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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方が透明である可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封止材間に、少なく
とも一方が透明である１対の電極層と、該１対の電極層に挟持される有機エレクトロルミ
ネッセンスを含む有機層とを有する有機エレクトロルミネッセンス照明パネルであって、
前記可撓性フィルム基材上に積層される一方の前記電極層上に、前記有機層及び他方の前
記電極層を貫通して設けられる複数のスペーサーを有し、該スペーサーの先端は前記可撓
性フィルム封止材に接触しておらず、前記有機層の面方向に平行な断面における前記スペ
ーサーの密度が、１００個／ｃｍ２以上、２００個／ｃｍ２以下の範囲で、前記有機層の
面方向に平行な断面に占める一つの前記スペーサーの断面積が、平均直径５μｍ以上、５
０μｍ以下の円の面積に相当することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス照明パ
ネル。　　
【請求項２】
　少なくとも一方が透明である可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封止材間に、少なく
とも一方が透明である１対の電極層と、該１対の電極層に挟持される有機エレクトロルミ
ネッセンスを含む有機層とを有する有機エレクトロルミネッセンス照明パネルであって、
前記可撓性フィルム封止材上に、前記電極層に対向し、且つ、前記有機層の上方に配置さ
れて設けられる複数のスペーサーを有し、該スペーサーは、前記１対の電極層の前記可撓
性フィルム封止材側の一方の前記電極層と前記有機層に設けた挿入孔に挿入され、該スペ
ーサーの先端は前記一対の電極層の他方に接触しておらず、前記有機層の面方向に平行な
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断面における前記スペーサーの密度が、１００個／ｃｍ２以上、４００個／ｃｍ２以下の
範囲であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス照明パネル。
【請求項３】
　前記有機層の面方向に平行な断面に占める一つの前記スペーサーの断面積が、平均直径
５μｍ以上、５０μｍ以下の円の面積に相当することを特徴とする請求項２記載の有機エ
レクトロスミネッセンス照明パネル。
【請求項４】
　前記可撓性フィルム基材と前記可撓性フィルム封止材との間に、不活性ガス又は捕水剤
を含有するシリコーンが充填されたことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の
有機エレクトロルミネッセンス照明パネル。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか記載の有機エレクトロルミネッセンス照明パネルを用いたこ
とを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス照明装置。
【請求項６】
　少なくとも一方が透明である可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封止材間に、少なく
とも一方が透明である１対の電極層と、該１対の電極層に挟持される有機エレクトロルミ
ネッセンスを含む有機層とを有する有機エレクトロルミネッセンス照明パネルの製造方法
であって、
　前記可撓性フィルム基材上に積層した前記電極層上に、フォトレジスト膜を積層し、該
フォトレジスト膜をフォトリソグラフィーによりパターニングして、前記有機層及び他方
の前記電極層を貫通し、その先端が他方の前記電極層から突出した位置に達する高さを有
するスペーサーを形成する工程と、前記有機層及び他方の前記電極層を、前記スペーサー
を形成した前記電極層上に順次形成する工程と、シール部材を介して前記可撓性フィルム
封止材を前記スペーサーの先端と接触しないように設ける工程と、を含み、前記スペーサ
ーを形成する工程は、前記有機層の面方向に平行な断面における前記スペーサーの密度が
、１００個／ｃｍ２以上、２００個／ｃｍ２以下の範囲で、前記有機層の面方向に平行な
断面に占める一つの前記スペーサーの断面積が、平均直径５μｍ以上、５０μｍ以下の円
の面積に相当するように行うことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス照明パネル
の製造方法。
【請求項７】
　少なくとも一方が透明である可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封止材間に、少なく
とも一方が透明である１対の電極層と、該１対の電極層に挟持される有機エレクトロルミ
ネッセンスを含む有機層とを有する有機エレクトロルミネッセンス照明パネルの製造方法
であって、
　前記可撓性フィルム基材上に積層した前記電極層上に、スペーサー材料を、ディスペン
ス塗布、インクジェット塗布、又はスクリーン・フレキソ・グラビアにより印刷して、前
記有機層及び他方の前記電極層を貫通し、その先端が他方の前記電極層から突出した位置
に達する高さを有するスペーサーを形成する工程と、前記有機層及び他方の前記電極層を
、前記スペーサーを形成した前記電極層上に順次形成する工程と、シール部材を介して前
記可撓性フィルム封止材を前記スペーサーの先端と接触しないように設ける工程と、を含
み、前記スペーサーを形成する工程は、前記有機層の面方向に平行な断面における前記ス
