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(57)【要約】
　有機電子デバイスのカプセル化プロセスを改善するた
めの方法およびデバイスが提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、
　係合時に蓋およびハウジングがその間に密封空間を画定するように、ハウジングを係合
する蓋と、
　密封空間における条件を変更するための制御装置と、
を含んでなることを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　密封空間が有機電子デバイスを受け取るために適応されることを特徴とする請求項１に
記載のデバイス。
【請求項３】
　制御装置が密封空間における圧力を制御することを特徴とする請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項４】
　制御装置が密封空間における温度を制御することを特徴とする請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項５】
　制御装置が密封空間におけるガス同一性を制御することを特徴とする請求項１に記載の
デバイス。
【請求項６】
　少なくとも１つのアラインメントカメラをさらに含んでなることを特徴とする請求項１
に記載のデバイス。
【請求項７】
　少なくとも１つのＵＶ光源をさらに含んでなることを特徴とする請求項１に記載のデバ
イス。
【請求項８】
　請求項６に記載のデバイスにおいて有機電子デバイスを配置する工程を含んでなること
を特徴とする有機電子デバイスのカプセル化蓋の位置合わせ方法。
【請求項９】
　ハウジングと、ハウジングに適合する蓋とを含んでなり、ハウジングまたは蓋の少なく
とも一方が、製造のため、有機電子デバイスの一部を受け取るように適応されることを特
徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般的に有機電子デバイスの製造に関する。
【０００２】
　　（関連出題の相互参照）
　本願は、２００４年１２月３０日出願の米国特許公報（特許文献１）に利益を要求する
。この特許の開示は、本明細書において全体として援用される。
【背景技術】
【０００３】
　有機電子デバイスは電気エネルギーを放射線に変換し、電子プロセスを通して信号を検
出し、放射線を電気エネルギーに変換し、または１つまたは複数の有機半導体層を含む。
認識され得るように、酸素および湿分のような環境要因から有機電子デバイスを密閉する
ことは重要である。従って、バリヤを形成するために有機電子デバイスをフィルムまたは
複数のフィルムでカプセル化することが多い。
【０００４】
　現在のカプセル化プロセスは、非常に変動する性能パラメータおよび低いプロセス収率
のデバイスを製造する。首尾よいデバイスのカプセル化は、制御された環境においてシー
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ラント材料（エポキシ等）の正確な配置を必要とする。温度、圧力および他の周囲条件に
おける変動は、シーラント材料の分配特性およびそれらを正確に付着させる能力、ならび
に再現性のある様式での実施する能力に影響を及ぼす。デバイスを首尾よくカプセル化す
ることの最大の難題の１つは、カプセル化後およびシーラントの硬化前にデバイス内の圧
力を制御する能力である。この圧力が高すぎる場合、デバイス内部の気体が未硬化シール
の弱い結合部分を見つけ出し、そしてそれを開放させてシール中に欠損を形成する。成績
として欠陥のあるデバイスが生じる。
【０００５】
　従って、カプセル化プロセスの改善が必要とされる。
【０００６】
【特許文献１】米国仮特許出願第６０／６４０，７８１号明細書
【特許文献２】国際公開第０２／０２７１４号パンフレット
【特許文献３】米国特許出願公開第２００１／００１９７８２号明細書
【特許文献４】欧州特許第１１９１６１２号明細書
【特許文献５】国際公開第０２／１５６４５号パンフレット
【特許文献６】欧州特許第１１９１６１４号明細書
【特許文献７】米国特許第６，３０３，２３８号明細書
【特許文献８】国際公開第００／７０６５５号パンフレット
【特許文献９】国際公開第０１／４１５１２号パンフレット
【非特許文献１】「フレキシブル　ライト－エミッティング　ダイオード　メイド　フロ
ーム　ソルブル　コンダクティング　ポリマー（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉ
ｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅｓ　Ｍａｄｅ　Ｆｒｏｍ　Ｓｏｌｕｂｌｅ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｎ
ｇ　Ｐｏｌｙｍｅｒ）」、ネーチャー（Ｎａｔｕｒｅ）、１９９２年、３５７、４７７頁
－４７９頁
【非特許文献２】カーク　オスマー（Ｋｉｒｋ　Ｏｔｈｍｅｒ）、「エンサイクロペディ
ア　オブ　ケミカル　テクノロジー（Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）」、第１８巻、８３７頁～８６０頁（第４版、１９９６年）
【非特許文献３】ブラッドレイ（Ｂｒａｄｌｅｙ）ら、「シンテティック　メタルズ（Ｓ
ｙｎｔｈ．Ｍｅｔ．）」、２００１年、１１６（１－３）、３７９頁－３８３頁
【非特許文献４】キャンプベル（Ｃａｍｐｂｅｌｌ）ら、「フィジカル　レビュー　Ｂ（
Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｂ）」、第６５　０８５２１０巻
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ハウジングと、係合時に蓋およびハウジングがその間に密封空間を画定するようにハウ
ジングを係合する蓋と、密封空間における条件を変更するための制御装置とを含んでなる
デバイスが提供される。
【０００８】
　カプセル化後、有機電子デバイスの内圧を制御する工程を含んでなる有機電子デバイス
のカプセル化方法が提供される。
【０００９】
　上記デバイスにおいて有機電子デバイスを配置する工程を含んでなる有機電子デバイス
のカプセル化蓋の位置合わせ方法が提供される。
【００１０】
　前記の一般的な記載および以下の詳細な記載は例示であり、あくまでも説明のためのも
のであり、添付の特許請求の範囲で定義されるように本発明を限定するものではない。
【００１１】
　実施形態は、本明細書において提示される概念の理解を向上するため、添付の図面に例
示される。
【００１２】
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　図面は例示として提供され、本発明を限定する意図はない。当業者は、図面中の物体が
簡単におよび明瞭にするために例示されており、そして必ずしも一定の比率で描写されて
いるわけではないことを認識する。例えば、実施形態の理解を向上するのを助けるために
、図面中の物体のいくつかの寸法は他の物体に対して誇張されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　一実施形態において、有機電子デバイスをカプセル化するためのデバイス（図１）が提
供される。
【００１４】
　一実施形態において、ハウジングと、係合時に蓋およびハウジングがその間に密封空間
を画定するように、ハウジングを係合する蓋と、密封空間における条件を変更するための
制御装置とを含んでなるデバイスが提供される。
【００１５】
　一実施形態において、密封空間は、図１に関連して記載されるような有機電子デバイス
を受け取るために適応される。
【００１６】
　一実施形態において、制御装置は密封空間における圧力を制御する。一実施形態におい
て、制御装置は密封空間における温度を制御する。一実施形態において、制御装置は密封
空間におけるガス同一性を制御する。一実施形態において、制御装置は圧力、温度および
ガス同一性を制御する。
【００１７】
　一実施形態において、デバイスは少なくとも１つのアラインメントカメラをさらに含ん
でなる。
【００１８】
　一実施形態において、デバイスは少なくとも１つのＵＶ光源をさらに含んでなる。
【００１９】
　実例となるカプセル化デバイスが図２に示される。これは、カプセル化の間に温度、圧
力およびガス環境の正確な制御を提供するように設計される。精密に温度、圧力およびガ
ス環境を調整することに加えて、ツールは、カプセル化蓋の正確な配置のためのアライン
メントカメラおよび密封プロセスを仕上げるためのＵＶ硬化ステーションを提供する。制
御された環境を提供する結果として、このツールの使用はプロセス収率を大いに改善する
。このツールは大規模な製造環境における自動化のためにも有用である。
【００２０】
　図２を参照すると、一実施形態において、カプセル化デバイス１０は蓋１２およびハウ
ジング１４を有する。ハウジング１４は、固定部分１４Ｂおよび固定部分に関してスライ
ド可能に配置されるスライド可能部分１４Ａを有するものとして概念化され得る。他の実
