された一連の化学
的殻からなるデンドリマーのコア部分として働くこともできる。デンドリマーのコア部分
は、蛍光または燐光小分子発光体であってよい。デンドリマーは「小分子」であってよく
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、ＯＬＥＤの分野で現在使用されている全てのデンドリマーが小分子であると考えられる
。
【００１０】
　ここで使用する場合、「トップ（top）」とは基板から最も離れていることを意味し、
一方、「ボトム（bottom）」とは基板に最も近いことを意味する。第１の層が第２の層の
「上に配置される」として記載されている場合、第１の層は基板からより離れて配置され
る。第１の層が第２の層と「接触している」と特定されていない限り、第１の層と第２の
層の間に別の層があってよい。例えば、カソードとアノードの間に種々の有機層があった
としても、カソードはアノードの「上に配置される」と記載され得る。
【００１１】
　ここで使用される場合、「溶液処理可能」とは、溶液または懸濁液形態のいずれかで、
液体媒体中に溶解、分散、または輸送でき、および／または液体媒体から堆積され得るこ
とを意味する。
【００１２】
　配位子は、それが発光材料の光活性特性に直接寄与すると考えられる場合、「光活性」
と呼ぶことができる。配位子は、それが発光材料の光活性特性に寄与しないと考えられる
場合、「補助」と呼ぶことができるが、補助配位子は光活性配位子の特性を変化させ得る
。
【００１３】
　ここで使用する場合、および当業者により一般的に理解されているように、第１の「最
高被占軌道」（ＨＯＭＯ）または「最低空軌道」（ＬＵＭＯ）エネルギー準位は、第１の
エネルギー準位が真空のエネルギー準位により近い場合、第２のＨＯＭＯまたはＬＵＭＯ
のエネルギー準位よりも「大きい」か、または「高い」。イオン化ポテンシャル（ＩＰ）
は、真空準位に対する負のエネルギーとして測定されるため、より高いＨＯＭＯエネルギ
ー準位は、より小さな絶対値を有するＩＰ（より負の程度が小さいＩＰ）に相当する。同
様に、より高いＬＵＭＯエネルギー準位は、より小さな絶対値を有する電子親和力（ＥＡ
）（より負の程度が小さいＥＡ）に相当する。上端（トップ）を真空準位とする従来のエ
ネルギー準位ダイアグラム上では、物質のＬＵＭＯエネルギー準位は、同じ物質のＨＯＭ
Ｏエネルギー準位よりよりも上である。「より高い」ＨＯＭＯまたはＬＵＭＯエネルギー
準位は、「より低い」ＨＯＭＯまたはＬＵＭＯエネルギー準位よりも、そのようなダイア
グラム上の上端（トップ）近くに現れる。
【００１４】
　ここで使用する場合、および当業者により一般的に理解されているように、第１の仕事
関数は、第１の仕事関数がより高い絶対値を有する場合、第２の仕事関数よりも「大きい
」か、または「高い」。仕事関数は、一般的に真空準位に対する負の数として測定される
ため、これは、「より高い」仕事関数はより負の程度が大きいことを意味する。上端（ト
ップ）を真空準位とする従来のエネルギー準位ダイアグラム上では、「より高い」仕事関
数は、真空レベルから下の方向により離れて図示される。それ故、ＨＯＭＯおよびＬＵＭ
Ｏエネルギー準位は、仕事関数とは異なる規則に従う。
【００１５】
　ＯＬＥＤおよび上述した定義についての詳細は、その全体が参照により本明細書中に組
み込まれる米国特許第７，２７９，７０４号明細書に見られる。
【発明の概要】
【００１６】
　多原色ピクセル（multi-color pixel）として使用され得るデバイスが提供される。前
記デバイスは、第１の有機発光デバイス、第２の有機発光デバイス、第３の有機発光デバ
イス、および第４の有機発光デバイスを具備する。前記デバイスは、４つのサブピクセル
を有するディスプレイの画素であってよい。
【００１７】
　第１の有機発光デバイスは赤色光を発光し、第２の有機発光デバイスは緑色光を発光し
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、第３の有機発光デバイスは明るい青色の光を発光し、第４の有機発光デバイスは、深い
青色の光を発光する。第３のデバイスと第４のデバイスの最大発光波長は、少なくとも４
ｎｍ異なる。ここで使用する場合、「赤色」は、６００～７００ｎｍの可視スペクトルに
最大波長を有することを意味し、「緑色」は、５００～６００ｎｍの可視スペクトルに最
大波長を有することを意味し、「明るい青色」は、４７０～５００ｎｍの可視スペクトル
に最大波長を有することを意味し、「深い青色」は、４００～４７０ｎｍの可視スペクト
ルに最大波長を有することを意味する。
【００１８】
　第１、第２および第３の有機発光デバイスは、それぞれ、デバイスを横切って適切な電
圧が加えられた場合に発光する燐光性有機材料を含む発光層を有する。第４の有機発光デ
バイスは、燐光性または蛍光性であってよく、デバイスを横切って適切な電圧が加えられ
た場合に発光する有機発光材料を含む発光層を有する。
【００１９】
　第１、第２、第３および第４の有機発光デバイスは、同じ表面積を有してもよく、また
は異なる表面積を有してもよい。第１、第２、第３および第４の有機発光デバイスは、四
角形のパターン、列、またはいくつかの他のパターンで配置されてよい。
【００２０】
　デバイスは、いずれかの特定のＣＩＥ座標のために４つのうち最大３つのデバイスを使
用することにより、所望のＣＩＥ座標を有する光を発光するように操作されてよい。深い
青色のデバイスの使用は、赤色、緑色および深い青色のデバイスのみを有するディスプレ
イと比較して、有意に低下し得る。
【００２１】
　デバイスは、消費者製品（consumer product）であってよい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、有機発光デバイスを示す。
