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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、前記基材上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層と、前記ガスバリア層上
に形成され、かつカルドポリマーを有する平坦化層とを有し、
　前記ガスバリア層は、前記平坦化層を介さずに前記基材上に形成され、
　前記カルドポリマーが、フルオレン骨格を有するビスフェノール化合物とエピクロヒド
リンとから誘導されるエポキシ樹脂を少なくとも含有するポリマーであることを特徴とす
るガスバリア性基板。
【請求項２】
　前記フルオレン骨格を有するビスフェノール化合物が、下記一般式（１）で示される化
合物であることを特徴とする請求項１に記載のガスバリア性基板。
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【化１】

　（Ｒ１およびＲ２は水素原子、炭素数１～５のアルキル基、またはハロゲン原子であり
、互いに同じであってもよく、異なるものであってもよい。）
【請求項３】
　前記平坦化層上に前記ガスバリア層が積層されていることを特徴とする請求項１または
請求項２に記載のガスバリア性基板。
【請求項４】
　前記基材が、室温から１５０℃までの範囲内における線膨張係数が８０ｐｐｍ以下であ
り、かつ全光線透過率が８５％以上である耐熱性を有する透明樹脂からなることを特徴と
する請求項１から請求項３までのいずれかの請求項に記載のガスバリア性基板。
【請求項５】
　前記基材が、表面に、室温から１５０℃までの範囲内における線膨張係数が８０ｐｐｍ
以下であり、かつ全光線透過率が８５％以上である耐熱性を有する透明樹脂層を有するも
のであることを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれかの請求項に記載のガスバ
リア性基板。
【請求項６】
　前記平坦化層の表面平均粗さが３ｎｍ以下であり、最大高低差が５０ｎｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項１から請求項５までのいずれかの請求項に記載のガスバリア性基板
。
【請求項７】
　前記ガスバリア層が、透明無機酸化膜、透明無機酸化窒化膜、透明無機窒化膜、もしく
は透明金属膜からなる蒸着膜であることを特徴とする請求項１から請求項６までのいずれ
かの請求項に記載のガスバリア性基板。
【請求項８】
　前記ガスバリア性基板における酸素透過率が０．３ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ以下であり、水
蒸気透過率が０．１ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下であることを特徴とする請求項１から請求項７
までのいずれかの請求項に記載のガスバリア性基板。
【請求項９】
　前記ガスバリア性基板の最表面の表面平均粗さが６ｎｍ以下であり、最大高低差が６０
ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１から請求項８までのいずれかの請求項に記載の
ガスバリア性基板。
【請求項１０】
　前記基材における、前記ガスバリア層および前記平坦化層が形成された面と反対側の面
に、前記基材にかかる応力を緩和する応力緩和層が形成されていることを特徴とする請求
項１から請求項９までのいずれかの請求項に記載のガスバリア性基板。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０までのいずれかの請求項に記載のガスバリア性基板上に透明電
極層が形成されていることを特徴とするディスプレイ用基板。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のディスプレイ用基板と、前記透明電極層上に形成された少なくとも
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発光層を有する有機エレクトロルミネッセント層と、前記有機エレクトロルミネッセント
層上に形成された対向電極とを有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素
子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有機エレクトロルミネッセント（以下、有機ＥＬと略す場合がある。）素子等
のディスプレイ用基板等に用いることが可能な、ガスバリア性が高く、かつ平坦性を有す
るガスバリア性基板に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、例えば有機ＥＬディスプレイ等のディスプレイ用素子の支持基板として、ガラ
ス基板を用いたものが知られているが、ガラス基板は重くて硬く、そして割れやすいとい
う欠点を有している。そこで近年、これらガラス基板の問題を解決するためにプラスチッ
ク基板が提案されている。
【０００３】
しかしながら、プラスチック基板は軽く、フレキシブルで割れにくい反面、ガラス基板と
比較してガスバリア性が悪く、長時間ディスプレイ素子の性能を維持させることは困難で
あった。
【０００４】
また、ディスプレイ用素子の支持基板として、例えば、有機ＥＬ素子に用いられる場合に
は、有機ＥＬ素子の発光層は、水分や酸素に触れると発光劣化が生じることから、支持基
板にも酸素や水に対するガスバリア性が必要とされており、また有機ＥＬ素子を形成する
際には高温下でのプロセス工程を経る必要があるため、支持基板に耐熱性も要求される。
また、支持基板が平坦性を有しない場合には、ピンホールや突起等によってガスバリア性
に欠陥が生じたり、発光層等の有機ＥＬ層は薄膜であるため、ピンホールや突起等により
有機ＥＬ層が均一に形成されず、有機ＥＬディスプレイにダークスポットが発生すると考
えられている。またディスプレイ自体が長時間に渡り設置されて使用される場合には、支
持基板に電位や温度上昇に安定であることが求められる。これは、支持基板が電位や温度
上昇に不安定である場合には、ディスプレイの発光や光の変調が起こるという問題が生じ
るからである。このようなことから、プラスチック基板に、上述したような性質を付与す
る方法が求められていた。
【０００５】
そこで従来、樹脂基板にガスバリア性を付与するために次のような提案がある。例えば、
特許文献１においては、高分子樹脂組成物からなる基材上に無機蒸着層を第１層として設
け、次いで１種類以上のアルコキシドおよび／またはその加水分解物、または塩化錫のい
ずれかを含む水溶液、或いは水／アルコール混合溶液を主剤とするコーティング剤を塗布
し、加熱乾燥してなるガスバリア性被膜を第２層として積層することにより、高いガスバ
リア性を発現している。
【０００６】
また、特許文献２においては、高分子樹脂組成物からなる基材上に無機蒸着層を第１層と
して設け、次いで１種類以上のアルコキシド或いはその加水分解物と、分子中に少なくと
も２個以上のイソシアネート基を有するイソシアネート化合物との混合溶液を主剤とする
コーティング剤を塗布し、加熱乾燥してなるガスバリア性被膜を第２層として積層するこ
とにより、高いガスバリア性を発現している。
【０００７】
また、特許文献３においては、脂環式炭化水素骨格ビス（メタ）アクリレート、メルカプ
ト化合物、単官能（メタ）アクリレートを含有する成分を含有することにより耐熱性や機
械的強度、特に耐衝撃性に優れた基材に、ＳｉＯ２からなる無機蒸着層を設けることによ
りガスバリア性を発現している。
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【０００８】
しかしながら、特許文献１、特許文献２においては用途が食品、医薬品等の包装分野に限
られており、ガスバリア性も水蒸気透過率（以下、ＷＶＴＲともいう。）が０．１ｇ／ｍ
2／ｄａｙ程度、酸素透過率（以下、ＯＴＲともいう。）が０．３ｃｃ／ｍ2／ｄａｙ・ａ
ｔｍ程度であり、不十分であった。また特許文献３においては、ディスプレイ分野、特に
液晶表示パネルに用途分野を有するものであり、基材上にＳｉＯ2からなる無機蒸着層を
設けることによりガスバリア性を発現しているが、その酸素透過率が１ｃｃにとどまり、
例えば有機ＥＬ素子の発光層等の劣化を防ぐ防湿性としては十分とは言い難いといえる。
【０００９】
また、表面の平坦性に関しては上記各特許文献のいずれにおいても検討されていない。
【００１０】
さらに、近年、ガラス基板を薄膜化して用いた場合であっても、有機ＥＬディスプレイの
高精細化に伴い、ガスの透過率の向上が求められている。
【００１１】
【特許文献１】
特開平７－１６４５９１号公報
【特許文献２】
特開平７－２６８１１５号公報
【特許文献３】
特開平１１－２２２５０８号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、ガスバリア性が高く、また上記ガスバリア層に凹凸やピンホール等がなく、平坦
性の良好なガスバリア性基板を提供することが望まれている。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明は、基材と、上記基材上に形成された平坦化層と、上記平坦化層上に形成された蒸
着膜からなるガスバリア層とを有することを特徴とするガスバリア性基板を提供する。
【００１４】
本発明によれば、ガスバリア層が上記平坦化層上の平坦化された表面に形成されることか
ら、ガスバリア層を緻密で凹凸やピンホール等のない、ガスバリア性の高い層とすること
ができる。また、上記ガスバリア層と透明基材との間に平坦化層が形成されていることか
ら、透明基材とガスバリア層との密着性を高くすることができ、ガスバリア性の高いガス
バリア性基板とすることができるのである。これにより、本発明のガスバリア性基板を、
例えばディスプレイ用基板等に用いて、ダークスポット等のない高品質なディスプレイを
形成することが可能となるのである。
【００１５】
本発明においては、基材と、上記基材上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層と、上
記ガスバリア層上に形成され、かつカルドポリマーを有する平坦化層とを有することを特
徴とするガスバリア性基板を提供する。
【００１６】
本発明によれば、上記平坦化層はガスバリア層との密着性が高く、ガスバリア層が有する
ピンホールの充填等することができることから、ガスバリア性の高いガスバリア性基板と
することができるのである。また、ガスバリア性基板表面に上記平坦化層が形成されてい
ることから、平坦な表面を有するガスバリア性基板とすることができ、例えば有機ＥＬ素
子等の様々な用途に用いることが可能なガスバリア性基板とすることができるのである。
【００１７】
上記発明においては、上記平坦化層上に上記ガスバリア層が積層されていることが好まし
い。これにより、ガスバリア性基板のガスバリア性をさらに高いものとすることができる
からである。
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【００１８】
また、本発明においては、上記基材が、室温から１５０℃までの範囲内における線膨張係
数が８０ｐｐｍ以下であり、かつ全光線透過率が８５％以上である耐熱性を有する透明樹
脂からなるものであってもよい。これにより、本発明のガスバリア性基板が耐熱性を有す
るものとすることができ、例えば有機ＥＬ素子等の耐熱性が要求されるディスプレイ用基
