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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板と、基板に形成されたアノード層と、アノード層に形成された有機機能層と、有機
機能層に形成されたカソード層を備える有機EL装置であり、
前記有機機能層とカソード層との間に化合物KBH4又はそれが分解した混合物を含むカソ
ードインターフェース加飾層を更に備え、前記化合物KBH4の分解したものはKであること
を特徴とする有機EL装置。
【請求項２】
前記カソードインターフェース加飾層は厚さが0.1nm〜50nmであることを特徴とする請
求項1に記載の有機EL装置。
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【請求項３】
前記カソードインターフェース加飾層は厚さが0.5nm〜10nmであることを特徴とする請
求項2に記載の有機EL装置。
【請求項４】
前記カソードインターフェース加飾層は、前記化合物KBH4又はそれが分解した混合物と
金属材料とをドープしたものであり、両者のドーピング比は1：10〜1：1であることを特
徴とする請求項1に記載の有機EL装置。
【請求項５】
前記金属は装置のカソードの金属と同じであることを特徴とする請求項4に記載の有機E
L装置。
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【請求項６】
前記金属はアルミニウム又は銀であることを特徴とする請求項5に記載の有機EL装置。
【請求項７】
前記カソード層はスパッタリング法で作製されたことを特徴とする請求項1に記載の有
機EL装置。
【請求項８】
前記カソード層は金属のアルミニウム又は銀であることを特徴とする請求項7に記載の
有機EL装置。
【請求項９】
基板にアノード層と有機機能層を順に作製し、有機機能層に化合物KBH4からなるカソー
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ドインターフェース加飾層を作製し、その後、カソード層を作製し、前記化合物KBH4の分
解したものはKであることを特徴とする有機EL装置の製造方法。
【請求項１０】
前記化合物KBH4を含むカソードインターフェース加飾層を作製する方法は真空蒸着法で
あることを特徴とする請求項9に記載の有機EL装置の製造方法。
【請求項１１】
KBH4を真空蒸着することにより、アルカリ金属水素化合物を含む前記カソードインター
フェース加飾層を作製することを特徴とする請求項9又は10に記載の有機EL装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は有機EL（Electro Luminescence）装置に関する。特にカソードインターフェー
ス加飾層を含む有機EL装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
五十年代から、Bernanose.Aなどは有機EL装置（OLED）の研究を始めていた。最初に研
究の材料はアントラセンの単結晶ウエハーであった。単結晶ウエハーには厚さの厚すぎる
問題（10〜20μm）が存在するので、高い駆動電圧（数百Vである）が必要である。1982年
、Vinceetは真空蒸着法で厚さが50nmのアントラセンの薄膜を作製し、30Vの電圧で青色の
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蛍光を観察したが、その外部量子効率が0.03％しかなかった。1987年に至って、アメリカ
のEastman Kodak会社の▲だん▼青雲（C.W.Tang）とVanslykehaは結晶がITO/Diamine/Alq
2