ペーサーの密度が、１００個／ｃｍ２以上、２００個／ｃｍ２以下の範囲で、前記有機層
の面方向に平行な断面に占める一つの前記スペーサーの断面積が、平均直径５μｍ以上、
５０μｍ以下の円の面積に相当するように行うことを特徴とする有機エレクトロルミネッ
センス照明パネルの製造方法。
【請求項８】
　少なくとも一方が透明である可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封止材間に、少なく
とも一方が透明である１対の電極層と、該１対の電極層に挟持される有機エレクトロルミ
ネッセンスを含む有機層とを有する有機エレクトロルミネッセンス照明パネルの製造方法
であって、
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　前記可撓性フィルム基材上に積層した前記電極層上に前記有機層及び他方の前記電極層
を順次形成する工程と、前記可撓性フィルム封止材上に、フォトレジスト膜を積層し、フ
ォトレジスト膜をフォトリソグラフィーによりパターニングして、前記有機層の面方向に
平行な断面における前記スペーサーの密度が、１００個／ｃｍ２以上、４００個／ｃｍ２

以下の範囲となるように複数のスペーサーを形成する工程と、前記スペーサーを挿入する
挿入孔を他方の前記電極層及び前記有機層に形成する工程と、シール部材を介して前記可
撓性フィルム封止材を、前記スペーサーを前記挿入孔に挿入し、前記スペーサーの先端と
前記可撓性フィルム基材上に積層した前記電極層とが接触しないように設ける工程と、を
含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス照明パネルの製造方法。
【請求項９】
　少なくとも一方が透明である可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封止材間に、少なく
とも一方が透明である１対の電極層と、該１対の電極層に挟持される有機エレクトロルミ
ネッセンスを含む有機層とを有する有機エレクトロルミネッセンス照明パネルの製造方法
であって
　前記可撓性フィルム基材上に積層した前記電極層上に前記有機層及び他方の前記電極層
を順次形成する工程と、前記可撓性フィルム封止材上に、スペーサー材料を、ディスペン
ス塗布、インクジェット塗布、又はスクリーン・フレキソ・グラビアにより印刷して、前
記有機層の面方向に平行な断面における前記スペーサーの密度が、１００個／ｃｍ２以上
、４００個／ｃｍ２以下の範囲となるように複数のスペーサーを形成する工程と、前記ス
ペーサーを挿入する挿入孔を他方の前記電極層及び前記有機層に形成する工程と、シール
部材を介して前記可撓性フィルム封止材を、前記スペーサーを前記挿入孔に挿入し、前記
スペーサーの先端と前記可撓性フィルム基材上に積層した前記電極層とが接触しないよう
に設ける工程と、を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス照明パネルの製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス照明パネル、その製造方法及び有機エレクト
ロルミネッセンス照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス（有機ＥＬ）の発光を利用した有機ＥＬ照明パネルは、
透明な基板上に、透明電極層、有機ＥＬ層、電極層を順次積層し、これを封止材で封止し
て形成される。有機ＥＬ照明パネルに用いられる基板は、有機ＥＬからの発光の透過率が
高く透明であり、剛性を有することが要請されるところ、ガラス製基板が適用されていた
。しかしながら、ガラス基板は脆く、取扱いは容易ではなく、薄膜状の厚さのガラス基板
を製造するのは容易ではない。有機ＥＬ照明パネルにおいて、小型化、薄型、軽量化、更
に、可撓性が求められていることから、透明で可撓性を有する樹脂製フィルムは、ロール
状に巻回でき、取扱いが容易であり、有機ＥＬを効率よく製造することができ、意匠性も
向上させることができ、安価であり、ガラス基板に代わるものとして注目されている。
【０００３】
　有機ＥＬ照明パネルは、図７に示すように、透明基板１１上に透明電極層１２、有機層
１３、電極層１４を順次積層し、透明基板１１にシール部１６の接着剤１７を介して封止
材１５を固定した構造を有し、その厚さは全体で数ｍｍ程度である。可撓性の有機ＥＬ照
明パネルを得るためには、透明基板１１に可撓性を有する透明の樹脂製フィルムを用いる
と共に、封止材１５にも基板と同様の可撓性を有するものを使用し、基板と封止材の曲げ
性や延性を一致させる必要がある。しかしながら、有機ＥＬ照明パネルが曲げられたとき
、図８に示すように、ｎｍオーダー厚の超薄膜の有機層１３や、電極層１４が封止材１５
に接触、押圧され、損傷を受けやすい。
【０００４】
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　このような有機ＥＬ素子として、基板上の電極層が形成されていない領域にスペーサ層
を設け、これにより隙間を充填し、その上に有機材料層を設け、隙間への空気の侵入を抑
制し、空気中に含まれる水分による有機ＥＬ素子の劣化や、有機材料層の折曲による損傷
が起因となる発光輝度の低下を抑制した有機ＥＬ素子（特許文献１）や、配線間の立体交
差がある領域にはスペーサーがない封止材を用いることにより、封止圧が過剰であっても
、スペーサーが減り込んで上部配線と下部配線とが接触して導通することを抑制した有機
ＥＬ素子パネル（特許文献２）が報告されている。
【０００５】
　その他、画素電極と対向電極間に有機発光層を有する有機ＥＬ素子の画素電極を囲って
