
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＥＬランプを製造する方法であって：
その主要面上に透明導電層を有する透明基板を準備し；
主要面を有する仮基板を準備し；
その仮基板の主要面に後電極をロールコーティングし；
後電極の上に誘電層をロールコーティングし；
誘電層の上に蛍りん光体層をロールコーティングし；そして
その蛍りん光体層を前記導電層に積層する；
諸工程を含む方法

【請求項２】
前記積層工程の次に仮基板を除去する工程を行なう請求項１に記載の方法。
【請求項３】
ＥＬランプを製造する方法であって：
その主要面上に透明導電層を有する透明基板を準備し；
主要面を有する仮基板を準備し；
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において、
後電極をロールコーティングする工程の次にその後電極を少なくとも部分的に乾燥させる
工程を行ない、誘電層をロールコーティングする工程の次にその誘電層を少なくとも部分
的に乾燥させる工程を行ない、蛍りん光体層をロールコーティングする工程の次にその蛍
りん光体層を少なくとも部分的に乾燥させる工程を行なう方法。



その仮基板の主要面に後電極を塗布し；
後電極の上に誘電層を塗布し；
誘電層の上に蛍りん光体層を塗布し；そして
その蛍りん光体層を前記導電層に積層する；
諸工程を含む方法において、
後電極を塗布する工程の次にその後電極を少なくとも部分的に乾燥させる工程を行ない、
誘電層を塗布する工程の次にその誘電層を少なくとも部分的に乾燥させる工程を行ない、
蛍りん光体層を塗布する工程の次にその蛍りん光体層を少なくとも部分的に乾燥させる工
程を行なう方法。
【請求項４】
ＥＬランプのための積層体を製造する方法であって：
その主要面上に透明導電層を有する透明基板を準備し；
主要面を有する仮基板を準備し；
その仮基板を誘電層でロールコーティングし；
誘電層の上に蛍りん光体層をロールコーティングし；そして
その蛍りん光体層を前記導電層に積層する；
諸工程を含む方法

【請求項５】
請求項 に記載の方法であって：
蛍りん光体層を積層する前に導電層をパターン化する工程をさらに含む方法。
【請求項６】
ＥＬランプのための積層体を製造する方法であって：
その主要面上に透明導電層を有する透明基板を準備し；
主要面を有する仮基板を準備し；
その仮基板に発光ＥＬ層をロールコーティングし；
前記導電層にその発光ＥＬ層を積層する；
諸工程を含む方法

【請求項７】
前記発光ＥＬ層をロールコーティングする前に前記仮基板の主要面に後電極を塗布する工
程を更に含む請求項 に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
背景
本発明は、エレクトロルミネッセント（ＥＬ）ランプに関し、より詳細に言えば、大面積
を有するＥＬパネルを低コストで製造するプロセスに関する。本明細書で使用するＥＬ「
パネル」は、１又はそれ以上の蛍光領域を備えていて、各々の蛍光領域がＥＬ「ランプ」
である、単一の基板である。
ＥＬランプは、その一方が透明である２つの導電性の電極の間に誘電層を有している、実
質的なキャパシタ（コンデンサ）である。上記誘電層は、蛍りん光体（ phosphor）粉末を
含むことができ、あるいは、上記誘電層に隣接して蛍りん光体粉末から成る別個の層を設
けることができる。上記蛍りん光体粉末は、強い電界の存在下で光線を放射し、電流を殆
ど消費しない。
現代（１９８０年以降）のＥＬランプは、一般的に、約０．１７８ｍｍ（約７．０ミル）
の厚さを有するポリエステル又はポリカーボネートの材料から成る透明な基板を備えてい
る。インジウム／錫酸化物又は酸化インジウムから成る透明な前電極が、上記基板の上に
１，０００Å程度の厚さまで真空蒸着される。蛍りん光体層が、上記前方電極の上にスク
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において、
誘電層をロールコーティングする工程の次にその誘電層を少なくとも部分的に乾燥させる
工程を行ない、蛍りん光体層をロールコーティングする工程の次にその蛍りん光体層を少
