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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極、
　前記第１電極上に形成されている第１青色発光層、
　前記第１青色発光層上に形成されている第１電荷生成層、
　前記第１電荷生成層上に形成されている第２青色発光層、
　前記第２青色発光層上に形成されている第２電荷生成層、
　前記第２電荷生成層上に形成されているオレンジ色発光層、及び
　前記オレンジ色発光層上に形成されている第２電極を含み、
　前記オレンジ色発光層は赤色発光層及び緑色発光層が積層されていることを特徴とする
、有機発光装置。
【請求項２】
　前記第１青色発光層及び前記第２青色発光層は、蛍光物質を含むことを特徴とする、請
求項１に記載の有機発光装置。
【請求項３】
　前記オレンジ色発光層は、燐光物質を含むことを特徴とする、請求項１または２に記載
の有機発光装置。
【請求項４】
　前記オレンジ色発光層は、５５０乃至６５０ｎｍの波長領域のオレンジ色光を発光する
発光層を含むことを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載の有機発光装置。
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【請求項５】
　前記赤色発光層は、正孔輸送特性を有する化合物を含むことを特徴とする、請求項１～
４のいずれかに記載の有機発光装置。
【請求項６】
　前記赤色発光層は、トリフェニルアミン誘導体を含むことを特徴とする、請求項１～５
のいずれかに記載の有機発光装置。
【請求項７】
　前記緑色発光層は、電子輸送特性を有する化合物を含むことを特徴とする、請求項１～
６のいずれかに記載の有機発光装置。
【請求項８】
　前記緑色発光層は、トリアジン基及びオキサジアゾール基のうちの少なくとも一つを含
むカルバゾール誘導体、スピロフルオレン誘導体、またはこれらの組み合わせを含むこと
を特徴とする、請求項１～７のいずれかに記載の有機発光装置。
【請求項９】
　前記第１電極と前記第１青色発光層との間、前記第１青色発光層と前記第１電荷生成層
との間、前記第１電荷生成層と前記第２青色発光層との間、前記第２青色発光層と前記第
２電荷生成層との間、前記第２電荷生成層と前記オレンジ色発光層との間、前記オレンジ
色発光層と前記第２電極との間のうちの少なくとも一つに形成されている補助層をさらに
含むことを特徴とする、請求項１～８のいずれかに記載の有機発光装置。
【請求項１０】
　第１電極、
　前記第１電極上に形成されている第１青色発光層、
　前記第１青色発光層上に形成されている第１電荷生成層、
　前記第１電荷生成層上に形成されている第２青色発光層、
　前記第２青色発光層上に形成されている第２電荷生成層、
　前記第２電荷生成層上に形成されているオレンジ色発光層、及び
　前記オレンジ色発光層上に形成されている第２電極を含み、
　前記オレンジ色発光層は、ホスト物質に赤色発光物質及び緑色発光物質が共にドーピン
グされていることを特徴とする、有機発光装置。
【請求項１１】
　前記第１青色発光層及び前記第２青色発光層は、蛍光物質を含むことを特徴とする、請
求項１０に記載の有機発光装置。
【請求項１２】
　前記オレンジ色発光層は、燐光物質を含むことを特徴とする、請求項１０または１１に
記載の有機発光装置。
【請求項１３】
　前記オレンジ色発光層は、５５０乃至６５０ｎｍの波長領域のオレンジ色光を発光する
発光層を含むことを特徴とする、請求項１０～１２のいずれかに記載の有機発光装置。
【請求項１４】
　前記ホスト物質は、三重項エネルギーが前記緑色発光物質の三重項エネルギーより大き
いことを特徴とする、請求項１０～１３のいずれかに記載の有機発光装置。
【請求項１５】
　前記第１電極と前記第１青色発光層との間、前記第１青色発光層と前記第１電荷生成層
との間、前記第１電荷生成層と前記第２青色発光層との間、前記第２青色発光層と前記第
２電荷生成層との間、前記第２電荷生成層と前記オレンジ色発光層との間、前記オレンジ
色発光層と前記第２電極との間のうちの少なくとも一つに形成されている補助層をさらに
