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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板、第１の電極、有機物層、及び第２の電極を順次に積層してなる有機発光素子にお
いて、
　前記第１の電極と接する基板の上面には、複数の連続した半球状凹部が形成され、
　前記基板は、（ａ）少なくとも一面がアルミニウムからなる基板を酸溶液に浸した後、
１０～４００Ｖの酸化電圧を加えることでアルミニウムからなる基板の一面上にアルミニ
ウム酸化膜を形成し、このアルミニウム酸化膜には複数の連続した凹部を形成し、前記基
板とアルミニウム酸化膜との接触面には、前記アルミニウム酸化膜上の凹部の曲面と同じ
方向の凹部を形成するステップ、及び（ｂ）前記アルミニウム酸化膜が形成された基板か
らアルミニウム酸化膜を除去し、前記基板の一面に複数の連続した半球状凹部を形成する
ステップと、を含む方法により作製されたものであり、
　前記の複数の連続した半球状凹部が不透明かつ光反射性であることを特徴とする、有機
発光素子。
【請求項２】
　請求項１において、前記半球状凹部は、直径が２５～１,０００ｎｍである、有機発光
素子。
【請求項３】
　請求項１において、前記基板がアルミニウムからなる、有機発光素子。
【請求項４】
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　請求項１において、前記基板は、ガラス層及びこのガラス層上に積層されたアルミニウ
ム層からなる、有機発光素子。
【請求項５】
　第１の電極の機能を有する基板、有機物層、及び第２の電極を順次に積層してなる有機
発光素子であって、
　前記有機物層と接する基板の上面には、複数の連続した半球状凹部が形成され、
　前記基板は、（ａ）少なくとも一面がアルミニウムからなる基板を酸溶液に浸した後、
１０～４００Ｖの酸化電圧を加えることでアルミニウムからなる基板の一面上にアルミニ
ウム酸化膜を形成し、このアルミニウム酸化膜には複数の連続した凹部を形成し、前記基
板とアルミニウム酸化膜との接触面には、前記アルミニウム酸化膜上の凹部の曲面と同じ
方向の凹部を形成するステップ、及び（ｂ）前記アルミニウム酸化膜が形成された基板か
らアルミニウム酸化膜を除去し、前記基板の一面に複数の連続した半球状凹部を形成する
ステップと、を含む方法により作製されたものであり、
　前記の複数の連続した半球状凹部が不透明かつ光反射性であることを特徴とする、有機
発光素子。
【請求項６】
　基板、透明薄膜層、第１の電極、有機物層、及び第２の電極を順次に積層してなる有機
発光素子において、
　前記透明薄膜層に面した基板の上面には、複数の連続した半球状凹部が形成され、
　前記基板は、（ａ）少なくとも一面がアルミニウムからなる基板を酸溶液に浸した後、
１０～４００Ｖの酸化電圧を加えることでアルミニウムからなる基板の一面上にアルミニ
ウム酸化膜を形成し、このアルミニウム酸化膜には複数の連続した凹部を形成し、前記基
板とアルミニウム酸化膜との接触面には、前記アルミニウム酸化膜上の凹部の曲面と同じ
方向の凹部を形成するステップ、及び（ｂ）前記アルミニウム酸化膜が形成された基板か
らアルミニウム酸化膜を除去し、前記基板の一面に複数の連続した半球状凹部を形成する
ステップと、を含む方法により作製されたものであり、
　前記の複数の連続した半球状凹部が不透明かつ光反射性であることを特徴とする、有機
発光素子。
【請求項７】
　請求項６において、前記第１の電極と接する透明薄膜層の上面には、前記基板上の複数
の連続した半球状凹部と整合する対応の半球状凹部が形成されてなる、有機発光素子。
【請求項８】
　請求項６において、前記第１の電極と接する透明薄膜層の上面が平坦な形態である、有
機発光素子。
【請求項９】
　請求項１において、前記有機物層は、単一層または２つ以上の層からなる、有機発光素
子。
【請求項１０】
　請求項９において、前記有機物層が、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、及び電子輸送
層を含む、有機発光素子。
【請求項１１】
　ａ）少なくとも一面がアルミニウムからなる基板を酸溶液に浸した後、１０～４００Ｖ
の酸化電圧を加えることでアルミニウムからなる基板の一面上にアルミニウム酸化膜を形
成し、このアルミニウム酸化膜には複数の連続した凹部を形成し、前記基板とアルミニウ
ム酸化膜との接触面には、前記アルミニウム酸化膜上の凹部の曲面と同じ方向の凹部を形
成するステップと；
　ｂ）前記アルミニウム酸化膜が形成された基板からアルミニウム酸化膜を除去し、前記
基板の一面に複数の連続した半球状凹部を形成するステップ；及び
　ｃ）前記半球状凹部が形成された基板の一面上に有機物層及び電極を形成するステップ
と；
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　を含むことを特徴とする、請求項１に記載の有機発光素子の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１１において、前記ｂ）ステップの酸化膜の除去は、化学的エッチング法、電気
化学的エッチング法、及び電気的衝撃法からなる群より選ばれたいずれかにより行う、有
機発光素子の作製方法。
【請求項１３】
　請求項１１において、前記ｃ）ステップにおいて、前記基板上に前記有機物層及び電極
が蒸着方法により形成される、有機発光素子の作製方法。
【請求項１４】
　請求項１１において、前記ｃ）ステップにおいて有機物層がソリューションプロセス（
ｓｏｌｕｔｉｏｎ ｐｒｏｃｅｓｓ）により形成される、有機発光素子の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光素子、特に、基板を始めとする層が非平坦構造の有機発光素子に関
