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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体と、前記支持体上に形成された剥離層と、前記剥離層上に形成された有機ＥＬ転
写層から少なくともなる有機ＥＬ転写体であって、
　前記有機ＥＬ転写層側の表面である転写表面が、接着性および／または濡れ性の違いに
よるパターンを形成しうるパターン転写層からなり、
　前記パターン転写層が、光による接着性変化層であることを特徴とする、有機ＥＬ転写
体。
【請求項２】
　前記パターン転写層が、接着性向上物質を含むものである、請求項１に記載の有機ＥＬ
転写体。
【請求項３】
　前記有機ＥＬ転写層が、前記パターン転写層を兼ねるものである、請求項１または請求
項２に記載の有機ＥＬ転写体。
【請求項４】
　前記剥離層が、光熱変換物質を含有する、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ＥＬ転写体。
【請求項５】
　基体と、前記基体上に形成された電極から少なくともなる有機ＥＬ被転写体であって、
　前記電極側の表面である転写表面が、接着性および／または濡れ性の違いによるパター
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ンを形成しうるパターン転写層からなり、
　前記パターン転写層が、光による接着性変化層であることを特徴とする、有機ＥＬ被転
写体。
【請求項６】
　前記パターン転写層が、接着性向上物質を含むものである、請求項５に記載の有機ＥＬ
被転写体。
【請求項７】
　前記パターン転写層が、正孔輸送層を兼ねるものである、請求項６に記載の有機ＥＬ被
転写体。
【請求項８】
　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ＥＬ転写体のパターン転写
層にパターン露光を行い、前記パターン転写層表面に接着性の違いによるパターンを形成
する工程、および、
　前記有機ＥＬ転写体の転写表面と、少なくとも基体と前記基体上に形成された電極を有
する有機ＥＬ被転写体の電極形成面とを密着加熱して、前記有機ＥＬ転写層とパターン転
写層を前記有機ＥＬ被転写体に転写する工程を有する、有機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項９】
　請求項５から請求項７までのいずれかの請求項に記載の有機ＥＬ被転写体のパターン転
写層にパターン露光を行い、前記パターン転写層表面に接着性の違いによるパターンを形
成する工程、および、
　支持体と前記支持体上に形成された剥離層と前記剥離層上に形成された有機ＥＬ転写層
から少なくともなる有機ＥＬ転写体の転写表面と、前記有機ＥＬ被転写体の転写表面とを
密着加熱して、前記有機ＥＬ転写層を前記有機ＥＬ被転写体に転写する工程を有する、有
機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記有機ＥＬ転写層が、加熱によって溶融または軟化する有機発光材料からなる、請求
項８または請求項９に記載の有機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項１１】
　前記有機ＥＬ転写層が、接着性向上物質を含むものである、請求項９に記載の有機ＥＬ
素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記有機ＥＬ被転写体の転写表面を形成する層が、接着性向上物質を含むものである、
請求項８に記載の有機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項１３】
　前記密着加熱にあたり、全面密着加熱しつつ、有機ＥＬ転写層の一部のみの転写を行う
、請求項８から請求項１２までのいずれかの請求項に記載の有機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項１４】
　前記密着加熱にあたり、転写したい領域のみを部分加熱することにより、有機ＥＬ転写
層の一部のみの転写を行う、請求項８から請求項１２までのいずれかの請求項に記載の有
機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項１５】
　前記密着加熱にあたり、転写したい領域のみを部分密着することにより、有機ＥＬ転写
層の一部のみの転写を行う、請求項８から請求項１２までのいずれかの請求項に記載の有
機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項１６】
　請求項８から請求項１５までのいずれかの請求項に記載の有機ＥＬ素子の製造方法であ
って、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれの色に発光する有機発光材料を有機ＥＬ転写層とした３種類
の有機ＥＬ転写体を、前記１つの被転写体に転写する工程を有する、フルカラー表示の有
機ＥＬ素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有機ＥＬ転写体、有機ＥＬ被転写体と、この有機ＥＬ転写体、被転写体を用い
た有機ＥＬ素子の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
有機ＥＬ素子は自発光型の素子であり、視野角が広く、低電圧駆動、高輝度であること、
構成層が液晶素子と比べて少なく製造が容易であり、薄形化できる等の長所を有している
。このような有機ＥＬ素子は液晶ディスプレイの次の表示素子として注目されており、カ
ラー表示素子を作成するにあたり、各色に発光する有機ＥＬ材料を微細パターンで選択的
に形成することが重要な技術課題となっている。
【０００３】
現在、このような有機ＥＬ素子を用いたカラー表示素子の作製方法としては、３種の方式
が知られている。第１は白色に発光する有機ＥＬ材料とカラーフィルターを組み合わせて
用いる方法である。第２は青色発光の有機ＥＬ素子と前記素子の青色を赤色、緑色に変換
する色変換層を用いる色変換方式である。第３は赤、青、緑それぞれに発光する有機ＥＬ
材料をそれぞれ独立に配置する方式である。この３種の方式で、有機ＥＬ素子の発光を効
率良く利用できる方法は第３の方法であり、第１，２の方法では発光の利用効率は３分の
１程度と非常に低利用率である。
【０００４】
しかしながら、この第３の方式では、有機ＥＬ材料が一般にウエットプロセスに非常に弱
いため、フォトリソ技術を用いた高精細化が困難である問題がある。このため、第３の方
式でＲ，Ｇ，Ｂを独立に配置させるには、シャドウマスクを用いた蒸着方法が一般に行わ
れている。しかしながら、この方式ではシャドウマスクの微細加工が困難なこと、またシ
ャドウマスクのパターンが微細であれば微細であるほどシャドウマスクが薄くならざるを
得ず、シャドウマスクの伸び縮み歪みや、蒸着の回り込みなどによって、正確な蒸着成膜
が困難であること、等の多くの問題点がある。
【０００５】
この第３の方式のうち、特に転写法を用いた作成方法が特開平１２－０１１２１６号公報
、特開平１２－０７７１８２号公報、特開平１１－３０７２４６号公報、特開平１０－２
０８８８１号公報、特開平１１－０５４２７５号公報、特開平９－１６７６８４号公報等
に開示されている。しかしながら、これらの方法は基本的に発光材料を昇華させて転写さ
せる昇華転写方法である。昇華転写は材料を昇華させるほどの高温を必要とするので、そ
の高温に耐えられかつ転写に適した支持体を用いる必要があるが、その選定は困難である
。またこのような材料の転写体への形成には、通常は転写が用いられるので、生産性にも
問題点がある。また昇華した材料が発散して非形成部にまで及んでしまう問題もある。ま
た特開平１２－０１１２１６号公報に開示の方法は、転写体作製に高熱伝導性シートに凸
状突起を形成し、その上に有機材料を蒸着させるという転写体作製に手間がかかる問題が
ある。さらに特開平１２－０７７１８２号公報も、転写体が格子状または帯状の低熱伝導
部とその内部の高熱伝導部からなることより、転写体作製が非常に困難であることなど、
満足な転写方法が得られていない。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、比較的低い温度で簡易に高精細のパターン転写が可能な有機ＥＬ転写体
、被転写体と、この有機ＥＬ転写体または被転写体を用いた高品質の有機ＥＬ素子好適に
はフルカラーの有機ＥＬ素子の製造方法を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、溶融転写用の有機ＥＬ転写体または有機ＥＬ被転写体の表面に、接着性およ
び／または濡れ性の違いによるパターンが形成される層を設けることにより、比較的低温
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で簡易に高精細のパターン転写が可能な有機ＥＬ転写体、有機ＥＬ被転写体を提供するこ
とができることを見いだし本発明を完成させた。
【０００８】
したがって、本発明の有機ＥＬ転写体は、支持体と、前記支持体上に形成された剥離層と
、前記剥離層上に形成された有機ＥＬ転写層から少なくともなる有機ＥＬ転写体であって
