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第１章  序論 

 

１.１はじめに 

 

 1987 年に米イーストマン・コダック社の C. W. Tang らにより有機薄膜を 100 nm 程

度の積層構造にすることで, 10 V 以下の低電圧で発光素子の駆動が可能になったこと

が, 現在の積層型有機発光ダイオード（OLED）の研究の端緒であり，特筆すべきブ

レークスルーであった(1)。しかしながら素子の連続駆動寿命については，アルゴン雰

囲気で電流密度 J = 5 mA/cm2，初期輝度 50 cd/cm2 の駆動条件で，10 h 後には 30％の

輝度劣化が生じる速い劣化を示した。その後，各層の機能を分けた３層構造

（HTL/EML/ETL）の開発が安達らにより行われ(2,3)，ダブルヘテロ構造で効率良く発

光層内に電荷と励起子を閉じ込めることができるようになった。これらの研究を皮切

りに有機材料の開発，さらなる多層構造の開発が進んだ。発光材料においては一重項

励起子からの発光を利用した蛍光材料から，イリジウムやプラチナ等を用いた金属錯

体により三重項励起子からの発光を利用した燐光材料へと開発が進み，内部量子効率

25％の壁が破られた(4,5)。さらに, 現在では九州大学の研究グループによる高効率熱活

性遅延蛍光（TADF）の開発により純粋な芳香族炭化水素化合物によって，内部量子

効率が 100％が実現された(6-20)。 

OLED の発光特性は，発光層にドープするドーパント材料を選択することでディス

プレイに必要な赤，緑，青の発光スペクトルが得られ，また白色の発光も可能である。

さらに自発光型である故に，ディスプレイに求められる高輝度・高コントラスト・高

画質が実現でき，応答速度や視野角も優れている。それゆえに OLED は，近年フラッ

トパネルディスプレイや照明への応用が広く進んでいる。現在 OLED の市場は急速に 
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Fig. 1-1. The example of the OLED applications.  

 

拡大しており，特にモバイル端末への応用は著しい（Fig. 1-1）。しかしながら産業界

からは，さらなる特性の向上，特に長時間の信頼性が要求されている。そのため最大

限の OLEDの性能を得るためには，電気的及び光化学的な最適化が必要である。OLED

の劣化メカニズムには材料，デバイス構造，プロセス要因等が関係しているが，特に

素子における電荷移動度のバランスは内部量子効率に重要な役割(21)を果たし，また，

有機界面の劣化メカニズムと緊密に関係したデバイスの信頼性にも大きく影響を与

える。最近では Berleb らが OLED の界面電荷と電界分布(22)について，Brütting らが界

面の蓄積電荷とデバイス特性の影響について報告を行っている(23)。さらに盧らはデバ

イス駆動中の電荷蓄積により，発光層（EML）とホール輸送層（HTL）界面が劣化し，

また，発光層（EML）に使用される材料がデバイスの劣化に密接に影響していること

を報告している(24)。特に，電荷蓄積が容量電圧（C-V）測定から得られる最大容量（Cmax）

の減少と強い相関があることを明らかにしている(25,26)。 

OLED の劣化についてはこれまでに多くの研究(27-31)が報告されているが，有機界面

の雰囲気の OLED の劣化への影響について，また，電荷移動度と電荷蓄積の影響によ
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る有機界面の劣化については，未だ十分な理解が得られていない。したがって，本研

究では成膜時の雰囲気による汚染と発光領域の関係が，デバイスの劣化と界面蓄積電

荷による最大容量特性に与える影響を詳細に検討した。また，異なる電子輸送層（ETL）

を用いて，電荷移動度とデバイス特性の駆動劣化の関係について明らかにし，さらに，

C-V，過渡電流応答及びデバイス特性から，異なる ETL によるデバイスへの影響を明

らかにした。 

 

１.２ 実験材料の物性値 

 

 Table 1-1 に本研究での実験に使用した材料の最高占有分子軌道 HOMO (highest 

occupied molecular orbital) ，最低非占有分子軌道 LUMO (lowest unoccupied 

molecular orbital) ，移動度 (mobility) を示す。ホール注入層（HIL）はアリールア

ミン系，ホール輸送層（HTL）はアリールアミン系，発光層（EML）はアントラセン

系である。さらに電子輸送層（ETL）は，ETLM1：ガリウム錯体，ETLM2：アルミ

ニウム錯体，ETLM3：アリールピリジン系，ETLM4：フェナントロリン系である。

また，ホール移動度（μh）は HIL，HTL，EML について，電子移動度（μe）は EML， 

ETLM1，ETLM2，ETLM3，ETLM4 について示す。 

すでに前述したように素子における電荷移動度のバランスは内部量子効率に重要

な役割を果たし，さらに，有機界面の劣化メカニズムと緊密に関係してデバイスの信

頼性にも大きく影響を与える。したがって，電荷移動度のバランスを実験的に変化さ

せて劣化メカニズムを詳細に調べることが重要である。このため，本研究では電子移

動度（μe）の異なる ETLM1，ETLM2，ETLM3，ETLM4 材料を使って素子を作製

し，電荷移動度のバランスを変化させて劣化要因を解明した。 
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１.３ EL 量子効率 

 

 OLED は発光素子であるが，その原理は陽極（Anode）と陰極（Cathode）から注入

されたキャリアが再結合して，素子内部で励起子が発生し，それが放射失活するとき

に発光として観測される。このとき素子に注入されたキャリア数と発生したフォトン

数の比を内部量子効率（ηint）として表す。さらに素子から外部へ光を取り出す場合に

光取り出し効率（ηout）による損失が生じるため，素子に注入されたキャリア数と素

子から取り出したフォトン数の比を外部量子効率（ηext）として表す。 

内部量子効率（ηint）には，キャリアバランス因子（γ），発光に寄与する励起状態の

生成確率（χ），発光量子効率（φ）が影響しており，内部量子効率（ηint）は，これら

の積で表される。以上より，これらの関係は以下の式として表わされる。 

ηext = ηint×ηout ＝ γ×χ×φ×ηout  (1-1) 

Table 1-1.  HOMO, LUMO and mobility of thin film layers used in this study. HOMO 

and LUMO were measured by photoemission yield spectroscopy and by UV-Vis 

spectroscopy, respectively. The mobility was measured by the impedance spectroscopy. 

 μ
h
 : hole mobility, μ

e 
: electron mobility  
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本研究では電極から注入された電荷が如何に効率よく光に変換されるか，さらに連続

駆動寿命試験下における素子の安定性について，主にキャリアバランス因子（γ）の

視点から劣化特性を論ずる。 

 

１.４ 有機発光ダイオードの劣化 

 

OLED の劣化については，１.１節で述べたように初期の研究では非常に短い寿命で

あった。しかしながら OLED は数 10 nm の有機薄膜を積層した構造であるために，そ

の劣化のメカニズムを解明することは極めて困難であった。近年では走査型電子顕微

鏡（SEM），エネルギー分散型 X 線分析装置（EDX），原子間力顕微鏡（AFM），透

過型電子顕微鏡（TEM），飛行時間型二次イオン質量分析法（TOF-SIMS）などの発

達した分析装置や，高速液体クロマトグラフィー（HPLC）やガスクロマトグラフィ

ー（GC）などの化学分析手法及び輝度劣化，電圧上昇，キャパシタンスの経時変化

の測定と組み合わせた総合的な解析によって劣化機構の解明が迅速に進められてい

る。ここで劣化機構の全体像について述べておく（Table 1-2）。 

本研究で着目している輝度劣化には，分子の動的変化による劣化，不純物による劣

化，光化学及び電気化学エネルギーによる有機材料自身に基づく劣化が存在する。分

子の動的変化には，駆動中のジュール熱の発生や環境温度の影響により，有機材料の

モルフォロジーが変化するために輝度劣化が生じることが報告されている(32)。また，

OLED は超薄膜の有機材料で構成されるため，低い駆動電圧であっても電界強度は

106 V/cm 程度と高電界となるため，分子双極子の再配向が起こり輝度劣化することも

ある(33,34)。さらに不純物による劣化では，素子作製プロセス中にイオン性不純物が混

入した場合，駆動による高電界の影響で有機薄膜中をイオン性不純物が移動し，発光
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阻害を生じて輝度劣化を引き起こす(35,36)。また，大気中の酸素が有機薄膜中に取り込

まれたり，真空チャンバー内の水分が残存した場合には，駆動中に有機材料と反応し

て酸化が生じ，輝度劣化に至る(37-40)。この様な光化学及び電気化学エネルギーによる

有機材料自身の劣化では，発光領域に存在する活性なカチオン分子，アニオン分子，

励起子が化学反応を誘発するために，エネルギーロスが生じ，輝度劣化に至る。また，

発光領域近傍にトラップされた電荷が蓄積され，有機材料がラジカル反応で分解して

消光サイトとなるために輝度劣化となる場合も報告されている (41,42)。現実的には，

これらの要因が複雑に関連して，輝度劣化が進行していると考えられ，劣化メカニズ

ムを特定することは非常に困難である。しかしながら，実用上の要求に応え，OLED

の実用範囲を広げるためには，劣化要因の解明が重要な研究課題であり，メカニズム

の解明が必須である。 

Table 1-2. A schematic of the OLED degradation factors. 