し、より詳しくは、ナノサイズの半球状凹部が形成された基板を用いた高効率の有機発光
素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光現象とは、有機物質を用いて電気エネルギーを光エネルギーに切り換える現象
をいう。即ち、陽極と陰極とで有機物層を挟み込んだ構造を有する素子に電圧をかけると
、陽極からは正孔が、陰極からは電子が有機物層に注入され、この有機物層中で正孔と電
子とが再結合し励起子を生成し、この励起子が消滅する時に発光する。
【０００３】
　近年に入って、有機発光を用いてディスプレイや照明器具を作製しようとする研究が盛
んに行われている。そして、効率よい有機発光素子を作製するために有機物層を単層から
多層構造まで蒸着する研究が行われてきていた。現に使用される大半の有機発光素子は、
電極と有機物層が平坦に蒸着された構造を有しており、このうち、図１に示すように正孔
注入層、正孔輸送層、発光層、及び電子輸送層等の４種の有機物層と電極が平坦に蒸着さ
れた多層構造を有する有機発光素子が最も多用されている。
【０００４】
　図１に示す平坦構造の有機発光素子において陽極と基板がそれぞれ透明陽極とガラス基
板であれば、有機物層から発生した光が透明な陽極層とガラス基板を通るようになる。と
ころで、発光層から発生する光は、次のような２通りの別の経路を辿り得る。即ち、光が
素子の外へと出る場合と、ガラス基板または陽極表面で全反射され素子中に閉じ込められ
る場合である。このうちで、外へと出る光の量は、発光層から発生した全体の光量の１／
２ｎ２（ｎは、有機物層の屈折率である）である。有機物層の屈折率値が１．７であると
仮定すれば、発生した光の１７％以下だけが有機発光素子の外へと出られる。
【０００５】
　前述した問題を克服し、有機発光素子の外へとより多量の光を放出するために、図１に
示す有機発光素子とは異なって、平坦ではない層を有する構造、即ち、非平坦構造を有す
る有機発光素子を作製するための方法が試みられてきており、このような方法としては、
大別して次のような２通りが挙げられる。
【０００６】
　第一には、ガラス基板上に透明な陽極を蒸着する前にフォトリソグラフィ（ｐｈｏｔｏ
ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ）方法を用いて凸凹構造を有する光結晶（ｐｈｏｔｏｎｉｃ ｃ
ｒｙｓｔａｌ）を作るか（米国特許公開第２００３／００５７４１７号及び文献Ｙ．Ｌｅ
ｅ ｅｔ ａｌ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．８２, ３７７９（２００３））、または
、光の干渉現象を用いて波状構造を具現することにより（国際特許出願公開第００／７０
６９１号及び文献Ｂ．Ｊ．Ｍａｔｔｅｒｓｏｎ ｅｔ ａｌ．Ａｄｖ．Ｍａｔｅｒ．１３, 
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２３（２００１））、発光効率を増大させる方法である。詳述すれば、前者は、ガラス基
板に光結晶構造を形成してから、ＳｉＮｘを用いて平面を平坦化した後に陽極層を蒸着さ
せる方法であり、そして、後者は、フォトレジスト物質と光の干渉現象を用いてガラス基
板上に透明な高分子にて波状構造を形成した後、波状構造を保持しながら電極と有機物を
蒸着させる方法である。
【０００７】
　第二には、図１に示す平坦構造の有機発光素子を作製した後、ガラス基板の表面にμｍ
サイズのレンズ構造（国際特許出願公開第０３／００７６６３号、及び文献Ｓ．Ｍｏｌｌ
ｅｒ ｅｔ ａｌ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．９１, ３３２４（２０００））、またはｍｍ
サイズのレンズ構造（国際特許出願公開第０１／３３５９８号）を付着させることにより
素子の発光効率を増大させる方法である。
【０００８】
　これらの方法を用いる場合、いずれも発光効率が増大したものの、光の効率よい放出の
ための反射度の大きい物質からなる基板に半球状凹部を形成して使用した例は未だになく
、常用化した製品に使用するためには、下記のような複数の問題がある。
【０００９】
　第一の方法の場合、フォトリソグラフィ方法を使用するため光結晶構造や波状構造を大
面積にわたって経済的に具現することが不可能である。光結晶構造を用いた場合、蒸着工
程、フォトリソグラフィ工程及びエッチング工程を順次に行う必要があり、この過程にお
いて真空下での基板処理を２回以上実施しなければならないためである。また、波状構造
を用いた場合、光の干渉を用いたフォトリソグラフィ工程を使用するが、この方法では、
数ｃｍ２以上の基板に均一な波状構造を具現することが不可能であると知られている。
【００１０】
　第二の方法の場合も同様に、レンズ構造のサイズが数十μｍ乃至数ｍｍの範囲内である
ため、ディスプレイへの適用には限界があり、準備方法のため大面積への適用には向いて
いない。また、前記国際特許出願公開第０３／００７６６３号に開示されたレンズ構造は
、最小の平面寸法が有機発光素子から放出される可視光線の最大の波長より大きい、数μ
ｍサイズのレンズ構造と限定されており、国際特許出願公開第０１／３３５９８号に開示
されたレンズ構造は、そのサイズが一単位の有機発光素子より大きい場合と限定されてい
る。
【発明の開示】
【００１１】
　本発明者らは、有機発光素子の基板及び／または電極が半球状凹部、特に、ナノサイズ
の半球状凹部が連続して形成された構造を有する場合、有機物層から発生する光を素子の
外へと最大限に放出することができ、前記のような構造の電極は、単位面積当たりの表面
積の増大に伴い、同一の電圧下で素子に注入される電流の量が増大し、有機発光素子の輝
