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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの連続相、少なくとも１つの不連続相及び本質的に両親媒性である少な
くとも１つの機能性界面活性剤を含有するエマルジョンであって、該機能性界面活性剤が
少なくとも１つの機能性基と、機能性基の極性と異なる極性を示すことによって調合物の
形成を促進する少なくとも１つの基を含有し、該機能性界面活性剤が、蛍光および燐光機
能性基から選択される１つの発光性基を含み、前記エマルジョンが、蛍光および燐光発光
材料から選択される発光材料（ＥＭ）から選択される少なくとも１つの更なる有機機能性
材料を前記不連続性相中に含有し、前記不連続相がナノ液滴を形成することを特徴とする
エマルジョン。
【請求項２】
　前記不連続相が、１～７０００ｎｍの範囲の平均直径を有するナノ液滴を形成すること
を特徴とする請求項１に記載のエマルジョン。
【請求項３】
　エミッター材料から選択される少なくとも２つの更なる機能性材料を含有する請求項１
または２に記載の調合物であって、該エミッター材料が、互いに独立して蛍光材料及び燐
光材料から選択されることを特徴とするエマルジョン。
【請求項４】
　下記工程：
　（ａ）基板上に第一の層を形成すること、
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　（ｂ）請求項１～３のいずれか１項に記載のエマルジョンを前記第一の層上に被覆して
第二の層を形成すること、
を含む多層構造の製造方法であって、前記第一の層が、前記エマルジョンの連続相の溶媒
に作業温度において不溶であるか、溶解限度（好ましくは０．４質量％未満）を有するこ
とを特徴とする多層構造の製造方法。
【請求項５】
　下記工程：
　（ａ）請求項１～３のいずれか１項に記載のエマルジョンを基板上に被覆して第一の層
を形成すること、
　（ｂ）前記第一の層上に、請求項１～３のいずれか１項に記載の追加の他のエマルジョ
ンから第二の層を形成すること、
を含む層構造の製造方法であって、前記第一の層における機能性材料が、追加のエマルジ
ョンの連続相の溶媒に作業温度において不溶であるか、０．４質量％以下の溶解限度を有
することを特徴とする層構造の製造方法。
【請求項６】
　前記エマルジョンに少なくとも１つの添加剤を加えることを特徴とする請求項４又は５
に記載の方法。
【請求項７】
　電子及び光電子素子の製造のための請求項１～３のいずれか１項に記載のエマルジョン
の使用。
【請求項８】
　電子及び光電子素子の製造のための請求項４または５に記載の方法の使用。
【請求項９】
　前記素子が、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、ポリマー発光ダイオード（ＰＬＥＤ）
、ファイバーＯＬＥＤ、有機発光電気化学電池（ＯＬＥＣ）、有機電界効果トランジスタ
（ＯＦＥＴ）、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）、有機太陽電池（Ｏ－ＳＣ）、色素増感太陽
電池（ＤＳＳＣ）、有機レーザーダイオード（Ｏ－レーザー）、有機集積回路（Ｏ－ＩＣ
）、無線周波識別（ＲＦＩＤ）タグ、光検知器、センサー、論理回路、記憶素子、コンデ
ンサー、電荷注入層、ショットキーダイオード、平坦化層、帯電防止フィルム、伝導性基
板もしくはパターン、光伝導体、電子写真素子、有機発光トランジスタ（ＯＬＥＴ）、有
機スピントロニック素子および有機プラズモン発光素子（ＯＰＥＤ）から選ばれる、請求
項７又は８に記載の使用。
【請求項１０】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のエマルジョンの使用により得られる層。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の層を含む素子。
【請求項１２】
　明るくするための用途、ディスプレイ用途、並びに、治療的及び／又は美容的用途のた
めの請求項１０又は１１に記載の素子の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、機能性界面活性剤、これを含有する調合物、その製造方法、及び、電
子素子又は光電子素子の製造における前記調合物の使用に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、有機電界効果トランジスタ（ＯＦＥＴ）、有機光起
電力電池（ＯＰＶ）、有機発光電気化学電池（ＯＬＥＣ）などの有機エレクトロニクスは
、材料設計、軽量、大面積での使用に対する適正において多目的な用途に利用できるため
、ここ２０年間において大きく注目されている。これらの有機電子素子は通常、多層構造
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を含む。これにより、活性有機材料を基材上にナノスケールからメゾスコピックスケール
において堆積させることは重要である。加えて、有機多層構造は下位層に制御できない態
様で影響することなく形成される必要がある。有機エレクトロニクスの大量生産のための
費用対効果の優れたテクノロジーの開発は、現在使用されているテクノロジーと比較して
、その競争力に決定的役割を果たし得る。したがって、大量生産における費用削減は、有
機エレクトロニクスの商業的成功に必須の前提条件である。この目的を達成するために、
堆積法に基づく溶液が解決法を提供する。しかしながら、現在のテクノロジーは、有機エ
レクトロニクス用多層構造を適切に製造する競合的方法を提供するものではなく、小分子
を含有する場合には特にそうである。これは、既に堆積されている層が、その上に他の層
が堆積するときに、少なくとも一部が溶解し、または浸食され得るという事実のためであ
る。
【０００３】
　ＯＬＥＤの場合、パターン化された発光層の形成は、エレクトロルミネセンス素子の製
造において重要であるが困難な工程である。例えば、単独赤色、緑色及び青色パターン化
発光層の形成は、典型的に、エレクトロルミネセンスフルカラーディスプレイ素子の製造
において要求される。真空エバポレーション（例えば、シャドーマスク使用）は、各パタ
ーン化層を形成する最も一般的な技術である。しかしながら、真空エバポレーション技術
には、ＯＬＥＤなどの有機材料を含む多層構造の商業開発を著しく阻害し得る欠点がいく
つかある。これらの技術は、必要とされる装置においてかなり複雑である。特に大きなフ
ォーマットディスプレイにおいて、パターン化層を製造する他の方法が必要とされている
。溶液から材料を堆積させることに基づく方法は、大きいサイズの素子製造との期待され
る適合性のために特に望ましい。
【０００４】
　可能な技術としては、例えば、インクジェット印刷、ディップコーティング、スピンコ
ーティング、レタープレス印刷、スクリーン印刷、ドクターブレードコーティング及びス
ロットダイコーティングなどがある。インクジェット印刷は、高解像度ディスプレイの製
造を可能とすることから特に好ましい。しかしながら、最初は、多層構造を構築するため
の、これらの技術を用いる好適な方法を見出さなければならない。これには二つの公知の
技術が提案されている。一つは、特許文献１に開示されているような架橋性化合物を使用
することであり、それは最初に第一層を、次の層がその上に被覆又は印刷される前に、熱
又は露光（ＵＶ）により誘導される架橋により固定化するものである。この技術の問題点
は、架橋性化合物を該層中に導入する必要があり、更には機能性基を含有する有機化合物
における架橋性機能性基を設計しなければならず、また、残渣架橋性基が素子性能に有害
ともなり得ることである。二つ目の技術は、いわゆる直交溶媒（オルトゴナル溶媒）を使
用するものであり、例えば、第一層が溶液の溶剤に不溶であり、それから第二層が被覆さ
れ得る。そのためには、直交溶媒に溶解する一対の化合物を有するか、直交溶媒の条件を
満たす好適な調合物を見出す必要がある。
【０００５】
　ミニエマルジョンから共役ポリマー分散液を調製する一つの技術が特許文献２に開示さ
れている。当該文献に開示されている共役ポリマーは、半導体ポリマーナノ粒子（ＳＰＮ
）と呼ばれる小球状粒子の形態である。ミニエマルジョンは、１～７０００ｎｍの明確な
サイズを有する小滴の安定なエマルジョンであると理解され、溶剤Ａ、溶剤Ａに不溶の化
合物の溶液（溶剤Ｂ）、及び少量の界面活性剤を含む系のせん断により製造され、溶剤Ａ
は溶剤Ｂと非混和である。ポリマー粒子は、溶剤Ａを蒸発させた後の小滴から得ることが
できる。特許文献２に開示された分散液における共役ポリマーの調合物は、多層構造（例
えば、ＯＬＥＤ及びＯＰＶ）を構築するために使用することができる。ポリマーの堆積は
先行技術において公知である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】



(4) JP 5897472 B2 2016.3.30

10

20

30

40

50

【特許文献１】ＥＰ０６３７８９９Ａ１
【特許文献２】ＷＯ２００３／０５０１４７Ａ１
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　しかしながら、小分子に基づくＯＬＥＤ（ＳＭＯＬＥＤ）の性能は、ほとんどの場合、
共役ポリマーに基づくＯＬＥＤ（ＰＬＥＤ）と比較して遥かに優れている。ＰＬＥＤは、
例えば、寿命が十分でないという問題を有している。一方、近年のＳＭＯＬＥＤは、色、
寿命及び駆動電圧の面で優れた性能を見せている。実際に、ＳＭＯＬＥＤは、携帯電話な
どの小ディスプレイ市場への商業的参入を既に果たしている。材料開発が乏しく、また、
素子寸法が制限される熱真空蒸着の問題点を解消するために、本発明は特に、多層構造の
形成を図るためのミニエマルジョン及び分散液における小分子化合物の調製方法に関する
ものである。
【０００８】
　ミニエマルジョン又は分散液を安定化させるために、通常、界面活性剤が必要とされる
。しかしながら、先行技術において使用される界面活性剤（例えば、ドデシル硫酸ナトリ
ウム）は、電子的に不活性である。その種の不活性化合物は、ＯＬＥＤ又はＯＰＶなどの
電子素子及び光電子素子において全く望まれていない。ＳＤＳに見られるＮａ＋等の可動
イオンは、素子性能にとって有害となり得る。望まれない界面活性剤は、異なる技術によ
り部分的に除去され得るが、少なくとも界面活性剤の形跡は残される。したがって、ミニ
エマルジョン及び分散液を安定化させるための他の方法が特に所望される。
【０００９】
　本発明の目的は、先行技術において公知の問題点を解決することにあり、特に、エマル
ジョン及び分散液、それらの製造方法、及び、電子素子及び光電子素子（特に、多層構造
を有する素子）の製造におけるそれらの使用を提供することにある。
【００１０】
　驚くことに、有益な製造特性と光電子特性を有する機能性界面活性剤を含有するエマル
ジョン及び分散液が形成され得ることを見出した。これらエマルジョン及び分散液（ここ
では一般に調合物という）は、溶液からの単一の堆積技術を使用することにより、層又は
多層構造の素子の製造に使用することができる。本発明に係る調合物は、ＯＬＥＤ、太陽
電池、光電池などの光電子素子の製造に特に重要かつ有用である。
【００１１】
　一般的な態様において、本発明は、溶液又は素子製造における高いフレキシビリティを
可能とする成分の分散を調節する新たな側面、及び、界面活性剤に機能的要素を取り込む
ことにより新規なミクロ又はナノ構造を形成する新たな可能性を開示する。
【００１２】
　エマルジョン及び分散液の一般的区別は、一又は二以上の不連続相の組成物次第である
。エマルジョンは、下記に定義される機能性材料に加え、少なくとも一種の溶剤を含有す
る。溶剤が除去されると分散液が得られる。調合物の不連続相は、エマルジョン及び分散
液各々において、ナノ液滴及びナノ粒子の形態で存在し得る。
【００１３】
　本発明は、少なくとも１つの連続相と、少なくとも１つの不連続相と、少なくとも１つ
の機能性界面活性剤を含有する調合物であって、該機能性界面活性剤が少なくとも１つの
機能性基と、該調合物の形成を促進する少なくとも１つの基を含有する界面活性剤を含有
することを特徴とする調合物に関する。
【００１４】
　本発明に係る調合物は、少なくとも１つの溶剤を更に含有していてもよい。
【００１５】
　機能性基という用語は、好ましくは、有機導電体、有機半導体、有機色素、有機蛍光化
合物、有機燐光化合物、有機光吸収化合物、有機感光性化合物、有機光増感剤及び他の有
機光活性化合物から選択される有機機能性基を意味する。有機機能性基という用語はまた
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、遷移金属、レアアース、ランタニド及びアクチニドの有機金属錯体を含む。
【００１６】
　特に好ましい機能性基は、ホスト基、エミッター基、正孔注入基、正孔輸送基、正孔障
壁基、電子注入基、電子輸送基、電子障壁基、励起子障壁基、励起子形成基、光吸収基、
色素基及び金属錯体から選択される。
【００１７】
　好ましいものとしては、ホスト基から選択される機能性基が挙げられる。　
　更に好ましいものとしては、エミッター基から選択される基が挙げられる。更に好まし
いものとしては、正孔注入基から選択される基が挙げられる。更に好ましいものとしては
、正孔輸送基から選択される基が挙げられる。更に好ましいものとしては、正孔障壁基か
ら選択される基が挙げられる。更に好ましいものとしては、電子注入基から選択される基
が挙げられる。更に好ましいものとしては、電子輸送基から選択される基が挙げられる。
更に好ましいものとしては、電子障壁基から選択される基が挙げられる。更に好ましいも
のとしては、励起子形成基から選択される基が挙げられる。更に好ましいものとしては、
光吸収基から選択される基が挙げられる。更に好ましいものとしては、色素基から選択さ
れる基が挙げられる。更に好ましいものとしては、金属錯体から選択されるものが挙げら
れる。
【００１８】
　有機機能性基は、小分子、ポリマー、オリゴマー又はデンドリマー、これらのブレンド
又は混合物から選択することができる。
【００１９】
　機能性基は、更なる機能性材料として以下に説明する基及び／又は材料から選択するこ
とができる。好ましくは、機能性界面活性剤は、更なる機能性材料により機能化され、更
なる機能性材料の用語が以下に定義される。
【００２０】
　機能性界面活性剤はまた、調合物の形成を促進する基を含有す。調合物の形成の促進に
は、既に形成された調合物の安定化も含まれる。
【００２１】
　機能性界面活性剤は両親媒性を有する。したがって、該要素、すなわち、機能性基と調
合物の形成及び安定化を促進する基は、異なる極性を有するか、少なくともそれらの分子
構造が部分的に異なる極性を有することが好ましい。
【００２２】
　本発明に係る機能性界面活性剤は、一般式１又は２を有することが好ましい。
【化１】

【００２３】
　式中、Ａ及びＣは、異なる極性を有する基であり、Ｂは、本発明においていずれかに記
載の上記機能性基である。
【００２４】
　Ａ及びＣ基は、例えば、各々親水性基と疎水性基であり得る
　他の態様において、Ｃ及びＡ基は、同じであるか、あるいは同様の極性を有してもよい
。これは、素子の製造及び光―電子特性に有利なリポソーム及び他のラメラ構造の形成を
促進し得る。
【００２５】
　実際には、Ａ及びＣ型の３つ以上の基がＢに連結し得る。これにより、本発明に係る調
合物を安定化し、且つ、本発明に係る素子の製造のための上記調合物において使用される
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の調整された設計が可能となる。
【００２６】
　好ましくは、上記Ａ基は、式３～８を有する化合物から選択される。
【化２】

【００２７】
　式中、Ｒ１は、置換又は非置換のシリル、又は、１～４０個のＣ原子、好ましくは３～
２０個のＣ原子、より好ましくは５～１５個のＣ原子を有する、１以上のヘテロ原子を含
んでいてもよいカルビル若しくはハイドロカルビルである。
【００２８】
　Ｒ２及びＲ３は、互いに同一でも異なっていてもよく、Ｈ、ハロゲン、－ＣＮ、－ＮＣ
、－ＮＣＯ、－ＮＣＳ、－ＯＣＮ、－ＳＣＮ、－Ｃ（＝Ｏ）ＮＲ０Ｒ００、－Ｃ（＝Ｏ）
Ｘ、－Ｃ（＝Ｏ）Ｒ０、－ＮＨ２、－ＮＲ０Ｒ００、－ＳＨ、－ＳＲ０、－ＳＯ３Ｈ、－
ＳＯ２Ｒ０、－ＯＨ、－ＮＯ２、－ＣＦ３、－ＳＦ５、任意に置換されるシリル、又は、
１以上のヘテロ原子を含んでいてもよい、１～６個のＣ原子を有するカルビルもしくはハ
イドロカルビルである。
【００２９】
　Ｒ０及びＲ００は、互いに独立に、Ｈ、又は、１以上のヘテロ原子を含んでいてもよい
、任意に置換されるカルビル若しくはハイドロカルビル基である。
【００３０】
　ｎは１以上である。
【００３１】
　好ましくは、上記Ｃ基は、任意に置換されるシリル、又は、１～４０個のＣ原子、好ま
しくは３～２０個のＣ原子、より好ましくは５～１５個のＣ原子を有する、任意に置換さ
れ、且つ、１以上のヘテロ原子を含んでいてもよいカルビル若しくはハイドロカルビルか
ら選択され得る。
【００３２】
　機能性界面活性剤の具体例の一部を以下に挙げる。
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【化３】

