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(57)【要約】
【課題】本発明は、量子ドットを含有する発光層を有し
、寿命特性が良好なＥＬ素子を提供することを主目的と
する。
【解決手段】本発明は、第１電極層と、上記第１電極層
上に形成された発光層と、上記発光層上に形成された第
２電極層とを有するＥＬ素子であって、上記発光層に、
周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを
用いることを特徴とするＥＬ素子を提供することにより
、上記課題を解決する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極層と、前記第１電極層上に形成された発光層と、前記発光層上に形成された第
２電極層とを有するエレクトロルミネッセンス素子であって、
　前記発光層に、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを用いることを特
徴とするエレクトロルミネッセンス素子。
【請求項２】
　前記発光層が、前記シランカップリング剤の加水分解縮合物を含有し、硬化されたもの
であることを特徴とする請求項１に記載のエレクトロルミネッセンス素子。
【請求項３】
　前記シランカップリング剤の加水分解縮合物が、ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）（ここで、Ｙは
アルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を
示し、Ｘはアルコキシル基、アセチル基またはハロゲンを示す。ｎは０～３までの整数で
ある。）で示されるケイ素化合物の１種または２種以上の加水分解縮合物または共加水分
解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることを特徴とする請求項２に記載のエレク
トロルミネッセンス素子。
【請求項４】
　前記シランカップリング剤の加水分解縮合物が、ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）（ここで、Ｙは
直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸送性を示す官能基、直接
またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した電子輸送性を示す官能基あるいは直
接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸送性および電子輸送性の両
方を示し得る官能基を示し、Ｘはアルコキシル基、アセチル基またはハロゲンを示す。ｎ
は０～３までの整数である。）で示されるケイ素化合物の１種または２種以上の加水分解
縮合物または共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであることを特徴とする請
求項２に記載のエレクトロルミネッセンス素子。
【請求項５】
　前記発光層が、さらに正孔輸送材料および電子輸送材料の少なくともいずれか一方を含
有することを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれかに記載のエレクトロルミネ
ッセンス素子。
【請求項６】
　前記第１電極層と前記発光層との間に正孔注入輸送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３までのいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス素子。
【請求項７】
　前記正孔注入輸送層と前記発光層とが相分離していることを特徴とする請求項６に記載
のエレクトロルミネッセンス素子。
【請求項８】
　前記量子ドットが、半導体微粒子からなるコア部と、前記コア部を被覆し、前記半導体
微粒子よりもバンドギャップが大きい材料からなるシェル部とを有することを特徴とする
請求項１から請求項７までのいずれかに記載のエレクトロルミネッセンス素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、量子ドットを含有する発光層を有するエレクトロルミネッセンス（以下、Ｅ
Ｌと略す場合がある。）素子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＥＬ素子は、対向する２つの電極から注入された正孔および電子が発光層内で結合し、
そのエネルギーで発光層中の発光材料を励起し、発光材料に応じた色の発光を行うもので
あり、自発光の面状発光素子として表示装置や照明等に広く使用されている。
【０００３】
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　近年、半導体からなる量子ドットを用いた発光層を有する発光素子が提案され、開発さ
れている。量子ドットは、半導体の原子が複数集まって数ｎｍ～数十ｎｍ程度の結晶を構
成するものであり、結晶がこのようなナノサイズまで小さくなると、連続的なバンド構造
ではなく、離散的なエネルギー準位を構成するようになる。すなわち、量子サイズ効果が
顕著に現れるようになるので、量子ドットよりサイズの大きいバルク結晶に比べ電子の閉
じ込め効果が高まり、励起子が再結合する確率を高めることができる。
　また、量子ドットを用いた発光素子では、発光素子の構成を変更することなく、発光周
波数を整調することができる。量子ドットは、量子閉じ込め効果により、大きさに依存し
た光学特性を示す。例えば、CdSeからなる量子ドットの発光色を、単に量子ドットの大き
さを変えることにより、青色から赤色へと変化させることができる。さらに、量子ドット
は、比較的狭い半値幅で発光し、例えば半値幅を30nm未満とすることができる。したがっ
て、量子ドットは、発光層の材料として優れているといえる。
【０００４】
　なお、量子ドットは、ナノクリスタル、微粒子、コロイドあるいはクラスターなどと呼
ばれることもあるが、量子サイズ効果が生ずるものはここでは量子ドットと同じものを示
す。
【０００５】
　このような量子ドットを用いた発光層の形成方法としては、例えば、表面にトリ-n-オ
クチルホスフィンオキシド（TOPO）等の配位子が付着した量子ドットを含有するコロイド
溶液を用いたスピンコート法およびディップコート法などが知られている（例えば、特許
文献１、特許文献２参照）。この配位子は、量子ドットの表面に付着し、量子ドットの分
散安定性を良好なものとしている。
【０００６】
【特許文献１】特表２００５－５２２００５号公報
【特許文献２】特表２００６－５２００７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来のTOPO等の配位子が表面に付着した量子ドットを用いた発光層では
、発光層内での量子ドットの安定性が悪いため、寿命特性に影響を及ぼすおそれがある。
特に、量子ドットが燐光材料である場合には、蛍光材料に比べて燐光材料は寿命が長いた
めに、寿命特性が影響を受けやすい。
【０００８】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、量子ドットを含有する発光層を有し
、寿命特性が良好なＥＬ素子を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明は、第１電極層と、上記第１電極層上に形成された
発光層と、上記発光層上に形成された第２電極層とを有するＥＬ素子であって、上記発光
層に、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを用いることを特徴とするＥ
Ｌ素子を提供する。
【００１０】
　本発明によれば、量子ドットの配位子としてシランカップリング剤を用いるので、発光
層を硬化されたものとすることができ、発光層内での量子ドットの安定性を良好にするこ
とができ、寿命特性を向上させることが可能である。また、シランカップリング剤は分子
設計が比較的容易であるので、種々の機能性を示す官能基を有するシランカップリング剤
を用いることにより、寿命特性を改善することが可能である。
【００１１】
　上記発明においては、上記発光層が、上記シランカップリング剤の加水分解縮合物を含
有し、硬化されたものであることが好ましい。これにより、上述したように発光層内での
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量子ドットの安定性を良好にすることができ、寿命特性を向上させることができるからで
ある。また、発光層中のシランカップリング剤が、発光層の下地層（第１電極層や正孔注
入輸送層等）と結合等することにより、発光層と発光層の下地層との密着性を向上させる
ことができる。さらには、発光層の熱安定性（Tg：ガラス転移温度）を向上させることも
できる。
【００１２】
　また本発明においては、上記シランカップリング剤の加水分解縮合物が、ＹｎＳｉＸ（

４－ｎ）（ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニ
ル基またはエポキシ基を示し、Ｘはアルコキシル基、アセチル基またはハロゲンを示す。
ｎは０～３までの整数である。）で示されるケイ素化合物の１種または２種以上の加水分
解縮合物または共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンであってもよい。このよ
うなオルガノポリシロキサンは、分子設計が比較的容易であるので、上記Ｘ，Ｙを適宜選
択することにより、縮合度等を制御することができる。これにより、発光層内での量子ド
ットの安定性を所望のものとすることができる。
【００１３】
　さらに本発明においては、上記シランカップリング剤の加水分解縮合物が、ＹｎＳｉＸ