【図２】図２は、独立した電子輸送層を有さない、倒置型有機発光デバイスを示す。
【図３】図３は、１９３１ＣＩＥ色度図を示す。
【図４】図４は、色域も示す１９３１ＣＩＥ色度図を示す。
【図５】図５は、種々のデバイスに対するＣＩＥ色度を示す。
【図６】図６は、４つのサブピクセルを有するピクセルに対する種々の配置を示す。
【発明の詳細な説明】
【００２３】
　一般的に、ＯＬＥＤは、陽極と陰極の間に配置され、これらと電気的に結び付けられた
少なくとも１の有機層を含む。電流が印加された場合、陽極は正孔を有機層に注入し、陰
極は電子を有機層に注入する。注入された正孔および電子は、それぞれ、逆に荷電した電
極に向かって移動する。電子および正孔が同じ分子上に局在する場合、励起されたエネル
ギー状態を有する局在性の電子－正孔対である「励起子」が生成される。光は、励起子が
光電子放出メカニズムを介して失活する際に発せられる。いくつかの場合において、励起
子は、エキサイマーまたはエキサイプレックス上に局在してよい。熱失活のような非発光
性のメカニズムが生じてもよいが、一般的には望ましくないと考えられる。
【００２４】
　一重項状態から光（蛍光）が放出される発光分子を使用した初期のＯＬＥＤは、例えば
、米国特許第４，７６９，２９２号明細書に開示されており、これはその全体が参照によ
り本明細書に組み込まれる。蛍光発光は、一般的に、１０ナノ秒未満の時間枠で生じる。
【００２５】
　最近は、三重項状態から光（燐光）を放出する発光材料を有するＯＬＥＤが示されてい
る。Baldo et al., ”Highly Efficient Phosphorescent Emission from Organic Electr
oluminescent Devices,” Nature, vol. 395, 151-154, 1998; (“Baldo-I”)およびBald
o et al., “Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on e
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lectrophosphorescence,“ Appl. Phys. Lett., vol.75, No.3, 4-6 (1999) (“Baldo-II
”)（これらの全体が、参照により本明細書に組み込まれる）。燐光については、参照に
より本明細書に組み込まれる米国特許第７，２７９，７０４号明細書第５～６段落にさら
に詳細に記載されている。
【００２６】
　図１は、有機発光デバイス１００を示す。図１は、必ずしも一定の尺度で描かれていな
い。デバイス１００は、基板１１０、陽極１１５、正孔注入層１２０、正孔輸送層１２５
、電子ブロック層１３０、発光層１３５、正孔ブロック層１４０、電子輸送層１４５、電
子注入層１５０、保護層１５５、および陰極１６０を具備してよい。陰極１６０は、第１
の導電層および第２の導電層を有する複合陰極である。デバイス１００は、上述した層を
順に積層することにより作製されてよい。これらの種々の層の特性および機能、ならびに
例示的な材料は、参照により本明細書に組み込まれる米国特許第７，２７２，７０４号明
細書第６～１０段落に、さらに詳細に記載されている。
【００２７】
　これらの層のそれぞれに対するさらなる例が利用可能である。例えば、可撓性で透明な
基板と陽極の組み合わせは、その全体が参照により本明細書に組み込まれる米国特許第５
，８４４，３６３号明細書に開示されている。ｐ－ドープ正孔輸送層の例は、５０：１の
モル比でＦ．ｓｕｂ．４－ＴＣＮＱをドープしたｍ－ＭＴＤＡＴＡであり、その全体が参
照により本明細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００３／０２３０９８０号明細書
に開示されている。発光材料およびホスト材料の例は、Ｔｈｏｍｐｓｏｎらの米国特許第
６，３０３，２３８号明細書（その全体が参照により本明細書に組み込まれる）に開示さ
れている。ｎ－ドープ電子輸送層は、１：１のモル比でＬｉがドープされたＢＰｈｅｎで
あり、その全体が参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００３／０２
３０９８０号に開示されている。その全体が参照により本明細書に組み込まれる米国特許
第５，７０３，４３６号および第５，７０７，７４５号明細書は、スパッタリングにより
堆積させた透明で導電性のＩＴＯ層上のＭｇ：Ａｇのような金属の薄層を有する複合陰極
を含む陰極の例を開示している。ブロック（blocking）層の理論および使用は、その全体
が参照により本明細書に組み込まれる米国特許第６，０９７，１４７号明細書および米国
特許出願公開第２００３／０２３０９８０号明細書に、より詳細に記載されている。注入
層の例は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００４／
０１７４１１６号明細書に開示されている。保護層の記述は、その全体が参照により本明
細書に組み込まれる米国特許出願公開第２００４／０１７４１１６号明細書に見られる。
【００２８】
　図２は、倒置型（inverted）ＯＬＥＤ２００を示す。このデバイスは、基板２１０、陰
極２１５、発光層２２０、正孔輸送層２２５、および陽極２３０を具備する。デバイス２
００は、上述した層を順に積層することにより作製されてよい。最も一般的なＯＬＥＤの
構成は、陽極の上方に配置された陰極を有するが、デバイス２００は陽極２３０の下方に
陰極２１５を有するため、デバイス２００を「倒置型」ＯＬＥＤと呼ぶことができる。デ
バイス１００に関して記載したものと同様の材料を、デバイス２００の対応する層に使用