【００３３】
　原則として、複数の機能性界面活性剤が、本発明の調合物の不連続相及び連続相の双方
に存在し得る。好ましくは、本発明に係る調合物は、３つの機能性界面活性剤を含有し、
より好ましくは２つ、更に好ましくは１つの機能性界面活性剤を含有する。
【００３４】
　好ましくは、調合物は３つの連続相を含有し、より好ましくは２つ、更に好ましくは１
つの連続相を含有する。
【００３５】
　好ましくは、調合物は３つの不連続相を含有し、より好ましくは２つ、更に好ましくは
１つの不連続相を含有する。
【００３６】
　好ましいものとして、１つの連続相と１つの不連続相を含有する調合物が挙げられる。
【００３７】
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　他の好ましい態様において、調合物は、１つの連続相と２つの不連続相を含有する。
【００３８】
　好ましくは、連続相は、高い極性をもつ第１の溶媒を含む。特に好ましくは、第１の溶
媒は、水、アルコール、グリコール、エーテルおよびグリコールエーテルから選ばれる。
好ましくは、不連続相は、第２の溶媒を含み、第２の溶媒は、第１の溶媒と比べてより低
い極性の有機溶媒または少なくとも２つの有機溶媒の混合物である。
【００３９】
　本発明の調合物は、水中油型エマルジョン（通常のエマルジョン）であってよい。
【００４０】
　さらに好ましい態様では、連続相は、低い極性の第１の溶媒を含み、不連続相は、第１
の溶媒と比べてより高い極性の第２の溶媒を含む。好ましくは、第２の溶媒は、水とアル
コールから選ばれ、ここで、第１の溶媒は、有機溶媒または少なくとも２つの有機溶媒の
混合物である。
【００４１】
　さらに、本発明の調合物は、油中水型エマルジョン（逆相エマルジョン）であってよい
。
【００４２】
　適切なアルコールは、１）作業温度で液状であり、２）調合物が被覆された後、加熱に
より除去することができるように、２００℃未満の沸点を有し、３）溶媒として水と一緒
の場合には、水と混和性で、好ましくは、２ｇ／Ｌ超の水での溶解度を有するアルコール
である。上記作業温度は、調合物が調製される温度であり、好ましくは、室温である。ア
ルコールに関するより詳細な説明は、有機化学の教科書や適切なハンドブックで見出すこ
とができる。好ましいアルコールは、例えば、限定されるものではないが、メタノール、
エタノール、イソプロパノール、ｎ－プロパノール、１－プロパノール、２－プロパノー
ル、１－ブタノール、２－メチル－１－プロパノール、２－ブタノール、２－メチル－２
－プロパノール、１－ペンタノール、２－メチル－１－ブタノール、３－メチル－１－ブ
タノール、ｎ－ブタノール、イソブタノール、１－ペンタノール、イソアミルアルコール
、２－メチル－１－ブタノール、ネオペンチルアルコール、３－ペンタノール、２－ペン
タノール、３－メチル－２－ブタノールおよび２－メチル－２－ブタノール等の直鎖ある
いは分岐アルキル鎖を有する１～１２個のＣ原子を有するアルコールである。
【００４３】
　本発明の好ましい態様では、調合物中の連続相の濃度は、１０～９９質量％、好ましく
は２０～９５質量％、より好ましくは４０～９５質量％、特に好ましくは５０～９５質量
％である。
【００４４】
　別の好ましい態様では、上記少なくとも二つの有機溶媒の混合物は、２、３、４、５以
上の溶媒を含んでよい。
【００４５】
　適切な有機溶媒は、ケトン、エステル、アミド、硫黄化合物、ニトロ化合物、ハロゲン
化炭化水素および炭化水素を含む。芳香族及び複素環式芳香族炭化水素と塩素化炭化水素
は、好ましい有機溶媒である。
【００４６】
　特に、好ましい有機溶媒は、例えば、ジクロロメタン、トリクロロメタン、モノクロロ
ベンゼン、ｏ－ジクロロベンゼン、テトラヒドロフラン、アニソール、モルホリン、トル
エン、クロロホルム、ｏ－キシレン、ｍ－キシレン、ｐ－キシレン、１，４－ジオキサン
、アセトン、メチルエチルケトン、１，２－ジクロロエタン、１，１，１－トリクロロエ
タン、１，１，２，２－テトラクロロエタン、酢酸エチル、酢酸ｎ－ブチル、ジメチルホ
ルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、テトラリン、デカリン、イ
ンダンおよび/またはそれらの混合物である。
【００４７】
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　好ましい態様では、上記連続相および/または上記不連続相の一方は、表面張力を減少
させるか、フィルム形成を改善するさらなる添加剤を含む。適切な添加剤としては、例え
ば、ＷＯ２００３／０１９６９３Ａ２を好適に参照することができる。
【００４８】
　本発明による調合物は、例えば、表面活性化合物、潤滑剤、湿潤剤、分散剤、疎水化剤
、接着剤、流動性改善剤、消泡剤、脱気剤、反応性もしくは非反応性であってよい希釈剤
、補助剤、着色剤、染料あるいは顔料、感光剤、安定化剤または抑制剤等の一以上のさら
なる成分を追加的に含むことができる。
【００４９】
　本発明の別の主題において、調合物がエマルジョンである場合には、該調合物は、不連
続相が、１～７０００ｎｍの範囲の、好ましくは１～３０００ｎｍの範囲の、より好まし
くは５～２０００ｎｍの範囲の、特に好ましくは５～１０００ｎｍの範囲の平均直径を有
するナノ液滴を形成することを特徴とする。
【００５０】
　ミニエマルジョンは、ナノ液滴の平均直径が、１～７０００ｎｍの範囲、好ましくは１
０～２０００ｎｍの範囲、より好ましくは１０～５００ｎｍの範囲、更に好ましくは１０
～３００ｎｍの範囲、特に好ましくは２０～１００ｎｍの範囲である。ここで使用される
エマルジョンという用語は、ナノ液滴の平均サイズに応じて、エマルジョンおよびミニエ
マルジョンの双方をいう。
【００５１】
　本発明の別の主題では、調合物が分散液である場合には、該調合物は、不連続相が、１
～５０００ｎｍの範囲の、好ましくは１～２０００ｎｍの範囲の、より好ましくは５～５
００ｎｍの範囲の、更に好ましくは１０～３００ｎｍの範囲の、特に好ましくは２０～１
００ｎｍの平均直径を有するナノ液滴を形成することを特徴とする。
【００５２】
　本発明のさらに別の態様では、調合物がエマルジョンか分散液のいずれかである場合に
は、調合物は、不連続相が各々ナノ液滴またはナノ粒子を形成することを特徴とし、ナノ
液滴の７５％超、好ましくは８０％超、より好ましくは９０％超、特に好ましくは９８％
超が、５５％以下、好ましくは５０％以下、より好ましくは２０％以下、特に好ましくは
１０％以下のナノ液滴の全平均直径の平均から逸脱する平均直径を有する。
【００５３】
　ナノ液滴およびナノ粒子エマルジョンならびに分散液のサイズとサイズ分布は、夫々、
当業者に知られる標準技術を使用して測定することができる。動的光散乱法を、双方のパ
ラメーターを測定するために使用することができる（Chu, B. Laser Light scattering: 
Basic Principles and Practice, 2nd Edition. Academic Press (1992)）。
【００５４】
　本発明に係る調合物はまた、少なくとも１つの更なる機能性材料を含有してもよい。好
ましい更なる機能性材料は、有機機能性材料である。特に好ましい更なる機能性材料は、
ホスト材料、発光材料（ＥＭ）、正孔注入材料（ＨＩＭ）、正孔輸送材料（ＨＴＭ）、正
孔障壁材料（ＨＢＭ）、電子注入材料（ＥＩＭ）、電子輸送材料（ＥＴＭ）、電子障壁材
料（ＥＢＭ）、励起子障壁材料（ＥｘＢＭ）、光吸収材料、染料及び金属錯体から選択さ
れる。
【００５５】
　好ましいものとして、ホスト基から選択される更なる機能性材料が挙げられる。更に好
ましいものとして、エミッター基から選択される更なる機能性材料が挙げられる。更に好
ましいものとして、正孔注入基から選択される更なる機能材材料が挙げられる。更に好ま
しいものとして、正孔輸送基から選択される更なる機能材材料が挙げられる。更に好まし
いものとして、正孔障壁基から選択される更なる機能材材料が挙げられる。更に好ましい
ものとして、電子注入基から選択される更なる機能材材料が挙げられる。更に好ましいも
のとして、電子輸送基から選択される更なる機能材材料が挙げられる。更に好ましいもの
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として、電子障壁基から選択される更なる機能材材料が挙げられる。更に好ましいものと
して、励起子障壁基から選択される更なる機能材材料が挙げられる。更に好ましいものと
して、励起子形成基から選択される更なる機能材材料が挙げられる。更に好ましいものと
して、光吸収基から選択される更なる機能材材料が挙げられる。更に好ましいものとして
、色素基から選択される更なる機能材材料が挙げられる。更に好ましいものとして、金属
錯体から選択される更なる機能材材料が挙げられる。
【００５６】
　好ましくは、本発明に係る調合物は、３つの更なる機能性材料を含有し、より好ましく
は２つのさらなる機能性材料を含有し、更に好ましくは１つの更なる機能性材料を含有す
る。
【００５７】
　更なる機能性材料は、連続相及び不連続相のいずれか一方に存在してもよく、双方のタ
イプの相に存在してもよい。
【００５８】
　エミッター材料は、好ましくは、本発明の範囲内でいずれかで説明される有機エレクト
ロルミネセンスエミッター材料の分類から選ばれる。染料は、好ましくは、以下に説明さ
れる有機太陽電池、有機光電池および色素増感太陽電池と組み合わせて使用される化合物
から選ばれる。
【００５９】
　更なる機能性材料は、小分子、ポリマー、オリゴマー、又はデンドリマー、もしくはこ
れらのブレンド又は混合物から選択することができる。
【００６０】
　ここで使用される小分子という用語は、ポリマー、オリゴマー、デンドリマーまたはブ
レンドではない分子として定義される。特に、繰り返し構造は、小分子には存在しない。
小分子の分子量は、典型的には、繰り返し単位数が低いポリマー、オリゴマーの範囲以下
である。
【００６１】
　小分子の分子量は、好ましくは５０００ｇ／ｍｏｌ未満、より好ましくは３０００ｇ／
ｍｏｌ未満、特に好ましくは２０００ｇ／ｍｏｌ未満である。
【００６２】
　本発明のポリマーは、好ましくは１０～１００００、より好ましくは２０～５０００、
特に好ましくは５０～２０００の繰り返し単位を有する。本発明のオリゴマーは、好まし
くは、２～９の繰り返し単位を有する。ポリマーとオリゴマーの分岐指数は、０（分岐の
無い直鎖ポリマー）から１（完全に分岐したデンドリマー）の間である。ここで使用され
るデンドリマーという用語は、Ｍ．Ｆｉｓｃｈｅｒ等、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．， Ｉｎ
ｔ．編者、１９９９、３８、８８５、により定義される。
【００６３】

　本発明のポリマーの分子量（ＭＷ）は、好ましくは、１００００～２００００００ｇ／
ｍｏｌの範囲、より好ましくは１０００００～１５０００００ｇ／ｍｏｌの範囲、特に好
ましくは２０００００～１００００００ｇ／ｍｏｌの範囲である。ＭＷの測定は、例えば
、内部標準としてポリスチレンを使用するゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）を使用
することによって当業者に知られた標準的方法により実施することができる。
【００６４】
　ブレンドは、少なくとも一つのポリマー状、デンドリマー状又はオリゴマー状成分を含
む混合物である。
【００６５】
　機能性界面活性剤の更なる機能性材料及び機能性基（ここでは、該して機能性材料と呼
んでいる）は、その分子フロンティア軌道、すなわち、最高占有分子軌道（ＨＯＭＯ）（
時々、価電子帯とも呼ばれる）および最低空分子軌道（ＬＵＭＯ）（時々、伝導帯とも呼
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ばれる）により特徴付けられることが多い。ＨＯＭＯおよびＬＵＭＯ準位は、通常、当業
者に知られた方法で測定され（例えば、ＸＰＳ＝Ｘ線光電子分光法、ＵＰＳ＝紫外線光電
子分光法もしくはＣＶ＝シクロボルタンメトリーにより測定される）、あるいは、計算さ
れる（例えば、ＤＦＴ＝（時間依存的）濃度関数理論等の量子化学法により計算される）
。当業者は、これらのエネルギー準位の絶対値が、使用される方法に顕著に依存するとい
う事実にも気付いている。本出願人は、有機半導体のエネルギー準位を測定するための一
定の組み合わせ方法を確立した。１セットの半導体（２０を超える異なる半導体）のＨＯ
ＭＯ／ＬＵＭＯ準位は、信頼性のある評価法を有するＣＶにより測定され、また、同じ補
正関数、例えば、Ｂ３ＰＷ９１と同じ基本セット、例えば、６－３１Ｇ（ｄ）をもつＧａ
ｕｓｓｉａｎ０３ＷのＤＦＴにより計算される。計算値は、次いで、測定値により較正さ
れる。このような較正因子はさらなる計算のために使用される。計算値と測定値の一致は
、非常に良好である。したがって、本発明のエネルギー準位の比較は、妥当な基礎で設定
される。エネルギーギャップまたはバンドギャップは、ＨＯＭＯおよびＬＵＭＯエネルギ
ー準位の間の相違により得られる。
【００６６】
　本発明の調合物は、正孔注入材料（ＨＩＭ）から選ばれる一以上の機能性材料を含んで
もよい。ＨＩＭは、アノードから有機層またはアノードに注入される正孔（すなわち、正
電荷）を促進することができる材料または単位をさす。典型的には、ＨＩＭは、アノード
の作業関数と同等か、より高いＨＯＭＯ準位、すなわち、－５．３ｅＶ以上のＨＯＭＯ準
位を有する。
【００６７】
　本発明の調合物は、正孔輸送材料（ＨＴＭ）から選ばれる一以上の機能性材料を含んで
もよい。ＨＴＭは、正孔注入材料またはアノードから注入される正孔（すなわち、正電荷
）を輸送することができる材料または単位であることを特徴とする。ＨＴＭは、通常、高
いＨＯＭＯを有し、典型的には、－５．４ｅＶより高い。多くの場合において、ＨＩＭは
、隣接する層に応じて、ＨＴＭとしても機能することができる。
【００６８】

　本発明の調合物は、正孔障壁材料（ＨＢＭ）から選ばれる一以上の機能性材料を含んで
もよい。ＨＢＭは、多層構造における発光層または正孔輸送層に隣接して堆積される場合
に、正孔が流出することを妨げる材料をさす。通常、隣接する層中のＨＴＭのＨＯＭＯ準
位と比べてより低いＨＯＭＯを有する。正孔障壁層は、ＯＬＥＤ中で発光層と電子輸送層
との間に挿入されることが多い。
【００６９】
　本発明の調合物は、電子注入材料（ＥＩＭ）から選ばれる一以上の機能性材料を含んで
もよい。ＥＩＭは、有機層中でカソードから注入される電子（すなわち、負電荷）を促進
することができる材料をさす。ＥＩＭは、通常、カソードの作業関数と同等か、より低い
ＬＵＭＯ準位を有する。典型的には、ＥＩＭは、－２．６ｅＶより低いＬＵＭＯを有する
。
【００７０】
　本発明の調合物は、電子輸送材料（ＥＴＭ）から選ばれる一以上の機能性材料を含んで
もよい。ＥＴＭは、ＥＩＭまたはカソードから注入される電子（すなわち、負電荷）を輸
送することができる材料をさす。ＥＴＭは、通常、低いＬＵＭＯを有し、典型的には、－
２．７ｅＶより低いＬＵＭＯを有する。多くの場合、ＥＩＭは、隣接する層に応じて、Ｅ
ＴＭとして機能することができる。
【００７１】
　本発明の調合物は、電子障壁材料（ＥＢＭ）から選ばれる一以上の機能性材料を含んで
もよい。ＥＢＭは、多層構造中で発光層または電子輸送層に隣接して堆積される場合に、
電子が流出することを妨げる材料をさす。ＥＢＭは、通常、隣接する層中のＥＴＭのＬＵ
ＭＯ準位と比べてより高いＬＵＭＯを有する。
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【００７２】
　本発明の調合物は、励起子障壁材料（ＥｘＢＭ）から選ばれる一以上の機能性材料を含
んでもよい。ＥｘＢＭは、多層構造中で発光層に隣接して堆積される場合に、励起子が拡
散することを妨げる材料をさす。ＥｘＢＭは、発光層または他の隣接層と比べて、より高
い三重項準位か一重項準位を有する必要がある。
【００７３】
　本発明の調合物は、エミッターから選ばれる一以上の機能性材料を含んでもよい。エミ
ッターという用語は、他の材料からの任意の種類のエネルギー移送による励起エネルギー
を受けて、あるいは電気的または光学的いずれかの励起を生じることにより、放射減衰を
起こして発光する材料をさす。二種のエミッター、蛍光エミッターおよび燐光エミッター
が存在する。蛍光エミッターという用語は、励起一重項状態から基底状態への放射遷移を
受ける材料または化合物に関する。ここで使用される燐光エミッターという用語は、遷移
金属を含むルミネセンス材料または化合物に関する。これは、典型的には、スピン禁止遷
移、例えば励起三重項状態からの遷移により発光する材料を含む。
【００７４】
　ここで使用されるドーパントという用語は、エミッターまたはエミッター材料の用語の
ためにも使用される。
【００７５】
　本発明の調合物は、ホスト材料から選ばれる一以上の機能性材料を含んでもよい。ホス
ト材料は、通常、エミッターと組み合わせて使用され、一般的に、エミッター材料と比べ
てより大きなＨＯＭＯおよびＬＵＭＯ間のエネルギーギャップを有する。さらに、ホスト
材料は、電子または正孔輸送材料の何れかとして機能する。ホスト材料はまた、電子及び
正孔輸送特性の双方を有し得る。一重項遷移がＯＬＥＤにおけるフォトルミネンスの主た
る原因である場合には、エミッターの吸収スペクトルとホスト材料のフォトルミネセンス
スペクトルとの間の最大重複が、極めて望ましい。これは、ホスト材料からエミッターへ
のエネルギー移送を確保する。
【００７６】
　ホスト材料は、特に、ホストがＯＬＥＤ中で燐光エミッターと組み合わせて使用される
ことが意図される場合には、マトリックスまたはマトリックス材料とも呼ばれる。そして
、エミッター単位を含むポリマーに対しては、ポリマー骨格は、ホストと同じ意味を有す
る。
【００７７】
　本発明の調合物は、金属錯体から選ばれる一以上の機能性材料を含んでもよい。量子力
学により、高スピン多重度を有する励起状態から、例えば、励起三重項状態から基底状態
への遷移は、禁止されている。
【００７８】
　しかしながら、重い原子、例えば、イリジウム、オスミウム、白金およびユウロピウム
の存在は、強いスピン－軌道結合をもたらす。すなわち、励起一重項および三重項が混合
され、三重項が多少の一重項的性質を得、一重項－三重項混合により非放射現象より迅速
な放射減衰速度がもたらされる場合には、ルミネセンスは効率的であり得る。この種の発
光は、Ｂａｌｄｏ等、Ｎａｔｕｒｅ３９５、１５１－１５４（１９９８）により最初に報
告されたとおり、金属錯体を使用して達成することができる。さらに、金属錯体は、例え
ば、Ｂ．Ｏ’Ｒｅｇａｎ及びＭ．Ｇｒａｅｔｚｅｌ、Ｎａｔｕｒｅ３５３、７３７（１９
９１）により報告されたＲｕ錯体のような効率的で広帯域の光吸収材料または染料として
も機能する。
【００７９】
　本発明の調合物は、染料から選ばれる一以上の機能性材料を含んでもよい。染料は、一
般的には、光を吸収し、それゆえに着色した外観を有する無機または有機物質として説明
することができる。光吸収材料としての染料の定義は、光エネルギーを光としてまたは任
意の他の種類の変換エネルギーとして更なる材料へ伝達するために光を集める光吸収材料
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【００８０】
　ここのどこかで言及されたＨＩＭに加えて、適切なＨＩＭは、フェニレンジアミン誘導
体(ＵＳ３６１５４０４)、アリールアミン誘導体(ＵＳ３５６７４５０)、アミノ置換カル
コン誘導体(ＵＳ３５２６５０１)、スチレンアントラセン誘導体(ＪＰ昭５４（１９７９
） １１０８３７)、ヒドラゾン誘導体(ＵＳ３７１７４６２)、アシルヒドラゾン、スチル
ベン誘導体(ＪＰ昭和６１（１９８６）２１０３６３)、シラザン誘導体（ＵＳ４９５０９
５０）、ポリシラン化合物（ＪＰ平成２（１９９０）２０４９９６)、ＰＶＫおよび他の
電気伝導性巨大分子アニリン系コポリマー(ＪＰ平成２（１９９０）２８２２６３)、電気
伝導性巨大分子チオフェンオリゴマー(ＪＰ平成１（１９８９）２１１３９９)、ＰＥＤＯ
Ｔ：ＰＳＳ(スピンコートポリマー)、プラズマ堆積フルオロカーボンポリマー（ＵＳ６１
２７００４、ＵＳ６２０８０７５、ＵＳ６２０８０７７）、ポルフィリン化合物(ＪＰ昭
和６３（１９８８）２９５６９６５、ＵＳ４７２０４３２)、芳香族三級アミンおよびス
チリルアミン（ＵＳ４１２７４１２）、ベンジジン型トリフェニルアミン、スチリルアミ
ン型トリフェニルアミンおよびジアミン型トリフェニルアミンである。アリールアミンデ
ンドリマーも使用することができ(ＪＰ平成８（１９９６）１９３１９１)、フタロシアニ
ン誘導体、ナフタロシアニン誘導体またはブタジエン誘導体も適している。
【００８１】
　好ましくは、ＨＩＭは、アミン、トリアリールアミン、チオフェン、カルバゾール、フ
タロシアニン、ポルフィリンおよびそれらの誘導体を含むモノマー有機化合物から選ばれ
る。
【００８２】
　特に好ましいのは、三級芳香族アミン（ＵＳ２００８／０１０２３１１Ａ１）、例えば
、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ジ(３－トリル)ベンジジン(＝4,4’－ビス［Ｎ－３
－メチルフェニル］－Ｎ－フェニルアミノ)ビフェニル（ＮＰＤ）(ＵＳ５０６１５６９)
、Ｎ，Ｎ’－ビス(Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－４－アミノフェニル)－Ｎ，Ｎ－ジフェニル－
４，４’－ジアミノ－１，１’－ビフェニル（ＴＰＤ２３２）および４，４’，４”－ト
リス［３－メチルフェニル)フェニルアミノ］－トリフェニルアミン（ＭＴＤＡＴＡ）（
ＪＰ平成４（１９９２）３０８６８８）またはフタロシアニン誘導体(例えば、Ｈ２Ｐｃ
、ＣｕＰｃ、ＣｏＰｃ、ＮｉＰｃ、ＺｎＰｃ、ＰｄＰｃ、ＦｅＰｃ、ＭｎＰｃ、ＣｌＡｌ
Ｐｃ、ＣｌＧａＰｃ、ＣｌＩｎＰｃ、ＣｌＳｎＰｃ、Ｃｌ２ＳｉＰｃ、（ＨＯ）ＡｌＰｃ
、（ＨＯ）ＧａＰｃ、ＶＯＰｃ、ＴｉＯＰｃ、ＭｏＯＰｃ、ＧａＰｃ－Ｏ－ＧａＰｃ)で
ある。
【００８３】
　特に、好ましいのは、以下に示す式１５（ＴＰＤ２３２）、１６、１７および１８の置
換されてもよいトリアリールアミン化合物と、ＵＳ７３９９５３７Ｂ２、ＵＳ２００６／
００６１２６５Ａ１、ＥＰ１６６１８８８Ａ１及びＪＰ０８２９２５８６に開示された更
なる化合物である。正孔注入材料として適するさらなる化合物は、ＥＰ０８９１１２１Ａ
１およびＥＰ１０２９９０９Ａ１に開示されている。正孔注入層は、一般的に、ＵＳ２０
０４／０１７４１１６に開示されている。
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【化４】