板等、様々な用途に用いることが可能となるからである。
【００１９】
また本発明においては、上記基材が、表面に、室温から１５０℃までの範囲内における線
膨張係数が８０ｐｐｍ以下であり、かつ全光線透過率が８５％以上である耐熱性を有する
透明樹脂層を有するものであってもよい。上記透明樹脂層によって、上記基材を耐熱性を
有するものとすることができることから、本発明のガスバリア性基板を様々な用途に用い
ることが可能となるからである。
【００２０】
また、上記のいずれの発明においても、上記平坦化層の表面平均粗さが３ｎｍ以下であり
、最大高低差が５０ｎｍであることが好ましい。これにより、平坦性が高く、平坦化層上
に形成される上記ガスバリア層や、本発明のガスバリア性基板上に形成される層等に、凹
凸やピンホール等のない高品質なガスバリア性基板とすることができるからである。
【００２１】
また、本発明においては、上記ガスバリア層が、透明無機酸化膜、透明無機酸化窒化膜、
透明無機窒化膜、もしくは透明金属膜からなる蒸着膜であることが好ましい。これにより
、ガスバリア層のガスバリア性を高いものとすることができるからである。
【００２２】
さらに、本発明においては、上記ガスバリア性基板における酸素透過率が０．３ｃｃ／ｍ
２／ｄａｙ以下であり、水蒸気透過率が０．１ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下であることが好まし
い。本発明のガスバリア性基板の酸素透過率および水蒸気透過率が、上記範囲内であるこ
とにより、酸素や水蒸気等に弱い部材を有する、例えば有機ＥＬ素子の支持基板等に用い
ることが可能となるからである。
【００２３】
また、本発明においては、上記ガスバリア性基板の表面平均粗さが６ｎｍ以下であり、最
大高低差が６０ｎｍ以下であることが好ましい。このようにガスバリア性基板の表面が平
坦性を有することにより、例えば有機ＥＬ素子のディスプレイ用基板等、様々な用途に用
いることが可能となるからである。
【００２４】
さらに、上記発明においては、上記基材における、上記ガスバリア層および上記平坦化層
が形成された面と反対側の面に、上記基材にかかる応力を緩和する応力緩和層が形成され
ていてもよい。これにより、上記ガスバリア層や平坦化層が形成された際に発生する応力
を低減させることができ、ガスバリア性基板にそりが発生することを防止することができ
るからである。
【００２５】
また、本発明においては、上述したいずれかのガスバリア性基板上に透明電極層が形成さ
れていることを特徴とするディスプレイ用基板を提供する。
【００２６】
本発明によれば、上記ガスバリア性基板を用いることにより、ガスバリア性および平坦性
が高いディスプレイ用基板とすることができ、様々な用途に用いることが可能なものとす
ることができる。
【００２７】
また、本発明は、上記ディスプレイ用基板と、上記透明電極層上に形成された少なくとも
発光層を有する有機エレクトロルミネッセント層と、上記有機エレクトロルミネッセント
層上に形成された対向電極とを有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素
子を提供する。
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【００２８】
本発明によれば、上記ディスプレイ用基板を用いることにより、経時で酸素や水蒸気等の
影響を受けることなく、またダークスポット等もない有機ＥＬ素子とすることができるの
である。
【００２９】
【発明の実施の形態】
本発明は、例えばディスプレイ用基板等に用いることが可能な、ガスバリア性および平坦
性の高いガスバリア性基板と、そのガスバリア性基板を用いたディスプレイ用基板および
有機ＥＬ素子とに関するものである。
【００３０】
以下、それぞれについてわけて説明する。
【００３１】
Ａ．ガスバリア性基板
まず、本発明のガスバリア性基板について説明する。
【００３２】
本発明のガスバリア性基板には、２つの実施態様がある。まず、第１実施態様としては、
基材と、上記基材上に形成された平坦化層と、上記平坦化層上に形成された蒸着膜からな
るガスバリア層とを有することを特徴とするものであり、第２実施態様としては、基材と
、上記基材上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層と、上記ガスバリア層上に形成さ
れ、かつカルドポリマーを有する平坦化層とを有することを特徴とするものである。
【００３３】
本発明によれば、どちらの態様においても、上記平坦化層を有することにより、ガスバリ
ア性の高いガスバリア性基板とすることができ、また、本発明のガスバリア性基板の表面
が平坦性を有するものとすることができるのである。
【００３４】
以下、上記の各態様についてそれぞれ説明する。
【００３５】
１．第１実施態様
まず、本発明のガスバリア性基板における第１実施態様について説明する。本発明のガス
バリア性基板における第１実施態様は、基材と、上記基材上に形成された平坦化層と、上
記平坦化層上に形成された蒸着膜からなるガスバリア層とを有することを特徴とするもの
である。
【００３６】
本実施態様のガスバリア性基板は、例えば図１に示すように、基材１と、その基材１上に
形成された平坦化層２と、その平坦化層２上に形成されたガスバリア層３とを有するもの
である。
【００３７】
本実施態様においては、上記平坦化層上にガスバリア層が形成されることから、上記ガス
バリア層が、基材の凹凸や突起の影響を受けることなく、緻密かつ平坦なガスバリア層を
形成することができるのである。これにより、ガスバリア層のガスバリア性を高いものと
することができ、また本実施態様のガスバリア性基板が、例えばディスプレイ用基板に用
いられた際にも、ガスバリア層のピンホールによって形成されるダークスポット等のない
高品質なものとすることができるのである。
【００３８】
またさらに、ガスバリア性基板表面の平坦性が高く、ガスバリア性基板上に、例えば有機
ＥＬ素子の発光層等の薄膜を形成した場合であっても、均一に層を形成することができる
ことから、様々な用途に用いることが可能なガスバリア性基板とすることができるのであ
る。
【００３９】
以下、本実施態様のガスバリア性基板の各構成についてわけて説明する。
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【００４０】
ａ．平坦化層
まず、本実施態様のガスバリア性基板に用いられる平坦化層について説明する。本実施態
様のガスバリア性基板に用いられる平坦化層は、後述する基材とガスバリア層との間に形
成される層であり、かつ平坦性を有する層である。
【００４１】
本実施態様に用いられる平坦化層の平坦性としては、表面平均粗さ（Ｒａ）が３ｎｍ以下
、特に１ｎｍ以下であることが好ましく、また最大高低差（Ｐ－Ｖ）が５０ｎｍ以下、特
に１０ｎｍ以下であることが好ましい。表面粗さおよび上記最大高低差が、上記範囲内で
あることにより、後述するガスバリア層を上記平坦化層上に形成した場合に、緻密かつ平
坦に形成することが可能となるからである。
【００４２】
ここで、上記表面粗さおよび最大高低差は、スキャン範囲２０μｍ、スキャン速度９０ｓ
ｅｃ／ｆｒａｍｅの条件下で、原子間顕微鏡（Ｎａｎｏｐｉｃｓ：商品名、セイコーイン
スツルメンツ社製）を用いて測定した値である。
【００４３】
本実施態様においては、上述したような平坦性を有する層であれば、平坦化層の材料等は
特に限定されるものではないが、本実施態様においては、有機物を用いることが好ましい
。これにより、上記のような平坦性を有する層を形成することが容易であり、また後述す
る基材およびガスバリア層との密着性が良好な平坦化層とすることができるからである。
【００４４】
また、本実施態様に用いられる平坦化層は、上記の中でもカルドポリマーを有するもので
あることが好ましい。これにより、平坦化層とガスバリア層との密着性をより良好なもの
とすることができ、ガスバリア性がより緻密に形成されることから、ガスバリア層のガス
バリア性を高いものとすることができるからである。
【００４５】
このようなカルドポリマーとしては、例えば、フルオレン骨格を有するビスフェノール化
合物とエピクロヒドリンとから誘導されるエポキシ樹脂、あるいはこのエポキシ樹脂と（
メタ）アクリル酸とから誘導されるエポキシ（メタ）アクリレート、更にはこのエポキシ
（メタ）アクリレートと酸無水物から誘導されるエポキシ（メタ）アクリレート酸付加物
等を挙げることができる。
【００４６】
ここで、本実施態様に用いられるカルドポリマーは、下記一般式（１）で示されるビスフ
ェノール化合物から誘導されるフルオレン骨格を有する樹脂を含有することが好ましい。
【００４７】
【化１】

【００４８】
（Ｒ１およびＲ２は水素原子、炭素数１～５のアルキル基、またはハロゲン原子であり、
互いに同じであってもよく、異なるものであってもよい。）
このような一般式（１）で示されるビスフェノール化合物としては、具体的には、例えば
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、9,9-ビス（4-ヒドロキシフェニル）フルオレン、9,9-ビス（4-ヒドロキシ－3-メチルフ
ェニル）フルオレン、9,9-ビス（4-ヒドロキシ－3-クロロフェニル）フルオレン、9,9-ビ
ス（4-ヒドロキシ－3-ブロモフェニル）フルオレン、9,9-ビス（4-ヒドロキシ－3-フルオ
ロフェニル）フルオレン、9,9-ビス（4-ヒドロキシ－3-メトキシフェニル）フルオレン、
9,9-ビス（4-ヒドロキシ－3,5-ジメチルフェニル）フルオレン、9,9-ビス（4-ヒドロキシ
－3,5-ジクロロフェニル）フルオレン、9,9-ビス（4-ヒドロキシ－3,5-ジブロモフェニル
）フルオレン等を挙げることができ、これらはその１種のみを単独で用いることができる
ほか、２種以上を併用することもできる。
【００４９】
本実施態様において、上記カルドポリマーは、エポキシ基を１分子中に２つ以上もつエポ
キシ樹脂と不飽和モノカルボン酸とを反応させて得たエポキシ（メタ）アクリレート樹脂
と多塩基酸無水物から誘導されるエポキシ（メタ）アクリレート酸付加物であることが好
ましい。
【００５０】
このようなエポキシ（メタ）アクリレート酸付加物の形成に用いられるエポキシ樹脂とし
て、具体的には、ビス（4-ヒドロキシフェニル）ケトン、ビス（4-ヒドロキシフェニル）
スルホン、2，2-ビス（4-ヒドロキシフェニル）プロパン、ビス（4-ヒドロキシフェニル
）エーテル、ビス（4-ヒドロキシフェニル）ヘキサフルオロプロパン、9，9-ビス（4-ヒ
ドロキフェニル）フルオレン、ビス（4-ヒドロキシフェニル）ジメチルシラン、4，4'-ビ
フェノール、テトラメチル-4，4'-ビフェノール等のビスフェノール類、フェノールノボ
ラック、クレゾールノボラック、ナフトールまたはナフタレンジオールと、1,4-ビスキシ
レノールとの縮合化合物等の多官能フェノール類や、これら芳香環水素の一部または全て
がハロゲン原子、炭素数１～４のアルキル基に置換した多官能フェノール類をエピクロロ
ヒドリンと反応させて得られた１分子中にエポキシ基を２つ以上有するものが挙げられる
。このエポキシ樹脂をエポキシ樹脂と等当量のアクリル酸、メタクリル酸等のアクリル酸
類を公知の手法により反応させることにより、エポキシ（メタ）アクリレート樹脂とする
ことができ、さらに、このエポキシ（メタ）アクリレート樹脂を多塩基酸無水物と反応さ
せることにより、エポキシ（メタ）アクリレート樹脂と多塩基酸無水物との付加生成物と
することができるのである。
【００５１】
