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(57)【要約】
　環境感応性素子をシーリングする方法が開示される。
該方法は、第１基板及び第２基板を提供する段階と、第
１基板と第２基板との間に、環境感応性素子を設置する
段階と、露出部分を含む接着剤で、第１基板及び第２基
板を共にシーリングする段階と、バリア層または、少な
くとも１層のデカップリング層及び少なくとも１層のバ
リア層を含むバリア・スタックで、接着剤の露出部分を
覆う段階と、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板及び第２基板を提供する段階と、
　前記第１基板と第２基板との間に、環境感応性素子を設置する段階と、
　露出部分を含む接着剤で、前記第１基板及び第２基板を共にシーリングする段階と、
　バリア層、または少なくとも１層のデカップリング層及び少なくとも１層のバリア層を
含むバリア・スタックで、前記接着剤の露出部分を覆う段階
　とを含むことを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記第１基板または第２基板の端部は、９０゜未満の角度を有するることを特徴とする
、請求項２に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１基板または第２基板のうち少なくとも１つは、平らであることを特徴とする、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１基板または第２基板のうち少なくとも１つは、Ｃ字形であることを特徴とする
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのＣ字形の第１基板または第２基板を、接着剤で充填する段階をさ
らに含むことを特徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項６】
前記バリア層または前記バリア・スタックで、前記接着剤の露出部分を覆う段階は、前記
接着剤と隣接した前記バリア層または前記バリア・スタックを真空蒸着する段階を含むこ
とを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記接着剤の露出部分は、前記バリア・スタックで覆われ、そして前記バリア・スタッ
クのデカップリング層は雰囲気工程を用いて蒸着されることを特徴とする、請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
前記バリア層または前記バリア・スタックで、前記接着剤の露出部分を覆う段階は、フレ
キシブル基板上に、前記バリア層やバリア・スタックを蒸着する段階、そして前記フレキ
シブル基板を、前記バリア層または前記接着剤と隣接する前記バリア・スタックで、ラミ
ネーティングする段階を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１基板、前記第２基板、またはその両方を、前記バリア層または前記バリア・ス
タックで覆う段階をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第３基板を提供する段階と、
　前記第１基板に隣接して第２環境感応性素子を設置する段階と、
　前記第２環境感応性素子と隣接して第４基板を設置する段階と、
　前記第３基板及び第４基板を、露出部分を含む第２接着剤で共にシーリングする段階と
、
　前記バリア層または前記バリア・スタックで前記接着剤及び第２接着剤を覆う前に、前
記接着剤で覆われた第１基板、前記環境感応性素子、第２基板に隣接し、前記第２接着剤
で覆われた、前記第３基板、前記第２環境感応性素子、及び前記第４基板を設置する段階
とを含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１基板及び第２基板を提供する段階は、単一の材料部品を提供する段階と、前記
単一の材料部品を折り曲げる段階とを含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記第１基板及び第２基板を提供する段階は、２つの分離された材料部品を提供する段
階を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１基板及び第２基板が少なくとも一側でシーリングされ、一側に開口部が存在し
、前記第１基板及び第２基板が、前記少なくとも一側でシーリングされた後、前記環境感
応性素子が、前記第１基板と第２基板との間に設置され、前記環境感応性素子が、前記第
１基板と第２基板との間に設置された後、前記一側の開口部が接着剤を用いてシーリング
することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１基板及び第２基板は、第２接着剤で少なくとも一側でシーリングされ、前記第
２接着剤は露出部分を含み、
　前記方法は、
　前記第２接着剤の露出部分をバリア層や、少なくとも１層のバリア層と、少なくとも１