することができる。図２は、デバイス１００の構造からどのようにいくつかの層を省ける
かの一例を提供する。
【００２９】
　図１および図２に例示されている簡単な層構造は、非限定的な例として提供されており
、本発明の実施形態は、多様な他の構造と関連して使用できると解される。記載されてい
る特定の材料および構造は、本質的に例示であり、他の材料および構造も使用できる。設
計、性能、およびコスト要因に基づいて、実用的なＯＬＥＤは様々な様式で上述した種々
の層を組み合わせることにより達成され、あるいはいくつかの層を完全に省略することが
できる。具体的に記載した以外の層を含んでもよい。具体的に記載した以外の材料を使用
してもよい。ここで提供する例の多くは、単一の材料を含むものとして種々の層を記載し
ているが、ホストおよびドーパントのような材料の組み合わせ、またはより一般的には混
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合物が使用されてもよい。また、層は、種々の副層（sublayer）を有してもよい。ここで
種々の層に与えられている名称は、厳格に限定することを意図するものではない。例えば
、デバイス２００において、正孔輸送層２２５は、正孔を輸送し、正孔を発光層２２０に
注入するため、正孔輸送層または正孔注入層と記載され得る。１つの実施形態において、
ＯＬＥＤは、陰極と陽極との間に配置される「有機層」を有すると記載されうる。この有
機層は、単一の層を含むか、または例えば図１および２に関連して記載したような異なる
有機材料の複数の層をさらに含んでもよい。
【００３０】
　Ｆｒｉｅｎｄらの米国特許第５，２４７，１９０号明細書（その全体が参照により本明
細書に組み込まれる）に開示されているような、ポリマー材料（ＰＬＥＤ）で構成される
ＯＬＥＤのように、具体的に記載されていない構造および材料も使用することができる。
さらなる例として、単一の有機層を有するＯＬＥＤを使用することができる。ＯＬＥＤは
、例えばＦｏｒｒｅｓｔらの米国特許第５，７０７，７４５号明細書（その全体が参照に
より本明細書に組み込まれる）に記載されているように、積み重ねられてもよい。ＯＬＥ
Ｄの構造は、図１および２に示されている簡単な層状構造から逸脱してもよい。例えば、
基板は、光取り出し（out-coupling）を改善するために、Ｆｏｒｒｅｓｔらの米国特許第
６，０９１，１９５号明細書（その全体が参照により本明細書に組み込まれる）に記載さ
れているメサ構造および／またはＢｕｌｏｖｉｃらの米国特許第５，８３４，８９３号明
細書（その全体が参照により本明細書に組み込まれる）に記載されているピット構造のよ
うな角度のついた反射面を含んでよい。
【００３１】
　特に断らない限り、種々の実施形態の層のいずれも、いずれかの適切な方法により積層
されてよい。有機層については、好ましい方法には、熱蒸着（thermal evaporation）、
インクジェット（例えば、米国特許第６，０１３，９８２号および第６，０８７，１９６
号明細書（その全体が参照により本明細書に組み込まれる）に記載されている）、有機気
相成長（organic vapor phase deposition; ＯＶＰＤ）（例えば、Ｆｏｒｒｅｓｔらの米
国特許第６，３３７，１０２号明細書に記載されている）、および有機気相ジェットプリ
ンティング（ＯＶＪＰ）による堆積（例えば、その全体が参照により本明細書に援用され
る米国特許出願第１０／２３３，４７０号明細書に記載されている）が含まれる。他の適
切な堆積方法には、スピンコーティングおよびその他の溶液に基づく方法が含まれる。溶
液に基づく方法は、好ましくは、窒素または不活性雰囲気中で行われる。その他の層につ
いては、好ましい方法には熱蒸着が含まれる。好ましいパターニング方法には、マスクを
通しての堆積、圧接（cold welding）（例えば、米国特許第６，２９４，３９８号および
第６，４６８，８１９号明細書（その全体が参照により本明細書に組み込まれる）に記載
されている）、ならびにインクジェットおよびＯＶＪＰ等の堆積方法のいくつかと関連さ
せたパターニングが含まれる。その他の方法を使用してもよい。堆積する材料は、それら
が特定の堆積方法に適合するように改変されてもよい。例えば、分岐した、または分岐し
ていない、好ましくは少なくとも３つの炭素を含むアルキルおよびアリール基のような置
換基は、溶液加工性を高めるために小分子において使用されてよい。２０以上の炭素を有
する置換基が使用されてもよく、３～２０の炭素が好ましい範囲である。非対称構造を有
する材料は、対称構造を有するものよりも良好な溶液加工性を有し得るが、これは、非対
称材料がより低い再結晶化傾向を有し得るからである。デンドリマー置換基は、小分子の
溶液加工性を向上させるために使用されてよい。
【００３２】
　本発明の実施形態に従って作製されるデバイスは、種々の消費者製品に組み込むことが
でき、これらの製品には、フラットパネルディスプレイ、コンピュータのモニター、テレ
ビ、広告板、室内もしくは屋外の照明灯および／または信号灯、ヘッドアップディスプレ
イ、完全に透明な（fully transparent）ディスプレイ、フレキシブルディスプレイ、レ
ーザープリンター、電話機、携帯電話、携帯情報端末（personal digital assistant; Ｐ
ＤＡ）、ラップトップコンピュータ、デジタルカメラ、カムコーダー、ビューファインダ
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ー、マイクロディスプレイ、乗り物、大面積壁面（large area wall）、映画館またはス
タジアムのスクリーン、あるいは標識が含まれる。パッシブマトリックスおよびアクティ