【００８４】
　原則として、当業者に知られる任意のＨＴＭが、本発明による調合物に使用することが
できる。ここで、ここのいずれかに言及されるＨＴＭに加えて、ＨＴＭは、好ましくは、
アミン、トリアリールアミン、チオフェン、カルバゾール、フタロシアニン、ポルフィリ
ン、それらの異性体および誘導体から選ばれる。ＨＴＭは、特に好ましくは、アミン、ト
リアリールアミン、チオフェン、カルバゾール、フタロシアニンおよびポルフィリンから
選ばれる。
【００８５】
　正孔輸送層に適する材料は、フェニレンジアミン誘導体（ＵＳ３６１５４０４）、アリ
ールアミン誘導体(ＵＳ３５６７４５０)、アミノ置換カルコン誘導体（ＵＳ３５２６５０
１）、スチリルアントラセン誘導体（ＪＰ－Ａ－５６－４６２３４）、多環式芳香族化合
物（ＥＰ１００９０４１）、ポリアリールアルカン誘導体（ＵＳ３６１５４０２）、フル
オレン誘導体（ＪＰ－Ａ－５４－１１０８３７）、ヒドラゾン誘導体（ＵＳ３７１７４６
２）、スチルベン誘導体（ＪＰ－Ａ－６１－２１０３６３）、シラザン誘導体（ＵＳ４９
５０９５０）、ポリシラン（ＪＰ－Ａ－２－２０４９９６）、アニリンコポリマー（ＪＰ
－Ａ－２－２８２２６３）、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン、ＰＶＫ、ポリピロ
ール、ポリアニリンおよびさらなるコポリマー、ポルフィリン化合物（ＪＰ－Ａ－６３－
２９５６９６５）、芳香族ジメチリデン型化合物、例えば、ＣＤＢＰ、ＣＢＰ、ｍＣＰ等
のカルバゾール化合物、芳香族三級アミン及びスチリルアミン化合物（ＵＳ４１２７４１
２）、および、モノマートリアリールアミン（ＵＳ３１８０７３０）である。トリアリー
ルアミノ基が分子中に存在してもよいことは勿論である。
【００８６】
　好ましいものとして、例えば、４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル
アミノ］ビフェニル）（ＮＰＤ）（ＵＳ５０６１５６９）もしくはＭＴＤＡＴＡ（ＪＰ－
Ａ－４－３０８６８８）、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラ（４－ビフェニル)ジアミノフェ
ニレン（ＴＢＤＢ）、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル)シクロヘキサ
ン（ＴＡＰＣ）、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）－３－フェニルプ
ロパン（ＴＡＰＰＰ）、１，４－ビス［２－［４－［Ｎ，Ｎ－ジ（ｐ－トリル)アミノ]フ
ェニル]ビニル]ベンゼン（ＢＤＴＡＰＶＢ）、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラ－ｐ－トリル
－４，４’－ジアミノフェニル（ＴＴＢ）、ＴＰＤ、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラフェニ
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ル－４，４’’’ジアミノ－１，１’，４’，１’’，４’’，１’’’－クオーターフ
ェニルのような少なくとも二個の三級アミン単位を含む芳香族三級アミン(ＵＳ４７２０
４３２およびＵＳ５０６１５６９)、同様に、例えば、４－（９Ｈ－カルバゾール－９－
イル）－Ｎ，Ｎ－ビス［４－（９Ｈ－カルバゾール－９－イル)フェニル]ベンゼンアミン
)（ＴＣＴＡ）等のカルバゾール単位を含む三級アミンが挙げられる。同様に好ましいも
のとして、ＵＳ　２００７／００９２７５５Ａ１に従うヘキサアザトリフェニレン化合物
が挙げられる。
【００８７】
　特に、好ましいのは、以下に示す式１９～２４で表されるトリアリールアミン化合物で
あり、これらは置換されていてもよく、ＥＰ１１６２１９３Ａ１、ＥＰ６５０９５５Ａ１
、Ｓｙｎｔｈ．Ｍｅｔａｌｓ１９９７、９１（１－３）、２０９、ＤＥ１９６４６１１９
Ａ１、ＷＯ２００６／１２２６３０Ａ１、ＥＰ１８６００９７Ａ１、ＥＰ１８３４９４５
Ａ１、ＪＰ０８０５３３９７Ａ、ＵＳ６２５１５３１Ｂ１およびＷＯ２００９／０４１６
３５に記載されている。

【化５】

【００８８】
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　原則として、当業者に知られる任意のＨＢＭを、本発明による調合物に使用することが
できる。ここでのいずれかに言及されるＨＢＭに加えて、適切な正孔障壁材料は、例えば
、ビス（２－メチル－８－キノリノラート)(４－フェニルフェノラート)－アルミニウム(
III)（ＢＡｌＱ）等の金属錯体である（ＵＳ２００３／００６８５２８）。ファク－トリ
ス（１－フェニルピラゾラート－Ｎ，Ｃ２)イリジウム(III)（Ｉｒ（ｐｐｚ）３）も、こ
の目的のために同様に使用される（ＵＳ２００３／０１７５５５３Ａ１）。例えばＢＣＰ
等のフェナントロリン誘導体、または、例えばＴＭＰＰ等のフタルイミドも同様に使用さ
れる。
【００８９】
　また、適切な正孔障壁材料が、ＷＯ００／７０６５５Ａ２、ＷＯ０１／４１５１２およ
びＷＯ０１／９３６４２Ａ１に記載されている。　
　原則として、当業者に知られる任意のＥＩＭを、本発明による調合物に使用することが
できる。ここでのいずれかに言及されるＥＩＭに加えて、８－ヒドロキシキノリン、ヘテ
ロ環有機化合物、フルオレノン、フルオレニリデンメタン、ペリレンテトラカルボン酸、
アントラキノンジメタン、ジフェノキノン、アントロン、アントラキノンジエチレン-ジ
アミン、その異性体および誘導体から選ばれる少なくとも一つの有機化合物を含むＥＩＭ
が、本発明により使用することができる。
【００９０】
　例えば、Ａｌｑ３およびＧａｑ３等の８－ヒドロキシキノリンの金属錯体を、電子注入
層のためのＥＩＭとして使用することができる。例えば、Ｌｉ、Ｃｓ、ＣａまたはＭｇ等
のアルカリ金属もしくはアルカリ土類金属により、カソード界面で還元ドーピングするこ
とが有利である。好ましいものは、Ｃｓを含む組み合わせであり、例えば、ＣｓとＮａ、
ＣｓとＫ、ＣｓとＲｂ、または、Ｃｓ、ＮａおよびＫである。
【００９１】
　１，１０フェナントロリン誘導体、ベンズイミダゾール、チオピランジオキシド、オキ
サゾール、トリアゾール、イミダゾールまたはオキサジアゾール等のヘテロ環有機化合物
が、同様に適している。窒素を含む適切な五員環の例は、オキサゾール、チアゾール、オ
キサジアゾール、チアジアゾール、トリアゾール、及び、ＵＳ２００８／０１０２３１１
Ａ１に記載される化合物である。
【００９２】
　好ましいＥＩＭは、式２５～２７を有する化合物から選ばれる。これらは置換されてい
てもよいし、置換されていなくてもよい。
【化６】

【００９３】
　フルオレノン、フルオレニリデンメタン、ペリレンテトラカルボン酸、アントラキノン
ジメタン、ジフェノキノン、アントロン、アントラキノンジエチレンジアミン等の有機化
合物も、使用することができ、例えば下記である。
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【００９４】
　原則として、当業者に知られる任意のＥＴＭを、本発明による調合物に使用することが
できる。ここでのいずれかに言及されるＥＴＭに加えて、適切なＥＴＭは、イミダゾール
、ピリジン、ピリミジン、ピリダジン、ピラジン、オキサジアゾール、キノリン、キノキ
サリン、アントラセン、ベンズアントラセン、ピレン、ペリレン、ベンズイミダゾール、
トリアジン、ケトン、ホスフィンオキシド、フェナジン、フェナントロリン、トリアリー
ルボラン、それらの異性体および誘導体から選ばれる。
【００９５】
　電子輸送層に適するＥＴＭは、８－ヒドロキシキノリンの金属キレート（例えば、Ｌｉ
ｑ、Ａｌｑ３、Ｇａｑ３、Ｍｇｑ２、Ｚｎｑ２、Ｉｎｑ３およびＺｒｑ４）、Ｂａｌｑ、
４－アザフェナントレン－５－オル／Ｂｅ錯体（ＵＳ５５２９８５３Ａ；例えば式３０)
、ブタジエン誘導体（ＵＳ４３５６４２９）、ヘテロ環光沢剤（ＵＳ４５３９５０７）、
例えば１，３，５－トリス（２－Ｎ－フェニルベンズイミダゾリル）ベンゼン（ＴＰＢＩ
）(ＵＳ５７６６７７９、式３１)等のベンズアゾール、１，３，５－トリアジン、ピレン
、アントラセン、テトラセン、フルオレン、スピロフルオレン、デンドリマー、テトラセ
ン、例えばルブレン誘導体、１，１０－フェナントロリン誘導体(ＪＰ２００３－１１５
３８７、ＪＰ２００４－３１１１８４、ＪＰ－２００１－２６７０８０、ＷＯ２００２／
０４３４４９)、シルアシル－シクロペンタジエン誘導体(ＥＰ１４８０２８０、ＥＰ１４
７８０３２、ＥＰ１４６９５３３)、ピリジン誘導体（ＪＰ２００４－２００１６２Ｋｏ
ｄａｋ）、フェナントロリン、例えば、ＢＣＰ及びＢｐｈｅｎ、また、ビフェニルもしく
は他の芳香族基を介して結合した多くのフェナントロリン（ＵＳ２００７／０２５２５１
７Ａ１）又はアントラセンに結合したフェナントロリン（ＵＳ２００７／０１２２６５６
Ａ１、例えば、式３２及び３３)、１，３，４－オキサジアゾール、例えば、式３４、ト
リアゾール、例えば、式３５、トリアリールボラン、例えば、Ｓｉをもつもの（例えば、
式６２）、ベンズイミダゾール誘導体と他のＮヘテロ環化合物（例えば、ＵＳ２００７／
０２７３２７２Ａ１）、シルアシルシクロペンタジエン誘導体、ボラン誘導体、Ｇａオキ
シノイド錯体である。
【００９６】
　好ましいものは、２，９，１０－置換アントラセン(１－あるいは２－ナフチルおよび
４－あるいは３－ビフェニルを有する）もしくは二個のアントラセン単位を含む分子であ
る（ＵＳ２００８／０１９３７９６Ａ１)。
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【００９７】
　アントラセン－ベンズイミダゾール誘導体も、同様に好ましく、例えば、式３６～３８
の化合物や、ＵＳ６８７８４６９Ｂ２、ＵＳ２００６／１４７７４７Ａ及びＥＰ１５５１
２０６Ａ１に記載された化合物が挙げられる。



(19) JP 5897472 B2 2016.3.30

10

20

30

40

50

【化９】

【００９８】
　原則として、当業者に知られる任意のＥＢＭを、本発明による調合物に使用することが
できる。ここでのいずれかに言及されるＥＢＭに加えて、例えば、Ｉｒ（ｐｐｚ）３（Ｕ
Ｓ２００３／０１７５５５３）等の遷移金属錯体を、電子障壁層のための材料として使用
することができる。
【００９９】
　好ましくは、ＥＢＭは、アミン、トリアリールアミンおよびそれらの誘導体からさらに
選ばれる。
【０１００】
　本発明の調合物に適するＥｘＢＭの選択が、隣接する層のエネルギーギャップに依存す
ることは、当業者に知られている。適切なＥｘＢＭは、好ましくは発光層である隣接層中
の機能性材料よりも大きいエネルギーギャップを有する一重項もしくは三重項の何れかで
あると思われる。ここでのいずれかに言及されるＥｘＢＭに加えて、例えば、ＭＴＤＡＴ
Ａ又は４，４’，４’’－トリス（Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ）トリフェニルアミン（Ｔ
ＤＡＴＡ）等の置換トリアリールアミンを、電子障壁層のためのＥｘＢＭとして使用する
ことができる。置換トリアリールアミンは、例えば、ＵＳ２００７／０１３４５１４Ａ１
に記載されている。
【０１０１】
　例えばＴＣＴＡ等のＮ－置換カルバゾール化合物、もしくは、例えばＢＣＰ等のヘテロ
環も好適である。
【０１０２】
　例えば、Ｉｒ（ｐｐｚ）３もしくはＡｌｑ３等の金属錯体も、この目的のために同様に
使用することができる。
【０１０３】
　原則として、当業者に知られる任意のホスト材料が、本発明による調合物に使用するこ
とができる。使用されるエミッターの種類に応じて、ホスト材料は、二つのカテゴリー、
すなわち、蛍光エミッターのためのホストと燐光エミッターのためのホストに分けること
ができ、ここで、後者はマトリックスまたはマトリックス材料と呼ばれることが多い。
【０１０４】
　本発明の調合物は、一以上のホスト材料を含んでもよく、好ましくは３個のホスト材料
を、より好ましくは２個のホスト材料を、特に好ましくは１個のホスト材料を含む。本発
明の調合物が、少なくとも一つの二個のホスト材料を含む場合には、ホスト材料は、コ－
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ホストまたはコ－ホスト材料とも呼ばれる。
【０１０５】
　蛍光エミッターに適する好ましいホスト材料は、アントラセン、ベンズアントラセン、
インデノフルオレン、フルオレン、スピロビフルオレン、フェナントレン、ジヒドロフェ
ナントレン、チオフェン、トリアジン、イミダゾールおよびそれらの誘導体から選ばれる
。
【０１０６】
　蛍光エミッターに特に好ましいホスト材料は、オリゴアリーレン（例えば、ＥＰ６７６
４６１に記載の２，２’，７，７’－テトラフェニルスピロビフルオレンもしくはジナフ
チルアントラセン）、具体的には、例えばフェナントレン、テトラセン、コロネン、クリ
セン、フルオレン、スピロフルオレン、ペリレン、フタロペリレン、ナフタルペリレン、
デカシクレン、ルブレン等の縮合芳香族基を含むオリゴアリーレン、オリゴアリーレンビ
ニレン（例えば、４，４’－ビス（２，２－ジフェニルエテニル）－１，１’－ビフェニ
ル（ＤＰＶＢｉ）もしくはＥＰ６７６４６１に記載の４，４－ビス（２，２－ジフェニル
ビニル）－１，１－スピロビフェニル（スピロ－ＤＰＶＢｉ））、ポリポダル金属錯体（
例えば、ＷＯ２００４／０８１０１７に従う）、特に、８－ヒドロキシキノリンの金属錯
体、例えば、アルミニウム(III)トリス(８－ヒドロキシキノリン)（アルミニウムキノラ
ート、Ａｌｑ３）もしくはビス(２－メチル－８－キノリノラート)－４－(フェニルフェ
ノリノラート)アルミニウム（イミダゾールキレート (ＵＳ２００７／００９２７５３Ａ
１)を有してもよい）及びキノリン－金属錯体、アミノキノリン－金属錯体、ベンゾキノ
リン－金属錯体、正孔伝導化合物（例えば、ＷＯ２００４／０５８９１１に記載されてい
る）、電子伝導化合物、特に、ケトン、ホスフィンオキシド、スルホキシド等（例えば、
ＷＯ２００５／０８４０８１およびＷＯ２００５／０８４０８２に記載されている）、ア
トロプ異性体（例えば、ＷＯ２００６／０４８２６８に記載されている）、ボロン酸誘導
体（例えば、ＷＯ２００６／１７７０５２に記載されている）またはベンズアントラセン
（例えば、ＤＥ１０２００７０２４８５０）の分類から選択される。より好ましいホスト
材料は、ナフタレンン、アントラセン、ベンゾアントラセンおよび/またはピレンを含む
オリゴアリーレンもしくはこれら化合物のアトロプ異性体、ケトン、ホスフィンオキシド
及びスルホキシドの分類から選ばれる。特に好ましいホスト材料は、アントラセン、ベン
ゾアントラセンおよび/またはピレンを含むオリゴアリーレンもしくはこれら化合物のア
トロプ異性体の分類から選ばれる。本発明の目的のためにオリゴアリーレンは、少なくと
も三個のアリールもしくはアリーレン基が互いに結合する化合物を意味するものと解され
る。
【０１０７】
　蛍光エミッターにさらに好ましいホスト材料は、具体的には、式３９により表される化
合物から選ばれる。
【化１０】

【０１０８】
　式中、
　Ａｒ４、Ａｒ５、Ａｒ６は、出現毎に同一であるか異なり、５～３０個の芳香族環原子
を含むアリールもしくはヘテロアリール基であり、一以上の基により置換されていてもよ
い。
【０１０９】
　ｐは、１、２または３である。
【０１１０】
　Ａｒ４、Ａｒ５およびＡｒ６中のπ電子の合計は、ｐ＝１の場合は少なくとも３０であ
り、ｐ＝２の場合は少なくとも３６であり、ｐ＝３の場合は少なくとも４２である。
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　式３９で表されるホスト材料において、Ａｒ５基は、アントラセンであることがより好
ましく、一以上のＲ１基により置換されてよい。Ａｒ４およびＡｒ６基は、９－および１
０－位で結合することがより好ましい。特に好ましいものは、Ａｒ４および/またはＡｒ
６基の少なくとも一つが、１－あるいは２－ナフチル、２－，３－あるいは９－フェナン
トレニルもしくは２－，３－，４－，５－，６－あるいは７－ベンズアントラセニルから
選ばれる縮合アリール基であり、これらは一以上のＲ１基により置換されていてもよい。
アントラセン系化合物は、ＵＳ２００７／００９２７５３Ａ１およびＵＳ２００７／０２
５２５１７Ａ１に記載されており、例えば、２－（４－メチルフェニル)－９，１０－ジ
－（２－ナフチル)アントラセン、９－（２－ナフチル)－１０－（１，１’－ビフェニル
）－アントラセンおよび９，１０－ビス［４－（２，２－ジフェニルエテニル）フェニル
]アントラセン、９，１０－ジフェニルアントラセン、９，１０－ビス(フェニルエチニル
)アントラセンおよび１，４－ビス（９’－エチニルアントラセニル)ベンゼンである。二
個のアントラセン単位を含むホスト材料(ＵＳ２００８／０１９３７９６Ａ１)、例えば、
１０，１０’－ビス［１，１’，４’，１’’］ターフェニル－２－イル－９，９’－ビ
スアントラセニルもまた好ましい。
【０１１２】
　さらに好ましいホスト材料は、以下の各誘導体：アリールアミン、スチリルアミン、フ
ルオレセイン、ペリノン、フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニルブタジエン、
テトラフェニルブタジエン、シクロペンタジエン、テトラフェニルシクロペンタジエン、
ペンタフェニルシクロペンタジエン、クマリン、オキサジアゾール、ビスベンゾオキサゾ
リン、オキサゾン、ピリジン、ピラジン、イミン、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサゾー
ル、ベンズイミダゾール(ＵＳ２００７／００９２７５３Ａ１)、例えば、２，２’,２’
’－（１，３，５－フェニレン)トリス［１－フェニル－１Ｈ－ベンズイミダゾール]、ア
ルダジン、スチルベン、スチリルアリーレン誘導体、例えば、９，１０－ビス［４－（２
，２－ジフェニルエテニル）フェニル]アントラセンおよびジスチリルアリーレン誘導体
（ＵＳ５１２１０２９）、ジフェニルエチレン、ビニルアントラセン、ジアミノカルバゾ
ール、ピラン、チオピラン、ジケトピロロピロール、ポリメチン、メロシアニン、アクリ
ドン、キナクリドン、桂皮酸エステルおよび蛍光染料である。
【０１１３】
　特に好ましいものは、アリールアミンおよびスチリルアミン誘導体、例えば、４，４`
－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－（２－ナフチル）アミノ］ビフェニル)（ＴＮＢ）
である。
【０１１４】
　蛍光エミッターのためのホストとしてオリゴアリーレンを有する好ましい化合物は、例
えば、ＵＳ２００３／００２７０１６Ａ１、ＵＳ７３２６３７１Ｂ２、ＵＳ２００６／０
４３８５８Ａ、ＵＳ７３２６３７１Ｂ２、ＵＳ２００３／００２７０１６Ａ１、ＷＯ２０
０７／１１４３５８、ＷＯ２００８／１４５２３９、ＪＰ３１４８１７６Ｂ２、ＥＰ１０
０９０４４、ＵＳ２００４／０１８３８３、ＷＯ２００５／０６１６５６Ａ１、ＥＰ０６
８１０１９Ｂ１、ＷＯ２００４／０１３０７３Ａ１、ＵＳ５０７７１４２、ＷＯ２００７
／０６５６７８およびＵＳ２００７／０２０５４１２Ａ１に記載される化合物である。特
に好ましいオリゴアリーレン系化合物は、式（４０）～（４６）を有する化合物である。
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【化１１】

【０１１５】
　蛍光エミッターのためのさらなるホスト材料は、スピロビフルオレンおよびその誘導体
から選ぶことができ、例えば、ＥＰ０６７６４６１に開示されたスピロ－ＤＰＶＢｉおよ
びＵＳ６５６２４８５に開示されたインデノフルオレンである。
【０１１６】
　燐光エミッターのための好ましいホスト材料、すなわち、マトリックス材料は、ケトン
、カルバゾール、トリアリールアミン、インデノフルオレン、フルオレン、スピロビフル
オレン、フェナントレン、ジヒドロフェナントレン、チオフェン、トリアジン、イミダゾ
ールおよびこれらの誘導体から選ばれる。好ましい誘導体の一部が、以下でより詳細に説
明される。
【０１１７】
　燐光エミッターが、例えばエレクトロルミネセンス成分として有機発光ダイオード（Ｏ
ＬＥＤ）中に使用される場合に場には、ホスト材料は、蛍光エミッターに使用されるホス
ト材料と比べてむしろ異なる特性を満足しなければならない。燐光エミッターに使用され
るホスト材料は、エミッターの三重項準位と比べてエネルギー的により高い三重項準位を
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を輸送し得る。さらに、エミッターは、一重項－三重項混合を十分に促進するために、大
きなスピン軌道結合定数を有することが推定される。これは、金属錯体を使用することで
可能とされ得る。
【０１１８】