このような付加生成物の形成に用いられる多塩基酸無水物として、具体的には、メチルテ
トラヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、無水メチルハイミック酸、
テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルシクロヘキセンジカルボ
ン酸無水物などの脂環式酸無水物類、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリ
ット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、エチレングリコールビストリメリテ
ート無水物、グリセロールトリストリメリテート無水物、ビフェニルテトラカルボン酸二
無水物などの芳香族酸無水物類、無水ヘット酸、テトラブロモ無水フタル酸などのハロゲ
ン系酸無水物類等が挙げられる。また、上記エポキシ樹脂、アクリレート、酸無水物類は
１種であっても、２種以上の混合物であってもよい。
【００５２】
このようにして得られるエポキシ（メタ）アクリレート酸付加物の中でも、本実施態様に
おいては、特開昭60-152091号公報、特開平6-1938号公報、特開平8-146311号公報に見ら
れるように同一分子内にカルボキシル基と光重合可能な不飽和基とを有する重量平均分子
量１０００以上の樹脂が平坦化層に含有されることが好ましい。具体的には、フルオレン
骨格を持つエポキシアクリレートの酸付加体である新日鐵化学社製V259M, V301Mや日本化
薬社製のクレゾールノボラック型エポキシアクリレートの酸付加体が挙げられる。
【００５３】
なお、上記フルオレン骨格を持つエポキシアクリレートは、9,9-ビス（4-ヒドロキフェニ
ル）フルオレンから得られるエポキシ樹脂とアクリル酸類とを反応させて得られるものが
好適に用いられる。
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【００５４】
本実施態様において、平坦化層を形成する樹脂は、熱硬化型樹脂であってもよく、紫外線
硬化型樹脂であってもよく、さらに熱紫外線硬化型樹脂であってもよい。ここで、上記樹
脂が熱紫外線硬化型樹脂である場合には、軟化点を４５℃以上とすることができる点から
、平均分子量が３０００以上であることが好ましい。
【００５５】
上記平坦化層は、上述したよう平坦性を有するものであれば、その組成は特に限定される
ものではないが、本実施態様においては、例えば上記カルドポリマーを有する樹脂と、多
官能アクリレートモノマー、光重合開始剤または熱重合開始剤、エポキシ基を１分子中に
２つ以上有するエポキシ樹脂と、必要に応じて各種添加剤とを混合して、上記色変換層上
に塗布し、紫外線や熱等により硬化させることにより形成することができる。上記樹脂が
紫外線硬化型樹脂である場合には、光重合開始剤が用いられ、また上記樹脂が熱硬化型樹
脂である場合には、熱重合開始剤が用いられる。
【００５６】
ここで、本実施態様に用いられる上記多官能アクリレートとして、具体的には、常圧にお
いて１００℃以上の沸点を有し、かつ、１分子中に少なくとも２つのエチレン性不飽和基
を有する付加重合性化合物であるものが挙げられる。このような材料としては、多価アル
コールとα，β－不飽和カルボン酸とを結合して得られるもの、例えばジエチレングリコ
ール（メタ）アクリレート（ジアクリレート又はジメタアクリレートを意味する、以下同
じ）、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、テトラエチレングリコールジ（
メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンジ（メタ）アクリレート、トリメチロール
プロパンジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、
 13-プロパンジオール（メタ）アクリレート、 13-ブタンジオール（メタ）アクリレート
、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（
メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート等の多官能ア
クリレートや相当の多官能メタクリレート、 2,2-ビス（４－アクリロキシジエトキシフ
ェニル）プロパン、2,2-ビス（4-メタクリロキシペンタエトキシフェニル）プロパン、2,
2-ビス（4-メタクリロキシポリエトキシフェニル）プロパンの混合物〔新中村化学（株）
製商品名:BEP-500〕等や、グリシル基含有化合物にアクリル酸やメタクリル酸などのα，
β－不飽和カルボン酸を付加して得られるもの、例えばトリメチロールプロパントリグリ
シジルエーテルトリ（メタ）アクリレート、ビスフェノールＡジクリシジルエーテルジ（
メタ）アクリレート、フルオレン環を有するジグリシジルエーテルのアクリル酸付加体〔
新日鐵化学（株）製商品名:ASF400 〕等や、不飽和アミド類、例えばメチレンビスアクリ
ロアミド、1,6-ヘキサメチレンビスアクリルアミド等や、ビニルエステル類、例えばジビ
ニルサクシネート、ジビニルアジベート、ジビニルフタレート、ジビニルテレフタレート
、ジビニルベンゼン－1,3-ジスルホネート等が挙げられる。
【００５７】
また、本実施態様に用いられる光重合開始剤としては、公知のものを単独に又は数種併用
することができ、例えば、2-メチル－1-〔4-（メチルチオ）フェニル〕-2- モルフォリノ
－プロパン－1-オン（市販品チバスペシャリティケミカルズ社製イルガキュア９０７）、
2ーベンジル-2-ジメチルアミノ-1-（4-モルフォリノフェニル）ブタノン-1（市販品チバ
スペシャリティケミカルズ社製イルガキュア３６９）、ビス（2,4,6-トリメチルベンゾイ
ル）フェニルホスフィンオキサイド（チバスペシャリティケミカルズ社製商品名ＣＧＩ８
１９）、2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド（BASF製Lucirin 
TPO）、2,4-トリクロロメチル-（ピプロロニル）-6-トリアジン（市販品日本シーベルヘ
グナー社製商品名トリアジンPP）等が使用できる。
【００５８】
また、本実施態様に用いられる熱重合開始剤としては、加熱時にラジカルを発生し、上述
したカルドポリマーを有する樹脂および多官能アクリレートモノマーの不飽和基を重合さ
せて硬化膜を形成させることが可能であれば、公知のものを用いることができるが、１０
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時間半減期温度が８０℃以上から硬化温度以下であることが好ましく、１００℃以上から
硬化温度であることがより好ましい。
【００５９】
また、さらに上記エポキシ基を１分子中に２つ以上有するエポキシ樹脂としては、加水分
解性塩素分が１０００ｐｐｍ未満と少ないエポキシ化合物が好ましく、例えば、油化シェ
ル（株）製テトラメチルジフェニル型エポキシ樹脂YX４０００、日本化薬（株）製EOCNシ
リーズ（EOCN1020, 4400, 102S, 103S, 104Sなど）のクレゾールノボラック型エポキシ樹
脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、東都化成（株）製液状３官能エポキシ樹脂Ｚ
Ｘ－１５４２、エポキシ化合物中の２級ヒドロキシル基にグリシジル基を導入した多官能
エポキシ化合物等が挙げられる。このようなエポキシ樹脂は、加熱等によりエポキシ基が
、上述したカルドポリマーを含有する樹脂成分中のカルボキシル基と反応し、上記カルド
ポリマーを含有する樹脂および多官能アクリレートの不飽和基に加えて架橋構造を形成す
るものである。
【００６０】
また、本実施態様においては、必要に応じて、酸化防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤等の各
種添加剤や、ジエチレングリコールジメチルエーテル、シクロヘキサノン、エタノール、
クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の溶媒等を用いることができる。
【００６１】
また、上記平坦化層の材料の塗布は、スピンコーティング法、スプレー法、ブレードコー
ティング法、ディップ法、ローラーコーター機、ランドコーター機等によるウェットコー
ティング法を用いることができる。
【００６２】
また、材料として、ヘキサメチルジシロキサン、テトラメトキシシラン、オクタテトラメ
チルシラン、シクロペンタシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、2,2,5,5-テ
トラメチル-2,5-ジシラ-１-オキサシクロペンタン、[2-(3-シクロヘキセニル)エチル]ト
リエトキシシラン、[2-(3-シクロヘキセニル)エチル]トリメトキシシラン、（シクロヘキ
セニロキシ）トリメチルシラン、シクロヘキシルエチルジメトキシシラン、シクロヘキシ
ルメチルジメトキシシラン、シクロヘキシルトリメトキシシラン、（3-シクロペンタジエ
ニルプロピル）トリエトキシシラン、シクロペンタジエニルトリメチルシラン、シクロペ
ンタメチレンジメチルシラン、（シクロペンテニロキシ）トリメチルシラン、シクロペン
チルトリメトキシシラン、シクロテトラメチルジメチルシラン、シクロトリメチレンジメ
チルシラン等を用いた場合には、蒸着法等のドライコーティング法により形成することも
可能である。
【００６３】
本実施態様においては、上記平坦化層の膜厚は、０．００５μｍ～２０μｍの範囲内であ
ることが好ましい。この際、上記平坦化層がウェットコーティング法により形成される場
合には、０．５μｍ～２０μｍの範囲内、中でも１μｍ～５μｍの範囲内であることが好
ましい。また、ドライコーティング法により形成される場合には、０．００５μｍ～５μ
ｍの範囲内、中でも０．０１μｍ～１μｍの範囲内であることが好ましい。これにより、
ガスバリア層との密着性を良好なものとすることが可能となるからである。
【００６４】
ｂ．ガスバリア層
次に、本実施態様のガスバリア性基板に用いられるガスバリア層について説明する。
【００６５】
本実施態様のガスバリア性基板に用いられるガスバリア層は、上記平坦化層上に形成され
、かつガスバリア性を有する蒸着膜からなる層である。
【００６６】
本実施態様に用いられるガスバリア層は、蒸着法により形成されたものであれば、その材
料は特に限定されるものではないが、透明無機酸化膜、透明無機酸化窒化膜、透明無機窒
化膜、または金属膜のいずれか１種または２種以上を組み合わせたものであることが好ま
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しい。
【００６７】
上記材料の中でも、透明無機酸化膜として、酸化ケイ素膜、酸化窒化ケイ素膜、酸化アル
ミニウム膜、酸化マグネシウム膜、酸化チタン膜、酸化スズ膜、酸化インジウム合金膜で
あることが好ましく、また透明無機窒化膜としては、窒化ケイ素膜、窒化アルミニウム膜
、窒化チタン膜であることが好ましい。また、透明金属膜としては、アルミニウム膜、銀
膜、錫膜、クロム膜、ニッケル膜、チタン膜であることが好ましい。また、上記の中でも
、特に上述した平坦化層との密着性が良好であるという面から、酸化ケイ素膜、または酸
化窒化ケイ素膜であることが特に好ましい。
【００６８】
また、本実施態様においては、ガスバリア性を向上させるために、上記の蒸着膜を複数層
積層してもよく、その組み合わせは同種、異種を問わない。