、前記有機ＥＬ転写層側の表面である転写表面が接着性および／または濡れ性の違いによ
るパターンを形成しうるパターン転写層からなることを特徴とする。
【０００９】
また、本発明の有機ＥＬ被転写体は、基体と、前記基体上に形成された電極から少なくと
もなる有機ＥＬ被転写体であって、前記電極側の表面である転写表面が接着性および／ま
たは濡れ性の違いによるパターンを形成しうるパターン転写層からなることを特徴とする
。
【００１０】
【発明の実施の形態】
有機ＥＬ転写体
（支持体）
本発明において、有機ＥＬ転写体に用いられる支持体は、有機ＥＬ転写体に強度を付与す
る部材であり、転写後に被転写体から剥がされる部材である。
【００１１】
支持体は熱に強い材料が求められる。具体的には支持体のＴｇが転写温度以上であるのが
好ましいが、耐熱性処理をした支持体、例えばＰＥＴフィルムであってもよい。また、支
持体は好ましくは剥離層をコーティングしやすい性質のものとするが、支持体上にプライ
マー層を形成することにより剥離層をコーティングしやすいものとすることもできる。
【００１２】
（プライマー層）
本発明の有機ＥＬ転写体に好ましくは設けることのできるプライマー層は、支持体と剥離
層との間に設けることのできる層であり、支持体とも剥離層とも相性が良く、支持体上に
剥離層がコーティングしやすい材料からなるものであればよい。このようなプライマー層
は、例えば、剥離層形成時に、塗布均一性等の塗布性を向上させるなどの効果を有する。
【００１３】
（剥離層）
本発明の有機ＥＬ転写体には、好ましくは剥離層を設けることができる。この剥離層とし
ては、通常の転写に用いるものを用いることができる。例えば、有機ＥＬ層転写層が溶剤
系の材料である場合には、有機ＥＬ転写体製造において剥離層上に有機ＥＬ層をコーティ
ングするために、水溶性ポリマーから選ばれるものである材料とすることができる。この
ようなものとしては、具体的には例えばＰＶＡ（ポリビニルアルコール）を含むものが挙
げられる。しかしながら、溶剤系のポリマーも可能である。
【００１４】
このように、剥離層に有機ＥＬ転写層との剥離性のよい材料を用いることによって、比較
的低温で有機ＥＬ転写層を転写させＥＬ素子を作製することができる。
【００１５】
剥離層には、好ましくは以下の光を熱に変換する光熱変換物質を含有させることができる
。
【００１６】
光熱変換物質としては、用いる光源に応じ、光を吸収し効率良く熱に変換する物質が挙げ
られる。例えば近赤外線の半導体レーザーを光源として用いる場合は近赤外線に吸収帯を
有する物質が好ましく、具体的にはカーボンブラック、グラファイト、フタロシアニン系
色素、スクアリウム系色素、クロコニウム系色素、アズレニウム系色素、ニトロソ化合物
及びその金属錯塩、ポリメチン系色素、ジチオール金属錯塩系色素、トリアールメタン系
色素、インドアニリン金属錯体色素、ナフトキノン系色素、アントラキノン系色素等が挙
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げられる。
【００１７】
光熱変換物質とともに用いることのできるバインダーとしては、例えばＰＶＡが挙げられ
る。その他に、ガラス転移点が高く、熱伝導率の高い樹脂、例えばポリメタクリル酸メチ
ル、ポリカーボネート、ポリスチレン、エチルセルロース、ニトロセルロース、ポリ塩化
ビニル、ポリアミド、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリスルホン、アラミドなどの
一般的な耐熱性樹脂を使用することもできる。この中でも水溶性ポリマーは有機ＥＬ転写
層との剥離性もよく好ましい。
【００１８】
このような光熱変換物質を含む層を設けることにより、例えばレーザー転写を容易に行う
ことができるようになる。また、独立の光熱変換物質含有層を設けてもよい。
【００１９】
（有機ＥＬ転写層）
本発明の有機ＥＬ転写体には、有機発光材料を含む発光層を少なくとも有し、他に任意の
層を有する転写可能な層（これらの層をまとめて有機ＥＬ転写層とよぶ）が設けられる。
このような層としては、例えば好ましくは加熱によって溶融または軟化する有機発光材料
からなる層が挙げられる。
【００２０】
本発明における有機ＥＬ転写層の最上層には、好ましくは接着性向上物質を混入し、好ま
しくは加熱によって軟化する層とする。これにより転写温度を低下させ、界面の密着性が
向上することにより、有機ＥＬ素子の発光特性を向上させることができる。
【００２１】
また、発光層に加えさらに正孔輸送層、電子輸送層等を適宜組み合せて、多層構造にする
ことも好ましい。この場合、最上層は発光層の他に正孔輸送層などであることができる。
【００２２】
この転写体の最上層と被転写体の最上層の組合せにより転写温度が変化するが、有機ＥＬ
材料およびＥＬ素子は比較的高温に弱いので、材料のＴｇ以上、溶融点以下で転写するこ
とが好ましい。
【００２３】
（パターン転写層）
本発明の有機ＥＬ転写体に用いられるパターン転写層は、接着性および／または濡れ性の
違いによるパターンが形成しうる層または形成した層である。
【００２４】
このような層としては、発光層、正孔輸送層に熱により接着性が変化する材料を混合した
層や、光により濡れ性が変化する光触媒含有層などの層、光により接着性が変化する層が
挙げられる。特に有機ＥＬ発光層は、不純物による発光劣化があるため、正孔輸送層に接
着性が変化する材料を混合するか、光触媒含有層を用いることが好ましい。好ましい態様
は後述する。
【００２５】
有機ＥＬ被転写体
（基体）
本発明において有機ＥＬ被転写体に用いられる基体は、有機ＥＬ被転写体に強度を付与す
る部材であり、製造後の有機ＥＬ素子においても、強度付与その他の機能を有する部材で
ある。有機ＥＬ素子製造後の基体は、その上に電極やＥＬ層が設けられるものであり、所
望により透明材料からなることができるが、不透明材料であってもよい。本発明の方法に
おいて製造される有機ＥＬ素子では、基体は電極そのものであってもよいが、通常は強度
を保持する基体の表面に電極が、直接または中間層を介して設けられる。
【００２６】
（電極）
有機ＥＬ素子においては、電極が対向して設けられるが、本発明においてはそのうち一方
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の電極が有機ＥＬ被転写体に設けられる。他方の電極は、典型的には有機ＥＬ転写体を転
写した後に形成されるが、有機ＥＬ転写体の側に予め形成することもできる。
【００２７】
これらの電極は通常の有機ＥＬ素子に用いられるものであれば限定されず、これらの電極
の一方または双方がパターニングされていることが好ましい。また、これらの電極は、陽
極と陰極からなり、陽極と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く、逆に陰極として
は、電子が注入し易いように仕事関数の小さ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。
【００２８】
具体的な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（ＡｌＬｉ、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。
【００２９】
（パターン転写層）
本発明の有機ＥＬ被転写体に用いられるパターン転写層は、接着性および／または濡れ性
の違いによるパターンが形成しうる層または形成した層である。
【００３０】
このような層としては、発光層、正孔輸送層に熱により接着性が変化する材料を混合した
層や、光により濡れ性が変化する光触媒含有層などの層、光により接着性が変化する層が
挙げられる。特に有機ＥＬ発光層は、不純物による発光劣化があるため、正孔輸送層に接
着性が変化する材料を混合するか、光触媒含有層を用いることが好ましい。好ましい態様
は後述する。
【００３１】
光触媒含有層
（光触媒含有層）
本発明において、パターン転写層として、好ましくは光触媒含有層を用いることができる
。この光触媒含有層は、他の層の機能を兼備すること、例えば正孔輸送層などを兼ねるこ
とができる。
【００３２】
本発明の好適態様において光触媒含有層とは、広く光照射によって濡れ性が今後変化し得
る層および既に変化した層を意味する。また、光触媒とは、このような変化を引き起こす
ものであれば、どのような物質であってもよい。光触媒含有層はパターン状に露光するこ
とにより、濡れ性の変化によるパターンを形成することができる。典型的には光照射しな
い部位は撥水性であるが、光照射した部位は高親水性となる。
【００３３】
光触媒含有層の膜厚は、薄すぎると濡れ性の違いが明確には発現しなくなりパターニング
が困難になること、厚すぎると正孔または電子の輸送を阻害しＥＬ素子の発光に悪影響を
及ぼすため、好ましくは５０～２０００Å、より好ましくは３００～１０００Åとする。
【００３４】
（濡れ性変化の原理）
本発明の好適態様においては、光の照射によって近傍の物質（バインダーなど）に化学変
化を起こすことが可能な光触媒を用いて、光照射を受けた部分に濡れ性の違いによるパタ
ーンを形成する。光触媒による作用機構は、必ずしも明確なものではないが、光の照射に
よって光触媒に生成したキャリアが、バインダーなどの化学構造を直接変化させ、あるい