層のデカップリング層とを含むバリア・スタックで覆う段階をさらに含むことを特徴とす
る、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　第１基板及び第２基板を提供する段階と、
　前記第１基板と第２基板との間にコア物質を設置する段階と、
　前記第１基板及び第２基板を、一側に開口部を含むエンベロープに形成する段階と、
　前記エンベロープから空気を除去して真空にする段階と、
　前記エンベロープの前記開口部を、露出部分を含む接着剤でシーリングする段階と、
　前記接着剤の露出部分を、バリア層、または少なくとも１層のバリア層と、少なくとも
１層のデカップリング層とを含むバリア・スタックで覆う段階
　とを含むことを特徴とする、方法。
【請求項１６】
前記第１基板及び第２基板を提供する段階は、単一の材料部品を提供し、前記単一の材料
部品を折り曲げる段階を含み、前記エンベロープは、露出部分を含む第２接着剤で、前記
単一の材料部品をシーリングすることによって形成され、前記第２接着剤の露出部分を、
第２バリア層、または少なくとも１層のデカップリング層と、少なくとも１層のバリア層
とを含む第２バリア・スタックで覆う段階をさらに含むことを特徴とする、請求項１５に
記載の方法。
【請求項１７】
前記第１基板及び第２基板を提供する段階は、２つの分離された材料部品を提供する段階
を含み、前記エンベロープは、露出部分を含む第２接着剤で、前記２枚の基板をシーリン
グすることによって形成され、前記第２接着剤の露出部分を、第２バリア層、または少な
くとも１層のデカップリング層と、少なくとも１層のバリア層とを含む第２バリア・スタ
ックで覆う段階をさらに含むことを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記エンベロープは、前記コア物質が、第１基板と第２基板との間に設置される前に形
成されることを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記エンベロープは、前記コア物質が、第１基板と第２基板との間に設置された後に形
成されることを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１基板、前記第２基板、またはその両方を、前記バリア層やバリア・スタックで
覆う段階をさらに含むことを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　第１基板と、
　前記第１基板に隣接した環境感応性素子と、
　前記環境感応性素子に隣接した第２基板と、
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　前記第１基板及び第２基板を共にシーリングし、前記環境感応性素子が、前記第１基板
と第２基板との間でシーリングされるようにするものであって、露出部分を含む接着剤と
、
　前記接着剤の露出部分を覆うバリア層、または少なくとも１層のデカップリング層及び
少なくとも１層のバリア層を含むバリア・スタック
　とを含むことを特徴とする、カプセル化されたディスプレイ素子。
【請求項２２】
　コア物質と、
　前記コア物質を取り囲み、一側に開口部を含むエンベロープと、
　露出部分を含み、前記エンベロープの開口部をシーリングする、前記エンベロープの開
口部内の接着剤と、
　前記接着剤の露出部分を覆うバリア層、または少なくとも１層のデカップリング層及び
少なくとも１層のバリア層を含むバリア・スタック
とを含み、
　前記エンベロープから空気を除去し、前記エンベロープを真空状態にすることを特徴と
する、真空絶縁パネル。
【請求項２３】
　基板を提供する段階と、
　前記基板に隣接して、前記環境感応性素子を設置する段階と、
　露出部分を含む接着剤で、前記基板及び環境感応性素子を覆う段階と、
　前記接着剤の露出部分を、バリア層、または少なくとも１層のデカップリング層及び少
なくとも１層のバリア層を含むバリア・スタックで覆う段階
　とを含むことを特徴とする、環境感応性素子をシーリングする方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　さまざまな多種の電子製品において、多用途の視覚的ディスプレイ素子が必要になる。
有機発光素子（ＯＬＥＤ：ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃ
ｅ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ）、
発光ダイオード（ＬＥＤ：ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）、発光ポリマー
（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｐｏｌｙｍｅｒ）、電気泳動インク（ｅｌｅｃｔｒｏ
ｐｈｏｒｅｔｉｃ　ｉｎｋ）を用いた電子サイン（ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｓｉｇｎａｇ
ｅ）、電界発光性素子（ＥＤ：ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｄｅｖｉｃｅ）
及びリン光性素子（ｐｈｏｓｐｈｏｒｅｓｃｅｎｔ　ｄｅｖｉｃｅ）を含む多種多様なデ
ィスプレイ装置が現在使われている。このディスプレイ装置のうち多数が、環境的に影響
を受けやすいものである。また、集積回路、電荷結合素子、メタルセンサ・パッド、マイ
クロディスク・レーザ、エレクトロクロミック（ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ）素子、
フォトクロミック（ｐｈｏｔｏｃｈｒｏｍｉｃ）素子、ＭＥＭＳ（ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔ
ｒｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｓｙｓｔｅｍ）、有機及び無機の光電素子、薄膜バッテリ、
ビア（ｖｉａ）を有する薄膜素子、電気－光学ポリマーモジュレータ（ｅｌｅｃｔｒｏ－
ｏｐｔｉｃ　ｐｏｌｙｍｅｒ　ｍｏｄｕｌａｔｏｒ）などを含むマイクロエレクトロニク
ス装置のような他の電気装置もまた、環境に影響を受けやすい。ここで使われる環境感応
性素子という用語の意味は、雰囲気または電子製品の加工に使われる化学物質中の酸素及
び水蒸気のような環境ガスや液体の浸透によって引き起こされる劣化に晒される素子をい
う。
【０００２】
　その結果、このような素子は、一般的に、素子上に覆われ、端部（ｅｄｇｅ）が接着剤
（ａｄｈｅｓｉｖｅ）によって密封されたガラス、金属またはセラミックのカバーを備え
たガラス基板の上に製造される。しかし、接着剤自体に対して、水分及び／または酸素の
浸透が可能であるということは周知である。従って、時間の経過と共に、水分及び／また
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は酸素（または他の汚染源）が接着剤を通過して浸透し、素子を損傷させることがありう
る。
【０００３】
　真空絶縁（ｖａｃｕｕｍ　ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ）パネルも、周辺環境からの保護を要
する。真空絶縁パネルは、真空のすぐれた絶縁特性を活用する。コア物質は、圧力に耐え
つつ、熱を伝達しない構造を提供する。コアがガス不浸透性（ｇａｓ　ｉｍｐｅｒｍｅａ
ｂｌｅ）「薄膜（ｍｅｍｂｒａｎｅ）」バリア・エンベロープ（ｂａｒｒｉｅｒ　ｅｎｖ
ｅｌｏｐｅ）中にカプセル化され、その後、真空化及びシーリングがなされ、真空絶縁パ
ネルまたは他の形態を形成する。このようなパネルは、乾燥剤（ｄｅｓｉｃｃａｎｔ）及
び／またはゲッター（ｇｅｔｔｅｒ）物質を含み、薄膜を介して染み込む空気と水分とを
吸収することができる。多層プラスチックラミネート加工は、さらに多くの乾燥剤及びゲ
ッター物質を必要とする。真空絶縁パネルの長期的性能は、カプセル化物質の性能に大き
く左右される。
【０００４】
　従って、周辺の空気及び液体から接着剤を保護して、環境感応性素子を密封する方法を
提供する必要がなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、環境感応性素子をシーリングする方法を提供することによって、需要を充足
させるものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態において、本発明の方法は、第１基板及び第２基板を提供する段階と、第１
基板と第２基板との間に、環境感応性素子を設置する段階と、露出部分を含む接着剤で、
第１基板及び第２基板を共にシーリングする段階と、バリア層、または少なくとも１層の
デカップリング層及び少なくとも１層のバリア層を含むバリア・スタックで、接着剤の露
出部分を覆う段階とを含む。
【０００７】
　隣接するということは、隣にあるということであるが、必ずしもすぐ隣にあるというこ
とを意味する必要はない。基板とバリア・スタックとの間、及びバリア・スタックと環境
感応性素子との間に介入される追加層がさらに存在しうる。
【０００８】
　他の実施形態において、本発明の方法は、第１基板及び第２基板を提供する段階と、第
１基板と第２基板との間にコア（ｃｏｒｅ）物質を設置する段階と、第１基板及び第２基
板を、一方に開口部（ｏｐｅｎｉｎｇ）のあるエンベロープ（ｅｎｖｅｌｏｐｅ）を形成
する段階と、エンベロープから空気を除去して真空にする段階と、露出部分を含む接着剤
で、エンベロープの開口部をシーリングする段階と、バリア層、または少なくとも１層の
デカップリング層及び少なくとも１層のバリア層を含むバリア・スタックで、接着剤の露
出部分を覆う段階と、を含む。
【０００９】
　さらに他の実施形態において、本発明の方法は、基板を提供する段階と、基板に隣接し
て、環境感応性素子を設置する段階と、基板と環境感応性素子とを、露出部分を含む接着
剤で覆う段階と、バリア層、または少なくとも１層のデカップリング層及び少なくとも１