ブマトリックスを含め、本発明により作製されたデバイスを制御するために種々の制御メ
カニズムを使用することができる。デバイスの多くは、１８℃～３０℃、より好ましくは
室温（２０～２５℃）などの、人にとって快適な温度範囲で使用されることが意図されて
いる。
【００３３】
　ここに記載される材料および構造は、ＯＬＥＤ以外のデバイスにも用途があり得る。例
えば、有機太陽電池および有機光検出器等の他のオプトエレクトロニクスデバイスは、こ
れらの材料および構造を用い得る。より一般的には、有機トランジスタのような有機デバ
イスに、これらの材料および構造を用いることができる。
【００３４】
　ハロ、ハロゲン、アルキル、シクロアルキル、アルケニル、アルキニル、アリールキル
、ヘテロ環基、アリール、芳香族基、およびヘテロアリールという用語は、当該分野で既
知であり、米国特許第７，２７９，７０４号明細書（参照により明細書に組み込まれる）
に定義されている。
【００３５】
　燐光発光分子に対する１つの用途は、フルカラーディスプレイ、好ましくはアクティブ
マトリックスＯＬＥＤ（ＡＭＯＬＥＤ）ディスプレイである。現在ＡＭＯＬＥＤディスプ
レイの寿命および電力消費を制限する要因の１つは、飽和した（saturated）ＣＩＥ座標
を有する商業的な青色燐光ＯＬＥＤの欠如である。
【００３６】
　図３は、１９３１年に国際照明委員会（ＣＩＥとしても一般的に知られており、フラン
ス語の名称はCommission Internationale de l’Eclairageである）により開発された１
９３１ＣＩＥ色度図を示す。いずれかの色は、この図におけるｘ座標とｙ座標により示さ
れ得る。最も厳密な意味での「飽和した（saturated）」色は、点スペクトルを有する色
であり、青から緑を通って赤まで連続するＵ型曲線に沿って、ＣＩＥ図に当たる。この曲
線上の数値は、点スペクトルの波長を示す。レーザーは、点スペクトルを有する光を放出
する。図４は、１９３１色度図の他の表現であり、いくつかの色の「色域」も示している
。色域は、特定のディスプレイまたは色を与える他の手段により与えられ得る一連の色で
ある。一般的に、いずれかの与えられた発光デバイスは、特定のＣＩＥ座標を有する発光
スペクトルを有する。２つのデバイスからの発光は、種々の強度で組み合わされ、２つの
デバイスのＣＩＥ座標の間の直線上のどこかのＣＩＥ座標を有する色を与える。３つのデ
バイスからの発光は、種々の強度で組み合わされ、ＣＩＥ座標における３つのデバイスの
それぞれの座標により定義される三角形中のどこかのＣＩＥ座標を有する色を与える。図
４におけるそれぞれの三角形の３つの点は、ディスプレイに対する業界標準のＣＩＥ座標
を表す。例えば、「ＮＴＳＣ／ＰＡＬ／ＳＥＣＡＭ／ＨＴＤＶ色域」と表示された三角形
の３つの点は、収載された基準に適合するディスプレイのサブピクセルにおいて要求され
る赤、緑および青（ＲＧＢ）の色を意味する。要求されるＲＧＢ色を発光するサブピクセ
ルを有するピクセルは、各サブピクセルからの発光強度を調節することにより、三角形内
の任意の色を提供することができる。
【００３７】
　燐光ＯＬＥＤを使用しているフルカラーディスプレイは、そのようなデバイスの理論上
の高い効率、コストの優位性、およびデバイスの可撓性を含む多くの理由で望ましい。産
業上は、ディスプレイにおいて使用するのに適した高い効率および長い寿命を有する赤色
および緑色の燐光デバイスを達成しているが、青色燐光デバイス、特にＨＤＴＶおよびＮ
ＴＳＣのような業界標準により要求されるＣＩＥ座標を有する青色燐光デバイスにはまだ
問題がある。ＮＴＳＣ標準により要求されるＣＩＥ座標は、赤（０．６７，０．３３）；
緑（０．２１，０．７２）；青（０．１４，０．０８）である。業界標準により要求され
る青に近い適切な寿命および効率特性を有するデバイスはあるが、標準の青の代わりに標
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準の青からはかけ離れた青のデバイスを用いて製造されたディスプレイは、表現される青
色に顕著な欠陥を有する。業界標準に要求される青色は、以下に定義するような「深い」
青色であり、効率的で超寿命の青色燐光デバイスにより発せられる色は、一般的に、以下
に定義するような「明るい」青色である。
【００３８】
　高い効率で長寿命の燐光デバイス（赤色、緑色、明るい青色の燐光デバイスを含み、さ
らに深い青色の成分を含む色の表現を可能にするデバイス）を使用したディスプレイが提
供される。これは、四分割（quad）ピクセル、すなわち４つのデバイスを有するピクセル
を使用することにより達成される。３つのデバイスは、それぞれ赤、緑および明るい青色
の光を発する、高効率で長寿命の燐光デバイスである。４つ目のデバイスは、深い青色の
光を発し、他のデバイスよりも効率は低く、寿命も短くてよい。しかしながら、多くの色
は４つ目のデバイスを使用することなく与えられるため、その使用は制限されてよく、デ
ィスプレイ全体の寿命および効率は、４つ目のデバイスを含有することによってあまり影
響されない。
【００３９】
　デバイスが提供される。デバイスは、第１の有機発光デバイス、第２の有機発光デバイ
ス、第３の有機発光デバイス、および第４の有機発光デバイスを有する。デバイスは、４
つのサブピクセルを有するディスプレイのピクセルであってよい。デバイスは、アクティ
ブマトリックス有機発光ディスプレイにおいて使用されることが好ましく、これは、深い
青色のＯＬＥＤの欠点が現在のところ限定要因になっているタイプのデバイスである。
【００４０】
　第１の有機発光デバイスは赤色光を発光し、第２の有機発光デバイスは緑色光を発光し
、第３の有機発光デバイスは明るい青色の光を発光し、第４の有機発光デバイスは深い青