（４－ｎ）（ここで、Ｙは直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔
輸送性を示す官能基、直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した電子輸送
性を示す官能基あるいは直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸
送性および電子輸送性の両方を示し得る官能基を示し、Ｘはアルコキシル基、アセチル基
またはハロゲンを示す。ｎは０～３までの整数である。）で示されるケイ素化合物の１種
または２種以上の加水分解縮合物または共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサン
であってもよい。このようなオルガノポリシロキサンは、分子設計が比較的容易であるの
で、種々の機能性を示す官能基を有するものとすることができ、寿命特性を改善すること
ができるからである。
【００１４】
　また本発明においては、上記発光層が、さらに正孔輸送材料および電子輸送材料の少な
くともいずれか一方を含有していてもよい。これにより、発光層に、発光機能だけでなく
、正孔輸送機能や電子輸送機能をもたせることができるからである。その結果、ＥＬ素子
の層構成を簡略化できるとともに、発光層への電荷輸送および、正孔と電子の再結合によ
り生成した励起子のエネルギー移動を効率良く行うことができ、寿命特性の向上が図れる
からである。
【００１５】
　さらに本発明においては、上記第１電極層と上記発光層との間に正孔注入輸送層が形成
されていてもよい。正孔注入輸送層を設けることにより、発光層への正孔の注入が安定化
したり、正孔の輸送が円滑になったりするため、発光効率を高めることができるからであ
る。中でも、第１電極層と発光層との間に正孔注入輸送層として正孔輸送層が形成されて
いる場合には、正孔輸送層および発光層を一括して形成することが可能であり、後述する
ように正孔輸送層および発光層を相分離したものとすることができる。
【００１６】
　上記の場合、上記正孔注入輸送層と上記発光層とが相分離していてもよい。これにより
、発光効率および寿命特性がより向上するからである。
【００１７】
　また本発明においては、上記量子ドットが、半導体微粒子からなるコア部と、上記コア
部を被覆し、上記半導体微粒子よりもバンドギャップが大きい材料からなるシェル部とを
有することが好ましい。このような構成とすることにより、量子ドットが安定化されるか
らである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、量子ドットの配位子としてシランカップリング剤を用いるので、良好
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な寿命特性が得られるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明のＥＬ素子について詳細に説明する。
　本発明のＥＬ素子は、第１電極層と、上記第１電極層上に形成された発光層と、上記発
光層上に形成された第２電極層とを有するＥＬ素子であって、上記発光層に、周囲にシラ
ンカップリング剤が配置された量子ドットを用いることを特徴とするものである。
【００２０】
　本発明のＥＬ素子について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明のＥＬ素子の一例を示す概略断面図である。図１に例示するように、Ｅ
Ｌ素子１は、基板２上に第１電極層３と発光層４と第２電極層５とが順に積層されたもの
である。
【００２１】
　また、発光層４には、図２に例示するような周囲にシランカップリング剤１１が配置さ
れた量子ドット１２が用いられている。すなわち、シランカップリング剤１１が配位子と
なって、量子ドット１２の表面に付着しており、このようなシランカップリング剤１１が
表面に付着された量子ドット１２が発光層４に用いられている。
　量子ドットとシランカップリング剤とは配位結合している。量子ドットが化合物半導体
である場合、一般に無機材料の表面は新液性であるので、加水分解されたシランカップリ
ング剤のSi-OH基の-OH基は量子ドットに配位することができる。
【００２２】
　なお、「発光層に、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを用いる」と
は、発光層において、量子ドットの周囲に配置されたシランカップリング剤が、シランカ
ップリング剤自体である場合、シランカップリング剤の加水分解物となっている場合、お
よび、シランカップリング剤の加水分解縮合物となっている場合、のいずれをも含むもの
である。すなわち、発光層において、量子ドットの周囲には、シランカップリング剤自体
が配置されていてもよく、シランカップリング剤の加水分解物が配置されていてもよく、
シランカップリング剤の加水分解縮合物が配置されていてもよい。また、シランカップリ
ング剤自体、シランカップリング剤の加水分解物、およびシランカップリング剤の加水分
解縮合物が混在していてもよい。
【００２３】
　本発明によれば、量子ドットの配位子としてシランカップリング剤を用いるので、発光
層を硬化されたものとすることができ、発光層内での量子ドットの安定性を良好にするこ
とができ、寿命特性を向上させることが可能である。また、シランカップリング剤は分子
設計が比較的容易であるので、種々の機能性を示す官能基を有するシランカップリング剤
を用いることにより、寿命特性を改善することが可能である。
【００２４】
　また、発光層が、シランカップリング剤の加水分解縮合物を含有し、硬化されたもので
ある場合には、発光層中のシランカップリング剤が、発光層の下地層（第１電極層や正孔
注入輸送層等）と結合等することにより、発光層と発光層の下地層との密着性を向上させ
ることができる。さらには、発光層の熱安定性（Tg：ガラス転移温度）を向上させること
もできる。
　さらに、発光層上に塗工液を用いて正孔注入輸送層または電子注入輸送層等を形成する
際、正孔注入輸送層または電子注入輸送層等を形成するための塗工液中の溶剤に発光層が
溶解等することなく、安定して発光層上に正孔注入輸送層または電子注入輸送層等を積層
することができる。
　以下、本発明のＥＬ素子の各構成について説明する。
【００２５】
　１．発光層
　本発明における発光層は、第１電極層および第２電極層の間に形成され、周囲にシラン