【００６９】
本実施態様における上記ガスバリア層の形成は、蒸着法により行なわれるものであれば、
特に限定されるものではなく、無機酸化物、無機窒化物、無機酸化窒化物または金属等を
加熱して基材上に蒸着させる真空蒸着法、無機酸化物、無機窒化物、無機酸化窒化物、ま
たは金属を原料として用い、酸素ガスを導入することにより酸化させて、基材上に蒸着さ
せる酸化反応蒸着法、無機酸化物、無機窒化物、無機酸化窒化物、または金属をターゲッ
ト原料として用い、アルゴンガス、酸素ガスを導入して、スパッタリングすることにより
基材に蒸着させるスパッタリング法、無機酸化物、無機窒化物、無機酸化窒化物、または
金属にプラズマガンで発生させたプラズマビームにより加熱させて、基材上に蒸着させる
イオンプレーティング法、また酸化ケイ素の蒸着膜を成膜させる場合は、有機ケイ素化合
物を原料とするプラズマＣＶＤ法等が挙げられる。
【００７０】
本実施態様においては、上述したように、ガスバリア層が酸化ケイ素膜または酸化窒化ケ
イ素膜であることが好ましく、このような酸化ケイ素の薄膜としては、有機ケイ素化合物
を原料として、低温プラズマ化学気相成長法を用いて形成した蒸着膜を使用することがで
きる。この有機ケイ素化合物として、具体的には、１，１，３，３－テトラメチルジシロ
キサン、ヘキサメチルジシロキサン、ビニルトリメチルシラン、ヘキサメチルジシラン、
メチルシラン、ジメチルシラン、トリメチルシラン、ジエチルシラン、プロピルシラン、
フェニルシラン、ビニルトリエトキシシラン、テトラメトキシシラン、フェニルトリエト
キシシラン、メチルトリエトキシシラン、オクタメチルシクロテトラシロキサン等が挙げ
られる。本実施態様においては、上記のような有機ケイ素化合物の中でも、テトラメトキ
シシラン（ＴＭＯＳ）、ヘキサメチルジシロキサン（ＨＭＤＳＯ）を用いることが、取り
扱い性や蒸着膜の特性などから特に好ましい。
【００７１】
ここで、本実施態様においては、上述したようなガスバリア層の膜厚は、その材料により
適宜選択されるものであるが、通常５ｎｍ～５０００ｎｍの範囲内であることが好ましく
、中でも５ｎｍ～５００ｎｍの範囲内であることが好ましい。また、特に上記酸化アルミ
ニウム膜、または酸化ケイ素膜の場合には、１０ｎｍ～３００ｎｍの範囲内であることが
好ましい。上記の膜厚の範囲よりも薄いと、水蒸気や酸素等に対するガスバリア性の低下
が見られるからである。また、上記膜厚の範囲よりも厚い場合には、例えば本実施態様の
ガスバリア性基板を加工する際等に、クラック等が入る可能性があり、これにより水蒸気
、酸素ガス等に対するガスバリア性の劣化が見られるからである。
【００７２】
ｃ．基材
次に、本実施態様のガスバリア性基板に用いられる基材について説明する。本実施態様に
用いられる基材は、基材上に上述した平坦化層が形成可能であれば、特に限定されるもの
ではないが、本発明においては、可視光に対して透明である透明基材であることが好まし
い。これにより、本実施態様のガスバリア性基板を、例えばディスプレイ用基板等に用い
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ることも可能となるからである。本実施態様において、このような透明基材として、例え
ばガラス板や、有機材料で形成されたフィルム状やシート状のもの等を用いることができ
る。
【００７３】
本実施態様における透明基材としてガラス板が用いられる場合には、可視光に対して透過
性の高いものであれば、特に限定されるものではなく、例えば未加工のガラス板であって
もよく、また加工されたガラス板等であってもよい。このようなガラス板として、アルカ
リガラスおよび無アルカリガラスのどちらも使用可能であるが、本実施態様のガスバリア
性基板において、不純物が問題とされる場合には、例えば、パイレックス（登録商標）ガ
ラス等の無アルカリガラスを用いることが好ましい。また、加工されたガラス板の種類は
、本実施態様のガスバリア性基板の用途に応じて適宜選択されるものであり、例えば透明
ガラス基板に塗布加工をしたものや、段差加工を施したもの等が挙げられる。
【００７４】
このようなガラス板の膜厚は３０μｍ～２ｍｍの範囲内であることが好ましく、中でもフ
レキシブル基板として使用する場合には、３０μｍ～６０μｍの範囲内であることが好ま
しく、リジッドな基板として使用する場合には６０μｍ～２ｍｍの範囲内であることが好
ましい。
【００７５】
また、本実施態様における透明基材として用いられる有機材料としては、ポリアリレート
樹脂、ポリカーボネート樹脂、結晶化ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンテ
レフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、ＵＶ硬化型メタクリル樹脂、ポリエ
ーテルスルフォン樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポ
リフェニレンサルファイド樹脂、ポリイミド樹脂等が挙げられる。
【００７６】
ここで、本実施態様においては、ガスバリア性基板が、例えば有機ＥＬ素子等に用いられ
る場合には、耐熱性を有することが好ましく、このような耐熱性を有する有機材料として
は、例えばシクロアルキル骨格を有した極性高分子が挙げられる。具体的には、シクロア
ルキル骨格を有したアクリレ－ト化合物もしくはメタアクリレ－ト化合物およびその誘導
体等を挙げることができる。中でも、上述した特開平１１－２２２５０８号公報に示され
るようなシクロアルキル骨格を有した（メタ）アクリレート化合物（本実施態様において
、アクリレ－ト化合物もしくはメタアクリレ－ト化合物を意味する。）およびその誘導体
を含む樹脂組成のものを挙げることができる。
【００７７】
またこの際、耐熱性を有する有機材料においては、室温から１５０℃の範囲内において、
線膨張係数が８０ｐｐｍ以下であり、かつ全光線透過率が８５％以上であることが好まし
い。上記線膨張係数が上記値を超えると、高温で基板寸法が安定せず、熱膨張および収縮
に伴い、バリア性能が劣化する不都合や、あるいは、熱工程に耐えられないという不具合
が生じやすくなるからである。
【００７８】
ここで本実施態様における線膨張係数とは、幅５ｍｍ、長さ２０ｍｍのサンプルを用い、
長さ方向に一定荷重（２ｇ）をかけ、２５～２００℃までの温度範囲を昇温速度で５℃／
分で測定される寸法変動量をいうこととする。また、上記全光線透過率は、スガ試験株式
会社製全光線透過率装置（ＣＯＬＯＵＲ　Ｓ＆Ｍ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ　ＭＯＤＥＬ　ＳＭ
－Ｃ：型番）を用いて測定した値である。
【００７９】
本実施態様の透明基材の耐熱性は、１３０℃以上、中でも２００℃以上、特には２５０℃
以上を実現することが好ましい。
【００８０】
また、本実施態様の基材は、上述した有機材料と、例えば、環状ポリオレフィン系樹脂、
ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリル－スチレン共重合体（ＡＳ樹脂）、アクリロニト
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リル－ブタジエン－スチレン共重合体（ＡＢＳ樹脂）、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、ポ
リカーボネート系樹脂、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等のポ
リエステル系樹脂、各種のナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、フッ素
系樹脂、アセタール系樹脂、セルロース系樹脂、ポリエーテルスルフォン系樹脂等と２種
以上併せて用いることができる。
【００８１】
本実施態様において、複数層を積層して基材を形成する方法には、例えば上記の各種の樹
脂の１種ないしはそれ以上を使用し、押し出し法、キャスト成形法、Ｔダイ法、切削法、
インフレーション法、その他の製膜化法を用いて、上記の各種の樹脂を単独で製膜化する
方法、あるいは、２種類以上の各種の樹脂を使用して、多層共押し出し製膜化する方法、
さらには２種類以上の樹脂を使用し、製膜化する前に混合して製膜化する方法等により、
各層の樹脂のフィルムないしシートを製造し、更に加えて、延伸を要する場合には、例え
ばテンター方式、あるいはチューブラー方式等を利用して、１軸ないし２軸方向に延伸し
てなる各種の樹脂のフィルム、ないしシートを使用することができる。また上記の各種樹
脂のフィルム、ないしシートを貼り合わせて使用することもできる。
【００８２】
また、上記の各種の樹脂の１種ないしそれ以上を使用し、その成膜化に際して例えば、フ
ィルムの加工性、耐熱性、耐候性、機械的性質、寸法安定性、抗酸化性、滑り性、離形性
、難燃性、抗カビ性、電気的特性、強度等を改良、改質する目的で種々のプラスチック配
合剤や、添加剤を添加することができ、その添加量としては微量から数１０％まで、目的
に応じて任意に添加できる。上記において、一般的な添加剤としては、滑剤、架橋剤、酸
化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、充填剤、補強剤、帯電防止剤、顔料等を使用するこ
とができる。また改良用樹脂等も使用できる。
【００８３】
本実施態様においては、上記のような有機材料を用いて基材とする場合には、１０μｍ～
５００μｍの範囲内、中でも５０～４００μｍの範囲内、特に１００～３００μｍの範囲
内であることが好ましい。上記範囲内より厚い場合は、本実施態様のガスバリア性基板を
加工する際に耐衝撃性が劣ることや、巻き取り時に巻き取りが困難となり、水蒸気や酸素
等のガスバリア性の劣化が見られること等があるからである。また、上記範囲内より薄い
場合には、機械適性が悪く、水蒸気や酸素等に対するガスバリア性の低下が見られるから
である。
【００８４】
また、本実施態様においては、上述した耐熱性を有しない材料を基材として用いる場合や
、ガラス板を用いる場合等には、その基材上に、耐熱性を有する透明樹脂層を形成するこ
とが好ましい。このような耐熱性を有する透明樹脂層としては、室温から１５０℃までの
範囲内における線膨張係数が８０ｐｐｍ以下であり、かつ全光線透過率が８５％以上であ
ることが好ましく、これにより、基材に耐熱性を付与することが可能となるからである。
【００８５】
このような透明樹脂層としては、上述した耐熱性を有する有機材料であるシクロアルキル
骨格を有した極性高分子であることが好ましい。このような材料として、具体的には、極
性を有する（メタ）アクリレート化合物またはその誘導体であることが好ましく、例えば
、（メタ）アクリル酸メチル単独重合体または、（メタ）アクリル酸メチルと他の共重合
可能なビニル基を持つ単量体の混合物を重合して得られる共重合体が挙げられる（本実施
態様において（メタ）アクリルとは、アクリルまたはメタアクリルを意味する。）。上記
（メタ）アクリル酸メチルと共重合可能な単量体としては、メチルアクリレート、エチル
アクリレート、プロピルアクリレート、イソプロピルアクリレート、ブチルアクリレート
、シクロヘキシルアクリレート、フェニルアクリレート、ベンジルアクリレート、２, ２
, ２－トリフルオロエチルアクリレート等のアクリル酸エステル類、エチルメタクリレー
ト、シクロヘキシルメタクリレート、フェニルメタクリレート、２, ２, ２－トリフルオ
ロエチルメタクリレート等のメタクリル酸エステル類、アクリロニトリル、スチレン等の