含むことを特徴とする、請求項１０～１４のいずれかに記載の有機発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、有機発光装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、表示装置または照明装置として有機発光装置（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ　ｄｅｖｉｃｅ、ＯＬＥＤ　ｄｅｖｉｃｅ）が注目されてい
る。
【０００３】
　有機発光装置は、二つの電極及びその間に位置する発光層を含み、一つの電極から注入
された電子（ｅｌｅｃｔｒｏｎ）及び他の電極から注入された正孔（ｈｏｌｅ）が発光層
で結合して励起子（ｅｘｃｉｔｏｎ）を形成し、その励起子がエネルギーを放出しながら
発光する。
【０００４】
　有機発光装置が表示装置として使用される場合、自発光型で、別途の光源が不要である
ため、消費電力の側面で有利であるだけでなく、応答速度、視野角、及びコントラスト比
（ｃｏｎｔｒａｓｔ　ｒａｔｉｏ）も優れている。
【０００５】
　一方、有機発光装置は、各画素に赤色副画素、青色副画素、及び緑色副画素などの複数
の副画素を含み、これら副画素を組み合わせてフルカラー（ｆｕｌｌ　ｃｏｌｏｒ）を表
現することができる。
【０００６】
　この時、赤色副画素、青色副画素、及び緑色副画素は、各々赤色発光層、青色発光層、
及び緑色発光層を含むことによって色を表示することができる。このような発光層は、微
細シャドーマスク（ｆｉｎｅ　ｓｈａｄｏｗ　ｍａｓｋ）を使用して各副画素別に蒸着す
ることができる。しかし、表示装置が大面積化されるのに伴って、微細シャドーマスクを
使用して各副画素に発光層を蒸着するには限界がある。
【０００７】
　従って、オープンマスク（ｏｐｅｎ　ｍａｓｋ）を使用して表示装置全体に赤色発光層
、青色発光層、及び緑色発光層を順次に積層して、白色発光し、発光された光が通過する
位置にカラーフィルターを設置して、各副画素別に赤色、緑色、及び青色を表示する技術
が提案された（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】大韓民国特許出願公開第１０－２００８－００６６４７０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、このような白色発光の場合、各発光層の特性によって色特性及び効率が
異なることがあり、安定性が低下する恐れがある。
【００１０】
　そこで、本発明の目的（一側面）は、色特性及び効率を改善して、安定した白色を表示
することができる有機発光装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の１実施形態による有機発光装置は、第１電極、前記第１電極と対向する第２電
極、及び前記第１電極と前記第２電極との間に位置する発光部材を含み、前記発光部材は
、少なくとも二つの青色発光ユニット及び少なくとも一つのオレンジ色発光ユニットを含
む。
【００１２】
　前記発光部材は、前記複数の青色発光ユニットの間、及び前記各青色発光ユニットとオ
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レンジ色発光ユニットとの間に各々位置する電荷生成層を含むことができる。
【００１３】
　前記オレンジ色発光ユニットは、約５５０乃至６５０ｎｍの波長領域のオレンジ色光を
発光する発光層を含むことができる。
【００１４】
　前記オレンジ色発光ユニットは、赤色発光層及び緑色発光層が積層された構造からなっ
てもよい。
【００１５】
　前記赤色発光層は、正孔輸送特性を有する化合物を含むことができる。
【００１６】
　前記赤色発光層は、トリフェニルアミン誘導体を含むことができる。
【００１７】
　前記緑色発光層は、電子輸送特性を有する化合物を含むことができる。
【００１８】
　前記緑色発光層は、トリアジン基及びオキサジアゾール基のうちの少なくとも一つを含
むカルバゾール誘導体、スピロフルオレン誘導体、またはこれらの組み合わせを含むこと
ができる。
【００１９】
　前記オレンジ色発光ユニットは、ホスト物質に赤色発光物質及び緑色発光物質が共にド
ーピングされた発光層を含むことができる。
【００２０】
　前記ホスト物質は、三重項エネルギーが前記緑色発光物質の三重項エネルギーより大き
い物質を使用することができる。
【００２１】
　前記赤色発光物質及び緑色発光物質は、燐光ドーパントであってもよい。