(6) JP 2009-87783 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

カップリング剤が配置された量子ドットを用いたものであり、電子と正孔との再結合の場
を提供して発光する機能を有するものである。
【００２６】
　発光層は、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを用いたものであれば
特に限定されるものではなく、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを用
いたものであってもよく、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを用い、
さらに正孔輸送材料および電子輸送材料の少なくともいずれか一方を含有するものであっ
てもよい。発光層が、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを用い、さら
に正孔輸送材料および電子輸送材料の少なくともいずれか一方を含有する場合には、発光
層に、発光機能だけでなく、正孔輸送機能や電子輸送機能をもたせることができる。それ
により、ＥＬ素子の層構成を簡略化できるとともに、発光層への電荷輸送および、正孔と
電子の再結合により生成した励起子のエネルギー移動を効率良く行うことができ、寿命特
性の向上が図れるからである。
　以下、発光層の各構成について説明する。
【００２７】
　（１）量子ドット
　本発明における発光層に用いられる量子ドットとしては、蛍光または燐光を発するもの
であれば特に限定されるものではない。中でも、量子ドットは、いわゆる化合物半導体を
含むことが好ましい。化合物半導体としては、例えば、IV族の化合物、I-VII族の化合物
、II－VI族の化合物、II－V族の化合物、III－VI族の化合物、III－V族の化合物、IV－VI
族の化合物、I－III－VI族の化合物、II－IV－VI族の化合物、II－IV－V族の化合物等が
挙げられる。具体的には、ZnS、ZnSe、ZnTe、CdS、CdSe、CdTe、HgS、HgSe、HgTe、AlN、
AlP、AlAs、AlSb、GaN、GaP、GaAs、GaSb、GaSe、InN、InP、InAs、InSb、TlN、TlP、TlA
s、TlSb、PbS、PbSe、PbTe、またはこれらの混合物が挙げられる。中でも、汎用性および
光学特性の観点から、CdSeが好ましい。
【００２８】
　量子ドットは、半導体微粒子からなるコア部のみからなっていてもよく、半導体微粒子
からなるコア部と、コア部を被覆し、半導体微粒子よりもバンドギャップが大きい材料か
らなるシェル部とを有するものであってもよい。中でも、量子ドットは、上記コア部と上
記シェル部とを有するものであることが好ましい。すなわち、量子ドットは、コアシェル
構造を有し、コアシェル型量子ドットであることが好ましい。量子ドットの安定性が向上
するからである。
【００２９】
　コア部に用いられる半導体微粒子としては、上記化合物半導体の微粒子が好ましく用い
られる。
【００３０】
　また、シェル部に用いられる材料としては、上記半導体微粒子よりもバンドギャップが
大きい材料であれば特に限定されるものではないが、上記半導体微粒子と同様に、上記化
合物半導体であることが好ましい。この場合、シェル部に用いられる化合物半導体は、コ
ア部に用いられる化合物半導体と同一であってもよく異なっていてもよい。
【００３１】
　上記コアシェル型量子ドットとしては、例えば、コア部/シェル部とすると、CdSe/CdS
、CdSe/ZnS、CdTe/CdS、InP/ZnS、GaP/ZnS、Si/ZnS、InN/GaN、InP/CdSSe、InP/ZnSeTe、
GaInP/ZnSe、GaInP/ZnS、Si/AlP、InP/ZnSTe、GaInP/ZnSTe、GaInP/ZnSSe等が挙げられる
。中でも、汎用性および光学特性の観点から、CdSe/ZnSが好ましい。
【００３２】
　また、量子ドットの形状としては、例えば、球形、棒状、円盤状等を挙げることができ
る。
　なお、量子ドットの形状は、透過型電子顕微鏡（TEM）により確認することができる。
【００３３】
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　量子ドットの粒径は、２０ｎｍ未満であることが好ましく、中でも１ｎｍ～１５ｎｍの
範囲内、特に１ｎｍ～１０ｎｍの範囲内であることが好ましい。量子ドットの粒径が大き
すぎると、量子サイズ効果が得られない可能性があるからである。
　量子ドットは、その粒径により異なる発光スペクトルを示すことから、目的とする色に
応じて量子ドットの粒径が適宜選択される。例えばCdSe/ZnSからなるコアシェル型量子ド
ットの場合、粒径が大きくなるにつれて発光スペクトルが長波長側にシフトし、粒径が５
．２ｎｍの場合は赤色を示し、粒径が１．９ｎｍの場合は青色を示す。
　また、量子ドットの粒径分布は比較的狭いことが好ましい。
　なお、量子ドットの粒径は、透過型電子顕微鏡（TEM）、粉末Ｘ線回折（XRD）パターン
、またはUV/Vis吸収スペクトルにより確認することができる。
【００３４】
　発光層中の周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットの含有量としては、発
光が得られれば特に限定されるものではなく、発光層に含まれる材料の種類に応じて適宜
選択される。
　例えば、発光層が、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを用いたもの
である場合には、発光層中の周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットの含有
量は、５０質量％～１００質量％の範囲内であることが好ましく、中でも６０質量％～１
００質量％の範囲内であることが好ましい。上記含有量が少なすぎると、充分な発光が得
られなかったり、発光層を硬化させる場合には充分に発光層を硬化させることができなか
ったりする可能性があるからである。また、上記含有量が多すぎると、発光層の成膜が困
難となる場合があるからである。
【００３５】
　また例えば、発光層が、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを用い、
さらに正孔輸送材料および電子輸送材料の少なくともいずれか一方を含有するものである
場合には、発光層中の周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットの含有量は、
１０質量％～９０質量％の範囲内であることが好ましく、中でも３０質量％～７０質量％
の範囲内であることが好ましい。上記含有量が少なすぎると、充分な発光が得られなかっ
たり、発光層を硬化させる場合には充分に発光層を硬化させることができなかったりする
可能性があるからである。また、上記含有量が多すぎると、発光層に正孔輸送機能や電子
輸送機能等を付与することが困難となったりする場合があるからである。
【００３６】
　量子ドットの合成方法としては、特表2005-522005号公報、特表2006-520077号公報、特
開2007-21670号公報等を参照することができる。
【００３７】
　また、量子ドットの表面に付着している配位子を、他の配位子に交換することが可能で
ある。例えば、表面にTOPO等の配位子が付着した量子ドットを多量のシランカップリング
剤と混合することで、TOPO等の配位子をシランカップリング剤に置換することができる。
配位子を置換する際の温度は、室温程度とするのがよい。
　なお、配位子の置換方法については、特開2007-21670号公報等を参照することができる
。
【００３８】
　TOPO等の配位子が付着した量子ドットの市販品としては、例えば、evident TECHNOLOGI
ES社製の蛍光性半導体ナノクリスタル「エヴィドット」等を用いることができる。
【００３９】
　（２）シランカップリング剤
　本発明における発光層に用いられるシランカップリング剤としては、量子ドットに配位
し、量子ドットを安定化させることができ、量子ドットの寿命特性に影響を及ぼさないも
のであれば特に限定されるものではなく、例えば、（１）クロロまたはアルコキシシラン
等、（２）反応性シリコーンを挙げることができる。
【００４０】
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　上記（１）のクロロまたはアルコキシシラン等としては、一般式：
　ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）

（ここで、Ｙはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基また
はエポキシ基を示し、Ｘはアルコキシル基、アセチル基またはハロゲンを示す。ｎは０～
３までの整数である。）
で示されるケイ素化合物が好ましく用いられる。このケイ素化合物は、１種単独で用いて
もよく２種以上を併用してもよい。
【００４１】
　上記式で示されるケイ素化合物において、Ｘは、末端部および、量子ドットに配位結合
する配位結合部となる。なお、末端部は、縮合反応が起こる部位であり、周囲にシランカ
ップリング剤が配置された量子ドット間を結合したり、発光層を不溶化させたり、発光層
とその下地層との密着性向上に寄与したりする部位である。
【００４２】
　Ｘで示されるアルコキシル基は、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基
であることが好ましい。
【００４３】
　また、上記式で示されるケイ素化合物において、Ｙは機能性部となる。
　例えば、Ｙがアルキル基の場合、量子ドット間のスペーサーとなり、溶解性に寄与する
部位となる。Ｙがフルオロアルキル基の場合、量子ドット間のスペーサーとなり、撥液性
を示す部位となる。Ｙがビニル基の場合、量子ドット間のスペーサーとなり、π共役系を
示す部位となる。Ｙがアミノ基の場合、量子ドット間のスペーサーとなり、親液性を示す
部位となる。Ｙがフェニル基の場合、量子ドット間のスペーサーとなり、撥水性を示す部
位となる。Ｙがエポキシ基の場合、量子ドット間のスペーサーとなり、硬化性に寄与する
部位となる。
【００４４】
　Ｙで示される基の炭素数は１～２０の範囲内であることが好ましい。
【００４５】
　上記式で示されるケイ素化合物としては、具体的には、特開２０００－２４９８２１号
公報に記載されているもの等を用いることができる。
【００４６】
　また、上記（１）のクロロまたはアルコキシシラン等としては、一般式：
　ＹｎＳｉＸ（４－ｎ）

（ここで、Ｙは直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸送性を示
す官能基、直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した電子輸送性を示す官
能基あるいは直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸送性および
電子輸送性の両方を示し得る官能基を示し、Ｘはアルコキシル基、アセチル基またはハロ
ゲンを示す。ｎは０～３までの整数である。）
で示されるケイ素化合物も好ましく用いられる。このケイ素化合物は、１種単独で用いて
もよく２種以上を併用してもよい。
【００４７】
　上記式で示されるケイ素化合物において、Ｘは、末端部および、量子ドットに配位結合
する配位結合部となる。なお、末端部は、縮合反応が起こる部位であり、周囲にシランカ
ップリング剤が配置された量子ドット間を結合したり、発光層を不溶化させたり、発光層
とその下地層との密着性向上に寄与したりする部位である。
【００４８】
　Ｘで示されるアルコキシル基は、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基
であることが好ましい。
【００４９】
　また、上記式で示されるケイ素化合物において、Ｙは機能性部となる。
　例えば、Ｙが、直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸送性を
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が直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した電子輸送性を示す官能基の場
合、量子ドット間のスペーサーとなり、電子輸送性を示す部位となる。Ｙが直接またはビ
ニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸送性および電子輸送性の両方を示し得
る官能基の場合、量子ドット間のスペーサーとなり、正孔輸送性および電子輸送性の両方
を示し得る部位となる。
【００５０】
　Ｙが、直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸送性を示す官能
基の場合、中でも、ビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸送性を示す官能
基であることが好ましい。ビニル基およびフェニル基はπ共役系を示す部位だからである
。
　正孔輸送性を示す官能基としては、例えば、Ｎ原子を１つ以上含む芳香族アミン基、置
換もしくは未置換の炭素数６～１６のアリール基が挙げられる。
　Ｎ原子を１つ以上含む芳香族アミン基としては、Ｎ原子を１つ以上含む芳香族第３級ア
ミン基が好ましい。具体的には、Ｎ，Ｎ´－ビス（ナフタレン－１－イル）－Ｎ，Ｎ´－
ビス（フェニル）－ベンジジン（α－ＮＰＤ）や、４，４，４－トリス（３－メチルフェ
ニルフェニルアミノ）トリフェニルアミン（ＭＴＤＡＴＡ）等のトリフェニルアミンが挙
げられる。トリフェニルアミンとしては、下記式で示される構造を有するものを挙げるこ
とができる。
【００５１】
【化１】