　好ましいマトリックス材料は、Ｎ，Ｎ－ビスカルバゾリルビフェニル（ＣＢＰ）、カル
バゾール誘導体（例えば、ＷＯ２００５／０３９２４６、ＵＳ２００５／００６９７２９
、ＪＰ２００４／２８８３８１、ＥＰ１２０５５２７もしくはＤＥ１０２００７００２７
１４に従う）、アザカルバゾール（例えば、ＥＰ１６１７７１０、ＥＰ１６１７７１１、
ＥＰ１７３１５８４、ＪＰ２００５／３４７１６０）、ケトン（例えば、ＷＯ２００４/
０９３２０７に従う）、ホスフィンオキシド、スルホキシドおよびスルホン（例えば、Ｗ
Ｏ２００５／００３２５３に従う）、オリゴフェニレン、芳香族アミン(例えば、ＵＳ２
００５/００６９７２９)、バイポーラーマトリックス材料(例えば、ＷＯ２００７／１３
７７２５に記載されている)、シラン(例えば、ＷＯ２００５／１１１１７２に従う)、９
，９－ジアリールフルオレン誘導体(例えば、ＤＥ１０２００８０１７５９１に従う)、ア
ザボロールもしくはボロン酸エステル(例えば、ＷＯ２００６／１１７０５２に従う)、ト
リアゾール誘導体、オキサゾールおよびオキサゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリ
アリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、ジスチリルピラジン誘
導体、チオピランジオキシド誘導体、フェニレンジアミン誘導体、芳香族三級アミン、ス
チリルアミン、インドール、アントロン誘導体、フルオレノン誘導体、フルオレニリデン
メタン誘導体、ヒドラゾン誘導体、シラザン誘導体、芳香族ジメチリデン化合物、ポルフ
ィリン化合物、カルボジイミド誘導体、ジフェニルキノン誘導体、フタロシアニン誘導体
、例えばＡｌｑ３等の８－ヒドロキシキノリン誘導体の金属錯体（８－ヒドロキシキノリ
ン錯体はまた、トリアリールアミノフェノール配位子を含んでもよい（ＵＳ２００７／０
１３４５１４））、配位子として金属フタロシアニン、ベンズオキサゾールもしくはベン
ゾチアゾールを有する種々の金属錯体－ポリシラン化合物、例えば、ポリ（Ｎ－ビニルカ
ルバゾール）（ＰＶＫ）等の正孔伝導ポリマー、アニリンコポリマー、チオフェンオリゴ
マー、ポリチオフェン、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導体およびオリフルオ
ン誘導体である。
【０１１９】
　さらに特に好ましいマトリックス材料は、例えばＤＥ１０２００９０２３１５５．２、
ＥＰ０９０６９４７Ｂ１、ＥＰ０９０８７８７Ｂ１、ＥＰ９０６９４８Ｂ１、ＷＯ２００
８／０５６７４６Ａ１、ＷＯ２００７／０６３７５４Ａ１、ＷＯ２００８／１４６８３９
Ａ１、およびＷＯ２００８/１４９６９１Ａ１に開示されている、インドロカルバゾール
およびその誘導体（例えば、式４７～５３）を含む化合物から選ばれる。
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【化１２】

【０１２０】
　好ましいカルバゾール誘導体の例は、１，３－Ｎ，Ｎ－ジカルバゾールベンゼン(＝９
，９’－（１，３－フェニレン)ビス－９Ｈ－カルバゾール)（ｍＣＰ)、９，９’－（２
，２’－ジメチル［１，１‘－ビフェニル］－４，４’－ジイル)ビス－９Ｈ－カルバゾ
ール（ＣＤＢＰ)、１，３－ビス（Ｎ，Ｎ’－ジカルバゾル)ベンゼン（＝１，３－ビス(
カルバゾル－９－イル)ベンゼン)、ＰＶＫ(ポリビニルカルバゾール)、３，５－ジ（９Ｈ
－カルバゾール－９－イル)ビフェニルおよび式４０～４４の化合物である。
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【０１２１】
　好ましいＳｉテトラアリール化合物は、例えば、式５９～６４の化合物(ＵＳ２００４
／０２０９１１５、ＵＳ２００４／０２０９１１６、ＵＳ２００７／００８７２１９Ａ１
およびＵＳ２００７／００８７２１９Ａ１)である。
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【化１４】

【０１２２】
　燐光ドーパントに特に好ましいマトリックスは、式６５で表される化合物である（ＥＰ
６５２２７３Ｂ１）。
【化１５】

【０１２３】
　燐光ドーパントに特に好ましいマトリックス材料は、一般式６６で表される化合物から
選ばれる（ＥＰ１９２３４４８Ａ１）。

【化１６】
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【０１２４】
　ここで、Ｍ、Ｌおよびｎは、文献に定義される通りである。好ましくは、ＭはＺｎであ
り、Ｌはキノリナートであり、ｎは２、３または４である。特に好ましいのは、［Ｚｎｑ

２］２、［Ｚｎｑ２］３および［Ｚｎｑ２］４である。
【０１２５】
　好ましいものは、金属オキシノイド錯体から選ばれるコ－ホストであり、リチウムキノ
レート（Ｌｉｑ）およびＡｌｑ３が、特に好ましい。
【０１２６】
　エミッター化合物は、ホスト化合物と比べてより小さいバンドギャップを有することが
要請される。一般的に、より小さいバンドギャップは、共役分子系のπ電子系を拡張する
ことにより達成することができる。したがって、エミッター化合物は、ホスト分子よりも
より拡張された共役π電子系を有する傾向にある。多くの例が公開されてきており、例え
ば、ＪＰ２９１３１１６ＢおよびＷＯ２００１／０２１７２９Ａ１に開示されたスチリル
アミン誘導体、ＷＯ２００８／００６４４９およびＷＯ２００７／１４０８４７に開示さ
れたインデノフルオレン誘導体である。
【０１２７】
　青色蛍光エミッターは、好ましくは、例えば９，１０－ジ（２－ナフチルアントラセン
)等のポリ芳香族化合物および他のアントラセン誘導体、テトラセン、キサンテンの各誘
導体、例えば２，５，８，１１－テトラ－ｔ－ブチルペリレン等のペリレン誘導体、フェ
ニレン、例えば、４，４’－ビス（９－エチル－３－カルバゾビニレン）－１，１’－ビ
フェニル、フルオレン、アリールピレン（ＵＳ２００６／０２２２８８６）、アリールビ
ニレン（ＵＳ５１２１０２９、ＵＳ５１３０６０３）、ルブレン、クマリン、ローダミン
の各誘導体、例えば、Ｎ，Ｎ’－ジメチルキナクリドン（ＤＭＱＡ)等のキナクリドン誘
導体、例えば、４－（ジシアノエチレン）－６－（４-ジメチルアミノスチリル－２－メ
チル）－４Ｈ－ピラン（ＤＣＭ)等のジシアノメチレンピラン、チオピラン、ポリメチン
、ピリリウムおよびチアピリリウム塩、ペリフランセン、インデノペリレン、ビス(アジ
ニル)イミン－ボロン化合物（ＵＳ２００７／００９２７５３Ａ１）、ビス(アジニル)メ
セン化合物およびカルボスチリル化合物等である。
【０１２８】
　さらに好ましい青色蛍光エミッターが、Ｃ．Ｈ．Ｃｈｅｎ等、“有機エレクトロルミネ
ッセンス材料の最近の開発”、Ｍａｃｒｏｍｏｌ．Ｓｙｍｐ．１２５、（１９９７）、１
－４８、及び、“分子状有機エレクトロルミネッセンス材料および素子の最近の進展”、
Ｍａｔ．Ｓｃｉ．ａｎｄ　Ｅｎｇ．Ｒ、３９（２００２）、１４３－２２２に記載されて
いる。
【０１２９】
　本発明の好ましい蛍光ドーパントは、モノスチリルアミン、ジスチリルアミン、トリス
チリルアミン、テトラスチリルアミン、スチリルホスフィン、スチリルエーテルおよびア
リールアミンの分類から選択される。
【０１３０】
　モノスチリルアミンは、１個の置換あるいは非置換スチリル基と、少なくとも１個の、
好ましくは芳香族のアミンを含む化合物を意味するものと解される。ジスチリルアミンは
、２個の置換あるいは非置換スチリル基と、少なくとも１個の、好ましくは芳香族のアミ
ンを含む化合物を意味するものと解される。トリスチリルアミンは、３個の置換あるいは
非置換スチリル基と、少なくとも１個の、好ましくは芳香族のアミンを含む化合物を意味
するものと解される。テトラスチリルアミンは、４個の置換あるいは非置換スチリル基と
、少なくとも１つの、好ましくは芳香族のアミンを含む化合物を意味するものと解される
。スチリル基は、特に好ましくはスチルベンであり、さらに置換されていてもよい。対応
するホスフィンとエーテルはアミンと同様に定義される。本発明の目的のために、アリー
ルアミンもしくは芳香族アミンは、窒素に直接結合した３個の置換あるいは非置換芳香族
もしくはヘテロ芳香族環系を含む化合物を意味するものと解される。これら芳香族もしく
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はヘテロ芳香族環系の少なくとも１個は、好ましくは縮合環系であり、好ましくは少なく
とも１４個の芳香族環原子を有する。これらの好ましい例は、芳香族アントラセンアミン
、芳香族アントラセンジアミン、芳香族ピレンアミン、芳香族ピレンジアミン、芳香族ク
リセンアミンもしくは芳香族クリセンジアミンである。芳香族アントラセンアミンは、一
個のジアリールアミノ基が、アントラセン基に直接、好ましくは、９－位で結合する化合
物を意味するものと解される。芳香族アントラセンジアミンは、二個のジアリールアミノ
基が、アントラセン基に直接、好ましくは、９、１０－位で結合する化合物を意味するも
のと解される。芳香族ピレンアミン、ピレンジアミン、クリセンアミンおよびクリセンジ
アミンは同様に定義され、ここで、ジアリールアミノ基は、好ましくはピレンに１位もし
くは１、６－位で結合する。
【０１３１】
　さらに好ましい蛍光ドーパントは、例えば、ＷＯ２００６／１２２６３０に従うインデ
ノフルオレンアミンあるいはインデノフルオレンジアミン、例えば、ＷＯ２００８／００
６４４９に従うベンゾインデノフルオレンアミンあるいはベンゾインデノフルオレンジア
ミン、および、例えば、ＷＯ２００７／１４０８４７に従うジベンゾインデノフルオレン
アミンあるいはジベンゾインデノフルオレンジアミンから選択される。
【０１３２】
　スチリルアミンの分類からのドーパントの例は、置換あるいは非置換トリスチルベンア
ミン、またはＷＯ　２００６／０００３８８、ＷＯ　２００６／０５８７３７、ｗｏ　２
００６／０００３８９、ＷＯ　２００７／０６５５４９およびＷＯ　２００７／１１５６
１０に記載されるドーパントである。ジスチリルベンゼンおよびジスチリルビフェニル誘
導体は、ＵＳ　５１２１０２９に記載されている。さらなるスチリルアミンは、ＵＳ　２
００７／０１２２６５６　Ａ１に見出される。
【０１３３】
　特に、好ましいスチリルアミンドーパントとトリアリールアミンドーパントは、式６７
～７２により表される化合物であり、ＵＳ７２５０５３２Ｂ２、ＤＥ１０２００５０５８
５５７Ａ１、ＣＮ１５８３６９１Ａ、ＪＰ０８０５３３９７Ａ、ＵＳ６２５１５３１Ｂ１
、およびＵＳ２００６／２１０８３０Ａに開示される。
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【化１７】

【０１３４】
　さらに好ましい蛍光ドーパントは、ＥＰ１９５７６０６　Ａ１およびＵＳ２００８／０
１１３１０１Ａ１に開示されるトリアリールアミン基から選ばれる。
【０１３５】
　さらに好ましい蛍光ドーパントは、ナフタレン、アントラセン、テトラセン、フルオレ
ン、ペリフランセン、インデノペリレン、フェナントレン、ペリレン（ＵＳ２００７／０
２５２５１７Ａ１)、ピレン、クリセン、デカクリセン、コロネン、テトラフェニルシク
ロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジエン、フルオレン、スピロフルオレン、
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ルブレン、クマリン（ＵＳ４７６９２９２、ＵＳ６０２００７８、ＵＳ２００７／０２５
２５１７Ａ１）、ピラン、オキサゾン、ベンズオキサゾール、ベンズチアゾール、ベンズ
イミダゾール、ピラジン、桂皮酸エステル、ジケトピロロピロール、アクリドンおよびキ
ナクリドン（ＵＳ２００７／０２５２５１７Ａ１）の誘導体から選択される。
【０１３６】
　アントラセン化合物のうち、特に、好ましいものは、例えば、９，１０－ジフェニルア
ントラセンおよび９，１０－ビス(フェニルエチニル)アントラセン等の９，１０－置換ア
ントラセンである。１，４－ビス（９’－エチニルアントラセニル）ベンゼンも好ましい
ドーパントである。
【０１３７】
　燐光エミッターの例は、ＷＯ００／７０６５５、ＷＯ０１／４１５１２、ＷＯ０２／０
２７１４、ＷＯ０２／１５６４５、ＥＰ１１９１６１３、ＥＰ１１９１６１２、ＥＰ１１
９１６１４およびＷＯ０５／０３３２４４に示される。一般的に、燐光ＯＬＥＤのために
先行技術に従い使用され、また、有機エレクトロルミネッセンス素子分野で当業者に知ら
れるすべての燐光錯体が適切であり、当業者は、創作能力を要することなくさらなる燐光
錯体を使用することができる。
【０１３８】
　燐光エミッターは金属錯体であり得、好ましくは、式Ｍ（Ｌ）ｚを有する金属錯体であ
る。ここで、Ｍは金属原子であり、Ｌは、出現毎に互いに独立して、一または二以上の位
置を介してＭに結合または配位する有機配位子であり、ｚは、≧１の整数、好ましくは、
１、２、３、４、５または６である。ここで、任意に、これらの基は、１個以上の、好ま
しくは１、２または３個の位置を介して、好ましくは配位子Ｌを介して、ポリマーに結合
し得る。
【０１３９】
　Ｍは、具体的には遷移金属から選ばれる金属原子であり、好ましくは、ＶＩＩＩ族の遷
移金属もしくはランタノイドもしくはアクチニドから選ばれる金属原子である。Ｍは、特
に好ましくは、Ｒｈ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、
Ｒｅ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｗ、Ｍｏ、Ｐｄ、Ａｇ、またはＲｕから選ばれ、更に好ましくは、Ｏ
ｓ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｒｅ、ＰｄまたはＰｔから選ばれる。Ｍは、Ｚｎであってもよい
。
【０１４０】
　好ましい配位子は、２フェニルピリジン誘導体、７，８－ベンゾキノリン誘導体、２（
２－チエニル)ピリジン誘導体、２（１－ナフチル）ピリジン誘導体もしくは２フェニル
キノリン誘導体である。これらすべての化合物は置換されていてもよく、例えば、青色の
ためにフッ素またはトリフルオロメチル青色置換基により置換されてよい。補助配位子は
、好ましくは、アセチルアセトンもしくはピコリン酸である。
【０１４１】
　特に、ＵＳ２００７／００８７２１９Ａ１に開示される式７３の四座配位子を有するＰ
ｔもしくはＰｄ錯体（ここで、Ｒ１～Ｒ１４とＺ１～Ｚ５は、文献で定義されるとおりで
ある）、拡張環系を有するＰｔ－ポルフィリン錯体（ＵＳ２００９／００６１６８１Ａ１
）およびＩｒ錯体が適している。例えば、２，３，７，８，１２，１３，１７，１８－オ
クタエチル－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィリン－Ｐｔ（II）、テトラフェニル－Ｐｔ（II)
－テトラベンゾポルフィリン（ＵＳ２００９／００６１６８１Ａ１）、シス－ビス（２－
フェニルピリジナート－Ｎ，Ｃ２’）Ｐｔ(II)、シス－ビス（２－（２’－チエニル)ピ
リジナート－Ｎ，Ｃ３’）Ｐｔ(II)、シス－ビス（２－（２’－チエニル)キノリナート
－Ｎ，Ｃ５’）Ｐｔ(II)、（２－（４，６－ジフルオロフェニル）ピリジナート－Ｎ，Ｃ
２’）Ｐｔ(II)アセチルアセトネートもしくはトリス（２－フェニルピリジナート－Ｎ，
Ｃ２’）Ｉｒ(III)(Ｉｒ（ｐｐｙ）３、緑色)、ビス（２－フェニルピリジナート－Ｎ，
Ｃ２)Ｉｒ(III)アセチルアセトネート(Ｉｒ（ｐｐｙ）2アセチルアセトネート、緑色、Ｕ
Ｓ２００１／００５３４６２Ａ１、Ｂａｌｄｏ、Ｔｈｏｍｐｓｏｎ等、Ｎａｔｕｒｅ４０
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３、（２０００）、７５０－７５３)、ビス（１－フェニルイソキノリナート－Ｎ，Ｃ２
’）（２－フェニルピリジナート－Ｎ，Ｃ２’)イリジウム(III)、ビス（２－フェニルピ
リジナート－Ｎ，Ｃ２’）（１－フェニルイソキノリナート－Ｎ，Ｃ２’）イリジウム(I
II)、ビス（２－（２’－ベンゾチエニル)ピリジナート－Ｎ，Ｃ３’)イリジウム(III)ア
セチルアセトネート、ビス（２－（４’，６’－ジフルオロフェニル)ピリジナート－Ｎ
，Ｃ２’)イリジウム(III)ピコリナート(ＦＩｒｐｉｃ、青色)、ビス（２－（４’，６’
－ジフルオロフェニル)ピリジナート－Ｎ，Ｃ２’）Ｉｒ(III)テトラキス（１－ピラゾリ
ル）ボレート、トリス（２－（ビフェニル－３－イル）－４－tert－ブチルピリジン)イ
リジウム(III)、（ｐｐｚ）２Ｉｒ（５ｐｈｄｐｙｍ）（ＵＳ２００９／００６１６８１
Ａ１）、（４５ｏｏｐｐｚ）２Ｉｒ（５ｐｈｄｐｙｍ）（ＵＳ２００９／００６１６８１
Ａ１）、２－フェニルピリジン－Ｉｒ錯体の誘導体、例えば、イリジウム(III)ビス（２
－フェニルキノリル－Ｎ，Ｃ２’）アセチルアセトネート（ＰＱＩｒ)、トリス（２－フ
ェニルイソキノリナート－Ｎ，Ｃ）Ｉｒ(III)(赤色)、ビス（２－（２’－ベンゾ［４，
５－ａ］チエニル)ピリジナート－Ｎ，Ｃ３）Ｉｒアセチルアセトネート(［Ｂｔｐ２Ｉｒ
（ａｃａｃ）］、赤色、Ａｄａｃｈｉ等、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．７８（２００
１）、１６２２－１６２４)が挙げられる。
【化１８】

【０１４２】
　また、例えば、Ｔｂ３＋およびＥｕ３等の三価のランタニドの錯体(Ｊ．Ｋｉｄｏ等、
Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．６５（１９９４）、２１２４、Ｋｉｄｏ等、Ｃｈｅｍ．
Ｌｅｔｔ．６５７、１９９０、ＵＳ２００７／０２５２５１７Ａ１)、またはマレオニト
リルジチオレートを有するＰｔ（ＩＩ）、Ｉｒ（Ｉ）、Ｒｈ（Ｉ）の燐光錯体（Ｊｏｈｎ
ｓｏｎ等、ＪＡＣＳ１０５、１９８３、１７９５）、Ｒｅ（Ｉ）トリカルボニルジイミン
錯体（Ｗｒｉｇｈｔｏｎ、ＪＡＣＳ９６、１９７４、９９８　ｉｎｔｅｒ　ａｌｉａ）、
シアノ配位子とビピリジルもしくはフェナントロリン配位子を有するＯｓ（ＩＩ）錯体（
Ｍａ等、Ｓｙｎｔｈ．Ｍｅｔａｌｓ９４、１９９８、２４５）またはホストのないＡｌｑ

３もまた好適である。
【０１４３】
　三座配位子を有するさらなる燐光エミッターは、ＵＳ６８２４８９５およびＵＳ７０７
２９２７６６に記載されている。赤色発光燐光錯体は、ＵＳ６８３５４６９およびＵＳ６
８３０８２８に言及される。
【０１４４】
　特に、好ましい燐光ドーパントは、式７４を有する化合物と、例えばＵＳ２００１／０
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０５３４６２Ａ１に開示される更なる化合物である。
【０１４５】
　特に好ましい燐光ドーパントは、式７５を有する化合物と、例えばＷＯ２００７／０９
５１１８Ａ１に開示される更なる化合物である。
【化１９】