層のバリア層を含むバリア・スタックで、接着剤の露出部分を覆う段階と、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の方法を用いて製造されうる素子の一実施形態を示す。
【図２】本発明の方法を用いて製造されうる素子の他の実施形態を示す。
【図３】本発明の方法を用いて製造されうる素子のさらに他の実施形態を示す。
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【図４Ａ】本発明の方法を用いて製造されうる素子のさらに他の実施形態を示す。
【図４Ｂ】本発明の方法を用いて製造されうる素子のさらに他の実施形態を示す。
【図５】本発明の方法を用いて製造されうる素子のさらに他の実施形態を示す。
【図６】本発明の方法を用いて製造されうる素子のさらに他の実施形態を示す。
【図７】本発明の方法を用いて製造されうる素子のさらに他の実施形態を示す。
【図８】本発明の方法を用いて製造されうる素子のさらに他の実施形態を示す。
【図９】本発明の方法を用いて製造されうる真空絶縁パネルの一実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、本発明の方法を用いて製造されうる素子の一実施形態を図示したものである。
第１基板１１０と第２基板１１５とが存在する。この基板は、適用に有用ないかなる種類
の基板でよい。基板は、剛体（ｒｉｇｉｄ）基板でも、フレキシブル基板でもよい。適用
によっては、基板が、透明なものであっても、半透明なものであっても、不透明なもので
あってもよい。一般的に、基板のうち少なくとも１つは透明であり、望ましくは、２つと
も透明でありうる。適切な基板としては、金属及び金属箔（ｍｅｔａｌ　ｆｏｉｌ）；薄
くて柔軟なガラスシート（例えば、ガラスコード０２１１分類下の、Ｃｏｒｎｉｎｇ社か
ら入手できる柔軟性あるガラスシート。この特に薄いフレキシブルガラスシートは、０．
６ｍｍ未満の厚みを有し、半径約８インチに曲がりうる）を含むガラス；セラミック；半
導体；シリコン；バリア（ｂａｒｒｉｅｒ）コーティングされたプラスチック・フィルム
；及びこれらの組み合わせ；が含まれるが、これらに限定されるものではない。
【００１２】
　環境感応性素子（ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｄｅｖｉｃ
ｅ）が、第１基板１１０に隣接して設置される。環境感応性素子は、水分、空気またはそ
の他の汚染源からの保護を必要とする任意の素子でありうる。環境感応性素子には、有機
発光素子、液晶ディスプレイ、電気泳動（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃ）インクを用
いるディスプレイ、発光ダイオード、発光ポリマー、電界発光（ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉ
ｎｅｓｃｅｎｔ）素子、リン光性（ｐｈｏｓｐｈｏｒｅｓｃｅｎｔ）素子、有機及び無機
の光電（ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃ）素子、薄膜バッテリ、及びビアを有する薄膜素子、
集積回路、電荷結合素子、メタルセンサ・パッド、マイクロディスク・レーザ、エレクト
ロクロミック（ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ）素子、フォトクロミック（ｐｈｏｔｏｃ
ｈｒｏｍｉｃ）素子、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ：ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｍｅ
ｃｈａｎｉｃａｌ　ｓｙｓｔｅｍ）、電気－光学ポリマーモジュレータ、及びこれらの組
み合わせが含まれるが、これらに限定されるものではない。
【００１３】
　本発明の方法は、接着剤上に、バリア・スタックや単一バリア層を塗布するのに使われ
うる。しかし、説明の容易性のために、バリア・スタックについて、本発明の方法を記述
する。
【００１４】
　第２基板１１５が、該環境感応性素子１２０と隣接して設置される。第１基板１１０及
び第２基板１１５は、接着剤１２５で共にシーリングされ、これらの間の環境感応性素子
１２０をシーリングする。接着剤１２５は、第２基板１１５を越えて延び、接着剤１２５
の一部が周辺環境に露出される。その後、接着剤１２５がバリア・スタック１３０によっ
て覆われる。バリア・スタック１３０は、少なくとも１層のデカップリング層及び少なく
とも１層のバリア層を含む。
【００１５】
　図１は、第２基板を越えて延びた接着剤を図示しているが、他の状況もありうる。接着
剤が周辺環境に露出されるたびに保護を必要とする。
【００１６】
　前記デカップリング層は、隣接する層及び／または基板との欠陥を緩和させる。バリア
層を蒸着（ｄｅｐｏｓｉｔ）するのに使われる工程は、その上に蒸着がなされる層中に、
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いかなる欠陥でも再生させようとする傾向がある。従って、基板または以前の層の中、あ