 

その他にもダークスポットによる劣化や突発的な故障がある。ダークスポットは素

子上に存在する有機物や金属のパーティクルを要因として，素子に侵入してくる大気

中の酸素や水分が原因となり，陰極の劣化や剥離を起こすために生じる素子上の黒点
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である。ダークスポットの周辺ではキャリア注入が困難になり電気的に閉回路となる

ため，素子が発光できなくなっている。OLED は数 10 nm の有機薄膜を積層した構造

であるために，パーティクルが存在すると部分的に薄膜がカバーされなくなり，素子

内に酸素や水が浸入して拡散し陰極と反応して酸化膜となる。また，ETL 材料が酸

素や水で酸化されたり再結晶化したりすることで，陰極と ETL 間が剥離し絶縁化す

るため発光しなくなりダークスポットが発生成長すると考えられ，これらの現象を抑

制するために，一般的に OLED 素子は 10−5 g/m2・day 以下のオーダーの高い水分バリ

ア性が必要と考えられる。また，突発的な故障は，基板表面上に存在するパーティク

ルや基板の陽極のクラックなどが原因で陰極と陽極間に電気的ショートが起こり，発

光面全体が突発的に発光しなくなる現象である。 

 

１.５ 容量電圧測定と最大容量特性 

 

 本研究では、素子の劣化解析に C-V 法を用いた(27,28)。C-V 測定の原理は Fig. 1-2 に

示すように Agilent 社製の LCR メータ 4284A により発振機の信号を素子に加え，素

子の両端の電圧と素子に流れる電流からベクトル演算によって容量を求める。 

 Fig. 1-2. A schematic of the C-V measurement principle in this study.  
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ここで
・

Zは複素インピーダンス，
・

V は複素電圧，
・

I は複素電流， R は実部抵抗，X は

虚部抵抗，ωは角周波数であり，上記の関係から素子の容量 C，インダクタンス Lが

求められる。本研究での C-V測定は－5 Vから 7 Vの範囲を 0.1 Vステップで測定し，

周波数は 1 kHzで各測定ポイントは 1秒間隔で行うようにプログラム化して測定した。

Fig. 1-3 に本研究で得られた典型的な C-V 特性の例を示しており，C-V 特性のピーク

値を最大容量 Cmaxとした。素子への印加電圧を上げるに従い Cmaxまでは空のトラッ

プに電荷が入り，Cmax以降は注入電流で容量が減る。C-V 特性から素子の界面に蓄積

された電荷量が分かり，キャリアバランスの崩れによる素子劣化の解明に有効である。 

 

 

 

１.６ レーザー転写法 

 

レーザー転写法(43)は EML を成膜したドナー基板を転写する対向基板に密着させ，

レーザーで加熱して EML を基板に転写する方法である（Fig. 1-4）。レーザー転写法

は，赤，緑，青の発光材料を用いた EML を独立に形成することができ，真空蒸着法

と違い作製するときにメタルマスクを使わないためマスクの制約がなくなる。 

Fig. 1-3. A schematic of the C-V characteristics and Cmax in this study.  
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Fig. 1-4.  Schematic view of the laser transfer method.  

 

このためディスプレイの大型化や微細化により，メタルマスクでの対応が困難な場合

に有効になる。しかしながら真空蒸着法とレーザー転写法を組み合わせて EML を作

製する場合には，素子作製のプロセスで高真空環境と窒素雰囲気環境に素子が曝され

ることになり，レーザー転写する EML と両側に作製される HTL 及び ETL との有機/

有機界面に雰囲気による酸素や水，汚染物質が巻きこまれる可能性がある。本研究で

は汚染発生が生じる可能性の高い有機/有機界面に着目し，HTL / EML 及び EML / ETL

間の界面の汚染程度とデバイス特性の劣化を有機表面のレーザー転写法による汚染

物質の修飾処理によって検証した。そして汚染の影響を抑制する方法について検討し

た。 

Fig. 1-5 に 本研究で用いたレーザー転写全体のプロセスフローを示す。Fig. 1-5（a）

でスパッタリング法によりモリブデン薄膜（膜厚：60 nm）をガラス基板に成膜して

ドナー基板とした。次に Fig. 1-5（b）でドナー基板を温度 23 ℃，湿度 50％のクリー 

ンルーム環境の大気中に 8 時間暴露して，汚染物質を付着させた。一方，Fig. 1-5（c） 
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で ITOの基板上にアリールアミン系材料のHILとHTLを真空蒸着によって成膜した。

成膜条件は 1×10−4 Pa 以下の真空中で，成膜レートは 0.1–0.2 nm/s である。その後，

酸素濃度 1 ppm 以下，露点－80 ℃の窒素雰囲気のグローブボックスを通してドナー

基板と蒸着基板を Fig. 1-5（d）のレーザー転写チャンバーに移した。ここで，ドナー

基板を HTL に密着させ， HTL 表面へ付着させた汚染物質をレーザー転写した。この

時のレーザーエネルギー密度は 1.4×10−5 mJ/μm2 でレーザー照射は真空中のレーザー

転写チャンバー内で行い，照射室の真空度は 1.0×10−3 Pa 以下であった。レーザービー

ムのスポットサイズは直径 0.3 mm であり，プログラム化したシーケンス制御により

Fig. 1-5. Process flow of the laser transfer modification (a) Mo sputtering on the donor 

substrate glass, (b) exposure to air Mo sputtered donor substrate glass, (c) HIL and HTL 

deposition under vacuum, and (d) laser transfer under vacuum.  
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スキャン速度 225 mm/sでレーザービームをスキャンさせながら 2 × 2 mm2のデバイス

の実働面積に照射した。この修飾処理により汚染物質をドナー基板から HTL 表面へ

転写して，界面の汚染とデバイス特性の劣化を検証した。 

 

１. ７ TOF-SIMS 分析 

 

 TOF-SIMS は，試料表面にパルスイオンを照射した際に発生する二次イオンを飛

行時間型質量分析計で測定することで，試料表面の構成元素や化学構造に関する情報

を得ることのできる表面分析法であり，無機物質や有機物質の分析に有効である。試

料の最表面（数 nm）の高感度質量分析ができ，高感度な分析のため ppm レンジの汚

染物質が確認できる。また，高質量分解能で広い質量範囲の測定が可能であり，さら

に最大数 nm 角の広い視野範囲での分析が可能である。Fig. 1-6 に本研究で用いた TOF

－SIMS 分析を示す。ION-TOF 社製の TOF-SIMS（TOF-SIMS5）を用いて加速電圧 25 

kV，Bi3
++ の一次イオン照射電流 0.1 pA の条件下で 200×200 μm2 の範囲を測定した。

測定した試料は HTL または EML の素子表面である。 

 

Fig. 1-6.  Schematic view of a TOF-SIMS analysis.  

 

 Fig. 1-7 に本研究で用いた TOF－SIMS 分析のプロセスフローを示す。Fig. 1-7（a）

に示すようにレーザー転写チャンバーでドナー基板を HTL に密着させ， HTL 表面へ
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汚染物質をレーザー転写した。ここでレーザー転写した素子を複数作製し，一方の素

子は酸素濃度 1 ppm 以下，露点－80 ℃の窒素雰囲気のグローブボックスを通して蒸

着チャンバーへ移して Fig. 1-5（b）の EML と ETL を蒸着した。成膜条件は 1×10−4 Pa

以下の真空中で，成膜レートは 0.1–0.2 nm/s である。他方の素子は酸素濃度 1 ppm 以

下，露点－80 ℃の窒素雰囲気のトランスファーベッセルにより TOF－SIMS 分析室へ

10 分かけて移して TOF-SIMS 分析した。トランスファーベッセルを使うことにより，

素子が大気暴露されるのを防いでいる。本研究では，この TOF-SIMS 分析手法とレー

ザー転写法を組み合わせることで，有機/有機界面の汚染程度とデバイス特性の劣化

及びそのメカニズムを検証した。 

 

Fig. 1-7. Process flow of the TOF-SIMS analysis (a) laser transfer modification, (b) EML and 

ETL deposition under vacuum, and (c) TOF-SIMS analysis of HTL surface. 
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１. ８ 本研究の目的 

 

本研究は，OLED における発光効率の低下と連続駆動下での素子劣化について，汚

染物質の影響と電荷蓄積の関係性を調べることにより，OLED の発光効率低下及び寿

命低化のメカニズムと抑制策に関する知見を得ることを目的とする。 

 第２章では，HTL / EML 間の有機/有機界面に着目し，界面の汚染程度とデバイス

特性の劣化に相関があることを有機表面の修飾処理によって検証した。汚染物質の特

定には TOF-SIMS を使用し，雰囲気のデバイス特性への影響は，C-V 測定と初期発

光効率及び輝度寿命の素子特性から特定しており，これらの結果について論じる。 

 第３章では，HTL / EML と EML / ETL の両界面の汚染とデバイス特性の劣化に

相関があることを有機表面の修飾処理によって検証した。さらに発光に寄与する再結

合領域の異なるデバイスとの比較により，再結合領域と汚染によるデバイス劣化のメ

カニズムについて論じる。 

 第４章では，異なる電子輸送層（ETL）材料を用いてキャリアバランスの崩れを検

討し，ETL の電荷移動度が異なった場合のデバイス特性と駆動劣化の関係について

検証を行った。さらに C-V，過渡電流応答及びデバイス特性を測定し，異なる ETL

材料によるデバイス特性への影響を明らかにした。 

 第５章は本論文の結論である。 
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第２章  有機発光ダイオードの劣化に及ぼす有機/有機界面への雰囲気                  

の影響 

 

２. １はじめに 

 