【０１４６】
　さらなる誘導体は、ＵＳ７３７８１６２Ｂ２、ＵＳ６８３５４６９Ｂ２およびＪＰ２０
０３／２５３１４５Ａに記載されている。
【０１４７】
　ここでのいずれかに言及される金属錯体に加えて、本発明の適切な金属錯体は、遷移金
属、希土類元素、ランタニドおよびアクチニドから選ばれ得、本発明の主題でもある。好
ましい金属は、Iｒ、Ｒｕ、Ｏｓ、Ｅｕ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｒｈ、Ｐ
ｄまたはＡｇから選ばれる。
【０１４８】
　ここでのいずれかに言及される染料に加えて、本発明に係る染料は、ペリレン、ルテニ
ウム染料、フタロシアニン、アゾ染料、ペリレンジミド、ポルフィリン、スクアレンその
異性体および誘導体から選ばれ得る。
【０１４９】
　好ましくは、染料は、ペリレン、ルテニウム染料、フタロシアニン、アゾ染料、ペリレ
ンジミド、ポルフィリンおよびスクアレンから選ばれる。また、Ｙｕ　Ｂａｉ等、Ｎａｔ
ｕｒｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ、Ｖｏｌ７、６２６（２００８）及びＢ．Ｏ‘Ｒｅｇａｎ等
、Ｎａｔｕｒｅ３５３、７３７（１９９１）に開示されたルテニウム錯体、Ｂｅｓｓｈｏ
等、Ｃｈｅｍ．Ｃｏｍｍｕｎ．３７１７（２００８）に開示されたＣｕ系錯体から選ばれ
る染料も好ましい。
【０１５０】
　さらなる染料は、アクリジン、アントラキノン、アリールメタン、ジアリールメタン、
トリアリールメタン、アゾ系染料、サイアニン、ジアゾニウム系染料、ニトロ系染料、ニ
トロソ系染料、キノン-イミン、アジン系染料、ユウロジン、サフラニン、インジュリン
、インダミン、インドフェノール、オキサジン、オキサゾン、チアジン、チアゾール、キ
サンテン、フルオレン、ピロニン、フルオロンおよびローダミンから選ばれる。
【０１５１】
　本発明の染料に加えて、電荷生成材料も染料として同じ機能を有し得る。それらは、例
えば、電子写真素子に使用される。したがって、Ｐａｕｌ　Ｍ．Ｂｏｒｓｅｎｂｅｒｇｅ
ｒ及びＤａｖｉｄ　Ｓ．Ｗｅｉｓｓ、Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｐｈｏｔｏｒｅｃｐｔｏｒｓ　ｆ
ｏｒ　Ｘｅｒｏｇｒａｐｈｙ；Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．，１９９８，Ｃｈ
ａｐｔｅｒ６、及び、Ｋ．Ｙ．Ｌａｗ、Ｃｈｅｍ．Ｒｅｖ．Ｖｏｌ９３，４４９－４８６
（１９９３）により要約される電荷生成材料も、ここで適切な染料と認められる。
【０１５２】
　さらに適切な染料は、縮合環系、例えば、アントラセン、ナフタレン、ペンタセンおよ
びテトラセン誘導体を含む有機化合物から選ばれる。
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【０１５３】
　本発明の調合物は、小分子、ポリマー、オリゴマー、デンドリマーおよびブレンドから
選ばれる機能性材料を含み得る。機能性ポリマーは、異なる機能が、一つの大分子または
大分子のブレンドに組み込まれ得ることを特徴とする。機能は、特に、正孔注入材料、正
孔輸送材料、電子障壁材料、発光材料、正孔障壁材料、電子注入材料、電子輸送材料およ
び染料の機能である。ポリマーに組み込まれる機能は、異なる群に分類することができる
。所望の機能性基とそれらの間の比を選択することにより、ポリマーは、所望の機能を有
するように調整され得る。
【０１５４】
　ポリマー、オリゴマーおよびデンドリマー間の相違は、上記に定義される分子全体のサ
イズ、サイズ分布および分岐度に基づいている。
【０１５５】
　異なる構造は、とりわけ、ＷＯ　２００２／０７７０６０Ａ１およびＤＥ１０３３７３
４６Ａ１に開示され、広範に挙げられるものである。構造単位は、例えば、以下の群から
生じ得る：
　群１：ポリマーの正孔注入及び／又は輸送特性を増大させる単位。上述したＨＩＭ又は
ＨＴＭに対応する。
【０１５６】
　群２：ポリマーの電子注入及び／又は輸送特性を増大させる単位。上述したＥＩＭ又は
ＥＴＭに対応する。
【０１５７】
　群３：群１及び群２からの各単位の組み合わせを有する単位。
【０１５８】
　群４：発光特性を、電子蛍光に替えて電子燐光が得られ得るような範囲まで変更する単
位。典型的には、燐光エミッターに対応し、より好ましくは上述した発光金属錯体に対応
する。
【０１５９】
　群５：いわゆる一重項状態からより高いスピン状態、例えば、三重項状態へ遷移を改善
する単位。
【０１６０】
　群６：得られるポリマーのモルホロジー及び／又は発光色に影響する単位。
【０１６１】
　群７：典型的には、骨格として使用され、電子輸送機能、正孔輸送機能または双方を有
し得る単位。
【０１６２】
　群８：ＵＶから赤外までの少なくとも一つの波長に強い吸収を有する単位。上述した染
料材料に対応する。
【０１６３】
　好ましくは、上記機能性材料は、群１の単位を含む正孔輸送もしくは注入ポリマーであ
り、好ましくは、上述した低分子量ＨＴＭまたはＨＩＭを含む単位から選ばれる。
【０１６４】
　群１からの更に好ましい単位は、例えば、トリアリールアミン、ベンジジン、テトラア
リール－パラ－フェニレンジアミン、カルバゾール、アズレン、チオフェン、ピロール及
びフラン誘導体、及び、高ＨＯＭＯを有する更なるＯ、ＳもしくはＮ含有へテロ環である
。これらのアリールアミンおよびへテロ環は、ポリマー中で、好ましくは、５．８ｅＶを
超える（真空準位に対して）、特に好ましくは５．５ｅＶを超えるＨＯＭＯを生じる。
【０１６５】
　好ましいポリマーＨＴＭまたはＨＩＭは、以下に示す式７６の繰り返し単位の少なくと
も１つを含むポリマーである。
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【化２０】

【０１６６】
　式中、
　Ａｒ１は、異なる繰り返し単位では同一でも異なってもよく、独立して、単結合または
任意に置換される単核もしくは多核アリール基を示す。　
　Ａｒ２は、異なる繰り返し単位では同一でも異なってもよく、独立して、任意に置換さ
れる単核もしくは多核アリール基を示す。　
　Ａｒ３は、異なる繰り返し単位では同一でも異なってもよく、独立して、任意に置換さ
れる単核もしくは多核アリール基を示す。　
　ｍは、１、２または３である。　
　式７６で表される特に好ましい単位は、式７７～７９から成る群から選ばれる。
【化２１】

【０１６７】
　式中、
　Ｒは、出現毎に同一でも異なってもよく、Ｈ、置換あるいは非置換芳香族もしくは複素
環式芳香族基、アルキル、シクロアルキル、アルコキシ、アラルキル、アリールチオ、ア
ルコキシカルボニル、シリル、カルボキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基または
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ヒドロキシ基から選ばれる。　
　ｒは、１、２、３または４である。　
　ｓは、０、１、２、３、４または５である。
【０１６８】
　さらに好ましいポリマーＨＴＭまたはＨＩＭは、少なくとも一つの以下の式８０により
表される繰り返し単位を含むポリマーである。
【化２２】

【０１６９】
　式中、
　Ｔ１およびＴ２は、互いに独立して、チオフェン、セレノフェン、チエノ［２，３ｂ］
チオフェン、チエノ［３，２ｂ］チオフェン、ジチエノチオフェン、ピロール、アニリン
であり、すべて任意にＲ５で置換され、
　Ｒ５は、出現毎に互いに独立して、ハロゲン、－ＣＮ、－ＮＣ、－ＮＣＯ、－ＮＣＳ、
－ＯＣＮ、－ＳＣＮ、Ｃ（＝Ｏ）ＮＲ０Ｒ００、－Ｃ（＝Ｏ）Ｘ、－Ｃ（＝Ｏ）Ｒ０、－
ＮＨ２、－ＮＲ０Ｒ００、ＳＨ、ＳＲ０、－ＳＯ３Ｈ、－ＳＯ２Ｒ０、－ＯＨ、－ＮＯ２

、－ＣＦ３、－ＳＦ５、置換されていてもよいシリル、置換されていてもよい、ヘテロ原
子を任意に含む１～４０個のＣ原子を含むカルビルもしくはヒドロカルビルであり、
　Ａｒ４およびＡｒ５は、互いに独立して、単核もしくは多核アリールまたはヘテロアリ
ールであり、任意に置換され、任意に、隣接するチオフェンもしくはセレノフェン基の一
方あるいは双方に２，３－位で縮合しており、
　ｃとｅは、互いに独立して、０、１、２、３または４であり、１＜ｃ＋ｅ≦６であり、
　ｄとｆは、互いに独立して、０、１、２、３または４である。
【０１７０】
　ポリマーＨＴＭの例は、ＷＯ２００７１３１５８２Ａ１およびＷＯ２００８／００９３
４３Ａ１に開示されるとおりである。
【０１７１】
　好ましくは、上記機能性材料は、群２を含む電子輸送もしくは注入ポリマーであり、好
ましくは、上述した低分子量ＥＴＭまたはＥＩＭを含む群から選ばれる。
【０１７２】
　電子注入又は電子輸送特性を有する２群からの更に好ましい単位は、例えば、ピリジン
、ピリミジン、ピリダジン、ピラジン、オキサジアゾール、キノリン、キノキサリンおよ
びフェナジン誘導体であり、更には、トリアリールボラン及び低ＬＵＭＯを有する更なる
Ｏ、ＳもしくはＮ含有ヘテロ環である。ポリマー中でこれらの単位は、２．７ｅＶ（真空
準位に対して）未満、好ましくは、２．８ｅＶ未満のＬＵＭＯを生じる。
【０１７３】
　好ましくは、上記機能性材料は、正孔移動性と電子移動性を増加する構造（群１と群２
からの単位）が、互いに直接結合した群３からの単位を含むポリマーである。これらの単
位のいくつかは、エミッターとして機能し、発光色を、緑色、黄色、あるいは赤色にシフ
トし得る。したがって、それらの使用は、例えば、他の発光色または元々は青色の発光ポ
リマーからの広帯域発光の製造のために適している。
【０１７４】
　好ましくは、上記機能性材料は、群４からの単位を含むポリマーであり、好ましくは、
燐光エミッター、特に、上述した発光金属錯体を含む群から選ばれる。ここで、特に好ま
しいのは、８～１０族（Ｒｕ、Ｏｓ、Ｒｈ、Ｉｒ、Ｐｄ、Ｐｔ）からの元素を含む対応す
る構造単位である。
【０１７５】
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　好ましくは、上記機能性材料は、群５の単位を含むポリマー三重項マトリックスであり
、一重項状態から三重項状態への遷移を改善し得るものであり、群４からの構造要素のサ
ポートに使用され、これら構造要素の燐光特性を改善する。この目的のために適するもの
は、特に、カルバゾールおよび架橋カルバゾール２量体単位であり、たとえば、ＤＥ１０
３０４８１９Ａ１およびＤＥ１０３２８６２７Ａ１に記載されている。また、この目的の
ために適するものは、ＤＥ１０３４９０３３Ａ１に記載されている通りのケトン、ホスフ
ィンオキシド、スルホキシド、スルホン、シラン誘導体および類似化合物である。さらに
好ましい構造単位は、上述した低分子量燐光マトリックスを含む群から選択され得る。
【０１７６】
　好ましくは、上記機能性材料は、群６の単位を含み、ポリマーのモルホロジーおよび/
または発光色に影響し、上述したものに加えて、上述した群に入らない少なくとも一つの
さらなる芳香族もしくは別の共役構造を有する。すなわち、電荷担持移動性にほんの少し
しか影響しないものであり、有機金属錯体ではなく、あるいは一重項－三重項遷移に影響
しない。この型の構造要素は、得られるポリマーのモルホロジーおよび/または発光色に
影響し得る。したがって、それらは、単位に応じて、エミッターとして使用することもで
きる。ここで好ましいのは、蛍光ＯＬＥＤの場合には、６～４０個のＣ原子を有する芳香
族構造であり、また、トラン、スチルベンもしくはビススチリルアリーレン誘導体であり
、夫々は、一以上のラジカルＲ１により置換されていてもよい。ここで特に好ましいのは
、１，４－フェニレン、１，４－ナフチレン、１，４－あるいは９，１０－アントリレン
、１，６－、２，７－あるいは４，９－ピレニレン、３，９－あるいは３，１０－ペリレ
ニレン、４，４’－ビフェニリレン、４，４”－ターフェニリレン、４，４’ビ１，１’
－ナフチリレン、４，４’－トラニレン、４，４’－スチルベニレンまたは４，４”－ビ
スチリルアリーレン誘導体である。
【０１７７】
　好ましくは、上記機能性材料は、群７の単位を含み、６～４０個のＣ原子を有する芳香
族構造を含み、典型的には、ポリマーの骨格として使用される。これらは、たとえば、４
，５－ジヒドロピレン誘導体、４，５，９，１０－テトラヒドロピレン誘導体、たとえば
、ＵＳ５９６２６３１、ＷＯ２００６／０５２４５７Ａ２およびＷＯ２００６／１１８３
４５Ａ１に記載されたフルオレン誘導体、たとえば、ＷＯ２００３／０２０７９０Ａ１に
記載された９，９’－スピロビフルオレン誘導体、たとえば、ＷＯ２００５／１０４２６
４Ａ１に記載された９，１０－フェナントレン誘導体、たとえば、ＷＯ２００５／０１４
６８９Ａ２に記載された９，１０－ジヒドロフェナントレン誘導体、たとえば、ＷＯ２０
０４０４１９０１Ａ１、ＷＯ２００４１１３４１２Ａ２に記載された５，７－ジヒドロジ
ベンゾオキセピン誘導体およびシス－，トランス－インデノフルオレン誘導体、たとえば
、ＷＯ２００６／０６３８５２Ａ１に記載されたビナフチレン誘導体、更に、たとえば、
ＷＯ２００５／０５６６３３Ａ１、ＥＰ１３４４７８８Ａ１およびＷＯ２００７／０４３
４９５Ａ１、ＷＯ２００５／０３３１７４Ａ１、ＷＯ２００３／０９９９０１Ａ１および
ＤＥ１０２００６００３７１０．３に記載された単位である。
【０１７８】
　群７からのさらに好ましい構造要素は、たとえば、ＵＳ５９６２６３１、ＷＯ２００６
／０５２４５７Ａ２およびＷＯ２００６／１１８３４５Ａ１に記載されたフルオレン誘導
体、たとえば、ＷＯ２００３／０２０７９０Ａ１に記載されたスピロビフルオレン誘導体
、たとえば、ＷＯ２００５／０５６６３３Ａ１、ＥＰ１３４４７８８Ａ１およびＷＯ２０
０７／０４３４９５Ａ１に記載されたベンゾフルオレン、ジベンゾフルオレン、ベンゾチ
オフェン、ジベンゾフルオレンおよびそれらの誘導体から選択される。
【０１７９】
　非常に好ましい群７の構造要素は、式８１で表される。
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【０１８０】
　式中、
　Ａ、ＢおよびＢ’は、互いに独立して、また、複数存在する場合には互いに独立して、
二価の基であり、好ましくは、－ＣＲ１Ｒ２－、－ＮＲ１－、－ＰＲ１－、－Ｏ－、－Ｓ
－、－ＳＯ－、－ＳＯ２－、－ＣＯ－、－ＣＳ－、－ＣＳｅ－、－Ｐ（＝Ｏ）Ｒ１－、－
Ｐ（＝Ｓ）Ｒ１－および－ＳｉＲ１Ｒ２－から選ばれる。
【０１８１】
　Ｒ１およびＲ２は、互いに独立して、同一であるか異なり、Ｈ、ハロゲン、－ＣＮ、－
ＮＣ、－ＮＣＯ、－ＮＣＳ、－ＯＣＮ、－ＳＣＮ、－Ｃ（＝Ｏ）ＮＲ０Ｒ００、－Ｃ（＝
Ｏ）Ｘ、－Ｃ（＝Ｏ）Ｒ０、－ＮＨ２、－ＮＲ０Ｒ００、－ＳＨ、－ＳＲ０、－ＳＯ３Ｈ
、－ＳＯ２Ｒ０、－ＯＨ、－ＮＯ２、－ＣＦ３、－ＳＦ５、任意に置換されたシリル、ま
たは、任意に置換され、且つ、任意に一以上のヘテロ原子を含む１～４０個のＣ原子を有
するカルビルもしくはヒドロカルビルから選ばれる。Ｒ１とＲ２基は、それらが連結する
フルオレン部位と共にスピロ基を任意に形成し得る。　
　Ｘは、ハロゲンである。
【０１８２】
　Ｒ０とＲ００は、互いに独立して、Ｈまたは、任意に一以上のヘテロ原子を含む、任意
に置換されたカルビルもしくはヒドロカルビル基である。　
　各ｇは、独立して、０または１であり、同じ副単位中の夫々対応するｈは、０または１
の他方である。　
　ｍは、≧１の整数である。
【０１８３】
　Ａｒ１とＡｒ２は、互いに独立して、単核あるいは多核アリールもしくはヘテロアリー
ル基であり、置換されていてもよく、インデノフルオレン基の７，８－位あるいは８，９
－位で縮合していてもよい。　
　ａとｂは、互いに独立して、０または１である。　
　Ｒ１基とＲ２基が、それらが連結するフルオレン基と共にスピロ基を形成する場合、ス
ピロビフルオレンであることが好ましい。
【０１８４】
　式８１により表される基は、好ましくは、以下の式８２～８６から選択される。
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【化２４】

【０１８５】
　式中、
　Ｒ１は、式８１で定義される通りであり、ｒは、０、１、２、３または４であり、Ｒは
、Ｒ１の意味の一つを有する。
【０１８６】
　Ｒは、好ましくは、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、－ＣＮ、－ＮＯ２、－ＮＣＯ、－ＮＣＳ、－
ＯＣＮ、－ＳＣＮ、－Ｃ（＝Ｏ）ＮＲ０Ｒ００、－Ｃ（＝Ｏ）Ｘ０、－Ｃ（＝Ｏ）Ｒ０、
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－ＮＲ０Ｒ００、任意に置換されたシリル、４～４０個、好ましくは、６～２０個のＣ原
子を有するアリールもしくはヘテロアリール基、または、１～２０個、好ましくは、１～
１２個のＣ原子を有する直鎖、分岐あるいは環状アルキル、アルコキシ、アルキルカルボ
ニル、アルコキシカルボニル、アルキルカルボニルオキシもしくはアルコキシカルボニル
オキシである。ここで、一以上のＨ原子は、任意に、ＦまたはＣｌで置き代えられ、また
、Ｒ０、Ｒ００およびＸ０は、上記定義のとおりである。
【０１８７】
　特に好ましい式８１で表される基は、以下の式８７～９０から選択される。
【化２５】

【０１８８】
　式中、
　Ｌは、Ｈ、ハロゲンまたは任意にフッ素化された１～１２個のＣ原子を有する直鎖ある
いは分岐アルキルもしくはアルコキシ基であり、好ましくは、Ｈ、Ｆ、メチル、ｉ－プロ
ピル、ｔ－ブチル、ｎ－ペントキシまたはトリフルオロメチルである。
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【０１８９】
　Ｌ’は、任意にフッ素化された１～１２個のＣ原子を有する直鎖あるいは分岐アルキル
もしくはアルコキシ基であり、好ましくは、ｎ－オクチルまたはｎ－オクチルオキシであ
る。
【０１９０】
　Ｌ’は、任意にフッ素化された１～１２個のＣ原子を有する直鎖あるいは分岐アルキル
もしくはアルコキシ基であり、好ましくは、ｎ－オクチルまたはｎ－オクチルオキシであ
る。
【０１９１】
　好ましくは、上記機能性材料は、群８を含むポリマーであり、上述した染料材料を含む
群から選ぶことができる。有機太陽電池に適する共役ポリマーは、Ｆ．Ｃ．Ｋｒｅｂｓ、
Ｓｏｌａｒ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ａｎｄ　Ｓｏｌａｒ　Ｃｅｌｌｓ、Ｖ
ｏｌ９１、９５３（２００７）により要約されるとおりに、本発明の上記有機機能性材料
として使用することもできる。
【０１９２】
　本発明における使用に好ましいポリマーは、群１～８から選ばれる一以上の単位を同時
に含む。同様に、ある群からの二以上の構造単位が同時に存在することも好ましい場合が
ある。
【０１９３】
　本発明における使用に適するポリマーは、エミッターの構造単位に加えて、上述した群
からの少なくとも一つの構造単位をも含む。少なくとも二つの構造単位は、特に好ましく
は上記言及したものの異なるクラスからのものである。
【０１９４】
　異なる分類の群の割合は、ポリマー中に存在する場合には、好ましくは、各場合におい
て少なくとも５モル％、より好ましくは、各場合において少なくとも１０モル％である。
特に、これらの構造単位の一つは、正孔伝導単位から選ばれ、その他の単位は、発光単位
であり、これら二つの機能（正孔伝導と発光）は、同じ単位により担われてもよい。
【０１９５】
　しかしながら、より少ない割合の発光単位、特に、緑色および赤色発光単位が、例えば
、白色発光コポリマーの合成に好ましい場合がある。白色発光コポリマーを合成すること
ができる方法は、ＤＥ１０３４３６０６Ａ１に詳細に記載されている。
【０１９６】
　適切な溶解度を確保するために、平均して少なくとも２個の非芳香族Ｃ原子が、繰り返
し単位毎の置換基中に存在することが好ましい。ここで好ましいのは、少なくとも４個の
Ｃ原子であり、より好ましくは、少なくとも８個のＣ原子である。さらに、これらの個々
のＣ原子は、ＯまたはＳにより置き代えられてよい。しかしながら、ある割合の繰り返し
単位は、さらなる非芳香族置換基をまったく有さないことも、完全に可能である。
【０１９７】
　フィルムのモルホロジーを損なわないために、直鎖中に１２個を超えるＣ原子を有する
長鎖置換基を有さないことが好ましく、８個を超えるC原子を有する長鎖置換基を有さな
いことがより好ましく、特に６個を超えるC原子を有する長鎖置換基を有さないことが好
ましい。
【０１９８】
　本発明において機能性材料として使用されるポリマーは、統計的またはランダムコポリ
マー、交互もしくはレジオレギュラーコポリマー、ブロックコポリマーまたはこれらの組
み合わせであってよい。
【０１９９】
　他の好ましい態様において、上記ポリマーは、側鎖非共役ポリマーであって、ポリマー
ベースの燐光ＯＬＥＤに特に重要である。一般的に、このような燐光ポリマーは、ＵＳ７
２５０２２６Ｂ２に開示されるとおり、ビニル化合物のラジカル共重合により得ることが
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でき、少なくとも一つの燐光エミッターと少なくとも一つの電荷輸送単位を側鎖に含む。
このような燐光ポリマーのさらなる例は、例えば、ＪＰ２００７／２１１２４３Ａ２、Ｊ
Ｐ２００７／１９７５７４Ａ２、ＵＳ７２５０２２６Ｂ２、ＪＰ２００７／０５９９３９
Ａに開示されている。
【０２００】
　さらに好ましい態様において、上記ポリマーは、主鎖非共役ポリマーであって、骨格単
位は、主鎖にスペーサーにより連結されている。側鎖非共役ポリマーと同様に、主鎖非共
役ポリマーはまた、高い三重項準位をももたらす。主鎖非共役ポリマー系の三重項ＯＬＥ
Ｄの例は、ＤＥ１０２００９０２３１５４．４に開示されている。
【０２０１】
　さらなる態様において、上記ポリマーは、蛍光ＯＬＥＤのために非共役ポリマーでもあ
り得る。好ましい一重項非共役ポリマーは、たとえば、ＪＰ２００５／１０８５５６、Ｊ
Ｐ２００５／２８５６６１、ＪＰ２００３／３３８３７５等に開示されるとおりの、側鎖
中にアントラセン、ベンズアントラセンおよびその誘導体を有する側鎖ポリマーである。
【０２０２】
　上記ポリマーは、ＥＴＭまたはＨＴＭとしても機能することができ、好ましくは、ポリ
マーは、非共役ポリマーである。
【０２０３】
　本発明に係る素子は、本発明の調合物、すなわち、エマルジョンまたは分散液を使用し
て堆積されたものではない追加的な層を含んでもよい。追加的層は、溶液からの技術また
は蒸着により堆積されてよい。ここで使用される特定の方法は、使用される材料の特性に
依存し、当業者は問題なく適切な技術を選択する。堆積される材料は、電子および光電子
多層構造分野で使用される任意の材料であり得る。特に、材料は、ここに記載される任意
の材料であり得る。さらに、材料は、以下に概説される有機および無機機能性材料から選
択され得る。
【０２０４】
　ｐ型Ｓｉとｐ型ＳｉＣ等の無機化合物、および、例えば酸化バナジウム（ＶＯｘ）、酸
化モリブデン（（ＭｏＯｘ）または酸化ニッケル（ＮｉＯｘ）等の無機酸化物も、ＨＩＭ
として使用することができる。
【０２０５】
　電子注入層（ＥＩＬ）は、絶縁体および半導体から構築されることが多い。
【０２０６】
　ＥＩＬのための好ましいアルカリ金属カルコゲナイドは、Ｌｉ２Ｏ、ＬｉＯ、Ｎａ２Ｓ
、Ｎａ２Ｓｅ、ＮａＯ、Ｋ２Ｏ、Ｃｓ２Ｏである。
【０２０７】
　ＥＩＬのための好ましいアルカリ土類金属カルコゲナイドは、ＣａＯ、ＢａＯ、ＳｒＯ
、ＢｅＯ、ＢａＳ、ＣａＳｅである。
【０２０８】
　ＥＩＬのための好ましいアルカリ金属ハロゲン化物は、ＬｉＦ、ＮａＦ、ＫＦ、ＣｓＦ
、ＬｉＣｌ、ＫＣｌ、ＮａＣｌである。
【０２０９】
　ＥＩＬのための好ましいアルカリ土類金属ハロゲン化物は、ＣａＦ２、ＢａＦ２、Ｓｒ
Ｆ２、ＭｇＦ２、ＢｅＦ２である。
【０２１０】
　同様に、アルカリ金属錯体、アルカリ土類金属錯体、希土類金属（Ｓｃ、Ｙ、Ｃｅ、Ｔ
ｈ、Ｙb）、希土類金属錯体、希土類金属化合物（好ましくは、ＹｂＦ３、ＳｃＦ３、Ｔ
ｂＦ３）等を使用することも可能である。
【０２１１】
　ＥＩＬの構造は、例えば、ＵＳ５６０８２８７、ＵＳ５７７６６２２、ＵＳ５７７６６
２３、ＵＳ６１３７２２３、ＵＳ６１４０７６３、ＵＳ６９１４２６９に記載されている
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。
【０２１２】
　電子輸送層は、固有材料から構成されてもよいし、ドーパントを含んでもよい。Ａｌｑ

