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(57)【要約】
　有機エレクトロルミネセントデバイス、タッチスクリ
ーン、光起電デバイス及び薄膜トランジスタのような電
子デバイスに用いるための接着剤封入組成物が、本明細
書に開示される。接着剤封入組成物は、多官能性（メタ
）アクリレートモノマー及び粘着付与剤と組み合わされ
た１つ以上の環状オレフィンコポリマーを含む感圧接着
剤を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスに用いられる接着剤封入組成物であって、
　環状オレフィンコポリマーと、
　多官能性（メタ）アクリレートモノマーと、
　粘着付与剤と、を含む、接着剤封入組成物。
【請求項２】
　前記環状オレフィンコポリマーが、約６０～約１４０℃のＴｇを有する、請求項１に記
載の接着剤封入組成物。
【請求項３】
　前記多官能性（メタ）アクリレートモノマーが、脂肪族ジ（メタ）アクリレートを含む
、請求項１に記載の接着剤封入組成物。
【請求項４】
　前記粘着付与剤が水素化されている、請求項１に記載の接着剤封入組成物。
【請求項５】
　前記接着剤封入組成物の全重量に対して
　約１０～約７０重量％の前記環状オレフィンコポリマーと、
　約１０～約４０重量％の前記多官能性（メタ）アクリレートモノマーと、
　約２０～約７０重量％の前記粘着付与剤と、
　を含む、請求項１に記載の接着剤封入組成物。
【請求項６】
　前記接着剤封入組成物が、光重合性であり、光重合開始剤を含む、請求項１～５のいず
れか一項に記載の接着剤封入組成物。
【請求項７】
　前記接着剤封入組成物が、熱重合性であり、熱重合開始剤を含む、請求項１～５のいず
れか一項に記載の接着剤封入組成物。
【請求項８】
　粒子を更に含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の接着剤封入組成物。
【請求項９】
　基板の上に配置された接着剤層を含む接着剤封入膜であって、前記接着剤層が請求項１
～８の接着剤封入組成物のいずれか１つを含む、接着剤封入膜。
【請求項１０】
　基板の上に配置された接着剤層と、前記基板とは反対側の前記接着剤層の上に配置され
たガスバリア膜と、を含む接着剤封入膜であって、前記接着剤層が、請求項１～８の接着
剤封入組成物のいずれか１つを含む、接着剤封入膜。
【請求項１１】
　基板の上に配置された接着剤層と、前記基板とは反対側の前記接着剤層の上か又は前記
接着剤層と前記基板との間かのいずれかに配置された捕捉性膜と、を含む接着剤封入膜で
あって、前記接着剤層が、請求項１～８の接着剤封入組成物のいずれか１つを含む、接着
剤封入膜。
【請求項１２】
　有機エレクトロルミネセントデバイスであって、
　一対の向かい合う電極と、
　少なくとも１つの有機発光層を有し、前記一対の向かい合う電極の間に配置された発光
ユニットと、
　前記発光ユニットに接して、前記発光ユニットの上方に、又は前記発光ユニットの周り
に配置された、請求項１～８の接着剤封入組成物のいずれか１つを含む接着剤封入組成物
と、を含む、有機エレクトロルミネセントデバイス。
【請求項１３】
　前記デバイスが可撓性である、請求項１２に記載の有機エレクトロルミネセントデバイ
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ス。
【請求項１４】
　タッチスクリーンであって、
　ガラス又はポリマーの基板と、
　前記基板の上に配置されている金属と、
　前記金属に接して、前記金属の上方に、又は前記金属の周りに配置された、請求項１～
８の接着剤封入組成物のいずれか１つを含む接着剤封入組成物と、を含む、タッチスクリ
ーン。
【請求項１５】
　光起電デバイスであって、
　光電池、又は複数の光電池のアレーと、
　前記光電池、若しくは前記複数の光電池のアレーの前記複数の光電池のいずれか１つに
接して、前記光電池、若しくは前記の複数の光電池のアレーの前記複数の光電池のいずれ
か１つの上方に、又は前記光電池、若しくは前記の複数の光電池のアレーの前記複数の光
電池のいずれか１つの周りに配置された、請求項１～８の接着剤封入組成物のいずれか１
つを含む接着剤封入組成物と、を含む、光起電デバイス。
【請求項１６】
　薄膜トランジスタであって、
　半導体層と、
　前記半導体層に接して、前記半導体層の上方に、又は前記半導体層の周りに配置された
、請求項１～８の接着剤封入組成物のいずれか１つを含む接着剤封入組成物と、を含む、
薄膜トランジスタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　電子デバイスで用いられる封入接着剤組成物が開示される。より具体的には、環状オレ
フィンコポリマーを含む感圧性接着剤組成物であって、有機エレクトロルミネセントデバ
イス、タッチスクリーン、光起電デバイス、薄膜トランジスタなどの電子デバイスで用い
られる組成物が開示される。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネセントデバイスは、アノードとカソードとの間に有機電荷搬送層
及び有機発光層を配置することによって提供される有機層（以下、「発光ユニット」と称
されることもある）を含む。有機エレクトロルミネセントデバイスは、しばしば、高輝度
発光を提供することができ、直流及び低電圧によって駆動される。有機エレクトロルミネ
セントデバイスは、全ての構成要素が固体材料で形成されており、かつ、フレキシブルデ
ィスプレイとして用いられる可能性を有する。
【０００３】
　あるエレクトロルミネセントデバイスの性能は、時間が経過すれば劣化することがある
。例えば、発光強度、発光効率及び発光均一性のような発光特性は時間が経過すれば減少
することがある。発光特性の劣化は、有機エレクトロルミネセントデバイスの中に浸透す
る酸素に起因する電極の酸化、デバイスの駆動による熱の発生に起因する有機材料の酸化
分解、有機エレクトロルミネセントデバイスの中に浸透する空気中の湿気に起因する電極
の腐食、又は有機材料の破壊によって引き起こされることがある。更に、その構造物の界
面剥離は、発光特性の劣化を引き起こすこともある。界面剥離は、例えば、酸素又は水分
の影響、及びデバイスを駆動させる間の熱生成の影響に起因することがある。熱は、隣接
する層の間の熱膨張係数の相違によって生じる応力の生成に起因して、界面剥離を引き起
こすことがある。
【０００４】
　有機エレクトロルミネセントデバイスは、デバイスが湿気及び／又は酸素と接触するの
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を防ぐため、時々ポリマー材料で封入される。しかし、多くのポリマー材料は、それらの
気密封止特性、耐湿性、防湿性などのために、不十分である。熱硬化性ポリマー材料が用
いられる場合、熱はその材料を硬化するために用いられ、そのことによって、有機発光層
及び／若しくは電荷搬送層の劣化が生じることがあるか、又はデバイスの発光特性が、結
晶化に起因して劣化することがある。光硬化性ポリマー材料が用いられる場合、その材料
を硬化するために、紫外線がしばしば用いられ、そのことによって、有機発光層及び／又
は電荷搬送層の劣化が生じることがある。ポリマー材料が硬化した後、デバイスが用いら
れるときに生じることのある、衝撃、たわみ又は振動に起因して、亀裂が入ることがあり
、そのことによって、そのデバイスの性能特性の劣化が引き起こされることもある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　概して、接着剤封入組成物は、感圧接着剤を含む。本明細書では、１つの態様において
、電子デバイスで用いられる接着剤封入組成物であって、環状オレフィンコポリマーと、
多官能性（メタ）アクリレートモノマーと、粘着付与剤とを含む接着剤封入組成物が開示
される。いくつかの実施形態において、接着剤封入組成物は、光重合性であるか、又は熱
重合性である場合がある。いくつかの実施形態において、接着剤封入組成物は、それぞれ
、基板の上に配置された接着剤層の形態で提供されることがある。
【０００６】
　接着剤封入組成物は、有機エレクトロルミネセントデバイス、光起電デバイス及び薄膜
トランジスタのような電子デバイスで用いられることがある。
【０００７】
　本発明のこれらの態様及び他の態様は、以下の「発明を実施するための形態」に記載さ
れる。課題を解決するための上記手段は、いかなる場合にも特許請求される発明の主題を
限定するものとして解釈されるべきではなく、発明の主題は本明細書に記載される特許請
求の範囲によってのみ定義される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】例示的な接着剤封入膜の概略的断面を示す。
【図１Ｂ】例示的な接着剤封入膜の概略的断面を示す。
【図１Ｃ】例示的な接着剤封入膜の概略的断面を示す。
【図１Ｄ】例示的な接着剤封入膜の概略的断面を示す。
【図２】有機発光ダイオードの概略的断面を示す。
【図３Ａ】例示的な光電池の概略的断面を示す。
【図３Ｂ】例示的な光電池の概略的断面を示す。
【図３Ｃ】例示的な光電池の概略的断面を示す。
【図４Ａ】例示的な膜トランジスタの概略的断面を示す。
【図４Ｂ】例示的な膜トランジスタの概略的断面を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　接着剤を用いた電子デバイスの封入は、接着剤が平坦でない表面と接触することをしば
しば必要とする。適切な接触が得られない場合、空気が空隙として捕捉されることがあり
、そのことによって、デバイスの耐用年数が減少する。良好な湿潤性を有する液状接着剤
は、封入されたデバイスに空気の閉じ込めをほとんど又は全く与えない。しかし、液状接
着剤は、その液状接着剤が、剥離ライナーのような基板の上に層として、しかも、接着剤
パッチが、様々な形状にかつ一時に大量にキスカットされ得るか又はダイカットされ得る
ような具合に、提供される、ロールプロセスの影響を受け易い訳ではない。
【００１０】
　本明細書に開示される接着剤封入組成物は、基板上に配置された層の形態で提供するこ
とができ、しかも、デバイスが組立てられる間に加熱されるとき、その組成物は液化して
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、全ての表面を一様に濡らす。加えて、接着剤封入組成物は、それが硬化される前、ロー
ル形態の層として存在するのに十分可撓性であり、したがって、ロールプロセスで用いら
れ得る。このように、ロールプロセスにおいて固体接着剤を利用し、かつ、空気をほとん
ど又は全く閉じ込めないために液体接着剤を利用するという利便性を得ることができる。
更に、接着剤封入組成物は、室温で優れた強度を有する。また、この組成物は、接着剤が
刃にほとんど又は全く付着することなく、容易にキスカットされ得るか又はダイカットさ
れ得る。本明細書に開示される接着剤封入組成物は、オートクレーブ又は真空を用いれば
、約８０℃未満の温度で液状になる。
【００１１】
　接着剤封入組成物は、水分をほとんど又は全く含まず、そのことが、電子デバイスに及
ぼす湿気の悪影響を最小限に抑える。もう１つの利点は、封入された電子部品の湿気への
暴露が防止され得るか又は最小限に抑えられえるような具合に、この組成物が、例えば、
２４時間当り２０ｇ／ｍ２未満の低透湿性を有することである。デバイス中の電極のよう
な金属構成要素の腐食が、防止され得るか又は最小限に抑えられ得るような具合に、本接
着剤封入組成物は、酸性成分をほとんど又は全く含まないように設計されてもよい。
【００１２】
　本接着剤封入組成物は、約３８０ｎｍ～約８００ｎｍの波長を有する電磁スペクトルの
可視領域で高透過率（少なくとも約８０％）を有することができる。本接着剤封入組成物
が可視領域でそのような高透過率を有する場合、本組成物は、光を遮ることなく、電子デ
バイスの発光表面又は受光表面の側面に配置され得る。
【００１３】
　加えて、本接着剤封入組成物は、様々な電子デバイスに用いられ得る。そのようなデバ
イスにおいて、衝撃又は振動に起因する、封入の欠陥の発生は、最小限に抑えられ得る。
本接着剤封入組成物が用いられ得る電子デバイスの１つのタイプは、フレキシブルディス
プレイにおいてである。電子デバイスの他のタイプには、有機発光ダイオード、光起電デ
バイス、薄膜トランジスタ及びタッチスクリーンが挙げられる。
【００１４】
　本接着剤封入組成物は、環状オレフィンコポリマーを含む。環状オレフィンコポリマー
は、環状オレフィン及び直鎖オレフィンを基剤とする透明、非晶質のコポリマーを含む。
一般に、環状オレフィンコポリマーは、例えば、Ｊ．Ｉ．Ｋｒｏｓｃｈｗｉｔｚ，ｅｄ．
，Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｖｏｌ．９，Ｊｏｈｎ，Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ．，Ｕ．
Ｓ．Ａ．，１９８７，ｐ．６３４のＫ．Ｊ．Ｉｖｉｎ「Ｍｅｔａｔｈｅｓｉｓ　Ｐｏｌｙ
ｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ」に記述されるオレフィンメタセシス触媒の存在下、それらオレフ
ィンの重合によって調製されることがある。チーグラー重合を用いて、環状オレフィンコ
ポリマーを調製することもある。
【００１５】
　環状オレフィンコポリマーは、その特性に基づいて選択され得る。有用な環状オレフィ
ンコポリマーは、低吸水率、優れた水蒸気バリア性、高透明度、低弾性係数、及び高伸び
率を有する。有用な環状オレフィンコポリマーは、ノルボルネン、ノルボルナジエン、シ
クロペンタジエン、ジシクロペンタジエン、シクロオクテンのようなオレフィンのコポリ
マーを含む。その分子量は、約１０，０００～約１００，０００に及び得る。いくつかの
実施形態において、環状オレフィンコポリマーは、約６０℃以上のＴｇを有する。いくつ
かの実施形態において、環状オレフィンコポリマーは、約６０℃～約１４０℃のＴｇを有
する。環状オレフィンコポリマーは、ＴＯＰＡＳ（Ｔｉｃｏｎａ　Ｃｏ．）、ＡＰＥＬ（
三井化学株式会社）、ＡＲＴＯＮ（ＪＳＲ）、並びにＺＥＯＮＯＲ及びＺＥＯＮＥＸ（日
本ゼオン株式会社）として入手できる。
【００１６】
　環状オレフィンコポリマーは、接着剤封入組成物の約１０～約７０重量％、約１０～約
５０重量％、又は約２０～約４０重量％の量で用いられることがある。あまりにも少ない



