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(57)【要約】
　本発明は、発光成分用積層体、具体的には、互いが発
光領域に接続した、ホール注入コンタクト及び電子注入
コンタクトを有する燐光有機発光ダイオードであり、上
記発光領域では、１つの発光層が物質（Ｍ１）から作製
され、他の発光層は物質（Ｍ２）から作製され、物質（
Ｍ１）は両極性であり、ホールを優先的に輸送し、物質
（Ｍ２）は両極性であり、電子を優先的に輸送し、上記
発光領域における物質（Ｍ１）と物質（Ｍ２）とからへ
テロ遷移を形成し、物質（Ｍ１）と物質（Ｍ２）との間
の界面は、ねじれタイプIIによるものであり、物質（Ｍ
１）及び物質（Ｍ２）は、それぞれ少なくとも１つの三
重項エミッタドーパントが添加されており、物質（Ｍ１
）から物質（Ｍ２）へのホール輸送のエネルギー障壁、
及び物質（Ｍ２）から物質（Ｍ１）への電子輸送のエネ
ルギー障壁が、それぞれ約０．５ｅＶ未満である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いが発光領域に接続した、ホール注入コンタクト及び電子注入コンタクトを有する燐
光有機発光ダイオードであり、
　上記発光領域では、１つの発光層が物質（Ｍ１）から作製され、他の発光層は物質（Ｍ
２）から作製され、
　物質（Ｍ１）は両極性であり、且つホールを優先的に輸送し、
　物質（Ｍ２）は両極性であり、且つ電子を優先的に輸送し、
　上記発光領域における物質（Ｍ１）と物質（Ｍ２）とからへテロ遷移を形成し、
　物質（Ｍ１）と物質（Ｍ２）との間の界面は、ねじれタイプII（staggered type II）
によるものであり、
　物質（Ｍ１）及び物質（Ｍ２）は、それぞれ１以上の三重項エミッタドーパントが添加
されており、
　物質（Ｍ１）から物質（Ｍ２）へのホール輸送のエネルギー障壁、及び物質（Ｍ２）か
ら物質（Ｍ１）への電子輸送のエネルギー障壁が、それぞれ約０．４ｅＶ未満である発光
成分用積層体。
【請求項２】
　物質（Ｍ１）から物質（Ｍ２）へのホール輸送の上記エネルギー障壁、及び／又は物質
（Ｍ２）から物質（Ｍ１）への電子輸送のエネルギー障壁が、それぞれ約０．３ｅＶ未満
であることを特徴とする請求項１に記載の積層体。
【請求項３】
　上記物質（Ｍ１）は両極性の単一成分物質を含み、
　上記物質（Ｍ２）は、三重項エミッタドーパントの状態間のホッピングによりホール輸
送が生じるエレクトロン－オンリーマトリックスを含むことを特徴とする請求項１又は２
に記載の積層体。
【請求項４】
　上記物質（Ｍ１）は、優先的にホール輸送する物質と優先的に電子輸送する物質と三重
項エミッタドーパントとの混合物を含み、
　上記物質（Ｍ２）は、三重項エミッタドーパントの状態間のホッピングによりホール輸
送が生じるエレクトロン－オンリーマトリックスを含むことを特徴とする請求項１又は２
に記載の積層体。
【請求項５】
　上記物質（Ｍ１）は、三重項エミッタドーパントの状態間のホッピングにより電子輸送
が生じるホール－オンリーマトリックスを含み、
　上記物質（Ｍ２）は、両極性の単一成分物質を含むことを特徴とする請求項１又は２に
記載の積層体。
【請求項６】
　上記物質（Ｍ１）は、三重項エミッタドーパントの状態間のホッピングにより電子輸送
が生じるホール－オンリーマトリックスを含み、
　上記物質（Ｍ２）は、優先的にホール輸送する物質と優先的に電子輸送する物質と三重
項エミッタドーパントとの混合物を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の積層体
。
【請求項７】
　上記物質（Ｍ１）及び物質（Ｍ２）は、単一成分、両極性物質、又は優先的にホール輸
送する物質と優先的に電子輸送する物質とを含む混合物からそれぞれ作製されることを特
徴とする請求項１又は２に記載の積層体。
【請求項８】
　上記物質（Ｍ１）から作製される発光層と上記物質（Ｍ２）から作製される他の発光層
とは、優先的にホール輸送する物質と優先的に電子輸送する物質と三重項エミッタドーパ
ントとからなる同じ混合物をそれぞれ含み、
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　上記混合物の混合比を変化させることにより、一方の上記発光層は優先的にホールを輸
送し、他の上記発光層は優先的に電子を輸送するように作製されることを特徴とする請求
項７に記載の積層体。
【請求項９】
　上記混合比のグラジエント法により、発光領域における優先的にホール輸送する性質と
、優先的に電子輸送する性質との間のスムーズな移行が行われることを特徴とする請求項
８に記載の積層体。
【請求項１０】
　物質（Ｍ１）中の三重項エミッタドーパントの状態間のホッピングのトンネリング障壁
が、物質（Ｍ２）中の三重項エミッタドーパントの状態間のホッピングのトンネリング障
壁よりも小さくなり、物質（Ｍ１）のホール移動度が物質（Ｍ２）のホール移動度よりも
大きくなるように、
　物質（Ｍ１）及び物質（Ｍ２）におけるホール輸送が、物質（Ｍ２）中よりも物質（Ｍ
１）中の三重項エミッタドーパントのＨＯＭＯ準位に近づく、マトリックス物質のＨＯＭ
Ｏ準位と共に、三重項エミッタドーパントの状態間のホッピングとして起こることを特徴
とする請求項１又は２に記載の積層体。
【請求項１１】
　物質（Ｍ２）中の三重項エミッタドーパントの状態間の電子のホッピングのトンネリン
グ障壁が、物質（Ｍ１）中の三重項エミッタドーパントの状態間のホッピングのトンネリ
ング障壁よりも小さくなり、物質（Ｍ２）の電子移動度が物質（Ｍ１）の電子移動度より
も大きくなるように、
　物質（Ｍ１）及び物質（Ｍ２）における電子輸送が、物質（Ｍ１）中よりも物質（Ｍ２
）中の三重項エミッタドーパントのＬＵＭＯ準位に近づく、マトリックス物質のＬＵＭＯ
準位と共に、三重項エミッタドーパントの状態間のホッピングとして起こることを特徴と
する請求項１又は２に記載の積層体。
【請求項１２】
　物質（Ｍ１）及び／又は物質（Ｍ２）におけるマトリックス物質は、両極性若しくは電
子輸送性の構造と両極性若しくはホール輸送性の構造とを含む、共有結合したダイアドで
あり、
　上記ダイアドは、個別のπ電子系を有するサブユニットを有することを特徴とする請求
項１～１１の何れか１項に記載の積層体。
【請求項１３】
　上記ダイアドのサブユニットの１つは、ＨＯＭＯ波動関数が当該サブユニットに集中す
るように、追加されるホールを優先的に利用することができ、
　上記ダイアドの他のサブユニットは、ＬＵＭＯ波動関数が当該他のサブユニットに集中
するように、追加される電子を優先的に利用することができ、
　上記ダイアドは、ドナーアクセプターダイアドを形成することを特徴とする請求項１２
に記載の積層体。
【請求項１４】