るいはその上にある欠陥は、蒸着されるバリア層で再生され、それがフィルムのバリア性
能を深刻に制限しうる。デカップリング層は、１層の欠陥が他層に伝播することを妨げる
。これは、基板や以前の層の表面欠陥を減らし、それにより、有機発光素子のような続い
て蒸着されるバリア層や他の層が、さらに少ない欠陥を有することによって達成される。
従って、以前の層と比較して、デカップリング層は、改善された表面平坦性（ｐｌａｎａ
ｒｉｔｙ）を有する。また、デカップリング層は、バリア層での欠陥を緩和する。デカッ
プリング層がバリア層間に介在されて、１つの層内の欠陥が次の層の欠陥と繋がらないよ
うに干渉する。これは、ガス拡散と関連して、蛇行する通路を設けることによって、バリ
ア特性の改善の一助とする。バリア層上に蒸着されるデカップリング層も、工程や追加処
理中での損傷からバリア層を保護する一助となりうる。
【００１７】
　前記デカップリング層は、真空下でのインサイチュ（ｉｎ－ｓｉｔｕ）重合法を介した
フラッシュ（ｆｌａｓｈ）蒸発；プラズマ蒸着及び重合化のような真空工程；またはスピ
ンコーティング（ｓｐｉｎ　ｃｏａｔｉｎｇ）、インクジェット印刷、スクリーン印刷ま
たはスプレイング（ｓｐｒａｙｉｎｇ）のような雰囲気（ａｔｍｏｓｐｈｅｒｉｃ）工程
を用いて蒸着されうる。デカップリング層は、非制限的な例として、有機ポリマー、無機
ポリマー、有機金属ポリマー、ハイブリッド有機／無機ポリマーシステム、及びそれらの
組み合わせを含む任意の適切なデカップリング物質でありうる。有機ポリマーとしては、
ウレタン、ポリアミド、ポリイミド、ポリブチレン、イソブチレン－イソプレン、ポリオ
レフィン、エポキシ、パリレン、ベンゾシクロブタジエン、ポリノルボルネン、ポリアリ
ールエーテル、ポリカーボネート、アルキド、ポリアニリン、エチレンビニルアセテート
、エチレンアクリル酸、及びこれらの組み合わせが含まれるが、これらに限定されるもの
ではない。無機ポリマーとしては、シリコン、ポリホスファゼン、ポリシラザン、ポリカ
ルボシラン、ポリカルボラン、カルボランシロキサン、ポリシラン、ホスホニトリル、窒
化硫黄ポリマー、シロキサン、及びこれらの組み合わせが含まれるが、これらに限定され
るものではない。有機金属ポリマーとしては、非制限的なものとして、典型金属（ｍａｉ
ｎ　ｇｒｏｕｐ　ｍｅｔａｌ）、遷移金属、ランタニド／アクチニド金属、及びこれらの
組み合わせからなる有機金属ポリマーが含まれる。ハイブリッド有機／無機ポリマーシス
テムには、非制限的なのものとして、有機的に修飾されたケイ酸塩（ｓｉｌｉｃａｔｅ）
、プレセラミック（ｐｒｅｃｅｒａｍｉｃ）ポリマー、ポリイミド－シリカハイブリッド
、（メタ）アクリレート－シリカハイブリッド、ポリジメチルシロキサン－シリカハイブ
リッド、及びこれらの組み合わせが含まれる。
【００１８】
　前記バリア層は、スパッタリング、物理的気相成長法（ＰＶＤ）、化学的気相成長法（
ＣＶＤ）、有機金属化学気相成長法（ＭＯＣＶＤ）、プラズマ化学気相成長法（ＰＥＶＣ
Ｄ）、原子層蒸着（ＡＬＤ）、蒸発、昇華（ｓｕｂｌｉｍａｔｉｏｎ）、電子サイクロト
ロン共鳴－プラズマ化学気相成長法（ＥＣＲ－ＰＥＣＶＤ）、及びこれらの組み合わせの
ような真空プロセスを用いて蒸着されうる。バリア層は、任意の適切なバリア物質によっ
て製造されうる。金属ベースの適切な無機物質としては、非制限的なものとして、個々の
金属、混合物としての２以上の金属、金属間化合物（ｉｎｔｅｒ－ｍｅｔａｌｉｃ）また
は合金、金属酸化物及び混合金属酸化物、金属フッ化物及び混合金属フッ化物、金属窒化
物及び混合金属窒化物、金属炭化物及び混合金属炭化物、金属炭窒化物及び混合金属炭窒
化物、金属酸窒化物及び混合金属酸窒化物、金属ホウ化物及び混合金属ホウ化物、金属酸
ホウ化物及び混合金属酸ホウ化物、金属シリサイド及び混合金属シリサイド、あるいはそ
れらの組み合わせが含まれる。金属は、非制限的なものとして、遷移（「ｄ」族）金属、
ランタン族（「ｆ」族）金属、アルミニウム、インジウム、ゲルマニウム、スズ、アンチ
モン、ビスマス及びこれらの組み合わせを含む。その結果としての金属ベースの材料の多
くは、伝導体であるか、あるいは半導体になるだろう。フッ化物及び酸化物としては、誘
電体（絶縁体）、半導体及び金属伝導体が含まれうる。伝導性酸化物の非制限的な例とし
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ては、アルミニウムドーピングされた酸化亜鉛、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、アンチ
モンスズ酸化物、酸化チタン（ＴｉＯｘ、ここで０．８≦ｘ≦１）、及び酸化タングステ
ン（ＷＯｘ、ここで２．７≦ｘ＜３．０）を含む。ｐブロック半導体及び非金属ベースの
適切な無機材料としては、非制限的なものとして、シリコン、シリコン化合物、ホウ素、
ホウ素化合物、非晶質炭素及びダイアモンド型炭素を含む炭素化合物、及びこれらの組み
合わせが含まれる。シリコン化合物には、非制限的なのものとして、酸化ケイ素（ＳｉＯ