なくとも部分的に乾燥させる工程を行なう方法。

４

において、
発光ＥＬ層をロールコーティングする工程の次にその発光ＥＬ層を少なくとも部分的に乾
燥させる工程を行なう方法。

６



リーン印刷され、また、誘電層が、上記蛍りん光体層の上にスクリーン印刷される。後電
極が、上記誘電層の上にスクリーン印刷される。
スクリーン印刷を行うために使用されるインクは、結合剤と、溶媒と、充填剤とを含んで
おり、上記充填剤は、印刷された層の性質を決定する。代表的な溶媒は、ジメチルアセト
イミド（ＤＭＡＣ）又は酢酸エチルブチル（ＥＢアセテート）である。上記結合剤は、一
般的に、ポリフッ化ビニリデン／ヘキサフルオロプロピレン（ＰＶＤＦ／ＨＦＰ）、ポリ
エステル、ビニル又はエポキシの如きフッ化ポリマーである。上記蛍りん光体層は、一般
的に、溶媒、結合剤及び硫化亜鉛粒子を含むスラリーからスクリーン印刷される。誘電層
は、一般的に、溶媒、結合剤及びチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ 3）粒子を含むスラリー
からスクリーン印刷される。後方の（不透明な）電極は、一般的に、溶媒、結合剤及び銀
又はカーボンの如き導電性の粒子を含むスラリーからスクリーン印刷される。各々の層の
溶媒及び結合剤は化学的に同じ又は類似しているので、化学的な適合性又は相溶性があり
、隣接する層の間で良好な接着が行われる。
上述のそれぞれの層は、整合されなければならず、スクリーン印刷プロセスは、パネルを
約４５ｃｍ×６０ｃｍの最大寸法に限定する。大面積のパネルにスクリーン印刷された層
は、厚さの均一性に関して問題を有する傾向がある。スクリーン印刷された層を有する任
意のサイズのＥＬランプは、点灯した時に特徴的な粒状性を示し、この性質は、イン・ウ
オッチ（ｉｎ　ｗａｔｃｈ）型の面の如き接近して観察される小型のランプに関しては望
ましくない。多くの用途に関して、スクリーン印刷技術によって得られる精度は必要では
なく、４５ｃｍ×６０ｃｍよりも大きい寸法を有するパネルが望まれている。
スクリーン印刷技術は、良く開発された技術であり、従って、比較的低コストであるが、
ＥＬランプを製造する更に廉価なプロセスが望まれている。また、スクリーン印刷技術に
は幾つかの欠点がある。スクリーン印刷技術の分解能は、望まれる程には良好ではない。
例えば、例えば、０．０３ｍｍ幅の細かいラインギャップ（ｌｉｎｅ　ｇａｐ）を導体の
間に印刷することは、隣接する導体をスクリーン印刷することによっては、信頼性をもっ
て行うことができない。スクリーン印刷技術は、層が印刷されている基板の多くのハンド
リング操作を必要とし、その結果、基板の外側面にかき傷を生じさせる。ＥＬランプにお
いては、基板の外側面は、ランプの前面であり、そのようなかき傷は極めて望ましくない
。
当業界においては、ＥＬランプを製造するために仮基板を使用し、この仮基板からランプ
の各層を剥離する又は他の方法によって取り除くことが知られている。例えば、米国特許
第３，３４１，９１５号（Ｋｎｏｃｈｅｌ　ｅｔ　ａｌ．）は、ヨウ化銅から成る透明な
導電層をポリアクリレート基板の上に堆積させ、蛍りん光体誘電層を上記ヨウ化銅の上に
堆積させ、その後、アルミニウムの後電極を堆積させる技術を開示している。前電極は、
上記基板に上手く接着せず、ランプは基板から剥離する。
当業界においては、ＥＬランプを積層することも知られている。米国特許第４，５６０，
９０２号（Ｋａｒｄｏｎ）は、誘電膜をアルミニウム箔のシートの上に堆積させ、蛍りん
光体層をインジウム／錫酸化物で被覆されたマイラー（Ｍｙｌａｒ（登録商標））シート
の上に堆積させ、その後、上記２つのシートを１，０００ｋＰａ及び１５０℃で互いに積
層する技術を開示している。
米国特許第４，６８４，３５３号（ｄｅＳｏｕｚａ）は、剥離可能な感温接着剤によって
取り付けられたベース膜を有するサポート膜を開示している。蛍りん光体層が、上記ベー
ス膜の上にスクリーン印刷され、硬化した後に、蛍りん光体層及びベース膜がサポート膜
から取り除かれ、電極が、蛍りん光体層の対向する主面に塗布される。