【００２２】
　前記青色発光ユニットは、蛍光物質を含む発光層を含み、前記オレンジ色発光ユニット
は、燐光物質を含む発光層を含むことができる。
【００２３】
　前記青色発光ユニット及び前記オレンジ色発光ユニットのうちの少なくとも一つは、補
助層を含むことができる。
【００２４】
　前記発光部材は、前記青色発光ユニットから発光される光及び前記オレンジ色発光ユニ
ットから発光される光を組み合わせて白色発光することができる。
【００２５】
　前記有機発光装置は、互いに異なる色を表示する第１副画素、第２副画素、及び第３副
画素、そして白色副画素を含むことができ、前記発光部材は、前記第１副画素、前記第２
副画素、前記第３副画素、及び前記白色副画素に共通的に形成されていて、前記第１副画
素、前記第２副画素、及び前記第３副画素は、前記発光部材の下部または上部に位置する
赤色フィルター、緑色フィルター、及び青色フィルターを各々含むことができる。
【００２６】
　本発明の第２実施形態による有機発光装置は、第１電極、前記第１電極上に形成されて
いる第１青色発光層、前記第１青色発光層上に形成されている第１電荷生成層、前記第１
電荷生成層上に形成されている第２青色発光層、前記第２青色発光層上に形成されている
第２電荷生成層、前記第２電荷生成層上に形成されているオレンジ色発光層、及び前記オ
レンジ色発光層上に形成されている第２電極を含む。
【００２７】
　前記第１青色発光層及び前記第２青色発光層は、蛍光物質を含むことができる。
【００２８】
　前記オレンジ色発光層は、燐光物質を含むことができる。
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【００２９】
　前記オレンジ色発光層は、約５５０乃至６５０ｎｍの波長領域のオレンジ色光を発光す
る発光層を含むことができる。
【００３０】
　前記オレンジ色発光層は、赤色発光層及び緑色発光層が積層されていてもよい。
【００３１】
　前記オレンジ色発光層は、ホスト物質に赤色発光物質及び緑色発光物質が共にドーピン
グされていてもよい。
【００３２】
　前記ホスト物質は、三重項エネルギーが前記緑色発光物質の三重項エネルギーより大き
い物質を使用することができる。
【００３３】
　前記有機発光装置は、前記第１電極と前記第１青色発光層との間、前記第１青色発光層
と前記第１電荷生成層との間、前記第１電荷生成層と前記第２青色発光層との間、前記第
２青色発光層と前記第２電荷生成層との間、前記第２電荷生成層と前記オレンジ色発光層
との間、前記オレンジ色発光層と前記第２電極との間のうちの少なくとも一つに形成され
ている補助層をさらに含むことができる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明による有機発光装置は、色特性及び効率が改善されて、安定した白色を表示する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の１実施形態による有機発光装置を概略的に示した断面図である。
【図２】本発明の１実施形態による有機発光装置における複数の画素の配置を例示した平
面図である。
【図３】本発明の１実施形態による有機発光装置の構造を示した断面図である。
【図４】本発明の実施形態による有機発光装置の波長による光の強さを示したグラフであ
る。
【図５】本発明の実施形態による有機発光装置の寿命特性を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について、本発明が属する技術分野にお
ける通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳しく説明する。しかし、本発明は
多様な形態に具現され、ここで説明する実施形態に限られない。
【００３７】
　図面では、多数の層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。明細書全
体にわたって類似する部分については同一な図面符号を付けた。層、膜、領域、板などの
部分がある部分の「上」にあるという時、これは他の部分の「直上」にある場合だけでな
く、その中間にまた他の部分がある場合も含む。一方、ある部分が他の部分の「直上」に
あるという時、これはその中間に他の部分がないことを意味する。
【００３８】
　以下、本発明の１実施形態による有機発光装置について図１を参照して説明する。