OLED は薄膜構造で作製されるが，その作製方法は真空蒸着法と溶液プロセス法に

大きく分けられる。真空蒸着法は溶液に対する溶解性の低い低分子化合物を高真空中

で加熱して基板に蒸着する方法である。溶液プロセス法は溶解性の高い高分子化合物

を，溶液に溶かしてスピンコート法やインクジェット法で成膜する方法である。OLED

の作製プロセスでは，プロセス中に発生する汚染の影響によりデバイス特性が大きく

影響を受けることが推察される。OLED を構成する要素である有機半導体材料は酸素

や水の存在に敏感であり，初期発光輝度特性や輝度寿命特性に大きな影響が出る。そ

のため，OLED 作製プロセス中では，徹底して不純物を取り除くことが重要であり，

素子作製の真空プロセス中での水分によるデバイス寿命特性についての報告もある

(37)。真空プロセス中の真空度及び水分の含有量とデバイスの寿命特性については，高

真空ほど水分の含有量が少なくデバイスの寿命特性が改善されることが報告されて

いる(38)。 

本研究では，真空蒸着法とレーザー転写法を組み合わせた素子作製プロセスにおい

て，汚染発生が生じる可能性の高い有機/有機界面に着目し，HTL / EML 間の界面の

汚染程度とデバイス特性の劣化に相関があることを有機表面の修飾処理によって検

証した。有機表面の汚染の特定には TOF-SIMS を使用した。雰囲気のデバイス特性へ

の影響は，C-V 測定と初期発光効率及び輝度寿命の素子特性から特定した。 
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２.２ 実験方法 

 

２.２.１ 表面修飾処理 

 素子作製中の環境雰囲気が素子特性に及ぼす影響について明らかにするために，

HTL 表面を種々の汚染材料で修飾処理した素子を準備した。Fig. 2-1(a)に示すように，

素子はホール注入層（HIL），ホール輸送層（HTL），発光層（EML），電子輸送層（ETL）

から構成され，各層の膜厚（nm）は，ITO/HIL(8)/ HTL(32) / EML(15) / ETL(45) 

Mg:Ag(10)とした。素子特性と汚染源との関係を論じる場合，素子中において電荷が

再結合し励起子を生成し，発光する箇所を特定することが重要である。そのため，本

研究で作製した OLED の発光領域を特定するため，発光色素を素子中に局所的にドー

ピングすることで，その発光箇所を特定する局所ドープ法(44)を用いた。局所ドープ法

では Fig. 2-1(b)と(c)に示すように，EML の作製時にドーパント（10%）をドープする

領域を EML 中の限定した領域にした複数の素子を準備し，EML の全域にドープした

素子と局所的にドープした素子の発光強度を比較することで，発光強度のより強い側

を発光領域と特定している。 
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Fig. 2-1. (a) Schematic view of the device structure and the emission site in EML. (b) The 

position of a doped layer in the EMLs. Device 1 indicates the exciton formation site locates 

on the HTL side, while it is located on the opposite side for device 5. (c) Doped position 

dependence of the normalized luminance ratio against a fully doped device.  

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に実験の手順について示す。まず，ITO の基板上にアリールアミン系材料の HIL

と HTL を真空蒸着によって成膜した。成膜条件は 1×10−4 Pa 以下の真空中で，成膜レ

ートは 0.1–0.2 nm/s である。その後 Fig. 2-2 に示す様に 4 種類の HTL 表面修飾処理を

行った。最初の（a）の素子は，ガラスのドナー基板を HTL に密着させ， HTL 表面

へ汚染物質をレーザー転写したものである。ここで，ドナー基板は Fig. 1-5 ですでに

述べたように温度 23 ℃，湿度 50％のクリーンルーム環境の大気中に 8時間暴露して，

汚染物質を付着させている。スパッタリング法によりモリブデン薄膜（膜厚：60 nm）

を成膜したガラス基板をドナー基板として用い，レーザー光を照射する転写プロセス

を，HTL 表面の修飾処理に利用した。この時のレーザーエネルギー密度は 1.4×10−5 

Fig. 2-2. A hole transport layer (HTL) was initially deposited on a hole injection layer 

(HIL). Then, four types of devices were prepared by modification of the HTL surfaces by 

(a) laser transfer, (b) exposure to air, (c) storage in nitrogen, and (d) storage under vacuum. 

The donor substrate had a sputter-coated layer of molybdenum on the glass substrate. 

Except for the HTL surface treatment, as shown by the red line, all samples were fabricated 

under vacuum. 
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mJ/μm2 でレーザー照射は真空中チャンバー内で行い，照射室の真空度は 1.0×10−3 Pa

以下であった。レーザービームのスポットサイズは直径 0.3 mm であり，プログラム

化したシーケンス制御によりスキャン速度 225 mm/s でレーザービームをスキャン

させながら 2 × 2 mm2のデバイスの実働面積に照射した。この修飾処理により汚染物

質がドナー基板から HTL 表面へ転写された。 

Fig. 2-2 の他の 3 種類の素子は（b）HTL 表面を大気に 5 分間暴露したもの，（c）窒

素中に 5 分間保管したもの，（d）真空中に 5 分間保管したものである。大気暴露の環

境は温度 23 ℃，湿度 50％のクリーンルーム環境，窒素雰囲気は酸素濃度 1 ppm以下，

露点－80 ℃のグローブボックス環境，真空中は 1.0×10−4 Pa 以下の真空度で蒸着チャ

ンバー環境である。この様に HTL 表面に異なる雰囲気環境の修飾をすることで，デ

バイス特性に与える影響を検証した。 

 

２.２.２ 素子の表面分析と特性の測定 

 

 汚染物質の特定は，（a）レーザー転写プロセスを通した素子，（b）大気暴露した素

子，（c）窒素雰囲気に保管した素子について TOF-SIMS で行った。ION-TOF 社製の

TOF-SIMS（TOF-SIMS5）を用いて加速電圧 25 kV，Bi3
++ の一次イオン照射電流 0.1 pA 

の条件下で 200×200 μm2 の範囲を測定した。素子は Fig. 1-7 に示すように蒸着室に直

結で接続されたグローブボックスから，トランスファーベッセルを使って TOF-SIMS

測定室へ窒素雰囲気中で 10 分かけて移動させた。真空中に保管した素子は，トラン

スファーベッセルを使って移動させるときにグローブボックス中の窒素雰囲気に曝

す必要があるため，窒素中に保管したものと同様の処理をしたことになる。真空中の

みで素子を移動させるためには，蒸着室と TOF-SIMS 測定室が直結である必要がある
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が，装置構成上の制約条件があり真空中のみで移動させた素子の TOF-SIMS 分析は困

難であった。 

 作製したデバイスの実働面積は 2 × 2 mm2である。このサイズの素子でデバイスの

基本特性，C–V と I–V 特性，電流密度(J) = 65 mA/cm2での定電流駆動の寿命試験測定

を行った。デバイスで表面修飾処理をしていない参照素子は，駆動電圧 4.0 V でエネ

ルギー変換効率（LE）16.4 lm/W，外部量子効率（EQE）6.2%，CIE 色度は（0.233, 0.687）

であった。C–V と I–V 特性は Agilent 社製の LCR メータ 4284A と半導体パラメータ・

アナライザ 4156C を使って測定した。C-V 測定は－5 V から 7 V の範囲を 0.1 V ステ

ップで測定し，周波数は 1 kHz で各測定ポイントは 1 秒間隔で行うようにプログラム

化して測定した。C-V 測定の原理は LCR メータにより発振機の信号を素子に加え，

素子の両端の電圧と素子に流れる電流からベクトル演算によって容量を求める。C-V

特性から素子の界面に蓄積された電荷量が分かり，キャリアバランスの崩れによる素

子劣化の解明に有効である。
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２.３ 結果と考察 

 

２.３.１ ホール輸送層表面修飾処理と TOF-SIMS 分析 

 

 Fig. 2-2 に示す（a）レーザー転写プロセスを通した素子，（b）大気暴露した素子，

（c）窒素雰囲気に保管した素子の 3 種類の素子について，HTL 表面の汚染物質を特

定するために TOF-SIMS 分析を行った。Fig. 2-3 に，HTL 材料に由来するフラグメン

トの2次正イオンと負イオンの強度比を窒素雰囲気に保管した素子の強度比に対して

示している。すなわち窒素雰囲気に保管した素子の強度比を 1 としている。 

転写プロセスを通した素子と大気暴露した素子の HTL 材料由来のフラグメントの

強度比に明白な違いはみられなかった。この結果から，転写プロセスと大気暴露によ

る修飾では，HTL 材料に由来する分解物は窒素雰囲気の修飾に比べて一桁以下の強度

比の違いであった。TOF-SIMS の分解能が有意な差として判断するには一桁以上の差

が必要であることからすると，ほぼ同程度であると考えられる。 

 

Fig. 2-3. Secondary cation and anion intensity ratios of the HTL material relative to the 

nitrogen-processed sample determined by TOF-SIMS analysis. The label HTL-X refers to the 

fragment originating from the HTL material. No distinct differences were detected in the 

intensity ratio of the samples modified by the transfer process and air-exposed process. 
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Fig. 2-4. Intensity ratios of secondary cations and anions relative to the nitrogen-processed 

sample determined by TOF-SIMS analysis. The x-axis labels refer to the detected 

fragments. Large differences in the intensity ratios for CH-, O-, OH-, P-, and S-containing 

ions were detected from the transfer-processed samples. 
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Fig. 2-4 に，転写プロセスを通した素子と大気暴露した素子の HTL 材料以外の 2 次

正イオンと負イオンの強度比を示す。ここで，窒素雰囲気に保管した素子を対照とし，

窒素雰囲気に保管した素子の強度比を 1 としている。 

転写プロセスでは，特定の汚染物質を選択的にドナー基板に付着させて転写する方

法はとらず，転写後にどのような物質が転写されたかを TOF-SIMS で分析して確認す

る方法をとっている。これはプロセス中では大気中を含めて複数の汚染物質が存在し，

実際のプロセスに近い場合に想定される汚染物質の特定と，そのデバイス特性への影

響を検証するためである。 

転写プロセスを通した素子では，Fig. 2-3 に示した HTL 材料に由来するイオン強度

比よりはるかに大きな違いがみられた。すなわち，炭化水素系イオン，酸素含有イオ

ン，窒素含有イオン，OH 系，P 系，S 系，ポリジメチルシロキサン（PDMS）が強く

検出された。このため HTL 表面は転写修飾プロセスにより，大気暴露された場合よ

りも強く汚染されていることが確認された。さらに大気暴露された素子からも，酸素

含有イオンや OH 系，P 系，S 系イオンの相対的に強い強度比が検出された。この結

果から大気暴露された素子においても，大気中の汚染物質や酸素の吸着により汚染さ

れたことが確認された。 

 ここで検出された強度比は2次イオン化した場合のフラグメントとして検出された

強度比であり，例えば SO4と SO4H がそのままの結合状態を示すものではなく，異な

る状態として存在するか否かは分からない。最表面からの情報を得る TOF-SIMS の分

析では結合状態の議論まではできず，例えば SO3と SO4H の平衡関係までは議論がで

きない。この関係は P 系にも同様のことが言える。 

 