は酸素、水の存在下で生じた活性酸素種によってバインダーなどの化学構造を変化させる
ことにより、表面の濡れ性が変化すると考えられる。
【００３５】
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（光触媒材料）
本発明の好適態様に用いられる光触媒材料としては、例えば光半導体として知られている
酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化すず（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）
、酸化鉄（Ｆｅ２Ｏ３）のような金属酸化物を挙げることができるが、特に酸化チタンが
好ましい。酸化チタンは、バンドギャップエネルギーが高く、化学的に安定であり、毒性
もなく、入手も容易である点で有利である。
【００３６】
光触媒としての酸化チタンにおいては、アナターゼ型とルチル型のいずれも使用すること
ができるが、アナターゼ型酸化チタンが好ましい。具体的には例えば、塩酸解膠型のアナ
ターゼ型チタニアゾル（石原産業（株）、ＳＴＳ－０２、平均結晶子径７ｎｍ）、硝酸解
膠型のアナターゼ型チタニアゾル（日産化学、ＴＡ－１５、平均結晶子径１２ｎｍ）を挙
げることができる。
【００３７】
光触媒含有層中の光触媒の量は、５～６０重量％であることが好ましく、２０～４０重量
％であることがより好ましい。
【００３８】
（バインダー成分）
本発明の好適態様の光触媒含有層に用いることのできるバインダーは、好ましくは主骨格
が前記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であり
、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、あるいは（２）撥水性や撥油性
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。
【００３９】
前記（１）の場合、一般式ＹｎＳｉＸ４－ｎ（ｎ＝１～３）で表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、共加水分解化合物が主体であることができる。前記一
般式では、Ｙは例えばアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基またはエポ
キシ基であることができ、Ｘは例えばハロゲン、メトキシル基、エトキシル基、またはア
セチル基であることができる。
【００４０】
具体的には、メチルトリクロルシラン、メチルトリブロムシラン、メチルトリメトキシシ
ラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシラン、メチルトリｔ－ブ
トキシシラン；エチルトリクロルシラン、エチルトリブロムシラン、エチルトリメトキシ
シラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラン、エチルトリｔ－
ブトキシシラン；ｎ－プロピルトリクロルシラン、ｎ－プロピルトリブロムシラン、ｎ－
プロピルトリメトキシシラン、ｎ－プロピルトリエトキシシラン、ｎ－プロピルトリイソ
プロポキシシラン、ｎ－プロピルトリｔ－ブトキシシラン；ｎ－ヘキシルトリクロルシラ
ン、ｎ－ヘキシルトリブロムシラン、ｎ－ヘキシルトリメトキシシラン、ｎ－ヘキシルト
リエトキシシラン、ｎ－ヘキシルトリイソプロポキシシラン、ｎ－ヘキシルトリｔ－ブト
キシシラン；ｎ－デシルトリクロルシラン、ｎ－デシルトリブロムシラン、ｎ－デシルト
リメトキシシラン、ｎ－デシルトリエトキシシラン、ｎ－デシルトリイソプロポキシシラ
ン、ｎ－デシルトリｔ－ブトキシシラン；ｎ－オクタデシルトリクロルシラン、ｎ－オク
タデシルトリブロムシラン、ｎ－オクタデシルトリメトキシシラン、ｎ－オクタデシルト
リエトキシシラン、ｎ－オクタデシルトリイソプロポキシシラン、ｎ－オクタデシルトリ
ｔ－ブトキシシラン；フェニルトリクロルシラン、フェニルトリブロムシラン、フェニル
トリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリイソプロポキシシラン
、フェニルトリｔ－ブトキシシラン；テトラクロルシラン、テトラブロムシラン、テトラ
メトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラブトキシシラン、ジメトキシジエトキシ
シラン；ジメチルジクロルシラン、ジメチルジブロムシラン、ジメチルジメトキシシラン
、ジメチルジエトキシシラン；ジフェニルジクロルシラン、ジフェニルジブロムシラン、
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ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン；フェニルメチルジクロルシ
ラン、フェニルメチルジブロムシラン、フェニルメチルジメトキシシラン、フェニルメチ
ルジエトキシシラン；トリクロルヒドロシラン、トリブロムヒドロシラン、トリメトキシ
ヒドロシラン、トリエトキシヒドロシラン、トリイソプロポキシヒドロシラン、トリｔ－
ブトキシヒドロシラン；ビニルトリクロルシラン、ビニルトリブロムシラン、ビニルトリ
メトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニル
トリｔ－ブトキシシラン；トリフルオロプロピルトリクロルシラン、トリフルオロプロピ
ルトリブロムシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、トリフルオロプロピル
トリエトキシシラン、トリフルオロプロピルトリイソプロポキシシラン、トリフルオロプ
ロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ
－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキ
シシラン、γ－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルト
リイソプロポキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－メタ
アクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ－メタアクリロキシプロピルメチルジ
エトキシシラン、γ－メタアクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－メタアクリロ
キシプロピルトリエトキシシラン、γ－メタアクリロキシプロピルトリイソプロポキシシ
ラン、γ－メタアクリロキシプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－アミノプロピルメチ
ルジメトキシシラン、γ－アミノプロピルメチルジエトキシシラン、γ－アミノプロピル
トリメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－アミノプロピルトリ
イソプロポキシシラン、γ－アミノプロピルトリｔ－ブトキシシラン；γ－メルカプトプ
ロピルメチルジメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、γ－
メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、
γ－メルカプトプロピルトリイソプロポキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリｔ－ブ
トキシシラン；β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、β
－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシシラン；および、それらの部
分加水分解物；およびそれらの混合物を挙げることができる。
【００４１】
また、バインダーとして、特に好ましくはフルオロアルキル基を含有するポリシロキサン
を用いることができ、具体的には、下記のフルオロアルキルシランのの１種または２種以
上の加水分解縮合物、共加水分解縮合物が挙げられ、また、一般にフッ素系シランカップ
リング剤として知られているものを使用してもよい。
ＣＦ３（ＣＦ２）３ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）５ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）７ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）９ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）４ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）６ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）８ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