【００３９】
　図１は本発明の１実施形態による有機発光装置を概略的に示した断面図である。
【００４０】
　図１を参照すると、本発明の実施形態による有機発光装置は、互いに対向する下部電極
１００及び上部電極２００、前記下部電極１００と上部電極２００との間に位置する有機
発光部材３００を含む。
【００４１】
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　下部電極１００及び上部電極２００のうちの一つはカソード（ｃａｔｈｏｄｅ）であり
、他の一つはアノード（ａｎｏｄｅ）である。例えば、下部電極１００がアノード（ａｎ
ｏｄｅ）であり、上部電極２００がカソード（ｃａｔｈｏｄｅ）である。
【００４２】
　下部電極１００及び上部電極２００のうちの少なくとも一つは透明電極であり、下部電
極１００が透明電極である場合には、下部側に光を発光する背面発光（ｂｏｔｔｏｍ　ｅ
ｍｉｓｓｉｏｎ）であり、上部電極２００が透明電極である場合には、上部側に光を発光
する前面発光（ｔｏｐ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ）である。また、下部電極１００及び上部電極
２００が全て透明電極である場合には、下部及び上部に光を発光する両面発光である。透
明電極は、ＩＴＯ、ＩＺＯ、またはこれらの組み合わせからなり、アルミニウム（Ａｌ）
、銀（Ａｇ）、またはこれらの組み合わせを薄い厚さに形成してもよい。
【００４３】
　下部電極１００または上部電極２００が不透明電極である場合には、アルミニウム（Ａ
ｌ）、銀（Ａｇ）などの不透明金属で形成される。
【００４４】
　有機発光部材３００は、互いに異なる色を表示する複数の発光ユニットを含み、各発光
ユニットから発光される光を組み合わせて白色発光することができる。
【００４５】
　有機発光部材３００は、第１青色発光ユニット２０、第２青色発光ユニット３０、及び
オレンジ色発光ユニット４０を含み、第１青色発光ユニット２０と第２青色発光ユニット
３０との間、及び第２青色発光ユニット３０とオレンジ色発光ユニット４０との間には各
々電荷生成層５０ａ、５０ｂが形成されている。しかし、これに限定されず、三つ以上の
青色発光ユニット及び／または二つ以上のオレンジ色発光ユニットを含んでもよく、この
場合、各発光ユニットの間には電荷生成層が形成される。
【００４６】
　第１青色発光ユニット２０は、青色波長領域の光を発光する青色発光層２２、及び前記
青色発光層２２の下部及び上部に位置する補助層２１、２３を含む。例えば、下部電極１
００がアノードである場合には、補助層２１は正孔注入層及び正孔伝達層から選択された
少なくとも一つであり、補助層２３は電子注入層及び電子伝達層から選択された少なくと
も一つである。しかし、補助層２１、２３のうちの少なくとも一つは省略されてもよい。
【００４７】
　第２青色発光ユニット３０は、青色波長領域の光を発光する青色発光層３２、及び前記
青色発光層３２の下部及び上部に位置する補助層３１、３３を含む。例えば、下部電極１
００がアノードである場合には、補助層３１は正孔注入層及び正孔伝達層から選択された
少なくとも一つであり、補助層３３は電子注入層及び電子伝達層から選択された少なくと
も一つである。しかし、補助層３１、３３のうちの少なくとも一つは省略されてもよい。
【００４８】
　オレンジ色発光ユニット４０は、オレンジ色波長領域の光を発光するオレンジ色発光層
４２、及び前記発光層４２の下部及び上部に位置する補助層４１、４３を含む。例えば、
下部電極１００がアノードである場合には、補助層４１は正孔注入層及び正孔伝達層から
選択された少なくとも一つであり、補助層４３は電子注入層及び電子伝達層から選択され
た少なくとも一つである。しかし、補助層４１、４３のうちの少なくとも一つは省略され
てもよい。なお、補助層４１、４３として選択可能な正孔注入層、正孔伝達層、電子注入
層及び電子伝達層の各形成材料としては、特に制限されるものではなく、従来公知の正孔
注入層用の形成材料、正孔伝達層用の形成材料、電子注入層用の形成材料、及び電子伝達
層用の形成材料の中から適宜選択して利用することができる。
【００４９】
　オレンジ色発光層４２は、一つの色を発光する単一層、または各々異なる色を発光する
二つ以上の層が積層された複数層である。
【００５０】