ｘ、ここで１≦ｘ≦２）、ポリケイ酸、アルカリシリケート及びアルカリ土類シリケート
、アルミノシリケート（ＡｌｘＳｉＯｙ）、窒化ケイ素（ＳＮｘＨｙ、ここで０≦ｙ＜１
）、酸窒化ケイ素（ＳｉＮｘＯｙＨｚ、ここで０≦ｚ＜１）、炭化ケイ素（ＳｉＣｘＨｙ

、ここで０≦ｙ＜１）、及び酸窒化シリコンアルミニウム（ＳＩＡｌＯＮ）が含まれる。
ホウ素化合物は、非制限的なのものとして、炭化ホウ素、窒化ホウ素、酸窒化ホウ素、炭
窒化ホウ素及びこれらの組み合わせとシリコンとの化合物を含む。
【００１９】
　適切なデカップリング層及びバリア層そしてこれらの製造方法が、２００１年７月３１
日に公表された米国特許第６，２６８，６９５号「Ｅｎｖｒｉｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｂａｒ
ｒｉｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　ｆｏｒ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ」、２００３年２月１８日
に公表された米国特許第６，５２２，０６７号「Ｅｎｖｒｉｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｂａｒｒ
ｉｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　ｆｏｒ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　
Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ」、２００３年５月２７日に
公表された米国特許第６，５７０，３２５号「Ｅｎｖｒｉｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｂａｒｒｉ
ｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　ｆｏｒ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ」；２００８年１０月７日に発
行されたＲＥ４０５３１号「Ｕｌｔｒａｂａｒｒｉｅｒ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ」、２０
０５年３月１５日に公表された第６，８６６，９０１号「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｅｄｇ
ｅ　Ｓｅａｌｉｎｇ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｆｉｌｍｓ」、２００７年４月３日に公表された
第７，１９８，８３２号「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｅｄｇｅ　Ｓｅａｌｉｎｇ　Ｂａｒｒ
ｉｅｒ　Ｆｉｌｍｓ」、２００５年２月２８日に出願された出願番号第１１／０６８，３
５６号「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｅｄｇｅ　Ｓｅａｌｉｎｇ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｆｉｌｍ
ｓ」、２００７年３月２９日に出願された出願番号第１１／６９３,０２０号「Ｍｅｔｈ
ｏｄ　ｆｏｒ　Ｅｄｇｅ　Ｓｅａｌｉｎｇ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｆｉｌｍｓ」、及び２００
７年３月２９日に出願された出願番号第１１／６９３,０２２号「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ
　Ｅｄｇｅ　Ｓｅａｌｉｎｇ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｆｉｌｍｓ」に開示されており、これら
はそれぞれ、本明細書に参照として含まれる。
【００２０】
　バリア・スタックの数には制限がない。必要なバリア・スタックの個数は、特定の適用
に必要な浸透抵抗のレベルによる。一部の適用において、１個または２個のバリア・スタ
ックが、十分なバリア特性を提供することができる。最も厳格な適用は、５個またはそれ
以上のバリア・スタックを必要とする。
【００２１】
　バリア・スタックは、１層以上のデカップリング層及び１層以上のバリア層を含むこと
ができる。１層のデカップリング層と１層のバリア層とがあることもあり、１層以上のバ
リア層の一側（片側）に、１層以上のデカップリング層があることもあり、１層以上のバ
リア層の両側に、１層以上のデカップリング層があることもあり、あるいは１層以上のデ
カップリング層の両側に、１層以上のバリア層があることもある。重要な特徴は、バリア
・スタックが少なくとも１層のデカップリング層と少なくとも１層のバリア層とを含むこ
とである。バリア・スタック内でバリア層は、同じ材料から設けられもし、異なる材料に
よって設けられもし、デカップリング層もそのようである。
【００２２】
　多層スタック構造でバリア層は、一般的に、約１００から約２，０００Åの厚さを有す
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る。所望する場合、最初のバリア層が後のバリア層よりさらに厚い。例えば、最初のバリ
ア層が約１，０００から約１，５００Åの範囲であり、後のバリア層は、約４００から約
５００Åである。他の状況では、最初の層が後のバリア層より薄い。例えば、最初のバリ
ア層は、約１００から４００Åの範囲であり、後のバリア層は、約４００から５００Åに
なりうる。一部の場合、例えば、バリア層がＰＥＣＶＤによって蒸着されるとき、一般的
に、はるかに厚い層、例えば、最大約１ないし２μｍの層が使われる。場合によっては、
さらに厚い層は、フレキシブル基板とは共に使われない。しかし、強直性基板と共にある
ならば、バリア層の柔軟性は要求されない。
【００２３】
　デカップリング層は、一般的に、約０．１から１０μｍの厚さである。所望する場合、
最初のデカップリング層が後のデカップリング層より厚い。例えば、最初のデカップリン
グ層が約３から５μｍの範囲であり、後のデカップリング層は、約０．１から約２μｍで
ありうる。
【００２４】
　バリア・スタックは、同じであるか、あるいは異なる層を含むことができ、該層は、同
じであるか、あるいは異なるシーケンス（ｓｅｑｕｅｎｃｅ）である。
【００２５】
　バリア・スタックは、前述の工程を用いて、接着剤と隣接して蒸着されうる。あるいは