米国特許第５，４６９，１０９（Ｍｏｒｉ）は、被覆された透明な二枚のシートを互いに
積層する技術を開示している。第１のシートは、透明な電極と、蛍りん光体層と、誘電層
とを備えており、また、第２のシートは、接着層と、該接着層の上に設けられる後方電極
とを備えている。上記接着層は、上記後電極よりも大きく、上記蛍りん光体層及び誘電層
を包んでいる上記第１のシートと接触し、ランプを密封している。
従って、上述の観点から、本発明の目的は、ＥＬランプを低コストで製造するプロセスを
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提供することである。
本発明の他の目的は、大面積を有するＥＬランプを製造するプロセスを提供することであ
る。
本発明の別の目的は、スクリーン印刷された１又はそれ以上の層を有するランプよりも低
い粒状性を有するＥＬランプを製造するプロセスを提供することである。
本発明の別の目的は、既存の材料を用いてＥＬランプを製造する改善されたプロセスを提
供することである。
本発明の他の目的は、微細なライン形状を有するＥＬランプを提供することである。
本発明の別の目的は、かき傷が極めて少ないＥＬランプを製造するプロセスを提供するこ
とである。
発明の概要
上述の目的は、後電極が、仮基板に塗布され、少なくとも部分的に乾燥又は硬化され、そ
の後、誘電層及び蛍りん光体層で被覆されるという本発明によって達成される。透明な基
板に設けられる透明な前電極が、蛍りん光体層に積層される。上述の層は、スラリー又は
インクから塗布され、上記仮基板の幅にわたって均一な厚さまでブレードで均される。本
プロセスは、上記仮基板用の材料のロールを用いて連続的に行うことができる。ランプの
長さは、仮基板の長さによって制限される。ランプの幅は、上述の層を拡げるために使用
されるブレードのサイズによって決定される。本プロセスは、スクリーン印刷された層を
有するＥＬランプよりも粒状性の低い外観を有するＥＬランプを生成することが判明した
。
本発明の別の特徴によれば、仮基板は、誘電層及び蛍りん光体層によって被覆され、その
後、透明な基板上の透明な前電極に積層される。上記仮基板は取り除かれ、後電極が上記
誘電層に積層される。上記後電極は、積層される前に、仮基板の上にロールコーティング
されるのが好ましい。
添付の図面を参照して以下の詳細な記載を考慮することによって、本発明のより完全な理
解が得られる。
図１は、従来技術に従ってＥＬパネルを製造する流れ図である。透明な導電膜が被覆され
た透明な基板は、商業的に入手可能である。従来技術においては、適宜なＥＬ蛍りん光体
を導電膜の上にスクリーン印刷し、誘電層を上記蛍りん光体層の上にスクリーン印刷し、
その後、後電極を上記誘電層の上にスクリーン印刷することによって、ランプを形成して
いる。プロセス全体を通じて、上記透明な基板は、その上にランプが形成されるベースす
なわち基材である。
本発明によれば、図２に示すように、蛍りん光体層、誘電層及び後電極が、図１の流れ図
とは反対の順序で、仮基板に塗布される。この仮基板は、透明な基板に積層され、その後
、仮基板は、後電極から剥離される。それぞれの層に対して適宜なインクが、仮基板の上
に実質的に注がれるかあるいは仮基板の上に投入され、その後、均一な厚さまで拡げられ
る。その結果、スクリーン印刷技術により形成されるランプよりも極めて粒状性が低く、
スクリーン印刷されたランプよりも廉価に製造されるランプが生ずる。
ステップ１０に関して、導電インク（導電性のインク）が仮基板に塗布され、ドクターブ
レード又はロールコーティング装置によって、均一な厚さまで拡げられる。上記基板は、
シリコーン処理されたポリエステル又は紙の如き、インクが接着することのない剥離紙又
はプラスチックである。図３は、本発明に従ってＥＬパネルを製造するための好ましい装
置を示している。インジェクタ２１の如き複数のインジェクタが、仮基板２３の幅を横断
して隔置されていて、測定された量のインク２２を基板に塗布するようになっている。装
置は図３に示す向きで配列されているので、基板２３は左側へ移動する。
ロール２６が軸２７に取り付けられており、その外側面は、仮基板２３の上面から一定の