　上記サブユニットのＨＯＭＯ準位間若しくはＬＵＭＯ準位間のエネルギー差（offset）
の少なくとも１つは、サブユニットの１つの最低一重項励起状態がフレンケル励起子とな
るように、好ましくは約０．５ｅＶ未満と小さいことを特徴とする請求項１２又は１３に
記載の積層体。
【請求項１５】
　上記サブユニットのＨＯＭＯ準位間及びＬＵＭＯ準位間の両方のエネルギー差（offset
）は、上記サブユニットの最低一重項励起状態がアクセプターサブユニットの電子及びド
ナーサブユニットのホールからなる電荷移動励起子となるように、好ましくは約０．４ｅ
Ｖより大きいことを特徴とする請求項１２又は１３に記載の積層体。
【請求項１６】
　追加されるホールを優先的に利用する１つのサブユニットが、以下の物質分類における
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１以上の物質を含むことを特徴とする請求項１３に記載の積層体。
・ＴＰＤ、ＮＰＤ、及びこれらのスピロ結合ダイアドの誘導体、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、ＴＮ
ＡＴＡ等のＴＤＡＴＡの誘導体、若しくはＴＤＡＢの誘導体等のトリアリルアミンユニッ
トを含む分子；
・チオフェンユニットを含む分子；及び／又は
・フェニレン－ビニレンユニットを含む分子
【請求項１７】
　追加される電子を優先的に利用する上記他のサブユニットが、以下の物質分類における
１以上の物質を含むことを特徴とする請求項１３に記載の積層体。
・オキサジアゾール類；
・トリアゾール類；
・ベンゾチアジアゾール類；
・ＴＰＢＩのようなＮ－アリルベンジミダゾール等のベンジミダゾール類；
・ビピリジン類；
・７－若しくは８－シアノ－パラ－フェニレン－ビニレン誘導体等のシアノビニル基を有
する分子；
・キノリン類；
・キノキサリン類；
・トリアリルボリル誘導体；
・２，５－ビス（２（’），２（’）ビピリジン－６－イル）－１，１－ジメチル－３，
４－ジフェニルシラシクロペンタジエン、若しくは、１，２－ビス（１－メチルー２，３
，４，５－テトラフェニルシラシクロペンタジエニル）エタン等のシラシクロペンタジエ
ンの誘導体のようなシロール誘導体；
・シクロオクタテトラエン類；
・キノイド構造；
・ピラゾリン類；
・ケトン類；
・ペンタアリルシクロペンタジエン誘導体等のシクロペンタジエニルをベースとしたフリ
ーラジカル電子輸送体；
・ベンゾチアジアゾール類；
・ナフタレンジカルボン酸無水物類、ナフタレンジカルボキシミド類、及びナフタレンジ
カルボキシミダゾール類；
・ペルフルオロ化オリゴ－パラ－フェニル類；
・K. Naito, M. Sakurai, S. Egusa, J. Phys. Chem. A, 101, 2350 (1997)における物質
；及び
・L.S. Hung, C.H. Chen, Mater. Sci. Engineering Reports, 39, 143-222 (2002) にお
ける物質
【請求項１８】
　ダイアドの上記サブユニットは、スピロ化合物により結合していることを特徴とする請
求項１２～１７の何れか１項に記載の積層体。
【請求項１９】
　ｐ－ｉ－ｎ構造が形成されていることを特徴とする請求項１～１８の何れか１項に記載
の積層体。
【請求項２０】
　ｐ－ｉ－ｉ構造が形成されていることを特徴とする請求項１～１８の何れか１項に記載
の積層体。
【請求項２１】
　ｉ－ｉ－ｎ構造が形成されていることを特徴とする請求項１～１８の何れか１項に記載
の積層体。
【請求項２２】
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　優先的にホール輸送する物質と優先的に電子輸送する物質と三重項エミッタドーパント
との上記混合物は、優先的にホール輸送する成分として、以下の物質分類における１以上
の物質を含むことを特徴とする請求項４，６及び７の何れか１項に記載の積層体。
・ＴＰＤ、ＮＰＤ、及びこれらのスピロ結合ダイアドの誘導体、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、ＴＮ
ＡＴＡ等のＴＤＡＴＡの誘導体、若しくはＴＤＡＢの誘導体等のトリアリルアミンユニッ
トを含む分子；
・チオフェンユニットを含む分子；及び／又は
・フェニレン－ビニレンユニットを含む分子
【請求項２３】
　優先的にホール輸送する物質と優先的に電子輸送する物質と三重項エミッタドーパント
との上記混合物は、優先的に電子輸送する成分として、以下の物質分類における１以上の
物質を含むことを特徴とする請求項４，６及び７の何れか１項に記載の積層体。
・オキサジアゾール類；
・トリアゾール類；
・ベンゾチアジアゾール類；
・ＴＰＢＩのようなＮ－アリルベンジミダゾール等のベンジミダゾール類；
・ビピリジン類；
・７－若しくは８－シアノ－パラ－フェニレン－ビニレン誘導体等のシアノビニル基を有
する分子；
・キノリン類；
・キノキサリン類；
・トリアリルボリル誘導体；
・２，５－ビス（２（’），２（’）ビピリジン－６－イル）－１，１－ジメチル－３，
４－ジフェニルシラシクロペンタジエン、若しくは、１，２－ビス（１－メチル－２，３
，４，５－テトラフェニルシラシクロペンタジエニル）エタン等のシラシクロペンタジエ
ンの誘導体のようなシロール誘導体；
・シクロオクタテトラエン類；
・キノイド構造；
・ピラゾリン類；
・ケトン類；
・ペンタアリルシクロペンタジエン誘導体等のシクロペンタジエニルをベースとしたフリ
ーラジカル電子輸送体；
・ベンゾチアジアゾール類；
・ナフタレンジカルボン酸無水物類、ナフタレンジカルボキシミド類、及びナフタレンジ
カルボキシミダゾール類；
・ペルフルオロ化オリゴ－パラ－フェニル類；
・K. Naito, M. Sakurai, S. Egusa, J. Phys. Chem. A, 101, 2350 (1997)における物質
；及び
・L.S. Hung, C.H. Chen, Mater. Sci. Engineering Reports, 39, 143-222 (2002) にお
ける物質
【請求項２４】
　上記両極性の単一成分物質が、以下の１以上の物質分類の１つに属することを特徴とす
る請求項３，５及び７の何れか１項に記載の積層体。
・両極性若しくは電子輸送性の構造、及び両極性若しくはホール輸送性の構造と、別個の
π電子系を有する基礎構造とを含む共有結合したダイアド；
・追加されるホールを優先的に利用し、ＨＯＭＯ波動関数が集中している第一のサブユニ
ットと、追加される電子を優先的に利用し、ＬＵＭＯ波動関数が集中している第二のサブ
ユニットとを、共有のπ電子系を有する適切な構造要素により含む分子；
・プッシュ－プル置換した分子；
・ＣＢＰのようなカルバゾールユニットを含む分子；