色の光を発光する。第３のデバイスと第４のデバイスの最大発光波長は、少なくとも４ｎ
ｍ異なる。ここで使用する場合、「赤色」は、６００～７００ｎｍの可視スペクトルに最
大波長を有することを意味し、「緑色」は、５００～６００ｎｍの可視スペクトルに最大
波長を有することを意味し、「明るい青色」は、４７０～５００ｎｍの可視スペクトルに
最大波長を有することを意味し、「深い青色」は、４００～４７０ｎｍの可視スペクトル
に最大波長を有することを意味する。好ましい範囲としては、赤色については６１０～６
４０ｎｍ、緑色については５１０～５５０ｎｍの可視スペクトルに最大波長が含まれるこ
とが好ましい。
【００４１】
　波長に基づく定義に対してさらに特定を加えるために、「明るい青色」は、４７０～５
００ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有し、同じデバイスにおける深い青色のＯＬＥＤ
よりも少なくとも４ｎｍ大きな波長であることに加え、好ましくは、ＣＩＥｘ座標が０．
２未満であり、ＣＩＥｙ座標が０．５未満であるとさらに定義されてよく、「深い青色」
については、４００～４７０ｎｍの可視スペクトルに最大波長を有することに加え、ＣＩ
Ｅｙ座標が０．１５未満、好ましくは０．１未満であるとさらに定義されてよく、これら
２つの間の相違は、第３の有機発光デバイスによる発光のＣＩＥ座標と第４の有機発光デ
バイスによる発光のＣＩＥ座標は十分に異なり、ＣＩＥｘ座標における違いとＣＩＥｙ座
標における違いの和は少なくとも０．０１であると、さらに定義されてよい。ここで定義
する場合、最大波長は、明るい青色および深い青色を定義する主要な特徴であり、ＣＩＥ
座標が好ましい。
【００４２】
　より一般的には、「明るい青色」は、４００～５００ｎｍの可視スペクトルに最大波長
を有することを意味し、「深い青色」は、４００～５００ｎｍの可視スペクトルに最大波
長を有し、明るい青色の最大波長より少なくとも４ｎｍ小さいことを意味してよい。
【００４３】
　別の実施形態において、「明るい青色」は、ＣＩＥｙ座標が０．２５未満であり、「深
い青色」はＣＩＥｙ座標が「明るい青色」よりも少なくとも０．０２小さいことを意味し
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【００４４】
　別の実施形態において、ここで提供される明るい青色および深い青色に対する定義は、
より狭い定義に達するように組み合わされてよい。例えば、ＣＩＥの定義のいずれかは、
波長の定義のいずれかと組み合わされてよい。種々の定義がある理由は、色をいつ測定す
るかによって、波長およびＣＩＥ座標は異なる強弱を有するからである。例えば、より短
い波長は、通常、より深い青色に対応する。しかし、４７２ｎｍにピークを有する非常に
狭いスペクトルは、４７１ｎｍにピークを有するがスペクトルにおける有意な端部がより
高い波長にある他のスペクトルと比較した場合、「深い青色」であると考えられ得る。こ
のシナリオは、ＣＩＥ座標を用いて最もよく説明される。ＯＬＥＤに対して利用可能な材
料の観点から、波長に基づく定義は、ほとんどの場合においてよく適合すると期待される
。いずれかの事象において、本発明の実施形態は、２つの異なる青色のピクセルを含み、
青色における違いが測定される。
【００４５】
　第１、第２および第３の有機発光デバイスは、それぞれ、デバイスを横切って適切な電
圧が加えられた場合に発光する燐光性有機材料を含む発光層を有する。第４の有機発光デ
バイスは、燐光性または蛍光性であってよく、デバイスを横切って適切な電圧が加えられ
た場合に発光する有機発光材料を含む発光層を有する。
【００４６】
　商業的ディスプレイにおいて使用するのに適した寿命および効率を有する「赤色」およ
び「緑色」の燐光デバイスは、周知であり、容易に達成可能であり、ディスプレイにおけ
る使用に対する種々の業界標準の赤色および緑色に十分近い光を発するデバイスが含まれ
る。そのようなデバイスの例は、M. S. Weaver, V. Adamovich, B. D’Andrade, B. Ma, 
R. Kwong, and J. J. Brown, Proceedings of the International Display Manufacturin
g Conference, pp. 328-331 (2007); およびB. D’Andrade, M. S. Weaver, P. B. MacKe
nzie, H. Yamamoto, J. J. Brown, N. C. Giebink, S. R. Forrest and M. E. Thompson,
 Society for Information Display Digest of Technical Papers 34, 2, pp.712-715 (2
008)に記載されている。
【００４７】
　望ましい寿命および効率特性を有する「明るい青色」の燐光デバイスも、容易に入手可
能である。そのようなデバイスは、ディスプレイの寿命または効率に負の影響を及ぼすこ
となく、ディスプレイにおいて使用されてよい。しかしながら、明るい青色のデバイスに
頼るディスプレイは、深い青色の成分を必要とする色を正確に与えることができない。適
切な明るい青色のデバイスの例は、以下に示す構造を有する：
　ＩＴＯ（８０ｎｍ）／化合物Ｃ（３０ｎｍ）／ＮＰＤ（１０ｎｍ）／化合物Ａ：発光体
Ａ（３０ｎｍ：２０％）／化合物Ａ（５ｎｍ）／ＬＧ２０１（３０ｎｍ）／ＬｉＦ（１ｎ
ｍ）／Ａｌ（１００ｎｍ）
　ＬＧ２０１は、韓国のLG Chem Ltd.から入手可能である。
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【化２】