ＣＦ３（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）３（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）５（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）７（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）３ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２

ＣＦ３（ＣＦ２）５ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２

ＣＦ３（ＣＦ２）７ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２

ＣＦ３（ＣＦ２）９ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２

（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）４ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２

（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）６ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２

（ＣＦ３）２ＣＦ（ＣＦ２）８ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２

ＣＦ３（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２
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ＣＦ３（ＣＦ２）３（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２

ＣＦ３（ＣＦ２）５（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２

ＣＦ３（ＣＦ２）７（Ｃ６Ｈ４）Ｃ２Ｈ４ＳｉＣＨ３（ＯＣＨ３）２

ＣＦ３（ＣＦ２）３ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）５ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）７ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）９ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３

ＣＦ３（ＣＦ２）７ＳＯ２Ｎ（Ｃ２Ｈ５）Ｃ２Ｈ４ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

【００４２】
上記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ーとして用いるこ
とにより、光触媒含有層の非光照射部の撥水性および撥油性が大きく向上する。
【００４３】
前記（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持つ化合物を挙げ
ることができる。
－（Ｓｉ（Ｒ１）（Ｒ２）Ｏ）ｎ－
ただし、ｎは２以上の整数、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ることができる。好ま
しくは全体の４０モル％以下がビニル、フェニル、ハロゲン化フェニルであることができ
る。また、Ｒ１および／またはＲ２がメチル基であるものが表面エネルギーが最も小さく
なるので好ましく、好ましくはメチル基が６０モル％以上であり、鎖末端または側鎖には
、分子鎖中に少なくとも１個以上の水酸基などの反応性基を有する。
【００４４】
また、前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
を起こさない安定なオルガノシリコン化合物をバインダーに混合してもよい。
【００４５】
（光触媒含有層に用いるその他の成分）
本発明の好適態様に用いられる光触媒含有層には、未露光部の濡れ性を低下させるため界
面活性剤を含有させることができる。この界面活性剤は光触媒により分解除去されるもの
であれば限定されないが、具体的には、好ましくは例えば日本サーファクタント工業製：
ＮＩＫＫＯＬ　ＢＬ、ＢＣ、ＢＯ、ＢＢの各シリーズ等の炭化水素系の界面活性剤、デュ
ポン社製：ＺＯＮＹＬ　ＦＳＮ、ＦＳＯ、旭硝子製：サーフロンＳ－１４１、１４５、大
日本インキ製：メガファックＦ－１４１、１４４、ネオス製：フタージェントＦ－２００
、Ｆ２５１、ダイキン工業製：ユニダインＤＳ－４０１、４０２、スリーエム製：フロラ
ードＦＣ－１７０、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
げることができる。また、カチオン系、アニオン系、両性界面活性剤を用いることもでき
る。
【００４６】
また、本発明に好適に用いられる光触媒含有層には、他の成分、例えば、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、ナイロン、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
リロニトリル、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
、ポリマーを含むことができる。
【００４７】
さらに、本発明に好適態様に用いられる光触媒含有層には、光触媒の光活性を増感させる
成分である増感色素を含んでいてもよい。このような増感色素の添加により、低い露光量
で濡れ性を変化させるあるいは異なる波長の露光で濡れ性を変化させることができる。ま
た、光触媒含有層には、ＥＬ材料を添加することもでき、例えば、電荷注入材料、電荷輸
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送材料または発光材料を混合することによりＥＬ素子の発光特性を向上させることができ
る。
【００４８】
（光触媒含有層の形成方法）
光触媒含有層の形成方法は特に限定されないが、例えば光触媒を含んだ塗布液を、スプレ
ーコート、ディップコート、ロールコート、ビードコート、スピンコートなどの方法によ
り基材に塗布して形成することができる。
【００４９】
