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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に、少なくとも有機層Ａ、有機層Ｂをこの順に積層して機能層を形成する工程を含
む、有機エレクトロニクス素子の製造方法であって、
　前記有機エレクトロニクス素子が有機エレクトロルミネッセンス素子であり、
　前記有機層Ａが発光層であり、かつリン光発光性化合物を含有し、
　前記有機層Ｂが電子輸送層であり、
　少なくとも有機層Ａを成膜した後、有機層Ａ上に、有機層Ｂを、含フッ素溶媒を用いて
塗布、形成することを特徴とする有機エレクトロニクス素子の製造方法。
【請求項２】
前記発光層が非極性溶媒を用いて塗布、形成されることを特徴とする請求項１に記載の有
機エレクトロニクス素子の製造方法。
【請求項３】
前記発光層が低分子化合物からなることを特徴とする請求項１又は２に記載の有機エレク
トロニクス素子の製造方法。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクス素子の製造方法であって、含
フッ素溶媒がフッ素含有アルコールであることを特徴とする有機エレクトロニクス素子の
製造方法。
【請求項５】
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前記含フッ素含有アルコールが、下記溶媒群から選ばれる少なくとも１種であることを特
徴とする請求項４に記載の有機エレクトロニクス素子の製造方法。
　（溶媒群）
　含フッ素溶媒Ａ：２，２，３，３－テトラフルオロ－１－プロパノール
　含フッ素溶媒Ｂ：１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－プロパノール
　含フッ素溶媒Ｃ：２，２，３，４，４，４－ヘキサフルオロ－１－ブタノール
　含フッ素溶媒Ｄ：２，２，３，３，４，４，４－ヘプタフルオロ－１－ブタノール
【請求項６】
請求項１～５のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクス素子の製造方法であって、含
フッ素溶媒が、フッ素を含まない極性溶媒と混合して用いられることを特徴とする有機エ
レクトロニクス素子の製造方法。
【請求項７】
請求項１～６のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクス素子の製造方法であって、有
機層Ｂを、含フッ素溶媒を用いて塗布する以前に、架橋された有機層を一層以上設けるこ
とを特徴とする有機エレクトロニクス素子の製造方法。
【請求項８】
請求項１～７のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクス素子の製造方法であって、含
フッ素溶媒を用いて成膜された有機層Ｂ上に、金属或いは金属化合物の層を積層すること
を特徴とする有機エレクトロニクス素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機エレクトロニクス素子機能層を塗布により形成する有機エレクトロニクス
素子の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　　近年、有機エレクトロルミネッセンス素子、有機光電変換素子、電子写真用有機感光
体、有機トランジスタ、をはじめとした、様々な有機エレクトロニクス素子の開発が検討
されている。
【０００３】
　有機エレクトロニクス素子は、有機物を用いて電気的な動作を行う素子であり、省エネ
ルギー、低価格、柔軟性といった特長を発揮できると期待され、従来のシリコンを主体と
した無機半導体に替わる技術として注目されている。
【０００４】
　これらの有機エレクトロニクス素子は、有機物の非常に薄い膜に電極を介して電流を流
すことで、発光したり、電流や電圧を制御したり、或いは光を照射することで発電したり
、帯電したりする素子である。
【０００５】
　これらのうちの一つである、エレクトロルミネッセンス素子（以下、ＥＬ素子ともいう
）については、消費電力が少なく、容積が小さい面発光素子のニーズが高まり、このよう
な面発光素子の一つとして注目されている。そして、このようなＥＬ素子は使用する材料
によって無機ＥＬ素子と有機ＥＬ素子とに大別される。
【０００６】
　ここで、無機ＥＬ素子は、一般に発光部に高電界を作用させ電子をこの高電界中で加速
して発光中心に衝突させ、これにより発光中心を励起させて発光させるようになっている
。一方、有機ＥＬ素子は電子注入電極とホール注入電極とからそれぞれ電子とホールとを
発光層内に注入し、注入された電子とホールとを発光層内で結合させて、有機材料を励起
状態にして、この有機材料が励起状態から基底状態に戻るときに発光するようになってお
り、無機ＥＬ素子に比べて、低い電圧で駆動できるという利点がある。面で発光するとい
う利点を活かして、薄型でフレキシブルな照明用途としての展開が期待されている。
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【０００７】
　特に、照明用有機ＥＬ素子においては、高効率の素子を効率よく製造することが求めら
れる。
【０００８】
　有機ＥＬ素子の効率をあげる方法としては、リン光発光性化合物を用いる方法が知られ
ている。リン光発光性化合物は従来の蛍光発光性化合物よりも、高効率で発光することが
可能である。
【０００９】
　リン光発光性化合物は、特に、積層構造にして用いることが重要である。正孔輸送層、
発光層、電子輸送層などの機能層を積層することで更に高い効率を得ることができる。
【００１０】
　また、有機光電変換素子は、前記有機エレクトロルミネッセンス素子と類似した構造を
有する有機エレクトロニクス素子であるが、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層
を有機化合物の薄膜からなる発電層とし、これを電極で挟持したような構成を有し、光を
照射すると発電する素子である。従って、薄膜の有機光電変換素子を太陽電池として利用
すると、小型化、軽量化が容易であるうえ、既存の無機半導体系の太陽電池に比べ、低照
度環境や高温環境下でも比較的安定した出力を得られる太陽電池となる。
【００１１】
　有機光電変換素子においても、有機ＥＬ素子と同様に、水分・酸素などの影響で、発電
層中にキャリアトラップを形成し、電荷分離によって発生したキャリアの集電を阻害して
しまう。結果としてこれは発電効率の低下をまねくだけでなく、素子寿命低下にも影響を
及ぼすようになる。従って、有機光電変換素子においても同様に、特許文献４で開示され
るように、水分や酸素などのガス成分に対して、バリア性能を有する封止材料を用いて性
能を確保したりすることが検討されている。
【００１２】
　一方、前記の有機エレクトロルミネッセンス素子及び有機光電変換素子等を構成する各
種の有機層を、高い生産性を可能とする製造方法として、ウェットプロセスが着目されて
いる。従来の真空蒸着法では、大型の真空装置が必要になると共に、基板等の真空操作や
、蒸着プロセスに時間がかかり、また、材料の利用効率も低かった。
【００１３】
　ウェットプロセスによる機能層の形成については、例えば、溶解性の低い材料について
、また、高分子材料などについて、含フッ素溶媒を用いて溶解塗布する方法も提案されて
いる（特許文献１、および２）。
【００１４】
　ところが、例えば、リン光発光性化合物を用いた高効率の有機ＥＬ素子をウェットプロ
セスで製造しようとした場合、機能層を積層する際に、上層の塗布時に下層を溶出させて
しまうことがあるという問題がある。
【００１５】
　このような問題に対処する方法として、下層が溶解しにくい溶媒で上層を塗布するとい
う方法が知られている。例えば、通常、発光層は極性溶媒に溶けにくいため、上層にあた
る電子輸送層を極性溶媒で塗布する方法が提案されている（例えば、特許文献３）。
【００１６】
　しかしながら、照明用途などに適した大面積の有機ＥＬ素子を作製しようとした場合、
アルコールなどの極性溶媒を用いて、発光層上に有機層（電子輸送層）を塗布すると発光
ムラが発生する場合があることが分かった。
【００１７】
　又、同様の電子輸送層を蒸着した場合に比べて、効率が大きく劣化していることも分か
った。
【特許文献１】特開２００２－２１６９５６号公報
【特許文献２】特開２００４－２６５６７２号公報
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【特許文献３】特開２００７－１１６００８号公報
【特許文献４】特開２００４－１６５５１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　従って本発明の目的は、ウェットプロセスによって各種有機エレクトロニクス素子の各
機能層を均一に形成できる製造方法を提供することにある。なかでも、均一な発光をもち
発光効率が高い有機エレクトロニクス素子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】
【００１９】
　本発明の上記課題は以下の手段により達成されるものである。
【００２０】
　１．基板上に、少なくとも有機層Ａ、有機層Ｂをこの順に積層して機能層を形成する工
程を含む、有機エレクトロニクス素子の製造方法であって、
　前記有機エレクトロニクス素子が有機エレクトロルミネッセンス素子であり、
　前記有機層Ａが発光層であり、かつリン光発光性化合物を含有し、
　前記有機層Ｂが電子輸送層であり、
　少なくとも有機層Ａを成膜した後、有機層Ａ上に、有機層Ｂを、含フッ素溶媒を用いて
塗布、形成することを特徴とする有機エレクトロニクス素子の製造方法。
【００２２】
　２．前記発光層が非極性溶媒を用いて塗布、形成されることを特徴とする前記１に記載
の有機エレクトロニクス素子の製造方法。
【００２５】
　３．前記発光層が低分子化合物からなることを特徴とする前記１又は２に記載の有機エ
レクトロニクス素子の製造方法。
【００２６】
　４．前記１～３のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクス素子の製造方法であって
、含フッ素溶媒がフッ素含有アルコールであることを特徴とする有機エレクトロニクス素
子の製造方法。
　５．前記含フッ素含有アルコールが、下記溶媒群から選ばれる少なくとも１種であるこ
とを特徴とする前記４に記載の有機エレクトロニクス素子の製造方法。
　（溶媒群）
　含フッ素溶媒Ａ：２，２，３，３－テトラフルオロ－１－プロパノール
　含フッ素溶媒Ｂ：１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－プロパノール
　含フッ素溶媒Ｃ：２，２，３，４，４，４－ヘキサフルオロ－１－ブタノール
　含フッ素溶媒Ｄ：２，２，３，３，４，４，４－ヘプタフルオロ－１－ブタノール
【００２７】
　６．前記１～５のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクス素子の製造方法であって
、含フッ素溶媒が、フッ素を含まない極性溶媒と混合して用いられることを特徴とする有
機エレクトロニクス素子の製造方法。
【００２８】
　７．前記１～６のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクス素子の製造方法であって
、有機層Ｂを、含フッ素溶媒を用いて塗布する以前に、架橋された有機層を一層以上設け
ることを特徴とする有機エレクトロニクス素子の製造方法。
【００２９】
　８．前記１～７のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクス素子の製造方法であって
、含フッ素溶媒を用いて成膜された有機層Ｂ上に、金属或いは金属化合物の層を積層する
ことを特徴とする有機エレクトロニクス素子の製造方法。
【発明の効果】
【００３４】