 

 



 23 

２.３.２ 表面修飾処理後の EL 効率低下と寿命 

 

 Fig. 2-5（a）に，HTL 表面修飾後の EL 発光効率の初期劣化率を，Fig. 2-5（b）に

HTL 表面修飾後の EL 発光輝度の連続駆動下における寿命試験結果を示す。Fig. 2-5

（a）から，HTL 表面修飾の影響は，転写修飾プロセス，大気暴露，窒素雰囲気の保

管により異なることが分かる。転写修飾プロセス後の素子は，EL 発光効率低下が真

空保管の素子に比べ 55％，窒素雰囲気に保管した素子は 40％低下した。EL発光効率

の低下は，Fig. 2-4 に示す汚染物質の 2 次イオン強度比と一致した。窒素は不活性ガ

スではあるが，グローブボックス中の窒素雰囲気は酸素濃度 1 ppm 以下，露点－80 ℃

であり，蒸着チャンバー環境内の 1.0×10−4 Pa 以下の真空度に比べると多くの不純物を

含んでいると推察される。このため不活性ガスの窒素雰囲気に保管した素子にも関わ

らず，初期の EL発光効率が 40％も低下したものと考えられる。 

これらの素子は，EL 発光効率は低下したものの発光寿命試験を行った。Fig. 2-5（b）

に HTL 表面修飾後の EL発光輝度低下の時間推移を示す。最も寿命が良好なデバイス

は真空中保管を経過した素子であった。次に窒素雰囲気の保管，その次に大気暴露，

最も大きな劣化が観測されたものは転写修飾プロセスのデバイスであった。ここでも

寿命試験の結果は 2 次イオン強度比と良好な一致を示した。HTL 表面に強い汚染物質

が検出されると，OLED の耐久性が著しく低下することが分かった。よって，本研究

で作製した OLED のデバイス特性の劣化は，Fig. 2-4 に示す水分や汚染物質が HTL 界

面に存在することによるものと結論できる。 

 Fig. 2-5（b）では真空プロセスのみで作製した素子も長期的には輝度劣化している

が，蒸着チャンバー内の 1.0×10−4 Pa 以下の真空中にも酸素や水分は存在し，それらが

HTL 表面に付着するため化学的に反応して輝度劣化が生じたと考えられる(39)。さら
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に駆動中には電気化学エネルギーによる材料自身の化学劣化，駆動により生じたジュ

ール熱による熱的劣化，キャリアバランスの崩れによる電気的劣化が複合的に生じて

いると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-5. (a) EL efficiency deterioration rate of samples after modification by exposure to 

nitrogen, exposure to air, and modification by the transfer process (relative to storage under 

vacuum). (b) The EL luminance degradation as a function of time for samples that were kept 

under vacuum, exposed to nitrogen, exposed to air, and modified by the transfer process. 
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２.３.３ 表面修飾処理後の容量電圧と Cmax特性 

 

 Fig. 2-6（a）に，転写修飾プロセス，窒素雰囲気の保管，真空保管の素子の C–V 特

性を示す。また，Fig. 2-6（b）には，各々の素子の最大容量 Cmax特性の時間依存性を

示す。Fig. 2-6（a）の転写修飾プロセスの素子は，初期測定の Cmaxが，3.5V 付近で減

少していることが分かる。この結果から転写修飾プロセス後の汚染物質のため，移動

可能な電荷 Qmが減少したことが示唆される。 

Fig. 2-5（a）に示すように，転写修飾プロセスの素子は EL 発光輝度の劣化率が最

も大きかった。また，初期 Cmaxの減少は汚染物質のため，有機界面により多くの電荷

が蓄積もしくは固定されたことを意味していると考えられる。寿命試験での転写修飾

プロセスの素子の 50 h までの急峻な劣化は，Cmaxの減少と相関が見られる。Fig. 2-6

（b）に示すように，これら 3 種類の素子は経過時間とともに Cmax の減少を示した。

この結果から，Fig. 2-5（b）の緩やかな劣化はデバイスの駆動中に蓄積された電荷の

ため Qmが減少し，Cmaxが低下したことによるものと示唆される。初期と寿命試験中

の Cmaxの低下すなわち Qmの低下は，デバイスの発光効率と寿命特性に重大な影響を

与えていることが分かる。 
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Fig. 2-6. (a) C–V characteristics after modification by the transfer process, exposure to 

nitrogen, and storage under vacuum. (b) Time dependence of C
max

 (the peak value of 

capacitance in the C–V characteristics) after modification of the samples by the transfer 

process, exposure to nitrogen or storage under vacuum.  
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２.４まとめ 

 

 本章では，発光領域が HTL 側の素子において，HTL 表面に汚染物質が付着した場

合にどのような汚染物質が付着するのか，また，そのためにデバイス特性にどのよう

な影響が出るのかを検証した。TOF-SIMS の分析では HTL 表面に付着した汚染物質は 

炭化水素系イオン，酸素含有イオンや窒素含有イオン，OH 系，P 系，S 系，ポリジ

メチルシロキサン（PDMS）と同定された。汚染の程度は転写修飾が最も強く汚染さ

れ，次に大気暴露，窒素雰囲気の順であった。これらの素子のデバイス特性から，初

期の発光効率の低下及び輝度寿命試験の測定結果を TOF-SIMS の分析結果と比較し，

HTL 表面の汚染程度が強いほどデバイス特性の劣化が大きいことが明らかになった。 

さらに C–V と Cmax特性から，汚染程度の強い転写修飾の素子において初期の Cmax

特性が減少しており，寿命試験中に駆動させると輝度劣化とともに Cmax特性が減少す

ることが判明した。このことは，蓄積された固定電荷が増加したため，移動可能な電

荷 Qmが減少したことを意味している。これらのデバイス特性の劣化現象及び Cmax特

性の減少は，大気中に由来してプロセス中に HTL 表面に付着した水分や汚染物質の

存在によるものと結論する。 
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第３章 発光界面と有機/有機界面への汚染の影響と劣化の関係 

 

３.１はじめに 

 

第２章で前述したように，HTL と EML の発光界面に汚染物質が付着するとデバイ

スの初期特性及び輝度寿命特性の大きな劣化要因となることが分かった。素子の作製

プロセスでは複数の有機層を積層するため，その他の有機/有機界面にも汚染物質が

付着することが推察される。また，蒸着プロセスと転写プロセスを組み合わせた素子

作製が行われる場合も想定され，どの有機/有機界面が汚染に対して敏感であるのか，

さらにどのようなデバイスの特徴と関係があるのかを検証することが重要と考えら

れる。 

本章では，HTL / EML と EML / ETL の界面の汚染とデバイス特性の劣化に相関があ

ることを有機表面の修飾処理によって検証した。さらに発光に寄与する再結合領域の

異なるデバイスとの組み合わせで，再結合領域と汚染によるデバイス劣化のメカニズ

ムについて論じる。 

第２章と同様に有機表面の汚染の特定には TOF-SIMS を使用した。雰囲気のデバイ

ス特性への影響は C-V 測定と素子特性から特定した。 

 

３.２ 実験方法 

 

３.２.１ 発光領域の特定 

 本研究では発光スペクトルの特徴の異なる緑色発光デバイスと赤色発光デバイス

を使って実験を行った。緑色発光デバイスの構造と膜厚（ nm ）は，
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ITO/HIL(8)/HTL(28)/EML(29)/ETL(40)/Mg:Ag(10) であり，赤色発光デバイスは，

ITO/HIL(8)/HTL(28)/EML(48)/ETL(40)/Mg:Ag(10) とした。材料は HIL：アリールアミ

ン系，HTL：アリールアミン系，EML：アントラセン系，ETL：アルミニウム錯体

である。それぞれの EML 中の発光領域を特定するために，第２章と同様の局所ドー

プ法(44)を用いた。Fig. 3-1(a) に示すように EML 作製時にドーパント（緑色：10%，

赤色：0.5%）をドープする領域を各 EML の膜厚を 5 等分（緑色：5.8 nm，赤色：9.6 nm）

して EML 中の限定した領域（1～5）にセットした素子を作製し，EML の全域にドー

プした素子と局所的にドープした素子の発光強度を比較することで，発光強度のより

強い側を発光領域と特定した。 

Fig. 3-1(b) に示すように，緑色発光デバイスと赤色発光デバイスでは，ドープした

領域によりドーパントの発光強度が異なる結果が得られた。緑色発光デバイスのドー

パントの発光強度はHTL側が強く，赤色発光デバイスのドーパントの発光強度はHTL

と ETL の両界面で強いが ETL 側がより強く出ることが分かった。このことから緑色

発光デバイスの発光領域は EML 中の HTL 側，赤色発光デバイスの発光領域は EML

中の主に ETL 側と特定した。発光領域ではホールと電子の再結合と励起子生成が生

じており，Fig. 3-2 に上記の結果をもとにした再結合・励起子生成領域の模式図を示

す。
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Fig. 3-1. (a) The position of the doped layer in the EML. (b) Layer dependence of the 

normalized luminance ratio to the fully doped samples. The green-emitting device gave a 

larger intensity ratio than the red-emitting device with doping in the vicinity of the HTL. 