(6) JP 2011-526052 A 2011.9.29

10

20

30

40

50

環状オレフィンコポリマーが用いられる場合、容認できる膜の形成は得られず、また、そ
の量があまりにも多い場合、加熱されるとき、容認できる流動性、すなわち湿潤性は得ら
れない。
【００１７】
　環状オレフィンコポリマーは、概して、接着剤封入組成物に所望される程度の流動性を
付与するために用いられ得る望ましい粘弾性特性を有することができる。歪レオメータを
用いて、様々な温度での弾性（貯蔵）係数Ｇ’、及び粘性（損失）係数Ｇ”を決定するこ
とができる。次いで、Ｇ’及びＧ”を用いて、比ｔａｎ（δ）＝Ｇ”／Ｇを決定すること
ができる。一般に、ｔａｎ（δ）値が大きければ大きいほど、それだけ材料は粘着性材料
の特性を示し、また、ｔａｎ（δ）値が小さければ小さいほど、それだけ材料は弾性固体
の特性を示す。いくつかの実施形態において、接着剤封入組成物が約１００℃の温度であ
る場合、本組成物が、比較的小さい頻度で、少なくとも約０．８のｔａｎ（δ）値を有す
るような具合に、環状オレフィンコポリマーは選ばれ得る。このようにして、本組成物は
、空気をほとんど又は全く閉じ込めないで、平坦でない表面の上を十分に流れることがで
きる。
【００１８】
　多官能性（メタ）アクリレートモノマーは、飽和又は不飽和であることができ、脂肪族
官能基、脂環式官能基、芳香族官能基、複素環式官能基、及び／又はエポキシ官能基を含
むことができる。いくつかの実施形態において、モノマーとして、長鎖飽和アルキル（メ
タ）アクリレート、脂環式（メタ）アクリレート、（メタ）アクリレート／エポキシモノ
マー、又はそれらの組み合わせを利用することができる。なぜなら、それらは、環状オレ
フィンコポリマーと粘着付与剤との混和性を改善し得るからである。多官能性（メタ）ア
クリレートモノマーは、不飽和であるか又は水酸基若しくはアルコキシ基のような様々な
基で飽和され得る。
【００１９】
　例示的な長鎖アルキル（メタ）アクリレートモノマーには、オクチル（メタ）アクリレ
ート、ステアリル（メタ）アクリレート、１，９－ノナンジオールジ（メタ）アクリレー
ト、１，１０－デカンジオールジ（メタ）アクリレート、及び水素化ポリブタジエンジ（
メタ）アクリレート樹脂が挙げられるが、それらに限定されない。例示的な脂環式（メタ
）アクリレートには、イソボルニル（メタ）アクリレート、テトラメチルピペリジイルメ
タクリレート、ペンタメチルピペリジイルメタクリレート、ジシクロペンタニル（メタ）
アクリレート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジオールジ
（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジメタノールジ（メタ）アクリレート、及び（
メタ）アクリル化エポキシが挙げられるが、それらに限定されない。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、２、３、４、又は更には４を超える（メタ）アクリレー
ト基を有する多官能性（メタ）アクリレートモノマーを利用することができる。多官能性
（メタ）アクリレートモノマーの混合物を利用できることも、当業者には理解されるであ
ろう。
【００２１】
　ポリイソブチレン樹脂について上述されるような被接着面を得るための接着剤封入組成
物の接着性及び湿潤性を最適化するために、多官能性（メタ）アクリレートモノマーを選
択することができる。多官能性（メタ）アクリレートモノマーは、接着剤封入組成物の接
着性及び保持強度を増大させることができる。なぜなら、このモノマーは、硬化されて樹
脂を形成するからである。
【００２２】
　多官能性（メタ）アクリレートモノマーは、接着剤封入組成物の約１０～約４０重量％
の量で用いられ得る。多官能性（メタ）アクリレートモノマーがあまりにも少なく添加さ
れた場合、満足できる湿潤性を得ることはできず、また、その量があまりにも多い場合、
硬化後の膜はあまりにも脆弱であり、取り扱うことができない。
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【００２３】
　一般に、粘着付与剤は、接着剤封入組成物の粘着性を増大させる化合物又は化合物の混
合物であればいかなるものでもよい。望ましくは、粘着付与剤は、透湿性を増大させない
。粘着付与剤は、水素化炭化水素樹脂、部分的に水素化された炭化水素樹脂、非水素化炭
化水素樹脂、又はそれらの組み合わせを含み得る。
【００２４】
　粘着付与剤の例には、水素化テルペン系ス樹脂（例えば、ＣＬＥＡＲＯＮ　Ｐ，Ｍ及び
Ｋ（ヤスハラケミカル）という商品名で市販されている樹脂）、水素化樹脂又は水素化エ
ステル系樹脂（例えば、ＦＯＲＡＬ　ＡＸ（Ｈｅｒｃｕｌｅｓ　Ｉｎｃ．）という商品名
で市販されている樹脂）、ＦＯＲＡＬ　１０５（Ｈｅｒｃｕｌｅｓ　Ｉｎｃ．）、ＰＥＮ
ＣＥＬ　Ａ（荒川化学工業株式会社）、ＥＳＴＥＲＧＵＭ　Ｈ（荒川化学工業株式会社）
、及びＳＵＰＥＲ　ＥＳＴＥＲ　Ａ（荒川化学工業株式会社）、不均化樹脂（disproport
ionate resins）又は不均化エステル系樹脂（例えば、ＰＩＮＥＣＲＹＳＴＡＬ（荒川化
学工業株式会社）という商品名で市販されている樹脂）、ペンテン、イソプレン、ピペリ
ンのようなＣ５留分と、石油ナフサの熱分解によって生成される１，３－ペンタジエンと
を共重合させることによって得られるＣ５－タイプ石油樹脂の水素化樹脂である水素化ジ
シクロペンタジエン系樹脂（例えば、ＥＳＣＯＲＥＺ　５３００及び５４００シリーズ（
Ｅｘｘｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）という商品名で市販されている樹脂）、ＥＡＳ
ＴＯＴＡＣ　Ｈ（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）、部分的に水素化された
芳香族の変性ジシクロペンタジエン系樹脂（例えば、ＥＳＣＯＲＥＺ　５６００（Ｅｘｘ
ｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．））という商品名で市販されている樹脂）、インデン、
ビニルトルエンのようなＣ９留分と、石油ナフサの熱分解によって生成されたα－又はベ
ータ－メチルスチレンとを共重合させることによって得られるＣ９－タイプ石油樹脂の水
素化によって生じる樹脂（例えば、ＡＲＣＯＮ　Ｐ又はＡＲＣＯＮ　Ｍ（荒川化学工業株
式会社）という商品名で市販されている樹脂）、上記のＣ５留分とＣ９留分との共重合石
油樹脂の水素化によって生じる樹脂（例えば、ＩＭＡＲＶ（出光石油化学株式会社）とい
う商品名で市販されている樹脂）が挙げられるが、それらに限定されない。
【００２５】
　非水素化炭化水素樹脂には、Ｃ５、Ｃ９、Ｃ５／Ｃ９の炭化水素樹脂、ポリテルペン樹
脂、芳香族化合物変性ポリテルペン樹脂又はロジン誘導体が挙げられる。非水素化炭化水
素樹脂が用いられる場合、それは、典型的には、別の水素化粘着付与剤又は部分的に水素
化された粘着付与剤と組み合わせて用いられる。非水素化炭化水素樹脂は、接着剤封入組
成物の全重量に対して約３０重量％未満の量で用いられることがある。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、粘着付与剤は、水素化炭化水素樹脂と、部分的に、水素