(5) JP 5402642 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　本発明により、ウェットプロセス（塗布法）により、各種有機エレクトロニクス素子の
機能層が均一にムラなく形成できる。なかでも、均一な発光をもち発光効率が高い有機エ
レクトロルミネッセンス素子を提供することができた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００３６】
　有機ＥＬにおいて、高い効率で、リン光発光性材料を発光させるためには、正孔輸送層
、発光層、電子輸送層などの機能層に分けて積層すると高い効率が得られることが知られ
ている。また、有機光電変換素子においても、正孔輸送層、発電層、電子輸送層などの機
能層に分けて積層すると高い効率が得られることが知られている。
【００３７】
　一方ではまた、高い材料の利用効率などから、塗布法、インクジェット法或いは印刷法
をも含めたウェットプロセスによる有機エレクトロニクス素子の製造法が着目されている
。
【００３８】
　ところが、機能層をウェットプロセスで積層しようとしたときに、下層の溶出が問題に
なる。下層が溶出すると、前記の機能層積層によるメリットが失われるだけでなく、膜厚
均一性の低減などから、有機エレクトロニクス素子が短絡したり、電界の集中などから劣
化が早くなるなどといった問題が発生する。
【００３９】
　このような問題に対処する方法として、有機エレクトロニクス素子各層の積層時におい
て、基板上に形成された所定の有機層上に、上層となる機能層を積層するとき、下層が溶
解しにくい溶媒を用いて上層を塗布するという方法が知られている。例えば、通常、有機
エレクトロルミネッセンス素子の発光層はトルエンの如き非極性溶媒に溶け易く、極性溶
媒に溶けにくいので、上層にあたる電子輸送層を例えばアルコール等の極性溶媒で塗布す
る方法が提案されている。
【００４０】
　しかしながら、大面積の有機エレクトロルミネッセンス素子を作製しようとした場合に
、アルコールのような、代表的かつ一般的な極性溶媒を用いて、発光層上に有機層を塗布
すると発光ムラが発生する場合のあることが判った。また、同様の電子輸送層を、蒸着に
より形成した場合に比較して、効率が大きく劣化していることも分かってきた。
【００４１】
　本発明者らはこれら大面積の素子を作製するときの塗布溶媒について検討を重ね、有機
層上に他の機能層を塗布するとき、具体的には、発光層上に電子輸送層を塗布するとき、
含フッ素溶媒を塗布溶媒に用いることで、大面積の塗布においても、ムラがなく、また、
効率劣化がなく発光層上に電子輸送層を塗布することができることを見出した。
【００４２】
　即ち、本発明は、基板上に、少なくとも有機層Ａ、有機層Ｂをこの順に塗布して機能層
を積層・形成するときに、前記有機エレクトロニクス素子が有機エレクトロルミネッセン
ス素子であり、前記有機層Ａが発光層であり、かつリン光発光性化合物を含有し、前記有
機層Ｂが電子輸送層であり、少なくとも有機層Ａを成膜した後、有機層Ａ上に、有機層Ｂ
を、含フッ素溶媒を用いて塗布、形成することを特徴とする。これにより、低分子化合物
（材料）から形成される発光層にもウェットプロセスにより他の機能層を積層することが
可能である。なお、低分子化合物とは、分子量で２０００以下、好ましくは１０００以下
の化合物のことをいう。
【００４３】
　含フッ素溶媒を用いるとよいことの詳細は定かではないが、以下のように考えられる。
発光層の様な機能層に含有される材料は、非極性溶媒に溶解性が高いため、例えばトルエ
ン等の非極性溶媒を用いて塗布することにより、均一で良好な発光層が成膜できる。
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【００４４】
　含フッ素溶媒はフッ素の電気陰性度により、極性の高い溶媒となるが、また、一方でフ
ッ素原子部分は他の物質と相互作用しにくい。その為、含フッ素溶媒は下層となる発光層
（有機層Ａ）の材料との相互作用がほどよく、発光層上に他の機能層（有機層Ｂ）を含フ
ッ素溶媒を用いて塗布するとき、含フッ素溶媒に下層が侵されにくいと同時に塗布性（濡
れ性）がよいものと考えられる。
【００４５】
　この為、含フッ素溶媒は、下地の有機層材料を溶出させることがなく、層界面の混合や
乱れもなく有機層をムラなく塗布できるものと推察される。
【００４６】
　また、非フッ素置換の溶媒に対して、沸点が低くなることも、成膜性に影響を与えてい
ると推察される。
【００４７】
　下層となる有機層Ａである発光層は非極性溶媒で塗布されていることが好ましい。この
理由も定かではないが、非極性溶媒に可溶な化合物であれば、極性の高い含フッ素溶媒に
は侵され難いものと推察される。
【００４８】
　また、本発明は、特に前記のように、下層（有機層Ａ）である発光層の材料が、分子量
２０００以下の低分子化合物である場合において効果が顕著である。
【００４９】
　通常は、低分子材料（化合物）の場合、塗布法による積層においては、上層の塗布時、
上層の塗布液により、層界面が低分子化合物の混合や浸透等により乱れやすくムラを生じ
やすいが、本発明によれば、低分子化合物を含有する層同士を、層間で各機能層の溶質が
互いに浸透したり、また、混合を引き起こすことなく、積層することができる。
【００５０】
　下層材料が低分子化合物である場合に効果が高いのは、低分子材料のほうが高分子材料
に比べ上層の塗布に用いる溶媒の影響を受けやすいためと推定している。
【００５１】
　本発明において、有機エレクトロニクス素子が有機エレクトロルミネッセンス素子であ
り、前記有機層Ａは発光層であり、発光層上に有機層Ｂを積層するときに、有機層Ｂを、
含フッ素溶媒を用いて塗布、形成すると、下層の溶質等の溶解がなく層界面の混合や乱れ
を生じず好ましい。
【００５２】
また、発光層及び発電層上には、電子輸送層が積層されるので、前記有機層Ｂは、電子輸
送層である。即ち、発光層上に、電子輸送層を、含フッ素溶媒を用いて積層塗布すること
を特徴とする。
【００５３】
　また本発明において、前記含フッ素溶媒としては、後述する含フッ素アルコールが好ま
しいが、基本的に上記の含フッ素溶媒の特性を損なわない範囲であれば、フッ素を含まな
い他の極性溶媒と混合して用いることができる。混合される極性溶媒の比率は質量比で２
０％以下である。極性溶媒についても後述する。
【００５４】
　また、本発明は、発光層として、前記の機能層を積層して発光効率の高い、燐光発光タ
イプの有機エレクトロルミネッセンス素子、即ち、発光層にリン光発光性化合物を含む発
光層、そして、燐光発光性化合物を含む発光層上に、電子輸送層を、含フッ素溶媒を用い
て積層塗布することを特徴とする。
【００５５】
　また、本発明においては、前記含フッ素溶媒を用い機能層を塗布する以前に、架橋され
た有機層を１層以上設けることが好ましい。
【００５６】
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　架橋された有機層については後述するが、例えば発光層は、反応性基を有するホスト材
料またはドーパント材料を含有し、架橋された発光層であってもよい。また、好ましいの
は、発光層に隣接した下層である正孔輸送層等の機能層が、反応性基を有する化合物を含
有し、架橋された有機層を構成することがとくに好ましい。
【００５７】
　製造面で、例えば、ウェットプロセスで積層する工程においては、下層が上層の塗布液
に溶解しないことが好ましいので、下層を架橋して樹脂化し、溶剤に対する溶解性を低下
させることで、上層塗布を可能とすることができる。従って、架橋した正孔輸送層を用い
ることで、発光層をウェットプロセスによって正孔輸送層上に均一に成膜でき、更に電子
輸送層（或いは正孔阻止層）等を含フッ素溶媒を用いて塗布成膜できるので、いずれの機
能層もウェットプロセスにより成膜、積層ができ、好ましい。
【００５８】
　有機層を架橋して樹脂化するには、例えば、反応性基を有する有機化合物（反応性有機
化合物）を用いることができる。反応性有機化合物を塗布した後、紫外線や熱などのエネ
ルギーを与えることで基板上で反応性有機化合物を反応させ、層を架橋させることが出来
る。
【００５９】
　架橋された有機層を用いることで、構成層（機能層）のＴｇ（ガラス転移点）調整によ
る素子劣化の抑制をすることができ、また、素子使用中の活性ラジカルを用いて分子の共
役系の切断又は生成を伴う反応を調整することで、有機ＥＬ素子の発光波長を変えたり、
特定波長の劣化を抑制すること等も可能である。
【００６０】
　本発明に用いることのできる反応性基、また、反応性基を有する有機材料については後
述する。
【００６１】
　ここで含フッ素溶媒について述べる。
【００６２】
　本発明において、含フッ素溶媒は、特に制限はないが、構造中にフッ素原子を有するも
のであればよい。
【００６３】
　例えば、フッ素含有炭化水素、フッ素含有アルコール、フッ素含有芳香族化合物、フッ
素含有エーテル、フッ素含有ケトン、フッ素含有エステル、フッ素含有アミド、フッ素含
有カルボン酸などが挙げられる。
【００６４】
　本発明においては、これらの中でも、発光効率や低電圧で駆動できる素子が得られるな
どの観点で、フッ素含有アルコールを用いることが好ましい。
【００６５】
　好ましいフッ素含有アルコールの１つとして、下記一般式（１）また、一般式（２）、
（３）で表される化合物を挙げることができる。
【００６６】
　　一般式（１）
　　　Ａ－ＣＨ２ＯＨ
　一般式（１）において、ＡはＣＦ３又はＣＨＦ２（ＣＦ２）ｎを表し、ｎは１～５の整
数を表す。より好ましくは１～３であり、更に好ましくは１である。フッ素含有アルコー
ルの具体例としては例えば下記化合物が挙げられる。
【００６７】
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【化１】