３（ＥＰ２７８７５７　Ｂ１)とＬｉｑ（ＥＰ０５６９８２７　Ａ２）が、固有層の例で
ある。４，７－ジフェニル－１，１０－フェナントロリン（Ｂｐｈｅｎ）：Ｌｉ１：１（
ＵＳ２００３／０２３０９８９０）とルブレン/ＬｉＦが、ドープ層の例である。
【０２１３】
　上述した材料に加えて、本発明の有機エレクトロルミネセンス素子は、少なくとも一つ
のアノード、少なくとも一つのカソードおよび一以上の基板を含んでもよい。
【０２１４】
　アノードに好ましい材料は、限定するものではないが、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）
、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、錫酸化物（ＳｎＯ）、ＺｎＯ、ＩｎＯ、アルミニウ
ム亜鉛酸化物（ＡｌＺｎＯ）、ならびに、亜鉛酸化物でドープされたＡｌおよびＩｎ亜鉛
酸化物、マグネシウムインジウム酸化物およびニッケルタングステン酸化物等の他の酸化
物から選ばれる金属酸化物である。窒化ガリウム等の金属窒化物およびセレン化亜鉛等の
金属セレン化物および硫化亜鉛等の金属硫化物を使用することもできる。アノードに使用
することのできるさらなる材料は、電気伝導性ポリマー、例えば、ポリチオフェンおよび
ポリピロールである。
【０２１５】
　アノードは、透明、オパール色、反射性であり得る。アノードは、中間的状態、例えば
、部分的に反射性で部分的に透明状態をとることもできる。
【０２１６】
　アノードが透明でないか、部分的に透明であるだけならば、さらなる伝導性材料を使用
することができる。非透明あるいは部分透明アノードに好ましい材料は、限定するもので
はないが、Ａｕ、Ｉｒ、Ｍｏ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｓｎ、Ｃ、Ａｌ、Ｖ、Ｆｅ、Ｃ
ｏ、Ｎｉ、Ｗおよびそれらの混合物から選ばれる。伝導性材料は、上記記載のとおりのさ
らなる伝導性材料、例えば、Ｉｎ-Ｃｕと混合することもできる。
【０２１７】
　アノードは、好ましくは透明であり、アノードに特に好ましい材料は、ＩＴＯである。
底部発光素子の場合には、ガラスまたはプラスチックは、好ましくはＩＴＯで被覆される
。頂部発光素子の場合には、アノードは、好ましくは、反射性材料を含む。当業者に知ら
れるさらなる材料を、アノードに使用することができる。
【０２１８】
　基板とアノードの柔軟で透明な組み合わせは、例えば、ＵＳ５８４４３６３Ｂ２および
ＵＳ６６０２５４０Ｂ２に記載されている。
【０２１９】
　カソードは、透明、オパール色、反射性であり得る。カソードは、低い仕事関数を有す
る金属または合金から選ばれる。４．０ｅＶ未満の仕事関数を有する好ましい金属、合金
または伝導性化合物もしくは材料が使用される。特に、好ましいカソードは、限定するも
のではないが、Ｂａ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｙｂ、Ｇａ、Ｃｄ、Ｓｉ、Ｔａ、Ｓｂ、Ｚｎ、Ｍｇ、
Ａｌ、Ｉｎ、Ｌｉ、Ｎａ、Ｃｓ、Ａｇ、または、Ｍｇ／ＡｌもしくはＡｌ／Ｌｉもしくは
Ａｌ／Ｓｃ／ＬｉもしくはＭｇ／Ａｇを含む合金等の二以上の元素の混合物、または、Ｉ
ＴＯもしくはＩＺＯ等の金属酸化物から選ばれる。
【０２２０】
　薄い誘電体層を形成するために使用されるカソードのためのさらに好ましい材料は、Ｌ
ｉＦ、Ｌｉ２Ｏ、ＢａＦ２、ＭｇＯもしくはＮａＦと混合される金属から選ばれる。典型
的な組み合わせは、ＬｉＦ／Ａｌである。
【０２２１】
　トップにＩＴＯ層をもつＭｇ／Ａｌカソードは、ＵＳ５７０３４３６、ＵＳ５７０７７
４５、ＵＳ６５４８９５６Ｂ２、ＵＳ６５７６１３４Ｂ２に記載されている。Ｍｇ／Ａｇ
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合金は、ＵＳ４８８５２２１に記載されている。
【０２２２】

　基板は剛直か柔軟であってよい。基板は透明、半透明、オパール色もしくは反射性であ
り得る。使用される材料は、ガラス、プラスチック、セラミックもしくは金属箔であり得
、プラスチックと金属箔は、好ましくは、柔軟性基板のために使用される。しかしながら
、例えば、シリコンウェハーもしくは印刷回路基板（ＰＣＢ）等の半導体材料も、導電路
の生成を簡単にするために、使用し得る。他の基板も使用することもできる。
【０２２３】
　使用されるガラスは、例えば、ソーダライムガラス、ＢａあるいはＳｒ含有ガラス、鉛
ガラス、アルミノ珪酸ガラス、硼珪酸ガラス、Ｂａ硼珪酸ガラスまたは水晶であり得る。
【０２２４】
　プラスチック板は、例えば、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、
ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、
フェノ－ル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ポリエステルスルフィド樹脂またはポリ
スルホン樹脂から構成され得る。
【０２２５】
　透明フィルムに対しては、例えば、ポリエチレン、エチレンビニルアセテートコポリマ
ー、エチレンビニルアルコールコポリマー、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリメチル
メタクリレート、ＰＶＣ、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ナイロン、ポ
リエステルエーテルケトン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、テトラフルオロエチ
レン-パーフルオロアルキルビニルエーテルコポリマー、ポリビニルフルオリド、テトラ
フルオロエチレン-エチレンコポリマー、テトラフルオロエチレンヘキサフルオロプロピ
レンコポリマー、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリビニリデンフルオリド、ポリエ
ステル、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリイミドまたはポリエテルイミドが使用さ
れる。
【０２２６】
　基板は疎水性層を備える。基板は、好ましくは、透明である。
【０２２７】
　ここで言及したもの以外の材料も使用し得る。適切な材料は、当業者に知られている。
【０２２８】
　本発明に係る好ましい調合物は、機能性界面活性剤がホスト基を含み、不連続相が少な
くとも一つの更なる機能性材料を含むことを特徴とする。好ましくは、更なる機能性材料
は、発光材料と金属錯体から選択され、好ましくは発光金属錯体から選択される。ホスト
基、発光材料、及び金属錯体は、本発明の範囲内において記載した機能性材料から選択さ
れ得る。
【０２２９】
　好ましいホスト材料は、アントラセン、ベンズアントラセン、インデノフルオレン、フ
ルオレン、スピロビフルオレン、フェナントレン、デヒドロフェナントレン、チオフェン
、トリアジン、イミダゾール、ケトン、カルバゾール、トリアリールアミン及びこれらの
誘導体から選択される。
【０２３０】
　本発明はまた、エミッター材料から選択される少なくとも２つの更なる機能性材料を含
有し、このエミッター材料は互いに独立して、蛍光材料及び燐光材料から選択されること
を特徴とする上記調合物に関するものである。
【０２３１】
　上記調合物は、好ましくは４つの、より好ましくは３つの、更に好ましくは２つのエミ
ッター材料を含有する。エミッター材料は、調合物の同じ相でも異なる相でもよく、好ま
しくはエミッター材料は同じ相であり、より好ましくはエミッターは同じ不連続相である
。
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【０２３２】
　公知の任意のエミッター材料を使用することができるが、本発明内のいずれかで記載し
たエミッター材料が好ましい。
【０２３３】
　機能性界面活性剤が１つの発光機能性基を含有することを特徴とする上記調合物が好ま
しい。さらに、この調合物は、発光材料から好ましくは選択される少なくとも１つの更な
る機能性材料を含有することが好ましい。調合物は、特に好ましくは２つの、更に好まし
くは１つの更なる発光材料を含有する。好ましくは、不連続相は更なる発光材料発光材料
を含有する。
【０２３４】
　連続相が、ホスト材料、ＨＴＭ及びＥＴＭから選択される少なくとも１つの更なる機能
性材料を含有することを特徴とする上記調合物が更に好ましい。
【０２３５】
　一つの発光機能性基を含有する少なくとも一つの機能性界面活性剤を含有し、不連続相
が発光材料から選択される少なくとも一つの更なる機能性材料を含有し、連続相がホスト
材料から選択される少なくとも一つの更なる機能性材料を含有することを特徴とする調合
物が特に好ましい。
【０２３６】
　一つの発光機能性基を含有する少なくとも一つの機能性界面活性剤を含有し、不連続相
が発光材料から選択される少なくとも一つの更なる機能性材料を含有し、連続相がＥＴＭ
から選択される少なくとも一つの更なる機能性材料を含有することを特徴とする調合物が
特に好ましい。
【０２３７】
　一つの発光機能性基を含有する少なくとも一つの機能性界面活性剤を含有し、不連続相
が発光材料から選択される少なくとも一つの更なる機能性材料を含有し、連続相がホスト
ＨＴＭから選択される少なくとも一つの更なる機能性材料を含有することを特徴とする調
合物が特に好ましい。
【０２３８】
　調合物の上記不連続相は、好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に好ましくは
１つの、発光材料から選択される更なる機能性材料を含有する。
【０２３９】
　調合物の上記連続相は、好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に好ましくは１
つの、ホスト材料から選択される更なる機能性材料を含有する。
【０２４０】
　調合物の上記連続相は、好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に好ましくは１
つの、ＥＴＭから選択される更なる機能性材料を含有する。
【０２４１】
　調合物の上記連続相は、好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に好ましくは１
つの、ＨＴＭから選択される更なる機能性材料を含有する。
【０２４２】
　公知の任意の発光機能性基、及び、発光材料、ホスト材料、ＥＴＭ及びＨＴＭから選択
される更なる機能性材料を使用することができるが、本発明の範囲内においていずれかに
記載したエミッター材料が好ましい。
【０２４３】
　好ましいＥＴＭは、イミダゾール、ピリジン、ピリミジン、ピリダジン、ピラジン、オ
キサジアゾール、チノリン、チノキサリン、アントラセン、ベンズアントラセン、ピレン
、ペリレン、ベンズイミダゾール、トリアジン、ケトン、ホスフィンオキシド、フェナジ
ン、フェナントロリン、トリアリールボラン、及び、これらの誘導体から選択される。
【０２４４】
　好ましいＨＴＭは、アミン、トリアリールアミン、チオフェン、カルバゾール、フタロ
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シアニン、ポルフィリン、及び、これらの誘導体から選択される。
【０２４５】
　好ましい態様において、上記調合物は、（１）少なくとも１つの一重項発光基を含む少
なくとも１つの機能性界面活性剤、及び、（２）少なくとも１つのホスト材料及び少なく
とも１つの金属錯体の混合物、を含有する。
【０２４６】
　上記調合物は、好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に好ましくは１つの機能
性界面活性剤を含有し、好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に好ましくは１つ
の一重項発光基を含有する。混合物は、好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に
好ましくは１つのホスト材料を含有する。更に、混合物は、好ましくは３つの、より好ま
しくは２つの、更に好ましくは１つの金属錯体を含有する。例えば、本発明において言及
した基及び材料を使用することができる。
【０２４７】
　遷移金属、希土類元素、ランタニド及びアクチニドから選択される金属錯体が特に好ま
しい。Ｉｒ、Ｒｕ、Ｏｓ、Ｅｕ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｒｈ、Ｐｄ及びＡ
ｇから選択される金属を含む金属錯体が特に好ましい。
【０２４８】
　好ましくは、ホスト材料及び金属錯体は不連続相に配置される。
【０２４９】
　更に好ましい態様において、本発明に係る調合物は、（１）少なくとも１つの色素基を
含有する少なくとも１つの機能性界面活性剤、及び、（２）少なくとも１つのＥＴＭを含
有する。
【０２５０】
　上記調合物は、好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に好ましくは１つの機能
性界面活性剤を含有し、好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に好ましくは１つ
の色素基を含有する。調合物は、好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に好まし
くは１つのＥＴＭを含有する。
【０２５１】
　好ましくは、ＥＴＭは調合物の不連続相に配置される。
【０２５２】
　本発明の他の好ましい態様において、調合物は、少なくとも１つの不連続相が少なくと
も１つの染料を含有することを特徴とする。
【０２５３】
　好ましくは３個の、より好ましくは２個の、更に好ましくは１個の不連続相は、好まし
くは３個の、より好ましくは２個の、更に好ましくは１個の染料を含む。光電子素子での
使用に好適な当業者に知られた任意の染料が、本発明の範囲内におけるいずれかに記載さ
れる本発明の目的のために使用することができる
　好ましい染料は、ペリレン、ルテニウム染料、フタロシアニン、アゾ化合物、ペリレン
ジミド、ポルフィリン、スクアレン化合物、及びこれらの誘導体から選ばれる。
【０２５４】
　さらに、好ましい染料は、ペリレン、ルテニウム染料、フタロシアニン、アゾ化合物、
ペリレンジミド、ポルフィリン、スクアレン化合物、及びこれらの誘導体から選ばれる。
【０２５５】
　さらに好ましい機能性材料は、フラーレン、たとえば、Ｃ６０、カーボンナノチューブ
、グラーフェン、それらの異性体および誘導体から選ばれる電子受容体である。光電池用
途のために好ましくは、前記染料と前記さらなる有機機能性材料は、０．４ｅＶより大き
い、好ましくは０．５ｅＶより大きい、より好ましくは、０．６ｅＶより大きいエネルギ
ーオフセットを有するエネルギーオフセットII型構造を形成する。
【０２５６】
　したがって、少なくとも一つのフラーレンまたはその誘導体を含む調合物（ここで、好
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ましくは、少なくとも一つの不連続相は上記フラーレンおよびその誘導体を含む）は、本
発明の主題である。好ましくは、フラーレンは、Ｃ６０、Ｃ７０、Ｃ７６、Ｃ８０、Ｃ８