The red-emitting device gave a larger intensity ratio than the green-emitting device with 

doping in the vicinity of the ETL. Therefore, the emission sites of the green-emitting device 

and red-emitting device in the EML were identified to be in the vicinity of the HTL and 

ETL, respectively. 

 

Fig. 3-2. A schematic of the recombination zone of the green-emitting device and 

red-emitting device in the EML. 



 31 

３.２.２ 発光領域と表面修飾処理 

 

 異なる有機/有機界面の汚染に対しての影響を検証するために，HTL / EML と

EML / ETL の界面の汚染と，発光に寄与する再結合領域の異なるデバイスとの組み合

わせで実験素子を準備した。 

 Table 3-1 に，作製した 4 種類の素子の異なる修飾処理表面と EML 中の発光領域を

示す。HTL もしくは EML の２種類の層の表面をレーザー転写プロセスで修飾した。

それぞれの表面修飾処理を緑色発光と赤色発光のデバイスについて行った。これらの

デバイスの発光領域は異なるため，緑色発光デバイスで HTL 表面を修飾した素子を

G-HTL，赤色発光デバイスで HTL 表面を修飾した素子を R-HTL，緑色発光デバイス

で EML 表面を修飾した素子を G-EML，赤色発光デバイスで EML 表面を修飾した素

子を R-EML と表記する。 

 緑色発光デバイスの素子構造と膜厚（nm）は，ITO/HIL(8)/HTL(28)/EML(29)/ETL(40) 

/Mg:Ag(10) ，赤色発光デバイスは ITO/HIL(8)/HTL(28)/EML(48)/ETL(40) /Mg:Ag(10)

であり，それぞれの材料は HIL：アリールアミン系，HTL：アリールアミン系，EML：

アントラセン系，ETL：アルミニウム錯体で，EML の発光材料は蛍光物質を用いた。

デバイスの作製は 1×10−4 Pa 以下の真空下で成膜し，典型的な蒸着レートは 0.1–0.2 

nm/s である。詳細な各素子の準備ステップは３.３以降に記す。 

緑色デバイスで表面修飾処理を施していない参照素子は，駆動電圧 9.3 V でエネル

ギー変換効率（LE）9.2 lm/W，外部量子効率（EQE）7.8%，CIE 色度は（0.238, 0.627）

であった。赤色デバイスで表面修飾処理を施していない参照素子は，駆動電圧 8.6V で

LE = 3.7 lm/W，EQE = 6.3%，CIE（0.650, 0.347）であった。 
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Table 3-1. Arrangement of devices  
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３.３ 結果と考察 

 

３.３.１ 発光領域がホール輸送層と電子輸送層近傍の場合のホール輸送層修飾 

 

 Fig. 3-3に，レーザー転写プロセスによりHTL表面を修飾した2種類の素子を示す。

レーザー転写修飾は第２章で述べたようにデバイス特性に重大な影響を与えるため，

発光領域と界面の汚染物質の関係を明らかにするために，レーザー転写修飾を意図的

に採用した。緑色デバイスは EML 中の HTL 近傍に，赤色のデバイスは EML 中の主

に ETL 近傍に発光領域がある。Table 3-1 に示すように，G-HTL と R-HTL の素子にお

いて HTL と EML の界面の影響を検討した。 

Fig. 3-4 に，G-HTL と R-HTL の素子において転写修飾を施した後に TOF-SIMS 分析

を行った 2 次負イオンの窒素雰囲気修飾に対する強度比を示す。TOF-SIMS 分析のプ

ロセスフローは Fig. 1-7 に示すフローを用いた。ここで窒素雰囲気に保管した素子の

強度比を 1 としている。酸素含有イオンや O 系，P 系，S 系が強く検出されたが，G-HTL

と R-HTL 素子間の強度比の差は見られなかった。これはドナー基板から同等の汚染

物質が，G-HTL と R-HTL 素子に転写されたためである。 
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Fig. 3-3. Schematic of two sample types in which the HTL surfaces were modified by laser 

transfer. The donor substrate had a sputter-coated layer of molybdenum on the glass substrate. The 

green and red devices were emissive close to the HTL and ETL, respectively. Except for the HTL 

surface indicated by the blue line, all layers were fabricated under vacuum. 
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Fig. 3-4. The intensity ratio of secondary anions relative to that of the nitrogen-modified 

sample after modification by the transfer process determined by TOF-SIMS analysis. The 

x-axis labels refer to the detected fragments. Higher intensity ratios were detected for anions 

derived from O, P, S, and those contained O. No obvious differences were detected in the 

intensity ratios of the G-HTL and the R-HTL samples. 
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３.３.２ ホール輸送層への転写修飾後の発光効率と寿命の劣化 

 

 G-HTL と R-HTL の素子にレーザー転写修飾を行った後の初期 EL 発光効率の低下

率を Fig. 3-5（a）に示す。先に示したように，TOF-SIMS 分析では G-HTL と R-HTL

素子の強度比には差が見られなかった。それにも係わらず G-HTL 素子の発光効率の

低下率は R-HTL 素子の 2 倍にも達し，駆動電圧も１V ほど上昇した。レーザー転写

修飾を行った後のG-HTLと R-HTL素子と修飾処理をしていない真空プロセスのみで

作製した参照素子，G-Ref (Vac.) とR-Ref (Vac.) の寿命試験での劣化特性をFig. 3-5（b）

に示す。R-HTL 素子は G-HTL 素子に比べ寿命試験中の劣化が少なかった。これは

R-HTL 素子の発光領域は ETL 近傍であり，G-HTL 素子の発光領域は HTL 近傍のため

である。HTL 表面の汚染物質は，HTL 近傍に発光領域がある場合にデバイス特性に

大きな影響を与えることが分かる。発光領域近傍ではホールと電子の再結合と励起子

生成が生じ，発光領域に近い側の有機/有機界面の汚染物質は，これらの発光プロセ

スを阻害するものと考えられる。特に酸素や水分は発光材料などの有機材料と反応し

て酸化や失活させ，発光を阻害すると考えられる。EML 中の発光領域から離れた有

機界面側の汚染は，その影響が小さいため，R-HTL 素子の輝度低下の影響は少なかっ

たと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-5. (a) Efficiency deterioration rate of the G-HTL and the R-HTL samples after they 

were modified by the transfer process. (b) Luminance degradation as a function of time 

after the G-HTL and the R-HTL samples were modified using the transfer process. The 

reference samples data without modification are shown as G-Ref (Vac.) and R-Ref (Vac.). 



 38 

３.３.３ 発光領域がホール輸送層と電子輸送層近傍の場合の発光層表面修飾 

 

 Fig. 3-6に，レーザー転写プロセスにより EML表面を修飾した 2種類の素子を示す。 

素子準備のプロセスは，修飾した表面以外は Fig. 3-3 に示した場合と同じである。

G-EML と R-EML 素子の修飾処理後に EML 表面の分析を行った。TOF－SIMS 分析の

プロセスフローは，Fig. 1-7 に示すフローを EML 表面に用いた。また，Fig. 3-7 に，

G-EMLと R-EMLの素子を転写修飾した後に TOF-SIMS分析による 2次負イオンの窒

素雰囲気修飾に対する強度比を示す。ここで窒素雰囲気に保管した素子の強度比を 1

としている。酸素含有イオンや O 系，P 系，S 系が強く検出されたが，G-EML と R-EML

素子の差は，ほとんどなかった。これはドナー基板から同等の汚染物質が G-EML と

R-EML素子に転写されたためである。さらに，Fig. 3-4 の HTL 修飾と Fig. 3-7 の EML

修飾した素子の 2 次負イオン強度比には明確な差がない。修飾する有機界面が異なっ

てもドナー基板から同等の汚染物質が転写され，汚染が同様に起こっているためであ

る。 
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Fig. 3-6. Schematic of the two sample types with EML surfaces that were modified by 

laser transfer. The donor substrate had a sputter-coated layer of molybdenum on the glass 

substrate. The green- and red-emitting devices were emissive close to the HTL and the 

ETL, respectively. Except for the EML surface indicated by the blue line, all of the layers 

were fabricated under vacuum. 
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Fig. 3-7. The intensity ratio of the secondary anions relative to the nitrogen-modified sample 

after the transfer process, determined by TOF-SIMS analysis. There were large intensity ratios 

for anions derived from O, P, S, and those containing O. There were no obvious differences in 

the intensity ratios of the G-EML and the R-EML samples. 
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３.３.４ 発光層への転写修飾後の発光効率と寿命の劣化 

 

Fig. 3-8（a）に，G-EML と R-EML 素子に転写修飾を行った後の初期 EL 発光効率

の低下率を示す。TOF-SIMS 分析では G-EML と R-EML 素子の強度比には，ほとんど

差は見られなかったが，R-EML 素子の発光効率の低下率は G-EML 素子の 20 倍にも

達し駆動電圧も１V 程度上昇した。Fig. 3-8（b）に，転写修飾を行った後の G-EML

と R-EML 素子と修飾処理をしていない参照素子である G-Ref (Vac.) と R-Ref (Vac.) 

の寿命試験での劣化特性を示す。G-EML 素子は R-EML素子に比べ寿命試験中の劣化

が少なかった。これは G-EML 素子の発光領域は HTL 近傍であり，R-EML 素子の発

光領域は ETL 近傍に位置するためである。EML 表面の汚染物質は ETL 近傍に発光領

域がある場合にデバイス特性に大きな影響を与えることが分かった。 

EML 中の発光領域近傍ではホールと電子の再結合と励起子生成が頻繁に生じてお

り，発光領域に近い側の有機/有機界面の汚染物質は，これらの発光プロセスを阻害

するものと考えられる。特に酸素や水分は，発光材料などの有機材料と反応して酸化

や失活させ，発光を阻害すると考えられる。EML 中の発光領域から離れた有機界面

側の汚染は，その影響が小さいため，Fig. 3-8（a）における G-EML 素子の輝度低下

の影響も少ないと考察される。 
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Fig. 3-8. (a) Efficiency deterioration rate of G-EML and R-EML after modification by 

the transfer process. (b) Luminance degradation as a function of time for G-EML and 

R-EML after modification by the transfer process. The reference samples data without 

modification are shown as G-Ref (Vac.) and R-Ref (Vac.). 