度を増大させることができるという事実を見出した。また、前記複数の連続した半球状凹
部が形成された基板は、多孔性アルミニウム酸化膜の形成工程を用いて作製できるため、
前記のような構造を含む有機発光素子を大面積で且つ経済的に作製することができる事実
を見出した。
【００１２】
　そこで、本発明は、複数の連続した半球状凹部、好ましくは、ナノサイズの半球状凹部
が形成された基板を用いた有機発光素子及びこの作製方法を提供する。
【００１３】
　本発明は、基板、第１の電極、有機物層、及び第２の電極を順次に積層してなる有機発
光素子において、前記第１の電極と接する基板の上面には、複数の連続した半球状凹部が
形成されたことを特徴とする有機発光素子を提供する。
【００１４】
　また、本発明は、
　ａ）少なくとも一面がアルミニウムからなる基板を酸溶液に浸した後、１０～４００Ｖ
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の酸化電圧を加えることでアルミニウムからなる基板の一面上にアルミニウム酸化膜を形
成し、このアルミニウム酸化膜には複数の連続した凹部を形成し、前記基板とアルミニウ
ム酸化膜との接触面には、前記アルミニウム酸化膜上の凹部の曲面と同じ方向の凹部を形
成するステップと；
　ｂ）前記アルミニウム酸化膜が形成された基板からアルミニウム酸化膜を除去し、前記
基板の一面に複数の連続した半球状凹部を形成するステップ；及び
　ｃ）前記半球状凹部が形成された基板の一面上に有機物層及び電極を形成するステップ
と；
　を含む有機発光素子の作製方法を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を詳細に説明する。　
　有機発光素子の分野では、未だに素子基板等が非平坦構造を有する有機発光素子を作製
するために、基板に‘半球状凹部’を形成した例がなかった。また、有機発光素子の基板
等を非平坦構造に形成するために‘ナノ’サイズの構造を用いた例もない。本発明者らは
、有機発光素子の第１の電極と接する基板の上面、及び好ましくは、有機物層と接する第
１の電極の上面に複数の‘ナノ’サイズの半球状凹部を連続して形成する場合、下記のよ
うな利点があるという事実を見出した（図２参照）。
【００１６】
　有機発光素子は、屈折率（ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ ｉｎｄｅｘ）の大きい両電極、即ち
、光が出る透明電極及び反射率の大きい不透明電極と、これらで挟み込まれて電荷の注入
により発光することができる有機物層を含んでなる。このような有機発光素子において、
従来の有機発光素子では、図４（ａ）に示すように、両電極が平坦な構造を有しているた
め、光が屈折率の大きい透明電極を透過して大気上へと放出されようとする時に全反射が
起こり、この結果、光が有機発光素子内に閉じ込められることがある。しかしながら、図
４（ｂ）に示すように、反射率の大きい不透明電極に複数の連続した半球状凹部を形成し
た有機発光素子では、光が高反射率を有する基板で数回、好ましくは、一・二回だけ反射
すれば素子の外へと放出できる。
【００１７】
　また、図２に示すように、複数の連続した半球状凹部を有する基板上に電極及び有機物
層を積層する場合、半球状凹部と接している電極は、平坦構造の有機発光素子の電極に比
べて単位面積当たりの表面積が大きくなり、これは、同じ電圧下で素子に注入される電流
の量の増大につながり、この結果、有機発光素子の輝度を増大させることができる。
【００１８】
　そして、本発明において、基板に形成された半球状凹部は、ナノサイズであるため、光
の放出時、光の波動性により有機発光素子の輝度を増大させることができる。例えば、前
記半球状凹部の直径が可視光線の波長と同じであるか、またはこれより短い場合、この半
球状凹部の構造は、光の乱反射や散乱現象により光の経路を変え、この結果、平坦構造に
比べて透明電極における全反射の条件を緩和させ、有機発光素子の外へとより多量の光が
放出できるようにする。このような効果は、半球状凹部の直径が可視光線の半波長から波
長の間の値を有する場合により大きくなる。
【００１９】
　本発明において、光の波長は、非常に短いことから、前記半球状凹部の構造が光の波長
に対し非平坦構造と認知されるためには、半球状凹部の直径が有機発光素子の有機物層の
厚さの１０倍以下であることが好ましい。即ち、有機発光素子の有機物層の厚さは、通常
、１００～５００ｎｍの間の値を有するため、半球状凹部の直径は、５μｍ以下の値を有
することが好ましい。そして、前述した本発明の効果を達成するために、本発明の基板上
の半球状凹部の構造は、直径が可視光線の半波長乃至波長の値、２００～８００ｎｍの値
を有することがより好ましい。また、前記半球状凹部は、基板、及び好ましくは、電極上
に均一に分布されていることが好ましい。本発明に係る有機発光素子の基板、及び好まし
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くは、電極の複数の連続した半球状凹部の構造が、図３に例示されている。
【００２０】
　一方、本発明は、複数の連続した半球状凹部の構造を有する基板を多孔性アルミニウム
酸化膜の形成工程を用いて作製することを特徴とする。前記多孔性アルミニウム酸化膜の
形成工程は、本発明とは別の技術分野で公知された技術であって、これを有機発光素子の
作製に使用した例は、未だに開示されたことがない。本発明者らは、前記工程を有機発光
素子の作製に使用することにより、従来の非平坦構造の有機発光素子の作製方法とは異な
って、非平坦構造の有機発光素子を大面積で且つ経済的に作製することができるという事
実を初めて見出したのである。
【００２１】