所定距離（例えば、０．００３ｍｍ乃至０．２５ｍｍ）だけ上方に位置している。ロール
２６は、インク層２２との接点において半径が急激に変化する部分を有している。この半
径が急激に変化する部分は、軸２７に向かって半径方向に伸長するエッジを含むのが好ま
しい。このエッジ２８は、インク２２がロール２６に付着して上記接点を越えた点におい
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てロール２６により持ち上げられるのを防止する。ロールコーティング技術の他の細部は
、コーティング技術の当業者には周知である。図３は、ロールコーティング装置と総称さ
れるものの一例を示しており、詳細に言えば、平板の上方にブレードが設けられている。
ロールコーティング装置は、ブレード・オーバー・ローラ（ｂｌａｄｅ　ｏｖｅｒ　ａｒ
ｏｌｌｅｒ）、グラビア印刷、アニリン印刷、エアナイフ、及び、反転ロール等を含む。
基板２３が、巻き取られた材料シートから供給される場合には、図３に示すプロセスは、
実質的に連続プロセスであり、所望長さのランプを製造することができる。スクリーン印
刷装置で製造されたランプとは異なり、ロールコーティングされたランプの長さは、一般
的に得ることのできる６０ｃｍよりもかなり長くすることができる。図３においては、ラ
ンプの幅は、図３の紙面に対して直交する方向のロール２６の寸法によって決定される。
そのようなロールは、１５ｃｍ乃至１８０ｃｍの幅を有し、１００メートルを超える長さ
を有するロールとして商業的に入手可能である。
ロールコーティング技術は、ＥＬランプのサイズに関するあらゆる制限を実質的に排除す
るが、ロールコーティング技術のより重要な利点は、スクリーン印刷技術によって得るこ
とのできるものよりも、塗布される層がランプの長さ及び幅にわたってかなり均一である
ということである。他の利点は、ロールコーティング技術は、ＥＬランプを製造すること
のできる速度すなわち生産量を増大させるということである。別の利点は、上述の層が、
仮基板の上に形成されるということである。すなわち、透明な基板は、積層工程に関して
一回だけハンドリングされ、従って、そのような透明な基板のかき傷を減少させる。
後電極は、溶媒の沸点、インクの温度及び空気の循環によって決定される速度で乾燥する
。インクは、ロールコータに整合されたオーブン（図示せず）の中で乾燥（硬化）される
。後電極が少なくとも部分的に乾燥した後に、仮基板に誘電層が被覆される。
ステップ１１（図２）に関して、インジェクタ３１の如き複数のインジェクタが、測定さ
れた量の誘電インク（誘電性のインク）３２を塗布し、このインクは、その後、ロール３
６のエッジ３５によって拡げられてその厚さが減少する。誘電インク３２は、その後、少
なくとも部分的に乾燥される。ステップ１２（図２）に関して、インジェクタ４１の如き
複数のインジェクタが、測定された量の蛍りん光体インク４２を塗布し、このインクはそ
の後、ロール４６のエッジ４５によって拡げられてその厚さが減少する。次に、上述の層
を完全に乾燥させ、上記仮基板を特定の製品に適したサイズのパネルに切断する。
図３に示す装置は、後電極と、誘電層と、蛍りん光体層とを有する仮基板を供給する。上
記後電極、誘電層及び蛍りん光体層は、実質的に均一な厚さを有しており、上記蛍りん光
体層は最外方に設けられる。生産量は、スクリーン印刷技術で得られる生産量よりも高く
、インクの利用率は１００パーセントに近づけることができ、従って、パネルのコストを
低減する。また、パネルの寸法は精確である。
次に、被覆された基板を所望の幅を有するストリップの中に滑り込ませる。所望の形状及
びサイズを有する単一のランプ要素を上記基板から打ち抜くことができる。上記ストリッ
プすなわちランプ要素は、その後、ホットロール・ラミネータ（熱間ラミネータ）におい
て透明な前電極に積層される。上記蛍りん光体層は、上記透明な導体に接着され、完成さ
れたランプから成る連続的なストリップが、ラミネータから出る。別の実施例においては
、被覆された基板は、各ストリップ又は個々のランプの形状に切断する前に、透明な基板