化された脂環式炭化水素樹脂とを含む。水素化された脂環式炭化水素樹脂の具体例には、
ＥＳＣＯＲＥＺ　５３４０（Ｅｘｘｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）が挙げられる。いくつかの
実施形態において、水素化された脂環式炭化水素樹脂は、水素化されたジシクロペンタジ
エン系樹脂である。なぜなら、その樹脂は、透湿性が低く、かつ透明性があるからである
。
【００２７】
　粘着付与剤は、少なくとも部分的に、本組成物の接着性、使用温度、製造の容易さ、等
によって変化することがある軟化温度又は軟化点（環球式軟化温度）を有することがある
。環球式軟化温度は、一般に約５０℃～２００℃であることがある。いくつかの実施形態
において、環球式軟化温度は、約８０℃～１５０℃である。環球式軟化温度が８０℃未満
である場合、粘着付与剤は、電子デバイスによる発光に基づいて生じる熱に起因して、分
離及び液状化を被ることがある。このことによって、有機エレクトロルミネセントデバイ
スが接着剤封入組成物で直接封入されるとき、発光層のような有機層の劣化が引き起こさ
れることがある。一方、環球式軟化温度が１５０℃を超える場合、添加される粘着付与剤
の量は非常に低いので、関連する諸特性の十分な改善が得られない可能性がある。
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【００２８】
　粘着付与剤は、接着剤封入組成物の約２０～約７０重量％、又は約３０～約６０重量％
の量で用いられ得る。粘着付与剤があまりにも少なく添加された場合、容認できる混和性
は得られないことがあり、また、その量があまりにも大きい場合、硬化後の膜は、非常に
脆弱であるので取り扱うことができない。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、接着剤封入組成物は、その接着剤封入組成物の全重量に
対して、約１０～約７０重量％の環状オレフィンコポリマーと、約１０～約４０重量％の
多官能性（メタ）アクリレートモノマーと、約２０～約７０重量％の粘着付与剤と、を含
む。いくつかの実施形態において、接着剤封入組成物は、その接着剤封入組成物の全重量
に対して、約１０～約５０重量％の環状オレフィンコポリマーと、約１０～約４０重量％
の多官能性（メタ）アクリレートモノマーと、約３０～約６０重量％の粘着付与剤とを含
む。
【００３０】
　多官能性（メタ）アクリレートモノマーが用いられる場合、これらの重合を開始するた
めに、接着剤封入組成物中に熱重合開始剤及び／又は光重合開始剤を用いることができる
。一般に、重合開始剤の選択は、少なくとも部分的に、接着剤封入組成物中に用いられる
特定成分だけでなく、硬化の所望速度にもよる。
【００３１】
　熱重合開始剤の例には、アゾ化合物、キニーネ剤、ニトロ化合物、ハロゲン化アシル、
ヒドラゾン、メルカプト化合物、ピリリウム化合物、イミダゾール、クロロトリアジン、
ベンゾイン、ベンゾインアルキルエーテル、ジケトン、フェノン、並びに、過酸化ジラウ
ロイル、及びＮＯＦ社からＰＥＲＨＥＸＡ　ＴＭＨとして入手可能な１，１－ジ（ｔ－ヘ
キシルペルオキシ）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサンのような有機過酸化物が挙
げられる。熱重合開始剤は、しばしば、接着剤封入組成物の全重量に基づき、約０．０１
重量％～約１０重量％又は約０．０１重量％～約５重量％の濃度で用いられる。熱重合開
始剤の混合物を用いてもよい。
【００３２】
　光重合開始剤の例には、アセトフェノン、ベンゾイン、ベンゾフェノン、ベンゾイル化
合物、アントラキノン、チオキサントン、フェニルオキシド及びジフェニルホスフィンオ
キシドのようなホスフィンオキシド、ケトン、並びにアクリジンが挙げられる。光重合開
始剤の例には、ＤＡＲＯＣＵＲ（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）
、ＩＲＧＡＣＵＲＥ（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）、及びＬＵ
ＣＩＲＩＮ　ＴＰＯとして入手可能なエチル２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニ
ルホスフィネートのようなＬＵＣＩＲＩＮ（ＢＡＳＦ）という商品名で入手可能なものも
挙げられる。光重合開始剤は、ＵＶＩ（Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ　Ｃｏｒｐ．）、Ｓ
Ｐ（Ａｄｅｋａ　Ｃｏｒｐ．）、ＳＩ（Ｓａｎｓｈｉｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）、
ＫＩ（Ｄｅｇｕｓｓａ　ＡＧ）、ＰＨＯＴＯＩＮＩＴＩＡＴＯＲ（Ｒｏｄｉａ　Ｉｎｃ．
）、ＣＩ（日本曹達株式会社）、及びＥＳＡＣＵＲＥ（Ｌａｍｂｅｒｄｉ　ＳｐＡ　Ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｔａｌｉｅｓ）という名称で入手可能なカチオン性光重合開始
剤を更に含んでもよい。光重合開始剤は、しばしば、接着剤封入組成物の全重量に基づき
約０．０１重量％～約１０重量％又は約０．０１重量％～約５重量％の濃度で用いられる
。光重合開始剤の混合物が用いられることもある。
【００３３】
　熱重合開始剤が用いられる場合、有機エレクトロルミネセントデバイスは、向かい合う
一対の電極を提供する工程と、少なくとも１つの有機発光層を有し、それら向かい合う一
対の電極の間に配置された発光ユニットを提供する工程と、発光ユニットに接して、発光
ユニットの上方に、又は発光ユニットの周りに配置された、本明細書に開示される接着剤
封入組成物のいずれか及び熱重合開始剤を含む接着剤封入組成物を提供する工程と、その
接着剤封入組成物を加熱して、重合された接着剤封入組成物を形成する工程と、によって
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作られ得る。いくつかの実施形態において、接着剤封入組成物を加熱する工程は、その組
成物を約１１０℃未満の温度まで加熱する工程を含む。
【００３４】
　光重合開始剤が用いられる場合、有機エレクトロルミネセントデバイスは、向かい合う
一対の電極を提供する工程と、少なくとも１つの有機発光層を有し、それら向かい合う一
対の電極の間に配置された発光ユニットを提供する工程と、発光ユニットに接して、発光
ユニットの上方に、又は発光ユニットの周りに配置された、本明細書に開示される接着剤
封入組成物のいずれか及び紫外線開始剤を含む接着剤封入組成物を提供する工程と、その
接着剤封入組成物に紫外線を当てて、重合された接着剤封入組成物を形成する工程と、に
よって作られ得る。
【００３５】
　１つの実施形態において、オニウム塩は、金属イオン混入のレベルが低いので、オニウ
ム塩を用いることができる。オニウム塩には、ヨードニウム、スルホニウム及びホスホニ
ウムの錯体塩が包含されるが、それらに限定されない。一般に有用なオニウム塩は、一般
式Ｙ＋Ｘ－のものであってもよい。Ｙは、アリールジアルキルスルホニウム、アルキルジ
アリールスルホニウム、トリアリールスルホニウム、ジアリールヨードニウム及びテトラ
アリールホスホニウムカチオンであって、各々のアルキル基及びアリール基は置換されて
いても良い。ＸはＰＦ６