　前記工程に対する詳細は、例えば、文献［Ａ．Ｐ．Ｌｉ ｅｔ ａｌ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐ
ｈｙｓ., ８４, ６０２３（１９９８）］に記載されている。詳述すれば、少なくとも一
面がアルミニウムからなる基板を適宜の酸溶液、例えば、硫酸、りん酸、シュウ酸、クロ
ム酸等のような酸溶液に浸してから、適宜の酸化電圧、例えば、１０～４００Ｖの電圧を
印加すれば、前記基板のアルミニウムからなる一面上に直径が約２５～１０００ｎｍ、好
ましくは、２００～８００ｎｍであり、厚さが数百ｎｍ～数μｍの凹部が均一に形成され
た酸化膜を形成することができる。前記凹部の厚さは、実験時間に比例する。この時、こ
の酸化膜と基板との接触面には、前記凹部の曲面と同じ方向の凹部が形成される。
【００２２】
　前記方法によりアルミニウム酸化膜を形成する過程が、図７に示されている。図７のａ
、ｂ、ｃ及びｄは、前記方法を行う過程で経時的に形成される酸化膜の形態の変化を示す
ものである。初期には、アルミ基板上に薄くて均一な酸化膜が形成され（ａ）、継続して
酸化膜の容積が膨張することにより酸化膜の表面が不均一になる（ｂ）。このように酸化
膜の表面が不均一になると、電流密度も同様に不均一になる。即ち、酸化膜の表面におけ
る陥没部では電流密度が増大し、隆起部では電流密度が減少する。次いで、電場の作用及
び酸溶液の電解質の作用により電流密度の大きい陥没部には半球状凹部が形成され、ある
程度時間が経つと、半球状凹部の直径の増加が停止する（ｃ）。そして、前記半球状凹部
の数は、一定に保持されつつ、この凹部の形成された表面の垂直方向への厚さが早く増大
する（ｄ）。この時、前記凹部の厚さの増大によりアルミニウム酸化膜とアルミ基板との
接触面には、前記凹部の曲面と同じ方向の凹部が形成される（図７のｃ及びｄ）。
【００２３】
　次いで、前記基板上に形成されたアルミニウム酸化膜を除去することにより、図７のｅ
に示すような複数の連続した半球状凹部が形成された基板を作製することができる。酸化
膜の除去方法としては、化学的エッチング法、電気化学的エッチング法または電気的衝撃
法等を用いることができるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。
【００２４】
　前記酸化膜の除去方法のうちの化学的エッチング法とは、酸溶液を用いて酸化膜をエッ
チングする方法をいい、ここで、酸溶液としては、例えば、りん酸とクロム酸との混合溶
液等を用いることができる。電気化学的エッチング法とは、酸化膜が形成された基板を電
極として利用し、酸溶液下での電気化学反応により酸化膜を除去する方法をいい、ここで
、酸溶液としては、例えば、エタノールと過塩素酸（ＨＣｌＯ４）との混合溶液等を用い
ることができる。電気的衝撃法とは、電気化学的に電圧を調節することで前記基板に電気
的衝撃を与えることによりアルミニウム層から酸化膜を剥離する方法をいう。
【００２５】
　前記方法により作製した複数の連続した半球状凹部が形成された基板上の鋭利なエッジ
部分は、滑らかに変形させることで有機発光素子のショートを防止することが好ましい。
例えば、前記基板上の鋭利なエッジ部分は、電気的エッチング法やＨｇＣｌ２等を用いた
化学的エッチング法、またはポリイミド系の高分子、フォトアクリル系の高分子またはＢ
ＣＢ（ベンゾシクロブテン）を用いたスピンコート法を用いてより滑らかな曲面構造に変
形することができる。
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【００２６】
　本発明に係る前記少なくとも一面がアルミニウムからなる基板において、少なくとも一
面がアルミニウムからなるものの、基板の他の部分に対する材料は、別に限定されない。
例えば、本発明においては、前記基板としてアルミニウムだけからなるアルミ基板を使用
することもでき、ガラス基板上にアルミニウム層が積層されてなる基板を使用することも
できる。アルミ基板としては、２００ｎｍ以上の厚さを有する純度９９％以上のアルミニ
ウムを用いることが好ましい。ガラス基板上にアルミニウム層が積層されてなる基板は、
ガラス基板上にスパッタリングのような真空蒸着法を用いてアルミニウム層を形成して作
製することができる。この時、ガラス基板とアルミニウム層との接着力の強化のためにア
ルミニウム蒸着の前にガラス基板上に２ｎｍ以上のクロムまたはチタニウム薄膜層を形成
することもできる。
【００２７】
　本発明の方法において、基板の少なくとも２面がアルミニウムからなる場合には、その
一面だけに酸化膜が形成されるように他方の面を保護する措置をとるか、または一面だけ
が酸溶液に浸されるようにすることもできる。
【００２８】
　本発明においては、前記複数の連続した半球状凹部が形成された基板を用いて有機発光
素子を作製することができる。
【００２９】
　本発明の有機発光素子は、通常、前記基板上に第１の電極、有機物層、及び第２の電極
を順次に積層してなる。しかし、半球状凹部が形成された基板が電気伝導性を有する場合
には、これが基板の役割だけでなく第１の電極の役割を合わせ持つことができるため、前
記基板と有機物層との間に第１の電極を別に積層しなくても済む。
【００３０】
　本発明の一実施の形態において、本発明の有機発光素子は、図２に例示された構造を有
することができる。図２の有機発光素子は、例えば、スパッタリング法（ｓｐｕｔｔｅｒ
ｉｎｇ）や電子ビーム蒸発法（ｅｂｅａｍ ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）のようなＰＶＤ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）方法を用い、複数の連続した半球
状凹部を有する基板上に前記半球状凹部の構造を保ちながら陽極として使用できる金属ま