光触媒等を含む塗布液を用いる場合に、塗布液に使用することができる溶剤としては、特
に限定されないが、例えばエタノール、イソプロパノール等のアルコール系の有機溶剤を
挙げることができる。
【００５０】
（光触媒を作用させる照射光線）
光触媒を作用させるための照射光線は、光触媒を励起することができれば限定されない。
このようなものとしては紫外線、可視光線、赤外線の他、これらの光線よりもさらに短波
長または長波長の電磁波、放射線であることができる。
【００５１】
例えば光触媒として、アナターゼ型チタニアを用いる場合は、励起波長が３８０ｎｍ以下
にあるので、光触媒の励起は紫外線により行うことができる。このような紫外線を発する
もの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、エキシマレーザー、
その他の紫外線光源を使用することができる。
【００５２】
熱または光による接着性変化層
本発明においては、パターン転写層として好ましくは熱による接着性変化層または（紫外
線などの）光による接着性変化層を用いることができる。
【００５３】
この熱や、光による接着性変化層は、他の層の機能、例えば正孔輸送機能などを兼ねるこ
とができる。これは正孔輸送層を形成する材料に熱または光により接着性を変化させる材
料を混合して層を形成することで得られる。
【００５４】
（熱による接着性変化層）
熱により接着性を変化させる材料のうち、熱を加えることで接着性が大きくなる材料は、
有機ＥＬ素子の転写工程から一般に好ましい。
【００５５】
熱により接着性を変化させる材料は、例えば、接着性を持ったバインダー樹脂（ポリメタ
アクリル酸エステル、ポリ酢酸ビニルまたはその加水分解物、ポリブタジエン、アクリル
酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸、メタクリル酸エステル、アクリルアミド、アク
リルニトリル、エチレン、プロピレン、塩化ビニル、酢酸ビニル等）にエポキシ化合物例
えばデナコールＥＸ－３１３（ナガセケムテックス（株）製）と潜在性熱硬化触媒を混ぜ
たものが挙げられる。
【００５６】
ここで、潜在性熱硬化触媒とは、常温では反応せず、転写時の加熱工程で活性になる熱硬
化触媒をいう。潜在性熱硬化触媒としては、例えばブロック化ポリカルボン酸化合物、ブ
ロック化ポリイソシアネート化合物が挙げられる。
【００５７】
ブロック化カルボン酸化合物は、色材，６９〔１１〕７３５頁（１９９６年）や、ネット
ワークポリマー，Ｖｏｌ．１９，Ｎｏ．２３１頁（１９９８年）等に記載の方法で合成で
きる。熱硬化性化合物であるカルボン酸化合物は、難溶解性、高反応性といった問題があ
る。しかしながら、カルボキシル基をブロックすることで、室温で硬化反応を起すことな
く化学的に安定する。しかも、カルボキシル基またはイソシアネート基をブロック化した
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熱硬化触媒は、ブロック化する前の化合物が固体であったものが、液状の形態をとるもの
が多く好ましい。
【００５８】
ブロック化カルボン酸化合物の製造に使用可能なカルボン酸化合物には、例えばアクリル
酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸、テレフタ
ル酸、イソフタル酸、１，３，５－トリメシン酸、１，２，４－トリメリット酸、２，６
－ナフタレンジカルボン酸、ピロメリット酸等の芳香族カルボン酸、コハク酸、アジピン
酸、１，２，３，４－ブタンテトラカルボン酸等の脂肪族カルボン酸、これらのオリゴマ
ー、ポリマータイプのものが挙げられる。これらのカルボン酸化合物のカルボキシル基を
ブロック化するためのブロック化剤には、ビニルエーテル化合物として、アルキルビニル
エーテル、例えば、エチルビニルエーテル、ｎ－プロピルビニルエーテル、イソプロピル
ビニルエーテル、ｎ－ブチルビニルエーテル等が挙げられる。
【００５９】
ブロック化イソシアネートとして市販されているものは、例えば、コロネート２５０３、
コロネート２５０７、コロネートＡＰステーブル、ミリオネートＭＳ－５０（日本ポリウ
レタン工業（株）製）、デスモジュールＣＴステーブル（住友バイエルウレタン（株）製
）等が挙げられる。
【００６０】
また、ブロック化イソシアネート化合物を製造するに使用可能なイソシアネート化合物に
は、トリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート等が挙げられ、これら
のイソシアネート化合物をブロック化するための、ブロック化剤には、アルコール類、ラ
クタム類、オキシム類、活性メチレン類が挙げられる。
【００６１】
これらのブロック化熱硬化型触媒は、転写時の加熱工程での加熱で、ブロック化剤が外れ
、触媒活性となる。例えば１００～１５０℃加熱により触媒活性が発揮される。
【００６２】
具体的には例えば、熱による接着性変化層としては、バインダー樹脂として、アクリル系
共重合樹脂（アクリル酸－ｎ－ブチルと、アクリル酸との共重合体：重量平均分子量３０
０，０００）１００重量部に対して、潜在性熱硬化触媒としてコロネート２５０７を０．
０５～５０重量部好ましくは０．５～１５重量部、および、エポキシ化合物としてデナコ
ールＥＸ－３１３を１～２００重量部好ましくは１０～１００重量部配合したものを用い
ることができる。
【００６３】
（光による接着性変化層）
紫外線などの光により接着性を変化させる材料では、光が照射された部位の接着性が上昇
する材料も低下する材料も用いることができるが、低下させる材料が、有機ＥＬ素子の転
写工程から一般に好ましい。
【００６４】
このようなものとしては粘着性を持ったバインダー樹脂（ポリメタクリル酸エステル、ポ
リ酢酸ビニルまたはその加水分解物、ポリブタジエン、アクリル酸、アクリル酸エステル
、メタクリル酸、メタクリル酸エステル、アクリルアミド、アクリルニトリル、エチレン
、プロピレン、塩化ビニル、酢酸ビニル、ポリアクリル酸ブチル、ポリアクリル酸２－エ
チルエキシル等）に光重合性化合物と光重合開始剤を混合したものが挙げられる。
【００６５】
光ラジカル重合性化合物としては、ポリエステルアクリレート、エポキシアクリレート、
ウレタンアクリレート、ポリエーテルアクリレートなどが例示できる。このうちウレタン
アクリレートは、例えば新中村化学工業（株）製Ｕ－６ＨＡが挙げられる。
【００６６】
光カチオン重合性化合物としては、エポキシ、オキセタン、ビニルエーテル類が例示でき
る。
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【００６７】