－、ＳｂＦ６
－、ＣＦ３ＳＯ３

－、（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ－、（
ＣＦ３ＳＯ２）３Ｃ－、（Ｃ６Ｆ５）４Ｂ－アニオンを含んでもよい。
【００３６】
　上記構成要素に加えて、接着剤封入組成物は任意の添加剤を含有してもよい。例えば、
接着剤封入組成物は柔軟剤を含有することができる。柔軟剤は、例えば、加工性を向上さ
せるために組成物の粘度を調節する（例えば、組成物を押出成形に適するようにする）た
め、組成物のガラス転移温度の低下により低温での初期接着剤を高めるため、又は凝集性
と接着剤との間の受容可能なバランスを提供するために有用であり得る。１つの実施形態
において、柔軟剤は、低揮発性を有し、透明であり、着色及び／又は臭気がないように選
択する。
【００３７】
　利用され得る柔軟剤の例には、石油系炭化水素（例えば、芳香族タイプ、パラフィンタ
イプ及びナフテンタイプ）、液状ゴム又はそれらの誘導体（例えば、液状ポリイソブチレ
ン樹脂、液状ポリブテン及び水素化液状ポリイソプレン）、ペトロラタム、並びに石油系
アスファルトが挙げられるが、それらに限定されない。柔軟剤が利用される実施形態にお
いて、１つの柔軟剤又は複数の柔軟剤の組み合わせを使用することができる。
【００３８】
　柔軟剤の具体例には、ＮＡＰＶＩＳ（ＢＰ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）、ＣＡＬＳＯＬ　５
１２０（ナフテン系ス油、Ｃａｌｕｍｅｔ　Ｌｕｂｒｉｃａｎｔｓ　Ｃｏ．）、ＫＡＹＤ
ＯＬ（パラフィン系白色鉱油、Ｗｉｔｃｏ　Ｃｏ．）、ＴＥＴＲＡＸ（新日本石油株式会
社）、ＰＡＲＡＰＯＬ　１３００（Ｅｘｘｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）、及びＩＮ
ＤＯＰＯＬ　Ｈ－３００（ＢＰＯ　Ａｍｏｃｏ　Ｃｏ．）という商品名で市販されている
ものが挙げられるが、それらに限定されない。柔軟剤の他の具体例には、他のポリイソブ
チレン樹脂ホモポリマー、ポリブチレン（例えば、出光興産株式会社から市販されている
材料）、ポリブテン（例えば、日本油脂株式会社から市販されている材料）、及び他の液
状ポリブテンポリマーが包含される。柔軟剤の更に他の具体例には、ＥＳＣＯＲＥＺ　２
５２０（液状芳香族石油炭化水素樹脂、Ｅｘｘｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）、ＲＥ
ＧＡＬＲＥＺ　１０１８（液状水素化芳香族炭化水素樹脂、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ　Ｉｎｃ．
）、及びＳＹＬＶＡＴＡＣ　５Ｎ（変性ロジンエステルの液状樹脂、Ａｒｉｚｏｎａ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）という商品名で市販されているものが包含される。
【００３９】
　１つの実施形態において、柔軟剤は飽和炭化水素化合物である。別の実施形態において
、柔軟剤は、液状ポリイソブチレン樹脂又は液状ポリブテンである。ポリイソブチレン樹
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脂と、末端に炭素－炭素二重結合を有するポリブテンと、変性ポリイソブチレン樹脂と、
を利用することができる。変性ポリイソブチレン樹脂は、水素化、マレイン化、エポキシ
化、アミノ化、又は類似の方法によって変性された二重結合を有する。
【００４０】
　有機エレクトロルミネセントデバイスは接着剤封入組成物で直接封入されるので、比較
的高い粘度を有する柔軟剤を利用して、柔軟剤が接着剤封入組成物から分離されるのを防
止することができ、かつ、電極と発光ユニットとの間の界面の中に浸透するのを防止する
ことができる。例えば、１００℃で５００～５，０００，０００ｍｍ２／秒の動粘度を有
する柔軟剤を用いることができる。別の実施形態では、１０，０００～１，０００，００
０ｍｍ２／秒の動粘度を有する柔軟剤を用いることができる。柔軟剤は、様々な分子量を
有することができるが、有機エレクトロルミネセントデバイスが接着剤封入組成物で直接
封入されるので、柔軟剤は、約１，０００～５００，０００ｇ／モルの重量平均分子量を
有することができる。更に別の実施形態では、柔軟剤が、接着剤封入組成物から分離する
のを防止するために、かつ、有機発光ユニットの層のような有機材料を溶解するのを防止
するために、その重量平均分子量は、約３，０００～１００，０００ｇ／モルであり得る
。
【００４１】
　用いられる柔軟剤の量は、一般に限定されないが、接着剤封入組成物の所望の接着力、
耐熱性及び剛性を考慮して、柔軟剤は、典型的には、全接着剤封入組成物に基づき約５０
重量％以下の量で用いられることがある。他の実施形態において、接着剤封入組成物は、
約５重量％～約４０重量％の柔軟剤を含有する。用いられる柔軟剤の量が５０重量％を超
える場合、過度の可塑化が生じる可能性があり、そのことは、耐熱性及び剛性に影響を与
える可能性がある。
【００４２】
　接着剤封入組成物には、充填剤、カップリング剤、紫外線吸収剤、紫外線安定剤、酸化
防止剤、安定剤、又はそれらのある組み合わせを添加することもできる。添加剤の量は、
典型的には、それが多官能性（メタ）アクリレートモノマーの硬化速度に悪影響を及ぼさ
ないように、又は、それが接着剤封入組成物の接着物性に悪影響を及ぼさないように選ば
れる。
【００４３】
　利用され得る充填剤の例には、カルシウム又はマグネシウムの炭酸塩（例えば、炭酸カ
ルシウム、炭酸マグネシウム及びドロマイト）、ケイ酸塩（例えば、カオリン、か焼クレ
ー、ピロフィライト、ベントナイト、セリサイト、ゼオライト、滑石、アタパルガイト及
び珪灰石）、ケイ酸（例えば、珪藻土及びシリカ）、水酸化アルミニウム、パーライト（
palaite）、硫酸バリウム（例えば、沈降硫酸バリウム）、硫酸カルシウム（例えば、セ
ッコウ）、亜硫酸カルシウム、カーボンブラック、酸化亜鉛、二酸化チタン、デシカント
（dessicant）（例えば、酸化カルシウム及び酸化バリウム）、並びにそれらの混合物が
挙げられるが、それらに限定されない。
【００４４】
　充填剤は、様々な粒径を有することができる。例えば、可視範囲の高透過率を有する接
着剤封入組成物を提供することが所望される場合、充填剤の平均一次粒径は、１～１００
ｎｍの範囲であることがある。別の実施形態において、充填剤は、５～５０ｎｍの範囲の
平均一次粒径を有することがある。更に、板状又は鱗片状の充填剤を用いて低透湿性を改
善する場合、それらの平均一次粒径は、０．１～５μｍの範囲であり得る。更に、接着剤
封入組成物における充填剤の分散性を考慮すれば、疎水性表面処理された親水性充填剤を
用いることができる。任意の従来の親水性充填剤を疎水処理によって変性することが可能
である。例えば、親水性充填剤の表面は、ｎ－オクチルトリアルコキシシランのような疎
水基を含有するアルキル、アリール若しくはアラルキルシランカップリング剤、ジメチル
ジクロロシラン及びヘキサメチルジシラザンのようなシリル化剤、ヒドロキシル基末端を
有するポリジメチルシロキサン、ステアリルアルコールのような高級アルコール、又はス
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テアリン酸のような高級脂肪酸で処理され得る。
【００４５】
　シリカ充填剤の例には次が挙げられるがこれらに限定されない：ジメチルジクロロシラ
ンで処理された製品、例えば、商品表記ＡＥＲＯＳＩＬ－Ｒ９７２、Ｒ９７４又はＲ９７
６（日本アエロジル株式会社）で市販；ヘキサメチルジシラザンで処理された製品、例え
ば、商品表記ＡＥＲＯＳＩＬ－ＲＸ５０、ＮＡＸ５０、ＮＸ９０、ＲＸ２００又はＲＸ３
００（日本アエロジル株式会社）で市販；オクチルシランで処理された製品、例えば、商
品表記ＡＥＲＯＳＩＬ－Ｒ８０５（日本アエロジル株式会社）で市販；ジメチルシリコー
ン油で処理された製品、例えば、商品表記ＡＥＲＯＳＩＬ－ＲＹ５０、ＮＹ５０、ＲＹ２
００Ｓ、Ｒ２０２、ＲＹ２００又はＲＹ３００（日本アエロジル株式会社）で市販；及び
商品表記ＣＡＢ　ＡＳＩＬ　ＴＳ－７２０（Ｃａｂｏｔ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）で市販。
【００４６】
　充填剤は単独で又は組み合わせて使用してもよい。充填剤を含む実施形態において、添
加される充填剤の量は、一般に、接着剤封入組成物の全量に基づき０．０１～２０重量％
である。
【００４７】
　粒子の表面変性剤としては用いられないカップリング剤を添加して、本封入組成物の接
着剤を改善することができる。カップリング剤は、典型的には、有機成分と反応するか若
しくは相互作用する部分と、無機成分と反応するか若しくは相互作用する部分とを有する
。カップリング剤は、接着剤封入組成物に添加されるとき、基板上に配置されたポリマー
及びあらゆる導電性金属（例えば、ＩＴＯ）のような無機表面と反応するか若しくは相互
作用することができる。このことによって、ポリマーと基板との間の接着剤を改善するこ
とができる。有用なカップリング剤の例には、メタクリルオキシプロピルメチルジメトキ