たは伝導性を有する金属酸化物またはこれらの合金を蒸着させ、その上に有機物層及び陰
極として使用できる透明物質を蒸着させることにより作製することができる。
【００３１】
　本発明の有機発光素子は、前記方法とは別に複数の連続した半球状凹部を有する基板上
に陰極物質、有機物層、及び陽極物質を順次に積層して有機発光素子を作製することもで
きる（国際特許出願公開第０３／０１２８９０号）。大半の有機発光素子において使用さ
れる有機物では、正孔の移動度が電子の移動度より大きい。その結果、大半の有機発光素
子内における正孔の密度は、電子の密度より大きい値を有する。従って、前記方法でのよ
うに半球状凹部を有する基板上に陰極を形成すれば、陰極の表面積が陽極の表面積より大
きくなり、その結果、有機発光素子内への電子の注入量が平坦構造の有機発光素子におけ
るそれより大きくなる。このような現象を用いれば、有機発光素子内における正孔と電子
の密度を近似することにより発光効率の増大をもたらし得る。
【００３２】
　本発明の有機発光素子において、前記有機物層は、単層構造でもよいが、多層構造でも
かまわない。そして、有機物層の多層構造は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、及び電
子輸送層等を含む構造でもよい。前記有機物層は、各種の高分子素材を使用し、蒸着（Ｐ
ＶＤ）ではないソリューションプロセス（ｓｏｌｕｔｉｏｎ ｐｒｏｃｅｓｓ）、例えば
、スピンコート、スクリーンプリント、またはインクジェット方法によりその層の数をよ
り少なくして作製することができる。
【００３３】
　本発明の有機発光素子において、陽極、有機物層、及び陰極を形成するためで使用する
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物質は、当該技術分野において知られている物質を使用することができる。具体的には、
次の通りである。
【００３４】
　本発明の有機発光素子において、前記陽極物質としては、通常、有機物層への正孔の注
入が円滑に行われるように仕事関数の大きい物質が好ましい。本発明に使用できる陽極物
質の具体的な例としては、バナジウム、クロム、銅、亜鉛、金等のような金属またはこれ
らの合金；亜鉛酸化物、インジウム酸化物、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、インジウム
亜鉛酸化物（ＩＺＯ）のような金属酸化物；ＺｎＯ：ＡｌまたはＳｎＯ２：Ｓｂのような
金属と酸化物との組合わせ；ポリ（３－メチルチオフェン）、ポリ［３,４－（エチレン
－１,２－ジオキシ）チオフェン］（ＰＥＤＴ）、ポリピロル及びポリアニリンのような
伝導性高分子等があるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。このうちで陽極物
質として、反射度が大きいか（＞５０％）、透明度の高い物質（＞５０％）を選択し使用
することが好ましく、これにより、下部の凹部構造において全反射が緩められる構造を備
えるようになる。特に、本発明では、陽極物質として、Ａｇ、Ａｌ、Ｎｉ、ＣｒまたはＡ
ｕ、またはこれらを含む合金のように反射率の高い物質を使用することがより好ましい。
【００３５】
　本発明の有機発光素子において、前記陰極物質としては、通常、有機物層への電子の注
入が容易になるように仕事関数の小さい物質であることが好ましい。陰極物質の具体的な
例としては、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリウム、チタニウム、インジウ
ム、イットリウム、リチウム、ガドリニウム、アルミニウム、銀、錫、及び鉛のような金
属またはこれらの合金；電子輸送物質がドープされた前記金属物質；ＬｉＦ／Ａｌまたは
ＬｉＯ２／Ａｌのような多層構造物質等が挙げられるが、必ずしもこれらに限定されるも
のではない。このうちで、本発明では、陰極としてＭｇとＡｇとの混合物またはＡｌを透
明性を有するように薄膜にした後にインジウム錫酸化物またはインジウム亜鉛酸化物等の
透明な伝導性物質を蒸着してなる物質を使用することがより好ましい。
【００３６】
　正孔注入物質としては、低い電圧で陽極からの正孔の注入を受け易い物質として、ＨＯ
ＭＯ（ｈｉｇｈｅｓｔ ｏｃｃｕｐｉｅｄ ｍｏｌｅｃｕｌａｒ ｏｒｂｉｔａｌ）が陽極
物質の仕事関数と周辺の有機物層のＨＯＭＯとの間である物質を使用することが好ましい
。正孔注入物質の具体的な例としては、金属ポルフィリン（ｐｏｒｐｈｙｒｉｎｅ）、オ
リゴチオフェン、アリルアミン系の有機物、ヘキサニトリルヘキサアザトリフェニレン、
キナクリドン（ｑｕｉｎａｃｒｉｄｏｎｅ）系の有機物、ペリレン（ｐｅｒｙｌｅｎｅ）
系の有機物、アントラキノン及びポリアニリンとポリチオフェン系の伝導性高分子または
ドーパントのような伝導性高分子等が挙げられるが、必ずしもこれらに限定されるもので
はない。
【００３７】
　正孔輸送物質としては、陽極または正孔注入層から正孔を受けて発光層へと輸送するこ
とができる物質であって、正孔に対する移動性の高い物質が適している。具体的な例とし
ては、アリルアミン系の有機物、伝導性高分子、及び共役部分と非共役部分が共存するブ
ロック共重合体等が挙げられるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。
【００３８】
　発光物質としては、正孔輸送層と電子輸送層からそれぞれ正孔と電子を輸送され、これ
らが結合することにより可視光線領域の光を発することができる物質であって、蛍光や燐
光に対する量子効率のよい物質が好ましい。具体的な例としては、８－ヒドロキシ－キノ
リンアルミニウム錯体（Ａｌｑ３）；カルバゾール系化合物；二量体化スチリル（ｄｉｍ