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　オレンジ色発光層４２が単一層である場合、オレンジ色発光層４２は、約５５０乃至６
５０ｎｍの波長領域のオレンジ色光を発光する発光物質で形成される。約５５０乃至６５
０ｎｍの波長領域のオレンジ色光を発光する発光物質の例としては、特に制限されるもの
ではなく、従来公知の約５５０乃至６５０ｎｍの波長領域のオレンジ色光を発光する発光
物質の中から適宜選択して利用することができる。
【００５１】
　または、オレンジ色発光層４２は、ホスト物質を含む一つの層に赤色発光物質及び緑色
発光物質が共にドーピングされる。この場合、ホスト物質は、緑色発光層のホストに使用
される物質を使用することができ、三重項エネルギーが緑色ドーパント（前記オレンジ色
発光層４２にドーピングされる緑色発光物質）の三重項エネルギーより大きい物質を使用
することができる。ドーパント（前記オレンジ色発光層４２にドーピングされる赤色発光
物質及び緑色発光物質）は、燐光物質（燐光ドーパント）であってもよい。
【００５２】
　オレンジ色発光層４２が複数層である場合、オレンジ色発光層４２は、赤色波長領域の
光を発光する赤色発光層、及び緑色波長領域の光を発光する緑色発光層が積層された構造
からなる。この場合、赤色発光層は正孔輸送特性を有し、正孔輸送特性を有する化合物を
含む。緑色発光層は電子輸送特性を有し、電子輸送特性を有する化合物を含む。赤色発光
層のホスト（正孔輸送特性を有する化合物）の例としては、トリフェニルアミン誘導体が
挙げられ、緑色発光層のホスト（電子輸送特性を有する化合物）の例としては、トリアジ
ン基及びオキサジアゾール基のうちの少なくとも一つを含むカルバゾール誘導体、スピロ
フルオレン誘導体、またはこれらの組み合わせが挙げられる。赤色発光層のドーパントと
しては、赤色発光物質が挙げられ、該赤色発光物質としては燐光物質であってもよく、緑
色発光層のドーパントとしては、緑色発光物質が挙げられ、該緑色発光物質としては燐光
物質であってもよい。
【００５３】
　青色発光層２２、３２は、蛍光物質を含むことができ、オレンジ色発光層４２は、燐光
物質を含むことができる。
【００５４】
　電荷生成層５０ａ、５０ｂは、電子－正孔の対を生成することができる層であり、ここ
で生成された正孔は一方の側の発光ユニットに伝達され、電子は他方の側の発光ユニット
に伝達される。例えば、下部電極１００がアノードであり、上部電極２００がカソードで
ある場合、電荷生成層５０ａから生成された電子は第１青色発光ユニット２０に移動し、
正孔は第２青色発光ユニット３０に移動することができる。また、電子生成層５０ｂから
生成された電子は第２青色発光ユニット３０に移動し、正孔はオレンジ色発光ユニット４
０に移動することもできる。
【００５５】
　このように各発光ユニットの間に電荷生成層５０ａ、５０ｂが形成されることによって
、電流効率を向上させて、素子寿命を改善することができる。
【００５６】
　前述のように、本発明の実施形態による有機発光装置は、互いに異なる色を表示する発
光層を組み合わせて白色発光する。この時、少なくとも二つの青色発光ユニット及び少な
くとも一つのオレンジ色発光ユニットを組み合わせて白色発光する。
【００５７】
　ここで、青色発光ユニットを成す青色発光層は、蛍光物質を含むことができる。一般に
、１００％に近い内部陽子効率を達成するためには、燐光物質を使用することができるが
、青色発光の燐光物質は寿命が短くて、素子に適用する場合に有機発光装置の寿命を短か
くする。従って、本発明の実施形態では青色発光層として蛍光物質を使用するが、このよ
うな青色発光層を複数積層することによって、燐光を使用する他の発光物質と効率を合わ
せて、安定した白色を表示することができる。
【００５８】
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　このような安定した白色は、カラーフィルターを通過することによって、色純度及び効
率が高い色に表示される。
【００５９】
　前述した有機発光装置は、複数の画素を含むことができ、各画素は、複数の副画素を含
むことができる。これについて、図２及び図３を参照して説明する。
【００６０】
　図２は本発明の１実施形態による有機発光装置における複数の画素の配置を例示した平
面図であり、図３は本発明の１実施形態による有機発光装置の構造を示した断面図である