シシラン（信越化学株式会社からのＫＢＭ５０２）、３－メルカプトプロピルメチルジメ
トキシシラン（信越化学株式会社からのＫＢＭ８０２）、及びグリシジルプロピルトリメ
トキシシラン（信越化学株式会社からのＫＢＭ４０３）が挙げられる。
【００４８】
　紫外線吸収剤の例には、ベンゾトリアゾール系化合物、オキサゾール酸アミド系化合物
（oxazolic acid amide-based compounds）及びベンゾフェノン系化合物が挙げられるが
、それらに限定されない。紫外線吸収剤は、用いられる場合、接着剤封入組成物の全量に
基づき約０．０１～３重量％の量で用いられ得る。
【００４９】
　使用可能な酸化防止剤の例には、ヒンダードフェノール系化合物及びリン酸エステル系
化合物が挙げられるがこれらに限定されない。そのような化合物は、用いられる場合、接
着剤封入組成物の全量に基づき約０．０１～２重量％の量で用いられ得る。
【００５０】
　用いることのできる安定剤の例には、フェノール系安定剤、ヒンダードアミン系安定剤
、イミダゾール系安定剤、ジチオカルバメート系安定剤、リン系安定剤、硫黄エステル系
安定剤、及びフェノチアジンが挙げられるが、それらに限定されない。そのような化合物
は、利用される場合、接着剤封入組成物の全量に基づき約０．００１～３重量％の量で用
いられることがある。
【００５１】
　接着剤封入組成物は当業者に既知の様々な方法により調製することができる。例えば、
接着剤封入組成物は上記化合物を完全に混合することにより調製できる。組成物を混合す
るためにニーダー又は押出成形機などの任意の混合器を使用することができる。結果とし
て得られる組成物は、接着剤封入組成物として用いることができるか、又は、他の成分と
組み合わされて接着剤封入組成物を形成することができる。
【００５２】
　接着剤封入組成物は多様な形状で使用可能である。例えば、接着剤封入組成物は、スク
リーン印刷法又は類似の方法を用いることによって、デバイス又はその構成要素のいずれ
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か、等に直接施用されることがある。接着剤封入組成物は、適切な基板に被覆されて、接
着剤封入膜を形成することもできる。図１Ａは、基板１１０と接着剤封入層１２０とを含
む典型的な接着剤封入膜１００Ａの断面構造を示す。基板は、成形のために一時的に用い
られることがあるか、又は基板は接着剤封入組成物を使用するまで一体化されてもよい。
いずれの場合も、基板の表面を、例えばシリコーン樹脂で放出処理することが可能である
。接着剤封入組成物の被覆は、当業者に知られている方法、例えば、しごき塗、スピンコ
ーティング、ドクターブレードコーティング、カレンダリング、押出し加工（extrusion
）、等を用いて実施され得る。
【００５３】
　接着剤封入膜に用いられる支持体は、例えば、一枚の紙、プラスチック及び／若しくは
金属ホイルを含むバッキングを有することができる。バッキングは、上述の基板の表面に
類似する剥離ライナーであって、それが離型剤（例えば、シリコーン樹脂）で処理される
ような剥離ライナーであってもよい。
【００５４】
　接着剤封入層は、様々な厚さ、例えば、約５～２００μｍ、約１０～１００μｍ、又は
約２５～１００μｍの厚さを有することができる。接着剤膜は、当該膜を裏材から分離す
ることにより封入剤として使用してもよい。１つの実施形態において、接着剤封入層の外
面は、剥離ライナーのような手段で保護することができる。
【００５５】
　図１Ａに示される構造物以外の接着剤封入膜は、様々な形態で提供され得る。例えば、
接着剤封入組成物が電子デバイスのための封入剤として用いられる場合、接着剤封入膜は
、それを電子デバイスの構成要素と組み合わせることによって用いられることがある。
【００５６】
　例えば、接着剤封入膜は、図１Ｂに示されるような基板１１０に向かい合う接着剤封入
層１２０の上に配置されるガスバリア膜１３０を更に有することができる。ガスバリア膜
１３０は、水、蒸気、又はそれら両方に対するバリア特性を有する膜である。いずれかの
好適な材料及び構造は、ガスバリア膜１３０のために用いられることがある。ガスバリア
層は、ＳｉＯ、ＳｉＮ、ＤＬＦ（ダイヤモンド様膜）又はＤＬＧ（ダイヤモンド様ガラス
）のような無機材料を更に含んでもよい。ガスバリア層は、ポリエステル、ポリエーテル
スルホン、ポリイミド、フルオロカーボンからなる群から選択されるポリマー膜と、互い
違いのポリマー層及び無機層を有する多層膜とを更に含んでもよい。互い違いのポリマー
層及び無機層を含む多層膜は、一般に、可撓性の可視光透過性基板の上に配置される。こ
れらの多層膜は、米国特許第７，０１８，７１３（Ｂ２）号（Ｐａｄｉｙａｔｈ　ｅｔ　
ａｌ．）に記載されている。
【００５７】
　また、接着剤封入膜は、図１Ｃ及び１Ｄに示されるように、捕捉剤１４０を更に含み得
る。図１Ｃにおいて、基板は、捕捉剤と向かい合う接着剤層の一部として配置されている
か、又はガスバリア膜１３０と、接着剤封入組成物１２０との間に配置されている。図１
Ｄにおいて、捕捉剤は、接着剤封入組成物の一部と基板１１０に隣接する層との間に配置
されている。捕捉剤は、吸水剤又は乾燥剤として機能する材料を含んでもよい。任意の好
適な材料及び構造を捕捉層として用いることができる。捕捉層は、金属又は金属酸化物（
例えば、Ｃａ、Ｂａ、ＣａＯ若しくはＢａＯ）のような無機材料を含んでもよい。いくつ
かの実施形態において、その形状は、一般に、膜様又はシート様形態である。また、図１
Ｄに示されるように、各層の領域及び形状は、接着剤封入層の少なくとも一部が基板に直
接接着するような具合に、調整され得る。
【００５８】
　接着剤封入膜は、ガスバリア膜と捕捉剤との両方を含むことができる。このようにして
、電子デバイスの封入を改善することができ、同時に、封入プロセスを単純化することが
できる。
【００５９】
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　接着剤封入膜は、スクリーン印刷法、スピンコーティング法、ドクターブレード法、カ
レンダー法、回転ダイ、Ｔダイ、等を用いる押出し形成法を包含するが、それらに限定さ
れない様々な方法によって作製され得る。
【００６０】
　いくつかの方法において、バッキング１１０の上に接着剤封入膜を形成する工程と、離
型膜として働かす工程と、次いで、その接着剤膜をエレクトロルミネセントデバイスの要
素に移す工程とを含む積層方法が用いられる。これらの方法は、ガスバリア膜と捕捉剤と
を形成するためにも用いられ得る。
【００６１】
　本明細書には、有機エレクトロルミネセントデバイスも開示される。有機エレクトロル
ミネセントデバイスは、一対の向かい合う電極と、少なくとも１つの有機発光層を有し、
それら一対の向かい合う電極の間に配置された発光ユニットと、その発光ユニットに接し
て、その発光ユニットの上方に、又はその発光ユニットの周りに配置された、本明細書に
記述される接着剤封入組成物のいずれか１つを含む接着剤封入組成物と、を含むことがで
きる。
【００６２】
　有機エレクトロルミネセントデバイスにおいて、電極及び発光ユニットは、積層本体と
称されることがある。積層本体は、様々な構造を有することができる。例えば、積層本体
は、１つの発光ユニット又は２つ以上の発光ユニットの組み合わせを有することができる
。積層体の構造を以下に説明する。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、積層本体は、デバイス基板の上に保持される。図２は、
基板２０１の上に配置された積層本体２０５を含む典型的な有機エレクトロルミネセント
デバイス２００を示す。積層本体は、接着剤封入層２０６と任意的要素２０７及び２０８
とで封入されている。積層本体２０５は、アノード２０２、発光ユニット２０３及びカソ
ード２０４を有する。
【００６４】
　デバイス基板は、剛性若しくは硬質で（容易には曲げられない）あってもよく、又はそ
れは可撓性であってもよい。硬質基板はイットリア安定化ジルコニア（ＹＳＺ）、ガラス
及び金属などの無機材料を含んでもよく、又は、硬質基板はポリエステル、ポリイミド及
びポリカーボネートのような樹脂材料を含んでもよい。可撓性基板は、樹脂材料、例えば
、フッ素含有ポリマー（例えば、三フッ化ポリエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレ
ン（ＰＣＴＦＥ）、フッ化ビニリデン（ＶＤＦ）とクロロトリフルオロエチレン（ＣＴＦ
Ｅ）とのコポリマー）、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、
ポリエチレンナフタレート、脂環式ポリオレフィン、又はエチレン－ビニルアルコールコ
ポリマーを含んでもよい。
【００６５】
　デバイス基板の形状、構造、大きさ、等は、限定されない。デバイス基板は、しばしば
板形状を有する。デバイス基板は、透明、無色、半透明又は不透明であってもよい。基板
は、ＳｉＯ、ＳｉＮ、ＤＬＦ（ダイヤモンド様膜）、又はＤＬＧ（ダイヤモンド様ガラス
）のような無機材料を含有するガスバリア層で被覆することができる。ガスバリア層の膜
は、互い違いのポリマーと、それの上に配置される無機層とを有する、可撓性の可視光透
過性基板を更に有することができる。これらの膜は、米国特許第７，０１８，７１３（Ｂ