に積層される。
図４は、被覆された仮基板が透明な基板に積層されるステップ１３（図２）を示している
。このステップに関する困難な点は、蛍りん光体層の中の有機物の結合剤及び充填剤を透
明な無機物の前電極に接着させなければならないということである。ステップ１４（図２
）において、上記両基板は、所定の圧力の下で互いに締め付けられ、蛍りん光体層の中の
結合剤を前電極に接着させるに十分な温度まで加熱される。本発明の好ましい実施例にお
いては、上記前電極は、隣接する有機物及び無機物の層の間の接着を促進するために、表
面処理剤で前処理される。
蛍りん光体層が前方電極に接合された後に、図５に示すように仮基板を取り除く。仮基板
２３と後電極２２’との間の接着力は、後電極２２’と誘電層３２’との間の接着力より
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も小さい。仮基板２３が取り除かれて、複数の完成されたランプが残る。被覆された仮基
板が切断されておらずあるいはパターン化されていない場合には、積層体を所望のように
切断して、より小さいパネル又は個々のＥＬランプを製造する。本プロセスによって製造
されたランプは、スクリーン印刷技術によって製造されたランプに比較して、より滑らか
な特徴的な外観を有する。
本発明のプロセスは、既存の材料を用いて、粒状性の低いＥＬランプを廉価に製造する。
本発明を以下の例によって更に説明する。

Ａ．インクの調製：
インク・ベース配合：
カイナー　　　　　　　　　　　４５％
ＤＭＡＣ（ジメチルアセトイミド）４５％
ＥＢ　アセテート　　　　　　　　９％
モダフロー　　　　　　　　　　　１％
ＥＢアセテートは「増量剤（ extender）」、すなわち、インクが急速に乾くのを防止する
材料である。モダフローは、フロー剤、すなわち、発泡を防止する材料である。これらの
材料は有用であるが、必須ではない。
Ｂ．後導体インク配合、塗布及び硬化：
インクベース　　　　　　　　　３９．２８％
銀フレーク　　　　　　　　　　５３．６４％
ＤＭＡＣ　　　　　　　　　　　　６．０２％
ＥＢアセテート　　　　　　　　　１．０６％
開放ライナー　　　　　　　　　シリコーン被覆紙
インクは開放ライナーの頂部に０．０５ｍｍのギャップでロールコートされ、１２０℃で
１０分間乾燥される。
Ｃ．誘電インク配合、塗布及び硬化：
インクベース　　　　　　　　　５５．０％
チタン酸バリウム (BaTiO3 )　　　４５．０％
インクは後導体（上部）の頂部に０．０５ｍｍのギャップでロールコートされ、１２０℃
で１０分間乾燥される。
Ｄ．蛍りん光体インク配合、塗布及び硬化：
インクベース　　　　　　　　　６２．８７％
蛍りん光体 723-500メッシュ  　　３７．１３％
インクは後導体及び誘電層（上部）の頂部に０．０５ｍｍのギャップでロールコートされ
、１２０℃で１０分間乾燥される。
Ｅ．キャスト・ランプの前電極への積層：
キャスト・ランプは前電極に積層されるべき所望の形状に切断される。前電極を有する基
板は所望の形状、通常は最終ランプの形状に切断される。前電極はシラン溶液で処理され
る。シラン溶液の薄層は前電極に塗布され、熱風で乾燥されて溶媒が蒸発され、前電極の
頂部に非常に薄いシランの層を残す。シラン溶液の組成は：
メタノール　　　　　　　　　　９３．１％
脱イオン水　　　　　　　　　　　４．９％
シラン　　　　　　　　　　　　　２．０％
注１：前電極の表面処理はランプを形成するために必須ではないが前電極と蛍りん光体層
との間の結合を改善する。
注２：「シラン」として一般に言及される材料は、 SiH4（気体）ではなく、シロキサン（
液体）、好ましくはＮ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピル－トリメトキシシラ
ンである。
仮基板が被覆された後、パネルが以下の条件下でニップ・ロール中で互いに積層される。
温度：　　　　頂部ローラ：１６８℃
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底部ローラ：室温
ローラ速度　　≒２．４メータ／分