光ラジカル重合開始剤としては、例えば１，３－ジペンゾフェノン、Ｎ－フェニルグリシ
ン、２，４，６－トリス－ｓ－トリアジン、３－フェニル－５－イソオキサゾロン、２－
メルカプトベンズイミダゾール、イミダゾール２量体類等が挙げられる。
【００６８】
光カチオン重合開始剤としては、トリアリールスルホニウム塩、ジアリールヨードニウム
塩、鉄フェロセン塩等が挙げられる。このうち、ジアリールヨードニウム塩としては、み
どり化学（株）製ＢＩ－１０５等が挙げられる。
【００６９】
その他の光重合開始剤としては、イルガキュア１８４、イルガキュア８１７等が挙げられ
る。
【００７０】
具体的には、例えば、光による接着性変化層としては、バインダー樹脂としてアクリル系
共重合樹脂（アクリル酸－ｎ－ブチルと、アクリル酸との共重合体：重量平均分子量３０
０，０００）１００重量部に対して、光重合性化合物ウレタンアクリレート（新中村化学
工業（株）製Ｕ－６ＨＡ）１～３００重量部、より好ましくは１０～１００、および、光
重合開始剤としてイルガキュア１８４（チバスペシャルティーケミカルズ（株）製）を０
．０１～７０重量部、より好ましくは０．２～２０重量部配合したものを用いることがで
きる。
【００７１】
接着性向上物質
本発明においては、好ましくは有機ＥＬ転写体または被転写体の最上層の少なくとも一層
に、接着性向上物質を混入することによって転写温度を低下させることができ、有機ＥＬ
素子の発光特性、素子寿命を熱により劣化させることなく、有機ＥＬ素子を作成できる。
【００７２】
好ましくは、有機ＥＬ発光材料に不純物が混入すると発光特性劣化が起ることがあるので
、最上層が有機ＥＬ発光層である場合には、接着性向上物質を有機ＥＬ発光層には添加せ
ずに、他方の最上層に添加することが好ましい。例えば▲１▼有機ＥＬ転写体が支持体／
剥離層／電子注入層／有機ＥＬ発光層、有機ＥＬ被転写体が基体／第１電極／正孔輸送層
である場合、および▲２▼有機ＥＬ転写体が支持体／剥離層／有機ＥＬ発光層、有機ＥＬ
被転写体が基体／第１電極／正孔輸送層との構成であるならば、被転写体の最上層である
正孔輸送層に接着性向上物質を添加し、転写体の最上層である有機ＥＬ発光層には添加し
ないことが好ましい。
【００７３】
このような接着性向上物質としては、粘接着性を発現し、有機ＥＬ転写層、被転写層のガ
ラス転移温度（Ｔｇ）よりも低いＴｇを発現する材料であれば、特に限定されない。この
Ｔｇは低いほど好ましい。好ましくはこのＴｇは、－５０℃～５０℃である。
【００７４】
また、本発明における接着性向上物質は、分子量が低いほうが、一般に粘接着性が増すの
で好ましいが、低すぎると例えば上記▲１▼において正孔輸送層にのみ接着性向上物質を
添加した場合にも、転写の加熱時に、有機ＥＬ発光層にまで接着性向上物質が移動してし
まい、発光特性を劣化させる原因にもなることがある。そのため接着性向上物質の分子量
は、１０００～１０万が好ましい。
【００７５】
また、接着性向上物質としては、溶剤系に可溶な材料、水分散材料、水溶性材料のいずれ
も用いることができる。水分散材料を用いる場合には、材料の粒径が粗いと有機ＥＬ材料
の膜面が粗くなり、素子寿命の劣化が起ることがあるので、材料の粒径は細かい方が好ま
しい。この場合、接着性向上物質の粒径は１０μｍ以下が好ましい。
【００７６】
このような接着性向上物質として用いられる材料としては例えば以下のものが挙げられる
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。
【００７７】
水分散系の材料
ポリエステルのエマルジョン：（東洋紡（株）　バイロナールシリーズ）
アイオノマーのエマルジョン：（三井化学（株）　ケミパールシリーズ）
エチレンと酢酸ビニル共重合体のエマルジョン：（中央理化工業（株）　アクアテックス
シリーズ）
溶剤系の材料
エチレンと酢酸ビニル共重合体系材料：（三井デュポン（株）ポリケミカルＥＶＡ１５０
、ＥＶＡ２５０）
アクリルポリオール系材料：（綜研化学（株）Ｕ２３０－Ｔ、ＳＵ－２８）
このような接着性向上物質を添加して形成した転写体の最上層や被転写体の最上層を組み
合わせることにより転写温度を低下できる。特に高分子の有機ＥＬ材料を用いる場合、有
機ＥＬ材料はＴｇ以上の温度を加えることで発光特性、素子寿命が劣化、ゴム弾性領域以
上で更に劣化することがあるので、有機ＥＬ材料のゴム弾性領域以下で転写できるような
組み合わせを選ぶことが好ましい、さらに有機ＥＬ材料のＴｇ以下で転写できるように選
択することがより好ましい。
【００７８】
有機ＥＬ素子の製造方法
（用いる有機ＥＬ転写体と被転写体）
本発明の有機ＥＬ素子の製造方法においては、（１）本発明の有機ＥＬ転写体と本発明外
の有機ＥＬ被転写体との組み合わせ、（２）本発明外の有機ＥＬ転写体と本発明の有機Ｅ
Ｌ被転写体との組み合わせ、（３）本発明の有機ＥＬ転写体と本発明の有機ＥＬ被転写体
との組み合わせのいずれかの組み合わせを用いた工程が採用される。
【００７９】
具体的には例えば、本発明の有機ＥＬ転写体の転写表面と、少なくとも基体と前記基体上
に形成された電極を有する有機ＥＬ被転写体の電極形成面とを密着加熱して、前記有機Ｅ
Ｌ転写層とパターン転写層を前記有機ＥＬ被転写体に転写する工程が挙げられる。
【００８０】
また、支持体と前記支持体上に形成された剥離層と前記剥離層上に形成された有機ＥＬ転
写層から少なくともなる有機ＥＬ転写体の転写表面と、本発明の有機ＥＬ被転写体の転写
表面とを密着加熱して、前記有機ＥＬ転写層を前記有機ＥＬ被転写体に転写する工程も挙
げられる。
【００８１】
この工程においては、接着性および／または濡れ性の高い部分のみを転写し、その他の部
分を転写しないことができるので、容易にパターン転写を行うことができる。
【００８２】
この転写工程以外は、一般的なＥＬ素子の製造方法を用いて製造することができる。なお
、ここで、この方法に用いられる本発明外の有機ＥＬ転写体は、少なくとも、支持体と前
記支持体上に形成された剥離層と前記剥離層上に形成された有機ＥＬ転写層を有する。こ
の方法に用いられる本発明外の有機ＥＬ被転写体は、少なくとも、基体と基体上に形成さ
れた電極を有する。
【００８３】
（パターン露光）
本発明に用いられるパターン転写層が、光触媒含有層である場合には、シャドーマスクや
フォトマスクを用いて、所望のパターンに光を照射することにより、照射部の濡れ性が向
上し、その部位への高精細なパターン転写層の形成が容易となる。
【００８４】
また、紫外線などの光による接着性変化層を用いた場合は、紫外線照射部の接着性が低下
し、紫外線非照射部への高精細なパターン転写層の形成が容易となる。