(6) JP 2008-509565 A 2008.3.27

10

20

30

40

50

・フルオレンユニットを含む分子；
・ポルフィリン若しくはフタロシアニンユニットを含む分子；
・パラ位で結合した、３より多いフェニルユニットを有するパラ－オリゴフェニルを含む
分子；
・アントラセン、テトラセン若しくはペンタセンユニットを含む分子；
・ペリレンを含む分子
・ピレンを含む分子
【請求項２５】
　上記発光層及び他の発光層の層の厚さが、それぞれ約３０ｎｍ未満であることを特徴と
する請求項１～２４の何れか１項に記載の積層体。
【請求項２６】
　少なくとも１以上の発光層が、発光領域に存在することを特徴とする請求項１～２５の
何れか１項に記載の積層体。
【請求項２７】
　電子輸送層、ホール輸送層、電子ブロッキング層及びホールブロッキング層からなる群
から選択される１つ若しくは全ての層が、ホール注入コンタクトと電子注入コンタクトと
の間の発光領域の外側に存在することを特徴とする請求項１～２６の何れか１項に記載の
積層体。
【請求項２８】
　上記他の発光層の実効ホール輸送準位から、隣接した電子輸送層の実効ホール輸送準位
へのホール注入のエネルギー障壁は、隣接した当該電子輸送層が無効力のホールブロッキ
ング層となるように、約０．４ｅＶ未満であることを特徴とする請求項２７に記載の積層
体。
【請求項２９】
　上記発光層の実効電子輸送準位から、隣接したホール輸送層の実効電子輸送準位への電
子注入のエネルギー障壁は、隣接した当該ホール輸送層が無効力の電子ブロッキング層と
なるように、約０．４ｅＶ未満であることを特徴とする請求項２７又は２８に記載の積層
体。
【請求項３０】
　ｐドープしたホール輸送層が存在し、
　上記ｐドープしたホール輸送層と上記発光領域との間の層領域には、非ドープの中間層
が存在していないことを特徴とする請求項１～２９の何れか１項に記載の積層体。
【請求項３１】
　上記発光層は、上記ホール注入コンタクトに直接接していることを特徴とする請求項１
～２９の何れか１項に記載の積層体。
【請求項３２】
　ｎドープした電子輸送層が存在し、
　上記ｎドープした電子輸送層と上記発光領域との間の層領域には、非ドープの中間層が
存在していないことを特徴とする請求項１～３１の何れか１項に記載の積層体。
【請求項３３】
　上記他の発光層は、上記電子注入コンタクトに直接接していることを特徴とする請求項
１～３２の何れか１項に記載の積層体。
【請求項３４】
　請求項１～３３の何れか１項に記載の積層体であることを特徴とする発光成分。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光成分用積層体、具体的には有機燐光発光ダイオード（ＯＬＥＤ）に関す
るものである。
【背景技術】
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【０００２】
　有機層積層体を有する成分について、例えば、特許文献１に記載されている。このよう
な成分の典型的なものとして、マトリックス物質と燐光ドーパントとの混合物を含むシン
プルな発光層（ＥＭＬ）をベースとしたものが報告されている（例えば、非特許文献１、
２参照）。
【０００３】
　非特許文献１（Ｉｒ（ｐｐｙ）３（fac トリス（２－フェニルピリジン）イリジウム）
でドープした、ＣＢＰ（４，４’－Ｎ，Ｎ’－ジカルバゾリルビフェニル若しくは４，４
’－ビス（カルバゾール－９－イルビフェニル）を含むＥＭＬ）や非特許文献２（Ｉｒ（
ｐｐｙ）３でドープした、ＴＣＴＡ（４，４’，４”－トリス（Ｎ－カルバゾリル）トリ
フェニル－アミン）を含むＥＭＬ）のように、上記成分が主としてホール輸送特性を有し
ている場合、非常に高いイオン化エネルギーを有する物質からなるホールブロッキング層
（ＨＢＬ）（即ち、非特許文献１の場合では、ＢＣＰ（バトクプロイン、２，９－ジメチ
ル－４，７－ジフェニル－１，１０－フェナントロリン）、非特許文献２の場合ではペル
フルオロ化スターバースト型物質）が発光層と電子輸送層若しくは陽極との間に要求され
る。
【０００４】
　一方、非特許文献３（電子輸送物質 エミッタドーパントであるＩｒ錯体でドープした
、電子輸送物質であるＴＡＺ（３－（４－ビフェニルイル）－４－フェニル－５－ｔｅｒ
ｔ－ブチルフェニル－１，２，４－トリアゾールのような１，２，４－トリアゾール誘導
体）から成るＥＭＬ）のように、ＥＭＬが主として電子伝導特性を有している場合、特許
文献３で使用している、４，４’－ビス［Ｎ，Ｎ’－（３－トリル）アミノ］－３，３’
－ジメチルビフェニル（ＨＭ－ＴＰＤ）のような、非常に低い電子親和性を有する物質か
らなる電子ブロッキング層（ＥＢＬ）が要求される。しかし、これらは、特に高輝度の場
合に、ホール／電子ブロッキング層においてホール／電子の蓄積が起こり、輝度の増加に
伴い効率の低下を引き起こすという問題を生じる。
【０００５】
　更には、電荷キャリアの蓄積により、ＯＬＥＤの劣化が促進されるという問題がある。
加えて、良好なホールブロッキング物質は電気化学的に不安定であることが多い。例えば
、ホールブロッキング物質として広く知られた、バトクプロイン（ＢＣＰ）、バトフェナ
ントロリン（ＢＰｈｅｎ）及び２，２’，２”－（１，３，５－ベンゼントリイル）トリ
ス［１－フェニル－１Ｈ－ベンズイミダゾール］（ＴＰＢＩ）（非特許文献４参照）の使
用において当てはまる。
【０００６】
　特許文献１において、以下に示すように、両極発光層（ＥＭＬ）ＥＭＬ１及びＥＭＬ２
が、有機燐光発光ダイオード（陽極＝ＩＴＯ／ホール輸送層（ＨＴＬ）１＝ＭｅＯ－ＴＰ
ＤでドープしたＦ４－ＴＣＮＱ／ＨＴＬ２＝スピロ－ＴＡＤ／ＥＭＬ１＝ＴＣＴＡ：Ｉｒ
（ｐｐｙ）３／ＥＭＬ２＝ＢＰｈｅｎ：Ｉｒ（ｐｐｙ）３／電子輸送層（ＥＴＬ）ＥＴＬ
２＝ＢＰｈｅｎ／ＥＴＬ１＝ＣｓドープしたＢＰｈｅｎ／陰極＝Ａｌ）用の積層体に使用
されている。ＥＭＬ２からＥＭＬ１への電子注入障壁は、この場合、約０．５ｅＶである
。
【０００７】
　また、有機燐光発光ダイオードについても開示されている（特許文献２参照）。この公
知の発光ダイオードでは、発光領域は同じ三重項エミッタドーパントでそれぞれドープさ
れた、ホール輸送／電子輸送体と共に２つの発光層を有している。
〔特許文献１〕国際公開第０３／１００８８０号パンフレット
〔特許文献２〕国際公開第０２／０７１８１３号パンフレット
〔非特許文献１〕Baldo et al. Appl. Phys. Lett., 75 (1), 4-6 (1999)
〔非特許文献２〕Ikai et al. (Appl. Phys. Lett., 79 (2), 156-158 (2001)
〔非特許文献３〕Adachi et al. (Appl. Phys., 90 (10), 5048-5051 (2001)
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〔非特許文献４〕Kwong et al., Appl. Phys. Lett., 81, 162 (2002)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記公知の成分では、ホール輸送物質と電子輸送物質との間のエネルギー障壁が高いた
め、発光領域において、電荷キャリアによる励起子のクエンチ（三重項－ポーラロンクテ
ンチング）の確率を高くする、電荷キャリアの蓄積が生じるという問題に悩まされる。加
えて、励起子の生成は、上記成分における、ホール輸送部分と電子輸送部分との間の界面
で起こる。これは、上記領域において局在化した三重項励起子の密度（local triplet ex
citon density）が高くなり、三重項－三重項消滅（triplet-triplet annihilation）の
確率が高くなることによる。上記三重項－ポーラロンクエンチング、及び三重項－三重項
消滅は、比較的高い電流密度における量子効率の低下を導く。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の目的は、発光特性（特に、高輝度の燐光の量子効率、及び寿命）が改善された
、発光成分用積層体（特に、有機燐光発光ダイオード）を提供することである。
【００１０】
　上記目的は、独立請求項１に係る発光成分用積層体の発明により達成される。
【００１１】
　上記発明は、少なくとも２つの両極性（アンバイポーラ）層（１つは、優先的に電子を
輸送し、もう１つは優先的にホールを輸送する）を、発光帯としても呼ばれる、上記積層
体の発光領域に配置するというアイデアを基礎としている。
【００１２】
　層中のある種類の電荷キャリア（即ち、電子若しくはホール）の電荷キャリア移動度が
、もう一方の種類の電荷キャリアの電荷キャリア移動度よりも大きい場合、及び／又は上
記種類の電荷キャリアの注入障壁がもう一方の種類の電荷キャリアの注入障壁よりも低い
場合には、上記種類の電荷キャリアの優先的な輸送が発光成分の層の中で起こる。
【００１３】
　ヘテロ遷移は、ねじれへテロ遷移（staggered heterotransition）、または、物質（Ｍ
１）のＨＯＭＯ（highest occupied orbital）及びＬＵＭＯ（lowest unoccupied orbita
l）の両方が、物質（Ｍ２）の場合よりも、真空準位に近いことを意味する、優先的にホ
ールを輸送する物質（Ｍ１）のイオン化エネルギー及び電子親和性の両方が電子を優先的
に輸送するもう１つの物質（Ｍ２）よりも低い場合における、有機物質（Ｍ１）ともう１
つの有機物質（Ｍ２）との間のねじれタイプII（staggered type II）のへテロ遷移と呼
ばれる。これは、物質（Ｍ１）から他方の物質（Ｍ２）への電子注入のエネルギー障壁と
、物質（Ｍ２）から他方の物質（Ｍ１）への電子注入のエネルギー障壁となる。
【００１４】
　有機物質ベースの層における電子移動度とホール移動度との差が２桁未満であり、当該
層の有機物質は、有機物質のラジカルアニオン及びラジカルカチオンの電気化学的安定性
に基づいて、可逆的に還元及び酸化可能であるので、当該有機物質ベースの層は、本願の
目的を達成するため、両極層とされる。
【００１５】
　上記両極特性は、ホール注入を可能とするため、通常のホール輸送物質のホール輸送準
位より低い約０．４ｅＶ以下、好ましくは約０．３ｅＶ以下であるホール輸送準位（ＨＯ
ＭＯ）によって、より顕著とすることができる。通常のホール輸送物質としては、例えば
、Ｎ，Ｎ’－ジ（ナフタレン－２－イル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ベンジジン（ＮＰＤ
）が挙げられる。基準物質ＮＰＤのＨＯＭＯエネルギーは、真空準位より低い、約５．５
ｅＶから約５．７ｅＶであることが報告されている。
【００１６】
　これらに加えて、若しくはＨＯＭＯエネルギーを含む先に述べた特性の替わりとして、
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上記両極特性は、Ａｌｑ３のような通常の電子輸送物質の電子輸送準位よりも高い約０．
４ｅＶ以下、好ましくは約０．３ｅＶ以下である、両極層の有機物質の電子輸送準位によ
って実現される。上記判断基準は、当業者に知られているＬＵＭＯエネルギーの評価方法
により確認することができる。具体的には、
（ａ）イオン化エネルギー（ＩＰ）（例えば、光電子分光計による方法）、及び光吸収端
Ｅｇ