設けられた隔壁上にマスクスペーサーを設け、隔壁とマスクスペーサーと対向電極との上
に無機膜を設け、補助対向電極を蒸着して設ける際、構成材料がマスクに付着して剥離し
、発光欠陥が生じるのを抑制した有機ＥＬ装置（特許文献３、４）等が報告されている。
【０００６】
　このような有機ＥＬ照明パネルにおいては、可撓性を有する基板を用いて形成された有
機ＥＬ照明パネルに屈曲力が負荷されても、基板と封止材間に封止される有機ＥＬを含む
有機層や、電極層に欠損が生じるのを抑制できる有機ＥＬ照明パネルが要請されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１６６４４５
【特許文献２】特開２００９－１１０７８５
【特許文献３】特開２００７－７３５０４
【特許文献４】特開２０１１－１５４７９７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、可撓性であって、屈曲、衝撃、振動が負荷されても、有機ＥＬを含む
有機層や、電極層において欠損の発生が抑制され、これによりショート等によるダークス
ポットの発生が抑制され、長寿命の有機ＥＬ照明パネルや、これを用いた有機ＥＬ照明装
置及び有機ＥＬ照明パネルの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、少なくとも一方が透明である可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封止材間
に、少なくとも一方が透明である１対の電極層と、該１対の電極層に挟持される有機エレ
クトロルミネッセンスを含む有機層とを有する有機エレクトロルミネッセンス照明パネル
であって、
可撓性フィルム基材上に積層される一方の電極層上に、有機層及び他方の電極層を貫通し
て設けられる複数のスペーサーを有することを特徴とする有機ＥＬ照明パネルに関する。
【００１０】
　また、本発明は、少なくとも一方が透明である可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封
止材間に、少なくとも一方が透明である１対の電極層と、該１対の電極層に挟持される有
機エレクトロルミネッセンスを含む有機層とを有する有機エレクトロルミネッセンス照明
パネルであって、
可撓性フィルム封止材上に、前記電極層に対向し、且つ、前記有機層の上方に配置されて
設けられる複数のスペーサーを有することを特徴とする有機ＥＬ照明パネルに関する。
【００１１】
　また、本発明は、上記有機エレクトロルミネッセンス照明パネルを用いたことを特徴と
する有機エレクトロルミネッセンス照明装置に関する。
【００１２】
　また、本発明は、少なくとも一方が透明である可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封
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止材間に、少なくとも一方が透明である１対の電極層と、該１対の電極層に挟持される有
機エレクトロルミネッセンスを含む有機層とを有する有機エレクトロルミネッセンス照明
パネルの製造方法であって、前記可撓性フィルム基材上に積層した前記電極層上に、フォ
トレジスト膜を積層し、該フォトレジスト膜をフォトリソグラフィーによりパターニング
して、前記有機層及び他方の前記電極層を貫通するスペーサーを形成することを特徴とす
る有機エレクトロルミネッセンス照明パネルの製造方法や、前記可撓性フィルム基材上に
積層した前記電極層上に、スペーサー材料を、ディスペンス塗布、インクジェット塗布、
又はスクリーン・フレキソ・グラビアにより印刷して、前記有機層及び他方の前記電極層
を貫通するスペーサーを形成することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス照明パ
ネルの製造方法に関する。
【００１３】
　また、本発明は、少なくとも一方が透明である可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封
止材間に、少なくとも一方が透明である１対の電極層と、該１対の電極層に挟持される有
機エレクトロルミネッセンスを含む有機層とを有する有機エレクトロルミネッセンス照明
パネルの製造方法であって、前記可撓性フィルム封止材上に、フォトレジスト膜を積層し
、フォトレジスト膜をフォトリソグラフィーによりパターニングして、前記電極層に対向
し、且つ、前記有機層の上方に配置される複数のスペーサーを形成することを特徴とする
有機エレクトロルミネッセンス照明パネルの製造方法や、前記可撓性フィルム封止材上に
、スペーサー材料を、ディスペンス塗布、インクジェット塗布、又はスクリーン・フレキ
ソ・グラビアにより印刷して、前記電極層に対向し、且つ、前記有機層の上方に配置され
る複数のスペーサーを形成することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス照明パネ
ルの製造方法に関する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の有機ＥＬ照明パネルは、可撓性であって、屈曲、衝撃、振動が負荷されても、
有機ＥＬを含む有機層や、電極層に欠損が生じるのを抑制することができ、ショート等に
よるダークスポットの発生を抑制することができ、長寿命である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の有機ＥＬ照明パネルの一例を示す構成図である。
【図２】図１に示す本発明の有機ＥＬ照明パネルの一例のＡＡ´線における断面を示す図
である。