【００５２】
　また、炭素数６～１６のアリール基としては、フェニル基、ナフチル基、トリル基、キ
シリル基、アントリル基、フェナントリル基、ビフェニル基、ナフタセニル基、ペンタセ
ニル基等が挙げられる。
【００５３】
　Ｙが、直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した電子輸送性を示す官能
基の場合、ビニル基もしくはフェニル基を介して結合した電子輸送性を示す官能基である
ことが好ましい。ビニル基およびフェニル基はπ共役系を示す部位だからである。
　電子輸送性を示す官能基としては、例えば、フェナントロリン、トリアゾール、オキサ
ジアゾール、アルミキノリノール等を挙げることができる。具体的には、バソキュプロイ
ン（ＢＣＰ）、バソフェナントロリン（Ｂｐｅｈｎ）、トリス（８－ヒドロキシキノリノ
ラト）アルミニウム（Ａｌｑ３）等が挙げられる。オキサジアゾール、トリアゾールとし
ては、下記式で示される構造を有するものを挙げることができる。
【００５４】



(10) JP 2009-87783 A 2009.4.23

10

20

30

40

【化２】

【００５５】
　また、電子輸送性を示す官能基としては、置換もしくは未置換の炭素数６～１６のアリ
ール基も例示される。なお、炭素数６～１６のアリール基については、上記と同様である
。
【００５６】
　Ｙが、直接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸送性および電子
輸送性の両方を示し得る官能基の場合、ビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正
孔輸送性および電子輸送性の両方を示し得る官能基であることが好ましい。ビニル基およ
びフェニル基はπ共役系を示す部位だからである。
　正孔輸送性および電子輸送性の両方を示し得る官能基としては、例えば、ジスチリルア
レーン、多芳香族、芳香族縮合環、カルバゾール、複素環等を挙げることができる。具体
的には、下記式で示される4,4'-bis(2,2-diphenyl-ethen-1-yl)diphenyl（DPVBi）、4,4'
-bis(carbazol-9-yl)biphenyl（CBP）、4,4''-di(N-carbazolyl)-2',3',5',6'-tetraphen
yl-p-terphenyl（CzTT）、1,3-bis(carbazole-9-yl)-benzene（m-CP）、9,10-di(naphtha
-2-yl)anthracene（DNA）等が挙げられる。
【００５７】
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【００５８】
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【化４】

【００５９】
　また、下記式で示される構造を有するものを挙げることができる。
【００６０】
【化５】

【００６１】
　さらに、正孔輸送性および電子輸送性の両方を示し得る官能基としては、置換もしくは
未置換の炭素数６～１６のアリール基も例示される。なお、炭素数６～１６のアリール基
については、上記と同様である。
【００６２】
　また、上記（２）の反応性シリコーンとしては、下記化学式で表される骨格をもつ化合
物を挙げることができる。
【００６３】