3/Mg:Agである有機小分子EL発光装置を発表した。装置は10Vの動作電圧で輝度1000cd/m

に達し、外部量子効率が1.0％に達した。科学者らに広く注目されている。続き、1990年
、イギリスのUniversity of CambridgeのJ.H.Burroughesグループは初めにNatureにおい
て共役ポリマーPPVもエレクトロルミネセンスを実現できることを発表した。彼らはスピ
ンコーティング法を用いて構成がITO/PPV/Caであるポリマー有機発光装置を成功的に作製
し上げ、0.05％の外部量子効率を取った。以上から、有機EL装置が表示に応用される可能
性を見出した。これから、有機小分子およびポリマーEL発光についての研究及び産業化の
序幕が開かれた。
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【０００３】
OLED装置の高効率、長寿命、高輝度などの性能指標は産業化を実現する基本である。普
通の有機材料では、正孔の遷移率の方が電子の遷移率より大きいので、電子注入効率の向
上は装置の性能の改善にとって非常に重要である。仕事関数が小さな金属（Ca、Mgなど）
を採用することで、有機層への電子の注入バリアを効率的に低減し、注入の電子を増加す
ることができる。しかし、このような活発な関数金属の作製及び保存は比較的に困難であ
り、且つ装置の作製プロセスに影響を及ぼしている。電子注入の能力を高める他の方法は
カソードと有機層との間に一層の無機化合物からなる電子注入層を付加するのである。実
績では、LiF/Alは電子注入の能力に優れたカソード構成であることを判明したので、OLED
の製品に広く応用されている。しかし、ハロゲン原子の存在なので、発光に対して消光を
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起こす可能となり、材料が比較的にひどい毒性を示しており、且つ材料の成膜温度が高く
、形成された電子注入層の薄膜の厚さに対して厳しく要求している。LiAlO2，Li2CO3を注
入層材料とする場合に、寿命が短くて、効率が悪い。今まで、多くの材料が電子注入材料
として提案されているが、第１主族元素及び第１主族元素からなる化合物を同時に含む提
案ができなかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明の目的は、電子注入の能力を効率的に高めることができ、装置の発光効率を顕著
に高めさせる有機EL装置を提供することにある。
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【０００５】
本発明の他の目的は電子注入の能力を効率的に高めることができ、発光効率を顕著に高
めさせる有機EL装置の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の目的は以下の技術方案によって達成した。本発明の有機EL装置は、基板と、基
板に形成されたアノード層と、アノード層に形成された有機機能層と、有機機能層に形成
されたカソード層を備える有機EL装置であり、前記有機機能層とカソード層との間には化
合物AxByCzを含むカソードインターフェース加飾層を更に備え、Aは第１主族元素又は第
２主族元素であり、Bは第３主族元素又は第５主族元素であり、Cは水素であり、1≦x≦2
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、y∈[0,1]、1≦z≦4である。
【０００７】
本発明の有機EL装置において、前記化合物AxByCzはKH、LiH、Li2NH2又はLi2NHであるこ
とが好ましい。
【０００８】
本発明の有機EL装置において、前記カソードインターフェース加飾層は厚さが0.1nm〜5
0nmであり、0.5nm〜10nmであることが好ましい。
【０００９】
本発明の有機EL装置において、前記カソードインターフェース加飾層は前記化合物AxBy
Czと金属材料とをドープしたものであり、両者のドーピング比が1：10〜1：1である。
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【００１０】
本発明の有機EL装置において、前記金属は装置のカソードの金属と同じである。
【００１１】
本発明の有機EL装置において、前記金属はアルミニウム又は銀である。
【００１２】
本発明の有機EL装置において、前記カソード層はスパッタリング法で作製され、カソー
ド層は金属のアルミニウム又は銀である。
【００１３】
本発明の他の目的は以下の技術方案によって達成した。本発明の有機EL装置の製造方法
は、基板にアノード層と有機機能層を順に作製し、有機機能層に化合物AxByCzを含むカソ
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ードインターフェース加飾層を作製し、その後、カソード層を作製し、Aは第１主族元素
又は第２主族元素であり、Bは第３主族元素又は第５主族元素であり、Cは水素であり、1
≦x≦2、y∈[0,1]、1≦z≦4である。
【００１４】
本発明の有機EL装置の製造方法において、化合物AxByCzを含む前記カソードインターフ
ェース加飾層を作製する方法は真空蒸着法であることが好ましい。
【００１５】
本発明の有機EL装置の製造方法において、KBH4、LiBH4、Li2NH2、Li2NH又はKAlH4を真
空蒸着することにより、アルカリ金属水素化合物を含む前記カソードインターフェース加
飾層を作製することが好ましい。
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【発明の効果】
【００１６】
本発明の技術方案の原理を分析すると、本発明の技術方案は、主にカソードインターフ
ェース加飾層が化合物AxByCzを含み、その中、Aは第１主族元素又は第２主族元素であり
、Bは第３主族元素又は第５主族元素であり、Cは水素であり、1≦x≦2、y∈[0,1]、1≦z
≦4である。蒸着の過程において、化合物AxByCzは分解して、化合物AmCn、Aを生成し、又
は化合物AxByCzは分解せず、分解した化合物AmCn又はAが電子注入層に存在することで、
電子の注入バリアを効率的に下げる。高効的な電子注入インターフェースを既に形成した
ため、電子注入バリアは更に低くなり、電子注入が更に効率的になり、装置の中に電子と
正孔がもっと釣り合いになり、装置の電流の効率が高くなる。
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【００１７】
本発明は発光層の形成後に一つのカソード加飾層を形成し、該カソード加飾層は化合物
AxByCz又はそれが分解した産物を含んでいる。該層を付加することによって、カソードイ
ンターフェースの電子注入の能力が向上し、装置の性能が顕著に向上する。同時に、製造