、バリア・スタックが基板上に蒸着され、かつ接着剤と隣接して積層（ｌａｍｉｎａｔｅ
）することができる。バリア・スタックは、加熱、ハンダ付け、接着剤の使用、超音波溶
接、加圧、または他の既存の方法によって積層されうる。
【００２６】
　他の代案として、場合によっては、接着剤を保護するために、単一バリア層を使用する
ことができる。単一バリア層は、一般的に、使用する工程によって、その厚みが約１００
Åから１ないし２μｍ間の範囲内にある。
【００２７】
　図面では、接着剤が凸型状をなすと示されているが、必ずしもその限りではない。接着
剤の量並びに種類、及び使用する適用方式によって、凹型状をなしたり、平らな形状にな
ったり、その他の形状を形成することができる。
【００２８】
　真空に適した接着剤としては、非制限的な例として、ツーパート・システム、例えば、
エポキシ及びウレタン、アクリレート及び／またはメタクリレートの機能性前駆体をベー
スとした、ＵＶ（ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ）またはＥＢ（ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｂｅａｍ）
で硬化可能な（ｃｕｒａｂｌｅ）、一般的に、ホットメルト（ｈｏｔ　ｍｅｌｔ）あるい
は熱活性（ｈｅａｔ　ａｃｔｉｖａｔｅｄ）と呼ばれる熱可塑性プラスチック接着剤、及
び圧力反応性接着剤を含むが、これらに限定されるものではない。
【００２９】
　これらは、一般的に、追加作用を介して硬化され、それによって、真空環境で、揮発性
反応副産物と関連した問題を避ける１００％のソリッドシステム（ｓｏｌｉｄ　ｓｙｓｔ
ｅｍ）として適用される。適切な接着剤はまた、日常的な雰囲気工程、すなわち、一般的
には後ほど除去される（乾燥される）溶媒や水のようなキャリアから層をキャスティング
することによって塗布されうる。結果的に、「乾燥された」接着剤は、圧力に反応するも
のであり、熱可逆性結合（ｔｈｅｒｍａｌｌｙ　ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ　ｂｏｎｄｉｎｇ
）が、適切なときに、熱によって活性化される熱可塑性プラスチックや、非可逆的結合が
要求されるときに、熱によって、すなわち高い動作温度環境下での使用を介して、やはり
活性化される熱硬化性樹脂（ｔｈｅｒｍｏｓｅｔ）である接点と接着する。熱可塑性プラ
スチック接着剤は、高い温度で流体として塗布され、室温で固体の状態に冷却され、その
後、再加熱（ｒｅｈｅａｔｉｎｇ）によって活性化することもできる。ガス環境に有用な
湿気硬化（湿気曝露活性化）接着剤としては、非制限的な例として、湿気硬化ウレタン、
室温硬化型（ＲＴＶ）シリコン及びＲＴＶシアノアクリレートが含まれる。適切な接着剤
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塗布法としては、前述のキャスティング、圧出コーティング、インクジェット印刷、仮サ
ポート（リリースライナ）からの変形（薄片化）、及び注入が含まれるが、これらに限定
されるものではない。最後に言及するのは、さらに反応性の大きいツーパート・システム
や、高い反応性触媒システムに有用であり、それぞれの成分が塗布直前に、個々のソース
から共通して混合チャンバに供給されるように設計されていることである。
【００３０】
　図２は、第１基板２１０と第２基板２１５との間に、環境感応性素子２２０が位置する
類似の実施形態を示したものである。接着剤２２５が、バリア・スタック２３０で覆われ
る。第２基板２１５の端部は、（図１に図示されているように）９０゜より小さい角度を
なす。より小さい角度は、蒸着中に、よりよい接着剤の被覆率を可能にする。
【００３１】
　図３は、本発明の工程を用いて製造されうる素子の他の実施形態を示す。この実施形態
で、環境感応性素子３２０は、平らな第１基板３１０に隣接して位置する。第２基板３１
５は、Ｃ字形になっている。第２基板は、接着剤３２５が充填されている。その後、接着
剤がバリア・スタック３３０で覆われる。あるいは、環境感応性素子がＣ字形基板に隣接
され、その後、それが接着剤によって充填され、残りの基板がそこに接着されうる。
【００３２】
　図４Ａは、第１基板４１０と、第１基板４１０より短い第２基板４１５とが存在する実
施形態を示している。環境感応性素子４２０は、第１基板４１０に隣接している。接着剤
４２５が、第１基板４１０と第２基板４１５との間の空間を充填し、環境感応性素子４２
０を覆っている。接着剤４２５の端部が、第２基板４１５の終端部を過ぎて露出されてい
る。バリア・スタック４３０が、両端でその露出された接着剤を覆っている。
【００３３】
　図４Ｂは、第１基板４１０に隣接している環境感応性素子４２０を有する第１基板４１
０の実施形態を図示したものである。接着剤４２５が、環境感応性素子４２０を覆ってい
る。接着剤４２５の上面が露出される。バリア・スタック４３０が露出された接着剤４２
５を覆っている。バリア・スタック４３０は、接着剤が環境感応性素子４２０を覆うため
に塗布される前後に、接着剤４２５に提供されうる。接着剤が環境感応性素子４２０に塗
布される前に、バリア・スタックが接着剤４２５に提供されれば、接着剤４２５は、その
バリア・スタック４３０のキャリア・フィルムとして作用しうる。
【００３４】
　図５は、環境感応性素子５２０が、平らな第１基板５１０と第２基板５１５との間に位
置する一実施形態を図示したものである。第１基板５１０及び第２基板５１５は、この実
施形態で、長さがほぼ同一である。接着剤５２５が、第１基板５１０と第２基板５１５と
の間の空間を充填し、環境感応性素子５２０を覆っている。接着剤５２５が基板の両端で
露出される。この接着剤５２５は、バリア・スタック５３０によって覆われる。
【００３５】
　図６は、環境感応性素子６２０が、第１基板６１０と第２基板６１５との間に位置する
実施形態を図示したものである。接着剤６２５が第１基板６１０と第２基板６１５との間
の空間を充填し、第２基板６１５の上面を覆っている。第１基板６１０及び第２基板６１
５の両端の周囲に拡張され、第２基板６１５の上面を覆う露出された接着剤６２５を、バ
リア・スタック６３０が覆っている。
【００３６】
　図７及び図８は、ＯＬＥＤ（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏ
ｄｅ）のようなディスプレイの例を示したものである。ＯＬＥＤ　７２０は、第１基板と
第２基板との間にあり、接着剤７２５によってシーリングされる。
【００３７】
　このようなさまざまなユニットが集まり、１つのディスプレイに組み立てられる。この