 43 

３.３.５ 最大容量特性の時間変化 

 

 HTL 表面に修飾を施した素子を Fig. 3-9（a）に， EML 表面に修飾を施した素子の

Cmaxの参照素子に対する減少率を，寿命試験中の経時変化として Fig. 3-9（b）にて示

す。Fig. 3-9（a）より，HTL 近傍に発光領域が存在する G-HTL 素子では HTL 表面修

飾後の寿命試験中の Cmaxの減少が R-HTL 素子より大きく，さらに継時的に Cmaxの減

少が進行した。一方，Fig. 3-9（b）により，ETL 近傍に発光領域の存在する R-EML

素子は EML表面修飾後の寿命試験中の Cmaxの減少率はG-EML素子よりも小さいが，

継時的に Cmaxの減少が進行した。R-EML 素子の Cmaxの減少率の程度が G-EML 素子

より小さいことには，複雑な要因もあるのでさらなる実験結果が必要であるが，発光

領域近傍の界面側を同様に汚染された G-HTL 素子と R-EML 素子の継時的な Cmaxの

減少傾向には共通点が見られた。 

 これらの結果により，Fig. 3-4 と Fig. 3-7 に示したように，同等の界面汚染にも係わ

らずデバイス特性に異なる影響を与える。雰囲気による界面の劣化の影響は，発光領

域が HTL 近傍に存在するか，ETL 近傍に存在するかにより大きく異なることを意味

している。発光領域が汚染された界面側に近いデバイスは著しい劣化特性を示す。さ

らに，発光領域近傍の界面側を汚染されたデバイスは継時的に Cmaxが減少する。これ

らの結果から，Fig. 3-10 に示すようにデバイス特性の劣化は発光領域の移動可能な電

荷（Qm）の減少と大きな相関があることが分かる。発光領域近傍での電荷の固定は発

光効率の低下につながる。電荷の固定は HTL 側でのホールの注入効率や ETL 側での

電子の注入効率を低下させることが推察される。さらに Polaron-exciton annihilation の

発生により励起子が失活し，したがって電荷注入バランスが崩れデバイス特性の劣化

につながる。よって，デバイス特性を劣化させないためには，発光領域近傍の有機界
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面に汚染が生じないようにすることが重要であることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-9. Time dependence of the Cmax reduction ratio while the device was emitting light for 

the (a) HTL surface modified and (b) EML surface modified samples. 
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Fig. 3-10.  A schematic of the accumulated charges. The circled charges correspond to 

immobile positive charge carriers (a) G-HTL (b) R-HTL (c) G-EML (d) R-EML. The blue 

line indicates modified surface by the transfer process. 
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３.４ まとめ 

 

 EML 中の発光領域の異なる緑色発光デバイスと赤色発光デバイスを用いて，HTL / 

EML 界面と EML / ETL の界面にレーザー転写による汚染を意図的に行い，デバイス

特性の劣化について検証した。その結果，TOF-SIMS 分析では，HTL / EML 界面と EML 

/ ETL 界面の汚染程度は同等にも係わらず，デバイス特性の劣化に相違があることが

分かった。EML 中の HTL 側に発光領域がある緑色発光デバイスでは HTL / EML 界面

を，EML 中の ETL 側に発光領域がある赤色発光デバイスは EML / ETL 界面を汚染さ

せた場合に，発光輝度及び寿命試験のデバイス特性が著しく劣化した。さらに，Cmax

特性にも違いが見られ，発光領域近傍の界面側が汚染されたデバイスは Cmaxが継時的

に減少することも確認した。発光に寄与する再結合領域近傍が汚染されると発光領域

の電荷が固定され，移動可能な電荷 Qmの減少を引き起こし，電荷注入バランスが崩

れ，再結合確率が低下するものと考えられる。このため，デバイス特性を劣化させな

いためには，発光領域近傍の有機界面において汚染が生じないようにプロセスを制御

することが極めて重要であることが明らかとなった。 
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第４章 有機発光ダイオードの劣化に及ぼす電荷移動度と界面電荷蓄積

の影響 

 

４.１ はじめに 

 

 第２章と第３章での有機/有機界面の劣化ではプロセス中の汚染物質が影響するデ

バイス特性の劣化と C-V 特性の Cmaxの減少には相関があり，Cmaxが低下して移動可

能な電荷 Qmの減少が生じるために電荷注入バランスが崩れ，素子劣化に至ることが

明らかとなった。しかしながら，これらのデバイスの劣化現象は，汚染物質の影響の

みならず，デバイス中における有機材料や素子構造にも大きく依存すると推察される。 

そこで，本研究では材料が異なる場合のキャリアバランスの崩れを異なる ETL 材

料を用いて検討し，電荷移動度が異なる場合のデバイス特性と駆動劣化の関係につい

て検証を行った。さらに C-V，過渡電流応答及びデバイス特性を測定し，異なる ETL

材料によるデバイス特性への影響を明らかにした。 

本章ではデバイス特性の劣化を抑制するための知見を得ることを目的とし，電荷移

動度と界面電荷蓄積の影響について論じる。 

 

４.２ 実験方法 

 

 電荷移動度のデバイス特性に与える影響を明かにするため，異なる ETL 材料 

(ETLM1, ETLM2, ETLM3, ETLM4)を用いた素子を作製した。それぞれの材料は，

ETLM1：ガリウム錯体，ETLM2：アルミニウム錯体，ETLM3：アリールピリジン

系，ETLM4：フェナントロリン系である。デバイスの素子構造と膜厚（nm）は
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ITO/HIL(8)/HTL(134)/EML(32)/ETL(15)/Mg:Ag(10) からなる。ここで，HIL：アリ

ールアミン系，HTL：アリールアミン系，EML：アントラセン系で，各素子の膜厚

は同じ膜厚とした。Fig. 4-1 に，本実験の膜構造とエネルギーレベルの概略図を示す。

Fig. 4-2（a）に示す局所ドープ法(44)により EML 中のドーパント（5%）の各ドープ領

域を 8 nm の膜厚で変化させた素子を作製し，発光スペクトル強度を測定した。発光

強度が最も強い領域を発光領域として，実験素子の発光領域は EML 中の HTL 近傍で

あると特定した。EML の有機発光材料はすべて同じ蛍光材料を用い，エネルギーレ

ベルは HOMO = –5.5 eV，LUMO = –2.5 eV である。有機材料は 1 × 10−4 Pa 以下の真空

下で，0.1–0.2 nm/s の蒸着レートで成膜し，2 × 2 mm2のサイズの素子を作製した。

OLED の基本特性及び C-V と I-V 特性を測定し，同じ電流密度 J = 23.5 mA/cm2の条件

下で寿命試験を行った。C-V と I-V 特性は Agilent 社製の LCR メータ 4284A と半導

体パラメータ・アナライザ 4156C を使って測定した。C-V 測定は，－5 V から 7 V の

範囲を 0.1 V ステップで測定し，周波数は 1 kHz で各測定ポイントは 1 秒間隔で行う

ようにプログラム化して測定した。過渡電流測定は Agilent 社製のパルスジェネレー

タ 81104A，浜松ホトニクス社製のフォトマルモジュール H6779-02 と Tektronix 社製

のオシロスコープ TDS7104 を用いて測定システムを構築し 8 V のトリガー電圧で発

光輝度の応答特性を測定した。 
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Fig. 4-1. A schematic of the device that was used in this study. Four types of samples with 

different electron transport layers (ETLs) were prepared. 

Fig. 4-2. (a) The position of the doped layer in the EML. (b) The layer dependence of the EL spectra 

using ETLM2 and ETLM4. The doped layer at position 1 in the EML exhibited the strongest 

intensity in these devices. Therefore, the emission site of the device in the EML was confirmed to be 

in the vicinity of the HTL. 
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４.３ 結果と考察 

 

４.３.１ 過渡電流特性 

 

 4 種類の異なる電子移動度の ETL 材料を用いた素子を作製し，過渡電流特性を各デ

バイスについて測定した結果を Fig. 4-3（a）に示す。各素子の発光輝度の初期応答特

性と遅延時間（d）を矢印で示す。dは電子が陰極から再結合領域まで移動するのに

要する時間(45)に対応している。その結果 ETLM1 の素子はdが最も長く（0.72 μs），

ETLM4 の素子は最も短く（0.26 μs）となった。Fig. 4-3（b）には，過渡電流特性の遅

延時間から求めた ETLM1, ETLM2, ETLM3, ETLM4を用いた素子の電子移動度を示し

ており，短いdの素子は電子移動度が速いことを意味している。dは先頭の到達した

電子の onset である。電子移動度が速いと電子の集団はシート状になって再結合領域

に到達するが，電子移動度が遅いとガウス分布状に広がりを持って再結合領域に到達

する。このため電子移動度が速い ETLM4 の発光輝度は先頭の到達した電子の onset

と共に立ち上がりも急峻であるが，電子移動度が遅い ETLM1 の発光輝度は先頭の到

達した電子の onset 後の立ち上がりがなだらかになり発光の遅れが生じる。Fig. 4-3（c）

に，陽極から注入されたホールと陰極から注入された電子の再結合・励起子生成の様

子を模式的に示す。筆者らがすでに報告(46)した発光領域の測定から，ホールと電子の

再結合領域は EML 中の HTL 近傍であることが確認されている。HTL 中のホールの移

動度は，2.8 ×10−4 cm2/Vs であり，ETL と EML 中の電子の移動度よりも数桁速い。さ

らに EML 中の電子移動度 2.2 ×10−6 cm2/Vs は，ホール移動度 3.2 ×10−10 cm2/Vs より数

桁速く，電子が主なキャリア種である（Electron only device）ため，近似的に素子中

のホールの移動時間は無視することができ，dは素子中の電子の移動時間に依存する
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Fig. 4-3. (a) The transient behavior of samples with ETLM1, ETLM2, ETLM3, and 