ｅｒｉｚｅｄ ｓｔｙｒｙｌ）化合物；ＢＡｌｑ；１０－ヒドロキシベンゾキノリン－金
属化合物；ベンズオキサゾール、ベンズチアゾール及びベンズイミダゾール系の化合物；
ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）系の高分子；ポリフェニレンビニレン（ＰＰＶ）系の高
分子；スピロ（ｓｐｉｒｏ）化合物；ポリフルオレン、ルブレン等が挙げるが、必ずしも
これらに限定されるものではない。
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【００３９】
　電子輸送物質としては、陰極から電子を注入され発光層へと輸送することができる物質
であって、電子に対する移動性の大きい物質が適している。具体的な例としては、８－ヒ
ドロキシキノリンのＡｌ錯体；Ａｌｑ３を含む錯体；有機ラジカル化合物；ヒドロキシフ
ラボン－金属錯体等が挙げられるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。
【００４０】
　本発明の一実施の形態において、有機発光素子は、基板と第１の電極との間に透明薄膜
層を更に積層してなる構造を有することができる。この時、前記透明薄膜層は、可視光線
の透過度が５０％以上、好ましくは、８０％以上であることが好ましい。本発明において
、透明薄膜層の可視光線の透過度は、透明薄膜層を構成する材料種及び層の厚さを選択す
ることで調節することができ、これは、当該技術分野の当業者であれば容易に実施するこ
とができる。
【００４１】
　前記透明薄膜層としては、ゾル－ゲル反応を用いた透明な無機物層を使用することがで
き、または化学蒸着法（ｃｈｅｍｉｃａｌ ｖａｐｏｒ ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）を用いる
ことができるパリレン（ｐａｒｙｌｅｎｅ）のような有機物層等を使用することもできる
。本発明において、前記透明薄膜層は、インジウム錫酸化物またはインジウム亜鉛酸化物
の蒸着過程に耐えられる耐熱性の強い物質からなることが好ましい。このような物質の好
適な例としては、ポリイミド、フォトアクリルまたはＢＣＢ（ベンゾシクロブテン）等が
挙げられるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。また、第１の電極が透明電極
である場合、第１の電極物質で透明薄膜層を形成することもできる。前記透明薄膜層の形
成時、陽極物質としては、インジウム錫酸化物またはインジウム亜鉛酸化物を使用するこ
とが好ましく、正孔注入物質としては、フタロシアニン銅化合物（ｃｏｐｐｅｒ ｐｈｔ
ｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅ）やヘキサニトリルヘキサアザトリフェニレンを使用することが
好ましい。
【００４２】
　第１の電極と接する透明薄膜層の面は、基板上の半球状凹部の構造に整合する対応の半
球状凹部が形成された形態でもよく、半球状凹部が形成されていない平坦な形態でもよい
。詳述すれば、次の通りである。
【００４３】
　図５に示す有機発光素子には、基板と透明陽極との間に透明薄膜層が更に積層されてい
る。前記透明薄膜層は、半球状凹部を有する基板上に該半球状凹部の構造を保持しつつ絶
縁性物質を薄膜コートすることにより形成することができる。このような透明薄膜層は、
半球状凹部を有する基板上に存在し得る鋭利な部分を覆うため、有機発光素子の安全性を
増大させることができる。また、透明薄膜層は、その上に形成される電極を半球状凹部付
きにすることにより表面積の増大といった効果を保持し、低い電圧でより多くの電流を注
入させる効果を保つことができる。
【００４４】
　図６に示す有機発光素子にも同じく、基板と陽極との間に透明薄膜層が更に積層されて
いる。しかし、この有機発光素子では、図５に示す透明薄膜層とは異なり、第１の電極と
接する透明薄膜層の面が平坦な形態である。このような透明薄膜層は、アルミ基板の鋭利
なエッジ部分による素子のショートを抑制することができ、前記透明薄膜層上に有機発光
素子と共に薄膜トランジスタのような素子を載置することにより様々な電子素子を作製す
ることができる。
【実施例】
【００４５】
　実施例１
　複数の連続した半球状凹部を有する基板の作製
　アルミ基板（１００×１００ｍｍ、厚さ：０．７ｍｍ、純度：９９．７％）をりん酸溶
液に浸してから１５０Ｖの酸化電圧を印加し、アルミ基板上に直径が約２００～４００ｎ
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ｍで、厚さが数μｍの凹部が均一に形成されたアルミニウム酸化膜を形成した。この時、
アルミ基板を作動電極（ｗｏｒｋｉｎｇ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）とし、銅基板を対極（ｃ
ｏｕｎｔｅｒ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）として使用した。
【００４６】
　次いで、りん酸とクロム酸との混合溶液を用いた化学的エッチング法によりアルミ基板
からアルミニウム酸化膜を除去することにより複数の連続した半球状凹部が形成されたア
ルミ基板を作製した。
【００４７】
　図８及び図９は、前記で作製したアルミ基板の表面構造を示す電子顕微鏡の写真図であ
る（図８は、倍率×５,０００であり、図９は、倍率×６０,０００である）。同図に示す
ように、前記と同様な方法を用いることにより、大面積にわたって半球状凹部の構造を均
一に形成することができる。本実施例では、前記構造を有する１００×１００ｍｍの基板
を作製したが、このような基板の大きさは、対極の大きさと反応容器の大きさによりのみ