【００６８】
　一般式（２）、（３）において、Ａ、Ｂ、Ｄは、ＣＨ３－ｘＦｘまたはＣＨ３－ｘＦｘ

（ＣＨ２－ｙＦｙ）ｎを表し、ｘは１～３、ｙは１～２、ｎは１～０の整数を表す。
【００６９】
　これらフッ素含有アルコールの具体例としては例えば下記化合物が挙げられる。
２，２，３，３－テトラフルオロプロパノール、
２，２，３，３，３－ペンタフルオロプロパノール、
２－トリフオロメチル－２－プロパノール、
２，２，３，３，４，４－ヘキサフルオロブタノール、
２，２，３，３，４，４，５，５－オクタフルオロペンタノール、
１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－プロパノール、
２，２，２－トリフルオロ－１－エタノール、
２，３－ジフルオロベンジルアルコール、
２，２，２－トリフルオロエタノール、
１，３－ジフルオロ－２－プロパノール、
１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール、
３，３，３－トリフルオロ－１－プロパノール、
２，２，３，３，４，４，４－ヘプタフルオロ－１－ブタノール、
２，２，３，３，４，４，５，５－オクタフルオロ－１－ペンタノール、
３，３，４，４，５，５，５－ヘプタフルオロ－２－ペンタノール、
２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－ペンタデカフルオロ－
１－オクタノール、
３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロ－１－オクタ
ノール、
１Ｈ，１Ｈ，９Ｈ－パーフルオロ－１－ノナノール、
１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，３Ｈ，３Ｈ－パーフルオロノナン－１，２－ジオール、
１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－パーフルオロ－１－デカノール、
１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，３Ｈ，３Ｈ－パーフルオロウンデカン－１，２－ジオール
などがあげられる。
【００７０】
　本発明においては、含フッ素含有アルコールが、下記溶媒群から選ばれる少なくとも１
種であることが好ましい。
　（溶媒群）
　含フッ素溶媒Ａ：２，２，３，３－テトラフルオロ－１－プロパノール
　含フッ素溶媒Ｂ：１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－プロパノール
　含フッ素溶媒Ｃ：２，２，３，４，４，４－ヘキサフルオロ－１－ブタノール
　含フッ素溶媒Ｄ：２，２，３，３，４，４，４－ヘプタフルオロ－１－ブタノール
　さらに、フッ素含有プロパノールが好ましく、更に、２、２、３、３－テトラフルオロ
－２－プロパノール、若しくは、１、１、１、３、３、３－ヘキサフルオロ－２－プロパ
ノールが好ましい。
【００７１】
　本発明で用いられるこれらの含フッ素溶媒は蒸留したものを用いることが好ましい。
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【００７２】
　また、本発明における極性溶媒、非極性溶媒について説明する。
【００７３】
　〈極性溶媒、非極性溶媒〉
　本発明でいうところの、極性溶媒とはカルボン酸類、アルコール類、ニトリル類、アミ
ン類、ケトン類等から選ばれる溶媒をいう。これらの溶媒を本発明の含フッ素溶媒と混合
して用いることができる。
【００７４】
　本発明においては含フッ素溶媒と混合するとき、これらの中、特にアルコール類（例え
ば、メタノール、アルコール、イソプロパノール、１－プロパノール、ブタノール等）、
また、ニトリル類（例えば、アセトニトリル、プロピオニトリル等）、ケトン類（例えば
アセトン、メチルエチルケトン、ジイソプロピルケトン、シクロヘキサノン等）等から選
ばれる溶媒が好ましい。これらの中でもアセトニトリルが特に好ましい。また、これらの
極性溶媒を混合するとき、含フッ素溶媒に対する比率は質量比で２０％以下であり、１０
％以下が好ましい。
【００７５】
　また、本発明でいうところの非極性溶媒とは鎖状炭化水素化合物（例えば、ペンタン、
ヘキサン、ヘプタン等が挙げられる。）、環状炭化水素化合物（例えば、シクロペンタン
、シクロヘキサン、シクロヘプタン等が挙げられる。）、芳香族炭化水素化合物（例えば
、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等が挙げられる。
）、エーテル（ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオ
キサン等が挙げられる。）などが挙げられる。特に、発光層の塗布に用いられる溶媒とし
ては芳香族化合物が好ましく、特にトルエン、クロロベンゼンが好ましい。
【００７６】
　〈含フッ素溶媒による塗布後の金属或いは金属化合物の層〉
　含フッ素溶媒でと付した後、その積層する層には特に制限はない。効率が向上するとい
う観点から、金属若しくは金属化合物を含む層を積層することが好ましい。
【００７７】
　これらの金属若しくは金属化合物を含む層は、例えば、基板上に陽極、又、正孔注入層
、正孔輸送層等を介して、発光層が形成されたのち、前記含フッ素溶媒により塗布された
電子輸送層に、さらに積層される電子注入層、また電極（陰極）層等に用いられる層であ
り、これ積層することで、電極間に各機能層を積層挟持した構成の有機ＥＬ素子が形成さ
れる。これらの金属若しくは金属化合物を含む層は、マスクを用いて、或いはマスクを介
さずに、それぞれの材料を用いて、蒸着或いはスパッタ等により成膜される。また、金属
化合物を溶媒に溶解して塗布してもよいし、金属や金属化合物のナノ粒子など溶媒に分散
して塗布してもよい。
【００７８】
　金属、金属化合物としては特に制限はないが、電極層としては、ストロンチウムやアル
ミニウム等の金属化合物（後述する）、また、電子注入層（陰極バッファー層）としては
、フッ化リチウムに代表されるアルカリ金属化合物、フッ化マグネシウムに代表されるア
ルカリ土類金属化合物、酸化アルミニウムに代表される酸化物等が挙げられる。
【００７９】
　とくに好ましくは、アルカリ金属化合物、フッ化リチウムや、フッ化ナトリウム、フッ
化カリウム、フッ化セシウム等が挙げられる。
【００８０】
　《有機ＥＬ素子の構成》
　本発明に係る有機ＥＬ素子は、基板（支持基盤）、電極、種々の機能を有する有機層等
によって構成される。好ましい構成の具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定され
ない。
【００８１】
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　（１）陽極／正孔輸送層／電子阻止層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極
　（２）陽極／正孔輸送層／電子阻止層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極バッフ
ァー層／陰極
　（３）陽極／陽極バッファー層／正孔輸送層／電子阻止層／発光層／正孔阻止層／電子
輸送層／陰極
　（４）陽極／陽極バッファー層／正孔輸送層／電子阻止層／発光層／正孔阻止層／電子
輸送層／陰極バッファー層／陰極
　《発光層ユニット》
　本発明に係る「発光層」は、単一の発光層でも、また複数の発光層を有する「発光層ユ
ニット」を構成していてもよい。「発光層ユニット」とは、最も陽極側の発光層から最も
陰極側の発光層まで積層された有機層をいう。
【００８２】
　発光層ユニットを構成する場合の代表例を以下に例示するが、これらに限定されない。
【００８３】
　（１）発光層Ａ／発光層Ｂ
　（２）発光層Ａ／中間層／発光層Ｂ
　（３）発光層Ａ／正孔阻止層／発光層Ｂ
　（４）発光層Ａ／電子阻止層／発光層Ｂ
　（５）発光層Ａ／発光層Ｂ／発光層Ｃ
　（６）発光層Ａ／中間層／発光層Ｂ／中間層／発光層Ｃ
　（７）発光層Ａ／中間層／発光層Ｂ／正孔阻止層／発光層Ｃ
　（８）発光層Ａ／電子阻止層／発光層Ｂ／中間層／発光層Ｃ
　本発明に係る有機ＥＬ素子の発光色を照明用にする場合には、発光層は、２色以上の発
光性ドーパントを含有することが好ましい。さらに、演色性、色再現域等の点から３色以
上の発光性ドーパントを含有することが好ましい。さらに、３色以上の発光性ドーパント
のうち、３種類の発光極大は４４０～４８０ｎｍ、５００～５４０ｎｍ、６００～６４０
ｎｍから選ばれることがより好ましい。
【００８４】
　発光層は、発光極大波長の異なる２種以上の発光性ドーパントを含有する複数の発光層
で構成することもできる。当該ユニットは、各発光層間に非発光性の中間層を設け、複数
の発光層で構成しても、単層の中に発光極大波長の異なる２種以上の発光性ドーパントを
含有することで、発光極大波長が異なる少なくとも２種以上の異なる発光をさせてもよい
。
【００８５】
　複数の層から発光層が構成される場合、最も正孔阻止層或いは電子輸送層に近い発光層
についてはトルエン等の非極性溶媒により塗布（ウェットプロセス）によって成膜され、
この上に含フッ素溶媒を用いて正孔阻止層或いは電子輸送層が同じく塗布により成膜され
る。
【００８６】
　また、ホスト材料（後述する）は有機ＥＬ素子の駆動寿命がよいという点から、全ての
発光層で同一であることが好ましい。
【００８７】
　《発光層》
　本発明に係る発光層は、電極または電子輸送層、正孔輸送層から注入されてくる電子及
び正孔が再結合して発光する層であり、発光する部分は発光層の層内であっても発光層と
隣接層との界面であってもよい。
【００８８】
　（ホスト化合物）
　本発明に係る有機ＥＬ素子の発光層に含まれるホスト化合物とは、その化合物上のキャ
リアの再結合によって生成した励起子のエネルギーを発光性ドーパント（ゲスト化合物）
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性ドーパントにトラップさせ、発光性ドーパント上で励起子を生成させ、その結果、発光
性ドーパントを発光させる化合物をいう。
【００８９】
　本発明においては、発光層に含有される化合物の中で、そのホスト化合物の比率は２０
質量％以上であることが好ましい。
【００９０】
　ホスト化合物としては、公知のホスト化合物を単独で用いても、複数種併用して用いて
もよい。また、後述する発光性ドーパントとしては、リン光発光性化合物が好ましい。ま
た、リン光性化合物等を複数種用いることで、異なる発光を混ぜることが可能となり、こ
れにより任意の発光色を得ることもできる。
【００９１】
　また、本発明に用いられる発光ホストとしては、従来公知の低分子化合物でも、繰り返
し単位をもつ高分子化合物でもよく、ビニル基やエポキシ基のような重合性基を有する低
分子化合物（蒸着重合性発光ホスト）でもよい。このなかでも、高い効率が得られるとい
う点から、分子量１０００以下の低分子化合物が好ましい。
【００９２】
　本発明に用いられる発光ホスト化合物としては、構造的には特に制限はないが、代表的
にはカルバゾール誘導体、トリアリールアミン誘導体、芳香族ボラン誘導体、含窒素複素
環化合物、チオフェン誘導体、フラン誘導体、オリゴアリーレン化合物等の基本骨格を有
するもの、または、カルボリン誘導体やジアザカルバゾール誘導体（ここで、ジアザカル
バゾール誘導体とは、カルボリン誘導体のカルボリン環を構成する炭化水素環の少なくと
も一つの炭素原子が窒素原子で置換されているものを表す。）等が挙げられる。
【００９３】
　ホスト化合物としては、正孔輸送能、電子輸送能を有しつつ、かつ、発光の長波長化を
防ぎ、高Ｔｇ（ガラス転移温度）である化合物が好ましい。
【００９４】
　ホスト化合物の具体例としては、以下の文献に記載されている化合物が好適である。例
えば、特開２００１－２５７０７６号公報、同２００２－３０８８５５号公報、同２００
１－３１３１７９号公報、同２００２－３１９４９１号公報、同２００１－３５７９７７
号公報、同２００２－３３４７８６号公報、同２００２－８８６０号公報、同２００２－
３３４７８７号公報、同２００２－１５８７１号公報、同２００２－３３４７８８号公報
、同２００２－４３０５６号公報、同２００２－３３４７８９号公報、同２００２－７５
６４５号公報、同２００２－３３８５７９号公報、同２００２－１０５４４５号公報、同
２００２－３４３５６８号公報、同２００２－１４１１７３号公報、同２００２－３５２
９５７号公報、同２００２－２０３６８３号公報、同２００２－３６３２２７号公報、同
２００２－２３１４５３号公報、同２００３－３１６５号公報、同２００２－２３４８８
８号公報、同２００３－２７０４８号公報、同２００２－２５５９３４号公報、同２００
２－２６０８６１号公報、同２００２－２８０１８３号公報、同２００２－２９９０６０
号公報、同２００２－３０２５１６号公報、同２００２－３０５０８３号公報、同２００
２－３０５０８４号公報、同２００２－３０８８３７号公報等に記載されている化合物が
挙げられる。
【００９５】
　本発明に用いられるホスト化合物として好ましいカルバゾール誘導体は下記一般式（ａ
）で表される。
【００９６】