ETLM4 at the initial measurement. The delay time for each sample is indicated with 

arrows. (b) The electron mobility of ETLM1, ETLM2, ETLM3, and ETLM4 derived 

from the transient delay time. (c) Schematic showing recombination of the holes and 

electrons that were injected from the anode and the cathode, respectively. d
e
 denotes the 

sum of the ETL and EML thickness. 
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ことになる。ホールが先に再結合領域に到達し，遅れて電子が再結合領域に到達して

再結合・励起子生成によって発光が生じる。よって，dは次の式で求められる(45)。 

d = de/(μeE) = de
2/{μe(V-Vbi)}  (4-1) 

 ここで deは ETL と EML の膜厚の総和を，μeは ETL/EML 中の電子の平均移動度，

E は電界，V はデバイスに印加された電圧，Vbiは Built-in 電圧である。 

 

４.３.２ 容量電圧特性と電子移動度 

 

 Fig. 4-4（a）に ETLM1, ETLM2, ETLM3, ETLM4 を用いた素子の C-V 特性を，Fig. 4-4

（b）に C-V 特性のピーク値である最大容量 (Cmax) を示す。Fig. 4-3（b）と Fig. 4-4

（b）より，Cmaxが大きいほど電子移動度が速いことがわかる。Fig. 4-5（a）に 4 素子

の Cmax と電子移動度のプロットを示す。Cmax と電子移動度には強い相関(R2 = 0.996) 

があり，このことは，初期に蓄積された空間電荷量が，ETL の電荷移動度により異な

ることを示している。Fig. 4-5（b）に，4 素子の電流密度 10 mA/cm2における駆動電

圧と電子移動度の相関を示す。電荷移動度が速いほど駆動電圧は低く，すなわち素子

の抵抗値は低い。ここでも，駆動電圧と電子移動度には強い相関(R2 = 0.987) が見ら

れる。これらの結果から，電子移動度が速い ETLM4 は，狭い発光領域に多くのホー

ルと電子が局在していることが考えられる。一方，電子移動度が遅い ETLM1 では，

電子が発光領域に到達するのにより時間が掛かるために，電子とホールの再結合領域

が EML 中に広く分散していると考えられる。 
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Fig. 4-4. (a) C-V characteristics of prepared four types of samples with different ETL 

materials of ETLM1, ETLM2, ETLM3 and ETLM4. (b) The peak value of the capacitance 

in the C-V characteristics, which is defined as the maximum capacitance (C
max

) of the four 

types of samples, is indicated by the arrows in (a).  
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Fig. 4-5. (a) The maximum capacitance of the four types of samples plotted against each 

electron mobility. (b) The drive voltage of the four types of samples plotted against each 

electron mobility. 
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４.３.３ 容量電圧特性の時間依存性と寿命特性 

 

 Fig. 4-6 に，ETLM1, ETLM2, ETLM3, ETLM4 を用いた素子の C-V 特性の時間依存

性を示す。Cmaxは青い矢印で示したように時間経過とともに減少し，Cmaxでの電圧は

緩やかに上昇する傾向が見られる。また Fig. 4-7（a）に，ETLM1, ETLM2, ETLM3, 

ETLM4 を用いた素子の連続駆動下における発光輝度の寿命特性を示す。電子移動度

の遅い ETLM1, ETLM2 では輝度劣化が小さく，電子移動度の速い ETLM3, ETLM4 で

は，輝度劣化がより激しい。このように，ETL の電子移動度は輝度寿命特性と強い相

関性が見られる。 

Fig. 4-7（a）は輝度劣化のオリジナルデータであるが，ETLM1 のデータには異常な

初期劣化成分が影響しているため，この部分を差し引きしたデータで表現しているの

が Fig. 4-7（b）である。初期劣化成分を修正すると輝度劣化の順番は ETLM1＜ ETLM2

＜ ETLM3＜ ETLM4 となり，ETL の電子移動度の順番と一致した。すなわち電子移

動度の速い材料ほど輝度劣化が激しいことが明らかになった。また Fig. 4-7（c）のよ

うに，Ｘ軸を Log 軸に変換してプロットすると，ETLM1, ETLM2, ETLM3, ETLM4 の

減衰の onset が明確になり，各々の素子において同一の原因による劣化が，遅れて発

生していると推察される。 

これらの結果から，電子移動度の速い ETL を用いた素子では，有機界面での蓄積

電荷が大きいことが示唆される。Fig. 4-8（a）に示すように，電子移動度の速い素子

は，より多くの電子を注入し，そのためより多くの電荷が発光領域近傍の再結合領域

に蓄積されると考えられる。一方，Cmaxの低下は，移動可能な電荷量が減少し，誘電

率が減少したことを意味しており，素子中の移動可能な電荷が駆動中に蓄積電荷（○

印）へと変化したことになる。その様子を Fig. 4-8（b）に示す。したがって電子移動
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度の速いデバイスは，遅いデバイスに比べて輝度劣化が促進されたと考えられる。さ

らに，このときのエネルギーダイアグラムは模式的に Fig. 4-9（a）の状態から，HTL

と EML の界面の発光領域近傍に電荷が蓄積されるにつれ，内部電界が Fig. 4-9（b）

に示すようにエネルギーバンドが湾曲したと考えられる。これは文献(41,42)により，界

面で発光層に注入されずに蓄積された電荷が HTL 材料のラジカル反応などを起こし

て HTL 材料が分解しエネルギー準位がシフトしたためであり，分解された物質が消

光サイトとなると考えられる。C-V 特性から得られた有機界面の電荷の振る舞いから，

発光層近傍の再結合領域に蓄積された電荷(Q0) は，輝度劣化に重大な影響を与えるこ

とが示唆される。 

 
Fig. 4-6. Time dependence of the C-V characteristics for ETLM1, ETLM2, ETLM3, and 

ETLM4. The C
max

 (the peak value of capacitance in the C-V characteristics) decreased 

with time, as indicated by the blue arrows. 
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Fig. 4-7. Degradation of the luminance as a function of time for ETLM1, ETLM2, 

ETLM3, or ETLM4 during operation. (a) Based on original data. (b) Corrected initial 

degradation of ETLM1. (c) Stretched x-axis by using the logarithmic scale expression 

for the Operation time.  
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Fig. 4-8.  A schematic of the accumulated charges. The circled charges correspond to 

immobile positive charge carriers (a) at initial stage and (b) after degradation. 

Fig. 4-9.  A schematic of the energies of HOMO and LUMO of the layers along with the 

Fermi levels of the cathode and anode. The slopes represent the internal electric field  

(a) at initial stage and (b) after degradation. 
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４.３.４ 電流電圧特性と Built-in 電圧特性の時間依存性 

 

 Fig. 4-10 に，ETLM1, ETLM2, ETLM3, ETLM4 を用いた素子の I-V 特性の時間

依存性を示す。Vbiを Built-in 電圧とするとき，輝度劣化の激しかった ETLM4 の Vbi

は青い矢印で示す様に大きく低下した。この結果から駆動時間の経過とともに，電荷

が注入されやすくなったことが示唆される。一方，Fig. 4-7 で示す様に，輝度劣化の

小さい ETLM1, ETLM2 では，Vbiの変化が小さい。 

Fig. 4-11（a）に，ETLM1, ETLM2, ETLM3, ETLM4 を用いた素子の Vbi特性の

時間依存性を示す。これらの結果から，異なる ETL ごとに ETL と陰極界面の注入障

壁が変化し，Vbi特性に影響を与えることが示唆される。Fig. 4-11（b）に Cmaxと Vbi

の変化を示す。ETLM4 では Cmaxが低下すると Vbiは大きく減少した。これは他の素

子より電子移動度が速い ETLM4 では Vbiの減少も大きく電荷がより注入されやすく

なったため，有機界面での電荷蓄積がより促進され移動可能な電荷量が減少したため

と考えられる。Fig. 4-11（c）に，Vbi と輝度の逆数をプロットした結果を示す。Vbi

は輝度減少とともに減少した。Vbi は電荷の注入の指標であり，減少すると電荷がよ

り注入されやすくなることを意味する。輝度の逆数は輝度劣化するほどより大きくな

り，輝度劣化が大きい領域での変化も分かりやすくなる。これらの結果からも電荷の

注入がされやすくなると有機界面での電荷蓄積が進行し，輝度劣化が促進されること

が分かる。 
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Fig. 4-10. The time dependence of I-V characteristics with the different ETL materials of 

ETLM1, ETLM2, ETLM3 and ETLM4 during lifetime operation. The built-in voltage (Vbi) 

of the ETLM4 decreased as indicated by the blue arrows. 
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Fig. 4-11. (a) Time dependence of V
bi

 for ETLM1, ETLM2, ETLM3, and ETLM4.  