(13) JP 2009-87783 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

【化６】

【００６４】
　ただし、ｎは２以上の整数であり、Ｒ１，Ｒ２はそれぞれ炭素数１～１０の置換もしく
は非置換のアルキル基、アルケニル基、アリール基またはシアノアルキル基であり、モル
比で全体の４０％以下がビニル、フェニル、ハロゲン化フェニルである。また、Ｒ１，Ｒ
２がメチル基のものが好ましく、モル比でメチル基が６０％以上であることが好ましい。
また、鎖末端もしくは側鎖には、分子鎖中に少なくとも１個以上の水酸基等の反応性基を
有する。
【００６５】
　また、上記シランカップリング剤は、電荷輸送性を有していてもよい。電荷輸送性を有
するシランカップリング剤とするためには、上記（１）の場合の上記式におけるＹを、直
接またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸送性を示す官能基、直接ま
たはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した電子輸送性を示す官能基あるいは直接
またはビニル基もしくはフェニル基を介して結合した正孔輸送性および電子輸送性の両方
を示し得る官能基とすればよい。
【００６６】
　発光層において、量子ドットの周囲に配置されたシランカップリング剤は、上述したよ
うに、シランカップリング剤自体であってもよく、シランカップリング剤の加水分解物に
なっていてもよく、シランカップリング剤の加水分解縮合物になっていてもよい。
【００６７】
　中でも、量子ドットの周囲に配置されたシランカップリング剤は、シランカップリング
剤の加水分解縮合物になっていることが好ましい。すなわち、発光層が、シランカップリ
ング剤の加水分解縮合物を含有することが好ましい。このような発光層は硬化されたもの
となる。発光層が硬化されたものである場合には、上述したように発光層内での量子ドッ
トの安定性を良好にすることができ、寿命特性を向上させることができるからである。ま
た、発光層中のシランカップリング剤が、発光層の下地層（第１電極層や正孔注入輸送層
等）と結合等することにより、発光層と発光層の下地層との密着性を向上させることがで
きる。さらには、発光層の熱安定性（Tg：ガラス転移温度）を向上させることもできる。
　また、発光層上に塗工液を用いて正孔注入輸送層または電子注入輸送層等を形成する際
、正孔注入輸送層または電子注入輸送層等を形成するための塗工液中の溶剤に発光層が溶
解等することなく、安定して発光層上に正孔注入輸送層または電子注入輸送層等を積層す
ることができる。
【００６８】
　シランカップリング剤の加水分解縮合物としては、例えば、（１）ゾルゲル反応等によ
り上記クロロまたはアルコキシシラン等を加水分解、重縮合して大きな強度を発揮するオ
ルガノポリシロキサン、（２）上記反応性シリコーンを架橋したオルガノポリシロキサン
等のオルガノポリシロキサンを挙げることができる。
【００６９】
　上記（１）の場合、上述のケイ素化合物の１種または２種以上の加水分解縮合物または
共加水分解縮合物であるオルガノポリシロキサンが好ましく用いられる。
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【００７０】
　また、発光層は、上記オルガノポリシロキサンとともに、ジメチルポリシロキサンのよ
うな架橋反応をしない安定なオルガノシリコーン化合物を含有していてもよい。
【００７１】
　（３）正孔輸送材料
　本発明において、発光層がさらに正孔輸送材料を含有する場合、用いられる正孔輸送材
料としては、例えば、アリールアミン誘導体、アントラセン誘導体、カルバゾール誘導体
、チオフェン誘導体、フルオレン誘導体、ジスチリルベンゼン誘導体、スピロ化合物等を
挙げることができる。具体的には、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）、Ｎ，Ｎ´－ビス－（３－メチルフェニル）－
Ｎ，Ｎ´－ビス－（フェニル）－ベンジジン（ＴＰＤ）、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（ＭＴＤＡＴ
Ａ）、９，１０－ジ－２－ナフチルアントラセン（ＤＮＡ）、４，４－Ｎ，Ｎ´－ジカル
バゾール－ビフェニル（ＣＢＰ）、１，４－ビス（２，２－ジフェニルビニル）ベンゼン
（ＤＰＶＢｉ）等を挙げることができる。これらの材料は単独で用いてもよく２種以上を
併用してもよい。
【００７２】
　発光層中での周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットと正孔輸送材料との
混合比は、（周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドット）：（正孔輸送材料）
＝１：０．１～２程度であることが好ましい。量子ドットの混合比が少なすぎると、充分
な発光が得られない可能性があるからである。また、量子ドットの混合比が多すぎると、
発光層の成膜が困難となったり、発光層に正孔輸送機能を付与することが困難となったり
する場合があるからである。
【００７３】
　（４）電子輸送材料
　本発明において、発光層がさらに電子輸送材料を含有する場合、用いられる電子輸送材
料としては、例えば、バソキュプロイン（ＢＣＰ）、バソフェナントロリン（Ｂｐｅｈｎ
）等のフェナントロリン誘導体、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、トリス
（８－キノリノール）アルミニウム錯体（Ａｌｑ３）等のアルミキノリノール錯体などを
挙げることができる。
【００７４】
　発光層中での周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットと電子輸送材料との
混合比は、（周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドット）：（電子輸送送材料
）＝１：０．１～２程度であることが好ましい。量子ドットの混合比が少なすぎると、充
分な発光が得られない可能性があるからである。また、量子ドットの混合比が多すぎると
、発光層の成膜が困難となったり、発光層に電子輸送機能を付与することが困難となった
りする場合があるからである。
【００７５】
　また、発光層がさらに正孔輸送材料および電子輸送材料を含有する場合、発光層中での
周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットと正孔輸送材料と電子輸送材料との
混合比は、（周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドット）：（正孔輸送送材料
）：（電子輸送送材料）＝１：０．１～２：０．１～２程度であることが好ましい。量子
ドットの混合比が少なすぎると、充分な発光が得られない可能性があるからである。また
、量子ドットの混合比が多すぎると、発光層の成膜が困難となったり、発光層に正孔輸送
機能や電子輸送機能を付与することが困難となったりする場合があるからである。
【００７６】
　なお、発光層がさらに正孔輸送材料および電子輸送材料の少なくともいずれか一方を含
有する場合については、特表2005-522005号公報等に詳しく記載されている。
【００７７】
　（５）発光層の形成方法
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　本発明における発光層は、上記の周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドット
を溶剤に分散させて発光層形成用塗工液を調製し、この発光層形成用塗工液を第１電極層
上に塗布することにより形成することができる。例えば、赤色、緑色および青色の三原色
の発光層を形成する場合は、赤色、緑色および青色の各色発光層形成用塗工液が用いられ
る。上述したように、量子ドットは、その粒径により異なる発光スペクトルを示すことか
ら、各色に応じて量子ドットの粒径が調整される。
【００７８】
　この際、発光層形成用塗工液に使用することができる溶剤としては、上記の周囲にシラ
ンカップリング剤が配置された量子ドット等と混合するものであり、白濁その他の影響を
及ぼさないものであれば特に限定されるものではない。このような溶剤としては、例えば
、キシレン、トルエン、シクロヘキシルベンゼン、ジハイドロベンゾフラン、トリメチル
ベンゼン、テトラメチルベンゼン等の芳香族炭化水素系溶媒、ピリジン、ピラジン、フラ
ン、ピロール、チオフェン、メチルピロリドン等の芳香族複素環化合物系溶媒、ヘキサン
、ペンタン、ヘプタン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素系溶媒等が挙げられる。これ
らの溶剤は単独で用いてもよく混合して用いてもよい。
【００７９】
　上記発光層形成用塗工液が、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットと、
さらに正孔輸送材料および電子輸送材料の少なくともいずれか一方とを含有する場合には
、まず、正孔輸送材料および電子輸送材料の少なくともいずれか一方を溶剤に溶解させ、
さらにこの溶液に周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを分散させて、調
製することができる。
【００８０】
　また、発光層形成用塗工液の塗布方法としては、例えば、スピンコート法、インクジェ
ット法、キャスト法、ＬＢ法、ディスペンサー法、マイクログラビアコート法、グラビア
コート法、バーコート法、ロールコート法、ワイヤーバーコート法、ディップコート法、
ブレードコート法、スプレーコート法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、スクリーン
印刷法、グラビア印刷法等が挙げられる。
【００８１】
　上記発光層形成用塗工液の塗布後、塗膜を乾燥させてもよい。乾燥方法としては、均一
な発光層を形成することが可能な方法であれば特に限定されるものではなく、例えばホッ
トプレート、赤外線ヒーター、オーブン等を用いることができる。
　このような乾燥を行うことにより、加水分解されたシランカップリング剤の縮合反応が
進行し、発光層が硬化される。
【００８２】
　また、図３に例示するように、後述する正孔輸送層６上に発光層４が形成されている場
合には、正孔輸送層６と発光層４とを一括して形成することもできる。例えば、周囲にシ
ランカップリング剤が配置された量子ドットと正孔輸送材料とを含有する塗工液を調製し
、この塗工液を第１電極層上に塗布し、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ド
ットと正孔輸送材料とを相分離（垂直相分離）させることにより、発光層と正孔輸送層と
を一括して形成することができる。この場合には、発光層と正孔輸送層とが相分離したも
のとなり、発光層と正孔輸送層との間に相分離界面を有することになる。
【００８３】
　発光層と正孔輸送層との間に相分離界面を有する場合、図３に例示するように、巨視的
には、その相分離界面２１が第１電極層３の表面とほぼ平行となり、図４に例示するよう