(12) JP 5402642 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

【化２】

【００９７】
　式中、Ｘは、ＮＲ′、Ｏ、Ｓ、ＣＲ′Ｒ″またはＳｉＲ′Ｒ″を表す。Ｒ′、Ｒ″は、
それぞれ水素原子または置換基を表す。Ａｒは芳香環を表す。ｎは０～８の整数を表す。
【００９８】
　一般式（ａ）のＸにおいて、Ｒ′、Ｒで表される置換基としては、アルキル基（例えば
、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチル基
、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル
基等）、シクロアルキル基（例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等）、アルケ
ニル基（例えば、ビニル基、アリル基、１－プロペニル基、２－ブテニル基、１，３－ブ
タジエニル基、２－ペンテニル基、イソプロペニル基等）、アルキニル基（例えば、エチ
ニル基、プロパルギル基等）、芳香族炭化水素基（芳香族炭素環基、アリール基等ともい
い、例えば、フェニル基、ｐ－クロロフェニル基、メシチル基、トリル基、キシリル基、
ナフチル基、アントリル基、アズレニル基、アセナフテニル基、フルオレニル基、フェナ
ントリル基、インデニル基、ピレニル基、ビフェニリル基等）、芳香族複素環基（例えば
、フリル基、チエニル基、ピリジル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、ピラジニル基
、トリアジニル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、チアゾリル基、キナゾリニル基、カ
ルバゾリル基、カルボリニル基、ジアザカルバゾリル基（前記カルボリニル基のカルボリ
ン環を構成する任意の炭素原子の一つが窒素原子で置き換わったものを示す）、フタラジ
ニル基等）、複素環基（例えば、ピロリジル基、イミダゾリジル基、モルホリル基、オキ
サゾリジル基等）、アルコキシ基（例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基
、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、ドデシルオキシ基等）、シ
クロアルコキシ基（例えば、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基等）、ア
リールオキシ基（例えば、フェノキシ基、ナフチルオキシ基等）、アルキルチオ基（例え
ば、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、
オクチルチオ基、ドデシルチオ基等）、シクロアルキルチオ基（例えば、シクロペンチル
チオ基、シクロヘキシルチオ基等）、アリールチオ基（例えば、フェニルチオ基、ナフチ
ルチオ基等）、アルコキシカルボニル基（例えば、メチルオキシカルボニル基、エチルオ
キシカルボニル基、ブチルオキシカルボニル基、オクチルオキシカルボニル基、ドデシル
オキシカルボニル基等）、アリールオキシカルボニル基（例えば、フェニルオキシカルボ
ニル基、ナフチルオキシカルボニル基等）、スルファモイル基（例えば、アミノスルホニ
ル基、メチルアミノスルホニル基、ジメチルアミノスルホニル基、ブチルアミノスルホニ
ル基、ヘキシルアミノスルホニル基、シクロヘキシルアミノスルホニル基、オクチルアミ
ノスルホニル基、ドデシルアミノスルホニル基、フェニルアミノスルホニル基、ナフチル
アミノスルホニル基、２－ピリジルアミノスルホニル基等）、アシル基（例えば、アセチ
ル基、エチルカルボニル基、プロピルカルボニル基、ペンチルカルボニル基、シクロヘキ
シルカルボニル基、オクチルカルボニル基、２－エチルヘキシルカルボニル基、ドデシル
カルボニル基、フェニルカルボニル基、ナフチルカルボニル基、ピリジルカルボニル基等
）、アシルオキシ基（例えば、アセチルオキシ基、エチルカルボニルオキシ基、ブチルカ
ルボニルオキシ基、オクチルカルボニルオキシ基、ドデシルカルボニルオキシ基、フェニ
ルカルボニルオキシ基等）、アミド基（例えば、メチルカルボニルアミノ基、エチルカル
ボニルアミノ基、ジメチルカルボニルアミノ基、プロピルカルボニルアミノ基、ペンチル
カルボニルアミノ基、シクロヘキシルカルボニルアミノ基、２－エチルヘキシルカルボニ
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ルアミノ基、オクチルカルボニルアミノ基、ドデシルカルボニルアミノ基、フェニルカル
ボニルアミノ基、ナフチルカルボニルアミノ基等）、カルバモイル基（例えば、アミノカ
ルボニル基、メチルアミノカルボニル基、ジメチルアミノカルボニル基、プロピルアミノ
カルボニル基、ペンチルアミノカルボニル基、シクロヘキシルアミノカルボニル基、オク
チルアミノカルボニル基、２－エチルヘキシルアミノカルボニル基、ドデシルアミノカル
ボニル基、フェニルアミノカルボニル基、ナフチルアミノカルボニル基、２－ピリジルア
ミノカルボニル基等）、ウレイド基（例えば、メチルウレイド基、エチルウレイド基、ペ
ンチルウレイド基、シクロヘキシルウレイド基、オクチルウレイド基、ドデシルウレイド
基、フェニルウレイド基ナフチルウレイド基、２－ピリジルアミノウレイド基等）、スル
フィニル基（例えば、メチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基、ブチルスルフィニ
ル基、シクロヘキシルスルフィニル基、２－エチルヘキシルスルフィニル基、ドデシルス
ルフィニル基、フェニルスルフィニル基、ナフチルスルフィニル基、２－ピリジルスルフ
ィニル基等）、アルキルスルホニル基（例えば、メチルスルホニル基、エチルスルホニル
基、ブチルスルホニル基、シクロヘキシルスルホニル基、２－エチルヘキシルスルホニル
基、ドデシルスルホニル基等）、アリールスルホニル基またはヘテロアリールスルホニル
基（例えば、フェニルスルホニル基、ナフチルスルホニル基、２－ピリジルスルホニル基
等）、アミノ基（例えば、アミノ基、エチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ブチルアミノ
基、シクロペンチルアミノ基、２－エチルヘキシルアミノ基、ドデシルアミノ基、アニリ
ノ基、ナフチルアミノ基、２－ピリジルアミノ基等）、ハロゲン原子（例えば、フッ素原
子、塩素原子、臭素原子等）、フッ化炭化水素基（例えば、フルオロメチル基、トリフル
オロメチル基、ペンタフルオロエチル基、ペンタフルオロフェニル基等）、シアノ基、ニ
トロ基、ヒドロキシ基、メルカプト基、シリル基（例えば、トリメチルシリル基、トリイ
ソプロピルシリル基、トリフェニルシリル基、フェニルジエチルシリル基等）、ホスホノ
基等が挙げられる。
【００９９】
　これらの置換基は、上記の置換基によってさらに置換されていてもよい。また、これら
の置換基は複数が互いに結合して環を形成していてもよい。
【０１００】
　一般式（ａ）において好ましいＸは、ＮＲ′またはＯであり、Ｒ′としては芳香族炭化
水素基、芳香族複素環基が特に好ましい。
【０１０１】
　一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香環としては、芳香族炭化水素環または芳香
族複素環が挙げられる。また、芳香環は単環でもよく、縮合環でもよく、さらに未置換で
も、後述するような置換基を有していてもよい。
【０１０２】
　一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香族炭化水素環としては、ベンゼン環、ビフ
ェニル環、ナフタレン環、アズレン環、アントラセン環、フェナントレン環、ピレン環、
クリセン環、ナフタセン環、トリフェニレン環、ｏ－テルフェニル環、ｍ－テルフェニル
環、ｐ－テルフェニル環、アセナフテン環、コロネン環、フルオレン環、フルオラントレ
ン環、ナフタセン環、ペンタセン環、ペリレン環、ペンタフェン環、ピセン環、ピレン環
、ピラントレン環、アンスラアントレン環等が挙げられる。これらの環はさらに置換基を
有していてもよい。
【０１０３】
　一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香族複素環としては、例えば、フラン環、ジ
ベンゾフラン環、チオフェン環、オキサゾール環、ピロール環、ピリジン環、ピリダジン
環、ピリミジン環、ピラジン環、トリアジン環、ベンゾイミダゾール環、オキサジアゾー
ル環、トリアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、チアゾール環、インドール環、
インダゾール環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾール環、
キノキサリン環、キナゾリン環、シンノリン環、キノリン環、イソキノリン環、フタラジ
ン環、ナフチリジン環、カルバゾール環、カルボリン環、ジアザカルバゾール環（カルボ
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す）等が挙げられる。これらの環はさらに置換基を有していてもよい。
【０１０４】
　上記の中でも、一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香環として、好ましく用いら
れるのは、カルバゾール環、カルボリン環、ジベンゾフラン環、ベンゼン環であり、特に
好ましく用いられるのは、カルバゾール環、カルボリン環、ベンゼン環である。
【０１０５】
　上記の中でも、置換基を有するベンゼン環が好ましく、特に好ましくは、カルバゾリル
基を有するベンゼン環が好ましい。
【０１０６】
　また、一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香環としては、下記に示すような、そ
れぞれ３環以上の縮合環が好ましい一態様であり、３環以上が縮合した芳香族炭化水素縮
合環としては、具体的には、ナフタセン環、アントラセン環、テトラセン環、ペンタセン
環、ヘキサセン環、フェナントレン環、ピレン環、ベンゾピレン環、ベンゾアズレン環、
クリセン環、ベンゾクリセン環、アセナフテン環、アセナフチレン環、トリフェニレン環
、コロネン環、ベンゾコロネン環、ヘキサベンゾコロネン環、フルオレン環、ベンゾフル
オレン環、フルオランテン環、ペリレン環、ナフトペリレン環、ペンタベンゾペリレン環
、ベンゾペリレン環、ペンタフェン環、ピセン環、ピラントレン環、コロネン環、ナフト
コロネン環、オバレン環、アンスラアントレン環等が挙げられる。なお、これらの環はさ
らに、置換基を有していてもよい。
【０１０７】
　また、３環以上が縮合した芳香族複素環としては、具体的には、アクリジン環、ベンゾ
キノリン環、カルバゾール環、カルボリン環、フェナジン環、フェナントリジン環、フェ
ナントロリン環、カルボリン環、サイクラジン環、キンドリン環、テペニジン環、キニン
ドリン環、トリフェノジチアジン環、トリフェノジオキサジン環、フェナントラジン環、
アントラジン環、ペリミジン環、ジアザカルバゾール環（カルボリン環を構成する炭素原
子の任意の一つが窒素原子で置き換わったものを表す）、フェナントロリン環、ジベンゾ
フラン環、ジベンゾチオフェン環、ナフトフラン環、ナフトチオフェン環、ベンゾジフラ
ン環、ベンゾジチオフェン環、ナフトジフラン環、ナフトジチオフェン環、アントラフラ
ン環、アントラジフラン環、アントラチオフェン環、アントラジチオフェン環、チアント
レン環、フェノキサチイン環、チオファントレン環（ナフトチオフェン環）等が挙げられ
る。なお、これらの環はさらに置換基を有していてもよい。
【０１０８】
　ここで、一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香環が有してもよい置換基は、Ｒ′
、Ｒ″で表される置換基と同義である。
【０１０９】
　また、一般式（ａ）において、ｎは０～８の整数を表すが、０～２であることが好まし
く、特にＸがＯ、Ｓである場合には１～２であることが好ましい。
【０１１０】
　一般式（ａ）において、Ａｒで表される芳香環が有してもよい置換基は、Ｒ′、Ｒ″で
表される置換基と同義である。
【０１１１】
　以下に一般式（ａ）で表されるカルバゾール誘導体、及び、カルバゾールと共に好まし
いホスト化合物である、カルボリン誘導体、ジアザカルバゾール誘導体の好ましい具体例
を示すが、これらに限定されるものではない。
【０１１２】
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【０１１３】
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【０１１４】
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【０１１５】



(18) JP 5402642 B2 2014.1.29

10

20

30

【化６】

【０１１６】



(19) JP 5402642 B2 2014.1.29

10

20

30

【化７】

【０１１７】



(20) JP 5402642 B2 2014.1.29

10

20

30

【化８】

【０１１８】



(21) JP 5402642 B2 2014.1.29

10

20

30

【化９】

【０１１９】



(22) JP 5402642 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

【化１０】

【０１２０】
　（発光性ドーパント）
　発光性ドーパントとしては、リン光発光性化合物（「リン光発光性ドーパント」、「リ
ン光発光体」等ともいう。）及び蛍光性化合物が知られているが、本発明では発光効率の
高い有機ＥＬ素子を得る観点から、リン光発光性化合物を用いることを特徴とする。
【０１２１】
　（リン光発光性化合物：リン光発光体）
　本発明に係るリン光発光性化合物（「リン光発光体」、「リン光性ドーパント」ともい
う。）は、励起三重項からの発光が観測される化合物であり、具体的には、室温（２５℃
）にてリン光発光する化合物であり、リン光量子収率が、２５℃において０．０１以上の
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化合物であると定義されるが、好ましいリン光量子収率は０．１以上である。
【０１２２】
　上記リン光量子収率は、第４版実験化学講座７の分光IIの３９８頁（１９９２年版、丸
善）に記載の方法により測定できる。溶液中でのリン光量子収率は種々の溶媒を用いて測
定できるが、本発明に係るリン光発光性化合物は、任意の溶媒のいずれかにおいて上記リ
ン光量子収率（０．０１以上）が達成されればよい。リン光発光体の発光は、原理として
は２種挙げられ、一つはキャリアが輸送されるホスト化合物上でキャリアの再結合が起こ
ってホスト化合物の励起状態が生成し、このエネルギーをリン光発光体に移動させること
でリン光発光体からの発光を得るというエネルギー移動型、もう一つはリン光発光体がキ
ャリアトラップとなり、リン光発光体上でキャリアの再結合が起こりリン光発光体からの
発光が得られるというキャリアトラップ型である。いずれの場合においても、リン光発光
体の励起状態のエネルギーはホスト化合物の励起状態のエネルギーよりも低いことが条件
である。
【０１２３】
　リン発光体は、有機ＥＬ素子の発光層に使用される公知のものの中から適宜選択して用
いることができる。本発明に係るリン光発光体としては、好ましくは元素の周期表で８～
１０族の金属を含有する錯体系化合物であり、さらに好ましくはイリジウム化合物、オス
ミウム化合物、または白金化合物（白金錯体系化合物）、希土類錯体であり、中でも最も
好ましいのはイリジウム化合物である。
【０１２４】
　以下に、リン光発光体として用いられる化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限
定されない。これらの化合物は、例えば、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．４０巻、１７０４～１
７１１に記載の方法等により合成できる。
【０１２５】
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【化１１】

【０１２６】
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【化１２】

【０１２７】
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【０１２８】
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【０１２９】
【化１５】