の過程において、該材料プロセスの実現可能性がよく、更に製造プロセスの過程において
装置の歩留まりが高められる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図1は本発明の装置の構成の模式的な図である。
【図２】図2は本発明の実施例1〜5におけるカソード加飾層の厚さが異なるOLED装置の電
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流密度−電圧の関係を示す図である。
【図３】図3は本発明の実施例1〜5におけるカソード加飾層の厚さが異なるOLED装置の輝
度−電圧の関係を示す図である。
【図４】図4は本発明の実施例1〜5におけるカソード加飾層の厚度が異なるOLED装置の電
流効率−電流密度の関係を示す図である。
【図５】図5は本発明の比較例2の装置の構成の模式的な図である。
【図６】図6は本発明の実施例1、6と比較例1、2におけるカソードの構成が異なるOLED装
置の電流密度−電圧の関係を示す図である。
【図７】図7は本発明の実施例1、6と比較例1、2におけるカソードの構成が異なるOLED装
置の輝度−電圧の関係を示す図である。
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【図８】図8は本発明の実施例1、6と比較例1、2におけるカソードの構成が異なるOLED装
置の電流効率−電流密度の関係を示す図である。
【図９】図9は本発明の実施例10、11におけるカソード加飾層の厚さが異なるOLED装置の
電流密度−電圧の関係を示す図である。
【図１０】図10は本発明の実施例10、11におけるカソード加飾層の厚さが異なるOLED装置
の輝度−電圧の関係を示す図である。
【図１１】図11は本発明の実施例10、11におけるカソード加飾層の厚さが異なるOLED装置
の電流効率−電流密度の関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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図面と実施例を参照して本発明を詳しく説明する。
【００２０】
実施例1〜8はカソード加飾層の材料がKBH4を含む実施の形態である。
【００２１】
実施例1
図1を参照し、本実施例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
実施例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００２２】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/KBH4(0.2nm)/Al(150nm)
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【００２３】
（1）有機発光層の作製
予めに処理されたガラス基板を真空のチャンバーに置き、1×10‑3 Paまで真空引きし、
正孔輸送材料NPBを蒸着し、材料の薄膜の蒸着レートが0.1nm/sであり、薄膜の厚さが50nm
である。正孔輸送層の上に厚さが70nmのAlq3を装置の発光層及び電子輸送層として蒸着す
る。
【００２４】
その中、ガラス基板はITO（Tin Indium Oxide）膜と基材からなり、ITO膜の表面抵抗は
50Ωであり、膜厚は150nmである。
【００２５】
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（2）カソード加飾層の作製
電子輸送層の作製後、厚さが0.2nmのKBH4を装置のカソード加飾層として作製し、本実
施例はKBH4を蒸着することで、カソード加飾層を作製し、その蒸着レートが0.01nm/s程度
であり、蒸着温度が350℃程度である。
【００２６】
（3）カソードの作製
本発光装置におけるカソードは厚さが150nmのアルミニウム薄膜からなり、アルミニウム
層の蒸着レートは1.0nm/sである。
【００２７】
（4）ガラスパケッジング板でパケッジングする。
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【００２８】
実施例2
図1を参照し、本実施例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
実施例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００２９】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/KBH4(0.5nm)/Al(150nm)
作製方法は、電子輸送層の形成後に厚さが0.5nmのKBH4を作製するほかに、実施例1と同
じである。
【００３０】
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実施例3
図1を参照し、本実施例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
実施例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００３１】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/KBH4(2.0 nm)/Al(150nm)
作製方法は、電子輸送層の形成後に厚さが2.0nmのKBH4を作製するほかに、実施例1と同
じである。
【００３２】
実施例4
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図1を参照し、本実施例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
実施例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００３３】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/KBH4(5.0nm)/Al(150nm)
作製方法は電子輸送層の形成後に厚さが5.0nmのKBH4を作製するほかに、実施例1と同じ
である。
【００３４】
実施例5
図1を参照し、本実施例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
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ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
実施例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００３５】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/KBH4(10.0nm)/Al(150nm)