【００４８】
　このようなデバイスは、寿命が６．３ｋｈｒｓ（一定の直流電流において、１０００ｎ
ｉｔｓの初期の輝度～初期の輝度の５０％になるまで）、１９３１ＣＩＥ座標がＣＩＥ（
０．１７６，０．３７７）、最大発光波長が可視スペクトルにおける４７６ｎｍであると
測定された。
【００４９】
　「深い青色」のデバイスも容易に達成可能であるが、消費者の使用に適したディスプレ
イのために望ましい寿命および効率特性を必ずしも有している必要はない。深い青色のデ
バイスを達成するための１つの方法は、深い青色を発光する蛍光発光材料を使用すること
であるが、高効率の燐光デバイスはない。深い青色の蛍光デバイスの一例は、Masakazu F
unahashi et al., Society for Information Display Digest of Technical Papers 47.3
, pp.709-711 (2008)に記載されている。Funahashiは、ＣＩＥ座標が（０．１４０，０．
１３３）であり、最大波長が４６０ｎｍの深い青色の蛍光デバイスを開示している。他の
方法は、明るい青色を発する燐光発光材料を含む燐光デバイスを使用し、デバイスから放
出される光のスペクトルを、フィルターまたはマイクロキャビティ（microcavity）を用
いて調節することである。フィルターまたはマイクロキャビティは、Baek-woon Lee, You
ng In Hwang, Hae-yeon Lee and Chi Woo Kim and Young-gu ju Society for Informatio
n Display Digest of Technical Papers 68.4, pp.1050-1053 (2008)に記載されているよ
うに深い青色のデバイスを達成するために使用され得るが、デバイスの効率低下が附随し
得る。実際に、マイクロキャビティの相違により、明るい青色と深い青色のデバイスを作
製するために同じ発光体を使用することができる。他の方法は、米国特許公開２００５－
０２５８４３３（その全体が参照により本明細書に組み込まれ、第７～１４頁の化合物を
参照されたい）に記載されているような、入手可能な深い青色の燐光発光材料を使用する
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ことである。しかしながら、そのようなデバイスは、寿命の問題を有し得る。燐光発光体
を用いた適切な深い青色のデバイスの一例は、以下の構造を有する：
　ＩＴＯ（８０ｎｍ）／化合物Ｃ（３０ｎｍ）／ＮＰＤ（１０ｎｍ）／化合物Ａ：発光体
Ｂ（３０ｎｍ：９％）／化合物Ａ（５ｎｍ）／Ａｌｑ３（３０ｎｍ）／ＬｉＦ（１ｎｍ）
／Ａｌ（１００ｎｍ）
　このようなデバイスは、寿命が６００ｈｒｓ（一定の直流電流において、１０００ｎｉ
ｔｓの初期の輝度～初期の輝度の５０％になるまで）、１９３１ＣＩＥ座標がＣＩＥ（０
．１４８，０．１９１）、最大発光波長が４６２ｎｍであると測定された。
【００５０】
　入手可能な深い青色および明るい青色のデバイスの性能における相違は、顕著であって
よい。例えば、深い青色のデバイスは良好な効率を有し得るが、寿命は明るい青色のデバ
イスの５０％未満または２５％未満であり得る。寿命におけるそのような相違は、多くの
深い青色の燐光デバイスを説明し得る。寿命を測定するための標準的な方法は、１０００
ｎｉｔｓの初期の輝度におけるＬＴ５０、すなわち１０００ｎｉｔｓの初期の輝度を生じ
る一定電流を流した場合に、デバイスの光出力が５０％低下するのに必要な時間である。
または、深い青色のデバイスは、良好な寿命を有し得るが、効率は明るい青色のデバイス
の８０％未満または４０％未満であり得る。効率におけるこのような相違は、多くの蛍光
性の深い青色のデバイス、または例えばマイクロキャビティを使用することによって、明
るい青色の燐光発光体からの発光の色をシフトさせることにより得られる深い青色のデバ
イスを説明し得る。
【００５１】
　４つの有機発光デバイス（赤色が１つ、緑色が１つ、明るい青色が１つおよび深い青色
が１つ）を有するデバイスまたはピクセルは、ＣＩＥ色度図においてデバイスから放出さ
れる光のＣＩＥ座標により定義される形状の内部にあるいずれかの色を与えるために使用
され得る。図５は、この点を図示したものである。図５は、図３および４のＣＩＥ図を参
照して考慮されるべきであるが、説明をより明確にするために、実際のＣＩＥ図は図５に
は示されていない。図５において、点５１１は赤色デバイスのＣＩＥ座標を示し、点５１
２は緑色デバイスのＣＩＥ座標を示し、点５１３は明るい青色のデバイスのＣＩＥ座標を
示し、点５１４は深い青色のデバイスのＣＩＥ座標を示す。ピクセルは、点５１１、５１
２および５１４により定義される三角形内のいずれかの色を与えるために使用され得る。
点５１１、５１２および５１４のＣＩＥ座標が、標準的な範囲により要求されるデバイス
のＣＩＥ座標（例えば、図４における三角形の端）に対応するか、または少なくとも囲ま
れる場合、そのデバイスは、その範囲におけるいずれかの色を与えるために使用され得る
。
【００５２】
　しかしながら、点５１３により表されるＣＩＥ座標を有する光を発する明るい青色のデ
バイスもあるため、点５１１、５１２および５１４により定義される三角形の内側にある
色の多くは、深い青色のデバイスを用いることなく与えられる。特に、点５１１、５１２
および５１３により定義される三角形の内側にあるいずれかの色は、深い青色のデバイス
を使用することなく与えられ得る。深い青色のデバイスは、点５１１、５１３および５１
４により定義される三角形の内側または点５１２、５１３および５１４により定義される
三角形の内側にある色に対してのみ必要とされる。問題となる画像の色の内容に依存して
、深い青色のデバイスが必要とされ得る。さらに、深い青色のデバイスが必要とされる色
、すなわち点５１１、５１３および５１４により定義される三角形の内側または点５１２
、５１３および５１４により定義される三角形の内側の色について、これらの色の多くに
対する青色の寄与のほとんどは明るい青色のデバイスからとすることができるため、明る
い青色のデバイスが使用される場合、必要とされる深い青色のデバイスからの寄与はずっ
と少ない。例えば、他のいずれかの点よりも点５１３にずっと近いＣＩＥ座標を有する色
について、寄与のほとんどまたは全ては、明るい青色のデバイスからであってよい。明る
い青色のデバイスがない比較可能なピクセルにおいて、寄与のほとんどまたは全ては、深
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い青色のデバイスからであってよく、これは点５１３に最も近い。
【００５３】
　図５は、それぞれ赤色、緑色および深い青色のデバイスのＣＩＥ座標５１１、５１２お
よび５１４により定義される三角形の内側にあるＣＩＥ座標５１３を有する「明るい青色
」のデバイスを示すが、明るい青色のデバイスは、前記三角形の外側にあるＣＩＥ座標を
有していてもよい。例えば、明るい青色のデバイスに対するＣＩＥ座標は、座標５１２と
５１４の間の線の左側に位置してよく、それでもまだここに含まれる「明るい青色」の定
義に合致する。
【００５４】
　赤色、緑色、明るい青色および深い青色のデバイス、またはそれぞれここに記載する第