。
【００６１】
　まず、図２を参照すると、本発明の１実施形態による有機発光装置は、赤色を表示する
赤色副画素（Ｒ）、緑色を表示する緑色副画素（Ｇ）、青色を表示する青色副画素（Ｂ）
、及び色を表示しない白色副画素（Ｗ）が交互に配置されている。
【００６２】
　赤色副画素（Ｒ）、緑色副画素（Ｇ）、及び青色副画素（Ｂ）は、フルカラー（ｆｕｌ
ｌ　ｃｏｌｏｒ）を表現するための基本画素である。白色副画素（Ｗ）は、光透過度を高
めて、素子の輝度を高めることができる。
【００６３】
　赤色副画素（Ｒ）、緑色副画素（Ｇ）、青色副画素（Ｂ）、及び白色副画素（Ｗ）を含
む四つの副画素は一つの画素を成し、このような画素は、行及び／または列に沿って繰り
返し配置される。しかし、画素の配置は多様に変更することができる。
【００６４】
　図３を参照して、赤色副画素（Ｒ）、緑色副画素（Ｇ）、青色副画素（Ｂ）、及び白色
副画素（Ｗ）を含む有機発光装置の構造を説明する。
【００６５】
　絶縁基板１１０上に複数の薄膜トランジスターアレイ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎ
ｓｉｓｔｏｒ　ａｒｒａｙ）が配列されている。薄膜トランジスターアレイは、各副画素
に配置されているスイッチング薄膜トランジスター（Ｑｓ）及び駆動薄膜トランジスター
（Ｑｄ）を含み、これらは電気的に連結されている。図３では各副画素にスイッチング薄
膜トランジスター（Ｑｓ）及び駆動薄膜トランジスター（Ｑｄ）が一つずつだけ含まれる
ことを示したが、これに限定されず、各副画素に複数含まれてもよい。
【００６６】
　薄膜トランジスターアレイ上には下部絶縁膜１１２が形成されている。下部絶縁膜１１
２にはスイッチング薄膜トランジスター（Ｑｓ）及び駆動薄膜トランジスター（Ｑｄ）の
一部を露出する複数の接触孔（図示せず）が形成されている。
【００６７】
　下部絶縁膜１１２上には、赤色副画素（Ｒ）に赤色フィルター２３０Ｒ、緑色副画素（
Ｇ）に緑色フィルター２３０Ｇ、青色副画素（Ｂ）に青色フィルター２３０Ｂが各々形成
されている。カラーフィルター２３０Ｒ、２３０Ｇ、２３０Ｂは、カラーフィルターオン
アレイ（ｃｏｌｏｒ　ｆｉｌｔｅｒ　ｏｎ　ａｒｒａｙ、ＣｏＡ）方式で配置される。
【００６８】
　白色副画素（Ｗ）には、カラーフィルターの代わりに、他の副画素のカラーフィルター
と段差を合わせるための透明絶縁膜２３５が形成されている。しかし、透明絶縁膜２３５
は省略されてもよい。
【００６９】
　赤色フィルター２３０Ｒ、緑色フィルター２３０Ｇ、青色フィルター２３０Ｂ、及び透
明絶縁膜２３５の間には遮光部材２２０が形成されている。遮光部材２２０は、各画素の
間で光漏れを防止することができる。
【００７０】
　赤色フィルター２３０Ｒ、緑色フィルター２３０Ｇ、青色フィルター２３０Ｂ、透明絶
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１１４には複数の接触孔（図示せず）が形成されている。
【００７１】
　上部絶縁膜１１４上には画素電極１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ、１００Ｗが形成され
ている。画素電極１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ、１００Ｗは、接触孔（図示せず）を通
して駆動薄膜トランジスター（Ｑｄ）と電気的に連結されていて、例えばアノード（ａｎ
ｏｄｅ）の役割を果たすことができる。
【００７２】
　各画素電極１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ、１００Ｗ上には各副画素を定義するための
複数の絶縁部材３６１が形成されていて、画素電極１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ、１０
０Ｗ及び絶縁部材３６１上には有機発光部材３００が形成されている。
【００７３】
　有機発光部材３００は、図１に示したように、第１青色発光ユニット２０、第２青色発
光ユニット３０、及びオレンジ色発光ユニット４０を含み、第１青色発光ユニット２０と
第２青色発光ユニット３０との間、及び第２青色発光ユニット３０とオレンジ色発光ユニ
ット４０との間には各々電荷生成層５０ａ、５０ｂが形成されている。しかし、これに限