【０１３０】
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【化１６】

【０１３１】

【化１７】

【０１３２】
　これらのホスト化合物および発光性ドーパントを含有する発光層は、前記のように本発
明においては、トルエン等の非極性溶媒により、塗布等のウェットプロセスにより形成さ
れることが好ましい。本発明においては、こうした発光層上に、機能層が含フッ素溶媒を
用いて同じくウェットプロセスにより成膜、形成される。
【０１３３】
　《非発光性の中間層》
　本発明においては、発光層が複数設けられる場合、発光層間に、キャリア制御層として
、非発光性の中間層を設けてもよい。非発光性の中間層の層厚としては、１～１５ｎｍの
範囲にあるのが好ましく、さらに３～１０ｎｍの範囲にあることが、隣接発光層間のエネ
ルギー移動等相互作用を抑制し、かつ、素子の電流電圧特性に大きな負荷を与えないとい
う観点から好ましい。
【０１３４】
　本発明においては、発光層の１つを有機層Ａとしたとき、これの上層となる中間層、ま
た他の発光層を有機層Ｂとして、それぞれ非極性溶媒、そして含フッ素溶媒によって塗布
してもよい。
【０１３５】
　しかしながら、発光層上に、他の機能層例えば電子輸送層をウェットプロセスにより形
成するときに適用するのが好ましい。従って、発光層が複数の場合、その最上層と、例え
ば電子輸送層との関係において本発明を用いるのが好ましい。
【０１３６】
　この非発光性の中間層に用いられる材料としては、発光層のホスト化合物と同一でも異
なっていてもよいが、隣接する２つの発光層の少なくとも一方の発光層のホスト化合物と
同一であることが好ましい。
【０１３７】
　非発光性の中間層としては、ホストに用いることのできる化合物や、正孔輸送層或いは
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電子輸送層に用いる材料を用いることができる。
【０１３８】
　《正孔輸送層》
　正孔輸送層は、正孔を輸送する機能を有する正孔輸送材料からなり、広い意味で正孔注
入層、電子阻止層も正孔輸送層に含まれる。正孔輸送層は単層または複数層設けることが
できる。
【０１３９】
　正孔輸送材料としては、正孔の注入または輸送、電子の障壁性のいずれかを有するもの
で有機物、無機物のいずれでもよい。例えば、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘
導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体及びピラゾ
ロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘
導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラ
ゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、アニリン系共重合体、また導電性高分
子オリゴマー、特にチオフェンオリゴマー等が挙げられる。
【０１４０】
　正孔輸送材料としては上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物、芳
香族第３級アミン化合物及びスチリルアミン化合物、特に芳香族第３級アミン化合物を用
いることが好ましい。芳香族第３級アミン化合物及びスチリルアミン化合物の代表例とし
ては、Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラフェニル－４，４′－ジアミノフェニル；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）；２，２－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）プロパ
ン；１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン；Ｎ，Ｎ，Ｎ′
，Ｎ′－テトラ－ｐ－トリル－４，４′－ジアミノビフェニル；１，１－ビス（４－ジ－
ｐ－トリルアミノフェニル）－４－フェニルシクロヘキサン；ビス（４－ジメチルアミノ
－２－メチルフェニル）フェニルメタン；ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）フ
ェニルメタン；Ｎ，Ｎ′－ジフェニル－Ｎ，Ｎ′－ジ（４－メトキシフェニル）－４，４
′－ジアミノビフェニル；Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラフェニル－４，４′－ジアミノジ
フェニルエーテル；４，４′－ビス（ジフェニルアミノ）クオードリフェニル；Ｎ，Ｎ，
Ｎ－トリ（ｐ－トリル）アミン；４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）－４′－〔４－（ジ－ｐ
－トリルアミノ）スチリル〕スチルベン；４－Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ－（２－ジフェ
ニルビニル）ベンゼン；３－メトキシ－４′－Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノスチルベンゼン
；Ｎ－フェニルカルバゾール、さらには、米国特許第５，０６１，５６９号明細書に記載
されている２個の縮合芳香族環を分子内に有するもの、例えば、４，４′－ビス〔Ｎ－（
１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ〕ビフェニル（ＮＰＤ）、特開平４－３０８６８８
号公報に記載されているトリフェニルアミンユニットが３つスターバースト型に連結され
た４，４′，４″－トリス〔Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ〕トリフ
ェニルアミン（ＭＴＤＡＴＡ）等が挙げられる。さらに、これらの材料を高分子鎖に導入
した、またはこれらの材料を高分子の主鎖とした高分子材料を用いることもできる。
【０１４１】
　また、ｐ型－Ｓｉ、ｐ型－ＳｉＣ等の無機化合物も正孔注入材料、正孔輸送材料として
使用することができる。また、特開平１１－２５１０６７号公報、Ｊ．Ｈｕａｎｇ　ｅｔ
．ａｌ．著文献（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　８０（２００２）
，ｐ．１３９）に記載されているような所謂、ｐ型正孔輸送材料を用いることもできる。
【０１４２】
　また、不純物をドープしたｐ性の高い正孔輸送層を用いることもできる。その例として
は、特開平４－２９７０７６号公報、特開２０００－１９６１４０号公報、同２００１－
１０２１７５号公報、Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，９５，５７７３（２００４）等に記載
されたものが挙げられる。
【０１４３】
　本発明ではこのようなｐ性の高い正孔輸送層を用いることがより低消費電力の素子を作
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製することができるため好ましい。
【０１４４】
　正孔輸送層は上記正孔輸送材料を、例えば、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法
、インクジェット法を含む印刷法、ＬＢ法等の公知の方法により、薄膜化することにより
形成することができる。正孔輸送層の膜厚については特に制限はないが、通常は５ｎｍ～
５μｍ程度、好ましくは５～２００ｎｍである。この正孔輸送層は上記材料の１種または
２種以上からなる一層構造であってもよい。
【０１４５】
　《電子輸送層》
　電子輸送層は、電子を輸送する機能を有する材料からなり、広い意味で電子注入層、正
孔阻止層も電子輸送層に含む。電子輸送層は単層または複数層設けることができる。従来
、単層の電子輸送層、及び複数層とする場合は発光層に対して陰極側に隣接する電子輸送
層に用いられる電子輸送材料（正孔阻止材料を兼ねる）は、陰極より注入された電子を発
光層に伝達する機能を有していればよく、その材料は従来公知の化合物の中から任意のも
のを選択して用いることができ、例えばニトロ置換フルオレン誘導体、ジフェニルキノン
誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド、フレオレニリデンメタン誘導体
、アントラキノジメタン及びアントロン誘導体、オキサジアゾール誘導体等が挙げられる
。
【０１４６】
　さらに、上記オキサジアゾール誘導体において、オキサジアゾール環の酸素原子を硫黄
原子に置換したチアジアゾール誘導体、電子吸引基として知られているキノキサリン環を
有するキノキサリン誘導体も、電子輸送材料として用いることができる。さらにこれらの
材料を高分子鎖に導入した、またはこれらの材料を高分子の主鎖とした高分子材料を用い
ることができる。
【０１４７】
　また、８－キノリノール誘導体の金属錯体、例えば、トリス（８－キノリノール）アル
ミニウム（Ａｌｑ）、トリス（５，７－ジクロロ－８－キノリノール）アルミニウム、ト
リス（５，７－ジブロモ－８－キノリノール）アルミニウム、トリス（２－メチル－８－
キノリノール）アルミニウム、トリス（５－メチル－８－キノリノール）アルミニウム、
ビス（８－キノリノール）亜鉛（Ｚｎｑ）等、及びこれらの金属錯体の中心金属がＩｎ、
Ｍｇ、Ｃｕ、Ｃａ、Ｓｎ、ＧａまたはＰｂに置き替わった金属錯体も、電子輸送材料とし
て用いることができる。その他、メタルフリー若しくはメタルフタロシアニン、またはそ
れらの末端がアルキル基やスルホン酸基等で置換されているものも、電子輸送材料として
好ましく用いることができる。また、発光層の材料として例示したジスチリルピラジン誘
導体も、電子輸送材料として用いることができ、正孔注入層、正孔輸送層と同様にｎ型－
Ｓｉ、ｎ型－ＳｉＣ等の無機半導体も電子輸送材料として用いることができる。
【０１４８】
　電子輸送層は上記材料の１種または２種以上からなる一層構造であってもよい。また不
純物をドープしたｎ性の高い電子輸送層を用いることもできる。その例としては、特開平
４－２９７０７６号公報、同１０－２７０１７２号公報、特開２０００－１９６１４０号
公報、同２００１－１０２１７５号公報、Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，９５，５７７３（
２００４）等に記載されたものが挙げられる。本発明においては、このようなｎ性の高い
電子輸送層を用いることがより低消費電力の素子を作製することができるため好ましい。
ｎ性の高い電子輸送層に用いる有機化合物としてはフェナントロリン誘導体、カルボリン
誘導体が好ましく、カルボリン類が特に好ましい。ドープする化合物としては、アルカリ
金属塩が好ましく、なかでも、アルカリ金属フッ化物塩が好ましく、フッ化セシウムが最
も好ましい。
【０１４９】
　電子輸送層は上記電子輸送材料を、例えば発光層上に積層するとき、例えば真空蒸着法
、スピンコート法、キャスト法、インクジェット法を含む印刷法、ＬＢ法等のウェットプ
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ロセスにより成膜することができるが、本発明においては、本発明に係る方法によりウェ
ットプロセスを用いて発光層上に積層することが好ましい。電子輸送層の膜厚については
特に制限はないが、通常は５ｎｍ～５μｍ程度、好ましくは５～２００ｎｍである。
【０１５０】
　《注入層：電子注入層、正孔注入層》
　注入層は、駆動電圧低下や発光輝度向上のために電極と有機層間に設けられる層のこと
で、「有機ＥＬ素子とその工業化最前線（１９９８年１１月３０日エヌ・ティー・エス社
発行）」の第２編第２章「電極材料」（１２３～１６６頁）に詳細に記載されており、正
孔注入層（陽極バッファー層）と電子注入層（陰極バッファー層）とがある。
【０１５１】
　注入層は必要に応じて設け、上記の如く陽極と発光層または正孔輸送層の間、及び陰極
と発光層または電子輸送層との間に存在させてもよい。
【０１５２】
　陽極バッファー層（正孔注入層）は、特開平９－４５４７９号公報、同９－２６００６
２号公報、同８－２８８０６９号公報等にもその詳細が記載されており、具体例として、
銅フタロシアニンに代表されるフタロシアニンバッファー層、酸化バナジウム、酸化ニッ
ケルに代表される酸化物バッファー層、アモルファスカーボンバッファー層、ポリアニリ
ン（エメラルディン）やポリチオフェン等の導電性高分子を用いた高分子バッファー層等
が挙げられる。
【０１５３】
　陰極バッファー層（電子注入層）は、特開平６－３２５８７１号公報、同９－１７５７
４号公報、同１０－７４５８６号公報等にもその詳細が記載されており、具体的にはスト
ロンチウムやアルミニウム等に代表される金属バッファー層、フッ化リチウムに代表され
るアルカリ金属化合物バッファー層、フッ化マグネシウムに代表されるアルカリ土類金属
化合物バッファー層、酸化アルミニウム、酸化チタンに代表される酸化物バッファー層等
が挙げられる。
【０１５４】
　上記バッファー層（注入層）はごく薄い膜であることが望ましく、素材にもよるがその
膜厚は０．１～５ｎｍの範囲が好ましい。
【０１５５】
　《阻止層：正孔阻止層、電子阻止層》
　正孔阻止層は、広い意味では電子輸送層の機能を有し、電子を輸送する機能を有しつつ
正孔を輸送する能力が著しく小さい正孔阻止材料からなり、電子を輸送しつつ正孔を阻止
することで電子と正孔の再結合確率を向上させることができる。また、前述した電子輸送
層の構成を必要に応じて、本発明に係わる正孔阻止層として用いることができる。本発明
の有機ＥＬ素子の正孔阻止層は、発光層に隣接して設けられていることが好ましい。
【０１５６】
　阻止層は、上記の如く、有機化合物薄膜の基本構成層の他に必要に応じて設けられるも
のである。例えば、特開平１１－２０４２５８号公報、同１１－２０４３５９号公報、及
び「有機ＥＬ素子とその工業化最前線（１９９８年１１月３０日エヌ・ティー・エス社発
行）」の２３７頁等に記載されている正孔阻止（ホールブロック）層がある。
【０１５７】
　本発明においては、正孔阻止層に含有される化合物の５０質量％以上が、前記最短波発
光層のホスト化合物に対し、そのイオン化ポテンシャルが０．２ｅＶ以上大きいことが好
ましい。本発明に係る正孔阻止層は、前記エレクトロンドナーを含有すると電子密度が増
加するので、さらなる低電圧化のために好ましい。
【０１５８】
　なお、イオン化ポテンシャルは化合物のＨＯＭＯ（最高被占分子軌道）レベルにある電
子を真空準位に放出するのに必要なエネルギーで定義され、例えば下記に示すような方法
により求めることができる。
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【０１５９】
　（１）米国Ｇａｕｓｓｉａｎ社製の分子軌道計算用ソフトウェアであるＧａｕｓｓｉａ
ｎ９８（Ｇａｕｓｓｉａｎ９８、Ｒｅｖｉｓｉｏｎ　Ａ．１１．４，Ｍ．Ｊ．Ｆｒｉｓｃ
ｈ，ｅｔ　ａｌ，Ｇａｕｓｓｉａｎ，Ｉｎｃ．，Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇｈ　ＰＡ，２００２
．）を用い、キーワードとしてＢ３ＬＹＰ／６－３１Ｇ＊を用いて構造最適化を行うこと
により算出した値（ｅＶ単位換算値）の小数点第２位を四捨五入した値としてイオン化ポ
テンシャルを求めることができる。この計算値が有効な背景には、この手法で求めた計算
値と実験値の相関が高いためである。
【０１６０】
　（２）イオン化ポテンシャルは光電子分光法で直接測定する方法により求めることもで
きる。例えば、理研計器社製の低エネルギー電子分光装置「Ｍｏｄｅｌ　ＡＣ－１」を用
いて、或いは紫外光電子分光として知られている方法を好適に用いることができる。
【０１６１】
　一方、電子阻止層とは広い意味では正孔輸送層の機能を有し、正孔を輸送する機能を有
しつつ電子を輸送する能力が著しく小さい材料からなり、正孔を輸送しつつ電子を阻止す
ることで電子と正孔の再結合確率を向上させることができる。本発明に好ましく用いられ
る電子阻止層は、前記正孔輸送層の材料である。さらに前記エレクトロンアクセプターを
含有すると更なる低電圧化の効果が得られる。
【０１６２】
　本発明に係る正孔阻止層、電子輸送層の膜厚としては好ましくは３～１００ｎｍであり
、さらに好ましくは５～３０ｎｍである。
【０１６３】
　《反応性有機化合物》
　本発明では、上記の各機能層において、反応性基をもつ有機化合物（反応性有機化合物
）を用いてもよい。反応性有機化合物を用いる層としては特に制限はなく、各層に用いる
ことができる。
【０１６４】
　反応性有機化合物を基板上で反応させ、有機分子によるネットワークポリマーを形成さ
せることができる。つまり、架橋された層を設けることが出来る。本発明においては、含
フッ素溶媒を用いて塗布を行う前に、架橋された有機層を設けることが好ましい。
【０１６５】
　ネットワークポリマーが生成することで、構成層のＴｇ（ガラス転移点）調整による素
子劣化の抑制させることができる。
【０１６６】
　また、素子使用中の活性ラジカルを用いて分子の共役系の切断または生成を伴う反応を
調整することにより、有機ＥＬ素子の発光波長を変えたり、特定波長の劣化を抑制するこ
と等も可能である。
【０１６７】
　製造面では、ウェットプロセスで積層する工程の場合、下層が上層の塗布液に溶解しな
いことが好ましく、下層を樹脂化し溶剤溶解性を低下させることで、上層塗布を可能とす
ることができる。例えば、一方の電極上に、正孔輸送層、発光層、電子輸送層と積層する
とき、発光層をこのように架橋した有機層とすることで、含フッ素溶媒を用いて電子輸送
層を塗布する前に、下層の溶解や浸透を防止できることは勿論であるが、例えば、正孔輸
送層をこのように架橋した有機層として樹脂化することで、上層として発光層を塗布する
際に下層の溶解、又浸透を防止することが出来る。従って、この方法により、正孔輸送層
を塗布して成膜した後架橋して更に発光層を非極性溶媒により、また、電子輸送層を含フ
ッ素溶媒により塗布することで、いずれも塗布（ウェットプロセス）により形成すること
が出来製造面では都合がよい。
【０１６８】
　本発明に用いることのできる反応性基の一例を示す。
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【０１６９】
【化１８】