制限される。従って、これらの大きさを調節すれば、前記構造を有するより大面積の基板
が作製できることは言うまでもない。しかし、従来の非平坦構造を有する基板の作製方法
によれば、１００×１００ｍｍ大きさの基板の作製さえも容易ではない。
【００４８】
　図１０及び図１１は、それぞれ前記アルミ基板の表面及び断面構造を原子間力顕微鏡に
より測定した結果を示す図である。同図に示すように、アルミ基板には、半球に近い半球
状凹部が連続して均一に形成された。
【００４９】
　有機発光素子の作製
　前述したように作製した半球状凹部を有するアルミ基板を基板及び陽極電極として使用
した。前記アルミ基板上にヘキサニトリルヘキサアザトリフェニレン（５００Å）、４,
４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（ＮＰＢ）（４０
０Å）、Ａｌｑ３（５００Å）及び下記の一般式１で表される化合物を順次に熱真空蒸着
して正孔注入層、正孔輸送層、及び発光と電子の輸送を同時に行う層を順次に形成した。
次いで、前記発光と電子の輸送を同時に行う層上に順次に１２Å厚さの弗化リチウム（Ｌ
ｉＦ）と１００Å厚さのアルミニウムを蒸着して陰極を形成することにより有機発光素子
を作製した。この時、形成された陰極層は、半透明な性質を有するため、これを通して発
光が観察できる。
【化１】

【００５０】
　前記有機発光素子の作製過程において、有機物の蒸着速度は、０．４～０．７Å／ｓｅ
ｃを保持し、陰極の弗化リチウムの蒸着速度は、０．３Å／ｓｅｃ、アルミニウムの蒸着
速度は、２Å／ｓｅｃを保持し、蒸着時の真空度は、２×１０－７～５×１０－８ｔｏｒ
ｒを保持した。
【００５１】
　前記作製した素子に７．５Ｖの順方向の電界を加えた時、５０ｍＡ／ｃｍ２の電流が流
れ、この時、５５５ｎｍでピークを見せるＡｌｑ３からの緑色の発光が観測された。
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【００５２】
　実施例２
　複数の連続した半球状凹部を有する基板の作製
　ガラス基板（１００×１００ｍｍ、厚さ：０．７ｍｍ）上にスパッタ法（ｓｐｕｔｔｅ
ｒ）を用いて１．５μｍのアルミニウム層を形成した。アルミニウム層が形成されたガラ
ス基板をりん酸溶液に浸してから１９５Ｖの酸化電圧を印加し、前記アルミニウム層に直
径が約２００～５００ｎｍのアルミニウム酸化膜を均一に形成した。図１２は、前記アル
ミニウム層に形成された酸化膜の断面構造を示す電子顕微鏡の写真図である（×２５,０
００）。同図に示すように、酸化膜が約１μｍ厚さで形成された。
【００５３】
　次いで、りん酸とクロム酸との混合溶液を用いた化学的エッチング法により酸化膜が形
成されたアルミニウム層から酸化膜を除去した。酸化膜が除去されたアルミニウム層の表
面の電子顕微鏡の写真図を図１３に示した（×５０,０００）。同図に示すように、前記
アルミニウム層に半球状凹部が均一に形成された。
【００５４】
　有機発光素子の作製
　前記のように作製した半球状凹部を有する基板を、基板及び陽極電極として使用した。
前記基板上に実施例１と同様な方法で正孔注入層、正孔輸送層、発光と電子の輸送を同時
に行う層、及び陰極を順次に形成した。
【００５５】
　前記作製した素子に７．４Ｖの順方向の電界を加えた時、５０ｍＡ／ｃｍ２の電流が流
れ、この時、５３６ｎｍでピークを見せるＡｌｑ３からの緑色の発光が観測された。該観
測された緑色の発光は、視野角によっては変化を示すことはなかった。
【００５６】
　図１４及び図１５は、それぞれ前記素子の陰極の表面構造及び断面構造を原子間力顕微
鏡で測定した結果を示す図である。前記素子の陰極表面にもナノサイズの半球状凹部の構
造が部分的に保持されていることが分かる。
【００５７】
　実施例３
　基板の作製時に酸化電圧をそれぞれ１３０Ｖ、１９５Ｖ、２２０Ｖ印加したことを除い
ては、実施例２と同様な方法で半球状凹部を有する基板を３つ作製した（それぞれ、基板
１、基板２、基板３という）。これらの基板を電子顕微鏡で観測した結果、図１６に示す
ように、酸化電圧の増大につれて半球状凹部の直径の平均値が増大することが観測された
。これらの基板の他、基板上に半球状凹部を形成していないことを除いては、実施例２と
同様な方法で基板を更に作製した（基板４という）。
【００５８】
　前記作製した基板（基板１乃至基板４）に対し、ｎ ＆ ｋ Ａｎａｌｙａｅｒ（ｎ ＆ 
ｋ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社製）を用いて反射度の測定を行った。この時、反射度は、前
記装備において入射角を３°に固定し、照射した光の量に対し反射角３°から出る光の量
を測定した値である。前記基板は、可視光を反射または散乱させ、可視光に対する吸収と
透過は無視してもよい。従って、前記基板において反射度の値が小さければ小さい程、前
記基板が可視光をより多く散乱することと見なし得る。
【００５９】
　前記複数の基板のアルミニウム層は、酸化アルミニウム層の形成の前のスパッタリング
過程により形成したものであって、前記スパッタリング過程でアルミニウム層に大きなド
メイン（ｄｏｍａｉｎ）が形成されることが観測できた。その結果、基板４の場合、可視
光線領域において反射度が８０％以下の値を有した。
【００６０】
　図１７は、前記基板に対する反射度の実験結果を示す図である。同図に示すように、半
球状凹部が形成された基板では、半球状凹部のない基板に比べて可視光線領域における反
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射度の値が更に減少することが分かる。また、基板の作製時に印加した酸化電圧が増大す
るにつれて、可視光線領域における反射度の値が減少することが分かる。
【００６１】