ｏｐｔの測定、並びにＩＰ－Ｅｇ
ｏｐｔとしての真空におけるＬＵＭＯエネルギーの

評価。Ａｌｑ３の場合、ＬＵＭＯエネルギーは、真空準位より低い約２．９ｅＶから約３
．１ｅＶとなる。
（ｂ）第一還元電位の電気化学的測定。ここで、Ａｌｑ３の電位はフェロセン／フェロセ
ン＋比較で－２．３Ｖであり、これは約３．５ｅＶの電子親和性に対応する。
（ｃ）Ａｌｑ３の場合における、両極層で用いられる有機物質のＬＵＭＯエネルギー準位
の上記界面を横切るＡｌｑ３への電子移動障壁の試験による評価
、を含んでいる。
【００１７】
　両極特性を有する有機層は、例えば以下のようにして得られる。
（ｉ）単極有機マトリックス物質を、補完的な輸送特性を有するエミッタ物質と共に用い
る。例えば、マトリックス物質が電子輸送性である場合、エミッタ物質はホール輸送性で
あり、その逆もまた同様である。本実施形態では、ホール移動度と電子移動度との比率は
、エミッタ物質のドーパント濃度により設定することができる。単極ホール輸送性マトリ
ックス物質からなるマトリックスは、「ホール・オンリー」マトリックと呼ばれ、「エレ
クトロン・オンリー」マトリックスは、単極電子輸送性マトリックス物質からなるマトリ
ックスである。
（ii）両極マトリックス物質を用いることができる。
（iii）更なる実施形態では、２つのマトリックス物質（１つのマトリックス物質はホー
ル輸送性、もう１つのマトリックス物質は電子輸送性）とエミッタ物質との混合物を用い
る。ホール移動度と電子移動度との比率は、上記混合比によって設定することができる。
分子混合比は、１：１０から１０：１の範囲内である。
【００１８】
　従来技術と比べて上記発明の有利な点は、電子注入とホール注入との要求されるバラン
スを自己調和する特性を、発光領域における複数の層からなる積層体が有することである
。界面における電荷キャリアの蓄積は、隣接部若しくはブロッキング層への輸送の両方に
対して回避される。このことは、特に、公知の発光成分（Adachi et al. (Appl. Phys., 
90 (10), 5048-5051 (2001))）と比べて有利である。また、発光領域における層間の内部
界面においても、特に、従来技術（国際公開第０２／０７１８１３号パンフレット）と比
べて有利となる。高度に局在化した電荷キャリア密度による劣化工程、並びに電荷キャリ
アと励起子との間及び励起子間の効率低下クエンチング工程のどちらについても、この手
段により最小限に抑制される。
【００１９】
　特許文献１（国際公開第０３／１００８８０号パンフレット）に記載されているように
、発光領域は、２以上の発光層を含ませることが可能である。尚、この特許文献１の内容
は、参考のため本特許出願に組み込まれるものとする。
【００２０】
　複数の発光層における上記三重項エミッタドーパントは、同一のものであってもよいし
、異ならせることもできる。
【００２１】
　電荷キャリア輸送層及び／又はホール若しくは電子ブロッキング層は、発光層が積層体
の発光領域における接点（陽極、陰極）若しくは（ドープした）電荷キャリア輸送層と直
接隣接するように、電子側及び／又はホール側で省略することができる。これらのことは
、他の励起子が金属コンタクトにおいて、若しくはドーパントと共に接点上でクエンチさ
れるため、又は電荷キャリアがＯＬＥＤを経て横に流れ、他の接点若しくはドープした輸
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送層において発光放射することなく再結合するため、発光帯における層システムの自己調
和特性により可能となる。
【００２２】
　〔実施例〕
　図面を参照しながら、実施例を挙げて以下に本発明を説明する。尚、実施例の記載にお
いて、以下の略称を用いる。
ＨＴＬ：ホール輸送層
ＥＴＬ：電子輸送層
ＥＭＬ：発光領域における層
ＥＢＬ：電子ブロッキング層
ＨＢＬ：ホールブロッキング層
【００２３】
　〔実施例１〕
　第一の実施例では発光成分として、以下の積層体を準備する。
陽極＝ＩＴＯ／
ＨＴＬ１＝層の厚さが約３０ｎｍ～５００ｎｍ（好ましくは約５０ｎｍ～２００ｎｍ）で
ある、０．１ｍｏｌ％～１０ｍｏｌ％の混合比でＦ４－ＴＣＮＱ（テトラフルオロテトラ
シアノキノジメタン）によりドープしたＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス（４－メトキシ
フェニル）ベンジジン（ＭｅＯ－ＴＰＤ）／
ＨＴＬ２＝層の厚さが約１ｎｍ～３０ｎｍ（好ましくは３ｎｍ～１５ｎｍ、ＨＴＬ２は好
ましくはＨＴＬ１より薄い）である、２，２’，７，７’－テトラキス（Ｎ，Ｎ－ジフェ
ニルアミノ）－９，９’－スピロビフルオレン（スピロ－ＴＡＤ）／
ＥＭＬ１＝層の厚さが約２ｎｍ～約３０ｎｍ（好ましくは約３ｎｍ～約１５ｎｍ）であり
、Ｉｒ（ｐｐｙ）３の濃度が約１ｍｏｌ％～約５０ｍｏｌ％（好ましくは約３ｍｏｌ％～
約３０ｍｏｌ％）である、ＴＣＴＡ：Ｉｒ（ｐｐｙ）３／
ＥＭＬ２＝層の厚さが約２ｎｍ～約３０ｎｍ（好ましくは約３ｎｍ～約１５ｎｍ）であり
、Ｉｒ（ｐｐｙ）３の濃度が約１ｍｏｌ％～約５０ｍｏｌ％（好ましくは約３ｍｏｌ％～
約３０ｍｏｌ％）である、ＴＰＢＩ：Ｉｒ（ｐｐｙ）３／
ＥＴＬ２＝層の厚さが約１ｎｍ～３０ｎｍ（好ましくは３ｎｍ～１５ｎｍ、ＥＴＬ２は好
ましくはＥＴＬ１より薄い）である、ビス（２－メチル－８－キノリノレート）－４－（
フェニルフェノレート）アルミニウム（III）（ＢＡｌｑ２）（同等の特性は、ＥＴＬ２
としてＢＡｌｑ２の替わりにＢＰｈｅｎを用いることにより得られる）
ＥＴＬ１＝層の厚さが約３０ｎｍ～約５００ｎｍ（好ましくは約５０ｎｍ～約２００ｎｍ
）であり、Ｃｓの濃度が約１ｍｏｌ％から１：１のモル比でドープした、ＢＰｈｅｎ：Ｃ
ｓ／
陰極＝Ａｌ
【００２４】
　ＥＭＬ１での電子輸送は、例えば、４６％／４６％／８％の混合比でＴＣＴＡ、ＴＰＢ
Ｉ及びＩｒ（ｐｐｙ）３の３つの成分の混合物から得られる層により任意に補助すること
ができる。ＥＭＬ２からＥＭＬ１への電子注入障壁は、この場合、約０．３ｅＶ未満であ
る。ＥＭＬ１からＥＭＬ２へのホール注入障壁は、ＥＭＬ１及びＥＭＬ２でのホール輸送
が、Ｉｒ（ｐｐｙ）３へのホッピングとして起こるため約０ｅＶである。即ち、ＥＭＬ２
におけるＴＣＴＡ状態からＩｒ（ｐｐｙ）３状態へとホールが進む場合、ＥＭＬ２からＥ
ＭＬ１への電子注入障壁は負となり得る。Ｆ４－ＴＣＮＱのようなアクセプター、Ｃｓの
ようなドナー、並びにエミッタドーパント（即ち、本実施例におけるＩｒ（ｐｐｙ）３）
のような酸化還元ドーパントの組み込みは、例えば、減圧下で２つの独立した制御可能な
熱昇華源から混合気化させる手段、又は連続的な物質の塗布のような他の適切な方法によ
る手段によって実行される。連続的な物質の塗布は、例えば、特定の温度－時間図（prof
ile）により適切に支援する場合には、減圧下での気化、及びその後のお互いへの拡散に
より実行することができる。
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【００２５】
　第一の実施例における、ＥＭＬ２の両極性は、電子輸送物質ＴＰＢＩ及びＢＰｈｅｎに
おけるＩｒ（ｐｐｙ）３のホール輸送性により達成される。ホール輸送を援助するため、
少量のＴＣＴＡを、ＥＭＬ２へ任意に混合することができるが、ＥＭＬ２中のＴＣＴＡ濃
度は常にＥＭＬ１の濃度より低くするべきである。
【００２６】
　〔実施例２〕
　第２の実施例では、ＥＴＬ２をＡｌｑ３としたこと以外は上述した実施例１と同様構造
である。つまり、陽極＝ＩＴＯ／ＨＴＬ１＝Ｆ４－ＴＣＮＱドープしたＭｅＯ－ＴＰＤ／
ＨＴＬ２＝スピロ－ＴＡＤ／ＥＭＬ１＝ＴＣＴＡ：Ｉｒ（ｐｐｙ）３／ＥＭＬ２＝ＴＰＢ
Ｉ：Ｉｒ（ｐｐｙ）３／ＥＴＬ２＝Ａｌｑ３／ＥＴＬ１＝ドープしたＢＰｈｅｎ：Ｃｓ／
陰極＝Ａｌである。
【００２７】
　本実施例では、必要に応じて、ホール及び／又は電子ブロッキング層を完全に無くすこ