【図３】図１に示す本発明の有機ＥＬ照明パネルの一例のＢＢ´線における断面を示す図
である。
【図４】本発明の有機ＥＬ照明パネルの他の例を示す断面を示す図である。
【図５】本発明の有機ＥＬ照明パネルの他の例を示す断面を示す図である。
【図６】本発明の有機ＥＬ照明パネルの一例の動作を示す図である。
【図７】従来例の有機ＥＬ照明パネルの断面を示す図である。
【図８】従来例の有機ＥＬ照明パネルの動作を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の有機エレクトロルミネッセンス照明パネルは、少なくとも一方が透明である可
撓性フィルム基材と可撓性フィルム封止材間に、少なくとも一方が透明である１対の電極
層と、該１対の電極層に挟持される有機エレクトロルミネッセンスを含む有機層とを有す
る有機エレクトロルミネッセンス照明パネルであって、
前記可撓性フィルム基材上に積層される一方の前記電極層上に、前記有機層及び他方の前
記電極層を貫通して設けられる複数のスペーサーを有することを特徴とする。
【００１７】
　上記有機エレクトロルミネッセンス照明パネルに用いる可撓性フィルム基材と可撓性フ
ィルム封止材（これらを可撓性フィルムともいう。）は、少なくとも一方が透明であれば
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、他方の透明性は問われない。具体的には、透明の可撓性フィルム基材と、透明性を有し
ない可撓性フィルム封止材とすることができる。
【００１８】
　可撓性フィルム基材又は可撓性フィルム封止材の透明とは、有機層に含まれる有機ＥＬ
の発光を透過させ、有機ＥＬ照明パネルとして機能させ得るものであり、透過率が高いも
のが好ましく、例えば、有機ＥＬの発光の透過率が全光線透過率で８０％以上であること
が好ましく、８４％以上であることがより好ましい。可撓性フィルム基材と可撓性フィル
ム封止材は必ずしも同一の材質でなくてもよいが、曲げ応力が類似するものであることが
好ましい。可撓性フィルムとしては、具体的には、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）
や、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等のポリエステル、ポリメタクリル酸メチル
、ポリメタクリル酸エチル、ポリアクリル酸メチル、ポリアクリル酸エチル等のアクリル
系樹脂、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）、ポリ炭酸エステル（ＰＣ）等であることが
好ましい。これらの厚さは、例えば、可撓性フィルム基材としては、２０～３００μｍを
挙げることができ、可撓性フィルム封止材としては、５０～２００μｍを挙げることがで
きる。
【００１９】
　これらの可撓性フィルムには、水等の気体の透過を抑制するガスバリア層を有していて
もよい。ガスバリア層としては、窒化ケイ素、窒化酸化ケイ素、酸化ケイ素等を含む無機
層や、これと共にオレフィン樹脂等の疎水性樹脂層や、アクリル系樹脂等の親水性樹脂層
を有する透明性のものが好ましい。
【００２０】
　可撓性フィルム基材上に１対の電極層の一方が設けられる。可撓性フィルム基材が透明
であれば、透明な電極層が形成され、透明電極層が有機層に含まれる有機ＥＬの発光を透
過させ、有機ＥＬ照明パネルとして機能させる。透明電極層は有機ＥＬの発光の透過率が
高いものが好ましく、例えば、有機ＥＬの発光の透過率が全光線透過率で８９％以上であ
ることが好ましい。透明電極層は、正孔又は電子のいずれのキャリアを供給するものであ
ってもよいが、例えば、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）
等の透光性電極材料で形成され、正孔を供給する正極とすることができる。透明電極層は
、例えば、１００～３００ｎｍ等の厚さに形成することができる。
【００２１】
　上記透明電極層と対をなす電極層は、透光性を問われるものでなく、透明電極層が上記
透光性電極材料で形成される正極である場合、電子を供給する遮光性の負極とすることが
できる。具体的には、例えば、アルミニウム、銀等の金属薄膜の負極として遮光性の電極
層とすることにより、有機層の発光を透光性電極層側へ反射し、有機ＥＬ照明パネルの発
光面からの放出光量の減少を抑制するようにしてもよい。電極層の厚さは、配線抵抗によ
る電圧降下を考慮すると厚い方が好ましく、例えば、５０～３００ｎｍとすることができ
る。また、透光性負極電極材料で形成した透明性電極層としてもよく、可撓性フィルム基
材及び可撓性フィルム封止材を透明性を有するものとして、透明の有機ＥＬ照明パネルを
作製することができる。電極層と配線部材とを接続するため、電極層の一端を延長して接
続部を形成することが好ましい。
【００２２】
　上記可撓性フィルム基材上の電極層上に、複数のスペーサーが設けられる。スペーサー
の形状は、円柱や六角柱等の柱状、球状等が好ましい。線状や大きな面積を有するスペー
サーを設けた場合には、有機ＥＬ照明パネルに剛性を付与する傾向が高く、可撓性を維持
することが困難となるが、柱状や、球状等のスペーサーでは、可撓フィルムとの接触面積
が小さく、有機ＥＬ照明パネルの可撓性を維持することができる。一つのスペーサーが有
機層の面方向に平行な断面に占める断面積は、可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封止
材との接触を抑制するスペーサーの機能からは有機層に占める断面積は大きい程よいが、
有機層中に有機ＥＬを含有しないスペーサーが存在しても、視覚上発光しない部分として