(14) JP 4098536 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

【００８５】
（パターン加熱）
本発明においては好ましくは、パターン加熱、例えば、レーザー等の光と光熱変化層の組
み合わせによるパターン加熱により、光照射部位が加熱され、その部位のみ接着性が向上
して、加熱部位への高精細なパターン転写層の形成が容易になる。
【００８６】
また、パターン加熱と加圧を同時に行うこと、例えば、電流発熱性の金属によって作成さ
れた開口マスクに電流を流して、金属部を加熱し、その金属マスクで加圧することで、同
一部に加圧と過熱を行うことで、その部位への高精細な転写を容易にすることができる。
【００８７】
（密着加熱）
本発明の有機ＥＬ素子の製造にあたっては、好ましくは転写時に密着加熱を行う。この密
着加熱にあたっては、全体を密着したうえで転写したい領域のみを部分的に加熱する方法
、全体を加熱したうえで転写したい領域のみを部分的に密着する方法、転写したい領域の
みを部分的に密着しかつ加熱する方法、全体を加熱密着させる方法のいずれの方法を採用
することもできる。
【００８８】
密着加熱手段としては、例えば、サーマルヘッド、熱光源、レーザー光、ヒートロール、
熱プレス、パターニングしたマスクを用い部分加熱する手段などが挙げられる。
【００８９】
転写時の加熱温度は、有機ＥＬ転写体と被転写体に用いる材料によるが、一般に２００℃
以上とすると有機ＥＬ素子の発光層と陰極の界面付近で白濁してしまい好ましくない。ま
た、１３０℃付近で発光特性が悪化する材料も多い。そして、発光材料のＴｇより５０℃
高い温度以下で転写できることが好ましく、Ｔｇ以下で転写することがより好ましい。
【００９０】
なお、有機ＥＬ発光層は一般に水分、酸素によって劣化することから、転写は、湿度の極
力少ないドライルームや、チッソ雰囲気中に制御されたグローブボックス内で行うことが
好ましい。
【００９１】
（転写方法の具体例）
本発明においては、具体的には例えば以下のような転写を行うことができる。
【００９２】
１．被転写体：基体／ＩＴＯ／熱による接着性変化層兼正孔輸送層
転写体　：支持体／プライマー層／剥離層兼光熱変換層／発光層
真空引き出来るよう吸着穴のついた治具に被転写体を置き、その上に吸着穴で転写体を吸
着させることで、被転写体と転写体とを密着加圧する。その後プログラムで制御されたレ
ーザー光を、転写したい部位のみに照射する。この照射により、剥離層兼光熱変換層に熱
が発生し、その下にある発光層、またその下に密着されている、熱による接着性変化層兼
正孔輸送層が加熱され、特に熱による接着性変化層の接着性が熱により接着性が増し、レ
ーザー光が照射された部位のみ発光層が接着性変化層兼正孔輸送層に転写される。
【００９３】
２．被転写体：基体／ＩＴＯ／紫外線による接着性変化層兼正孔輸送層
転写体　：支持体／プライマー層／剥離層兼光熱変換層／発光層
真空引き出来るよう吸着穴のついた治具に被転写体を置き、その上に吸着穴で転写体を吸
着させることで、被転写体と転写体とを密着加圧する。開口マスクを用いて、発光層形成
領域外に紫外線を照射させ、その部位の接着性を低下させる。それからプログラムで制御
されたレーザー光を、転写したい部位のみに照射する。この照射により、剥離層兼光熱変
換層が加熱され、レーザー光が照射された部位のみ発光層が接着性変化層兼正孔輸送層に
転写される。
【００９４】
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また、発光層形成領域外も熱伝導により加熱されるが、領域外は紫外線照射による接着性
が低下しているので、その部位は転写されない。
【００９５】
このように熱伝導が起こったとしても、高精細な転写が可能である。また、紫外線照射に
よりＥＬ層の特性が劣化することがあるが、この方法では被転写領域のみに紫外線を照射
するので、素子を作製した場合には劣化の問題は生じない。
【００９６】
２′被転写体：基体／ＩＴＯ／紫外線による接着性変化層兼正孔輸送層
転写体　：支持体／プライマー層／剥離層／発光層
上記２と同様に転写を行う。
【００９７】
３．被転写体：基体／ＩＴＯ／光触媒含有層兼正孔輸送層
転写体　：支持体／プライマー層／剥離層兼光熱変換層／発光層
被転写体に開口マスクなどで、転写形成したい領域のみに紫外線を照射する。このとき紫
外線照射部は濡れ性が高まり、被照射部は濡れ性が低いままである。
【００９８】
次に被転写体に転写体を重ねて、例２と同様に密着させて、レーザー照射を行う。同様に
、レーザー照射部位が加熱され転写できる。転写させたくない領域にも熱伝導が起こるが
、紫外線を照射してない光触媒含有層兼正孔輸送層は濡れ性が低いままであるので、転写
されない。これにより、熱伝導が起こっても、高精細な転写が可能となる。
【００９９】
４．被転写体：基体／ＩＴＯ／光触媒含有層兼正孔輸送層
転写体　：支持体／プライマー層／剥離層／発光層
被転写体に開口マスクなどで、転写形成したい領域のみに紫外線を照射する。このとき紫
外線照射部は濡れ性が高まり、被照射部は濡れ性が低いままである。
【０１００】
次に、この被転写体に転写体を重ねその上から、ホットプレス機で加熱しながらプレスし
て加圧する。すると全面に熱、圧が加わるが、光触媒含有層兼正孔輸送層の紫外線照射前
後の濡れ性の違いが大きな場合は、濡れ性の高い部位（転写領域）しか発光層が転写され
ない。
【０１０１】
（フルカラー有機ＥＬ素子の製造方法）
本発明の有機ＥＬ素子の製造方法においては、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色の有機ＥＬ転写層をそれ
ぞれ有する３種類の有機ＥＬ転写体を被転写体に転写することによりフルカラー有機ＥＬ
素子を製造することができる。
【０１０２】
例えば、前述の１～４のいずれかの方法を適宜用いて、Ｒ、Ｇ、Ｂにつき任意の順番で積
層して、フルカラーパネルを製造することができる。
【０１０３】
本発明の方法により製造される有機ＥＬ素子
本発明の方法により製造される有機ＥＬ素子は、例えば電極と、電極上に形成された有機
ＥＬ層と、前記有機ＥＬ層上に形成された別の電極から少なくともなることができる。有
機ＥＬ層は、発光層単層でもよいが、さらにバッファー層、正孔輸送層、正孔注入層、電
子輸送層、電子注入層等を適宜組み合せて、多層構造にすることが好ましい。また、ブラ
ックマトリクスなど、画素間に遮光層を設けることもできる。
【０１０４】
【実施例】
実施例１
（被転写体の作製）
イソプロピルアルコール３重量部とアナターゼ型チタニアゾル２重量部を混合し、９０℃
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で１０分間撹拌した後、フルオロアルコキシラン、０．４２重量部を更に混合し、９０℃