前電極を有する基板は、真っ直ぐ供給され、一方、開放ライナー上のランプ層はホットロ
ーラの回りに半分巻かれ、その後ニップに供給される。ランプは前電極に対して積層され
た蛍りん光体層である。ホットプラテン積層機はキャスト－積層ランプを製造するために
代わりに使用することができる。

Ａ．インクの調製：
アクリロイド溶液：
Ｂ－４４　アクリロイド　４０．０％
ＤＭＡＣ　　　　　　　　６０．０％
アクリロイド溶液は硬化剤として作用する。その溶液は層を硬化し、パネルからランプを
切断し又はパンチングする時、抵抗を低く改良する。
Ｂ．後導体インク配合、塗布及び硬化：
インクベース（例１と同様）　　３３．４３％
アクリロイド溶液　　　　　　　　５．３６％
銀フレーク　　　　　　　　　　５１．５８％
ＤＭＡＣ　　　　　　　　　　　　７．７０％
ＥＢアセテート　　　　　　　　　１．９３％
インクは開放ライナーの頂部に０．０５ｍｍのギャップでロールコートされ、１２０℃で
１０分間乾燥される。
Ｃ．誘電インク配合、塗布及び硬化：
インクベース（例１と同様）　　４５．１８％
アクリロイドＢ－４４溶液　　　　７．２５％
ＤＭＡＣ　　　　　　　　　　　　４．７２％
ＥＢアセテート　　　　　　　　　１．０５％
チタン酸バリウム (BaTiO3 )　　　４１．８０％
インクは後導体（上部）の頂部に０．０５ｍｍのギャップでロールコートされ、１２０℃
で１０分間乾燥される。
Ｄ．蛍りん光体インク配合、塗布及び硬化：
インクベース（例１と同様）　　５４．６８％
アクリロイドＢ－４４溶液　　　　８．７８％
蛍りん光体 723-500メッシュ　３６．５４％
インクは後導体及び誘電層（上部）の頂部に０．０５ｍｍのギャップでロールコートされ
、１２０℃で１０分間乾燥される。
Ｅ．キャスト・ランプの前電極への積層：
温度：　　　　頂部ローラ：１７７℃、下部ローラ：１７９℃
ローラ速度　　≒０．６メータ／分
圧力　　　　　≒１５２ＫＰａ
前電極は積層前にシラン溶液（上記式による）で処理された。前電極を有する基板とラン
プ層を有する開放ライナーとは共に真っ直ぐにニップへ供給された。ランプは前電極に対
して積層された蛍りん光体層であった。

Ａ．インクの調製：
インク・ベース配合：
ＰＶＤＦ／ＨＦＰ　　　　　　　３４．９％
ＤＭＡＣ（ジメチルアセトイミド）５１．５％
ＥＢ　アセテート　　　　　　　１２．９％
モダフロー　　　　　　　　　　　０．７％
Ｂ．後導体インク配合、塗布及び硬化：
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インクベース配合　　　　　　　２３．４％
合成グラファイト　　　　　　　４０．９％
ＤＭＡＣ　　　　　　　　　　　２８．７％
ＥＢアセテート　　　　　　　　　７．０％
インクは開放ライナーの頂部に０．０５ｍｍのギャップでロールコートされ、１２０℃で
１０分間乾燥される。
Ｃ．誘電インク配合、塗布及び硬化：
インクベース配合　　　　　　　６１．４％
チタン酸バリウム (BaTiO3 )　　　３８．６％
インクは後導体（上部）の頂部に０．０５ｍｍのギャップでロールコートされ、１２０℃
で１０分間乾燥される。
Ｄ．蛍りん光体インク配合、塗布及び硬化：
インクベース配合　　　　　　　６５．６％
蛍りん光体　　　　　　　　　　　　３４．４％
インクは後導体及び誘電層（上部）の頂部に０．０５ｍｍのギャップでロールコートされ
、１２０℃で１０分間乾燥される。
Ｅ．キャスト・ランプの前電極への積層：
キャスト・ランプは例２における前記のように前電極へ積層されるべき所望の形状に切断
される。
これまで記述したように、後電極、誘電層、および蛍りん光体層は、大面積パネルを製造
するために共に処理される。小さなランプまたは様々な形状のランプを、パネルを切断す
ることによって作成することができる。しかし、誘電層または蛍りん光体層を切断しない
かまたはパターン化しないことが好ましい。蛍りん光体層は前電極と後電極が重なる箇所
でのみ発光性であるため、単一の基板上に様々な形状とサイズのランプを作成するために
電極の一方または両者をパターン化することだけが必要となる。従って、ロールコーティ