認識されるのを回避するためには小さい程よいことを勘案して選択することが好ましい。



(7) JP 6366100 B2 2018.8.1

10

20

30

40

50

スペーサーが有機層の面方向に平行な断面に占める断面積は、平均直径５μｍ以上、５０
μｍ以下の円の面積に相当することが好ましく、より好ましくは、平均直径８μｍ以上、
２０μｍ以下の円の面積に相当することである。スペーサーの断面積が平均直径５μｍ以
上の円の面積に相当するものであれば、スペーサーをフォトリソグラフィーにより作製す
る際、より安定してスペーサーを形成することができ、平均直径５０μｍ以下の円の面積
に相当するものであれば、視覚上認識されにくい傾向が高く、高開口率化、即ち、有機層
の発光面積を広くすることができる。
【００２３】
　複数のスペーサーを設ける密度としては、可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封止材
が非接触を保ち、且つ、有機層の発光面積を広く維持するため、有機層において１００個
／ｃｍ２以上、４００個／ｃｍ２以下であることが好ましく、より好ましくは、１００個
／ｃｍ２以上、２００個／ｃｍ２以下である。スペーサーの密度が上記範囲であれば、有
機ＥＬ照明パネルが屈曲された場合でも、可撓性フィルムの間隔を維持し、有機層や電極
層に欠損が生じるのを抑制することができる。
【００２４】
　スペーサーの高さは、有機層及び他方の電極層を貫通して設けられ、その先端が他方の
電極層から突出した位置に達する高さを有する。具体的には、他方の電極層の上面より先
端が平均０．２μｍ以上、１００μｍ以下の範囲で突出していることが好ましく、より好
ましくは、平均１μｍ以上、３０μｍ以下の範囲で突出している高さである。
【００２５】
　スペーサーの材質は、樹脂製であっても、無機化合物であってもよく、電極層間の短絡
が生じない非導電体であればよい。具体的には、可撓性フィルムと同じ材質、また、電極
層をフォトリソグラフィーで形成する際に使用するレジスト等であってもよい。これらの
うち、有機ＥＬ照明パネルが屈曲されたとき、可撓性フィルム間の間隔を維持する強度を
有するものが好ましく、密度、製造効率等との関連において、スペーサーの材質を選択す
ることが好ましい。
【００２６】
　有機層は、例えば、正孔注入層、正孔輸送層、有機ＥＬを含む発光層、電子輸送層、電
子注入層が、順次積層された構造を有するものを挙げることができる。また、発光に寄与
しない正孔や電子が発光層から移動するのを抑制し、発光効率を高めるために、キャリア
ブロック層を複数層設けることもできる。
【００２７】
　正孔注入層は、透明電極層から有機層へ注入される正孔に対する注入障壁の高さを下げ
ると共に、正極と正孔輸送層とのエネルギーレベルの相違を緩和し、正極から注入される
正孔が正孔輸送層へ容易に注入されるように設けられるものである。正孔注入層を形成す
る正孔注入層材料として、例えば、銅フタロシアニンやスターバースト型芳香族アミンの
ようなアリールアミン誘導体等や、これらに五酸化バナジウムや三酸化モリブデン等の無
機物や、Ｆ４-ＴＣＮＱ等の有機物を化学ドーピングすることにより、更に注入障壁を下
げ、駆動電圧を低下させたものを挙げることができる。
【００２８】
　正孔輸送層は、発光層への正孔の移動率を高めるために設けられる。正孔輸送層を形成
する正孔輸送層材料は、適度なイオン化ポテンシャルを有し、同時に、発光層から電子の
漏洩を阻止する電子親和力を有するものが好ましい。正孔輸送層材料として、例えば、ビ
ス（ジ（ｐ－トリル）アミノフェニル）－１，１－シクロヘキサン、ＴＰＤ、Ｎ,Ｎ’－
ジフェニル－Ｎ－Ｎ－ビス（１－ナフチル）－１,１’－ビフェニル）－４,４’－ジアミ
ン（α－ＮＰＤ）等のトリフェニルジアミン類や、スターバースト型芳香族アミン等を用
いることができる。
【００２９】
　発光層は、電極から注入された電子と正孔を再結合させ、蛍光、燐光を発光させる層で
ある。発光層を形成する発光材料としては、例えば、トリス（８－キノリノール）アルミ
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ニウム錯体(Ａｌｑ３)、ビスジフェニルビニルビフェニル（ＢＤＰＶＢｉ）、１，３－ビ
ス（ｐ－ｔ－ブチルフェニル－１，３，４－オキサジアゾールイル）フェニル（ＯＸＤ－
７）、Ｎ，Ｎ'　－ビス（２，５－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ペリレンテトラカルボン酸
ジイミド（ＢＰＰＣ）、１，４ビス（Ｎ－ｐ－トリル－Ｎ－４－（４－メチルスチリル）
フェニルアミノ）ナフタレン等の低分子化合物、ポリフェニレンビニレン系ポリマー等の
高分子化合物を用いることができる。
【００３０】
　また、発光材料として、ホストとドーパントの二成分系からなり、ホスト分子で生成し
た励起状態のエネルギーがドーパント分子へ移動してドーパント分子が発光するものを用
いることができる。二成分系の発光材料として、上記発光材料や、電子輸送性材料、正孔
輸送性材料を用いることができる。例えば、ホストのＡｌｑ３等のキノリノール金属錯体
に、ドーパントの４－ジシアノメチレン－２－メチル－６－（ｐ－ジメチルアミノスチリ
ル）－４Ｈ－ピラン（ＤＣＭ）、２，３－キナクリドン等のキナクリドン誘導体や、３－
（２'　－ベンゾチアゾール）－７－ジエチルアミノクマリン等のクマリン誘導体をドー
プしたもの、ホストの電子輸送性材料のビス（２－メチル－８－ヒドロキシキノリン）－
４－フェニルフェノール－アルミニウム錯体に、ドーパントのペリレン等の縮合多環芳香