施形態において、上部は固定され得、そして下部は固定部分にスライド可能に配置される
。
【００２１】
　真空チャック１６は、サブアセンブリ、基材または蓋のような有機電子デバイスの一部
を受け取るために蓋１２上に配置される。一実施形態において、チャック１６は基材を受
け取る。
【００２２】
真空チャック１８は、サブアセンブリ、基材または蓋のような有機電子デバイスの一部を
受け取るためにハウジング１４上に配置される。一実施形態において、チャック１８は蓋
を受け取る。
【００２３】
　制御された条件で有機電子デバイスの部分が一緒に付着される時に有機電子デバイスが
保持される密封空間を画定するように、蓋１２およびハウジング１４を一緒にすることが
できる。一実施形態において、蓋１２の重量ならびにチャック１６および１８の間の耐性
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は、有機電子デバイスの部分を一緒に圧縮するために適切な力を適用するように選択され
る。有機電子デバイスの部分が圧縮される時に有機電子デバイス内部圧力の増加を防止す
ることが望ましい場合、密封空間における圧力は、しばしば気圧より低い。また、有機電
子デバイスは水蒸気および特定のガスによって損傷され、そして製造間の制御されたガス
環境は非常に望ましい。
【００２４】
　ＵＶ光を通過させるウインドウ２０、制御可能に部分を一緒にするドロップシリンダー
２２、ならびに真空およびガス抜きのための固定具２４もハウジング１４上に配置される
。
【００２５】
　光学系２８との有機電子デバイスの部分の基準を整列するために、アラインメントマイ
クロメーター２６がハウジング１４上に配置される。一実施形態において、光学系２８は
整列用カメラおよび計量器を含んでなる。
【００２６】
　スライド３０は、ハウジングの固定部分１４Ｂに対して、ハウジングのスライド可能な
部分１４Ａの移動を可能にするために配置される。
【００２７】
　ＵＶ光３２は硬化のためにハウジング１４に配置される。ハウジングのスライド可能な
部分１４Ａの移動時に、有機電子デバイスをＵＶ光に暴露し、有機電子デバイスの部分を
一緒に付着することができる。
【００２８】
　操作時に、製造される有機電子デバイスの少なくとも一部分を受け取るように、デバイ
スは適応される。一実施形態において、有機電子デバイスはカプセル化蓋を受け取る。従
って、例えば、カプセル化蓋をデバイスのハウジングまたは蓋において保持することがで
き、そして有機電子デバイスの残り部分をデバイスの蓋またはハウジングにおいて保持す
ることができる。次いで、制御された条件でカプセル化蓋が有機電子デバイスの残り部分
に付着される時に有機電子デバイスが保持される密封空間を画定するように、蓋およびハ
ウジングを一緒にすることができる。特定のカプセル化蓋形状または有機電子デバイス形
状に適合するように、デバイスの蓋および／またはハウジングをカスタマイズすることが
できると考えられる。あるいは、蓋およびハウジングは、多くの有機電子デバイス（すな
わち、デバイスの蓋またはハウジングにおけるカプセル化蓋およびデバイスの相補的な部
分における有機電子デバイスの残り部分）を保持するために十分な大きさであり得る。
【００２９】
　もう１つの実施形態において、カプセル化後、有機電子デバイスの内圧を制御する工程
を含んでなる有機電子デバイスをカプセル化する方法が提供される。
【００３０】
　なおもう１つの実施形態において、上記デバイスにおいて有機電子デバイスを配置する
工程を含んでなる有機電子デバイスのカプセル化蓋を整列する方法が提供される。
【００３１】
　　（有機電子デバイス）
　図１を参照すると、例示的な有機電子デバイス１００が示される。デバイス１００は基
材１０５を含む。基材１０５は、剛性であっても、屈曲性でもよく、例えば、ガラス、セ
ラミック、金属、プラスチックであってよい。電圧が印加される時、放射された光は基材
１０５を通して可視である。
【００３２】
　第１の電気接触層１１０は、基材１０５上に付着される。実例の目的のため、層１１０
はアノード層である。アノード層は線として付着されてもよい。アノードは、例えば、金
属、混合金属、合金、金属オキシドまたは混合金属オキシドを含有するか、または含んで
なる材料から製造可能である。アノードは、導電性ポリマー、ポリマーブレンドまたはポ
リマー混合物を含んでなってよい。適切な金属には第１１族金属、第４族、第５族および
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第６族金属、ならびに第８族、第１０族遷移金属が含まれる。アノードが光伝送性である