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ビニル化合物、無水マレイン酸、無水イタコン酸等の酸無水物、シクロヘキシルマレイミ
ド、フェニルマレイミド等のマレイミド化合物等が挙げられる。
【００８６】
本実施態様において、上記透明樹脂層は、上記樹脂と、必要に応じて重合開始剤や多官能
アクリレートモノマー等の添加剤と混合し、上記透明基材またはガラス基板に塗布後、紫
外線照射により硬化させて形成することができる。
【００８７】
このような透明樹脂層の膜厚は、５ｎｍ～１００μｍであることが望ましく、上述した基
材の膜厚を１とした場合に、透明樹脂層の膜厚が０．００００１～１の範囲内であること
が好ましい。
【００８８】
ｄ．ガスバリア性基板
次に、本実施態様のガスバリア性基板について説明する。本実施態様のガスバリア性基板
は、上述した基材と、その基材上に形成された平坦化層と、その平坦化層上に形成された
ガスバリア層とを有するものであれば、特に限定されるものではない。
【００８９】
本実施態様においては、上記ガスバリア性基板における酸素透過率が０．３ｃｃ／ｍ２／
ｄａｙ以下、中でも０．１ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ以下であることが好ましく、水蒸気透過率
が０．１ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下、中でも０．０５ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下、であることが好
ましい。本発明のガスバリア性基板の酸素透過率および水蒸気透過率が、上記範囲内であ
ることにより、ガスバリア性の高いものとすることができ、酸素や水蒸気等に弱い部材を
有する、例えば有機ＥＬ素子等の支持基板等に用いることも可能とすることができるから
である。
【００９０】
ここで、上記酸素透過率は、測定温度２３℃、湿度９０％Ｒｈの条件下で、酸素ガス透過
率測定装置（ＭＯＣＯＮ社製、ＯＸ－ＴＲＡＮ　２／２０：商品名）を用いて測定した値
であり、上記水蒸気透過率は、測定温度３７．８℃、湿度１００％Ｒｈの条件下で、水蒸
気透過率測定装置（ＭＯＣＯＮ社製、ＰＥＲＭＡＴＲＡＮ－Ｗ　３／３１：商品名）を用
いて測定した値である。
【００９１】
また、本発明においては、上記ガスバリア性基板の表面平均粗さが６ｎｍ以下、中でも３
ｎｍ以下であり、最大高低差が６０ｎｍ以下、中でも３０ｎｍ以下であることが好ましい
。これにより、本発明のガスバリア性基板上に形成される層に凹凸やピンホール等が形成
されることを防止することができ、例えば有機ＥＬ素子のディスプレイ用基板等、様々な
用途に用いることが可能となるからである。
【００９２】
また、本実施態様においては、上述したガスバリア層上にさらに平坦化層およびガスバリ
ア層が、この順で複数層積層されているものであってもよい。本実施態様においては、上
記透明基材上に平坦化層およびガスバリア層がこの順で２層から４層の範囲内積層された
ものであることが好ましく、中でも２層、すなわち平坦化層上にガスバリア層が積層され
たものが最も好ましい。なお、本実施態様のガスバリア性基板の表面に特に平坦性が必要
とされる場合には、上記平坦化層が最表面に形成されることが好ましい。
【００９３】
また、本実施態様のガスバリア性基板においては、上述した基材の、平坦化層が形成され
た面と反対側の面に、応力緩和層が形成されていることが好ましい。これにより、上述し
た基材上に平坦化層やガスバリア層を形成した際に発生する応力を緩和することができ、
ガスバリア性基板にそりが発生することを抑えることができるからである。
【００９４】
このような応力緩和層としては、応力を緩和することが可能な層であれば、特に限定され
るものではないが、本実施態様においては、ガスバリア層と同様の層を形成することが好
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ましい。これにより、ガスバリア性基板の反対面にガスバリア性を付与することができる
ため、さらにガスバリア性の高いガスバリア性基板とすることができるからである。また
、この際応力緩和層は１層に限定されず、例えば上述したガスバリア層と平坦化層とを積
層したもの等であってもよい。
【００９５】
２．第２実施態様
次に、本発明のガスバリア性基板における第２実施態様について説明する。本発明のガス
バリア性基板における第２実施態様は、基材と、上記基材上に形成された蒸着膜からなる
ガスバリア層と、上記ガスバリア層上に形成され、かつカルドポリマーを有する平坦化層
とを有することを特徴とするものである。
【００９６】
本実施態様のガスバリア性基板は、例えば図２に示すように、基材１と、その基材１上に
形成されたガスバリア層３と、そのガスバリア層３上に形成された平坦化層２とを有する
ものである。
【００９７】
本実施態様によれば、上記平坦化層に用いられるカルドポリマーはガスバリア層との密着
性が高く、ガスバリア層が有するピンホールの充填等することができることから、ガスバ
リア性の高いガスバリア性基板とすることができるのである。また、ガスバリア性基板表
面に上記平坦化層が形成されていることから、平坦な表面を有しており、例えば有機ＥＬ
素子の有機ＥＬ層等を形成した場合にも、均一な層とすることが可能であることから、様
々な用途に用いることが可能なガスバリア性基板とすることができるのである。
【００９８】
以下、本実施態様のガスバリア性基板の各構成について説明する。なお、本実施態様に用
いられるガスバリア層および基材等については、上述した第１実施態様で説明したものと
同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００９９】
ａ．平坦化層
まず、本実施態様に用いられる平坦化層について説明する。本実施態様に用いられる平坦
化層は、上記ガスバリア層上に形成される層であり、かつカルドポリマーを有する層であ
る。本実施態様に用いられるカルドポリマーは、通常上記ガスバリア層に用いられる材料
と、密着性が良好である。これにより、上記ガスバリア層上に形成した際に、ガスバリア
層と密着し、またガスバリア層が有する微細なピンホール等を埋めることができることか
ら、ガスバリア性の高いガスバリア性基板を形成することが可能となるのである。
【０１００】
ここで、本実施態様に用いられるカルドポリマーを有する平坦化層については、上述した
第１実施態様の平坦化層の項で説明したものと同様であるので、ここでの詳しい説明は省
略する。
【０１０１】
ｂ．ガスバリア性基板
次に、本実施態様のガスバリア性基板について説明する。
【０１０２】
本実施態様におけるガスバリア性基板は、上述した基材と、その基材上に形成されたガス
バリア層と、そのガスバリア層上に形成された平坦化層とを有するものであれば、特に限
定されるものではないが、本実施態様においては、上記平坦化層上に上記ガスバリア層が
さらに積層されているものであることが好ましい。これにより、本実施態様のガスバリア
性基板のガスバリア性を高いものとすることができるからである。また、必要に応じてガ
スバリア層または平坦化層がさらに積層されているものであってもよく、特にガスバリア
性基板の表面に平坦性が必要とされる場合には、ガスバリア性基板の最表面に平坦化層が
形成されていることが好ましい。
【０１０３】
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また、本実施態様のガスバリア性基板においては、上記第１実施態様と同様に応力緩和層
等が形成されたものであってもよい。
【０１０４】
ここで、本実施態様のガスバリア性基板の水蒸気透過率や酸素透過率、表面粗さ、最大高
低差等については、上述した第１実施態様で説明したものと同様であるので、ここでの説
明は省略する。
【０１０５】
Ｂ．ディスプレイ用基板
次に、本発明のディスプレイ用基板について説明する。本発明のディスプレイ用基板は、
上述したガスバリア性基板上に透明電極層が形成されたものである。
【０１０６】
本発明によれば、上述したガスバリア性基板を用いることから、ガスバリア性が高く、平
坦性の高いディスプレイ用基板とすることができ、電極の劣化や断線等の少ない高品質な
ディスプレイ用基板とすることができるのである。
【０１０７】
本発明に用いられる透明電極層としては、可視光に対して透明な電極層であれば、陽極で
あっても陰極であってもよく、本発明のディスプレイ用基板の用途に応じて適宜選択され
るものである。
【０１０８】
このような陽極として、具体的には、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛
（ＩＺＯ）等が好適に用いられる。また、これらの透明電極層は、真空蒸着法、スパッタ
リング法、イオンプレーティング法等のＰＶＤ法等により形成することができる。
【０１０９】
ここで、本発明に用いられる透明電極層の膜厚は５０ｎｍ～５００ｎｍ位の範囲が好まし
い。また上記の透明電極層の膜厚よりも薄いと、導電性の低下が見られ、更に上記よりも
透明電極層の膜厚が厚い場合には、後加工の工程が進むにつれ、導電膜のクラックなどに
より導電性の劣化が見られるので好ましくないからである。
【０１１０】
Ｃ．有機ＥＬ素子
次に、本発明の有機ＥＬ素子について説明する。本発明の有機ＥＬ素子は、上記ディスプ
レイ用基板の、上記透明電極層上に形成された有機ＥＬ層と、その有機ＥＬ層上に形成さ
れた対向電極とを有するものであれば、特に層構成等は限定されるものではなく、有機Ｅ
Ｌ素子の用途等に応じて適宜選択されるものである。
【０１１１】
本発明によれば、上述した平坦性が高く、かつガスバリア性の高いガスバリア性基板を用
いたディスプレイ用基板上に有機ＥＬ層等が形成されることから、有機ＥＬ層等を均一に
形成することができ、また経時でも酸素や水蒸気等の影響を受けることのない高品質な有
機ＥＬ素子とすることができるのである。
【０１１２】
本発明の有機ＥＬ素子は、上述したディスプレイ用基板上に形成された透明電極層と、そ
の透明電極層と反対の電極を有し、かつ対向するように形成された対向電極との間に有機
ＥＬ層が形成されたものである。ここで、本発明でいう有機ＥＬ層とは、通常有機ＥＬ素
子に用いられるものを用いることが可能であり、少なくとも発光層を含む１層もしくは複
数層の有機層から形成されるものである。すなわち、有機ＥＬ層とは、少なくとも発光層
を含む層であり、その層構成が有機層１層以上の層をいう。通常、塗布による湿式法で有
機ＥＬ層を形成する場合は、溶媒との関係で多数の層を積層することが困難であることか
ら、１層もしくは２層の有機層で形成される場合が多いが、有機材料を工夫したり、真空
蒸着法を組み合わせたりすることにより、さらに多数層とすることも可能である。
【０１１３】
発光層以外に有機ＥＬ層内に形成される有機層としては、通常有機ＥＬ層に用いられる層
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を用いることが可能であり、例えば正孔注入層や電子注入層といった電荷注入層を挙げる
ことができる。さらに、その他の有機層としては、発光層に正孔を輸送する正孔輸送層、
発光層に電子を輸送する電子輸送層といった電荷輸送層を挙げることができるが、通常こ
れらは上記電荷注入層に電荷輸送の機能を付与することにより、電荷注入層と一体化され
て形成される場合が多い。その他、ＥＬ層内に形成される有機層としては、キャリアブロ
ック層のような正孔あるいは電子の突き抜けを防止し、再結合効率を高めるための層等を