族をドープしたもの、あるいはホストの正孔輸送性材料の４，４'　－ビス（ｍ－トリル
フェニルアミノ）ビフェニル（ＴＰＤ）にドーパントのルブレン等をドープしたもの、ホ
ストの４，４’－ビスカルバゾリルビフェニル（ＣＢＰ）、４，４´－ビス（９－カルバ
ゾリル）－２，２’－ジメチルビフェニル（ＣＤＢＰ）等のカルバゾール化合物にドーパ
ントの白金錯体やトリス－（２フェリニルピリジン）イリジウム錯体（Ｉｒ(ｐｐｙ)３）
、（ビス(４,６-ジ-フルオロフェニル)-ピリジネート-N,C2’)ピコリネートイリジウム錯
体（ＦＩｒ（ｐｉｃ））、（ビス（２－（２’－ベンゾ（４，５-　α）チエニル）ピリ
ジネート-N,C2’）(アセチルアセトネート）イリジウム錯体（Ｂｔｐ２Ｉｒ（ａｃａｃ）
）、Ｉｒ（ｐｉｃ）３、Ｂｔ２Ｉｒ（ａｃａｃ）等のイリジウム錯体をドープしたもの等
を用いることができる。
【００３１】
　これらの発光材料は、有機ＥＬ照明装置の目的とする発光色によって選択することがで
きる。具体的には、緑色発光の場合はＡｌｑ３、ドーパントにキナクドリンやクマリン、
Ｉｒ(ｐｐｙ)３等、青色発光の場合はＤＰＶＢｉ、ドーパントにペリレンやジスチリルア
リーレン誘導体、ＦＩｒ（ｐｉｃ）等、緑～青緑色発光の場合はＯＸＤ－７等、赤～オレ
ンジ色発光の場合は、ドーパントにＤＣＭ、ＤＣＪＴＢ、Ｉｒ（ｐｉｃ）３等、黄色発光
の場合は、ドーパントにルブレン、Ｂｔ２Ｉｒ（ａｃａｃ）等を用いることができる。ま
た、白色発光を得るために、発光材料としてホストにＡｌｑ３等、ゲストにＤＣＭ（橙色
）等を組み合わせて使用することができる。
【００３２】
　白色発光の発光層としては、赤色、緑色、青色を発光する発光材料をそれぞれ含有する
三層積層構造、或いは、青色と黄色等、補色を発光する発光材料をそれぞれ含有する二層
積層構造としたり、これら各色の発光材料を多元共蒸着等で形成することによりこれらの
発光材料が混在する一層構造とすることもできる。更に、上記三層や二層の積層構造にお
ける各色層を構成する発光材料を、順次、赤色、青色、緑色等の微細な画素を平面的に配
列した発光層とすることもできる。
【００３３】
　発光層上にキャリアブロック層として正孔ブロック層を設けることができる。正孔ブロ
ック層は発光層内で発光に寄与しないで通過する正孔をブロックし、発光層内で電子との
再結合確率を高めるために、設けられる。正孔ブロック層を形成する材料として、２，９
‐ジメチル‐４，７‐ジフェニル‐１，１０‐フェナントロリン（ＢＣＰ）、トリフェニ
ルジアミン誘導体、トリアゾール誘導体等を用いることができる。
【００３４】
　電子輸送層は、発光層への電子の移動率を高めるために設けられ、適度なイオン化ポテ
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ンシャルを有し、同時に、発光層から正孔が漏洩するのを阻止できる電子親和力を有する
電子輸送層材料で形成することが好ましい。電子輸送層を形成する電子輸送層材料として
、例えば、２－（４－ビフェニリル）－５－（４－ｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－
オキサジアゾール（Ｂｕ－ＰＢＤ）、ＯＸＤ－７等のオキサジアゾール誘導体、トリアゾ
ール誘導体、キノリノール系の金属錯体等の有機物質や、これらの有機材料にリチウム等
アルカリ金属のような電子供与性物質を化学ドーピングしたものを用いることができる。
【００３５】
　電子注入層は、負極である電極層の形成に用いられるアルミニウム等金属材料の仕事関
数と、電子輸送層の電子親和力（ＬＵＭＯ準位）のエネルギー差が大きいことに起因して
、電極層から電子輸送層への電子の注入が困難になるのを緩和するために設けられる。電
子注入層を形成する電子注入層材料としては、リチウムやセシウム等のアルカリ金属、若
しくは、カルシウム等のアルカリ土類金属のフッ化物や酸化物、又は、マグネシウム銀や
リチウムアルミニウム合金等から選択される仕事関数の小さい物質を用いることができる
。
【００３６】
　上記電極層間に設けられる有機層の厚さは、例えば、各層を１～５００ｎｍ、合計１０
０～１０００ｎｍを挙げることができる。
【００３７】
　また、有機ＥＬ照明パネルの可撓性フィルム基材と可撓性フィルム封止材とがシール部
を介して接合されて形成される封止空間には、可撓性フィルム封止材と電極層との接触を
抑制する充填材が充填されていることが好ましい。充填材としては、不活性ガス又は捕水
剤を含むシリコーン等を用いることができる。シリコーンはオルガノポリシロキサンのう
ち、高粘度の液状のジメチルポリシロキサンであることが好ましい。捕水剤としては、酸
化カルシウム等を挙げることができる。
【００３８】
　有機ＥＬ照明パネルの一例として、図１の構成図に示すものを挙げることができる。図
１におけるＡ－Ａ´線における断面を図２に、図１におけるＢ－Ｂ´線における断面を図
３に示す。図１～３に示す有機ＥＬ照明パネルは、透明の可撓性フィルム基材１上に、透
明の電極層である正極２、有機層３、電極層である負極４が順次積層され、可撓性フィル
ム封止材５がシール部６を介して可撓性フィルム基材１に接着され、封止空間７を形成す
るようになっている。透明の電極層上には、複数のスペーサー８が、その先端が電極層の
負極の上面より上に位置するように、有機層及び電極層を貫通して設けられている。図に
おいては、スペーサーの先端は、封止材に接触していないが、封止材に接触するように設
けられていてもよい。
【００３９】
　このような有機ＥＬ照明パネルの製造方法の一例を説明する。
【００４０】
　透明の可撓性フィルム基材に、透明電極層を形成する。透明電極の形成には、シャドー
マスクを介して、上記透明電極層材料を、スパッタ、蒸着、ＣＶＤ等により成膜して形成