ユニットは、互いに隣接して設置しうる。その後、図８に図示されているように、すべて
のユニットに対する接着剤が、バリア・スタックによって同時に覆われる。これにより、
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より大きなディスプレイを製造するための画素／ディスプレイのタイリング（ｔｉｌｉｎ
ｇ）を可能にする。
【００３８】
　このようなユニットそれぞれに使われる接着剤は、必要に応じて、同じまたは異なるこ
とができる。
【００３９】
　前記第１基板及び第２基板は、折り曲げられた単一の材料部品または、２つの分離した
材料部品でありうる。単一の材料部品が折り曲げられ、２つの側面（あるいは、一方の側
面と底部（ｂｏｔｔｏｍ））に沿ってシーリングされうる。２つの分離した材料部品は、
両側面及び底部に沿ってシーリングされうる。シーリング部分は、熱シーリング、または
接着剤でのシーリングによって形成されうる。接着剤が使われるとき、望ましくはその接
着剤は、バリア・スタックによって覆われる。開口部（ｏｐｅｎｉｎｇ）及び側面をシー
リングするのに使われる接着剤は、同じものであるか、必要に応じて、互いに異なるもの
でありうる。
【００４０】
　液晶ディスプレイや電気泳動インクのような液体素子が使われるとき、基板の端部は、
その間に空間を残しつつシーリングされ、シーリング部分内に開口部を残す。流体がシー
リング部分内の開口部中へ入っていった後、その開口部がシーリングされることにより、
素子が設けられる。基板は、前述のように、単一の材料部品であるか、２つの分離した材
料部品でありうる。以上で述べたように、側面のうち少なくとも一方がシーリングされ、
その側面のうち一方のシーリング部分中に開口部が維持されていて、その中へ液体が入る
。その後、その側面の開口部は、接着剤によってシーリングされ、接着剤は、前述の通り
に、バリア・スタックによって覆われる。
【００４１】
　さらに他の実施形態において、本発明は、真空絶縁パネルをシーリングする方法を含む
。図９に図示されているように、第１基板９１０及び第２基板９１５が存在する。第１基
板９１０及び第２基板９１５は、コア物質９２０を取り囲むエンベロープを形成する。エ
ンベロープは、一方の側面に開口部を含む。この開口部が、側面の一部、あるいは側面全
体をカバーすることができる。このエンベロープから空気が抜け出して真空を形成し、そ
の後、エンベロープの開口部を接着剤９２５でシーリングする。接着剤９２５は、前述の
ように、バリア・スタック９３０によって覆われる。
【００４２】
　前記エンベロープは、２つの側面（あるいは一方の側面及び底部）に沿って折り曲げら
れた単一の材料部品のシーリング、または２側面と底部とに沿って、２つの分離した材料
部品をシーリングすることにより、エンベロープが形成されうる。エンベロープを設ける
のに使われるシーリング部分は、熱シーリング、または接着剤を用いたシーリングによっ
て形成される。接着剤を使用してエンベロープが形成されるとき、必要に応じて、接着剤
は、バリア・スタックによって覆われる。
【００４３】
　真空絶縁パネルに適した基板としては、ポリエチレン（ＰＥ）、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）、ポリイミド（ＰＩ）、１個以
上のバリア・スタックがその上に置かれた基板、あるいはそれらの組み合わせが含まれる
が、これらに限定されるものではない。
【００４４】
　前記エンベロープ内の開口部をシーリングするのに使われる接着剤と、エンベロープを
形成するのに使われる接着剤は、同じものであるか、必要に応じて、異なるものでありう
る。
【００４５】
　前記バリア層やバリア・スタックが蒸着され、必要に応じて、それが１つの基板や２つ
の基板いずれかの表面全体、またはその一部を覆うようにする。これは、真空絶縁パネル
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に対するさらなる保護を提供する。
【００４６】
　前記エンベロープは、コア物質が基板間に設置される前後に、その基板から形成されう
る。
【００４７】
　所定の代表的実施形態及び細部内容が本発明の例示を目的に開示されたが、この分野の
当業者であるならば、請求項に規定された本発明の範囲を外れずに、明細書に開示された
構成と方法に対する多様な変更が可能であるということを理解することができるであろう
。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(14) JP 2012-513665 A 2012.6.14

10

20

30

40

【国際調査報告】



(15) JP 2012-513665 A 2012.6.14

10

20

30

40



(16) JP 2012-513665 A 2012.6.14

10

20

30

40



(17) JP 2012-513665 A 2012.6.14

10

20

30

40



(18) JP 2012-513665 A 2012.6.14

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,
BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,I
S,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PE
,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  チュー、　シー
            アメリカ合衆国　９４５３８　カリフォルニア州　フリーモント　ライブ　オーク　サークル　４
            ２２５２
(72)発明者  スエン、　チー－シャン
            アメリカ合衆国　９４０８９　カリフォルニア州　サニーベール　モンティーゴ　テラス　５６２
(72)発明者  ビサー、　ロバート　ジャン
            アメリカ合衆国　９４０２５　カリフォルニア州　メンロ　パーク　イーストリッジ　アベニュー
            　２３２０
Ｆターム(参考) 3K107 AA01  BB01  CC23  DD17  DD18  EE42  EE50  EE55  FF15  FF16 
　　　　 　　        GG04  GG28 
　　　　 　　  5C094 AA38  BA23  BA27  BA43  BA75  DA07  DA12  FA03  JA09 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