挙げることができる。
【０１１４】
なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【０１１５】
【実施例】
以下、本発明のガスバリア性基板について、実施例を挙げて具体的に説明する。
【０１１６】
［実施例１］
＜基材／透明樹脂層／ガスバリア層／平坦化層からなるガスバリア性基板の製造＞
シート状（３０ｃｍ×２１ｃｍ）のポリカーボネート樹脂の基材上に、スピンコーティン
グ法にて（メタ）アクリル系樹脂（含脂環式骨格ビス（メタ）アクリレート９４重量部と
含脂環式骨格モノ（メタ）アクリレート６重量部とからなる樹脂組成物）を１．０μｍの
膜厚で塗布し、１２０℃で２分間、ホットプレート上で乾燥させ、その後１Ｊ／ｃｍ2の
露光量でＵＶを照射し、引き続き１６０℃で６０分間熱風乾燥して、透明樹脂層を形成し
た。この透明樹脂層が形成された基材は、線膨張係数が６３ｐｐｍ、全光線透過率が８９
％であった。
【０１１７】
前記工程で得られた基材をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。
ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が１００ｎｍ
になるまで成膜を行うことにより、基材上にガスバリア層を形成した。
【０１１８】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
その後、上記ガスバリア層上に、スピンコーティング法にてカルドポリマーを主剤とした
コーティング剤（Ｖ－２５９－ＥＨ：新日鐵化学社製）を１．０μｍの膜厚で塗布し、１
２０℃、２分間、引き続き１６０℃、６０分間熱風乾燥し、平坦化層を形成した。
【０１１９】
［実施例２］
＜基材／ガスバリア層（イオンプレーティング法）／平坦化層からなるガスバリア性基板
の製造＞
基材として、シート状（３０ｃｍ×２１ｃｍ）の（メタ）アクリル系樹脂（含脂環式骨格
ビス（メタ）アクリレート９４重量部と含脂環式骨格モノ（メタ）アクリレート６重量部
とからなる樹脂組成物）フィルム（線膨張係数６０ｐｐｍ、全光線透過率８６％）をイオ
ンプレーティング装置のチャンバー内に配置した。昇華材料には酸化珪素を使用し、以下
の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が１００ｎｍになるまで成膜を行うことにより、基材
上にガスバリア層を形成した。
【０１２０】
成膜圧力：１．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：１２ｓｃｃｍ
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窒素ガス流量：２０ｓｃｃｍ
成膜電流値：１００Ａ
上記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にてフルオレンを主剤と
したコーティング剤（Ｖ－２５９－ＥＨ：新日鐵化学社製）を１．０μｍの膜厚で塗布し
、１２０℃で２分間、引き続き１６０℃で６０分間熱風乾燥することにより、平坦化層を
形成した。
【０１２１】
［実施例３］
＜基材／ガスバリア層（ＣＶＤ法）／平坦化層からなるガスバリア性基板の製造＞
基材として、シート状（３０ｃｍ×２１ｃｍ）の（メタ）アクリル系樹脂（含脂環式骨格
ビス（メタ）アクリレート９４重量部と含脂環式骨格モノ（メタ）アクリレート６重量部
とからなる樹脂組成物）フィルム（線膨張係数６０ｐｐｍ、全光線透過率８６％）をプラ
ズマ化学気相蒸着（ＣＶＤ）装置内に配置した。原料としてヘキサメチルジシロキサン（
ＨＭＤＳＯ）を用い、以下の成膜条件で、膜厚が１００ｎｍになるまで成膜することによ
り金属酸化物膜からなるガスバリア層を形成した。
【０１２２】
成膜圧力：３０Ｐa
ヘキサメチルジシロキサンガス流量：４ｓｃｃｍ
酸素ガス流量：１２ｓｃｃｍ
ヘリウムガス流量：３０ｓｃｃｍ
周波数：９０ｋＨｚ
電力：１５０Ｗ
上記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、カルドポリマーを
主剤としたコーティング剤（Ｖ－２５９－ＥＨ：新日鐵化学社製）を１．０μｍの膜厚で
塗布し、１２０℃で２分間、引き続き１６０℃で６０分間熱風乾燥することにより、平坦
化層を形成した。
【０１２３】
［実施例４］
＜基材／ガスバリア層（スパッタリング法）／平坦化層からなるガスバリア性基板の製造
＞
基材として、シート状（３０ｃｍ×２１ｃｍ）の（メタ）アクリル系樹脂（含脂環式骨格
ビス（メタ）アクリレート９４重量部と含脂環式骨格モノ（メタ）アクリレート６重量部
とからなる樹脂組成物）フィルム（線膨張係数６０ｐｐｍ、全光線透過率８６％）をマグ
ネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用
し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が１００ｎｍになるまで成膜を行うことによ
り、基材上にガスバリア層を形成した。
【０１２４】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
上記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、カルドポリマーを
主剤としたコーティング剤（Ｖ－２５９－ＥＨ：新日鐵化学社製）を１．０μｍの膜厚で
塗布し、１２０℃で２分間、引き続き１６０℃で６０分間熱風乾燥することにより平坦化
層を形成した。
［実施例５］
＜基材／ガスバリア層／平坦化層／ガスバリア層からなるガスバリア性基板の製造＞
前記実施例４にて得られたガスバリア性基板を、マグネトロンスパッタリング装置のチャ
ンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪
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素の膜厚が１００ｎｍになるまで成膜を行うことにより、さらにガスバリア層を形成した
。
【０１２５】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
［実施例６］
＜基材／平坦化層／ガスバリア層からなるガスバリア性基板の製造＞
基材として、シート状（３０ｃｍ×２１ｃｍ）の（メタ）アクリル系樹脂（含脂環式骨格
ビス（メタ）アクリレート９４重量部と含脂環式骨格モノ（メタ）アクリレート６重量部
とからなる樹脂組成物）フィルム（線膨張係数６０ｐｐｍ、全光線透過率８６％）をスピ
ンコーティング法にて、カルドポリマーを主剤としたコーティング剤（Ｖ－２５９－ＥＨ
：新日鐵化学社製）を１．０μｍの膜厚で塗布し、１２０℃で２分間、引き続き１６０℃
で６０分間熱風乾燥することにより平坦化層を形成した。上記の工程により平坦化層が形
成された透明基板を、マグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ター
ゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が１００ｎｍにな
るまで成膜を行うことにより、平坦化層上にガスバリア層を形成した。
【０１２６】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
［実施例７］
＜応力緩和層を成膜面と反対側に設けたガスバリア性基板の製造＞
基材として、成膜面と反対側（裏面）に応力緩和層として１００ｎｍの膜厚の酸化窒化珪
素を設けたシート状（３０ｃｍ×２１ｃｍ）の（メタ）アクリル系樹脂（含脂環式骨格ビ
ス（メタ）アクリレート９４重量部と含脂環式骨格モノ（メタ）アクリレート６重量部と
からなる樹脂組成物）フィルム（線膨張係数６０ｐｐｍ、全光線透過率８６％）をマグネ
トロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し
、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が１００ｎｍになるまで成膜を行うことにより
、ガスバリア層を形成した。
【０１２７】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
次に、（メタ）アクリル系樹脂フィルム基材の成膜面側（表面）をマグネトロンスパッタ
リング装置のチャンバー内に準備した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条
件で、酸化窒化珪素の膜厚が１００ｎｍになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層
を形成した。
【０１２８】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ



(20) JP 4383077 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

前記工程で形成された、成膜面側（表面）のガスバリア層上に、スピンコーティング法に
て、カルドポリマーを主剤としたコーティング剤（Ｖ－２５９－ＥＨ：新日鐵化学社製）
を１．０μｍの膜厚で塗布し、１２０℃で２分間、引き続き１６０℃で６０分間熱風乾燥
し、平坦化層を形成した。
【０１２９】
更に、平坦化層が形成された基材をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配
置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が１
００ｎｍになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。
【０１３０】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
［実施例８］
＜ディスプレイ用基板の製造＞
基材として、シート状（３０ｃｍ×２１ｃｍ）の（メタ）アクリル系樹脂（含脂環式骨格
ビス（メタ）アクリレート９４重量部と含脂環式骨格モノ（メタ）アクリレート６重量部
とからなる樹脂組成物）フィルム（線膨張係数６０ｐｐｍ、全光線透過率８６％）をマグ
ネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用
し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が１００ｎｍになるまで成膜を行うことによ
り、ガスバリア層を形成した。
【０１３１】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
上記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、カルドポリマーを
主剤としたコーティング剤（Ｖ－２５９－ＥＨ：新日鐵化学社製）を１．０μｍの膜厚で
塗布し、１２０℃で２分間、引き続き１６０℃で６０分間熱風乾燥することにより平坦化
層を形成した。
【０１３２】
上記工程で得られたガスバリア性基板をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内
に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚
が１００ｎｍになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。
【０１３３】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