べき場合、第１２族、第１３族および第１４族金属の混合金属オキシド、例えばインジウ
ム－スズオキシドが一般的に使用される。アノードは、有機材料、特にポリアニリンのよ
うな導電性ポリマーを含んでもよく、これらとしては、（非特許文献１）に記載されるよ
うな例示的な材料が挙げられる。発生した光が観測されるように、アノードおよびカソー
ドの少なくとも一方は少なくとも部分的に透明でなければならない。
【００３３】
　正孔輸送材料のような任意のバッファー層１２０がアノード層１１０上に付着されても
よく、これは「正孔注入接触層」と呼ばれることがある。層１２０としての使用に適切な
正孔輸送材料の例は、例えば、（非特許文献２）にまとめられている。正孔輸送「小」分
子ならびにオリゴマーおよびポリマーの両方が使用されてよい。正孔輸送分子としては、
限定されないが：Ｎ，Ｎ’ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－［１，
１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミン（ＴＰＤ）、１，１ビス［（ジ－４－トリルア
ミノ）フェニル］シクロヘキサン（ＴＡＰＣ）、Ｎ，Ｎ’ビス（４－メチルフェニル）－
Ｎ，Ｎ’－ビス（４－エチルフェニル）－［１，１’－（３，３’－ジメチル）ビフェニ
ル］－４，４’－ジアミン（ＥＴＰＤ）、テトラキス（３－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ，
Ｎ’，Ｎ’－２，５－フェニレンジアミン（ＰＤＡ）、ａ－フェニル４－Ｎ，Ｎ－ジフェ
ニルアミノスチレン（ＴＰＳ）、ｐ（ジエチルアミノ）ベンズアルデヒドジフェニルヒド
ラゾン（ＤＥＨ）、トリフェニルアミン（ＴＰＡ）、ビス［４（Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノ
）－２－メチルフェニル］（４－メチルフェニル）メタン（ＭＰＭＰ）、１フェニル－３
－［ｐ－（ジエチルアミノ）スチリル］－５－［ｐ－（ジエチルアミノ）フェニル］ピラ
ゾリン（ＰＰＲまたはＤＥＡＳＰ）、１，２トランス－ビス（９Ｈ－カルバゾル－９－イ
ル）シクロブタン（ＤＣＺＢ）、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’テトラキス（４－メチルフェニル）
－（１，１’－ビフェニル）－４，４’－ジアミン（ＴＴＢ）および銅フタロシアニンの
ようなポルフィリン化合物が挙げられる。有用な正孔輸送ポリマーとしては、限定されな
いが、ポリビニルカルバゾール、（フェニルメチル）ポリシランおよびポリアニリンが挙
げられる。導電性ポリマーは１種として有用である。上記のような正孔輸送部分をポリス
チレンおよびポリカーボネートのようなポリマーへとドーピングすることによって正孔輸
送ポリマーを得ることも可能である。
【００３４】
　有機層１３０は、存在する場合、バッファー層１２０上または第1の電気接触層１１０
上に付着されてもよい。いくつかの実施形態において、有機層１３０は様々な構成要素を
含んでなる多くの不連続層であってもよい。デバイスの適用次第で、有機層１３０は、印
加電圧によって活性化される発光層（例えば、発光ダイオードまたは発光電気化学的電池
において）、あるいは放射エネルギーに応答し、そして印加されたバイアス電圧の有無に
かかわらず信号を発生する材料の層（例えば、光検出器において）であり得る。
【００３５】
　デバイスの他の層は、かかる層によって機能する機能の考慮において、かかる層におい
て有用であることが既知であるいずれかの材料によって製造可能である。
【００３６】
　いずれの有機エレクトロルミネセンス（ＥＬ）材料も光活性材料として（例えば層１３
０において）使用可能である。かかる材料としては、限定されないが、蛍光染料、小分子
有機蛍光性化合物、蛍光性およびリン光性金属錯体、共役ポリマーおよびそれらの混合物
が挙げられる。蛍光染料の例としては、限定されないが、ピレン、ペリレン、ルブレン、
それらの誘導体およびそれらの混合物が挙げられる。金属錯体の例としては、限定されな
いが、金属キレート化オキシノイド化合物、例えばトリス（８－ヒドロキシキノラト）ア
ルミニウム（Ａｌｑ３）；シクロメタル化イリジウムおよび白金エレクトロルミネセンス
化合物、例えば、ペトロフ（Ｐｅｔｒｏｖ）ら、（特許文献２）に開示されるようなフェ
ニルピリジン、フェニルキノリンまたはフェニルピリミジン配位子を有するイリジウムの
錯体、ならびに、例えば、米国特許公報（特許文献３）、（特許文献４）、（特許文献５