作製方法は電子輸送層の形成後に厚さが10.0nmのKBH4を作製するほかに、実施例1と同
じである。
【００３６】
結論1：実施例1〜4における四つの異なる装置の構成を参照し、KBH4のカソードインタ
ーフェース加飾層の厚さ（厚さがそれぞれ0.2nm、0.5nm、2.0nm、5.0nm、10.0nmである）
を変更して、性能が異なるOLED装置を得た。この一連の装置の電流密度―電圧の関係、輝
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度―電圧の関係及び電流効率―電流密度の関係はそれぞれ図2、3、4に示す。
【００３７】
図2に示すように、KBH4の厚さが0.5nmより小さい場合には、厚さの増加につれて、グラ
フは電圧の低い方向へ移動し、厚さが0.5nmを上回る場合には、厚さの増加につれて、グ
ラフは電圧の高い方向へ移動し、しかし、0.5nm〜5.0 nmの区域において、性能の変化が
あまり大きくない。これにより、KBH4は比較的に厚い好適な厚さ及び比較的に優れた電子
注入の能力を有することが分かる。装置の好適な厚さはほぼ0.5〜5.0nmの範囲である。
【００３８】
図3の輝度−電圧の関係にも電流密度―電圧の関係に似ている挙動を示しており、即ち
、KBH4が0.5nm〜5.0 nmの区域にある装置は輝度のグラフに対応して電圧の低い区域にあ
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る。
【００３９】
図4の電流効率−電流密度から分かるように、KBH4が0.5nm〜5.0 nmの区域にある装置は
比較的に大きい電流効率を有し、KBH4の厚さの向上又は低減はいずれも装置の電流効率を
下げさせる。
【００４０】
そこで、前述より、KBH4/Alのカソードの構成は比較的な好適な厚さが0.5nm〜5.0 nmの
範囲である。
【００４１】
実施例6
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図1を参照し、本実施例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
実施例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００４２】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/KBH4(0.5nm)/Ag(150nm)
作製方法は電子輸送層の形成後に厚さが150nmのAgを作製するほかに、実施例1と同じで
ある。
【００４３】
比較例1
図1を参照し、本比較例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
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ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
比較例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００４４】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/LiF(0.5nm)/Al(150nm)
作製方法は、電子輸送層の形成後に厚さが0.5nmのLiFを作製するほかに、実施例1と同
じである。
【００４５】
比較例2
図5を参照し、本比較例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード層60を備える。本発明の比較例における有機
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EL装置の構成は以下のとおりである。
【００４６】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/Ag(150nm)
作製方法は比較例において金属の銀であり、カソード加飾層50がないほかに、実施例1
と同じである。
【００４７】
結論2：実施例1、6と比較例1、2では、四つのカソードの構成が異なり、それぞれKBH4
0.5nm/Al、LiF 0.5nm/Al、KBH4 0.5nm/Ag、AgのOLED装置であり、性能が異なるOLED装置
を得た。この一連の装置の電流密度―電圧の関係、輝度―電圧の関係および電流効率−電
流密度の関係はそれぞれ図6、図7、図8に示す。
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【００４８】
図6を参照し、KBH4 0.5nm/Agであるカソードの構成の装置は、電流密度のグラフが電圧
の最低の区域にあり、つぎは、KBH40.5nm/Alであるカソードの装置であり、更にLiF 0.5n
m/Alである装置であり、最後、Agだけをカソードとする装置である。
【００４９】
図7から分かるように、KBH4 0.5nm/Agであるカソードの構成の装置は、輝度のグラフが
電圧の最低の区域にあり、その最高の輝度も最大であり、つぎは、KBH40.5nm/Alであるカ
ソードの装置であり、更にLiF 0.5nm/Alである装置であり、最後、Agだけをカソードとす
る装置である。
【００５０】
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図8から分かるように、KBH4 0.5nm/Agであるカソードの構成の装置は最大の電流効率を
有し、1000 A/m2時における電流効率が3.90cd/Aとなり、KBH40.5nm/Alであるカソードの
構成の装置は1000 A/m2時における電流効率が3.75cd/Aとなり、LiF 0.5nm/Alであるカソ
ードの構成の装置は1000 A/m2時における電流効率が3.20cd/Aとなる。カソードの構成がK
BH4 0.5nm/AgとKBH40.5nm/Alである装置の効果は、カソードの構成がLiF 0.5nm/Alである
装置に比べて、それぞれ21.9%、17.2%高くなっている。
【００５１】
実施例7
図1を参照し、本実施例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
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実施例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００５２】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/KBH4：Ag（1:10）10nm/Ag(150nm)
作製方法はカソード加飾層の形成後に厚さが150nmのAgを作製するほかに、実施例1と同
じである。
【００５３】
実施例6と実施例7を比べると、結果を表1に示す。
【００５４】
【表１】
40