【０１７０】
　また、反応性有機化合物の一例を示す。
１－１～１０はホスト化合物、２－１～１７はリン光発光性化合物、３－１～１０は正孔
輸送材料、４－１～１０は電子輸送材料の、それぞれ反応性基を有する化合物である。
【０１７１】
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【０１７２】
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【０１７３】
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【０１７４】
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【０１７５】
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【０１７６】
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【０１７７】
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【０１７８】
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【０１７９】
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【０１８０】
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【化２８】

【０１８１】
　《基板》
　本発明に係る有機ＥＬ素子の基板（以下、基体、支持基盤、基材、支持体等ともいう。
）としては、ガラス、プラスチック等の種類には特に限定はなく、また、透明であっても
不透明であってもよい。基板側から光を取り出す場合には、基板は透明であることが好ま
しい。好ましく用いられる透明な基板としては、ガラス、石英、透明樹脂フィルムを挙げ
ることができる。特に好ましい基板は、有機ＥＬ素子にフレキシブル性を与えることが可
能な樹脂フィルムである。
【０１８２】
　樹脂フィルムとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレ
ンナフタレート（ＰＥＮ）等のポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、セロファ
ン、セルロースジアセテート、セルローストリアセテート、セルロースアセテートブチレ
ート、セルロースアセテートプロピオネート（ＣＡＰ）、セルロースアセテートフタレー
ト（ＴＡＣ）、セルロースナイトレート等のセルロースエステル類またはそれらの誘導体
、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリエチレンビニルアルコール、シンジ
オタクティックポリスチレン、ポリカーボネート、ノルボルネン樹脂、ポリメチルペンテ
ン、ポリエーテルケトン、ポリイミド、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリフェニレ
ンスルフィド、ポリスルホン類、ポリエーテルイミド、ポリエーテルケトンイミド、ポリ
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アミド、フッ素樹脂、ナイロン、ポリメチルメタクリレート、アクリル或いはポリアリレ
ート類、アートン（商品名ＪＳＲ社製）或いはアペル（商品名三井化学社製）といったシ
クロオレフィン系樹脂等を挙げられる。
【０１８３】
　樹脂フィルムの表面には、無機物、有機物の被膜またはその両者のハイブリッド被膜が
形成されていてもよく、ＪＩＳ　Ｋ　７１２９－１９９２に準拠した方法で測定された水
蒸気透過度（２５±０．５℃、相対湿度（９０±２）％ＲＨ）が、１×１０－３ｇ／（ｍ
２・２４ｈ）以下のバリア性フィルムであることが好ましく、さらには、ＪＩＳ　Ｋ　７
１２６－１９８７に準拠した方法で測定された酸素透過度が、１×１０－３ｍｌ／ｍ２・
２４ｈ・ａｔｍ以下、水蒸気透過度（２５±０．５℃、相対湿度（９０±２）％ＲＨ）が
、１×１０－３ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以下の高バリア性フィルムであることが好ましい。
【０１８４】
　高バリア性フィルムとするために樹脂フィルム表面に形成されるバリア膜を形成する材
料としては、水分や酸素等素子の劣化をもたらすものの浸入を抑制する機能を有する材料
であればよく、例えば、酸化珪素、二酸化珪素、窒化珪素等を用いることができる。更に
該膜の脆弱性を改良するためにこれら無機層と有機材料からなる層の積層構造をもたせる
ことがより好ましい。無機層と有機層の積層順については特に制限はないが、両者を交互
に複数回積層させることが好ましい。
【０１８５】
　《バリア膜の形成方法》
　バリア膜の形成方法については、特に限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリング
法、反応性スパッタリング法、分子線エピタキシー法、クラスタ－イオンビーム法、イオ
ンプレーティング法、プラズマ重合法、大気圧プラズマ重合法、プラズマＣＶＤ法、レー
ザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、コーティング法等を用いることができるが、特開２００４－
６８１４３号公報に記載されているような大気圧プラズマ重合法によるものが特に好まし
い。不透明な支持基盤としては、例えばアルミ、ステンレス等の金属板・フィルムや不透
明樹脂基板、セラミック製の基板等が挙げられる。
【０１８６】
　本発明に係る有機ＥＬ素子の発光の室温における外部取り出し効率は１％以上であるこ
とが好ましく、より好ましくは５％以上である。ここに、外部取り出し量子効率（％）＝
有機ＥＬ素子外部に発光した光子数／有機ＥＬ素子に流した電子数×１００である。また
、カラーフィルター等の色相改良フィルター等を併用しても、有機ＥＬ素子からの発光色
を蛍光体を用いて多色へ変換する色変換フィルターを併用してもよい。
【０１８７】
　《封止》
　本発明に係る有機ＥＬ素子の封止に用いられる封止手段としては、例えば封止部材と、
電極、支持基盤とを接着剤で接着する方法を挙げることができる。封止部材としては、有
機ＥＬ素子の表示領域を覆うように配置されておればよく、凹板状でも、平板状でもよい
。また、透明性、電気絶縁性は特に限定されない。具体的には、ガラス板、ポリマー板・
フィルム、金属板・フィルム等が挙げられる。ガラス板としては、特にソーダ石灰ガラス
、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸
ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英等を挙げることができる。
【０１８８】
　また、ポリマー板としては、ポリカーボネート、アクリル、ポリエチレンテレフタレー
ト、ポリエーテルサルファイド、ポリサルフォン等を挙げることができる。金属板として
は、ステンレス、鉄、銅、アルミニウム、マグネシウム、ニッケル、亜鉛、クロム、チタ
ン、モリブテン、シリコン、ゲルマニウム及びタンタルからなる群から選ばれる一種以上
の金属または合金からなるものが挙げられる。
【０１８９】
　本発明においては、有機ＥＬ素子を薄膜化できるということからポリマーフィルム、金
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属フィルムを好ましく使用することができる。さらには、ポリマーフィルムは、ＪＩＳ　
Ｋ　７１２９－１９９２に準拠した方法で測定された水蒸気透過度（２５±０．５℃、相
対湿度（９０±２）％ＲＨ）が、１×１０－３ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以下のバリア性フィ
ルムであることが好ましく、さらには、ＪＩＳ　Ｋ　７１２６－１９８７に準拠した方法
で測定された酸素透過度が、１×１０－３ｍｌ／ｍ２・２４ｈ・ａｔｍ以下、水蒸気透過
度（２５±０．５℃、相対湿度（９０±２）％ＲＨ）が、１×１０－３ｇ／（ｍ２・２４
ｈ）以下の高バリア性フィルムであることが好ましい。
【０１９０】
　封止部材を凹状に加工するのは、サンドブラスト加工、化学エッチング加工等が使われ
る。
【０１９１】
　封止に用いられる接着剤として具体的には、アクリル酸系オリゴマー、メタクリル酸系
オリゴマーの反応性ビニル基を有する光硬化及び熱硬化型接着剤、２－シアノアクリル酸
エステル等の湿気硬化型等の接着剤を挙げることができる。また、エポキシ系等の熱及び
化学硬化型（二液混合）を挙げることができる。また、ホットメルト型のポリアミド、ポ
リエステル、ポリオレフィンを挙げることができる。また、カチオン硬化タイプの紫外線
硬化型エポキシ樹脂接着剤を挙げることができる。なお、有機ＥＬ素子が熱処理により劣
化する場合があるので、室温から８０℃までに接着硬化できるものが好ましい。また、前
記接着剤中に乾燥剤を分散させておいてもよい。封止部分への接着剤の塗布は、市販のデ
ィスペンサーを使ってもよいし、スクリーン印刷のように印刷してもよい。
【０１９２】
　また、有機層を挟み支持基盤と対向する側の電極の外側に、該電極と有機層を被覆し、
支持基盤と接する形で無機物、有機物の層を形成し封止膜とすることも好適にできる。こ
の場合、該膜を形成する材料としては、水分や酸素等素子の劣化をもたらすものの浸入を
抑制する機能を有する材料であればよく、例えば、酸化珪素、二酸化珪素、窒化珪素等を
用いることができる。さらに該膜の脆弱性を改良するためにこれら無機層と有機材料から
なる層の積層構造を持たせることが好ましい。
【０１９３】
　これらの膜の形成方法については、特に限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリン
グ法、反応性スパッタリング法、分子線エピタキシー法、クラスタ－イオンビーム法、イ
オンプレーティング法、プラズマ重合法、大気圧プラズマ重合法、プラズマＣＶＤ法、レ
ーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、コーティング法等を用いることができる。封止部材と有機
ＥＬ素子の表示領域との間隙には、気相及び液相では、窒素、アルゴン等の不活性気体や
、フッ化炭化水素、シリコンオイルのような不活性液体を注入することが好ましい。また
、真空とすることも可能である。また、内部に吸湿性化合物を封入することもできる。吸
湿性化合物としては、例えば金属酸化物（例えば、酸化ナトリウム、酸化カリウム、酸化
カルシウム、酸化バリウム、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム等）、硫酸塩（例えば
、硫酸ナトリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、硫酸コバルト等）、金属ハロゲ
ン化物（例えば、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、フッ化セシウム、フッ化タンタル
、臭化セリウム、臭化マグネシウム、沃化バリウム、沃化マグネシウム等）、過塩素酸類
（例えば過塩素酸バリウム、過塩素酸マグネシウム等）等が挙げられ、硫酸塩、金属ハロ
ゲン化物及び過塩素酸類においては無水塩が好適に用いられる。
【０１９４】
　《保護膜、保護板》
　有機層を挟み支持基盤と対向する側の前記封止膜或いは前記封止用フィルムの外側に、
有機ＥＬ素子の機械的強度を高めるために保護膜、或いは保護板を設けてもよい。特に、
封止が前記封止膜により行われている場合には、その機械的強度は必ずしも高くないため
、このような保護膜、保護板を設けることが好ましい。これに使用することができる材料
としては、前記封止に用いたのと同様なガラス板、ポリマー板・フィルム、金属板・フィ
ルム等を用いることができるが、軽量かつ薄膜化ということからポリマーフィルムを用い
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ることが好ましい。
【０１９５】
　《陽極》
　有機ＥＬ素子における陽極としては、仕事関数の大きい（４ｅＶ以上）金属、合金、電
気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このよ
うな電極物質の具体例としてはＡｕ等の金属、ＣｕＩ、インジウムチンオキシド（ＩＴＯ
）、ＳｎＯ２、ＺｎＯ等の導電性透明材料が挙げられる。また、ＩＤＩＸＯ（Ｉｎ２Ｏ３