ングされた誘電層とロールコーティングされた蛍りん光体層を、４つの組み合わせのパタ
ーン化された電極または平坦なすなわちパターン化されない電極と共に積層することがで
き、この場合、後電極は仮基板をロールコーティングすることによって作成してもよく、
あるいは作成しなくてもよい。
　
　
　
　
　
　
　
　
コーティングされた透明基板は幾つかの供給業者から市販されている。そのような基板上
の透明な前電極は、所望により、例えば化学腐食またはレーザー腐食によってパターン化
され、次いで必要に応じてバスバーと共に印刷され、そしてシランで処理される。図６は
、仮基板２３の上に誘電層３２をロールコーティングし、そして蛍りん光体層４２をロー
ルコーティングする工程を示す。図７に示すように、次いで、これら二つの層は前電極５
２に積層される。次いで、仮基板２３は除去されて、再使用することができる。
図８は、仮基板６３の上に後電極２２をロールコーティングする工程を示す。乾燥した後
、プロセスの次の工程として、幾つかの可能な択一的工程がある。基板６３と後電極２２
'を、細長く切るか、切断するか、または打ち抜くかして、複数の小さな形状のものにす
ることができる。あるいは、後電極をパネルの誘電層に積層することができる。図９に示
すように、後電極は誘電層３２ 'に積層される。後電極が切断されるかまたはパターン化
された場合、断片は、誘電層との積層のために適当なジグの中に保持される。例えば、仮
基板６３を細長く切って、そして後電極の一部分を別の部分からわずかに分離することに
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よって、これらの部分の間に非常に狭い隙間を作ることが可能になる。
図１０は、連続層をスクリーン印刷し、そして基板を細長く切ってランプのストライプ（
細片）にすることによって複数のＥＬランプを作成する工程を示す。透明基板７１は、そ
の最上面にＩＴＯの薄い透明な導電性コーティング（図示せず）を伴って、コーティング
される。蛍りん光体誘電層８１、８２、８３、および８４が、図面の平面内に延びる長い
ストライプ状にスクリーン印刷される。次いで、導電性ストライプ９１、９２、９３、お
よび９４がスクリーン印刷されるが、各々のストライプは蛍りん光体誘電層およびこの蛍
りん光体誘電層のどちらかの側面の隙間を覆う。図１０に示すように、各々の蛍りん光体
誘電層の右の隙間が覆われる。
次いで、パネル７０が切断線９５、９６、および９７に沿って細長く切断されて、複数の
小さな長く延びたパネルが作成される。切断線は各々の蛍りん光体誘電層の右側の縁と交
差し、それによって、層の頂部にある導電性ストライプは隙間にある導電性ストライプか
ら分離する。蛍りん光体誘電層の上の導電性ストライプの部分は後電極であり、隙間にあ
る導電性ストライプの部分は前電極に電気的に接続されたバスバーである。複数のランプ
は各々の小さな長く延びたパネルからプレス加工される。
この技術に伴う問題は、前電極を後電極から分離するために導電性ストライプの間の９９
で示す小さな隙間が誘電層の部分を露出させることである。この隙間を正確にコントロー
ルするのは困難であるが、短絡を避けるために、所望されるよりも広くなければならない
。別の問題は、プロセスがランプ材料を浪費することである。というのは、ランプ材料の
幾分かは前電極と後電極を隔離するために用いられて、光らない状態で残るからである。
図１１は、本発明にしたがってロールコートされたパネルを用いてランプを製造する方法
の例である。透明な基板１０１の頂部表面上に、薄くて、透明なＩＴＯの導電性被覆（図
示せず）を被覆する。バスバー１０３、１０４、１０５及び１０６は、導電性インクで仮
基板をロールコートし、乾燥し、仮基板を片（ストリップ）に切断し、片を基板１０１に
積層することによって製造される。バスバーは、図面の平面中に伸長し、ＩＴＯ層に対す
る低抵抗の接点を与える。
図３と組み合わせて示されるように、蛍りん光体－誘電層１１１、１１２及び１１３、次
に後電極１２１、１２２及び１２３が、仮基板上にロールコートされる。仮基板を、片に
切断し、片を透明な基板１０１に積層する。好ましくは、蛍りん光体－誘電層をバスバー