に、微視的には、発光層４および正孔輸送層６が互いに凹凸状に入り込んだ（重なり合っ
た）状態となる。このため、発光層と正孔輸送層との接触面積が大きくなり、電子と正孔
との再結合サイトが広がる。そして、この再結合サイトは、第１電極層から離れた部分に
存在するので、結果として発光するサイトが広がる（発光に寄与する分子の数が増加する
）。このため、発光効率の向上や、さらなる長寿命化を図ることができる。
　また、発光層および正孔輸送層の界面が均一（平坦）でなく、凹凸状であるため、駆動
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電圧量を上昇させても、一斉に正孔と電子とが励起、結合するのを防止して、発光の強度
が急峻に上昇するのを防止することができる。したがって、駆動電圧量に応じて輝度を穏
やかに上昇させることができるので、発光輝度のコントロールや、低輝度の階調コントロ
ールを容易に行うことができる。また、駆動電圧を細かく制御するための複雑な周辺回路
が不要になるという利点がある。
【００８４】
　具体的には、次のようにして発光層および正孔輸送層を一括して形成することができる
。
　まず、正孔輸送材料を溶剤に溶解させ、さらにこの溶液に周囲にシランカップリング剤
が配置された量子ドットを分散させて、塗工液を調製する。
　この際に用いられる正孔輸送材料としては、上記の正孔輸送材料を用いることができる
。
　また、この際に用いられる溶剤としては、非極性溶媒が好適であり、例えば、キシレン
、トルエン、シクロヘキシルベンゼン、ジハイドロベンゾフラン、トリメチルベンゼン、
テトラメチルベンゼン等の芳香族炭化水素系溶媒、ピリジン、ピラジン、フラン、ピロー
ル、チオフェン、メチルピロリドン等の芳香族複素環化合物系溶媒、ヘキサン、ペンタン
、ヘプタン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素系溶媒等が挙げられる。これらの溶剤は
単独で用いてもよく混合して用いてもよい。
【００８５】
　次に、上記塗工液を第１電極層上に塗布して、塗膜を形成する。
　上記塗工液の塗布方法としては、例えば、スピンコート法、キャスティング法、マイク
ログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイヤーバー
コート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、
オフセット印刷法、インクジェット印刷法等が挙げられる。
【００８６】
　次に、上記塗膜中から溶剤を除去する。溶剤が除去されると、塗膜中では、図４に例示
するように、正孔輸送材料（図示なし）が第１電極層３側に、周囲にシランカップリング
剤（図示なし）が配置された量子ドット１２が塗膜の最表面側に、上下方向に分離し、塗
膜が固化される。このようにして正孔輸送層および発光層が一括して形成される。すなわ
ち、相分離により、正孔輸送層および発光層が一括して形成される。
【００８７】
　このとき、溶剤の種類、正孔輸送材料の重量平均分子量、塗工液中の正孔輸送材料の含
有量、塗工液中の量子ドットおよびシランカップリング剤の含有量、溶剤を除去する速度
、溶剤を除去する際の雰囲気、塗工液を塗布する下地層の表面性状態等のうち、少なくと
も１つの条件を適宜設定することにより、正孔輸送材料と周囲にシランカップリング剤が
配置された量子ドットとの相分離の状態を制御することができる。
【００８８】
　例えば、溶剤を除去する際の雰囲気を、極性溶媒の蒸気を含有する雰囲気とすることが
できる。これにより、周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットをより確実に
塗膜中において上側に集めることができる。この極性溶媒としては、例えば、水や、メタ
ノール、エタノール、イソプロパノールのようなアルコール類等が挙げられる。
【００８９】
　また、上記塗工液の塗布後、塗膜を乾燥させてもよい。乾燥を行うことにより、加水分
解されたシランカップリング剤の縮合反応が進行し、発光層が硬化される。なお、乾燥方
法については、上記と同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００９０】
　発光層の厚みとしては、電子と正孔との再結合の場を提供して発光する機能を発現する
ことができる厚みであれば特に限定されるものではなく、例えば１ｎｍ～５００ｎｍ程度
とすることができる。
【００９１】
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　２．正孔注入輸送層
　本発明においては、発光層と陽極との間に正孔注入輸送層が形成されていてもよい。例
えば、第１電極層が陽極である場合には、第１電極層と発光層との間に正孔注入輸送層が
形成される。正孔注入輸送層を設けることにより、発光層への正孔の注入が安定化したり
、正孔の輸送が円滑になったりするため、発光効率を高めることができる。
【００９２】
　正孔注入輸送層は、陽極から注入された正孔を安定に発光層内へ注入する正孔注入機能
を有する正孔注入層であってもよく、陽極から注入された正孔を発光層内へ輸送する正孔
輸送機能を有する正孔輸送層であってもよく、正孔注入層および正孔輸送層が積層された
ものであってもよく、正孔注入機能および正孔輸送機能の両方を有する単一の層であって
もよい。
【００９３】
　なお、発光層がさらに正孔輸送材料を含有する場合や、正孔輸送層と発光層とを一括し
て形成する場合には、正孔注入輸送層が正孔注入層であることが好ましい。
【００９４】
　正孔注入層に用いられる正孔注入材料としては、発光層内への正孔の注入を安定化させ
ることができる材料であれば特に限定されるものではなく、例えば、フェニルアミン類、
スターバースト型アミン類、フタロシアニン類、酸化バナジウム、酸化モリブデン、酸化
ルテニウム、酸化アルミニウム等の酸化物、アモルファスカーボン、ポリアニリン、ポリ
チオフェン、ポリフェニレンビニレンおよびこれらの誘導体等の導電性高分子などを挙げ
ることができる。上記導電性高分子は、酸によりドーピングされていてもよい。具体的に
は、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）、４，４´，４´´－トリス（Ｎ，Ｎ－ジフェニル－アミノ）－トリフェニル
アミン（ＴＤＡＴＡ）、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）、ポリビニルカルバゾール、
ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）／ポリスチレンスルホン酸（ＰＥＤＯＴ／
ＰＳＳ）等が挙げられる。これらの材料は単独で用いてもよく２種以上を併用してもよい
。
【００９５】
　正孔注入層の膜厚としては、その機能が十分に発揮される膜厚であれば特に限定される
ものではないが、具体的には５ｎｍ～２００ｎｍの範囲内であることが好ましく、より好
ましくは１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲内である。
【００９６】
　また、正孔輸送層に用いられる正孔輸送材料としては、注入された正孔を安定に発光層
内へ輸送することができる材料であれば特に限定されるものではなく、例えば、アリール
アミン誘導体、アントラセン誘導体、カルバゾール誘導体、チオフェン誘導体、フルオレ
ン誘導体、ジスチリルベンゼン誘導体、スピロ化合物等を挙げることができる。具体的に
は、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）、Ｎ，Ｎ´－ビス－（３－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ´－ビス－（フェニル）
－ベンジジン（ＴＰＤ）、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）、９，１０－ジ－２－ナフ
チルアントラセン（ＤＮＡ）、４，４－Ｎ，Ｎ´－ジカルバゾール－ビフェニル（ＣＢＰ
）、１，４－ビス（２，２－ジフェニルビニル）ベンゼン（ＤＰＶＢｉ）等を挙げること
ができる。これらの材料は単独で用いてもよく２種以上を併用してもよい。
【００９７】
　正孔輸送層の膜厚としては、その機能が十分に発揮される膜厚であれば特に限定される
ものではないが、具体的には５ｎｍ～２００ｎｍの範囲内であることが好ましく、より好
ましくは１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲内である。
【００９８】
　正孔注入輸送層の形成方法としては、例えば、真空蒸着法等のドライプロセスであって
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もよく、スピンコート法等のウェットプロセスであってもよい。
【００９９】
　３．電子注入輸送層
　本発明においては、発光層と陰極との間に電子注入輸送層が形成されていてもよい。例
えば、第２電極層が陰極である場合には、第２電極層と発光層との間に電子注入輸送層が
形成される。電子注入輸送層を設けることにより、発光層への電子の注入が安定化したり
、電子の輸送が円滑になったりするため、発光効率を高めることができる。
【０１００】
　電子注入輸送層は、陰極から注入された電子を安定に発光層内へ注入する電子注入機能
を有する電子注入層であってもよく、陰極から注入された電子を発光層内へ輸送する電子
輸送機能を有する電子輸送層であってもよく、電子注入層および電子輸送層が積層された
ものであってもよく、電子注入機能および電子輸送機能の両方を有する単一の層であって
もよい。
【０１０１】
　なお、発光層がさらに電子輸送材料を含有する場合には、電子注入輸送層が電子注入層
であることが好ましい。
【０１０２】
　電子注入層に用いられる電子注入材料としては、発光層内への電子の注入を安定化させ
ることができる材料であれば特に限定されるものではなく、例えば、Ｂａ、Ｃａ、Ｌｉ、
Ｃｓ、Ｍｇ、Ｓｒ等のアルカリ金属もしくはアルカリ土類金属の単体、アルミリチウム合
金等のアルカリ金属の合金、酸化マグネシウム、酸化ストロンチウム等のアルカリ金属も
しくはアルカリ土類金属の酸化物、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム、フッ化スト
ロンチウム、フッ化バリウム、フッ化リチウム、フッ化セシウム等のアルカリ金属もしく
はアルカリ土類金属のフッ化物、ポリメチルメタクリレートポリスチレンスルホン酸ナト
リウム等のアルカリ金属の有機錯体などを挙げることができる。また、Ｃａ／ＬｉＦのよ
うに、これらを積層して用いることも可能である。
【０１０３】
　電子注入層の膜厚としては、その機能が十分に発揮される膜厚であれば特に限定される
ものではないが、具体的には０．１ｎｍ～２００ｎｍの範囲内であることが好ましく、よ
り好ましくは０．５ｎｍ～１００ｎｍの範囲内である。
【０１０４】
　また、電子輸送層に用いられる電子輸送材料としては、注入された電子を発光層内へ輸
送することが可能な材料であれば特に限定されるものではなく、例えば、バソキュプロイ
ン（ＢＣＰ）、バソフェナントロリン（Ｂｐｅｈｎ）等のフェナントロリン誘導体、トリ
アゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、トリス（８－キノリノール）アルミニウム錯
体（Ａｌｑ３）等のアルミキノリノール錯体などを挙げることができる。
【０１０５】
　電子輸送層の膜厚としては、その機能が十分に発揮される膜厚であれば特に限定される
ものではないが、具体的には１ｎｍ～１００ｎｍの範囲内であることが好ましく、より好
ましくは１ｎｍ～５０ｎｍの範囲内である。
【０１０６】
　さらに、電子注入機能および電子輸送機能の両方を有する単一の層の形成材料としては
、Ｌｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｓｒ等のアルカリ金属もしくはアルカリ土類金属がドープされた電
子輸送材料を挙げることができる。電子輸送材料としては、バソキュプロイン（ＢＣＰ）
、バソフェナントロリン（Ｂｐｅｈｎ）等のフェナントロリン誘導体が挙げられる。また
、電子輸送材料とドープされる金属とのモル比率は、１：１～１：３の範囲内であること
が好ましく、より好ましくは１：１～１：２の範囲内である。アルカリ金属もしくはアル
カリ土類金属がドープされた電子輸送材料は、電子移動度が比較的大きく、金属単体に比
べて透過率が高い。
【０１０７】
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　電子注入機能および電子輸送機能の両方を有する単一の層の膜厚としては、その機能が
十分に発揮される膜厚であれば特に限定されるものではないが、具体的には０．１ｎｍ～
１００ｎｍの範囲内であることが好ましく、より好ましくは０．１ｎｍ～５０ｎｍの範囲
内である。
【０１０８】
　電子注入輸送層の形成方法としては、例えば、真空蒸着法等のドライプロセスであって
もよく、スピンコート法等のウェットプロセスであってもよい。発光層が硬化されたもの
である場合には、ウェットプロセスの場合であっても安定して発光層上に電子注入輸送層
を形成することができる。
【０１０９】
　４．第１電極層
　本発明に用いられる第１電極層は、陽極であってもよく陰極であってもよい。
【０１１０】
　第１電極層を形成する材料としては、導電性を有する材料であれば特に限定されるもの
ではない。例えば、第１電極層側から光を取り出す場合には、第１電極層は透明性を有す
ることが好ましい。導電性および透明性を有する材料としては、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ（ＩＺＯ
）、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｏ（ＩＴＯ）、ＺｎＯ－Ａｌ、Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ等を好ましいものとして
例示することができる。一方、第２電極層側から光を取り出す場合には、第１電極層に透
明性は要求されない。この場合、導電性を有する材料として、金属を用いることができ、
具体的には、Ａｕ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｃｒ、あるいは、Ａｌ合金、Ｎｉ合金
、Ｃｒ合金等を挙げることができる。
【０１１１】
　第１電極層の成膜方法としては、一般的な電極の成膜方法を用いることができ、スパッ
タリング法、イオンプレーティング法、真空蒸着法等を挙げることができる。また、第１
電極層のパターニング方法としては、フォトリソグラフィー法を挙げることができる。
【０１１２】
　５．第２電極層
　本発明に用いられる第２電極層は、第１電極層と対向する電極であればよく、陽極であ
ってもよく陰極であってもよい。
【０１１３】
　第２電極層を形成する材料としては、導電性を有する材料であれば特に限定されるもの
ではない。例えば、第２電極層側から光を取り出す場合には、第２電極層は透明性を有す
ることが好ましい。一方、第１電極層側から光を取り出す場合には、第２電極層に透明性
は要求されない。なお、導電性を有する材料については、上記第１電極層の項に記載した
ものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【０１１４】
　また、第２電極層の成膜方法については、上記第１電極層の成膜方法と同様であるので
、ここでの説明は省略する。
【０１１５】
　６．基板
　本発明においては、第１電極層が基板上に形成されていてもよい。基板は、第１電極層
、発光層および第２電極層等を支持するものである。
【０１１６】
　例えば、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。透明な
基板としては、例えば、石英、ガラス等を挙げることができる。一方、第２電極層側から
光を取り出す場合には、基板に透明性は要求されない。この場合、基板には、上記材料の
他にも、アルミニウムおよびその合金等の金属、プラスチック、織物、不織布等を用いる
ことができる。
【０１１７】
　７．絶縁層
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　本発明においては、基板上に第１電極層がパターン状に形成されている場合、基板上の
第１電極層のパターンの開口部に、絶縁層が形成されていてもよい。絶縁層は、隣接する
第１電極層のパターン間での導通や、第１電極層および第２電極層間での導通を防ぐため
に設けられるものである。この絶縁層が形成された部分は、非発光領域となる。
【０１１８】
　絶縁層は、基板上であって、第１電極層のパターンの開口部に形成されるものであり、
通常は第１電極層のパターンの端部を覆うように形成される。
【０１１９】
　この絶縁層の形成材料としては、絶縁性を有するものであれば特に限定されるものでは
なく、例えば、感光性ポリイミド樹脂、アクリル系樹脂等の光硬化型樹脂、熱硬化型樹脂
、無機材料等を用いることができる。
【０１２０】
　また、絶縁層の形成方法としては、フォトリソグラフィー法、印刷法等の一般的な方法
を用いることができる。
【０１２１】
　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。
【実施例】
【０１２２】
　以下、本発明について実施例および比較例を用いて具体的に説明する。
　［参考例１］（配位子の置換方法）
　TOPOで保護された量子ドット（CdSe/ZnSコアシェル型ナノ粒子、直径：5.2nm）の分散
液（evident　TECHNOLOGIES社製、蛍光性半導体ナノクリスタル「エヴィドット」）に、
シランカップリング剤を添加し、配位子を置換した。
【０１２３】
　具体的には、まず、テトラメトキシシラン（LS-540、信越化学工業製）5gと、フェニル
トリメトキシシラン（LS-2750、信越化学工業製）1gと、0.01NのHCl 2gとを室温にて12時
間攪拌し、共重合化合物（シランカップリング剤）を得た。この共重合化合物にトルエン
を加えて攪拌して溶解させ、シランカップリング剤の10wt%トルエン溶液を得た。
【０１２４】
　次に、アルゴンガス雰囲気で、TOPOで保護された量子ドットの分散液1gを攪拌しながら
、室温（26℃）で上記シランカップリング剤の10wt%トルエン溶液2ｇを滴下した。この反
応液を12時間攪拌した後、アルゴンガス雰囲気から大気雰囲気へ変更し、蒸発飛散した量
のトルエンを添加した後、エタノールを8g滴下した。次いで、遠心分離によって沈殿物を
反応液から分離した後、下記に示す手順で再沈殿による精製を行った。
　すなわち、沈殿物をトルエン4gと混合して分散液とし、この分散液にエタノール10gを
滴下することにより精製された沈殿物を得た。
　このようにして得られた再沈殿液を遠心分離することにより、シランカップリング剤で
保護された量子ドットの精製物を得た。
【０１２５】
　［参考例２］（配位子の置換方法）
　参考例１において、フェニルトリメトキシシランをデシルトリメトキシシラン（LS-525
8、信越化学工業製）に変更した以外は、参考例１と同様にして、シランカップリング剤
で保護された量子ドットの精製物を得た。
【０１２６】
　［参考例３］（配位子の置換方法）
　参考例１において、フェニルトリメトキシシランを用いずに、テトラメトキシシランの
みを用いた以外は、参考例１と同様にして、シランカップリング剤で保護された量子ドッ
トの精製物を得た。
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　［実施例１］
　まず、上記参考例１のシランカップリング剤で保護された量子ドットをトルエンに分散
させた発光層形成用塗工液を調製した。
　次に、ITO電極がパターニングされたガラス基板上に、上記発光層形成用塗工液をスピ
ンコート法によって成膜した。その後、ホットプレートにて150℃で加熱し、量子ドット
に付着しているシランカップリング剤を反応させて、シランカップリング剤同士およびシ
ランカップリング剤とITO電極とを結合させ、発光層を得た。
【０１２８】
　次に、上記発光層上に、真空蒸着により、LiFを厚み1nm、Alを厚み100nmで成膜し、Ｅ
Ｌ素子を作製した。
【０１２９】
　ITO電極およびAl電極は端子を備えており、これらを電圧源に接続した。3Vを上回る電
圧を印加すると、620nmにピークを有する発光が得られた。これは、TOPOで保護されたCdS
e/ZnS量子ドット（粒径5nm）のフォトルミネッセンススペクトラムと同様の発光を示して
いた。また、得られたＥＬ素子は、良好な安定性、効率および輝度が得られた。
【０１３０】
　［比較例１］
　まず、TOPOで保護された量子ドット（CdSe/ZnSコアシェル型ナノ粒子、直径：5.2nm）
の懸濁液（evident　TECHNOLOGIES社製、蛍光性半導体ナノクリスタル「エヴィドット」
）を準備した。
　次に、ITO電極がパターニングされたガラス基板上に、上記のTOPOで保護された量子ド
ットの懸濁液を、スピンコート法によって成膜し、発光層を得た。
　その後、実施例1と同様にして、ＥＬ素子を作製した。
【０１３１】
　ITO電極およびAl電極は端子を備えており、これらを電圧源に接続した。7Vを上回る電
圧を印加すると、620nmにピークを有する発光が得られた。これは、TOPOで保護されたCdS
e/ZnS量子ドット（粒径5nm）のフォトルミネッセンススペクトラムと同様の発光を示して
いた。また、得られたＥＬ素子は、TOPOの融点が約50℃と低いために、安定性が悪く、効
率および輝度が低かった。
【０１３２】
　［実施例２］
　まず、上記参考例１のシランカップリング剤で保護された量子ドットをトルエンに分散
させた発光層形成用塗工液を調製した。
　次に、ITO電極がパターニングされたガラス基板上に、上記発光層形成用塗工液をスピ
ンコート法によって成膜した。その後、ホットプレートにて150℃で加熱し、量子ドット
に付着しているシランカップリング剤を反応させて、シランカップリング剤同士およびシ
ランカップリング剤とITO電極とを結合させ、発光層を得た。
【０１３３】
　次に、上記発光層上に、真空蒸着により、下記式で示されるトリアゾール誘導体を成膜
し、電子輸送層を得た。
【０１３４】
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【化７】