－ＺｎＯ）等非晶質で透明導電膜を作製可能な材料を用いてもよい。陽極はこれらの電極
物質を蒸着やスパッタリング等の方法により、薄膜を形成させ、フォトリソグラフィー法
で所望の形状のパターンを形成してもよく、或いはパターン精度をあまり必要としない場
合は（１００μｍ以上程度）、上記電極物質の蒸着やスパッタリング時に所望の形状のマ
スクを介してパターンを形成してもよい。或いは、有機導電性化合物のように塗布可能な
物質を用いる場合には、印刷方式、コーティング方式等湿式製膜法を用いることもできる
。この陽極より発光を取り出す場合には、透過率を１０％より大きくすることが望ましく
、また陽極としてのシート抵抗は数百Ω／□以下が好ましい。さらに膜厚は材料にもよる
が、通常１０～１０００ｎｍ、好ましくは１０～２００ｎｍの範囲で選ばれる。
【０１９６】
　《陰極》
　陰極としては、仕事関数の小さい（４ｅＶ以下）金属（電子注入性金属と称する）、合
金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このよう
な電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム－カリウム合金、マグネシウム、
リチウム、マグネシウム／銅混合物、マグネシウム／銀混合物、マグネシウム／アルミニ
ウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、アルミニウム／酸化アルミニウム（Ａｌ

２Ｏ３）混合物、インジウム、リチウム／アルミニウム混合物、希土類金属等が挙げられ
る。これらの中で、電子注入性及び酸化等に対する耐久性の点から、電子注入性金属とこ
れより仕事関数の値が大きく安定な金属である第二金属との混合物、例えば、マグネシウ
ム／銀混合物、マグネシウム／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、
アルミニウム／酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）混合物、リチウム／アルミニウム混合物
、アルミニウム等が好適である。陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方
法により薄膜を形成させることにより、作製することができる。また、陰極としてのシー
ト抵抗は数百Ω／□以下が好ましく、膜厚は通常１０～５μｍ、好ましくは５０～２００
ｎｍの範囲で選ばれる。なお、発光した光を透過させるため、有機ＥＬ素子の陽極または
陰極のいずれか一方が、透明または半透明であれば発光輝度が向上し好都合である。
【０１９７】
　また、陰極に上記金属を１～２０ｎｍの膜厚で作製した後に、陽極の説明で挙げた導電
性透明材料をその上に作製することで、透明または半透明の陰極を作製することができ、
これを応用することで陽極と陰極の両方が透過性を有する素子を作製することができる。
【０１９８】
　《有機光電変換素子の構成》
　本発明の有機エレクトロニクス素子の参考例として、有機光電変換素子が挙げられ、基
板（支持基盤）、電極、種々の機能を有する有機層等によって構成される。参考例である
有機光電変換素子について、以下に示すが、本発明はこれらに限定されない。
【０１９９】
　（１１）陽極／発電層／陰極
　（１２）陽極／正孔輸送層／発電層／陰極
　（１３）陽極／陽極バッファー層／発光層／正孔阻止層／陰極
　（１４）陽極／正孔輸送層／第1発電層／電子輸送層／中間電極／正孔輸送層／第２発
電層／電子輸送層／陰極
　　（＊第１発電層と第２発電層は光の吸収波長が異なる）
　これらの層構成からなる有機光電変換素子の働きを、最も単純な構成を有する（１１）
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の素子を用いて説明する。
【０２００】
　基板を介して陽極（透明電極）から入射された光は、発電層（ｐ型有機半導体材料とｎ
型有機半導体材料とが混合されたバルクヘテロジャンクション層）におけるｐ型半導体或
いはｎ型半導体で吸収され、ｐ型半導体からｎ型半導体に電子が移動し、正孔と電子のペ
ア（電荷分離状態）が形成される。発生した電荷は、内部電界、例えば、透明電極と対電
極（陰極）の仕事関数が異なる場合では透明電極と対電極との電位差によって、電子は、
電子受容体間を通り、また正孔は、電子供与体間を通り、それぞれ異なる電極へ運ばれ、
光電流が検出される。
【０２０１】
　バルクへテロジャンクション層は、光エネルギーを電気エネルギーに変換する層であっ
て、ｐ型半導体材料とｎ型半導体材料とが一様に混合された層である。ｐ型半導体材料は
、相対的に電子供与体（ドナー）として機能し、ｎ型半導体材料は、相対的に電子受容体
（アクセプタ）として機能する。ここで、電子供与体及び電子受容体は、“光を吸収した
際に、電子供与体から電子受容体に電子が移動し、正孔と電子のペア（電荷分離状態）を
形成する電子供与体及び電子受容体”であり、電極のように単に電子を供与或いは受容す
るものではなく、光反応によって、電子を供与或いは受容するものである。本発明に用い
ることのできるｐ型半導体材料及びｎ型半導体材料については、後述する。
【０２０２】
　なお、バルクへテロジャンクション層と各電極の間には、ＨＯＭＯ及びＬＵＭＯ準位の
差があり、これらの差が電流を取り出す際の抵抗となることがあるため、電流を取り出し
やすくするために、中間的なＨＯＭＯまたはＬＵＭＯを有する正孔輸送層及び電子輸送層
を設けることで効率が向上する。すなわち、正孔輸送層はバルクへテロジャンクション層
のｐ型半導体層のＨＯＭＯ準位と第１の電極の仕事関数の中間に準位を有することが好ま
しく、電子輸送層はバルクへテロジャンクション層のｎ型半導体のＬＵＭＯ準位と第２の
電極の仕事関数との中間に準位を有することが好ましい。
また、前述の正孔阻止層的な機能を有する電子輸送層でも良い。なかでも、カルボリン環
及びジアザカルバゾール環を有する化合物を用いることが好ましい。
【０２０３】
　これらの有機光電変換素子に用いられる正孔輸送層、電子輸送層、及び電極は、前記有
機エレクトロルミネッセンス素子で用いた材料と同様の材料を用いて形成することができ
る。
【０２０４】
　さらに、太陽光利用率（光電変換効率）の向上を目的として、このような光電変換素子
を積層した、タンデム型の構成（前記（１４）の構成）としてもよい。また、有機光電変
換素子も環境中の酸素、水分等で劣化するために、前述の有機エレクトロルミネッセンス
素子と同様の封止手法によって封止されることが好ましい。
【０２０５】
　以下、本発明のバルクへテロジャンクション層１４に用いることができる、ｐ型半導体
材料およびｎ型半導体材料について説明する。
【０２０６】
　〔ｐ型半導体材料〕
　本発明に用いられるｐ型半導体材料としては、種々の縮合多環芳香族化合物や共役系ポ
リマーが挙げられる。
【０２０７】
　縮合多環芳香族化合物としては、例えば、アントラセン、テトラセン、ペンタセン、ヘ
キサセン、へプタセン、クリセン、ピセン、フルミネン、ピレン、ペロピレン、ペリレン
、テリレン、クオテリレン、コロネン、オバレン、サーカムアントラセン、ビスアンテン
、ゼスレン、ヘプタゼスレン、ピランスレン、ビオランテン、イソビオランテン、サーコ
ビフェニル、アントラジチオフェン等の化合物、ポルフィリンや銅フタロシアニン、テト
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ラチアフルバレン（ＴＴＦ）－テトラシアノキノジメタン（ＴＣＮＱ）錯体、ビスエチレ
ンテトラチアフルバレン（ＢＥＤＴＴＴＦ）－過塩素酸錯体、及びこれらの誘導体や前駆
体が挙げられる。
【０２０８】
　また上記の縮合多環を有する誘導体の例としては、国際公開第０３／１６５９９号パン
フレット、国際公開第０３／２８１２５号パンフレット、米国特許第６，６９０，０２９
号明細書、特開２００４－１０７２１６号公報等に記載の置換基をもったペンタセン誘導
体、米国特許出願公開第２００３／１３６９６４号明細書等に記載のペンタセンプレカー
サ、Ｊ．Ａｍｅｒ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，ｖｏｌ１２７．Ｎｏ１４．４９８６、Ｊ．Ａｍ
ｅｒ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，ｖｏｌ．１２３、ｐ９４８２、Ｊ．Ａｍｅｒ．Ｃｈｅｍ．Ｓ
ｏｃ．，ｖｏｌ．１３０（２００８）、Ｎｏ．９、２７０６等に記載のトリアルキルシリ
ルエチニル基で置換されたアセン系化合物等が挙げられる。
【０２０９】
　共役系ポリマーとしては、例えば、ポリ３－ヘキシルチオフェン（Ｐ３ＨＴ）等のポリ
チオフェン及びそのオリゴマー、またはＴｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　ｔｈ
ｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＰＶＳＥＣ－１７，Ｆｕｋｕｏｋａ，Ｊａｐａｎ，２
００７，Ｐ１２２５に記載の重合性基を有するようなポリチオフェン、Ｎａｔｕｒｅ　Ｍ
ａｔｅｒｉａｌ，（２００６）ｖｏｌ．５，ｐ３２８に記載のポリチオフェン－チエノチ
オフェン共重合体、ＷＯ２００８０００６６４に記載のポリチオフェン－ジケトピロロピ
ロール共重合体、Ａｄｖ　Ｍａｔｅｒ，２００７ｐ４１６０に記載のポリチオフェン－チ
アゾロチアゾール共重合体，Ｎａｔｕｒｅ　Ｍａｔ．ｖｏｌ．６（２００７），ｐ４９７
に記載のＰＣＰＤＴＢＴ等のようなポリチオフェン共重合体、ポリピロール及びそのオリ
ゴマー、ポリアニリン、ポリフェニレン及びそのオリゴマー、ポリフェニレンビニレン及
びそのオリゴマー、ポリチエニレンビニレン及びそのオリゴマー、ポリアセチレン、ポリ
ジアセチレン、ポリシラン、ポリゲルマン等のσ共役系ポリマー、等のポリマー材料が挙
げられる。
【０２１０】
　また、ポリマー材料ではなくオリゴマー材料としては、チオフェン６量体であるα－セ
クシチオフェンα，ω－ジヘキシル－α－セクシチオフェン、α，ω－ジヘキシル－α－
キンケチオフェン、α，ω－ビス（３－ブトキシプロピル）－α－セクシチオフェン、等
のオリゴマーが好適に用いることができる。
【０２１１】
　これらの化合物の中でも、溶液プロセスが可能な程度に有機溶剤への溶解性が高く、か
つ乾燥後は結晶性薄膜を形成し、高い移動度を達成することが可能な化合物が好ましい。
　　　
【０２１２】
　このような化合物を用いることで、バルクへテロジャンクション層を溶液プロセスで形
成しても厚い膜を形成することができ、また厚い膜であってもキャリアの拡散長を膜厚以
上にすることができ、高い光電変換効率を得ることができる。
【０２１３】
　〔ｎ型半導体材料〕
　本発明の有機光電変換素子は、ｎ型半導体材料及びｐ型半導体材料を混合したバルクヘ
テロジャンクション層に適用することが好ましく、ｐ型半導体材料として本発明の低分子
化合物を用いればよく、ｎ型半導体材料としては特に限定されないが、例えば、フラーレ
ン、オクタアザポルフィリン等、ｐ型半導体のパーフルオロ体（パーフルオロペンタセン
やパーフルオロフタロシアニン等）、ナフタレンテトラカルボン酸無水物、ナフタレンテ
トラカルボン酸ジイミド、ペリレンテトラカルボン酸無水物、ペリレンテトラカルボン酸
ジイミド等の芳香族カルボン酸無水物やそのイミド化物を骨格として含む高分子化合物等
を挙げることができる。
【０２１４】
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　しかし、本発明のチオフェン含有縮合環を有する材料をｐ型半導体材料として用いる場
合、効率的な電荷分離を行えるフラーレン誘導体が好ましい。フラーレン誘導体としては
、フラーレンＣ６０、フラーレンＣ７０、フラーレンＣ７６、フラーレンＣ７８、フラー
レンＣ８４、フラーレンＣ２４０、フラーレンＣ５４０、ミックスドフラーレン、フラー
レンナノチューブ、多層ナノチューブ、単層ナノチューブ、ナノホーン（円錐型）等、及
びこれらの一部が水素原子、ハロゲン原子、置換または無置換のアルキル基、アルケニル
基、アルキニル基、アリール基、ヘテロアリール基、シクロアルキル基、シリル基、エー
テル基、チオエーテル基、アミノ基、シリル基等によって置換されたフラーレン誘導体を
挙げることができる。
【０２１５】
　なかでも［６，６］－フェニルＣ６１－ブチリックアシッドメチルエステル（略称ＰＣ
ＢＭ）、［６，６］－フェニルＣ６１－ブチリックアシッド－ｎブチルエステル（ＰＣＢ
ｎＢ）、［６，６］－フェニルＣ６１－ブチリックアシッド－イソブチルエステル（ＰＣ
ＢｉＢ）、［６，６］－フェニルＣ６１－ブチリックアシッド－ｎヘキシルエステル（Ｐ
ＣＢＨ）、Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．，ｖｏｌ．２０（２００８），ｐ２１１６等に記載のｂ
ｉｓ－ＰＣＢＭ、特開２００６－１９９６７４号公報等のアミノ化フラーレン、特開２０
０８－１３０８８９号公報等のメタロセン化フラーレン、米国特許第７３２９７０９号明
細書等の環状エーテル基を有するフラーレン等のような、置換基を有してより溶解性が向
上したフラーレン誘導体を用いることが好ましい。
【実施例】
【０２１６】
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。なお、実施例において「％」の表示を用いるが、特に断りがない限り「質量％
」を表す。
【０２１７】
　実施例１
　《有機ＥＬ素子１１の作製》
　（基板１の作製）
　市販の無アルカリ硝子基板上に、スパッタ装置により透明電極としてＩＴＯを１１０ｎ
ｍ設けた。フォトリソグラフィー法により、４ｍｍ×４ｍｍの発光部位が得られるように
ＩＴＯのパターニングを実施し、基板１を作製した。
【０２１８】
　（有機ＥＬ素子１１の作製）
　上記基板１を、ｉｓｏ－プロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、
ＵＶオゾン洗浄を５分間行った。
【０２１９】
　この基板を市販のスピンコーターに取り付け、ＰＥＤＯＴ水溶液（Ｈ．Ｃ．Ｓｔａｒｌ
ｋ社製Ｂａｙｔｒｏｎ　ＰＩ４０８３）を４０００ｒｐｍ、３０秒の条件で塗布した。さ
らに、この基板を大気下にて、２００℃で３０分加熱し、正孔注入層を設けた。別途用意
した基板にて、同条件にて塗布を行い測定をしたところ、膜厚は５０ｎｍであった。
【０２２０】
　ついで、基板を窒素雰囲気下、ＪＩＳ　Ｂ９９２０に準拠し、測定した清浄度がクラス
１０で、露点温度が－８０℃以下、酸素濃度０．８ｐｐｍのグローブボックスへ移した。
【０２２１】
　グローブボックス中にて、発光層用塗布液を下記のように調製し、スピンコーターにて
、２０００ｒｐｍ、３０秒の条件で塗布し、発光層を設けた。別途用意した基板にて、同
条件にて塗布を行い測定をしたところ、膜厚は４０ｎｍであった。
【０２２２】
　（発光層用塗布液）
トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００ｍｌ
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Ｉｒ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０ｇ
　ついで、電子輸送層用塗布液を下記のように調製し、スピンコーターにて、１５００ｒ
ｐｍ、３０秒の条件で塗布し、電子輸送層を設けた。別途用意した基板にて、同条件にて
塗布を行い測定をしたところ、膜厚は２０ｎｍであった。
【０２２３】
　（電子輸送層用塗布液）
メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００ｍｌ
ＥＴ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０ｇ
　電子輸送層まで設けた基板を、大気暴露させずに、蒸着機に移動し、４×１０－４Ｐａ
まで減圧した。なお、タンタル製抵抗加熱ボートにフッ化リチウム、また、タングステン
製抵抗加熱ボートに、アルミニウムを入れ、蒸着機内に取り付けておいた。
【０２２４】
　まず、タンタル製抵抗熱ボートに通電し加熱し、基板上にフッ化リチウムの電子注入層
を０．５ｎｍ設けた。続いて、タングステン製タンタル加熱ボートに通電し加熱し、蒸着
速度１～２ｎｍ／秒で膜厚１００ｎｍの陰極を付けた。
【０２２５】
【化２９】