とを可能とする、上記構造の自己調和の特徴を実証する。Ａｌｑ３はホールブロッキング
作用は有していないが、ＢＣＰのような典型的なホールブロッキング物質よりも安定であ
る。本実施例では、Ａｌｑ３はＢＰｈｅｎ：ＣｓからＥＭＬ２への電子注入を援助する。
【００２８】
　〔実施例３〕
　第３の実施例では、電子ブロッキング層もホールブロッキング層もどちらも設けられて
いない、シンプルな構造であるが、本件では、ブロッキング層の１つのみを省略すること
も可能である。
陽極＝ＩＴＯ／ＨＴＬ１＝Ｆ４－ＴＣＮＱドープしたＭｅＯ－ＴＰＤ／ＥＭＬ１＝ＴＣＴ
Ａ：Ｉｒ（ｐｐｙ）３／ＥＭＬ２＝ＴＰＢＩ；Ｉｒ（ｐｐｙ）３／ＥＴＬ１＝ドープした
ＢＰｈｅｎ：Ｃｓ／陰極＝Ａｌ
【００２９】
　〔実施例４〕
　改良した実施例３から構成される本実施例では、以下の構造を有する。
陽極＝ＩＴＯ／ＨＴＬ１＝Ｆ４－ＴＣＮＱドープしたＭｅＯ－ＴＰＤ／ＨＴＬ２＝スピロ
－ＴＡＤ／ＥＭＬ１＝ＴＣＴＡ：Ｉｒ（ｐｐｙ）３／ＥＭＬ２＝ＴＰＢＩ：Ｉｒ（ｐｐｙ
）３／ＥＴＬ１＝ドープしたＢＰｈｅｎ：Ｃｓ／陰極＝Ａｌ
【００３０】
　図３に、実施例４（三角形）及び実施例５（円）における輝度の関数とした電流効率の
実験結果を示す。
【００３１】
　上記記載の実施例は、アクセプターがホール輸送層に取り込まれ、ドナーが電子輸送層
に取り込まれた、ｐ－ｉ－ｎ構造を有している。電子輸送層ＥＴＬ１及びＥＴＬ２におけ
るドナーを除いた場合、ｐ－ｉ－ｉ構造が得られる。ホール輸送層ＨＴＬ１及びＨＴＬ２
におけるアクセプターを除いた場合、ｉ－ｉ－ｉ構造が形成される。全ての構造は、発光
帯におけるＥＭＬ１及びＥＭＬ２の上記構造と組み合わせることができる。
【００３２】
　〔実施例５〕
　更なる実施例では、ホール注入コンタクトと、任意の１以上のホール注入及びホール輸
送層と、発光領域と、任意の１以上の電子注入及び電子輸送層と、電子注入コンタクトと
を含む積層体を含む発光成分を準備する。この場合、発光領域における少なくとも１つの
層は、燐光エミッタドーパントとマトリックス物質との混合物から作製されており、上記
マトリック物質は、二極性（バイポーラ）若しくは電子輸送構造及び二極性若しくはホー
ル輸送構造から成る、共有結合したダイアドであり、当該ダイアド物質は独立したπ電子
系を有する複数のサブユニットを含む。
【００３３】
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　実施例５の上記発光成分は、ＨＯＭＯ波動関数が２つのサブユニットの１つに集中する
ように、上記ダイアドのサブユニットの１つが追加されるホールを優先的に利用すること
ができ、且つＬＵＭＯ波動関数がドナー－アクセプターダイアドに集中するように、上記
ダイアドのサブユニットの他方が、追加される電子を優先的に利用することができるよう
に、作り上げられていることが好ましい。
【００３４】
　両極性は通常、発生帯（generation zone）を広げ、両極性はもはや直ぐ隣の界面に排
他的に集中していないため、発光領域におけるこのような輸送の両極性もまた改善される
。非常にバランスの良い状態及びＥＭＬの中心での優先的な発生を達成するため、電荷キ
ャリア移動度が、物質において互いに無関係に設定される場合に、このことは特に当ては
まる。サブユニットは電子輸送及びホール輸送について個別に最適化され得るため、補完
的な輸送特性を有する２つの部分から作り上げられるドナー－アクセプターダイアド（Ｄ
ＡＤｓ）の使用によりこれらは達成される。
【００３５】
　加えて、ダイアドの上記使用は、燐光ＯＬＥＤｓの効率に関して以下の有利な点を有す
る。ＯＬＥＤｓの原理上、低い作動電圧が望ましい。発光帯の上記輸送物質（マトリック
ス）における電荷キャリア対のエネルギーは、理想的には燐光ドーパントの三重項エネル
ギーよりもやや大きくすべきである。同時に、発光帯の上記輸送物質の最低三重項準位は
、上記エミッタの他の三重項励起子がマトリックス物質によりクエンチされるため、エミ
ッタドーパントの三重項準位よりも高いエネルギーでなければならない。これら２つの必
要条件は、上記三重項エネルギーが一重項エネルギー（光学的エネルギーギャップ）若し
くは交換相互作用による自由電荷キャリア対（電気的エネルギーギャップ）よりもかなり
低い範囲において相反する。
【００３６】
　ここで、一重項エネルギーと三重項エネルギーとの間の差は、ＨＯＭＯとＬＵＭＯとの
空間的重なりと相互に関連している。ＨＯＭＯがＬＵＭＯよりも異なるサブユニットに制
限されているダイアドにおける上記差は、無視できる程小さい。サブユニットのＨＯＭＯ
エネルギー間及びＬＵＭＯエネルギー間の差が十分に大きい場合、光学的及び電気的エネ
ルギーギャップが互いに接近するように、ＤＡＤの最低一重項励起状態は、分子フレンケ
ル励起子よりも低い励起子結合エネルギーを有する電荷移動励起子である。互いに大きく
重なっているＨＯＭＯ及びＬＵＭＯを有する物質と比較して、ＤＡＤを用いた場合では、
全体として、上記マトリックスの電気的エネルギーギャップと燐光ドーパントの三重項エ
ネルギーとの間の差をかなり減少させることができる。
【００３７】
　このようなＤＡＤは、図４に示すようなＣＢＰ及びＴＡＺユニットから作り上げられる
スピロ結合分子によって実現することができる。最低一重項及び三重項励起状態は上記２
つの成分の値に対応し、上記電気的エネルギーギャップは、ＣＢＰのＨＯＭＯ及びＴＡＺ
のＬＵＭＯによって形成される。
【００３８】
　〔エネルギー準位図〕
　少なくとも部分的には上述した実施例、及び更なる実施形態を含む各種実施形態のエネ
ルギー準位図を、図５～図１２を参照して以下に記載する。
【００３９】
　図５では、（ａ）隣接するπ電子系を有する単一物質、（ｂ）サブユニットのＨＯＭＯ
準位若しくはＬＵＭＯ準位間の少なくとも１つのエネルギーの違いが小さいことにより（
好ましくは約０．５ｅＶ未満）、最低一重項励起状態が、サブユニットの１つにおけるフ
レンケル励起子である、ＤＡＤのサブユニットＤ（ドナーユニット）及びＡ（アクセプタ
ーユニット）、（ｃ）サブユニットのＨＯＭＯ準位若しくはＬＵＭＯ準位間の少なくとも
１つのエネルギーの違いが大きいことにより（好ましくは約０．４ｅＶより大きく）、最
低一重項励起状態が、サブユニットＡ上の電子及びサブユニットＤ上のホールから成る電
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荷移動励起子である、ＤＡＤのサブユニットＤ（ドナーユニット）及びＡ（アクセプター
ユニット）、のエネルギー準位を概略的に示す。
【００４０】
　図５における（ｃ）の実施例は、最低作動電圧を導く、エネルギー的に最適な状態を示
す。しかしながら、エネルギー移動効率を改善するため、若しくは、重要な振電緩和プロ
セス（vibronic relaxation process）へと導く、電荷移動励起子のクエンチングプロセ
スを回避するため、図５における（ｂ）に規定する、最低励起状態が上記サブユニットの
１つにおけるフレンケル励起子である、エネルギー的により小さい最適な状態へと移るこ
とは、エネルギーの違い（offset）の１つがフレンケル励起子の結合エネルギーよりも小
さいため好都合である。空間的ＨＯＭＯ－ＬＵＭＯの重なりが大きい単一物質と比較した
、作動電圧に関する有利な点は、それでもなお維持される。つまり、一重項及び三重項励
起間の差はここでは減少していないが、光学的及び電気的エネルギーギャップは互いによ
り接近する。
【００４１】
　単一粒子準位と励起状態のエネルギーとの間の混乱を避けるため、図５における電子／
ホール準位は、Ｅｅ／Ｅｈにより表示する。ＬＵＭＯの語は、上記文献における一様な方
法では特に用いられないが、電子／ホール準位は、本質的にサブユニットのＨＯＭＯ／Ｌ
ＵＭＯエネルギーに相当する。また、上記励起エネルギーは、スピン多重度に依存し、Ｓ