２）号（Ｐａｄｉｙａｔｈ　ｅｔ　ａｌ．）に記述されている。ガスバリア層は、真空蒸
着、物理蒸着及びプラズマＣＶＤ（化学蒸着）のような方法を用いて形成することができ
る。
【００６６】
　任意的要素２０７は、彩色フィルター層を含んでもよい。任意的要素２０８は、可撓性
材料又は硬質材料を含んでもよい。例えば、任意的要素２０８は、硬質材料（典型的には
、ガラス又は金属）を有する封止キャップ（封止プレート等と称されることもある）を有
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してもよい。任意的要素２０７はまた、ガスバリア層を更に含んでもよい。
【００６７】
　積層本体２０５は、一対の向かい合う電極２０２及び２０４（すなわち、アノード及び
カソード）と、それら電極の間に配置される発光ユニット２０３とを有する。発光ユニッ
トは、有機発光層を含む様々な層構造を有することがあり、このことは以下に記述される
。
【００６８】
　アノードは、一般に、有機発光層にホール（hole）を供給する働きをする。既知のアノ
ード材料であればいかなるものも使用することができる。アノード材料は、一般に、４．
０ｅＶ以上の仕事関数を有し、アノード材料の好適な例には、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化
インジウム及び酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）のような半導体金属酸化物、金、銀、クロ
ム及びニッケルのような金属、並びにポリアニリン及びポリチオフェンのような有機導電
性材料が挙げられるが、これらに限定されない。アノードは、通常、例えば、真空蒸着、
スパッタリング、イオンめっき、ＣＶＤ又はプラズマＣＶＤによって形成される膜を含む
。いくつかの用途において、アノードは、エッチング等によってパターン化にさらされる
ことがある。アノードの厚さは、広範囲にわたって変化することがあるが、一般に、約１
０ｎｍ～５０μｍであり得る。
【００６９】
　アノードと関連して用いられるカソードは、一般に、電子を有機発光層中に注入する働
きをする。既知のカソード材料であればいかなるものも使用することができる。カソード
材料は、一般に、４．５ｅＶ以下の仕事関数を有する。カソード材料の好適な例には、Ｌ
ｉ、Ｎａ、Ｋ及びＣｓのようなアルカリ金属、ＬｉＦ／Ａｌのような複合材料、Ｍｇ及び
Ｃａのようなアルカリ土類金属、金、銀、インジウム及びイッテルビウムのような希土類
金属、並びにＭｇＡｇのような合金が包含されるが、それらに限定されない。カソードは
、通常、例えば、真空蒸着、スパッタリング、イオンめっき、ＣＶＤ又はプラズマＣＶＤ
によって形成された膜を含む。いくつかの用途において、カソードはエッチング等でパタ
ーン化にさらされることがある。カソードの厚さは、広範囲にわたって変化することがあ
るが、一般に、約１０ｎｍ～５０μｍである場合がある。
【００７０】
　アノードとカソードとの間に配置される発光ユニットは、様々な層構造を有してもよい
。例えば、発光ユニットは、有機発光層のみを含む単層構造を有することがあるか、又は
、有機発光層／電子輸送層、ホール輸送層／有機発光層、ホール輸送層／有機発光層、ホ
ール輸送層／有機発光層／電子輸送層、有機発光層／電子輸送層／電子注入層、及び電子
注入層／ホール輸送層／有機発光層／電子輸送層／電子注入層のような多層構造を有して
もよい。これらの層の各々は、以下に記述される。
【００７１】
　有機発光層は、少なくとも１つの発光材料を含むことができ、また、所望により、ホー
ル輸送材料、電子輸送材料、等を含有してもよい。発光材料は、特に限定されず、有機エ
レクトロルミネセントデバイスの製造に通常用いられる発光材料であればいかなる材料を
利用してもよい。発光材料には、金属錯体、低分子量の蛍光着色材料、蛍光ポリマー化合
物、又は燐光材料を挙げることができる。金属錯体の好適な例には、トリス（８－キノリ
ノレート）アルミニウム錯体（Ａｌｑ３）、ビス（８－キノリノレート）ベリリウム錯体
（ＢｅＢｑ２）、ビス（８－キノリノレート）亜鉛錯体（Ｚｎｑ２）、及びフェナントロ
リン系ユーロピウム錯体（Ｅｕ（ＴＴＡ）３（フェン）が挙げられるが、これらに限定さ
れない。低分子量蛍光性着色材料の好適な例には、ペリレン、キナクリドン、クマリン及
び２－チオフェンカルボン酸（ＤＣＪＴＢ）が挙げられるが、これらに限定されない。蛍
光ポリマー化合物の好適な例には、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）（ＰＰＶ）、９－ク
ロロメチルアントラセン（ＭＥＨ－ＰＰＶ）及びポリフルオレン（ＰＦ）が挙げられるが
、それらに限定されない。燐光材料の好適な例には、白金オクタエチルポルフィリン及び
シクロメタル化イリジウム化合物が挙げられる。
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【００７２】
　有機発光層は、いずれかの好適な方法を用いて、上述の発光材料のような発光材料から
形成されることがある。例えば、有機発光層は、真空蒸着又は物理蒸着のような膜形成法
を用いて形成することができる。有機発光層の厚さは、特に限定されないが、一般に、約
５ｎｍ～１００ｎｍである。
【００７３】
　有機発光ユニットはホール輸送材料を含んでもよい。ホール輸送材料は、一般に、アノ
ードからホールを噴射し、ホールを輸送し、又はカソードから噴射される電子をブロック
する働きをする。ホール輸送材料の好適な例には、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ジ
（ｍ－トリル）ベンジジン（ＴＰＤ）、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（ｍ－トリル）
－１，３－フェニレンジアミン（ＰＤＡ）、１，１－ビス［４－［Ｎ，Ｎ－ジ（ｐ－トリ
ル）アミノ］フェニル］シクロヘキサン（ＴＰＡＣ）、及び４，４’，４”－トリス［Ｎ
，Ｎ’，Ｎ”－トリフェニル－Ｎ，Ｎ’，Ｎ”－トリ（ｍ－トリル）アミノ］－フェニレ
ン（ｍ－ＭＴＤＡＴＡ）が挙げられるが、それらに限定されない。ホール輸送層及びホー
ル注入層は、真空蒸着及び物理蒸着のような膜形成法を用いることによって形成され得る
。これらの層の厚さは、特に限定されないが、一般に、約５ｎｍ～１００ｎｍであり得る
。
【００７４】
　有機発光ユニットは、電子輸送材料を含むことができる。電子輸送材料は、電子を輸送
するか、又はアノードから送られるホールをブロックする働きをする。電子輸送材料の好
適な例には、２－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－５－（４－ビフェニリル）－１，
３，４－オキサジアゾール（ＰＢＤ）、及び３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４
－フェニル－５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾール（ＴＡＺ）ＡｌＱが
挙げられるが、それらに限定されない。電子輸送層及び電子注入層は、それぞれ、真空蒸
着及び物理蒸着のような膜形成法を用いて形成され得る。これらの層の厚さは、特に限定
されないが、一般に、約５ｎｍ～１００ｎｍである。
【００７５】
　本明細書に開示される有機エレクトロルミネセントデバイスにおいて、上述の積層本体
は、接着剤封入組成物又は接着剤封入膜で封入され得る。いずれにしても、それらは、デ
バイス基板の上に配置される積層本体の露出面を完全に覆う層の形態で用いられ得る。
【００７６】
　有機エレクトロルミネセントデバイスにおいて、接着剤封入組成物又は接着剤封入膜は
、それ自体接着特性を有する。例えば、その膜を積層する工程は、追加的接着剤層を必要
としない。すなわち、接着剤を更に積層する工程が省略され、製造プロセスの簡易化及び
信頼性を改善することができる。更に、従来の技術と異なり、デバイスの中に封入空間は
、残っていない。なぜなら、積層本体が、接着剤封入組成物で覆われるからである。封入
空間がないと透湿が減少し、それによって、デバイス特性の劣化が防止され、コンパクト
で薄いデバイスが保持される。封入空間が望まれる場合、デバイスを取り囲む接着剤のガ
スケットを用いられ得る。
【００７７】
　更に、接着剤封入組成物又は封入膜は、スペクトルの可視領域（３８０～８００ｎｍ）
で透明であり得る。封入膜は、典型的には、８０％以上又は９０％以上の平均透過率を有
するので、封入膜は、有機エレクトロルミネセントデバイスの発光効率を実質的に低下さ
せない。このことは、前面発光型ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）にとってとりわけ有用
であることがある。
【００７８】
　積層本体の外側に、不動態膜を配置して、積層本体の上部及び底部を保護することがで
きる。不動態膜は、例えば、真空蒸着及びスパッタリングのような膜形成法を用いること
によって、ＳｉＯ、ＳｉＮ、ＤＬＧ又はＤＬＦのような無機材料で形成することができる
。不動態膜の厚さは、特に限定されないが、一般に、約５ｎｍ～１００ｎｍである。