６、Ｃ９０およびＣ９４、それらの異性体および誘導体から選択される。Ｃ６０フラーレ
ン、その異性体およびそれらの誘導体が、特に好ましい。
【０２５７】
　本発明に適するさらに好ましいフラーレンは、炭素同位体、中空球状の形態で全体が炭
素から成る分子、エリプソイド、チューブもしくはプレーンより成る群から選ばれる。球
状フラーレンは、バッキーボールとも呼ばれ、円筒状のものは、カーボンナノチューブも
しくはバッキーチューブと呼ばれる。グラーフェンは、平面状フラーレンシートの例であ
る。
【０２５８】
　好ましくは３個の、より好ましくは２個の、特に好ましくは１個の不連続相は、好まし
くは３個の、より好ましくは２個の、特に好ましくは１個のフラーレンを含む。
【０２５９】
　本発明は、少なくとも１つの連続相と少なくとも１つの不連続相を含有する調合物であ
って、少なくとも１つの量子ドットを含有することを特徴とする調合物に関するものであ
る。
【０２６０】
　好ましくは、調合物は、一つの連続相と一つの不連続相と少なくとも一つの量子ドット
を含有し、量子ドットは、好ましくは１～１００個、より好ましくは１～５０個、更に好
ましくは１～１０個である。
【０２６１】
　更に好ましくは、調合物は、一つの連続相と一つの不連続相と１～５個の、好ましくは
１～４個の、より好ましくは１～３個の、更に好ましくは１又は２個の量子ドットを含有
する。
【０２６２】
　特に好ましくは、調合物は、一つの連続相と一つの不連続相と一つの量子ドットを含有
する。
【０２６３】
　量子ドットは、不連続相及び／又は連続相の双方に位置し得る。好ましくは、量子ドッ
トは、調合物の不連続相に位置する。
【０２６４】
　本発明の他の態様は、少なくとも１つの連続相と、少なくとも１つの不連続相と、少な
くとも１つの機能性界面活性剤を含有する上述した調合物であって、機能性界面活性剤が
、少なくとも１つの機能性基と調合物の形成を促進する少なくとも１つの基を含有し、該
機能性基が、ホスト基、エミッター基、正孔注入基、正孔輸送基、正孔障壁基、電子注入
基、電子輸送基、電子障壁基、励起子障壁基、励起子形成基、光吸収基、色素基、及び金
属錯体から選択されることを特徴とする調合物に関するものであり、更に、少なくとも１
個の、好ましくは１～１００個の、より好ましくは１～５０個の、更に好ましくは１～１
０個の量子ドットを含有する調合物に関するものである。
【０２６５】
　好ましくは、調合物は、１つの連続相と、１つの不連続相と、少なくとも１つの、好ま
しくは３つの、より好ましくは２つの、更に好ましくは１つの機能性界面活性剤を含有し
、更に少なくとも１つの、好ましくは１～１００の、より好ましくは１～５０の、更に好
ましくは１～１０の量子ドットを含有する。ここで、機能性界面活性剤という用語は、上
述した意味を有する。
【０２６６】
　更に好ましくは、調合物は、１つの連続相と、１つの不連続相と、少なくとも１つの、
好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に好ましくは１つの機能性界面活性剤を含
有し、更に少なくとも１つの、好ましくは３つの、より好ましくは２つの、更に好ましく
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は１つの量子ドットを含有する。
【０２６７】
　量子ドットは、連続相又は不連続相のいずれかに位置し得る。
【０２６８】
　機能性界面活性剤と量子ドットを含有する調合物は、ホスト材料、発光材料（ＥＭ）、
正孔注入材料（ＨＩＭ）、正孔輸送材料（ＨＴＭ）、正孔障壁材料（ＨＢＭ）、電子注入
材料（ＥＩＭ）、電子輸送材料（ＥＴＭ）、電子障壁材料（ＥＢＭ）、励起子障壁材料（
ＥｘＢＭ）、光吸収材料、染料及び金属錯体から選択から選択される少なくとも１つの更
なる機能性材料を含有してもよい。上記材料は上述したものと同じである。
【０２６９】
　本発明に係る調合物が量子ドットを含有する場合、同じ相、すなわち、不連続相又は連
続相のいずれかに量子ドットと発光材料を有することが好ましい。好ましくは、本発明に
係る調合物は、同じ相に蛍光エミッターと量子ドットを含有する。更に好ましくは、本発
明に係る調合物は、同じ相に燐光エミッターと量子ドットを含有する。
【０２７０】
　しかしながら、ある場合には、異なる相に分かれたエミッターと量子ドットを有するこ
とが望ましい。
【０２７１】
　量子ドットは、発光材料の別の分類である。量子ドットは、以下に記載するように、単
分散ナノ結晶とも呼ばれる。量子ドットの利点は、１）一重項有機エミッターの２５％と
比べて、１００％の高い理論内部量子効率、２）通常の有機溶媒に可溶、３）発光波長は
、コアサイズにより容易に調整することができる、４）狭い発光スペクトル、５）無機材
料中での固有の安定性である。
【０２７２】
　ここで量子ドットもしくはＱＤとも呼ばれる、半導体材料を含む最初の単分散ナノ結晶
は、ＣｄＥ（Ｅ＝Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ）系であり、Ｂａｗｅｎｄｉにより、いわゆるＴＯＰＯ
（トリオクチルホスフィンオキシド）を使用して製造され、その後、Ｋａｔａｒｉ等によ
り修正された。ＱＤの合成に関するレビューが、Ｍｕｒｒａｙ、Ｎｏｒｒｉｓ及びＢａｗ
ｅｎｄｉ、“Synthesis and characterization of nearly monodisperse CdE(E=sulfur, 
selen, tellurium)semiconductor nanocrystallites”,Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．、
１１５［１９］、８７０６－８７１５、１９９３により提供されている。ほぼ報告された
量子ドットの最高のものは、トリオクチルホスフィンオキシド（ＴＯＰＯ）もしくはトリ
オクチルホスフィン（ＴＯＰ）系であり、電子輸送特性を有すると推測される。
【０２７３】
　量子ドットは、簡単に製造することができ、有機蛍光もしくは燐光化合物と比べて、狭
い発光スペクトルを有する。量子ドットは、量子ドットの発光極大を決定するサイズに適
合させることができる。高い光ルミネセンス効率が、量子ドットにより得ることもできる
。さらに、その発光強度は、使用される濃度により適合させることができる。さらに、量
子ドットは多くの溶媒に可溶であるか、通常の有機溶媒中に容易に可溶にすることができ
、汎用性のある加工方法、特に、スクリーン印刷、オフセット印刷およびインクジェット
印刷等の印刷方法を可能とする。
【０２７４】
　一般的に、量子ドットは、その励起子が全三次元空間で制限される半導体である。その
結果、量子ドットは、バルク半導体の特性と別々の分子の特性との間である特性を有する
。量子ドット構造を調製するいくつかの方法があり、たとえば、化学的方法によるもの、
イオンインプランテーションによるものもしくは最新のリソグラフィー技術により製造さ
れるナノ素子である。
【０２７５】
　本発明の量子ドットは、コロイド状量子ドットとも呼ばれるコロイド状半導体ナノ結晶
、又は、ナノドット、又は、ナノ結晶を意味し、化学的方法により製造される。
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【０２７６】
　量子ドット（ＱＤ）という用語は、実質的に単分散サイズであるナノ結晶をさす。ＱＤ
は、約５００ｎｍ未満の大きさで約１ｎｍ未満の大きさまでの大きさをもつ少なくとも一
つの領域または特徴的大きさを有する。単分散の用語は、サイズ分布が、規定値の±１０
％以内を意味し、たとえば、直径１００ｎｍの単分散ナノ結晶は、９０ｎｍ以上１１０ｎ
ｍ以下のサイズの範囲を包含する。
【０２７７】
　調合物中の量子ドット濃度範囲は、調合物の全質量に対して、０．０１～２０質量％、
０．０５～１０質量％および０．１～５質量％から選択することができる。
【０２７８】
　半導体材料を含む最初の単分散ナノコロイド状量子ドットは、ＣｄＥ（Ｅ＝Ｓ、Ｓｅ、
Ｔｅ）系であり、Ｂａｗｅｎｄｉにより、いわゆるＴＯＰＯ（トリオクチルホスフィンオ
キシド）法を使用して製造され、その後、Ｋａｔａｒｉ等により修飾された。ＱＤの合成
に関するレビューは、Ｍｕｒｒａｙ，Ｎｏｒｒｉｓ　ａｎｄ　Ｂａｗｅｎｄｉ，“Synthe
sis and characterization of nearly monodisperse CdE(E=sulfur,selen,tellurium) se
miconductor nanocrystallites”, Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１５［１９］，８７
０６－８７１５，１９９３により提供される。
【０２７９】
　当業者に知られる任意の方法が、ＱＤを製造するために使用することができるが、好ま
しくは、無機ＱＤの成長を制御するために溶液相コロイド法が使用される。上記コロイド
法は、例えば、Alivisatos, A. P., "Semiconductor clusters, nanocrystals, and quan
tum dots," Science 271:933 (1996); X. Peng, M. Schlamp, A. Kadavanich, A. P. Ali
visatos, "Epitaxial growth of highly luminescent CdSe/CdS Core/Shell nanocrystal
s with photostability and electronic accessibility," J. Am. Chem. Soc. 30:7019-7
029 (1997);およびC. B. Murray, D. J. Norris, M. G. Bawendi, "Synthesis and chara
cterization of nearly monodisperse CdE (E=sulfur, selenium, tellurium) semicondu
ctor nanocrystallites," J. Am. Chem. Soc. 115:8706 (1993)、に開示されている。こ
れらの方法は、クリーンルームや高価な製造設備を必要とすることなく、低費用の加工可
能性を可能とする。これらの方法において、高温での熱分解を受ける金属前駆体は、有機
界面活性剤分子の熱溶液中に迅速に注入される。これらの前駆体は、高温で分裂し、ナノ
結晶の核となるために反応する。この初期核化相後に、成長相が成長する結晶へのモノマ
ーの添加により始まる。このように、結晶性ナノ粒子は、その表面を被覆する有機界面活
性剤分子を有する溶液中で得られる。
【０２８０】
　この方法では、合成は、数秒にわたって生じる初期核化現象として起こり、次いで、数
分間の高温での結晶成長が起こる。温度、存在する界面活性剤の型、前駆体材料およびモ
ノマーに対する界面活性剤の割合等のパラメーターは、反応の性質と進行を変化するため
に変更することができる。温度は、核化現象の構造相、前駆体の分解速度および成長速度
を制御する。有機界面活性剤分子は、ナノ結晶形状の溶解性と制御との両者を媒介する。
モノマーに対する界面活性剤の比、界面活性剤同士の比、モノマー同士の比、及び、モノ
マーの個々の濃度は、成長の動力学に強く影響する。
【０２８１】
　ＱＤに組み込むことができる適切な半導体材料は、ＣｄＳｅ、ＣｄＳ、ＣｄＴｅ、Ｚｎ
Ｓｅ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ等のＩＩ－ＶＩ族元素、
及びＣｄＺｎＳｅ等のそれらの合金；ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、ＩｎＮ、Ｇ
ａＮ、ＩｎＳｂ、ＧａＳｂ、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ等のＩＩＩ－Ｖ族元素、及びI
ｎＡｓＰ、ＣｄＳｅＴｅ、ＺｎＣｄＳｅ、ＩｎＧａＡｓ等のそれらの合金；ＰｂＳｅ、Ｐ
ｂＴｅ及びＰｂＳ等のＩＶ－ＶＩ族元素、及びそれらの合金；ＩｎＳｅ、ＩｎＴｅ、Ｉｎ
Ｓ、ＧａＳｅ等のＩＩＩ-ＶＩ族元素、及びＩｎＧａＳｅ、ＩｎＳｅＳ等のそれらの合金
；Ｓｉ及びＧｅ、及びそれらの合金等のＩＶ族半導体および複合材料構造中のそれらの組
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み合わせから選ばれる。
【０２８２】
　さらに適切な半導体材料は、ＵＳ特許出願番号１０／７９６，８３２に開示されたもの
を含み、ＩＩ-ＶＩ族、ＩＩＩ-Ｖ族、ＩＶ-ＩＶ族およびＩＶ族半導体を含む任意の型の
半導体を含む。適切な半導体材料は、限定するものではないが、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｓｅ
、Ｔｅ、Ｂ、Ｃ（ダイアモンドを含む）、Ｐ、ＢＮ、ＢＰ、ＢＡｓ、ＡｌＮ、ＡｌＰ、Ａ
ｌＡｓ、ＡｌＳ、ＡｌＳｂ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴｅ、ＣａＳ、ＣａＳｅ、ＣａＴｅ
、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＡｌＮ
、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＺｎＯ、ＺｎＳ
、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、Ｂ
ｅＳ、ＢｅＳｅ、ＢｅＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＧｅＳ、ＧｅＳｅ、ＧｅＴｅ、ＳｎＳ、
ＳｎＳｅ、ＳｎＴｅ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＣｕＦ、ＣｕＣｌ、ＣｕＢ
ｒ、ＣｕＩ、Ｓｉ３Ｎ４、Ｇｅ３Ｎ４、Ａｌ２Ｏ３（Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ）２（Ｓ，Ｓｅ，
Ｔｅ）３およびＡｌ２ＣＯを含む。また、さらに適切な半導体材料は、上述した半導体の
組み合わせ、及び／又は、コア／シェル、コアマルチシェル層構造との組み合わせを含む
。
【０２８３】
　本発明は、以下の工程を含む本発明の調合物の製造方法にも関する。
【０２８４】
　（ａ）少なくとも一つの第１の溶媒中に少なくとも一つの第１の更なる機能性材料を含
み、且つ、少なくとも一つの機能性界面活性剤を含む第１の溶液を調製すること、
　（ｂ）少なくとも一つの第２の溶媒中に少なくとも一つの第２の機能性材料を含む第２
の溶液を調製すること、
　（ｃ）工程（ａ）で得られた第１の溶液と工程（ｂ）で得られた第２の溶液を特定の比
で混合すること、
　（ｄ）工程（ｃ）で得られた混合物から物理的方法により調合物を形成すること。
【０２８５】
　好ましくは、調合物は、高せん断力を適用することにより得られ、ここで、この目的の
ために工程（ｄ）で使用される好ましい物理的技術は、超音波である。
【０２８６】
　好ましい質量比は、３：１～１５：１の範囲である。一つの好ましい第１の溶媒は、水
および/またはアルコールである。
【０２８７】
　適切な第２の有機溶媒は、本発明のいずれかに記載された有機溶媒から選ぶことができ
る。好ましくは、第２の溶液中の機能性材料の質量濃度は、０．５～１０％、好ましくは
１～５％、より好ましくは２～４％である。
【０２８８】
　好ましくは、第１の溶液中の機能性材料の質量濃度は、０．５～１０％、好ましくは１
～５％、より好ましくは２～４量％である。
【０２８９】
　本発明の更なる態様では、工程ｄ）は、超音波処理、高圧均質機又はジェット分散機に
よりなされ、好ましくは超音波処理によりなされる。
【０２９０】
　本発明のさらに別の態様は、上述した工程と同様の工程を含む油中水型エマルジョンで
ある調合物の製造方法に関し、第１の溶液は、少なくとも一つの第１の機能性材料と任意
に界面活性剤を含む有機溶媒であり、第２の溶液は、少なくとも一つの第２の機能性材料
を含む水および/またはアルコール溶液である。
【０２９１】
　調合物はまた、少なくとも１つの適切な更なる非機能性界面活性剤を含有してもよい。
好ましくは、ドデカ硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）が使用される。更なる非機能性界面活性剤
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の量は、調合物の全質量を基準として、好ましくは０．１～１０質量％の範囲であり、よ
り好ましくは０．２～５質量％の範囲であり、更に好ましくは０．５～２質量％の範囲で
ある。
【０２９２】
　本発明の調合物に使用することができる適切な更なる非機能性界面活性剤は、アニオン
性界面活性剤、非イオン界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性イオン性界面活性剤、
両性界面活性剤、及び、これらの組合わせから選択される。
【０２９３】
　好ましくは、本発明の調合物は、少なくとも一つの界面活性剤を含み、好ましくは３つ
の界面活性剤を含み、より好ましくは２つの界面活性剤を含み、更に好ましくは１つの界
面活性剤を含む。更なる非機能性界面活性剤は、エマルジョンを安定化させるために使用
することができる。
【０２９４】
　ここでの使用に適するアニオン性界面活性剤の非限定的な例は、アルキルおよびアルキ
ルエーテル硫酸塩、硫酸化モノグリセリド、硫酸化オレフィン、アルキルアリール硫酸塩
、一級もしくは二級アルカン硫酸塩、アルキルスルホサクシネート、アシルタウレート、
アシルイセチオネート、アルキルグリセリルエーテル硫酸塩、硫酸化メチルエステル、硫
酸化脂肪酸、アルキルホスフェート、アシルグルタメート、アシルサルコシネート、アル
キルスルホアセテート、アシル化ペプチド、アルキルエーテルカルボキシレート、アシル
ラクチレート、アニオン性フッ素界面活性剤、ラウリルグルタミン酸ナトリウムおよびそ
れらの組み合わせを含む。
【０２９５】
　本発明の使用に適するアニオン性界面活性剤は、アルキルおよびアルキルエーテル硫酸
塩を含む。これらの材料は、夫々、式ＲＯＳＯ３ＭおよびＲＯ（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ｘＳＯ３Ｍ
であって、ここで、Ｒは、約８～約２４個の炭素原子のアルキルもしくはアルケニルであ
り、ｘは、１～１０であり、Ｍは、アンモニウム、ナトリウム、カリウムおよびトリエタ
ノールアミン等の水溶性カチオンである。アルキルエーテル硫酸塩は、典型的には、エチ
レンオキシドと約８～約２４個の炭素原子を有する一価アルコールとの縮合物として製造
される。好ましくは、Ｒは、アルキルおよびアルキルエーテル硫酸塩中で約１０～約１８
個の炭素原子を有する。アルコールは、脂肪酸（例えば、ココナツ油もしくは獣脂）由来
であってもよいし、合成であってもよい。ココナツ油由来のラウリルアルコールおよび直
鎖アルコールが、ここでは好ましい。このようなアルコールは、約１～約１０、好ましく
は約３～約５、特に好ましくは約３のモル比のエチレンオキシドと反応し、例えば、アル
コール１モルあたり平均３モルのエチレンオキシドのモル比を有する、得られた混合物は
、硫酸化され、中和される。
【０２９６】
　本発明により使用され得るアルキルエーテル硫酸塩の具体例は、ココナツアルキルトリ
エチレングリコールエーテル硫酸塩；獣脂アルキルトリエチレングリコールエーテル硫酸
塩および獣脂アルキルヘキサオキシエチレン硫酸塩のナトリウムおよびアンモニウム塩で
ある。極めて好ましいアルキルエーテル硫酸塩は、個々の化合物の混合物を含み、ここで
、前記混合物は、約１０～約１６個の炭素原子の平均アルキル鎖長と約１～約４モルのエ
チレンオキシドの平均エトキシ化度を有する。
【０２９７】
　本発明による好ましいアニオン性界面活性剤は、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウリル
エーテル（laureth）硫酸アンモニウム、トリエチルアミンラウリル硫酸塩、トリエチル
アミンラウリルエーテル（laureth）硫酸塩、トリエタノールアミンラウリル硫酸塩、ト
リエタノールアミンラウリルエーテル（laureth）硫酸塩、モノエタノールアミンラウリ
ル硫酸塩、モノエタノールアミンラウリルエーテル（laureth）硫酸塩、ジエタノールア
ミンラウリル硫酸塩、ジエタノールアミンラウリルエーテル（laureth）硫酸塩、ラウリ
ルモノグリセリド硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリルエーテル（lauret
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h）硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸カリウム、ラウリルエーテル（laureth）硫酸カリウム
、ラウリルサルコシネートナトリウム、ラウロイルサルコシネートナトリウム、ラウリル
サルコシン、ココイルサルコシン、ココイル硫酸アンモニウム、ラウロイル硫酸アンモニ
ウム、ココイル硫酸ナトリウム、ラウロイル硫酸ナトリウム、ココイル硫酸カリウム、ラ
ウロイル硫酸カリウム、トリエタノールアミンラウリル硫酸塩、トリエタノールアミンラ
ウリル硫酸塩、モノエタノールアミンココイル硫酸、モノエタノールアミンラウリル硫酸
塩、ドデシル硫酸ナトリウム、トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ドデシルベン
ゼンスルホン酸ナトリウムおよびそれらの組み合わせを含む。
【０２９８】
　特に、好ましいアニオン性界面活性剤は、アルキル硫酸塩、アルキルベンジル硫酸塩、
アルキルスルホン酸塩、アルキルベンジルスルホン酸塩、アルキルリン酸塩およびアルキ
ル炭酸塩から選ばれ、特に好ましくはドデシル硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）である。
【０２９９】
　本発明による使用に適する両性イオン性界面活性剤は、脂肪族基が、直鎖あるいは分岐
鎖であり得る脂肪族二級および三級アミン（ここで、脂肪族置換基の一つが、約８～約１
８個の炭素原子を含み、且つ、脂肪族置換基の一つはアニオン性水溶性基、例えば、カル
ボキシ、スルホン酸塩、硫酸塩、リン酸塩もしくはホスホン酸塩を含む）の誘導体として
広範に記載されるものを含む。この定義に包含される化合物の例は、３－ドデシル－アミ
ノプロピオン酸ナトリウム、３－ドデシル－アミノプロパン硫酸ナトリウム、ラウロイル
サルコシネートナトリウム、Ｎ－アルキルタウリン（例えばＵＳ２６５８０７２に教示さ
れた、ドデシルアミンとイセチオン酸ナトリウムとを反応させることにより調製される化
合物等）、Ｎ－高級アルキルアスパラギン酸（例えば、ＵＳ２４３８０９１の教示により
製造される化合物等）およびＵＳ２５２８３７８に記載される製造物である。
【０３００】
　カチオン性界面活性剤も、本発明により使用することができる。好ましいカチオン性界
面活性剤は、セチルトリメチルアンモニウムブロミド（ＣＴＡＢ）および他のアルキルト
リメチルアンモニウム塩、セチルピリジニウムクロライド（ＣＰＣ）、ポリエトキシ化タ
ローアミン（ＰＯＥＡ）、ベンザルコニウムクロライド（ＢＡＣ）およびベンゼトニウム
クロライド（ＢＺＴ）から選ばれる。
【０３０１】
　本発明による使用に適切な非イオン性面活性剤は、McCutcheion's Detergents and Emu
lsifiers, North American edition (1986), Allured Publishing Corp.及び McCutcheio