(b) C
max 

as a function of V
bi

. (c) V
bi 

as a function of the inverse of the luminance. 
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４.３.５ 界面の蓄積電荷密度 

 

 Fig. 4-12（a）に，ETLM1, ETLM2, ETLM3, ETLM4 を用いた素子の Cmaxの時間依存

性を示す。Cmaxは時間と共に減少し，特に Fig. 4-7 に示すように激しい輝度劣化を示

した ETLM4 の素子では，3000 h までの Cmaxの変化量(Cmax)が最も大きい。Fig. 4-12

（b）に Cmaxと輝度の逆数をプロットした結果を示す。Cmaxは輝度劣化とともに減少

した。ここで ETLM4 は最も輝度劣化が激しく，Cmaxの低下も最も大きいことは注目

すべきである。このことより，Cmaxの低下は輝度劣化と強い相関があると結論できる。 

固定電荷 Q0は以下の式で与えられる(41)。 

V0-Vbi = Q0/CEML+ETL (4-2) 

ここで V0は Transition 電圧，CEML+ETLは EML と ETL の容量である。 

従って，電荷密度 σ0は次の式で与えられる。 

V0-Vbi = σ0 dEML+ETL /εrε0 (4-3) 

ここで εrは EML と ETL の比誘電率，ε0は真空の誘電率，dEML+ETLは EML と ETL

の膜厚である。 

式 (4-2) と (4-3) により，蓄積された固定電荷を素子サイズで割ることによって，

電荷密度が計算される。Fig. 4-13（a）に駆動時間中の各素子の蓄積電荷密度の差分と

Cmaxの変化を，Fig. 4-13（b）に蓄積電荷密度の差分と輝度の逆数をプロットした結果

を示す。蓄積電荷密度は輝度減少とともに増加した。これらの結果から，初期と駆動

時間経過後の蓄積電荷密度の差分は，Cmaxと輝度が減少するほど増加することが分

かる。界面の蓄積電荷密度 σ0は，Vbiが低くなるに従い，より増加する傾向が見られ

た。 

先行研究(41,48)より，陰極から脱離した金属イオンの ETL 中への拡散現象が報告さ
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れている（Fig. 4-14）。この現象により，陰極近傍での電荷注入障壁が低下し，駆動中

に Vbiが低下し，これにより，電荷が発光領域すなわち再結合領域の近傍に集中し，

固定電荷蓄積が増加したと推察される。さらに電荷を帯びた分子は polaron 固有の新

たな吸収バンドを生じ(49)，相互作用により励起状態から polaron 固有の吸収バンドへ

の Förster エネルギー移動を起こす(50)。そして，過剰な空間電荷が電荷再結合によっ

て生成された励起子を exciton-polaron 相互作用(51-54) によって失活させるために，発光

輝度の低下に至ったと結論する。 
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Fig. 4-12. (a) Time dependence of C
max

 for ETLM1, ETLM2, ETLM3, and ETLM4 . (b) C
max 

as a function of the inverse of the luminance. 
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Fig. 4-13. (a) Increase of the accumulated charge density plotted against C
max

 for ETLM1, 

ETLM2, ETLM3, or ETLM4 during lifetime testing. (b) The accumulated charge density
 
plotted 

against the inverse of the luminance.  
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Fig. 4-14. A schematic of the accumulated charges and the energies of the HOMO and 

LUMO of the layers along with the Fermi levels of the cathode and anode. The circled 

charges and M+ correspond to immobile positive charge carriers and diffused cathode 

metal ions, respectively (a) at initial stage and (b) after Vbi decreased and degraded. 
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４.４ まとめ 

 

本研究では電荷移動度と界面の電荷蓄積が OLED の素子劣化に与える影響につい

て，電子移動度の異なる ETL 材料を用いたデバイスを作製し検証した。デバイス中

の駆動時間中の電荷と発光層近傍の再結合領域に蓄積された電荷の変化の ETL 依存

性より，空間電荷と輝度劣化との間に強い相関があることが明らかとなった。電子移

動度の低いデバイスでは劣化が少なく，一方で電荷移動度の高いデバイスでは著しい

劣化を示した。そして，発光領域近傍の界面に蓄積された空間電荷がデバイス劣化の

主要因であることを特定した。本研究では ETL の電子移動度を制御し，キャリアバ

ランスを取ることが，駆動中の電荷蓄積と輝度劣化の抑制に重要であることを明らか

にした。 

今後，界面とバルクの電荷蓄積やトラップのプロセスについて詳細を明らかにし，

素子中のチャージバランスを考慮したデバイス設計が更なる高耐久化のために必要

である。 
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第５章 結論 

 

 本研究では，OLED における EL 発光効率の低下と寿命試験中の劣化について，汚

染物質の影響と電荷蓄積の関係性を調べることにより，素子劣化のメカニズムと抑制

策に関する知見を得ることを目的とした。以下に本研究で得られた知見をまとめる。 

 第２章では，OLED の劣化に及ぼす有機/有機界面への雰囲気の影響を検討し，HTL 

/ EML 間の有機/有機界面に着目して，界面の汚染程度とデバイス特性の劣化に相関

があることを有機表面の修飾処理によって検証した。汚染物質の特定には TOF-SIMS

を使用し，雰囲気のデバイス特性への影響は，C-V 測定と初期発光効率及び輝度寿命

の素子特性から特定した。 

TOF-SIMS の分析では HTL 表面に付着した汚染物質は炭化水素系イオン，酸素含有

イオンや窒素含有イオン，OH 系，P 系，S 系，ポリジメチルシロキサン（PDMS）と

同定された。汚染の程度は転写修飾が最も強く汚染され，次に大気暴露，窒素雰囲気

の順であった。これらの素子のデバイス特性から，初期の発光効率の低下及び輝度寿

命試験の測定結果を TOF-SIMS の分析結果と比較し，HTL 表面の汚染程度が強いほど

デバイス特性の劣化が大きいことが明らかになった。 

さらに C–V と Cmax特性からは汚染程度の強い転写修飾で，初期の Cmax特性が減少

しており，寿命試験中に駆動させると輝度劣化とともに Cmax特性が減少することが判

明した。このことは蓄積された固定電荷が増加したために移動可能な電荷 Qmが減少

したことを意味している。これらのデバイス特性の劣化現象及び Cmax特性の減少は，

HTL 表面に付着した水分や汚染物質の存在によるものと結論する。 

第３章では，HTL / EML と EML / ETL の界面の汚染とデバイス特性の劣化に相

関があることをレーザー転写による汚染を有機表面の修飾処理に意図的に行い，検証
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した。さらに，発光に寄与する再結合領域の異なるデバイスとの組み合わせで，再結

合領域と汚染によるデバイス劣化のメカニズムについて考察した。その結果

TOF-SIMS の分析では，HTL / EML 界面と EML / ETL 界面の汚染程度は同等にも係わ

らずデバイス特性の劣化に相違があることが分かった。EML 中の HTL 側に発光領域

がある緑色発光デバイスは HTL / EML 界面を，EML 中の ETL 側に発光領域がある赤

色発光デバイスでは EML / ETL 界面を汚染させた場合に発光輝度及び寿命試験のデ

バイス特性が著しく劣化した。さらに，Cmax特性にも大きな違いがみられ，発光領域

近傍の界面側を汚染されたデバイスは Cmaxが減少した。これらの結果から，デバイス

特性の劣化は TOF-SIMS による汚染分析に大きな違いがなくても，発光領域，発光領

域近傍の有機層及び大気中から収集された汚染物質により汚染された有機界面に依

存することが示された。 

これらの実験結果から考察すると，発光領域近傍の有機界面が汚染された場合に著

しいデバイス特性の劣化を引き起こす要因は，発光に寄与する再結合領域近傍の汚染

により発光領域の電荷が固定され移動可能な電荷 Qmの減少を引き起こし，電荷注入

バランスが崩れ，再結合・励起子生成及び失活を阻害するものと考えられる。これら

のプロセスをデバイス特性が劣化したメカニズムと結論する。本研究により発光領域

近傍の有機界面を汚染させないことが，デバイス特性の劣化を防ぐのに極めて重要で

あることが明らかになった。 

 第４章では，異なる ETL 材料を用いてキャリアバランスの崩れを検討し，ETL の

電荷移動度が異なった場合のデバイス特性と駆動劣化の関係について検証を行った。

さらに C-V，過渡電流応答及びデバイス特性を測定し，異なる ETL 材料によるデバ

イス特性への影響を検証し，電荷移動度と界面の電荷蓄積が OLED の素子劣化に与え

る影響について明らかにした。デバイス駆動時間中の電荷と発光層近傍の再結合領域
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に蓄積された電荷変化の ETL 依存性より，空間電荷と輝度劣化との間に強い相関が

あることが明らかとなった。電子移動度の低いデバイスでは劣化が少なく，一方で電

荷移動度の高いデバイスでは著しい劣化を示した。発光領域近傍の界面に蓄積された

空間電荷がデバイス劣化の主要因であることを特定した。本研究では ETL の電子移

動度を制御し，キャリアバランスを取ることが，駆動中の電荷蓄積と輝度劣化の抑制

に重要であると結論する。 

今後，界面とバルクの電荷蓄積やトラップのプロセスについて詳細を明らかにし，

素子中のチャージバランスを考慮したデバイス設計が更なる高耐久化のために必要

である。このためには本研究で実施した ETL材料の電子移動度の依存性のみならず，

デバイスの構造や各層の膜厚など他の因子もチャージバランスが最適化されるよう

に設計することが求められる。そして実用上の要求に十分に応え，OLED の実用範囲

をさらに広げることが可能であると考えられる。 
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略語集 

 

Anode：陽極 

Cathode：陰極 

C-V 特性：容量電圧特性 

Cmax：容量最大 

de：ETL と EML の膜厚の総和 

EML：発光層 

EQE：外部量子効率 

ETL ：電子輸送層 

HIL ：ホール注入層 

HOMO：最高占有分子軌道 

HTL ：ホール輸送層 

I-V 特性：電流電圧特性 

LE：エネルギー変換効率 

LUMO：最低非占有分子軌道 

OLED：有機発光ダイオード 

Q0：固定電荷 

Qm：移動可能な電荷 

σ0：電荷密度 

TADF：高効率熱活性遅延蛍光 

TOF-SIMS：飛行時間型二次イオン質量分析法 

d：遅延時間 

μe：電子移動度 

μh：ホール移動度 

V0：Transition 電圧 

Vbi：Built-in 電圧 
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