【０２２６】
　《素子１２～１５の作製》
　表１に従い、但し、電子輸送層の塗布液の溶媒を含フッ素溶媒（含Ｆ溶媒）Ａ～Ｄにか
えた以外は、同様の手順で、有機ＥＬ素子１２～素子１５を作製した。
【０２２７】
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【表１】

【０２２８】
ＰＥＤＯＴ：　Ｈ．Ｃ．Ｓｔａｒｌｋ社製Ｂａｙｔｒｏｎ　ＰＩ４０８３
含Ｆ溶媒Ａ：　２，２，３，３－テトラフルオロ－１－プロパノール
含Ｆ溶媒Ｂ：　１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－プロパノール
含Ｆ溶媒Ｃ：　２，２，３，４，４，４－ヘキサフルオロ－１－ブタノール
含Ｆ溶媒Ｄ：　２，２，３，３，４，４，４－ヘプタフルオロ－１－ブタノール
　作製した有機ＥＬ素子について、以下の測定を行って特性を評価した。
【０２２９】
　《測定》
　各有機ＥＬ素子を、株式会社エーディーシー製、直流電圧・電流源Ｒ６２４３を用いて
、素子に２５Ａ／ｍ2の直流定電流を流し、コニカミノルタセンシング株式会社製分光放
射輝度計ＣＳ１０００を用いて２度視野角正面輝度を測定した。このときの輝度と電流密
度から電流効率を求め、また、前記Ｒ６２４３にて電流値を測定した。
【０２３０】
　有機ＥＬ素子１１の電流効率、電圧をそれぞれ１００としたときの相対値にて他の素子
の評価を行い表に示す。なお、Ａ～Ｅの区分は以下の通り。
【０２３１】
　（電流効率）
　Ａ：　１３０以上
　Ｂ：　１２０以上１３０未満
　Ｃ：　１１０以上１２０未満
　Ｄ：　１００以上１１０未満
　Ｅ：　１００未満
　（電圧）
　Ａ：　８０未満
　Ｂ：　８０以上９０未満
　Ｃ：　９０以上１００未満
　Ｄ：　１００以上１１０未満
　Ｅ：　１１０以上
　また、発光面を、モリテックス製ＣＣＤマイクロスコープＭＳ－８０４にて拡大観察し
、目視にて発光ムラの評価を行った。
【０２３２】
　Ａ：　発光ムラが認められない
　Ｂ：　わずかに発光ムラが見られる
　Ｃ：　容易に分かる発光ムラが見られる
　Ｄ：　著しい発光ムラが見られる
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【表２】

【０２３４】
　発光層の上層となる電子輸送層を含フッ素溶媒で塗布したものは、メタノールでと付し
たものよりも、発光効率、駆動電圧、また発光ムラについて全てにおいて優れていた。
【０２３５】
　実施例２
　実施例１と同様に有機ＥＬ素子２１～２３を作製し評価を行った。
【０２３６】
　素子２１、２２は、電子輸送層の塗布溶媒をそれぞれ、表３に記載の含フッ素溶媒：ア
セトニトリル＝９２：８（質量比）の混合溶媒としたほかは同様に、また、素子２３につ
いては、正孔注入層上に下記正孔輸送層塗布液を、窒素雰囲気下、積層成膜後、２００℃
にて１時間乾燥し、窒素雰囲気下、１８０秒間２５ｍＷ／ｃｍ２の紫外光を照射し、光重
合・架橋を行って硬化させ、膜厚２０ｎｍの正孔輸送層としたほか、電子輸送層の塗布溶
媒に含フッ素溶媒Ａを用いて同様に作製した。
【０２３７】
　（正孔輸送層塗布液）
トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００ｍｌ
ＨＴ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５ｇ
　表３に作製法を纏めた。
【０２３８】
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【表３】

【０２３９】
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【化３０】

【０２４０】
　実施例１と同様に有機ＥＬ素子２１～２３の評価を行った。
【０２４１】

【表４】

【０２４２】
　表４の通り、電子輸送層の塗布溶媒として含フッ素溶媒を含む混合溶媒を用いたものに
ついても良好な特性を示すことが分かる。
【０２４３】
　参考例１
　〈比較の有機光電変換素子３１の作製〉
　実施例１と同様の基板・洗浄・ＰＥＤＯＴ層形成プロセスを行った後、基板を窒素雰囲
気下、ＪＩＳ Ｂ９９２０に準拠し、測定した清浄度がクラス１０で、露点温度が－８０
℃以下、酸素濃度０．８ｐｐｍのグローブボックスへ移した。
【０２４４】
　グローブボックス中にて、バルクへテロジャンクション層用塗布液を下記のように調製
し、スピンコーターにて、５００ｒｐｍ、６０秒の条件で塗布し、バルクへテロジャンク
ション層を設けたのち、室温で３０分乾燥させた。
【０２４５】
　（バルクへテロジャンクション層用塗布液）
クロロベンゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０ｇ
プレクストロニクス社製プレックスコアＯＳ２１００　　　　　　　　　　　１５ｍｇ
Ａｌｄｒｉｃｈ社製ＰＣＢＭ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５ｍｇ
　ついで、電子輸送層用塗布液を下記のように調製し、スピンコーターにて、１５００ｒ
ｐｍ、３０秒の条件で塗布し、電子輸送層を設けた。
【０２４６】
　（電子輸送層用塗布液）
トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０ｍｌ
ＥＴ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．５ｍｇ
　電子輸送層まで設けた基板を、大気暴露させずに、蒸着機に移動し、４×１０－４Ｐａ
まで減圧した。なお、タングステン製抵抗加熱ボートに、アルミニウムを入れ、蒸着機内
に取り付けておいた。
【０２４７】
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　続いて、タングステン製タンタル加熱ボートに通電し加熱し、蒸着速度１～２ｎｍ／秒
で膜厚１００ｎｍの陰極を付けた。
【０２４８】
　得られた有機光電変換素子３１は、窒素雰囲気下でアルミニウムキャップとＵＶ硬化樹
脂（ナガセケムテックス株式会社製、ＵＶ　ＲＥＳＩＮ　ＸＮＲ５５７０－Ｂ１）を用い
て封止を行った。
【０２４９】
【化３１】

【０２５０】
　〈参考例の有機光電変換素子３２～３４の作製〉
　比較例の有機光電変換素子３１の作製において、電子輸送層の塗布溶媒を、表５に記載
の溶媒に変更した以外は比較の有機光電変換素子３１と同様にして、有機光電変換素子３
２、３３を作製した。また、電子輸送層の材料を、アルドリッチ製チタンイソプロポキシ
ドに変更し、塗布溶媒を表５に記載の溶媒に変更した以外は比較の有機光電変換素子３１
と同様にして、参考例の有機光電変換素子３４を作製した。
【０２５１】
　得られた有機光電変換素子３１～３４を大気下に取り出し、ソーラシュミレーターの光
を１００ｍＷ／ｃｍ２（ＡＭ１．５Ｇ）の照射強度で照射して、電圧－電流特性を測定し
、変換効率を測定した。
【０２５２】
　有機光電変換素子３１の光電変換効率をそれぞれ１００としたときの相対値にて他の素
子の評価を行い表に示す。なお、Ａ～Ｅの区分は以下の通り。
【０２５３】
　（光電変換効率）
　Ａ：　２００以上
　Ｂ：　１６０以上２００未満
　Ｃ：　１３０以上１６０未満
　Ｄ：　１００以上１３０未満
　Ｅ：　１００未満
【０２５４】
【表５】
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【０２５５】
　表５の通り、電子輸送層の塗布溶媒として含フッ素溶媒を含む混合溶媒を用いたものに
ついては良好な特性を示すことが分かる。
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