１、第２、第３および第４のデバイスを操作するための好ましい方法は、目的の色を含む
ＣＩＥスペースにおける最も小さな三角形を定義するデバイスのみを使用してその色を与
えることである。それ故、点５１１、５１２および５１３は、ＣＩＥスペースにおける第
１の三角形５２１を定義し；点５１１、５１３および５１４は、ＣＩＥスペースにおける
第２の三角形５２２を定義し；点５１２、５１３および５１４は、ＣＩＥスペースにおけ
る第３の三角形５２３を定義する。所望の色が第１の三角形内にあるＣＩＥ座標を有する
場合、第１、第２および第３のデバイスのみがその色を与えるために使用され、第４のデ
バイスは使用されない。所望の色が第２の三角形内にあるＣＩＥ座標を有する場合、第１
、第３および第４のデバイスのみがその色を与えるために使用され、第２のデバイスは使
用されない。所望の色が第３の三角形内にあるＣＩＥ座標を有する場合、第２、第３およ
び第４のデバイスのみがその色を与えるために使用され、第１のデバイスは使用されない
。
【００５５】
　そのようなデバイスは、他の方法でも同様に操作可能である。例えば、明るい青色のデ
バイスのＣＩＥ座標を有する光は、深い青色のデバイス、赤色のデバイスおよび緑色のデ
バイスを組み合わせて使用することにより達成されてよく、そのような光は、明るい青色
のデバイスの寄与の全体または一部を置き換えるために使用され得る。しかしながら、そ
のような使用は、深い青色のデバイスの使用を最小化するという目的を達成することはで
きない。
【００５６】
　アルゴリズムは、ＲＧＢ色をＲＧＢＷ色に移すために使用され得るＲＧＢＷ（赤、緑、
青、白）との組み合わせにおいて開発されてきた。同様のアルゴリズムは、ＲＧＢ色をＲ
Ｇ Ｂ１ Ｂ２に移すために使用され得る。そのようなアルゴリズム、およびＲＧＢＷデバ
イスは、一般的に、A. Arnold, T.K. Hatwar, M. Hettel, P. Kane, M. Miller, M. Murd
och, J. Spindler, S. V. Slyke, Proc. Asia Display (2004); J. P. Spindler, T. K. 
Hatwar, M. E. Miller, A. D. Arnold, M. J. Murdoch, P. J. Lane, J. E. Ludwicki an
d S. V. Slyke, SID 2005 International Symposium Technical Digest 36, 1, pp. 36-3
9 (2005) (“Spindler”); Du-Zen Peng, Hsiang-Lun, Hsu and Ryuji Nishikawa. Infor
mation Display 23, 2, pp 12-18 (2007) (“Peng”); B-W. Lee, Y. I. Hwang, H-Y, Le
e and C. H. Kim, SID 2008 International Symposium Technical Digest 39, 2 pp. 105
0-1053 (2008)に開示されている。ＲＢＧＷディスプレイは優れた深い青色のデバイスを
依然として必要とするため、ここに開示されているものとは有意に異なる。さらに、ＲＧ
ＢＷディスプレイの「第４」または白色デバイスは、特定の「白色」のＣＩＥ座標を有す
るべきであることを示唆している（Spindlerの３７およびPengの１３を参照されたい。）
。
【００５７】
　４つの異なる有機発光デバイスを有し、それぞれが異なる色を発するデバイスは、多く
の異なる配置を有してよい。図６は、そのような配置のいくつかを図示している。図６に
おいて、Ｒは赤色発光デバイスであり、Ｇは緑色発光デバイスであり、Ｂ１は明るい青色
の発光デバイスであり、Ｂ２は深い青色の発光デバイスである。
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【００５８】
　配置６１０は、四分割配置を示しており、４つの有機発光デバイスでデバイス全体を形
成し、多原色ピクセルは、２つずつの列で配置されている。配置６１０における各有機発
光デバイスのそれぞれは、同じ表面積を有する。四分割パターンにおいて、各ピクセルは
、２つのゲート線（gate line）および２つのデータ線（data line）を使用してよい。
【００５９】
　配置６２０は、デバイスのいくつかが他とは異なる表面積を有する四分割配置を示す。
種々の理由により、異なる表面積を使用することが望ましい。例えば、より大きな面積を
有するデバイスは、より小さな面積を有するデバイスと比較して、同じ量の光を発するた
めにより低い電流を流せばよい。より低い電流を流すことは、デバイスの寿命を増大させ
る。それ故、相対的に大きなデバイスを使用することは、期待される寿命がより低いデバ
イスを補うための１つの方法である。
【００６０】
　配置６３０は、同じ大きさのデバイスを列で配置した場合を示し、配置６４０は、デバ
イスを列で配置し、デバイスのいくつかが異なる面積を有する場合を示す。これらの特に
図示したパターン以外のものが使用されてもよい。
【００６１】
　他の配置が使用されてもよい。例えば、４つの別々に制御可能な発光層を有する積層Ｏ
ＬＥＤまたはそれぞれが２つの別々に制御可能な発光層を有する２つの積層ＯＬＥＤが、
それぞれが異なる色の光を発する４つのサブピクセルを達成するために使用されてよい。
【００６２】
　種々のタイプのＯＬＥＤが、種々の配置を実施するために使用されてよく、透明ＯＬＥ
Ｄおよび可撓性ＯＬＥＤが含まれる。
【００６３】
　図示した種々の配置のいずれかおよび他の配置で配置された４つのサブピクセルを有す
るデバイスを有するディスプレイは、多くの通常の技術のいずれかを使用して作製および
加工されてよい。例えば、シャドーマスク、レーザー励起熱写真法（ＬＩＴＩ）、インク
ジェット印刷、有機蒸気インクジェット印刷（ＯＶＪＰ）、または他のＯＬＥＤパターン
技術が含まれる。第４のデバイスの発光層のために追加のマスキングまたはパターニング
のステップが必要とされてよく、製造時間が増加し得る。材料費は、通常のディスプレイ
よりもいくらか高くなってもよい。これらの付加的なコストは、ディスプレイ性能の改善
により相殺され得る。
【００６４】
　ここに記載する４つのサブピクセル以外に、あるいは単一のピクセルを４より多い別々
の色と組み合わせてもよい。しかしながら、製造の観点から、１つのピクセル当り４つの
サブピクセルであることが好ましい。
【００６５】
　ここに記載する種々の実施形態は、例示することのみを目的としており、本発明の範囲
を限定することを意図していないと解釈される。例えば、ここに記載する材料および構造
の多くは、本発明の意図から逸脱することなく、他の材料および構造で置き換えることが
できる。それ故、権利請求する本発明は、当業者に自明であるように、ここに記載する特
定の実施例および好ましい実施形態からの変形を含んでよい。本発明の作用に関する種々
の理論は、限定することを意図するものではないと解釈される。
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(18) JP 2012-504852 A 2012.2.23