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）および（特許文献６）に記載される他の有機金属錯体；ならびにそれらの混合物が挙げ
られる。電荷保有ホスト材料および金属錯体を含んでなるエレクトロルミネセンス放射層
は、トンプソン（Ｔｈｏｍｐｓｏｎ）らによって米国特許公報（特許文献７）、ならびに
ボローズ（Ｂｕｒｒｏｗｓ）およびトンプソン（Ｔｈｏｍｐｓｏｎ）によって（特許文献
８）および（特許文献９）に記載されている。共役ポリマーの例としては、限定されない
が、ポリ（フェニレンビニレン）、ポリフルオレン、ポリ（スピロビフルオレン）、ポリ
チオフェン、ポリ（ｐ－フェニレン）、それらのコポリマーおよびそれらの混合物が挙げ
られる。
【００３７】
　一実施形態において、光活性材料は有機金属錯体であり得る。もう１つの実施形態にお
いて、光活性材料はイリジウムまたは白金のシクロメタル化錯体である。他の有用な光活
性材料が同様に利用されてもよい。フェニルピリジン、フェニルキノリンまたはフェニル
ピリミジン配位子を有するイリジウムの錯体は、エレクトロルミネセンス化合物として、
ペトロフ（Ｐｅｔｒｏｖ）ら、（特許文献２）に開示されている。他の有機金属錯体は、
例えば、米国特許公報（特許文献３）、（特許文献４）、（特許文献５）および（特許文
献６）に記載されている。イリジウムの金属錯体でドープされたポリビニルカルバゾール
（ＰＶＫ）の活性層を有するエレクトロルミネセンスデバイスは、ボローズ（Ｂｕｒｒｏ
ｗｓ）およびトンプソン（Ｔｈｏｍｐｓｏｎ）によって（特許文献８）および（特許文献
９）に記載されている。電荷保有ホスト材料およびリン光性白金錯体を含んでなるエレク
トロルミネセンス放射層は、トンプソン（Ｔｈｏｍｐｓｏｎ）らによって米国特許公報（
特許文献７）、（非特許文献３）および（非特許文献４）に記載されている。
【００３８】
　第２の電気接触層１６０は、有機層１３０上に付着される。実例の目的のため、層１６
【００３９】
　カソード層は、線として、またはフィルムとして付着されてよい。カソードは、アノー
ドよりも低い仕事関数を有するいずれかの金属または非金属であり得る。カソードの例示
的な材料としては、アルカリ金属、特にリチウム、第２族（アルカリ土類）金属、希土類
元素およびランタニドを含む第１２族金属、ならびにアクチニドが挙げられる。アルミニ
ウム、インジウム、カルシウム、バリウム、サマリウムおよびマグネシウム、ならびに組
み合わせのような材料を使用することができる。システムの動作電圧を低下させるために
、有機層とカソード層との間にＬｉＦおよびＬｉ2Ｏのようなリチウム含有および他の化
合物が付着されてもよい。
【００４０】
　電子輸送層１４０または電子注入層１５０が任意にカソードに隣接して配置され、ここ
で、カソードは「電子注入接触層」と呼ばれることがある。
【００４１】
　デバイス１００中への水および酸素のような望ましくない成分の侵入を防止するため、
カプセル化層１７０を接触層１６０上に付着させる。かかる成分は有機層１３０に対して
悪影響を有し得る。一実施形態において、カプセル化層１７０はバリア層またはフィルム
である。
【００４２】
　描写されていないが、デバイス１００が追加的な層を含んでなり得ることは理解される
。例えば、層の正電荷輸送および／またはバンドギャップ整合を促進するために、あるい
は保護層として機能するため、アノード１１０と正孔輸送層１２０との間に層（図示せず
）が存在し得る。当該分野等において既知の他の層が使用されてもよい。加えて、いずれ
かの上記の層が２層以上の副層を含んでもよく、または薄層構造を形成してもよい。ある
いは、電荷キャリア輸送効率またはデバイスの他の物理的な特性を増加させるために、ア
ノード層１１０、正孔輸送層１２０、電子輸送層１４０および１５０、カソード層１６０
および他の層のいくつかまたは全てが処理、特に表面処理されてもよい。各構成層の材料
の選択は、好ましくは、高いデバイス効率を有するデバイス提供の目的と、デバイス操作
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寿命の考慮、製造時間および複雑さの要因ならび当業者に認識される他の考慮を釣り合わ
せることによって決定される。最適の部品、部品配置および構成同一性を決定することは
、当業者にとって日常業務であることは認識されるであろう。
【００４３】
　一実施形態において、様々な層は、以下の厚さ範囲を有する：アノード１１０、５００