ｎ若しくはＴｎにより表示される。ＣＴは、サブユニットＡにおける電極とサブユニット
Ｄにおけるホールとから形成され、大部分はスピン多重度から独立した電荷移動励起子の
エネルギーを示す。図５における（ｂ）及び（ｃ）の場合、上記マトリックスは、より小
さい、三重項エネルギーと同程度の電気的エネルギーギャップ（Ｅｇｅｌ）を有するため
、燐光発光ダイオードはより低い作動電圧で動作させることができる。
【００４２】
　図６は、発光帯における層の１つであるＥＭＬ１の物質（Ｍ１）が、二極性の単一成分
物質と、「エレクトロン・オンリー」マトリックス及びホール輸送エミッタドーパントを
含む、発光帯における他の層ＥＭＬ２の他の物質（Ｍ２）とを含む実施例のエネルギー準
位図を概略的に示す。
【００４３】
　上側の線はＬＵＭＯ準位（つまり、それぞれの電子輸送準位）を示す。下側の線はＨＯ
ＭＯ準位（つまり、ホール輸送準位）を示す。更には、フェルミ準位により記号で表され
た、陽極Ａ及び陰極Ｋを示す。本実施例では、ＨＴＬ１はｐドープされ、ＨＴＬ２はｎド
ープされていると仮定する。図６における発光層ＥＭＬ１及びＥＭＬ２において破線とし
て示されるエネルギー準位は、エミッタドーパントの準位を示す。矢印６０、６１は、電
荷キャリア移動が起こるエネルギー準位を示している。矢印６２、６３は物質系の優先す
る輸送形式を示す。上記ＥＭＬにおけるＨＯＭＯエネルギーとＬＵＭＯエネルギーとのエ
ネルギー的配置は重要であり、ＨＴＬ２とＥＭＬ１との間のＨＯＭＯオフセット、並びに
ＥＴＬ２とＥＭＬ２との間のＬＵＭＯオフセットがあまり大きくないことも重要である。
このオフセットは、好ましくは約０．５ｅＶ未満であり、より好ましくは約０．３ｅＶ未
満である。
【００４４】
　図７では、発光帯における層の１つであるＥＭＬ１の物質（Ｍ１）が、ホール輸送物質
と電子輸送物質と三重項エミッタドーパントとの混合物と、「エレクトロン・オンリー」
マトリックスを含む、発光帯における他の層ＥＭＬ２の他の物質（Ｍ２）とを含み、ドー
パント状態間のホッピングによりホール輸送が起こり得る実施例のエネルギー準位図を概
略的に示す。破線は、エミッタドーパントのエネルギー準位を示す。鎖線（stroke-dot l
ine）はＥＭＬ１における電子輸送成分のエネルギーを示す。そして、ＥＭＬ１における
実線は、ホール輸送成分のエネルギー準位を示す。
【００４５】
　図８では、発光帯における層の１つであるＥＭＬ１の物質（Ｍ１）が、ドーパント状態
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間のホッピングにより電子輸送が生じる「ホール・オンリー」マトリックスと、両極性の
単一成分物質を含む、発光帯における他の層ＥＭＬ２の他の物質（Ｍ２）とを含む実施例
のエネルギー準位図を概略的に示す。
【００４６】
　図９では、発光帯における層の１つであるＥＭＬ１の物質（Ｍ１）が、ドーパント状態
間のホッピングにより電子輸送が生じる「ホール・オンリー」マトリックスと、ホール輸
送物質と電子輸送物質と三重項エミッタドーパントとの混合物を含む、発光帯における他
の層ＥＭＬ２の他の物質（Ｍ２）とを含む実施例のエネルギー準位図を概略的に示す。破
線は、前と同様に、三重項エミッタドーパントのエネルギー準位を示す。図９の鎖線（st
roke-dot line）はＥＭＬ２における電子輸送成分のエネルギーを示す。そして、ＥＭＬ
２における実線は、ホール輸送成分のエネルギー準位を示す。
【００４７】
　図１０では、発光帯における層の１つであるＥＭＬ１の物質（Ｍ１）及び発光帯におけ
る他の層ＥＭＬ２の他の物質（Ｍ２）が、単一成分、両極物質若しくはホール輸送物質と
電子輸送物質と三重項エミッタドーパントとの混合物からそれぞれ成る実施例のエネルギ
ー準位図を概略的に示す。輸送における重要な、ＥＭＬ１層及びＥＭＬ２層における輸送
物質の唯一のエネルギー準位を示し、混合物質の場合における非関与型（nonparticipati
ng energy level）エネルギー準位は示していない。
【００４８】
　図１１では、発光帯における層ＥＭＬ１、ＥＭＬ２における両物質（Ｍ１）及び（Ｍ２
）でのホール輸送が、三重項エミッタドーパントの状態間でのホッピングにより起こる実
施例のエネルギー準位図を概略的に示す。このホール輸送では、物質（Ｍ１）におけるマ
トリックス物質のＨＯＭＯ準位が他の物質（Ｍ２）よりも三重項エミッタドーパントのＨ
ＯＭＯ準位へ接近することにより、ＥＭＬ１の物質（Ｍ１）における三重項ドーパント間
のホッピングに対するトンネリング障壁がＥＭＬ２における他の物質（Ｍ２）のドーパン
ト間のホッピングに対するトンネリング障壁よりも小さくなり、物質（Ｍ１）における実
効ホール移動度が、他の物質（Ｍ２）における実効ホール移動度と比べて大きくなる。
【００４９】
　輸送にとって重要である、層ＥＭＬ１及びＥＭＬ２における上記輸送物質の唯一のエネ
ルギー準位を示し、混合物質の場合における非関与型エネルギー準位（nonparticipating
 energy level）は示していない。ここでは上記エネルギー準位は、輸送が層ＥＭＬ１の
三重項エミッタドーパント間のホッピングによるものと仮定しており、図６に対応する実
施例のエネルギー準位と同様に配置される。輸送が三重項エミッタドーパント間のホッピ
ングにより起こるか、トラップとしてのドーパントと上記マトリックスとにおける輸送と
して起こるかどうかは、上記ドーパント濃度とトラップの深さに依存する。上記トラップ
の深さは、マトリックスのＨＯＭＯエネルギー準位と三重項エミッタドーパントのＨＯＭ
Ｏエネルギー準位との間のエネルギー差である。
【００５０】
　図１２では、層ＥＭＬ１の物質（Ｍ１）における電子輸送が発光帯で起こり、発光帯に
おける層ＥＭＬ２の他の物質（Ｍ２）の電子輸送は、三重項エミッタドーパントの状態間
でのホッピングにより起こる実施例のエネルギー準位図を概略的に示す。この場合、他の
物質（Ｍ２）のマトリックス物質のＬＵＭＯ準位は、物質（Ｍ１）よりも上記三重項エミ
ッタドーパントのＬＵＭＯ準位に近づき、他の物質（Ｍ２）における三重項エミッタドー
パント間の電子のホッピングのトンネリング障壁は、物質（Ｍ１）におけるドーパント間
のホッピングのトンネリング障壁よりも小さくなり、他の物質（Ｍ２）における実効電子
移動度は、物質（Ｍ１）における実効電子移動度よりも大きくなる。
【００５１】
　輸送において重要な、層ＥＭＬ１及びＥＭＬ２中の輸送物質における唯一のエネルギー
準位を図１２に示し、混合物質の場合における非関与型エネルギー準位（nonparticipati
ng energy level）は示していない。
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【００５２】
　上記エネルギー準位は、ドーパント間の直接ホッピングにより層ＥＭＬ２における電子
輸送が生じていることが図９とは異なっており、図９の実施例と同様に配置される。
【００５３】
　〔物質の更なる例〕
　記載した各種実施形態に用いることができる物質の更なる例を以下に示す。
【００５４】
　記載した実施例において、発光帯におけるホール輸送マトリックス物質として以下の物
質を優先的に若しくは排他的に使用することができる。
（１）トリアリルアミンユニットを含む分子、特にＴＰＤ、ＮＰＤ若しくはこれらスピロ
結合ダイアドの誘導体（スピロ結合は、例えば、ＵＳ５８４０２１７に記載されている）
；ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、ＴＮＡＴＡ等のＴＤＡＴＡの誘導体；ＴＤＡＢ（Y.Shirota, J.Mat
er.Chem., 10(1), 1-25(2000)参照）の誘導体
【００５５】