することができる。また、透明電極層材料を一様に成膜した透光性電極膜を、フォトリソ
グラフィーによりパターニングして形成することができる。透明電極層の一端に配線部材
との接続部を形成するため、一端を延長して設けることが好ましい。
【００４１】
　透明の可撓性フィルム基材上に積層した透明電極層上にスペーサーを形成する。スペー
サーの形成は、スペーサー材料をスパッタ、蒸着等で成膜し、フォトリソグラフィーでパ
ターンに形成したり、シャドーマスクを介してスパッタ、蒸着等で形成することもできる
。また、ディスペンス塗布、インクジェット塗布、スクリーン・フレキソ・グラビア等の
印刷により形成することもできる。
【００４２】
　フォトリソグラフィーによりスペーサーを形成する場合は、電極層を形成した後、電極
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層上にフォトレジストを成膜し、フォトレジスト膜をフォトリソグラフィーによりパター
ニングして形成することができる。フォトレジストとしては、ネガ型、ポジ型いずれであ
ってもよく、例えば、アクリル系樹脂、ノボラック、ポリイミド等のネガ型を用いること
ができる。フォトリソグラフィーによれば、１０μｍ程度の微細なパターンの形成が可能
であり、レジストとして透明のアクリル系樹脂を用いることにより、有機ＥＬからの光を
遮断することがなく好ましい。
【００４３】
　印刷によりスペーサーを形成する場合は、スペーサーが所定の高さになるように、複数
回反復することもできる。印刷により形成したスペーサーは、フォトリソグラフィーによ
る場合より、サイズが大きくなるが、高さも高くすることができ、材料の選択幅が広く、
製造工程も簡略であり、製造装置も簡便であり、製造効率が上昇され、安価に製造するこ
とができる。このようなスペーサーは、可撓性フィルム基材上の有機層が積層されない部
分に形成することもできる。
【００４４】
　また、図４に示すように、スペーサー８を形成するフォトレジスト膜のパターニング時
に、負極の電極取り出し部となるパネル外周部に、絶縁部９を形成することができる。ス
ペーサー８を形成するフォトレジスト膜のパターニングに使用するマスク材をハーフトー
ンマスクやグレートーンマスクを使用することにより、スペーサーとはその高さを異なる
ものに形成することができる。絶縁部９は、種々の発光形状の有機ＥＬ照明パネルの作製
を可能とし、且つ、下層の透明電極層は一様に成膜した状態でよく、透明電極層のパター
ニングの工程を省略することができる。
【００４５】
　その後、有機層を形成する。電子注入層、電子輸送層、発光層、正孔輸送層、正孔注入
層、正孔ブロック層は上記材料を用いて、抵抗加熱による真空蒸着法、ＭＢＥ法、レーザ
ーアブレーション法等でシャドーマスクを介して所望の形状に成膜して形成することがで
きる。また、これらの層の形成に高分子材料を用いる場合、高分子材料を液状にしてイン
クジェット等の印刷により所望の形状に形成して各層を形成することもでき、また、感光
性塗布液にしてスピンコートやスリットコートし、フォトリソグラフィーにより所望の形
状に形成して各層を形成することもできる。
【００４６】
　透明電極層と対をなす他方の電極層は、有機層上に真空蒸着法やスパッタ法等により形
成することができる。また、電極層の一端に、電極層を延長して配線部材との接続部を形
成することが好ましい。
【００４７】
　その後、有機層及び電極層を形成した透明の可撓性フィルム基材上にシール部を介して
、可撓性フィルム封止材を接着又は融着し、封止空間に有機層及び電極層を封止する。シ
ール部材としては、エポキシ系樹脂やアクリル系樹脂等の紫外線硬化型又は熱硬化型接着
剤を用いることができる。可撓性フィルム基材と可撓性封止材の接着面は、局所常圧プラ
ズマ処理やカップリング処理による表面改質処理を施し、シール部の接着性を高めてもよ
く、また、ラミネート法を適用してもよい。このとき、窒素等の不活性ガス環境下で行い
、封止空間に不活性ガスを封止し、有機ＥＬ照明パネルを得ることができる。
【００４８】
　また、有機層及び電極層を封止した後、封止空間にシリコーンに酸化カルシウム等の捕
水剤を混練したものを充填することもできる。これにより、内圧が一定に保持され、スペ
ーサーと相俟って、電極層や有機層と、封止材との接触が抑制され、屈曲による電極層や
有機層の損傷を抑制することができる。
【００４９】
　また、本発明の有機ＥＬ照明パネルとして、スペーサーが可撓性フィルム封止材上に電
極層に対向し、且つ、有機層の上方に配置されたものであってもよい。図５の断面を示す
図に示すように、可撓性フィルム封止材５ｂに、スペーサーを設ける。図中、図１と同符
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号で示すものは、図１の有機ＥＬ照明パネルにおける各部材と同様のものを示す。可撓性
フルム封止材５ｂに設けられるスペーサー８ｂは図１に示す有機ＥＬ照明装置におけるス
ペーサー８と同様の形状、材質、密度、有機層に対して占める面積も同様に形成すること
ができる。電極層４及び有機層３には、スペーサー８ｂに対向する部分に、スペーサー８
ｂを挿入させ、透明電極２に達する挿入孔８ｃが設けられる。
【００５０】
　このような可撓性フィルム封止材に形成されるスペーサー８ｂの高さとしては、その先
端が透明電極層２に接触する高さとしてもよいが、曲げられたときの基板間の距離の変動
を考慮し、非接触とする高さであることが好ましい。具体的には、封止空間の高さにもよ
るが、５０μｍ以上、５００μｍ以下であることが好ましい。
【００５１】