上記工程で得られた積層物をイオンプレーティング装置のチャンバー内に配置した。昇華
材料にはインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）を使用し、以下の成膜条件で、インジウム錫酸化
物（ＩＴＯ）の膜厚が１５０ｎｍになるまで成膜を行うことにより、透明電極層を形成し
た。
【０１３４】
成膜圧力：１．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：１８ｓｃｃｍ
酸素ガス流量：２８ｓｃｃｍ
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成膜電流値：６０Ａ
［実施例９］
＜有機ＥＬ素子の製造＞
基材として、６インチのガラスをマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置
した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が１０
０ｎｍになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。
【０１３５】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
上記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、カルドポリマー（
Ｖ－２５９－ＥＨ：新日鐵化学社製）を１．０μｍの膜厚で塗布し、１２０℃で２分間、
引き続き１６０℃で６０分間熱風乾燥することにより平坦化層を形成した。
【０１３６】
引き続き、前記工程で得られた平坦化層が形成された基板をマグネトロンスパッタリング
装置のチャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、
酸化窒化珪素の膜厚が１００ｎｍになるまで成膜を行うことによりガスバリア層が形成さ
れてなるガスバリア性基板を得た。
【０１３７】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
前記工程で得られたガスバリア性基板をイオンプレーティング装置のチャンバー内に配置
した。昇華性材料にはインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）を使用し、次の成膜条件、
成膜圧力：１．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：１８ｓｃｃｍ
酸素ガス流量：２８ｓｃｃｍ
成膜電流値：６０Ａ
でインジウム錫酸化物の膜厚が１５０ｎｍになるまで成膜を行うことにより、透明電極層
が形成されたディスプレイ用基板を得た。
【０１３８】
上記のようにして製造したディスプレイ用基板上に、透明電極層／正孔注入層／正孔輸送
層／有機発光層／電子注入層／陰極の６層構成となる有機ＥＬ発光素子を次のようにして
形成した。
【０１３９】
すなわち、前記工程で得られたインジウム亜鉛酸化物の透明電極層上に、レジスト剤「Ｏ
ＦＲＰ－８００」（商品名、東京応化社製）を塗布した後、フォトリソグラフ法にてパタ
ーニングを行い、幅０．０９４ｍｍ、間隙０．０１６ｍｍ、および膜厚１００ｎｍのスト
ライプパターンを形成してなる透明電極層を得た。
【０１４０】
次いで、該透明電極層を有するディスプレイ用基板を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、正孔
注入層、正孔輸送層、有機発光層、電子注入層を、真空を破らずに順次全面成膜した。成
膜に際して、真空槽内圧を１×１０-4Ｐａまで減圧した。正孔注入層として、銅フタロシ
アニン（ＣｕＰｃ）を膜厚が１００ｎｍとなるように積層した。正孔輸送層として、４，
４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ）を
膜厚が２０ｎｍとなるように積層した。有機発光層として、４，４’－ビス（２，２’－
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ジフェニルビニル）ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）を膜厚が３０ｎｍとなるように積層した。
電子注入層として、アルミニウムキレート（トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニ
ウム錯体、Ａｌｑ）を膜厚が２０ｎｍとなるように積層した。
【０１４１】
次に、真空を破ることなしに、陽極（透明電極層）のストライプパターンと直交する幅０
．３０ｍｍ、間隔０．０３ｍｍのパターンが得られるマスクを用いて、厚さ２００ｎｍの
Ｍｇ／Ａｇ（質量比１０／１）層からなる陰極を形成した。こうして得られた有機ＥＬ発
光素子をグローブボックス内乾燥窒素雰囲気下（酸素および水分濃度ともに１０ｐｐｍ以
下）において、前記実施例７で作製したガスバリア性基板とＵＶ硬化接着剤を用いて封止
して、カラー有機ＥＬ素子を得た。
【０１４２】
得られたカラー有機ＥＬ素子について１００時間の連続駆動を行った後に、パネル内の単
位面積あたりのダークスポット数を計測した。
【０１４３】
［実施例１０］
＜有機ＥＬ素子の製造＞
支持基板として、６インチのガラス上にスピンコーティング法にて（メタ）アクリル系樹
脂［含脂環式骨格ビス（メタ）アクリレート９４重量部と含脂環式骨格モノ（メタ）アク
リレート６重量部とからなる樹脂組成物］を１．０μｍの膜厚で塗布し、１２０℃で２分
間ホットプレート上で乾燥させ、その後１Ｊ／ｃｍ2の露光量でＵＶを照射し、引き続き
１６０℃で６０分間熱風乾燥して、支持基板とした。
【０１４４】
前記工程で得られた支持基板をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置し
た。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が１００
ｎｍになるまで成膜を行うことによりガスバリア層を形成した。
【０１４５】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
前記工程で形成されたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、カルドポリマー（
Ｖ－２５９－ＥＨ：新日鐵化学社製）を１．０μｍの膜厚で塗布し、１２０℃で２分間、
引き続き１６０℃で６０分間熱風乾燥することにより平坦化層を形成した。
【０１４６】
前記工程で得られた平坦化層を有する基板をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバ
ー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の
膜厚が１００ｎｍになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。
【０１４７】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
その後、上記の基板をイオンプレーティング装置のチャンバー内に配置した。昇華材料に
はインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）を使用し、以下の成膜条件で、インジウム錫酸化物（Ｉ
ＴＯ）の膜厚が１５０ｎｍになるまで成膜を行うことにより透明電極層を形成した。
【０１４８】
成膜圧力：１．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：１８ｓｃｃｍ
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酸素ガス流量：２８ｓｃｃｍ
成膜電流値：６０Ａ
上記のようにして製造した透明電極層を有する基板の上に、以下に示すようにして、さら
に正孔注入層、正孔輸送層、有機発光層、電子注入層、陰極の順に形成することにより、
ガラスの支持基板上に、透明電極層／正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子注入層
／陰極の６層構成となる有機ＥＬ発光素子を形成した。
【０１４９】
即ち、前記工程で得られたインジウム亜鉛酸化物の透明電極層上に、レジスト剤「ＯＦＲ
Ｐ－８００」（商品名、東京応化社製）を塗布した後、フォトリソグラフ法にてパターニ
ングを行い、幅０．０９４ｍｍ、間隙０．０１６ｍｍ、および膜厚１００ｎｍのストライ
プパターンを形成してなる透明電極層を得た。
【０１５０】
透明電極層を形成した基板を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、正孔注入層、正孔輸送層、有
機発光層、電子注入層を、真空を破らずに順次全面成膜した。成膜に際して、真空槽内圧
を１×１０-4Ｐａまで減圧した。正孔注入層として、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）を膜
厚が１００ｎｍとなるように積層した。正孔輸送層として、４，４’－ビス［Ｎ－（１－
ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ）を膜厚が２０ｎｍとなるよ
うに積層した。有機発光層として、４，４’－ビス（２，２’－ジフェニルビニル）ビフ
ェニル（ＤＰＶＢｉ）を膜厚が３０ｎｍとなるように積層した。電子注入層として、アル
ミニウムキレート（トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム錯体、Ａｌｑ）を膜
厚が２０ｎｍとなるように積層した。
【０１５１】
次に、真空を破ることなしに、陽極（透明電極層）のストライプパターンと直交する幅０
．３０ｍｍ、間隔０．０３ｍｍのパターンが得られるマスクを用いて、厚さ２００ｎｍの
Ｍｇ／Ａｇ（質量比１０／１）層からなる陰極を形成した。こうして得られた有機ＥＬ発
光素子をグローブボックス内乾燥窒素雰囲気下（酸素および水分濃度ともに１０ｐｐｍ以
下）において、実施例７で作製したガスバリア性基板とＵＶ硬化接着剤を用いて封止して
、カラー有機ＥＬ素子を得た。
【０１５２】
得られたカラー有機ＥＬ素子について１００時間の連続駆動を行った後に、パネル内の単
位面積あたりのダークスポット数を計測した。
【０１５３】
［比較例１］
＜基材／透明樹脂層／ガスバリア層からなるガスバリア性基板の製造＞
前記実施例１のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない以外は全て
前記実施例１と同様にして比較例１のガスバリア性基板とした。
【０１５４】
［比較例２］
＜基材／透明樹脂層／ガスバリア層からなるガスバリア性基板の製造＞
前記実施例２のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない以外は全て
前記実施例２と同様にして比較例２のガスバリア性基板とした。
【０１５５】
［比較例３］
＜基材／ガスバリア層（ＣＶＤ法）からなるガスバリア性基板の製造＞
前記実施例３のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない以外は全て
前記実施例３と同様にして比較例３のガスバリア性基板とした。
【０１５６】
［比較例４］
＜基材／ガスバリア層（スパッタリング法）からなるガスバリア性基板の製造＞前記実施