(16) JP 2011-526052 A 2011.9.29

10

20

30

40

50

【００７９】
　積層本体の外側には、水分及び／又は酸素を吸収することのできる材料又はその層を更
に配置することができる。かかる層は、所望の効果が提供される限り、いかなる位置に配
置されてもよい。かかる材料又は層は、場合によって、乾燥剤、水分吸収剤、乾燥層等と
呼ばれるが、本明細書では「捕捉剤」又は「捕捉層」と呼ぶ。捕捉剤の例には、金属酸化
物（例えば、酸化カルシウム、酸化マグネシウム及び酸化バリウム）、硫酸塩（例えば、
硫酸マグネシウム、硫酸ナトリウム及び硫酸ニッケル）、有機金属化合物（例えば、アル
ミニウムオキサイドオクチレート）、並びに米国特許第２００６／００６３０１５号（Ｍ
ｃＣｏｒｍｉｃｋ　ｅｔ　ａｌ．）からのＢ２Ｏ３が挙げられるが、それらに限定されな
い。日本特許出願第２００５－０５７５２３号に記述されているポリシロキサンもまた、
用いることができる。捕捉層は、捕捉剤の種類に基づき、当業者に知られているいずれか
の方法によって形成することができる。例えば、捕捉層は、その中に、感圧性接着剤、ス
ピンコーティング、捕捉剤溶液、又は真空気相堆積又はスパッタリングのような膜形成法
によって、捕捉剤を分散した膜を取り付けることにより形成され得る。捕捉層の厚さは、
限定されないが、一般に、約５ｎｍ～５００μｍであり得る。
【００８０】
　有機エレクトロルミネセントデバイスは、上述の構成要素に加えて、当業者に知られて
いる様々な構成要素を追加的に含むことができる。
【００８１】
　フルカラーデバイスが望まれる場合、白色発光部分を用いる有機エレクトロルミネセン
トデバイスは、カラーフィルターと組み合わせて用いられることがある。かかる組み合わ
せは、３色発光法では必要でない。また、カラー変換方法（ＣＣＭ）を用いる有機エレク
トロルミネセントデバイスの場合、色純度を補正するためのカラーフィルターが、組み合
わせて用いられることがある。
【００８２】
　代替方法によると、有機エレクトロルミネセントデバイスは、最外層として保護膜を有
することができる。この保護膜は、水蒸気バリア特性又は酸素バリア特性を有する保護膜
を含むことができ、時々、「ガスバリア膜」又は「ガスバリア膜層」と称される。ガスバ
リア膜層は、水蒸気バリア特性を有する様々な材料で形成されることがある。好適な材料
には、フッ素含有ポリマー（例えば、ポリエチレンナフタレート、三フッ化ポリエチレン
、ポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ））、ポリイミド、ポリカーボネート、
ポリエチレンテレフタレート、脂環式ポリオレフィン、及びエチレン－ビニルアルコール
コポリマーを含むポリマー層が挙げられるが、それらに限定されない。そのようなポリマ
ー層の積層本体、又は膜形成方法（例えば、スパッタリング）を用いることによって、そ
のようなポリマー層を無機薄膜（例えば、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸化アルミニウム、
ＤＬＧ若しくはＤＬＦ）で被覆することによって得られる層を用いることができる。ガス
バリア層膜は、可撓性可視光透過性基板であって、それの上に配置される互い違いのポリ
マーと無機層とを有する基板を更に有することができる。これらの膜は、米国特許第７，
０１８，７１３（Ｂ２）号（Ｐａｄｉｙａｔｈ　ｅｔ．ａｌ）に記述されている。ガスバ
リア膜層の厚さは、広範囲にわたって変化し得るが、一般に、約１０ｎｍ～５００μｍで
ある場合がある。
【００８３】
　本明細書に開示される有機エレクトロルミネセントデバイスは、様々な分野において、
照明又は表示手段として利用することができる。用途の例には、蛍光ランプの代わりに使
用される照明デバイス；コンピュータ装置、テレビ受信機、ＤＶＤ（デジタルビデオディ
スク）、オーディオ機器、測定機械設備、携帯電話、ＰＤＡ（携帯情報端末）、パネル等
の表示装置；バックライト；及びプリンタ等の光源アレーが挙げられる。
【００８４】
　接着剤封入組成物は、基板上に配置された金属成分と金属酸化物成分とを封入するため
にも用いられ得る。例えば、接着剤封入組成物は、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）のよう
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な実質的に透明な導電性金属が、ガラスのような基板の上に、又はセルローストリアセテ
ートのようなポリマー膜の上に堆積されているタッチスクリーンを得るために用いられ得
る。接着剤封入組成物は、金属及び／若しくは基板に対して腐食を引き起こす酸性成分が
少ないか又は酸性成分を含有していない可能性がある。
【００８５】
　また、本明細書に開示されるのは、光電池又は光電池アレー（相互に連結された一連の
光電池）と、光電池に接触して、光電池の上方に、又は光電池の周りに配置された、有機
エレクトロルミネセントデバイスと一緒に用いられる上述の組成物のいずれかを含む接着
剤封入組成物とを備えた光電池モジュールである。
【００８６】
　一般に、光電池は、光を電気に変換するために用いられる半導体デバイスであり、太陽
電池と称され得る。光電池は、光に暴露されると、その両端子を横切って電圧を生じ、結
果的に電子の流れを引き起こす。その電子の流れの大きさは、その電池の表面に形成され
る光起電接合（photovoltaic junction）に衝突する光の強度に比例する。典型的には、
一連の太陽電池モジュールは、相互に連結されて、単一の電気製造ユニットとして機能す
る太陽電池を形成し、ここでは、１つの装置に電力を供給するためか又は貯蔵用蓄電池を
補充するために、電池とモジュールは、好適な電圧を発生するように相互に連結される。
【００８７】
　光電池で用いられる半導体材料には、結晶性若しくは多結晶性シリコン、又は薄膜シリ
コン（例えば、非晶質シリコン、半晶質シリコン）、ガリウムヒ素、ジセレン化銅インジ
ウム、有機半導体、ＣＩＧＳ、等が挙げられる。２つのタイプの光電池、ウェーハ及び薄
膜、が存在する。ウェーハは、単結晶若しくは多結晶のインゴット又は鋳物から機械的に
切り取ることによって作製された、半導体材料の薄板である。薄膜ベースの光電池は、ス
パッタリング又は化学蒸着法、等を用いて、典型的には基板又はスーパー基板（supersub
strate）の上に堆積された、半導体材料の連続層である。
【００８８】
　ウェーハ及び薄膜の光電池は、しばしば、モジュールが１つ以上の支持体を必要とする
ような具合に、十分脆弱である。支持体は、剛体であることもあり（例えば、ガラス板の
剛体材料）、又は、それは、可撓性材料（例えば、金属膜及び／又は、ポリイミド若しく
はポリエチレンテレフタレートのような好適なポリマー材料のシート）であり得る。支持
体は、最上層又はスーパーストレート（superstrate）、すなわち、光電池と光源との間
に配置され得、それは、光源から来る光に対して透明である。代替的に、又はそのことに
加えて、支持体は、光電池の後に配置される最下層であり得る。
【００８９】
　接着剤封入組成物は、光電池に接して、光電池の上方に、又は光電池の周りに配置され
得る。接着剤封入組成物を用いて、光電池を環境から保護することができ、及び／又は、
その組成物を用いて、電池を１つ若しくは複数の支持体に接着することができる。接着剤
封入組成物は、同一組成又は異なる組成のいずれかを有し得るいくつかの封入層の１つと
して施され得る。更に、接着剤封入組成物は、電池の上に直接施され、次いで硬化されて
もよく、又は、接着剤封入膜が用いられてもよく、そのとき、接着剤封入層は、光電池及
び基板に積層され、次いで、その層は硬化される。
【００９０】
　図３Ａは、光電池３０３を封入する接着剤封入層３０２及び３０４を含む例示的な光電
池３００Ａの断面構造を示す。前面基板３０１及び裏面基板３０５も示されている。図３
Ｂは、例示的な光電池３００Ｂの断面構造を示し、ここで、光電池３０３は、化学蒸着の
ような好適な方法によって前面基板３０１の上に堆積され、その後、例えば、取外し可能
な基板と一緒に接着剤封入膜を用いて、接着剤封入層３０４が施される（すなわち、その
接着剤は、３０５に予備施用される）。図３Ｂは、別の例示的な光電池３００Ｃの断面構
造を示し、ここで、光電池３０３は、化学蒸着のような好適な方法によって、裏面基板３
０５の上に堆積され、その後、例えば、取外し可能な基板と一緒に接着剤封入膜を用いて
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、接着剤封入層３０２が施される。必要に応じて、前面基板を利用することができる。
【００９１】
　更に、本明細書に開示されるのは、半導体層と、その半導体層に接して、その半導体層
の上方に、又はその半導体層の周りに配置された、本明細書に記述される接着剤封入組成
物のいずれか１つを含む接着剤封入組成物とを含む薄膜トランジスタである。薄膜トラン
ジスタは、基板の上に半導体材料の薄膜だけでなく、絶縁層及び金属コンタクト（metall
ic contacts）をも堆積することによって作製された独特の電界効果トランジスタである
。薄膜トランジスタを用いて、発光デバイスを駆動することができる。
【００９２】
　有用な半導体材料には、光電池を得るために上述されたものだけでなく、有機半導体も
挙げられる。有機半導体は、芳香族系と、又は小分子（例えば、ルブレン、テトラセン、
ペンタセン、ペリレンジイミド、テトラシアノキノジメタン）、及びポリマー（例えば、
ポリ（３－ヘキシルチオフェン）、ポリフルオレン、ポリジアセチレン、ポリ（２，５－
チエニレンビニレン）、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）、等が挙げられるポリチオフェ
ン）を含む共役電子系とを含む。無機材料の堆積は、化学蒸着法又は物理蒸着を用いて実
施され得る。有機材料の堆積は、小分子の真空蒸着によるか、又はポリマー若しくは小分
子の溶液流延（solution-casting）によって実施することができる。
【００９３】
　薄膜トランジスタは、一般に、ゲート電極と、そのゲート電極上のゲート誘電体と、ソ
ース電極と、そのゲート誘電体に隣接するドレイン電極と、そのゲート誘電体に隣接し、
かつ、そのソース電極及びそれらドレイン電極に隣接する半導体層とを含む。例えば、Ｓ
．Ｍ．Ｓｚｅ，Ｐｈｙｓｉｃｓ　ｏｆ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ、
２ｎｄ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ、ｐａｇｅ　４９２，Ｎｅｗ　Ｙｏｒ
ｋ（１９８１）を参照されたい。これらの構成要素は、様々な構成で組み立てることがで
きる。
【００９４】
　図４Ａは、米国特許第７，２７９，７７７（Ｂ２）号（Ｂａｉ　ｅｔ　ａｌ．）に開示
される例示的な薄膜トランジスタ４００Ａの断面構造を示し、これは、基板４０１と、そ
の基板上に配置されているゲート電極４０２と、そのゲート電極上に配置されている誘電
体材料４０３と、そのゲート電極上に配置されている所望による表面修飾膜４０４と、そ
の表面修飾膜に隣接する半導体層４０５と、その半導体層に近接するソース電極４０６及
びドレイン電極４０７とを有する。
【００９５】
　図４Ｂは、米国特許第７，３５２，０３８（Ｂ２）号（Ｋｅｌｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ．）
に開示される別の典型的な薄膜トランジスタ４００Ｂの断面構造を示し、これは基板４１
３上に配置されているゲート電極４０７を含む。ゲート誘電体４０８が、そのゲート電極
上に配置されている。実質的にフッ素化されていないポリマー層４０９が、そのゲート誘
電体と有機半導体層４１０との間に挿入されている。ソース電極４１１及びドレイン電極
４１２が、半導体層の上に提供されている。
【００９６】
　本発明は、以下の実施例によって更に記述されるが、それら実施例は、本発明を決して
限定しないように意図されている。
【実施例】
【００９７】
　試験方法
　水蒸気の透過速度
　各々の試料は、実施例１のために記述されるようなシリコーン処理をしたＰＥＴ（ポリ
エチレンテレフタレート）の上に本組成物を被覆し、次いで、硬化させることによって、
作製された。各々の接着剤層の透湿性は、ＪＩＳ　Ｚ０２０８に記述されるカップ法（cu
p method）によって測定された。オーブン条件は、相対湿度９０％で、６０℃にて２４時
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【００９８】
　可視光線の透過率
　各々の試料は、実施例１のために記述されるようなシリコーン処理をしたＰＥＴの上に
本組成物を被覆し、次いで、硬化させることによって、作製された。日立製の分光光度計
Ｕ－４１００を用いて、４００ｎｍ～８００ｎｍの範囲の透過率を測定した。結果を表３
に示す。
【００９９】
　動的粘弾性
　ＡＲＥＳレオメータ（Ｒｈｅｏｍｅｔｒｉｃ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｉｎｃ．製）を
用い、－１０℃～１５０℃の範囲で、周波数１．０Ｈｚの剪断モードにて動的粘弾性を測
定した。粘着性の指数のために、２５℃のＧ’値を作った。２５℃のＧ’が０．１ＭＰａ
未満であるとき、試料は非常に粘着性であり、キスカット刃ナイフに張り付いた。流動性
の指数のために、８０℃及び１００℃での損失正接ｔａｎ（δ）の値（損失弾性率Ｇ”／
貯蔵弾性率Ｇ’）を測定した。８０℃又は１００℃でのｔａｎ（δ）の値が０．５より大
きいとき、試料は十分な流動性を有する。結果を表３に示す。
【０１００】
　材料
　市販の材料を表１に示し、購入したものをそのまま用いた。
【０１０１】
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【表１】