定されず、三つ以上の青色発光ユニット及び／または二つ以上のオレンジ色発光ユニット
を含むこともでき、この場合、各発光ユニットの間には電荷生成層が形成される。
【００７４】
　有機発光部材３００は、少なくとも二つの青色発光ユニット及びオレンジ色発光ユニッ
トから発光される光を組み合わせて白色発光することができる。
【００７５】
　有機発光部材３００上には共通電極２００が形成されている。共通電極２００は基板全
面に形成されていて、例えばカソード（ｃａｔｈｏｄｅ）であってもよい。共通電極２０
０は、画素電極１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ、１００Ｗと対を成して、有機発光部材３
００に電流を流す。
【００７６】
　ここで、前述した本発明の実施形態による有機発光装置の色特性及び効率について、図
４及び表１を図１乃至図３と共に参照して説明する。
【００７７】
　図４は本発明の１実施形態による有機発光装置の波長による発光強度を示したグラフで
ある。
【００７８】
　本実施形態による有機発光装置は、発光層３００で白色発光した光が赤色フィルター２
３０Ｒ、緑色フィルター２３０Ｇ、及び青色フィルター２３０Ｂを各々通過して、図４に
示された赤色ピーク（Ｒ）、緑色ピーク（Ｇ）、及び青色ピーク（Ｂ）を示す。
【００７９】
　図４のように、赤色ピーク（Ｒ）、緑色ピーク（Ｇ）、及び青色ピーク（Ｂ）は、各当
該波長領域において全て色特性が優れていることが分かる。また、カラーフィルターを通
過しない白色発光された光の白色ピーク（Ｗ）も、輝度が高く、安定した白色を表示する
ことが分かる。
【００８０】
　これに関する色座標及び輝度は表１に示した。
【００８１】



(10) JP 5687883 B2 2015.3.25

10

20

30

40

50

【表１】

【００８２】
　図４及び表１に示されたように、本発明の実施形態による有機発光装置は、色特性が優
れていて、輝度及び効率が高いことが分かる。特に、白色光（Ｗ）がカラーフィルターを
通過した後に高色純度の色を表示することが分かる。
【００８３】
　次に、図５を参照して寿命特性を確認する。
【００８４】
　図５は本発明の実施形態による有機発光装置の寿命特性を示したグラフである。
【００８５】
　図５を参照すると、初期に約５０００ｎｉｔの輝度を有する有機発光表示装置において
、輝度が半分に減少する時間が約４４００時間と測定された。これを加速因子１．５を適
用して実際の使用条件に換算すると、１０００ｎｉｔの条件で約６万時間の寿命を確保す
ることができて、寿命が長いことが分かる。
【００８６】
　以上で、本発明の望ましい実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこ
れに限定されず、特許請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者の多
様な変形及び改良形態も本発明の権利範囲に属する。
【符号の説明】
【００８７】
２０、３０　青色発光ユニット、
２１、２３、３１、３３、４１、４３　補助層、
２２、３２　青色発光層、
４０　オレンジ色発光ユニット、
４２　オレンジ色発光層、
５０ａ、５０ｂ　電荷生成層、
１００、２００　電極、
１００Ｒ、１００Ｇ、１００Ｂ、１００Ｗ　画素電極（アノード）、
１１０　絶縁基板、
１１２　下部絶縁膜、
１１４　上部絶縁膜、
２００　共通電極（カソード）、
２２０　遮光部材、
２３０Ｒ　赤色フィルター、
２３０Ｇ　緑色フィルター、
２３０Ｂ　青色フィルター、
２３５　透明絶縁膜、
３００　有機発光部材、
３６１　絶縁部材、
Ｒ　赤色副画素（図２、３）または赤色ピーク（図４）、
Ｇ　緑色副画素（図２、３）または緑色ピーク（図４）、
Ｂ　青色副画素（図２、３）または青色ピーク（図４）、
Ｗ　白色副画素（図２、３）または白色ピーク（図４）、
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Ｑｓ　スイッチング薄膜トランジスター、
Ｑｄ　駆動薄膜トランジスター。

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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