【０１３５】
　次に、上記電子輸送層上に、真空蒸着により、LiFを厚み1nm、Alを厚み100nmで成膜し
た。
【０１３６】
　ITO電極およびAl電極は端子を備えており、これらを電圧源に接続した。3Vを上回る電
圧を印加すると、620nmにピークを有する発光が得られた。これは、TOPOで保護されたCdS
e/ZnS量子ドット（粒径5nm）のフォトルミネッセンススペクトラムと同様の発光を示して
いた。また、得られたＥＬ素子は、良好な安定性、効率および輝度が得られた。
【０１３７】
　［実施例３］
　ITO電極がパターニングされたガラス基板上に、スピンコート法によってPEDOT：PSSを
成膜し、正孔注入層を形成した。
【０１３８】
　次に、上記参考例１のシランカップリング剤で保護された量子ドットをトルエンに分散
させた発光層形成用塗工液を調製した。続いて、上記正孔注入層上に、上記発光層形成用
塗工液をスピンコート法によって成膜した。その後、ホットプレートにて150℃で加熱し
、量子ドットに付着しているシランカップリング剤を反応させて、シランカップリング剤
同士およびシランカップリング剤と正孔注入層中のPEDOT：PSSとを結合させ、発光層を得
た。
【０１３９】
　次に、上記発光層上に、真空蒸着により、上記式で示されるトリアゾール誘導体を成膜
し、電子輸送層を得た。次いで、上記電子輸送層上に、真空蒸着により、LiFを厚み1nm、
Alを厚み100nmで成膜した。
【０１４０】
　ITO電極およびAl電極は端子を備えており、これらを電圧源に接続した。3Vを上回る電
圧を印加すると、620nmにピークを有する発光が得られた。これは、TOPOで保護されたCdS
e/ZnS量子ドット（粒径5nm）のフォトルミネッセンススペクトラムと同様の発光を示して
いた。また、得られたＥＬ素子は、良好な安定性、効率および輝度が得られた。
【０１４１】
　［実施例４］
　まず、上記参考例１のシランカップリング剤で保護された量子ドットとTPDとを、１：
１の重量比にて、トルエンに分散させた発光層形成用塗工液を調製した。
　次に、ITO電極がパターニングされたガラス基板上に、上記発光層形成用塗工液をスピ
ンコート法によって成膜した。その後、ホットプレートにて150℃で加熱し、量子ドット
に付着しているシランカップリング剤を反応させて、シランカップリング剤同士およびシ
ランカップリング剤とITO電極とを結合させ、発光層を得た。
　この発光層は、AFM表面観察により、量子ドットが層表面へ並び、層を形成しているこ
とが確認された。
【０１４２】
　次に、上記発光層上に、真空蒸着により上記式で示されるトリアゾール誘導体を成膜し
、さらに真空蒸着によりAlq3を成膜して、電子輸送層を得た。次いで、上記電子輸送層上
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に、真空蒸着により、LiFを厚み1nm、Alを厚み100nmで成膜した。
【０１４３】
　ITO電極およびAl電極は端子を備えており、これらを電圧源に接続した。3Vを上回る電
圧を印加すると、620nmにピークを有する発光が得られた。これは、TOPOで保護されたCdS
e/ZnS量子ドット（粒径5nm）のフォトルミネッセンススペクトラムと同様の発光を示して
いた。また、得られたＥＬ素子は、良好な安定性、効率および輝度が得られた。
【０１４４】
　［実施例５］
　まず、上記参考例２のシランカップリング剤で保護された量子ドットと、TPDと、トリ
アゾールとをトルエンに分散させた発光層形成用塗工液を調製した。この際、各材料の混
合比を、シランカップリング剤で保護された量子ドット40質量部、TPD 30質量部、トリア
ゾール30質量部とした。
　次に、ITO電極がパターニングされたガラス基板上に、上記発光層形成用塗工液をスピ
ンコート法によって成膜した。その後、ホットプレートにて150℃で加熱し、量子ドット
に付着しているシランカップリング剤を反応させて、シランカップリング剤同士およびシ
ランカップリング剤とITO電極とを結合させ、発光層を得た。
　この発光層は、AFM表面観察により、層表面に、シランカップリング剤で保護された量
子ドットとTPDとトリアゾールとがランダムに存在する状態であることが確認された。
【０１４５】
　次に、上記発光層上に、真空蒸着により、LiFを厚み1nm、Alを厚み100nmで成膜した。
【０１４６】
　ITO電極およびAl電極は端子を備えており、これらを電圧源に接続した。3Vを上回る電
圧を印加すると、620nmにピークを有する発光が得られた。これは、TOPOで保護されたCdS
e/ZnS量子ドット（粒径5nm）のフォトルミネッセンススペクトラムと同様の発光を示して
いた。また、得られたＥＬ素子は、良好な安定性、効率および輝度が得られた。
【０１４７】
　［実施例６］
　ITO電極がパターン状に形成されたガラス基板を洗浄した。
　次に、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）／ポリスチレンスルホン酸（PEDO
T/PSS）の水分散体（Baytron P CH8000；スタルク社製）に、シランカップリング剤とし
てγ－グリシドキシプロピルメトキシシラン（TSL8350；東芝シリコーン社製）を、全固
形分に対するシランカップリング剤の濃度が5%になるように添加し、正孔注入層形成用塗
工液を調製した。次いで、上記正孔注入層形成用塗工液を、上記基板の中心部に滴下して
、スピンコートを行った。続いて、得られた膜をホットプレートで150℃、15分間加熱し
、正孔注入層を得た。
【０１４８】
　次に、上記参考例３のシランカップリング剤で保護された量子ドットをトルエンに分散
させた発光層形成用塗工液を調製した。次いで、上記正孔注入層上に、上記発光層形成用
塗工液をスピンコート法によって成膜した。その後、ホットプレートにて150℃で加熱し
、量子ドットに付着しているシランカップリング剤を反応させて、シランカップリング剤
同士およびシランカップリング剤と正孔注入層中のPEDOT/PSSとを結合させ、発光層を得
た。
【０１４９】
　次に、上記発光層上に、真空蒸着により、上記式で示されるトリアゾール誘導体を厚み
20nm、Alq3を厚み20nmで成膜して、電子輸送層を得た。次いで、上記電子輸送層上に、真
空蒸着により、LiFを厚み1nm、Alを厚み100nmで成膜した。
【０１５０】
　ITO電極およびAl電極は端子を備えており、これらを電圧源に接続した。3Vを上回る電
圧を印加すると、620nmにピークを有する発光が得られた。これは、TOPOで保護されたCdS
e/ZnS量子ドット（粒径5nm）のフォトルミネッセンススペクトラムと同様の発光を示して
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いた。また、得られたＥＬ素子は、良好な安定性、効率および輝度が得られた。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】本発明のＥＬ素子の一例を示す概略断面図である。
【図２】周囲にシランカップリング剤が配置された量子ドットを示す模式図である。
【図３】本発明のＥＬ素子の他の例を示す概略断面図である。
【図４】本発明のＥＬ素子における正孔輸送層および発光層の相分離を説明するための模
式図である。
【符号の説明】
【０１５２】
　１　…　ＥＬ素子
　２　…　基板
　３　…　第１電極層
　４　…　発光層
　５　…　第２電極層
　６　…　正孔輸送層
　１１　…　シランカップリング剤
　１２　…　量子ドット

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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