例４のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない以外は全て前記実施
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例４と同様にして比較例４のガスバリア性基板とした。
【０１５７】
［比較例５］
＜基材／ガスバリア層／ガスバリア層からなるガスバリア性基板の製造＞
前記実施例５のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない以外は全て
前記実施例５と同様にして比較例５のガスバリア性基板とした。即ち、比較例５のガスバ
リア性基板は、基材上に、酸化窒化珪素のガスバリア層を同じ条件で２層形成してなるガ
スバリア性基板である。
【０１５８】
［比較例６］
＜応力緩和層を成膜面と反対側に設けたガスバリア性基板の製造＞
前記実施例６のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない以外は全て
前記実施例７と同様にして比較例６のガスバリア性基板とした。即ち、比較例６で得られ
たガスバリア性基板の層構成は、ガスバリア層からなる応力緩和層／基材／ガスバリア層
／ガスバリア層からなる。
【０１５９】
［比較例７］
＜ディスプレイ用基板＞
前記実施例７のガスバリア性基板の製造において、平坦化層の形成を行わない以外は全て
前記実施例８と同様にして比較例７のガスバリア性基板とした。即ち、比較例７で得られ
たディスプレイ用基板の層構成は、基材／ガスバリア層／ガスバリア層／透明電極層から
なる。
【０１６０】
［比較例８］
＜基材／ガスバリア層／平坦化層からなるガスバリア性基板の製造＞
前記実施例８と同様にして、基材上にガスバリア層を形成した。
【０１６１】
前記工程で得られたガスバリア層上に、スピンコーティング法にて、アミノアルキルジア
ルコキシシランを主剤としたコーティング剤を１．０μｍの膜厚で塗布し、１２０℃で２
分間、引き続き200℃で2 時間熱風乾燥し、平坦化層を形成した。
【０１６２】
［比較例９］
＜有機ＥＬ素子の製造＞
基材として、6 インチのガラスをマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配置
した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が１０
０ｎｍになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層を形成した。
【０１６３】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：３ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
前記工程で得られたガスバリア層が形成された基材をマグネトロンスパッタリング装置の
チャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒
化珪素の膜厚が１００ｎｍになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層が形成されて
なるガスバリア性基板を得た。
【０１６４】
成膜圧力：１．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
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周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
成膜電流値：１００Ａ
前記工程で得られたガスバリア性基板上に前記実施例９と同様にして透明電極層を形成す
ることにより、ディスプレイ用基板を得た。
【０１６５】
前記工程で得られたディスプレイ用基板上に、前記実施例９と同様にして透明電極層／正
孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子注入層／陰極の６層構成となる有機ＥＬ発光素
子を形成し、さらに陰極を形成し、封止して、カラー有機ＥＬ素子を得た。
【０１６６】
得られたカラー有機ＥＬ素子について１００時間の連続駆動を行った後に、パネル内の単
位面積あたりのダークスポット数を計測した。
【０１６７】
［比較例１０］
＜有機ＥＬ素子の製造＞
透明支持基板を次のようにして調製した。即ち、6 インチのガラス上にスピンコーティン
グ法にて（メタ）アクリル系樹脂フィルムを１．０μｍの膜厚で塗布し、１２０℃で２分
間ホットプレート上で乾燥させ、その後１Ｊ／ｃｍ2 の露光量で紫外線（ＵＶ）を照射し
、引き続き１６０℃で６０分間熱風乾燥することにより、透明支持基板とした。
【０１６８】
前記工程で得られた透明支持基板をマグネトロンスパッタリング装置のチャンバー内に配
置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒化珪素の膜厚が１
００ｎｍになるまで成膜を行うことにより、透明支持基板上にガスバリア層を形成した。
【０１６９】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
窒素ガス流量：９ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
前記工程で得られたガスバリア層が形成された基板をマグネトロンスパッタリング装置の
チャンバー内に配置した。ターゲットには窒化珪素を使用し、以下の成膜条件で、酸化窒
化珪素の膜厚が１００ｎｍになるまで成膜を行うことにより、ガスバリア層が形成された
ガスバリア性基板を得た。
【０１７０】
成膜圧力：２．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：２０ｓｃｃｍ
酸素ガス流量：３ｓｃｃｍ
周波数：１３．５６ＭＨｚ
電力：１．２ｋＷ
前記工程で得られたガスバリア性基板をイオンプレーティング装置のチャンバー内に配置
した。昇華材料にはインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）を使用し、以下の成膜条件で、インジ
ウム錫酸化物（ＩＴＯ）の膜厚が１５０ｎｍになるまで成膜を行うことにより、透明電極
層を形成して、ディスプレイ用基板を得た。
【０１７１】
成膜圧力：１．５×１０-1Ｐa
アルゴンガス流量：１８ｓｃｃｍ
酸素ガス流量：２８ｓｃｃｍ
成膜電流値：６０Ａ
上記のようにして製造したディスプレイ用基板上に、透明電極層／正孔注入層／正孔輸送
層／有機発光層／電子注入層／陰極の６層構成となる有機ＥＬ発光素子を次のようにして
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形成した。
【０１７２】
即ち、前記工程で得られたインジウム錫酸化物の透明電極層上に、レジスト剤「ＯＦＲＰ
－８００」（商品名、東京応化社製）を塗布した後、フォトリソグラフ法にてパターニン
グを行い、幅０．０９４ｍｍ、間隙０．０１６ｍｍ、および膜厚１００ｎｍのストライプ
パターンを形成してなる透明電極層を得た。
【０１７３】
透明電極層を形成した基板を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、正孔注入層、正孔輸送層、有
機発光層、電子注入層を、真空を破らずに順次全面成膜した。成膜に際して、真空槽内圧
を１×１０-4Ｐａまで減圧した。正孔注入層として、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）を膜
厚が１００ｎｍとなるように積層した。正孔輸送層として、４，４’－ビス［Ｎ－（１－
ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ）を膜厚が２０ｎｍとなるよ
うに積層した。有機発光層として、４，４’－ビス（２，２’－ジフェニルビニル）ビフ
ェニル（ＤＰＶＢｉ）を膜厚が３０ｎｍとなるように積層した。電子注入層として、アル
ミニウムキレート（トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム錯体、Ａｌｑ）を膜
厚が２０ｎｍとなるように積層した。
【０１７４】
次に、真空を破ることなしに、陽極（透明電極層）のストライプパターンと直交する幅０
．３０ｍｍ、間隔０．０３ｍｍのパターンが得られるマスクを用いて、厚さ２００ｎｍの
Ｍｇ／Ａｇ（質量比１０／１）層からなる陰極を形成した。こうして得られた有機ＥＬ発
光素子をグローブボックス内乾燥窒素雰囲気下（酸素および水分濃度ともに１０ｐｐｍ以
下）において、前記実施例７で作製したガスバリア性基板とＵＶ硬化接着剤を用いて封止
して、カラー有機ＥＬ素子を得た。
【０１７５】
得られたカラー有機ＥＬ素子について１００時間の連続駆動を行った後に、パネル内の単
位面積あたりのダークスポット数を計測した。
【０１７６】
［評価方法］
上記の実施例１～８及び、比較例１～９で作製した、ガスバリア性基板及び各ディスプレ
イ用基板について、下記に示す評価項目について試験を行い、そのデータを測定した。
（１）水蒸気透過率の測定
測定温度３７．８℃、湿度１００％Ｒｈの条件下で、水蒸気透過率測定装置（ＭＯＣＯＮ
社製、ＰＥＲＭＡＴＲＡＮ－Ｗ　３／３１：商品名）を用いて測定した。
（２）酸素透過率の測定
測定温度２３℃、湿度９０％Ｒｈの条件下で、酸素ガス透過率測定装置（ＭＯＣＯＮ社製
、ＯＸ－ＴＲＡＮ　２／２０：商品名）を用いて測定した。
（３）表面粗さ（Ｒａ）及び最大高低差（Ｐ－Ｖ）の測定
スキャン範囲２０μｍ、スキャン速度９０ｓｅｃ／ｆｒａｍｅの条件下で、（Ｎａｎｏｐ
ｉｃｓ：商品名、セイコーインスツルメンツ社製）を用いて測定した。
（4）抵抗値の測定
表面電気抵抗率測定装置（ロレスタＡＰ：商品名、三菱油化（株）製）の４探針法を用い
て測定した。
（5）線膨張係数の測定
理学電機（株）製　ＴＭＡ８３１０（商品名）を使用して２５～２００℃での線膨張係数
を測定した。
（6）全光線透過率の測定
スガ試験株式会社製全光線透過率装置（ＣＯＬＯＵＲ　Ｓ＆Ｍ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ　ＭＯ
ＤＥＬ　ＳＭ－Ｃ：型番）を使用して全光線透過率を測定した。
【０１７７】
上記の評価結果（測定結果）を下記の表に示す。
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【０１７８】
【表１】

【０１７９】
【発明の効果】
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本発明によれば、ガスバリア層が上記平坦化層上の平坦化された表面に形成されることか
ら、ガスバリア層を緻密で凹凸やピンホール等のない、ガスバリア性の高い層とすること
ができる。これにより、本発明のガスバリア性基板を、例えばディスプレイ用基板等に用
いて、ダークスポット等のない高品質なディスプレイを形成することが可能となるのであ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のガスバリア性基板の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明のガスバリア性基板の他の例を示す概略断面図である。
【符号の説明】
１　…　基材
２　…　平坦化層
３　…　ガスバリア層

【図１】

【図２】
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