【化１】

スターバースト＝ＴＤＡＢ
１，３，５－トリス（ジフェニルアミノ）ベンゼン
【００５６】
　更なる芳香族アミンは、ＵＳ２００２／０９８３７９及びＵＳ６４０６８０４の文献に
記載されている。
（２）チオフェンユニットを含む分子
（３）フェニレン－ビニレンユニットを含む分子
　発光帯における層ＥＭＬの電子輸送マトリックス物質として、以下の物質を優先的に若
しくは排他的に使用することができる。
（１）オキサジアゾール類
【００５７】

【化２】

【００５８】
（２）トリアゾール類
【００５９】
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【化３】

【００６０】
（３）ベンゾチアジアゾール類
【００６１】
【化４】

【００６２】
（４）ベンズイミダゾール類
【００６３】
【化５】

【００６４】
特に、ＴＰＢＩのようなＮ－アリルベンズイミダゾール類
【００６５】
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【化６】

【００６６】
（５）ビピリジン類
【００６７】

【化７】

【００６８】
（６）シアノビニル基を有する分子（K.Naito, M.Sakurai, S.Egusa, J.Phys.Chem.A, 10
1, 2350(1997)参照）、特に、７－若しくは８－シアノ－パラ－フェニレン－ビニレン誘
導体
【００６９】
【化８】

【００７０】
（７）キノリン類
【００７１】



(18) JP 2008-509565 A 2008.3.27

10

20

30

40

【化９】

【００７２】
（８）キノキサリン類（M.Redecker, D.D.C.Brandley, M.Jandke, P.Strohriegl, Appl.P
hys.Lett., 75(1), 109-111(1999)参照）
【００７３】
【化１０】

【００７４】
（９）トリアリルボリル誘導体（Y.Shirota, J.Mater.Chem., 10(1), 1-25(2000)参照）
【００７５】
【化１１】

【００７６】
（１０）シロール誘導体、特に２，５－ビス（２（’），２（’）ビピリジン－６－イル
）－１，１－ジメチル－３，４－ジフェニルシラシクロペンタジエン
【００７７】
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【化１２】

【００７８】
若しくは、１，２－ビス（１－メチルー２，３，４，５－テトラフェニルシラシクロペン
タジエニル）エタン（H.Murata, Z.H.Kafafi, M.Uchida, Appl.Phys.Lett., 80(2), 189-
191(2002)参照）
【００７９】

【化１３】

【００８０】
のようなシラシクロペンタジエン
（１１）シクロオクタテトラエン類（P.Lu, H.P.Hong, G.P.Cai, P.Djurovich, W.P.Webe
r, M.E.Thompson, J.Amer.Chem.Soc., 122(31), 7480-7486(2000)参照）
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【００８１】
【化１４】

【００８２】
（１２）キノイダルチオフェン誘導体を含むキノイド構造
（１３）ピラゾリン類（Z.M.Zhang, R.F.Zhang, F.Wu, Y.G.Ma, G.W.Li, W.J.Tian, J.C.
Shen, Chin.Phys.Lett., 17(6), 454-456(2000)参照）
【００８３】

【化１５】

【００８４】
（１４）ヘテロ原子として少なくとも１つの窒素原子若しくは酸素原子有する、他の複素
環式化合物
（１５）ケトン類
（１６）シクロペンタジエニルをベースとしたフリーラジカル電子輸送体、特にペンタア
リルシクロペンタジエン誘導体（ＵＳ５８１１８３３参照）
【００８５】
【化１６】

【００８６】
（１７）ベンゾチアジアゾール類（R. Pacios, D.D.C.Bradley, Synth.Met., 127(1-3), 
261-265(2002)参照）
【００８７】
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【化１７】

【００８８】
（１８）ナフタレンジカルボン酸無水物類
【００８９】

【化１８】

【００９０】
（１９）ナフタレンジカルボキシミド類
【００９１】

【化１９】

【００９２】
及びナフタレンジカルボキシミダゾール類
【００９３】
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【化２０】

【００９４】
（２０）ペルフルオロ化オリゴ－パラ－フェニル類（A.J.Campbell, D.D.C.Bradley, H.A
ntoniadis, Appl.Phys.Lett., 79(14), 2133-2135(2001)参照）
【００９５】