で１０分間撹拌し、さらにイソプロピルアルコールで２．５倍に希釈した溶液を得た。こ
の溶液をＩＴＯ電極付き基板上に２５００ｒｐｍでスピンコートを行い正孔輸送層を兼ね
る光触媒含有層を形成し、被転写体を得た。
【０１０５】
この被転写体ヘ、１００μｍのラインアンドスペースのマスクを用いて所望のパターン状
に紫外線を積算で４．５Ｊ照射した。
【０１０６】
（転写体の作製）
ＰＥＴフィルムに、プライマー層としてＣＡＮ　ＯＨＰプライマー（ザ・インクテック（
株）製）をワイヤーバーで塗布、９０℃で１分間乾燥後、剥離層としてＴＭＲＳ０４クリ
アー液（ザ・インクテック（株）製）を同じくワイヤーバーで塗布、９０℃で１分間乾燥
させた。その後有機ＥＬ発光層形成溶液であるポリフルオレンをキシレンで溶解した溶液
（固形分２重量％）をスピンコートにより塗布し、９０℃で１時間乾燥し転写体を得た。
有機ＥＬ発光層の膜厚は８０ｎｍのものが得られた。
【０１０７】
（転写工程）
被転写体の被転写面と転写体の転写面を重ね密着させ、２３０℃に加熱した熱プレスで圧
着転写し、被転写、転写体を冷却してから剥離した。剥離すると、マスクパターン露光に
より紫外線が照射された部分（親水性となった部分）のみ転写された。
【０１０８】
その後、Ａｇをカソード電極として３００ｎｍ成膜し、有機ＥＬ素子を作成し、電圧を５
Ｖ印加したところ、発光が確認できた。
【０１０９】
実施例２
（被転写体の作製）
ＢＡＹＥＲ（株）製のＢａｙｔｒｏｎ－Ｐ　ＣＨ８０００を、ＵＶ洗浄を行ったＩＴＯ電
極付きの基板に、３０００ｒｐｍでスピンコートして正孔輸送層として機能する８０ｎｍ
の膜を形成し被転写体を作成した。
【０１１０】
（転写体の作製）
ＰＥＴフィルムに、プライマー層としてＣＡＮ　ＯＨＰプライマー（ザ・インクテック（
株）製）をワイヤーバーで塗布、９０℃で１時間乾燥後、剥離層としてＴＭＲＳ０４クリ
アー液（ザ・インクテック（株）製）を同じくワイヤーバーで塗布、９０℃で１分間乾燥
させた。その後有機ＥＬ発光層形成溶液であるポリフルオレンをキシレンで溶解した溶液
（固形分２重量％）を１００００重量部に対して、アクリル系共重合樹脂（アクリル酸－
ｎ－ブチルとアクリル酸の共重合体、重量平均分子量３０万）１００重量部、デナコール
ＥＸ－３１３（ナガセケムテックス（株）製）３０重量部、コロネート２５０７（日本ポ
リウレタン工業（株）製）１重量部を混合した溶液を作製し、転写体フィルム上にスピン
コートにより塗布し、７０℃（コロネート２５０７のブロック化が外れる温度より低い温
度である）で１時間乾燥して転写体を得た。有機ＥＬ発光層の膜厚は８０ｎｍのものが得
られた。
【０１１１】
（転写工程）
被転写体の被転写面と転写体の転写面を重ね密着させ、その上に金属製の開口マスクを置
き、マスク上から熱プレスで圧着加熱を１０分間行い、開口マスクの凸部との接触部分を
加熱した。転写体に用いたコロネート２５０７は１３０℃以上でブロック化が外れて接着
性が向上することから、加熱温度は１５０℃とした。
【０１１２】
冷却後、転写体と被転写体とを剥離したところ、開口マスクの凸部状のパターンに対応す
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【０１１３】
その後Ｃａを８ｎｍ、Ａｌを１５０ｎｍカソード電極として蒸着し、有機ＥＬ素子を作成
し、電圧を６Ｖ印加したところ、発光が確認できた。
【０１１４】
実施例３
（被転写体の作製）
ＢＡＹＥＲ（株）製のＢａｙｔｒｏｎ－Ｐ　ＣＨ８０００を、ＵＶ洗浄を行ったＩＴＯ電
極付きの基板に、３０００ｒｐｍでスピンコートして正孔輸送層として機能する８０ｎｍ
の膜を形成し被転写体を作成した。
【０１１５】
（転写体の作製）
ＰＥＴフィルムに、プライマー層としてＣＡＮ　ＯＨＰプライマー（ザ・インクテック（
株）製）をワイヤーバーで塗布、９０℃で１時間乾燥後、剥離層としてＴＭＲＳ０４クリ
アー液（ザ・インクテック（株）製）を同じくワイヤーバーで塗布、９０℃で１分間乾燥
させた。その後有機ＥＬ発光層形成溶液であるポリフルオレンをキシレンで溶解した溶液
（固形分２重量％）を１００００重量部に対して、アクリル系共重合樹脂（アクリル酸－
ｎ－ブチルとアクリル酸の共重合体、重量平均分子量３０万）１００重量部、Ｕ－６ＨＡ
（新中村化学工業（株）製）４０重量部、イルガキュア（チバスペシャルティケミカルズ
（株）製）０．５重量部を混合した溶液を作製し、転写体フイルム上にスピンコートによ
り塗布し、１３０℃で１時間乾燥して転写体を得た。有機ＥＬ発光層の膜厚は８０ｎｍの
ものが得られた。
【０１１６】
転写体の転写しない部分に、マスクを介して紫外線を積算で１００ｍＪ照射した。照射後
、照射した領域の粘着性が弱まった。
【０１１７】
（転写工程）
被転写体の被転写面と　被転写体の被転写面と転写体の転写面を重ね密着させ、転写体の
転写面を重ね密着させ、その上から熱プレスで全面に圧着加熱を１５０℃で１分間行った
。
【０１１８】
冷却後、転写体と被転写体とを剥離したところ、紫外線照射部以外の領域のみの転写が確
認できた。
【０１１９】
その後ＬｉＦを１ｎｍ、Ａｌを２００ｎｍカソード電極として蒸着し、有機ＥＬ素子を作
成し、電圧を６Ｖ印加したところ、発光が確認できた。
【０１２０】
【発明の効果】
本発明によって、比較的低温（例えば２００℃以下）で簡易にパターン転写可能な有機Ｅ
Ｌ転写体、有機ＥＬ被転写体と、これらを用いた有機ＥＬ素子の製造方法が提供できる。
特に接着性および／または濡れ性変化層、光触媒含有層の導入により、簡易な工程で、よ
り高精細なパターン転写が可能となる。
【０１２１】
そして、本発明においては、従来の昇華転写法の代わりに溶融転写法を用いて有機ＥＬ素
子を製造できるので、転写体への有機ＥＬ層の形成に塗布法を用いることができ、また比
較的低温で転写できるので、プラスチックフィルムなどの一般的支持体を用いることがで
きるので、生産性を高めることができる。



(18) JP 4098536 B2 2008.6.11

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－２６０５４９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２５７０７２（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１５０１５０（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０３／０４１４５２（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H05B  33/10
              H01L  51/50


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