　このようなスペーサー８ｂは、可撓性フィルム封止材上に、上記スペーサー８と同様の
方法で形成することができる。電極層４及び有機層３に設けるスペーサー８ｂの挿入孔８
ｃを形成するには、有機層、電極層の成膜時にシャドーマスクを用いて成膜させないこと
により形成することができる。
【００５２】
　上記有機ＥＬ照明パネルにおいては、図６に示すように、スペーサー８、８ｂによって
電極層４と可撓性フィルム封止材５間に間隔を維持することができ、有機ＥＬ照明パネル
を屈曲したときでも、封止材としての可撓性フィルムと電極層が接触するのを抑制し、電
極層や有機層の損傷を抑制することができる。
【００５３】
　また、この有機ＥＬ照明パネルを適用した有機ＥＬ照明装置としては、上記透明電極層
及びこれと対をなす電極層の一端を延設して形成した接続部に、接続される配線を介して
接続される点灯回路、点灯回路の制御回路等が設けられる。これらを介して透明電極層及
び電極層に外部電源の供給を可能とする。配線は、接続部の抵抗の上昇を抑制するために
、電極の一端の幅の全体に亘る幅を有するものを用いることができる。配線として、銅ポ
リイミド等の可撓性を有するフィルムを適用することもできる。有機ＥＬ照明装置は、液
晶ディスプレイ等のバックライト等に適用することができる。
【実施例】
【００５４】
　以下に、本発明のリチウムイオン二次電池を詳細に説明する。
［実施例１］
　厚さ２００μｍのポリエチレンナフタレート基材フィルム上に、酸化インジウムスズ（
ＩＴＯ）の透明導電膜を、シャドーマスクを介してスパッタにより成膜・パターニングを
行い、透明電極層を形成した。透明電極層上にフォトレジストとしてネガ型感光性アクリ
ル樹脂液を塗布、加熱後、フォトリソグラフィー法により、口径１５μｍ、高さ５μｍの
スペーサーを、透明電極層上に１００個／ｃｍ２の密度で形成した。その後、正孔注入材
料にＣｕ－Ｐｃ（銅フタロシアニン）、正孔輸送材料にα－ＮＰＤ（Ｎ,Ｎ’－ジフェニ
ル－Ｎ－Ｎ－ビス（１－ナフチル）－１,１’－ビフェニル）－４,４’－ジアミン）、発
光材料としてＣＢＰ（４，４’－ビスカルバゾリルビフェニル）に、Ｉｒ（ｐｐｙ）３　
（トリス－（２フェリニルピリジン）イリジウム錯体）、Ｂｔｐ２Ｉｒ（ａｃａｃ）　（
ビス（２－（２’－ベンゾ（４，５-　α）チエニル）ピリジネート-N,C2’）(アセチル
アセトネート）イリジウム錯体)をドーピング、さらにＣＢＰに、ＦＩｒ（ｐｉｃ）　（
（ビス(４,６-ジ-フルオロフェニル)-ピリジネート-N,C2’)ピコリネートイリジウム錯体
）をドーピングし、正孔ブロック層にＢＣＰ　（２，９‐ジメチル‐４，７‐ジフェニル
‐１，１０‐フェナントロリン）、電子輸送層にＡｌｑ３、電子注入材料にＬｉＦを用い
、マスクを介して順次真空（加熱）蒸着し、有機層を形成した。有機層上にアルミニウム
を用いて真空（加熱）蒸着し、負極を形成した。有機ＥＬ素子部（電極層及びこれに挟持
された有機層）の膜厚は、有機層と負極層を合せて２８５ｎｍであった。スペーサーは負
極の上面から４．７μｍ突出していた。その後、可撓性フィルム基材と同じ材質で厚さ１
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成した可撓性フィルム基材と接着し、有機ＥＬ照明パネルを作製した。このとき、可撓性
フィルム基材の接着面は常圧プラズマを用いて表面処理を施し、接着性を高めたものを用
いた。
【００５５】
　駆動電流を２５Ａ／ｍ2の定電流とし点灯させたところ、駆動電圧は４．６Ｖ、輝度は
９８０ｃｄ／ｍ2であった。
【００５６】
　［振動試験］
　有機ＥＬ照明パネルを固定冶具に固定し、振動周波数５～１００Ｈｚ、加速度１．２Ｇ
の負荷をｘ、ｙ、ｚ方向にそれぞれ１分間加え、これを１０回反復し、その後点灯させた
。試験を行ったパネル１０中、総てのパネルが点灯した。
【００５７】
　［衝撃試験］
　有機ＥＬ照明パネルを固定冶具に固定し、加速度３０Ｇの負荷をｘ、ｙ、ｚ方向にそれ
ぞれ１０ｍｓｅｃ加え、これを３回反復し、その後点灯させた。試験を行ったパネル１０
中、総てのパネルが点灯した。
【００５８】
　［屈曲性試験］
　有機ＥＬ照明パネルの中心に対し左右辺をそれぞれ６０度曲げ、これを３０回反復し、
その後点灯させた。試験を行ったパネル１０中、総てのパネルが点灯した。
【００５９】
　［比較例］
　スペーサーを設けない他は、実施例１と同様に有機ＥＬ照明パネルを作製し、試験を行
った。振動試験では、試験を行ったパネル１０中、８パネルが点灯しなかった。衝撃試験
では、試験を行ったパネル１０中、総てが点灯しなかった。屈曲試験では、試験を行った
パネル１０中、９パネルが点灯しなかった。
【００６０】
　これらの結果から、スペーサーを設けない有機ＥＬ照明パネルにおいては、ショートや
リークが発生するのに対し、本発明の有機ＥＬ照明パネルは、屈曲、振動、衝撃により有
機層や電極層における損傷の発生が抑制されることが分かった。
【００６１】
　本願は、２０１２年３月３０日出願の特願２０１２－０７９９０５に記載した総ての事
項を、その内容として含むものである。
【符号の説明】
【００６２】
１　可撓性フィルム基材
２　透明電極層
３　有機層
４　電極層
５、５ｂ　可撓性フィルム封止材
８、８ｂ　スペーサー
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、面光源を必要とするあらゆる産業分野にて利用することができる。具体的に
は、各種照明装置、各種表示装置、パーソナルコンピューターや、携帯電話、多機能携帯
電話等の端末機器の表示装置の面光源に利用することができる。
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