【化２１】

【００９６】
更なる、電子輸送を促進する構造ユニットの有力な候補は、ＵＳ２０００２／０９８３７
９に記載されている。
【００９７】
　発光成分の更なる実施形態における、上記二極性の単一成分物質は、以下の物質の種類
の１つに属する。
（１）独立したπ電子系を含む基礎構造を有し、二極性若しくは電子輸送構造及び二極性
若しくはホール輸送構造から構成される共有結合したダイアド
　このような構造は、例えば、ドナーユニットとアクセプターユニットとのスピロ結合（
例えば、ＤＥ４４４６８１８Ａ１、R.Pudzich, J.Salbeck, Synthet.Metal., 138, 21(20
03)、及びT.P.I.Saragi, R.Pudzich, T.Fuhrmann, J.Salbeck, Appl.Phys.Lett., 84, 23
34(2004)参照）として実現されている。Pudzich及びSalbeckの上記研究の関心の的は、電
荷キャリア移動、１分子内での効率的な発光、並びに光に敏感なトランジスタの実現の組
み合わせである。電気的バンドギャップと最低三重項準位との間の好ましい関係の結果で
ある、燐光エミッタドーパントのマトリックスとしてこのような化合物の、見込まれる特
に有利な使用については、著者により言及されていない。
【００９８】
　電子伝導及びホール伝導構造を含むダイアドもまた、ＵＳ６４０６８０４で言及されて
いる。この特許によれば、蛍光エミッタ分子のマトリックとして利用することを意図して
いる。
（２）一般的なπ電子系の適切な構造要素として、追加されるホールを優先的に利用し、
その結果、ＨＯＭＯ波動関数が集中する第一のサブユニットと、追加される電子を優先的
に利用し、その結果、ＬＵＭＯ波動関数が集中する第２のサブユニットとを含む分子（例
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えば、Y. Shirota, M. Kinoshita, T. Noda, K. Okumoto, T. Ohara, J. Amer. Chem. So
c., 122 (44), 11021-11022 (2000)若しくはR. Pudzich, J. Salbeck, Synthet. Metal.,
 138, 21 (2003)参照）
（３）プッシュ－プル置換分子（適切な電子プリング及び電子プッシング置換基として、
追加されるホールを優先的に利用し、その結果、ＨＯＭＯ波動関数が集中するサブユニッ
トと、追加される電子を優先的に利用し、その結果、ＬＵＭＯ波動関数が集中するその他
のサブユニットとを有する分子）
（４）カルバゾールユニット、特にＣＢＰ
【００９９】
【化２２】

【０１００】
を含む分子
（５）フルオレンユニット
【０１０１】

【化２３】

【０１０２】
を含む分子（A.J. Campbell, D.D.C. Bradley, H. Antoniadis, Appl. Phys. Lett., 79 
(14), 2133-2135 (2001)参照）
（６）ポルフィリン若しくはフタロシアニンユニットを含む分子（A. Ioannidis, J.P. D
odelet, J. Phys. Chem. B, 101 (26), 5100-5107 (1997)参照）
（７）パラ位で結合した、３以上のフェニルユニットを有するパラ－オリゴフェニルユニ
ットを含む分子
【０１０３】
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【化２４】

【０１０４】
（８）アントラセン、テトラセン若しくはペンタセンユニットを含む分子
【０１０５】
【化２５】

【０１０６】
（９）ペリレンを含む分子
【０１０７】
【化２６】

【０１０８】
（１０）ピレンを含む分子
【０１０９】
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【化２７】

【０１１０】
　上述した明細書並びに請求項に記載した本発明の特徴は、これら各種実施形態を単独で
、若しくは組み合わせて本発明を実施することにおいて重要となる。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】第一の実施形態における発光成分の輝度の関数とした電流効率及び出力効率のグ
ラフを示す。
【図２】第二の実施形態における発光成分の輝度の関数とした出力効率のグラフを示す。
【図３】第四の実施形態における発光成分の輝度の関数とした出力効率のグラフを示す。
【図４】ＣＢＰのスピロ結合分子とＴＡＺユニット（このような分子は、ＤＡＤ（ドナー
－アクセプターダイアド）として上記言及された）とから作り上げられたダイアド（二分
子）を示す。
【図５】（ａ）隣接するπ電子系を有する単一物質、（ｂ）サブユニットのＨＯＭＯ準位
若しくはＬＵＭＯ準位間の少なくとも１つのエネルギーの違いが小さいことにより、最低
一重項励起状態が、サブユニットの１つにおけるフレンケル励起子である、ＤＡＤのサブ
ユニットＤ（ドナーユニット）及びＡ（アクセプターユニット）、（ｃ）サブユニットの
ＨＯＭＯ準位若しくはＬＵＭＯ準位間の少なくとも１つのエネルギーの違いが大きいこと
により、最低一重項励起状態が、サブユニットＡ上の電子及びサブユニットＤ上のホール
から成る電荷移動励起子である、ＤＡＤのサブユニットＤ及びＡ、のエネルギー準位を概
略的に示す。
【図６】発光帯における層の１つであるＥＭＬ１の物質（Ｍ１）が、二極性の単一成分物
質と、「エレクトロン・オンリー」マトリックス及びホール輸送エミッタドーパントから
成る、発光帯における他の層ＥＭＬ２の他の物質（Ｍ２）とを含む実施例のエネルギー準
位図を概略的に示す。尚、破線はエミッタドーパントのエネルギー準位を表す。
【図７】発光帯における層の１つであるＥＭＬ１の物質（Ｍ１）が、ホール輸送物質と電
子輸送物質と三重項エミッタドーパントとの混合物と、「エレクトロン・オンリー」マト
リックスから成る、発光帯における他の層ＥＭＬ２の他の物質（Ｍ２）とを含む実施例の
エネルギー準位図を概略的に示す。
【図８】発光帯における層の１つであるＥＭＬ１の物質（Ｍ１）が、ドーパント状態間の
ホッピングにより電子輸送が生じる「ホール・オンリー」マトリックスと、両極及び単一
成分物質から成る、発光帯における他の層ＥＭＬ２の他の物質（Ｍ２）とを含む実施例の
エネルギー準位図を概略的に示す。
【図９】発光帯における層の１つであるＥＭＬ１の物質（Ｍ１）が、ドーパント状態間の
ホッピングにより電子輸送が生じる「ホール・オンリー」マトリックスと、ホール輸送物
質、電子輸送物質及び三重項エミッタドーパントの混合物を含む、発光帯における他の層
ＥＭＬ２の他の物質（Ｍ２）とを含む実施例のエネルギー準位図を概略的に示す。
【図１０】発光帯における層の１つであるＥＭＬ１の物質（Ｍ１）及び発光帯における他
の層ＥＭＬ２の他の物質（Ｍ２）が、単一成分、両極物質若しくはホール輸送物質と電子
輸送物質と三重項エミッタドーパントとの混合物からそれぞれ成る実施例のエネルギー準
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【図１１】発光帯における層ＥＭＬ１の物質（Ｍ１）及び発光帯における層ＥＭＬ２の他
の物質（Ｍ２）におけるホール輸送が、三重項エミッタドーパント（Ｍ２と比較してより
大きいＭ１のホール移動度は、ここではマトリックスのホール輸送準位へのエネルギー項
（energy term）における距離がより小さいことに起因しており、Ｍ１のドーパント状態
間のトンネル現象は起こり易くなる）の状態間でのホッピングにより起こる実施例のエネ
ルギー準位図を概略的に示す。
【図１２】発光帯における層ＥＭＬ１の物質（Ｍ１）及び発光帯における層ＥＭＬ２の他
の物質（Ｍ２）における電子輸送が、三重項エミッタドーパント（Ｍ１と比較してより大
きいＭ２の電子移動度は、ここではマトリックスの電子輸送準位へのエネルギー項（ener
gy term）における距離がより小さいことに起因しており、Ｍ２のドーパント状態間のト
ンネル現象は起こり易くなる）の状態間でのホッピングにより起こる実施例のエネルギー
準位図を概略的に示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【国際調査報告】
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