　前記のような結果から、ナノサイズの半球状凹部は、可視光線と相互作用して可視光線
を散乱させることにより、反射度の値が減少できることが分かる。従って、ナノサイズの
半球状凹部を有する基板を有機発光素子に用いる場合、光の散乱効果により透明電極での
全反射による光の閉じ込め現象を減少することができ、この結果、高効率の有機発光素子
が作製できることが分かる。
【００６２】
　実施例４
　前記実施例２と同様な方法で半球状凹部を有する基板を作製した。前記基板上にアルミ
ニウム（５００Å）と１５Åの厚さの弗化リチウム（ＬｉＦ）を熱真空蒸着（ｔｈｅｒｍ
ａｌ ｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ）工程で蒸着し陰極として使用した。次いで、一般式１で
表される化合物（２００Å）、Ａｌｑ３（３００Å）、４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフ
チル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（ＮＰＢ）（４００Å）とヘキサニトリルヘキ
サアザトリフェニレン（７００Å）を順次に熱真空蒸着して電子輸送層、発光層、正孔輸
送層、正孔注入層を順次に形成した。次いで、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ ｄｏｐｅｄ ｚｉｎ
ｃ－ｏｘｉｄｅ、１５００Å）を用いてスパッタリング工程で陽極を形成することにより
有機発光素子を作製した。この時、形成された陽極層は、透明な性質を有するため、これ
を通して発光が観察できる。
【００６３】
　前記作製した素子に６．７Ｖの順方向電界を加えた時、１００ｍＡ／ｃｍ２の電流が流
れ、この時、Ａｌｑ３からの緑色の発光が観測され、輝度は５２３０ｃｄ／ｍ２であった
。
【００６４】
　比較例
　平坦構造の基板を使用したことを除いては、実施例４と同様な方法で有機発光素子を作
製した。
【００６５】
　前記作製した素子に６．９Ｖの順方向電界を加えた時、１００ｍＡ／ｃｍ２の電流が流
れ、この時、Ａｌｑ３からの緑色の発光が観測され、輝度は３３４０ｃｄ／ｍ２であった
。
【００６６】
　前記実施例４と比較例から、半球状凹部を有する基板を使用した有機発光素子は、半球
状凹部を有しない基板を使用した有機発光素子に比べて低電圧を用いて同電流を流すこと
ができ、同電流でより高い輝度を示すことが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　複数個の連続した半球状凹部が形成された基板、及び好ましくは、電極を用いた有機発
光素子は、前記半球状凹部により有機物層から発生する光を有機発光素子の外へと最大限
に放出することができ、電極の単位表面積の増加に伴い、同一の電圧下で素子中へと注入
される電流の量が増大し、この結果、有機発光素子の輝度を増大することができる。また
、前記構造の基板を、多孔性アルミニウム酸化膜の形成工程を用いて大面積で且つ経済的
に作製することができるため、本発明の有機発光素子は、大面積の用途に経済的に使用で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】従来の平坦構造の有機発光素子の一例を示す図である。
【図２】本発明に係る有機発光素子の例を示す図である。
【図３】複数の連続した半球状凹部が形成された基板の表面と断面の一例を示す図である
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【図４】それぞれ平坦構造の基板及び半球状凹部が形成された基板を有する有機発光素子
における光の移動経路を例示する図である。
【図５】基板と第１の電極との間に透明薄膜層が更に積層された本発明に係る有機発光素
子の例を示す図である。
【図６】基板と第１の電極との間に透明薄膜層が更に積層された本発明に係る有機発光素
子の例を示す図である。
【図７】複数の連続した半球状凹部が形成された基板の作製過程を示す図である。
【図８】実施例１において作製した半球状凹部を有する基板の表面構造を示す電子顕微鏡
の写真図である（×５,０００）。
【図９】実施例１において作製した半球状凹部を有する基板の表面構造を示す電子顕微鏡
の写真図である（×６０,０００）。
【図１０】実施例１において作製した半球状凹部を有する基板の表面構造を原子間力顕微
鏡（ａｔｏｍｉｃ ｆｏｒｃｅ ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）で測定した結果を示す図である。
【図１１】実施例１において作製した半球状凹部を有する基板の断面構造を原子間力顕微
鏡（ａｔｏｍｉｃ ｆｏｒｃｅ ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）で測定した結果を示す図である。
【図１２】実施例２における酸化膜を形成してから酸化膜を除去する前の基板の断面構造
を示す電子顕微鏡の写真図である（×２５,０００）。
【図１３】実施例２において作製した半球状凹部を有する基板の表面構造を示す電子顕微
鏡の写真図である（×５０,０００）。
【図１４】実施例２において作製された有機発光素子の陰極表面構造を原子間力顕微鏡で
測定した結果を示す図である。
【図１５】実施例２において作製された有機発光素子の陰極断面構造を原子間力顕微鏡で
測定した結果を示す図である。
【図１６】実施例３において作製した半球状凹部を有する基板の表面構造を示す電子顕微
鏡の写真図である（×３０,０００）。
【図１７】実施例３の実験結果であって、平坦なアルミ基板及びそれぞれ相違するサイズ
の半球状凹部を有する基板での光の反射度を示すグラフである。
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