【０１０２】
　実施例１
　次のものをシクロヘキサンに溶解して、４５重量％溶液を提供した：３０ｇのＣＯＰ　
１、５０ｇのＨＣＲ１、２０ｇのモノマー１、０．５ｇの開始剤１、及び０．５ｇのカッ
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ｔ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．、Ａ３１　３８μｍ）の上にナイフコーターを用いて被覆された。
次いで、それは、８０℃で３０分間乾燥され、次いで、シリコーン処理されたＰＥＴ膜（
Ｔｅｉｊｉｎ－ＤｕＰｏｎｔ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．、Ａ７１　３８μｍ）に積層された。そ
の積層品は、紫外線で１分間照射され（Ｆｕｓｉｏｎ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．によって作製さ
れたＦ３００Ｓ（Ｈバルブ）、１００ｍＪ×２０回）、次いで、９０℃のオーブンを６０
分間用いて硬化させた。結果として得られた接着剤層の厚さは、１００μｍであった。
【０１０３】
　実施例２～９
　実施例２～９は、表２に示される成分を用いたことを除き、実施例１のために記述され
ているように調製した。
【０１０４】
　実施例１０～１１
　実施例１０～１１は、表２に示される成分を用いたことを除き、実施例１のために記述
されているように調製した。膜は、紫外線硬化に代えて、１００℃のオーブンで１５分間
、熱硬化した。
【０１０５】
　参考
　参考例は、ＣＯＰ１に代えてポリイソブチレン樹脂（ＯＰＰＡＮＯＬ　Ｂ１５、ＢＡＳ
Ｆ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．、Ｍｖ＝８５，０００、ＭＷｗ＝７５，０００）を用いたことを除
き、実施例１のために記述されているように調製した。
【０１０６】
　比較例４（Ｃ４）
　参考例は、ＣＯＰ１に代えてポリイソブチレン樹脂（ポリイソブチレン樹脂（ＯＰＰＡ
ＮＯＬ　Ｂ３０、ＢＡＳＦ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．、Ｍｖ＝２００，０００、ＭＷｗ＝２００
，０００）を用いたことを除き、実施例１のために記述されているように調製した。
【０１０７】
　比較例３（Ｃ３）
　参考例は、ＨＣＲ１を用いなかったことを除き、実施例１のために記述されているよう
に調製した。
【０１０８】
　比較例１～２（Ｃ１～Ｃ２）
　Ｃ１は、８０重量％のＨＣＲ１及び２０％のモノマー１を用いて、実施例１のために記
述されているように調製した。Ｃ１は、３０重量％のＨＣＲ１、２０重量％のＣＯＰ１、
及び５０％のモノマー１を用いて、実施例１のために記述されるように調製した。それら
試料は硬化されなかった。
【０１０９】
　比較例５（Ｃ５）
　次のものをメチルエチルケトンに溶解して、３０重量％溶液を提供した：３５ｇのエポ
キシ樹脂１、３５ｇのエポキシ樹脂２、３０ｇのエポキシ樹脂３、５ｇの触媒、及び１ｇ
のカップリング剤３。膜は、紫外線硬化に代えて、１００℃のオーブンで１８０分間、熱
硬化した。
【０１１０】
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【表２】

【０１１１】
　１）実施例１０～１１が１ｇの開始剤２を含有したことを除き、各々の試料は、０．５
ｇの開始剤１を更に含有した。
【０１１２】
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　２）０．５ｇのカップリング剤１を更に含有した。
【０１１３】
　３）０．５ｇのカップリング剤２を更に含有した。
【０１１４】
　４）モノマー１に代えてモノマー２を用いた。
【０１１５】
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