【図５】 【図６】



(19) JP 2012-504852 A 2012.2.23

10

20

30

40

【国際調査報告】



(20) JP 2012-504852 A 2012.2.23

10

20

30

40



(21) JP 2012-504852 A 2012.2.23

10

20

30

40



(22) JP 2012-504852 A 2012.2.23

10

20

30

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,
BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,I
S,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PE
,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100075672
            弁理士　峰　隆司
(74)代理人  100095441
            弁理士　白根　俊郎
(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100103034
            弁理士　野河　信久
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(72)発明者  ハック、マイケル
            アメリカ合衆国、ニュージャージー州　０８５４０、プリンストン、ベイカー・コート　３２
(72)発明者  ブラウン、ジュリー・ジェイ．
            アメリカ合衆国、ペンシルベニア州　１９０６７、ヤードリー、ウェストオーバー・ロード　１４
            ０５
(72)発明者  ウィーバー、マイケル・エス．
            アメリカ合衆国、ニュージャージー州　０８５４０、プリンストン、ジョナサン・コート　１６０
            ６
(72)発明者  ダンドレード、ブライアン
            アメリカ合衆国、ニュージャージー州　０８０６０、ウェスタンプトン、スピグラス・コート　２
            ２
Ｆターム(参考) 3K107 AA01  BB01  BB02  BB03  CC06  CC07  DD10  DD58  DD66  DD67 
　　　　 　　        DD69  EE06  EE07  FF13  FF15 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