【００５５】
結論3：実施例6と実施例7を比べることから分かるように、KBH4とAgをドープした装置
は未ドーピング装置より、更に優れた性能を有する。
【００５６】
実施例8
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図1を参照し、本実施例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
実施例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００５７】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/KBH4(0.5nm)/Ag(20nm)
作製方法はカソード加飾層の形成後に厚さが20nmのAgを作製するほかに、実施例1と同
じである。
【００５８】
本実施例に作製したカソード層はAgが20nmであり、両面発光装置である。
【００５９】
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実施例9
図1を参照し、本実施例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
実施例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００６０】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/KBH4：Ag[1：10](10nm)/Ag(10nm)
KBH4：Ag[1：10](10nm)とはカソード加飾層におけるKBH4とAgのドーピング比が1：10と
なり、厚さが10nmである意味である。該カソード加飾層は両ソース又は複数のソースで共
蒸着の方式を採用して作製した。
【００６１】
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作製方法は、発光層の形成後に厚さ10nmのKBH4とAgの共ドーピング層を作製し、且つカ
ソード加飾層の作製後に厚さが10nmの金属Agを作製するほかに、実施例1と同じである。
本実施例の制作のカソード層はAgが10nmとなり、両面発光装置である。
【００６２】
実施例8と実施例9の効率を比べると、結果を表2に示す。
【００６３】
【表２】
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【００６４】
結論4：実施例8、9から分かるように、銀の厚さを薄くしても、装置は依然として比較
的に高い効率を有する。このような構成を採用する装置の長所はカソードの一面側から光
を出射することができる。このように一定の発光及び両面発光製品の作製を実現すること
ができる。
【００６５】
実施例10、11はカソード加飾層の材料がLiBH4を含む実施の形態である。
【００６６】
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実施例10
図1を参照し、本実施例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
実施例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００６７】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/LiBH4(0.5nm)/Al(150nm)
作製方法は電子輸送層の形成後に厚さが0.5nmのLiBH4を作製するほかに、実施例1と同
じである。
【００６８】
実施例11
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図1を参照し、本実施例の有機EL装置の構成の断面図である。その中、基板10、アノー
ド層20、正孔輸送層30、発光層40、カソード加飾層50、カソード層60を備える。本発明の
実施例における有機EL装置の構成は以下のとおりである。
【００６９】
ガラス基板/ITO/NPB(50nm)/Alq3(70nm)/ LiBH4(1.0nm)/Al(150nm)
作製方法は電子輸送層の形成後に厚さが1.0nmのLiBH4を作製するほかに、実施例1と同
じである。
【００７０】
結論5：実施例10、11の二種の異なる装置の構成を参照し、カソードの金属がAlである
場合には、LiBH4のカソードインターフェース加飾層の厚さ（厚さがそれぞれ0.5nmと1.0n
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mである）を変更して、性能が異なるOLED装置を得た。この一連の装置の電流密度―電圧
の関係、輝度―電圧の関係および電流効率―電流密度の関係はそれぞれ図9、10、11に示
す。
【００７１】
図9に示すように、LiBH4の厚さが1.0nmより小さい時に、厚さの低減につれて、グラフ
は電圧の高い方向へ移動することが分かる。これにより1.0nmのLiBH4は比較的に優れた電
子注入の能力を有する。
【００７２】
図10の輝度―電圧の関係にも電流密度―電圧の関係に似ている挙動を示している。即ち
、LiBH4が1.0nmの装置は、輝度のグラフが電圧の低い区域にある。
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【００７３】
図11の電流効率−電流密度のグラフから分かるように、LiBH4が1.0nmの装置は最大の電
流効率を有し、LiBH4の厚さの向上又は低減はいずれも装置の電流効率を下げさせる。
【００７４】
したがって、前述より、LiBH4 /Alのカソードの構成は好適な厚さが1.0nmである。
【００７５】
実施例12
KBH4に対応する比較的に厚い好適な厚度（2.0〜5.0nm）の範囲において、カソードをス
パッタリング法で作製することができる。KBH4は有機層を保護する役割を果たしており、
かつ装置の電子注入効果を高めることができる。カソードはAg、Alなどを選択すればいい
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。
【００７６】
【表３】

【００７７】
好適な実施例を用いて本発明について説明したが、本発明はそれらの実施例に限定され
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るものではなく。当業者は本発明の主旨および範囲を逸脱しない範囲において様々な変更
、改良をすることができる。したがって、本発明の保護範囲は特許請求の範囲に限定され
た範囲を基準とすべきである。
【符号の説明】
【００７８】
10

基板

20

アノード層

30

正孔輸送層

40

発光層

50

カソード加飾層
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60

カソード層
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