～５０００Ａ、一実施形態において１０００～２０００Ａ；正孔輸送層１２０、５０～２
０００Ａ、一実施形態において２００～１０００Ａ；光活性層１３０、１０～２０００Ａ
、一実施形態において１００～１０００Ａ；層１４０および１５０、５０～２０００Ａ、
一実施形態において１００～１０００Ａ；カソード１６０、２００～１００００Ａ、一実
施形態において３００～５０００Ａ。デバイスの電子正孔組換え領域、従ってデバイスの
発光スペクトルの位置は、各層の相対的な厚さに影響を受け得る。従って、電子輸送層の
厚さは、電子正孔組換え領域が発光層にあるように選択されなければならない。層の厚さ
の所望の比率は、使用される材料の正確な本質に依存する。
【００４４】
　操作中、適切な電力供給（描写されず）からの電圧がデバイス１００に印加される。従
って、電流はデバイスの層１００を横切って通過する。電子は有機ポリマー層に入り、光
子を放出する。アクティブマトリックスＯＬＥＤディスプレイと呼ばれるいくつかのＯＬ
ＥＤにおいて、個々の光活性有機フィルムの付着物は、独立して電流の通過によって励起
され得、光放射の個々のピクセルへと導かれる。パッシブマトリックスＯＬＥＤディスプ
レイと呼ばれるいくつかのＯＬＥＤにおいて、光活性有機フィルムの付着物は、電気接触
層の横列および縦列によって励起され得る。
【００４５】
　様々な技術を利用することによって、デバイスを調製することができる。これらとして
は、非限定的な例示として、蒸着技術および液体付着が挙げられる。デバイスは別々の製
造物品へと半組み立てされてもよく、これは次いで組み合わせられてデバイスを形成し得
る。
【００４６】
　　（定義）
　「１つ（ａまたはａｎ）」の使用は、本発明の要素および部品を記載するために利用さ
れる。これは単に便宜上のため、そして本発明の一般的な意味を与えるためである。この
記載は１つまたは少なくとも１つを含むように読解されなければならない。そして他に意
味があることが明白でない限り、単数には複数も含まれる。
【００４７】
　層または材料を指す場合、用語「活性」は、電子または電子放射性特性を示す層または
材料を意味するように意図される。放射線を受けた時に活性層材料は放射線を放出するか
、または電子正孔対の濃度の変化を示し得る。従って、用語「活性材料」は、デバイスの
操作を電子的に促進する材料を指す。活性材料の例としては、限定されないが、電荷を伝
導、注入、輸送またはブロックする材料が挙げられ、ここでは電荷は電子または正孔であ
り得る。不活性材料の例としては、限定されないが、平坦化材料、絶縁材料および環境バ
リア材料が挙げられる。
【００４８】
　本明細書で使用される場合、用語「を含んでなる（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」「を含んで
なっている（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」「を含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」「を含んでいる
（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」「を有する（ｈａｓ）」「を有している（ｈａｖｉｎｇ）」ま
たはそれらのいずれかの他の変形は、排他的でない包含に及ぶように意図される。例えば
、要素のリストを含んでなるプロセス、方法、物品または装置は、必ずしもそれらの要素
のみに限定されるわけではなく、明白に記載されない他の要素または固有のかかるプロセ
ス、方法、物品または装置を含んでもよい。さらに、明白に逆であることが定義されなけ
れば、「または」は包含的論理和を指し、そして排他論理和を指さない。例えば、条件Ａ
またはＢは次のいずれかによって満たされる：Ａは真（または存在する）であり、そして
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Ｂは偽（または存在しない）である。Ａは偽（または存在しない）であり、そしてＢは真
（または存在する）である。ならびにＡおよびＢは真（または存在する）である。
【００４９】
　用語「層」は用語「フィルム」と交換可能に使用され、そして所望の領域を被覆するコ
ーティングを指す。この領域は、全デバイスまたは実際の視覚ディスプレイのような特定
の機能領域と同じぐらい大きくてもよく、または単一サブピクセルと同じぐらい小さくて
もよい。蒸着および液体付着を含むいずれかの従来の付着技術によってフィルムを形成す
ることができる。液体付着技術としては、限定されないが、スピンコーティング、グラビ