と同時に積層し、図示のようにバスバーの一方の側に接触させる。次に、パネル１００を
切断ライン１２５、１２６、１２７及び１２８に沿って切断して、多数の、より小さな伸
長パネルを製造する。これらのパネルから、多数のランプが切断され又は打ち抜かれる。
線間距離の制御は図１０に示す方法よりも遥に精密であり、１０ミル以下のギャップを形
成することができる。より重要なことには、この方法は、連続的に行なうことができ、こ
れによりランプの製造コストが低下する。
而して、本発明は、パネルが大面積を有することができ、実質的に連続的に製造される、
ＥＬパネルを製造するための低コスト法を提供する。発光体の場合には、パネルは、１以
上のスクリーン印刷層を有するパネルよりも低い粒子度を示す。ＥＬパネルを製造する方
法は、化学的に適合し得る隣接層を与えるのに有効な実存する材料を用いる。透明な基板
の微細な線形状及び最小の処理のために、ＥＬランプを、短絡及びスクラッチのような欠
陥をより少なくして製造することができる。
本発明を説明したが、当業者には、種々の変更を発明の範囲内において行なうことができ
ることは明らかである。例えば、ＤＭＡＣの代わりに他の溶媒を用いることができる。樹
脂を溶解することのできる任意の溶媒に置き換えることができる。（１）樹脂を積層プロ
セス中に再流動させることができ、且つ（２）樹脂が透明な前電極に適度に接着する限り
において、他の樹脂をバインダーとして用いることができる。再流動させることができず
、前電極に接着しないバインダーは、樹脂（接着剤）の被覆を前電極か又は蛍りん光体層
に施せば、用いることができる。この樹脂は、積層中に再流動して、蛍りん光体層を前電
極に結合させる。しかしながら、樹脂の低い誘電定数のために、ランプは、蛍りん光体層
が前電極に直接接続している場合よりも大きく減光する。この明るさの損失を最小にする
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ために、樹脂を酸化インジウム又はインジウムスズオキシドのような導電性粒子で充填す
ることができる。後電極は、銀フレークに代えて、炭素、グラファイト又はニッケルのよ
うな他の導電性粒子を用いることができる。他の真空蒸着金属又は導電性被覆を、ＩＴＯ
に代わる透明前電極として用いることができる。スパッターＩＴＯは、好ましい前電極で
ある。金属箔、例えばアルミニウム又は銅箔を、後電極用に用いることができる。幾つか
の用途においては、仮基板をパネル上に残留させることができる。積層の前又は後に、例
えばパネルを重ね印刷することにより、或いは誘電層及び蛍りん光体層を積層する場合に
は透明基板の外側に画像を含む別のシートを積層することにより、画像を透明基板に加え
ることができる。蛍りん光体及び誘電材料は、二つの別々の被覆中に、或いは単一の被覆
中に施すことができる。別々に被覆する場合であっても、積層すると、層は多少溶け込む
、即ち層間の境界は不明瞭である。
【図面の簡単な説明】
図１は、従来技術に従ってＥＬランプを製造する流れ図であり、
図２は、本発明の好ましい実施例に従ってＥＬランプを製造する流れ図であり、
図３は、仮基板の上に層を順次ロールコーティングする様子を示しており、
図４は、前電極を被覆された層に積層する様子を示しており、
図５は、仮基板をランプパネルの後部から取り除く様子を示しており、
図６は、誘電層及び蛍りん光体層を仮基板の上に順次ロールコーティングする様子を示し
ており、
図７は、被覆された層を前電極に積層する様子を示しており、
図８は、後電極を仮基板の上にロールコーティングする様子を示しており、
図９は、後電極を誘電層に積層する様子を示しており、
図１０は、複数のＥＬランプを比較的低コストで製造する従来技術のプロセスを示してお
り、
図１１は、図１０に示すランプよりも更に低コストで複数のＥＬランプを製造するプロセ
スを示している。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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