アコーティング、カーテンコーティング、ディップコーティング、スロット－ダイコーテ
ィング、スプレーコーティングおよび連続ノズルコーティングのような連続付着技術なら
びにインクジェット印刷、グラビア印刷およびスクリーン印刷のような不連続付着技術が
挙げられる。
【００５０】
　用語「有機電子デバイス」は、１つまたは複数の半導体層または材料を含むデバイスを
意味するように意図される。有機電子デバイスとしては、限定されないが、（１）電気エ
ネルギーを放射線に変換するデバイス（例えば、発光ダイオード、発光ダイオードディス
プレイ、ダイオードレーザーまたは照明パネル）、（２）電子プロセスによって信号を検
出するデバイス（例えば、光検出器、光伝導セル、フォトレジスター、フォトスイッチ、
フォトトランジスター、光電管、赤外線（「ＩＲ」）検出器またはバイオセンサー）、（
３）放射線を電気エネルギーに変換するデバイス（例えば、光電池デバイスまたは太陽光
電池）、および（４）１つまたは複数の有機半導体層を含む１つまたは複数の電子部品を
含むデバイス（例えば、トランジスタまたはダイオード）が挙げられる。デバイスという
用語は、記憶デバイスのためのコーティング材料、帯電防止フィルム、バイオセンサー、
エレクトロクロミックデバイス、固体電解質コンデンサー、エネルギー貯蔵デバイス、例
えば充電式バッテリーおよび電磁ブロック適用も含む。
【００５１】
　用語「基材」は、剛性または屈曲性のワークピースを意味するように意図され、１つま
たは複数の材料の１つまたは複数の層を含んでよい。基材としては、限定されないが、ガ
ラス、ポリマー、金属またはセラミックの材料またはそれらの組み合わせが挙げられる。
【００５２】
　特記されない限り、本明細書で使用される全ての技術的および科学的な用語は、本発明
が属する当業者によって一般的に理解されるものと同一の意味を有する。本明細書に記載
されるものと類似または同等の方法および材料を本発明の実施形態の実施または試験にお
いて使用することが可能であるが、適切な方法および材料を以下に記載する。本明細書に
おいて言及された全ての出版物、特許出願、特許および他の参照文献は、特定の一節が引
用されない限り、全体として援用される。抵触する場合、本明細書は、定義を含め、調節
される。加えて、材料、方法および実施例は単なる実例であり、限定するように意図され
ない。
【００５３】
　本明細書に記載されない範囲まで、特定の材料、プロセス実施および回路に関する多く
の詳細は従来通りであり、そして有機発光ダイオードディスプレイ、光検出器、光電池お
よび半導体部材の分野における教本および他の情報源に見出され得る。
【００５４】
　前記明細書において、具体的な実施形態に関して概念が記載された。しかしながら、当
業者は、請求の範囲で明かにされる本発明の範囲から逸脱することなく、様々な修正およ
び変更を行うことができることを認識する。従って、明細書および図面は限定的な意味と
いうよりも、実例として考えられ、そして全てのかかる修正は本発明の範囲内に含まれる
ことが意図される。
【００５５】
　多くの態様および実施形態が上記されるが、あくまでも例示であって、限定するもので
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はない。本明細書を読んだ後、当業者は、本発明の範囲から逸脱することなく他の態様お
よび実施形態が可能であることを認識する。
【００５６】
　利益、他の利点および問題への解決策が、具体的な実施形態に関して上記されている。
しかしながら、利益、利点、問題への解決策、ならびにいずれの利益、利点または解決策
を生じさせるか、またはより明白にさせるいずれの特徴が、いずれかのまたは全ての特許
請求の範囲の重大な、必要とされる、または本質的な特徴として解釈されるべきではない
。
【００５７】
　特定の特徴は、明瞭さのため、本明細書で別々の実施形態の文脈において記載されるが
、単一の実施形態において組み合せで提供されてもよいことは認識されるべきである。逆
に、様々な特徴は、簡潔さのため、単一の実施形態の文脈において記載されるが、別々に
、またはいずれかの部分的組み合わせで提供されてもよい。さらに、範囲に定められた値
の言及は、範囲内の各全値を含む。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】有機電子デバイスの概略図。
【図２】有機電子デバイスをカプセル化するためのデバイスの斜視図。

【図１】 【図２】
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