n's Functional Materials, North American edition (1992)に記載されるものを含み、
参照によりここに組み込まれる。本発明における使用に適切な非イオン性面活性剤には、
アルキルグルコシド、アルキルポリグルコシド、ポリヒドロキシ脂肪酸アミド、アルコキ
化脂肪酸エステル、蔗糖エステル、アミンオキシド、及び、これらの組み合わせが含まれ
る。
【０３０２】
　本発明による使用に適切な非イオン性面活性剤には、アルキレンオキシド基（本来、水
溶性）と有機疎水性化合物との縮合生成物が含まれ、本来脂肪族もしくはアルキル芳香族
であってよい。非イオン性面活性剤の好ましい分類は、以下を含む。
【０３０３】
　１）アルキルフェノールのポリエチレンオキシド縮合物、例えば、直鎖か分岐鎖形状の
何れかに約６～約２０個の炭素原子を含むアルキル基を有するアルキルフェノール基と、
アルキルフェノール１モルあたり約１０～約６０モルのエチレンオキシドの量で存在する
エチレンオキシドとの縮合生成物；
　２）プロピレンオキシドとエチレンジアミン生成物との反応から得られる生成物とエチ
レンオキシドとの縮合に由来する非イオン性面活性剤；
　３）直鎖か分岐鎖形状の何れかに約８～約１８個の炭素原子を含む脂肪族アルコールと
エチレンオキシドとの縮合生成物、例えば、ココナツアルコールの１モルあたり約１０～
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約３０モルのエチレンオキシドを有するココナツアルコールとエチレンオキシドとの縮合
物であり、ココナツアルコール部分は約１０～約１４個の炭素原子を有する；
　４）長鎖三級アミンオキシド；
　５）長鎖三級ホスフィンオキシド；
　６）約１～約３個の炭素原子を有する一つの短鎖アルキルもしくはヒドロキシアルキル
基（通常メチル）と、アルキル、アルケニル、ヒドロキシアルキル、又は、約８～約２０
個の炭素原子、０～約１０個のエチレンオキシド部分及び０～約１個のグリセリル部分を
含むケトアルキル基を含む一つの疎水性長鎖を含有する長鎖ジアルキルスルホキシド；
　７）ＵＳ４５６５６４７に記載されたとおりの、アルキルポリグリコシド等のアルキル
多糖（ＡＰＳ）界面活性剤であって、約６～約３０個の炭素原子を有する疎水性基と親水
性基としての多糖（例えば、ポリグリコシド）を有し、任意に、疎水性および親水性部分
を結合するポリアルキレンオキシドを有する界面活性剤であり、アルキル基（すなわち、
疎水性部分）は、飽和でも不飽和でもよく、分岐でも非分岐でもよく、非置換でも置換（
例えば、水酸基あるいは環）されていてもよい、および
　８）式：Ｒ（Ｏ）ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＨ（ここで、ｎ
は、約５～約２００、好ましくは、約２０～約１００であり、Ｒは、約８～約２０個の炭
素原子を有する脂肪族ヒドロカルビルである）で表される化合物等のポリエチレングリコ
ール（ＰＥＧ）グリセリル脂肪酸エステル。
【０３０４】
　本発明による使用に適切な両性イオン性界面活性剤は、脂肪族四級アンモニウム、ホス
ホニウムおよびスルホニウムの化合物の誘導体（脂肪族基は、直鎖あるいは分岐鎖であり
得、脂肪族置換基の一つは約８～約１８個の炭素原子を有し、且つ、脂肪族置換基の一つ
は、アニオン性基、例えば、カルボキシル、スルホン酸塩、硫酸塩、リン酸塩を含む。）
として、広範に記載されるものを含む。
【０３０５】
　本発明における使用に適切な両性イオン性面活性剤は、ココジメチルカルボキシメチル
ベタイン、ココアミドプロピルベタイン、ココベタイン、ラウリルアミノプロピルベタイ
ン、オレイルベタイン、ラウリルジメチルカルボキシメチルベタイン、ラウリルジメチル
アルファカルボキシエチルベタイン、セチルジメチルカルボキシメチルベタイン、ラウリ
ルビス－（２－ヒドロキシエチル)カルボキシメチルベタイン、ステアリルビス－（２－
ヒドロキシプロピル)カルボキシメチルベタイン、オレイルジメチルガンマ-カルボキシプ
ロピルベタインおよびラウリルビス－（２－ヒドロキシプロピル)アルファ-カルボキシエ
チルベタイン等の高級アルキルベタインを包含するベタインを含む。スルホベタインは、
ココジメチルスルホプロピルベタイン、ステアリルジメチルスルホプロピルベタイン、ラ
ウリジメチルスルホエチルベタイン、ラウリルビス－（２－ヒドロキシプロピル)スルホ
プロピルベタイン等により代表され得、ＲＣＯＮＨ（ＣＨ２）３基がベタインの窒素原子
に付属するアミドベタインとアミドスルホベタインも本発明に有益である。
【０３０６】
　本発明の調合物は、さらに、少なくとも一つの補助安定剤を含んでもよい。補助安定剤
として使用される疎水性化合物は、オストワルド熱成に対して調合物を浸透圧的に安定化
する。
【０３０７】
　ＤＥ１９８５２７８４に開示された適切な補助安定剤（例えば、シラン、有機シラン、
シロキサンおよび長鎖エステル）を、本発明の調合物に使用することができる。
【０３０８】
　好ましくは、本発明の調合物は、エマルジョンであり、連続相と不連続相の双方が少な
くとも一つの溶媒を含む。
【０３０９】
　本発明の別の好ましい態様では、調合物は分散液であり、少なくとも一つのナノ液滴は
、連続相中に分散された固体ナノ粒子である。分散液は、例えば、本発明の範囲内のいず
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れかで概説する不連続相から単独又は複数の溶媒を除去することによって得ることができ
る。
【０３１０】
　本発明の調合物は、機能性材料の積層を構築することを目的として、単層および多層構
造の調製のために、たとえば、ＯＬＥＤ等の電子または光電子素子の調製のために、使用
することができる。さらなる加工のために、被覆前に一以上の不連続相から溶媒を除去す
ることが有利な場合もあり、連続相と、連続相中に分散する少なくとも１つの不連続相に
固体ナノ粒子として機能性材料を含有する不連続相とを含む分散液である調合物を生じる
。
【０３１１】
　このように、本発明はまた分散液に関するものであり、分散液は、本発明のエマルジョ
ンの不連続相の溶媒を除去することにより形成される連続相中に分散するナノ粒子を含む
ことを特徴とする。したがって、本発明のエマルジョンのナノ液滴は、調合物の連続相中
に分散された固体ナノ粒子に変換される。ここで分散液という用語は、少なくとも一つの
液体媒体（たとえば、水性あるいはアルコール系相）と、固体粒子（好ましくはナノ粒子
）として懸濁された相を含む系に使用される。
【０３１２】
　本発明は、本発明の調合物の連続相中に分散されたナノ粒子を含む分散液にも関するも
のであり、ナノ粒子は少なくとも一つの機能性材料を含み、連続相は少なくとも一つの機
能性材料を含むことを特徴とする。
【０３１３】
　ナノ粒子は、好ましくは３個の、より好ましくは２個の、特に好ましくは１個の有機機
能性材料を含む。
【０３１４】
　調合物中に更なる非機能性界面活性剤が存在する場合には、それは少なくとも部分的に
は除去される。
【０３１５】
　本発明に係る任意の調合物は、エマルジョン又は分散液のいずれかであってよい。本発
明に係る任意のエマルジョンは、分散液に変換され得る。
【０３１６】
　層構造は、種々の電子もしくは光電子素子において重要である。本発明は、さらに、調
合物、すなわち、エマルジョン及び/又は分散液を使用することによる直交溶媒を使用す
る層構造の調製方法にも関する。本発明の調合物は、層構造を調製するために種々の方法
で使用することができる。好ましくは、層構造は、多層構造である。
【０３１７】
　好ましい方法を以下に記載する。　
　第１の方法は、以下の工程：
　（ａ）第１の有機層を基板上に形成すること、
　（ｂ）本発明の調合物（すなわち、エマルジョンまたは分散液）を被覆することにより
、第１の有機層上に第２の有機層を形成すること、
を含み、第１の有機層は、上記エマルジョン又は分散液の連続相中の溶媒に不溶であるか
、または限定された溶解性を有することを特徴とする。
【０３１８】
　上記第１の方法において、第１の層は、熱蒸発により蒸着するか、好ましくは、溶液か
ら、例えばスピンコーティング、インクジェット印刷、スクリーン印刷、スロット印刷、
ノズル印刷等により被覆することができる。工程（ｂ）においては、第１の有機層が、上
記エマルジョン又は分散液の連続相中の溶媒に不溶であるか、または限定されたわずかな
溶解性を有することが重要であり、その結果、第１の層は、エマルジョンまたは分散液の
被覆後においても依然として閉じられている。好ましくは、第１の層の最大溶解度は、上
記エマルジョンまたは分散液の連続層の溶媒中に作業温度で０．４質量％未満である。最
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も好ましくは、第１の層は、上記エマルジョンまたは分散液の連続層の溶媒に不溶性であ
る。
【０３１９】
　第２の方法は、以下の工程：
　（ａ）本発明の調合物（すなわち、エマルジョンまたは分散液）を被覆することにより
、第１の有機層を基板上に形成すること、
　（ｂ）第１の有機層上に第２の溶液から第２の有機層を形成すること、
を含み、第１の有機層中の第１の機能性材料は、第２の溶液の溶媒に不溶性であるか、限
定された溶解度を有することを特徴とする。
【０３２０】
　上記第２の方法において、双方の層は、スピンコーティングまたはインクジェット印刷
、スクリーン印刷、スロット印刷、ノズル印刷等の印刷技術から選択することができる被
覆技術により、溶液から被覆される。工程（ｂ）においては、第１の有機層が、第２の溶
液の溶媒に限定されたわずかな溶解度を有することを本質とし、その結果、第１の層は、
エマルジョンまたは分散液の被覆後においても依然として閉じられている。好ましくは、
第１の層の最大溶解度は、上記エマルジョンまたは分散液の連続層の溶媒中に作業温度で
０．４質量％未満である。最も好ましくは、第１の層は、第２の溶液の溶媒に不溶性であ
る。
【０３２１】
　第３の方法は、以下の工程：
　（ａ）本発明の調合物（すなわち、エマルジョンまたは分散液）を被覆することにより
、第１の有機層を基板上に形成すること、
　（ｂ）本発明の第２もしくは第２の分散液から、第１の有機層上に第２の有機層を形成
すること、
を含み、第１の有機層の第１の機能性材料は、第２のエマルジョン又は分散液の連続相の
溶媒に不溶性であるか、限定された溶解度を有することを特徴とする。
【０３２２】
　上記第３の方法において、双方の層は、スピンコーティングまたはインクジェット印刷
、スクリーン印刷、スロット印刷、ノズル印刷等の印刷技術から選択される技術により、
溶液から被覆される。工程（ｂ）においては、第１の有機層は上記エマルジョン又は分散
液の連続相の溶媒に限定されたわずかな溶解度を有することを本質とし、その結果、第１
の層は、エマルジョンまたは分散液の被覆後においても依然として閉じられている。好ま
しくは、第１の層の最大溶解度は、上記エマルジョン又は分散液の連続層の溶媒中に作業
温度で０．４質量％未満である。最も好ましくは、第１の層は、上記エマルジョン又は分
散液の連続相の溶媒に不溶性である。
【０３２３】
　非常に好ましい態様では、多層構造を調製するための上述した方法は、被覆媒体として
、分散液を使用する。
【０３２４】
　本発明のさらに好ましい態様では、上述した多層構造の調製方法は、少なくとも一つの
添加剤が、分散液に添加されることを特徴とする。
【０３２５】
　好ましくは３個の、より好ましくは２個の、特に好ましくは１個の添加剤が、分散液に
添加される。
【０３２６】
　添加剤の好ましい機能は、多層構造の調製を容易にするための物理特性の変性である。
【０３２７】
　特に、好ましい添加剤は、フィルム形成を可能とするために分散液の表面張力を変える
。直交溶媒を使用する多層構造の調製の文脈での典型的な問題は、下層上への溶液もしく
は分散液の湿潤である。したがって、使用する前に、溶液もしくは分散液を変性すること
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、例えば、その表面張力を変性する必要がある。それは、追加的な添加剤、たとえば、湿
潤剤、分散剤、疎水化剤、接着剤等を添加することによって、達成することができる。さ
らに適切な添加剤は、たとえば、ＷＯ２００３／０１９６９３Ａ２を参照することができ
る。
【０３２８】
　溶液もしくは分散液からの堆積技術に重要なパラメーターは、例えば、溶液の粘度、表
面張力、濃度、分子量や、分散液の粒子サイズ、溶媒の沸点等である。実際に、異なる堆
積技術は、異なるパラメーターを要求する。最も広く使用される技術であるスピンコーテ
ィングとインクジェット印刷は、共通のいくつかのパラメーターを有する。最適条件は使
用する方法や基板に依存して互いに異なってもよいが、それらは、例えば、４～１２ｍＰ
ａｓの粘度と、＜４０ｍＮ/ｍの表面張力と、≦１μｍのサイズの粒子と、７０～１９０
℃の溶媒沸点を要求する。
【０３２９】
　所望のコリドー（corridor）において溶液もしくは分散液の上述したパラメーターを調
節することが重要である。これは、異なる添加剤を添加することによって達成することが
できる。しかしながら、添加剤はフィルム中に残り得、これは望ましくない。驚くべきこ
とに、上述した物理的パラメーターは、溶液もしくは分散液の溶媒と不混和性である適切
な共溶媒を使用して適性に変性することができるが、溶液の溶質もしくは分散液の不連続
相中の有機機能性材料のための溶媒は必要ない。本発明の水系分散液を有機層上に被覆す
るためには、適切な共溶媒は、１）１０～４０ｍＰａｓの範囲の表面張力、又は、２）７
０～２００℃の沸点の何れかを満たさねばならず、特に適切な共溶媒は、両方の条件を満
たさねばならない。本発明の水系分散液のための適切な共溶媒の好ましい例は、イソプロ
パノール（実施例を参照）である。
【０３３０】
　このように、好ましい添加剤は共溶媒であり、特に好ましくはアルコールであり、更に
好ましくはイソプロパノールである。
【０３３１】
　さらに別の態様では、本発明は、上掲及び後掲のエマルジョンおよび/または分散液を
使用する被覆方法に関する。費用（より多い素子／単位面積）とパワー消費を低減するた
めに、最新のマイクロエレクトロニクスにおい小さい構造とパターンを生成することが望
ましい。本発明の層のパターン化は、たとえば、フォトリソグラフィー、電子線リソグラ
フィー、ナノインプリントリソグラフィー（たとえば、Ｓｃｉｅｎｃｅ（９６）、２７２
、８５－８７、に報告されている）、「ディッペン」ナノリソグラフィー（例えば、Ｓｃ
ｉｅｎｃｅ（９９）、２８３、６６１－６６３に報告されている）により行うことができ
る。電子もしくは光電子素子での薄層としての使用のために、本発明の有機機能性材料も
しくはエマルジョンあるいは分散液は、任意の適切な方法により堆積されてよい。ＯＬＥ
Ｄ等の素子の液体被覆は、真空蒸着技術よりも望ましい。溶液堆積方法が特に好ましい。
好ましい堆積技術には、限定するものではないが、ディップコーティング、スピンコーテ
ィング、インクジェット印刷、活版印刷、スクリーン印刷、ドクターブレードコーティン
グ、ローラー印刷、逆ローラー印刷、オフセットリソグラフィー印刷、フレキソグラフィ
ック印刷、ウェブ印刷、スプレー被覆、ブラシコーティングあるいはパッド印刷、スロッ
ト－ダイコーティング等が含まれる。インクジェット印刷が、高解像度ディスプレーの調
製を可能とすることから、特に好ましい。
【０３３２】
　本発明の選択されたエマルジョンおよび/または分散液は、インクジェット印刷または
微小分配（microdispensing）によりあらかじめ製造されたデバイス基板に被覆されてよ
い。限定するものではないが、Ａｐｒｉｏｎ、Ｈｉｔａｃｈｉ－Ｋｏｋｉ、ＩｎｋＪｅｔ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｏｎ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｐｉｃｏｊｅｔ
、Ｓｐｅｃｔｒａ、Ｔｒｉｄｅｎｔ、Ｘａａｒにより供給されるような工業的圧電印刷ヘ
ッドが、有機機能性材料層を基板に形成するために好適に使用することができる。加えて
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、Ｂｒｏｔｈｅｒ、Ｅｐｓｏｎ、Ｋｏｎｉｃａ、Ｓｅｉｋｏ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、
Ｔｏｓｈｉｂａ　ＴＥＣにより製造されるような半工業的ヘッド、または、Ｍｉｃｒｏｄ
ｒｏｐおよびＭｉｃｒｏｆａｂにより供給されるようなシングルノズルマイクロディスペ
ンサー（microdispenser）を使用することができる。
【０３３３】
　インクジェット印刷または微小分配を適用するために、本発明のエマルジョンおよび/
または分散液は、まず、連続相中の適切な溶媒中で調製されるべきである。溶媒は、上掲
に記載した要件を満足する必要があり、選ばれた印刷ヘッドにいかなる決定的な影響を与
えあるものであってはならない。水系または他の極性溶媒系エマルジョンの場合には、こ
のようなエマルジョンまたは分散液の使用は、デスクトップインクジェットプリンターと
連動して知られている。連続相が非極性である、その逆相エマルジョンまたは分散液につ
いては、溶媒は、印刷ヘッド内側の溶液が完全に乾燥することにより引き起こされる操作
上の問題を防止するために、＞１００℃、好ましくは、＞１４０℃、より好ましくは、＞
１５０℃の沸点を有するべきである。ここで既に開示された溶媒とは別に、適切な溶媒に
は、置換及び非置換キシレン誘導体、ジ-Ｃ１－２－アルキルホルムアミド、置換及び非
置換アニソールおよび他のフェノールエーテル誘導体、置換ピリジン、ピラジン、ピリミ
ジン、ピロリジノン等の置換ヘテロ環、置換及び非置換Ｎ，Ｎ－ジ－Ｃ１－２－アルキル
アニリン及び他のフッ素化あるいは塩素化芳香族が含まれる。
【０３３４】
　インクジェット印刷により本発明の逆相エマルジョンまたは分散液を堆積するための好
ましい溶媒は、一以上の置換基により置換され、この一以上の置換基中の炭素原子の合計
が少なくとも三つであるベンゼン環を有するベンゼン誘導体を含む。ベンゼン誘導体は、
例えば、プロピル基または三つのメチル基で置換されていてもよく、双方の場合において
、合計で三つの炭素原子が存在する。このような溶媒は、形成されるインクジェット流体
がポリマーを有する溶媒を含むことを可能とし、噴霧中のジェットの詰まりと成分の分離
を低減又は抑制する。溶媒は、以下に列挙する例示から選ばれる化合物を含み得る。すな
わち、ドデシルベンゼン、１－メチル－４－tert－ブチルベンゼン、ターピネオルリモネ
ン、イソジュレン、ターピノレン、シメン、ジエチルベンゼンである。溶媒は、二以上の
溶媒の組み合わせからなる溶媒混合物であってよく、夫々の溶媒は、好ましくは、＞１０
０℃、より好ましくは、＞１４０℃の沸点を有する。このような溶媒は、堆積される層に
おけるフィルム形成性を向上し、層における欠陥を低減する。インクジェット流体（すな
わち、本発明のエマルジョン）は、２０℃における粘度が、好ましくは１～１００ｍＰａ
．ｓであり、より好ましくは１～５０ｍＰａ．ｓであり、最も好ましくは１～３０ｍＰａ
．ｓである。
【０３３５】
　本発明の他の主題は、電子及び光電子素子の製造における本発明の調合物の使用、
　電子及び光電子素子の製造における請求項１３～１５の一以上に係る方法の使用に関す
る。
【０３３６】
　本発明の他の主題は、電子及び光電子素子の製造のための本発明に係る層構造の製造方
法の使用に関する。
【０３３７】
　好ましいものとしては、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、ポリマー発光ダイオード（
ＰＬＥＤ）、ファイバーＯＬＥＤ、有機発光電気化学電池（ＯＬＥＣ）、有機電界効果ト
ランジスタ（ＯＦＥＴ）、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）、有機太陽電池（Ｏ－ＳＣ）、色
素増感太陽電池（ＤＳＳＣ）、有機レーザーダイオード（Ｏ－レーザー）、有機集積回路
（Ｏ－ＩＣ）、無線周波識別（ＲＦＩＤ）タグ、光検知器、センサー、論理回路、記憶素
子、コンデンサー、電荷注入層、ショットキーダイオード、平坦化層、帯電防止フィルム
、伝導性基板もしくはパターン、光伝導体、電子写真素子、有機発光トランジスタ（ＯＬ
ＥＴ）、有機スピントロニック素子および有機プラズモン発光素子（ＯＰＥＤ）から選択
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される電子及び光電子素子における本発明の調合物、すなわち、エマルジョン及び／又は
分散液の使用が挙げられる。
【０３３８】
　本発明は更に、本発明に係る方法により得られる電子又は光電子素子に関する。好まし
くは、この素子は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、ポリマー発光ダイオード（ＰＬＥ
Ｄ）、ファイバーＯＬＥＤ、有機発光電気化学電池（ＯＬＥＣ）、有機電界効果トランジ
スタ（ＯＦＥＴ）、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）、有機太陽電池（Ｏ－ＳＣ）、色素増感
太陽電池（ＤＳＳＣ）、有機レーザーダイオード（Ｏ－レーザー）、有機集積回路（Ｏ－
ＩＣ）、無線周波識別（ＲＦＩＤ）タグ、光検知器、センサー、論理回路、記憶素子、コ
ンデンサー、電荷注入層、ショットキーダイオード、平坦化層、帯電防止フィルム、伝導
性基板もしくはパターン、光伝導体、電子写真素子、有機発光トランジスタ（ＯＬＥＴ）
、有機スピントロニック素子および有機プラズモン発光素子（ＯＰＥＤ）から選択される
。特に好ましい素子は、ＯＬＥＤ及びＯ－ＳＣである。
【０３３９】
　通常は、素子内、同じ層か二つの隣接する層の何れかに、複数の有機機能性材料を有し
、層間でのヘテロ接合か層中でのバルクヘテロ接合を形成することが有利である（図２参
照）。無機半導体と類似して、このようなヘテロ接合は、二個のクラスに分類することが
できる。すなわち、Ｉ型は、図２の左側に説明されるように、一つの材料（材料Ａ）のＬ
ＵＭＯおよびＨＯＭＯ準位が、第２の材料（材料Ｂ）のＬＵＭＯ－ＨＯＭＯエネルギーギ
ャップ内にあり、II型は、図２の右側に説明されるように、最高ＨＯＭＯ状態と最低ＬＵ
ＭＯ状態の間の最小エネルギー差は、ヘテロ接合の異なる側の準位の間である。電子は、
エネルギー的に最低のＬＵＭＯ準位を占める傾向にあり、正孔は、エネルギー的に最高の
ＨＯＭＯ準位を占める傾向にある。したがって、Ｉ型のヘテロ接合においては、電子と正
孔は、接合の同じ側に位置し、II型のヘテロ接合においては、電子と正孔の双方は、接合
の異なる側に位置する。しかしながら、有機機能性材料において、励起子束縛エネルギー
は、通常０．５ｅＶ以上と推測され、II型のバンドオフセットは、ヘテロ接合での効率的
な励起子解離を確保するために約０．５ｅＶよりも必然的に大きく、これは、特に有機太
陽電池に重要な論点である。
【０３４０】
　好ましいのは、本発明のエマルジョンまたは分散液を使用することにより調製されるＯ
ＬＥＤであり、上記エマルジョンまたは分散液は、上述した少なくとも一つのエマルジョ
ンまたは分散液を含む。
【０３４１】
　ＯＬＥＤおよびＯ－ＳＣで見出される典型的な層配列は、たとえば、以下のとおりであ
る。
【０３４２】
－　任意に、第１の基板、
－　アノード層、
－　任意に、正孔注入層（ＨＩＬ）、
－　任意に、正孔輸送層（ＨＴＬ）および/または電子障壁層（ＥＢＬ）、
－　電気的または光励起により励起子を発生する活性層、
－　任意に、電子輸送層（ＥＴＬ）および/または正孔障壁層（ＨＢＬ）、
－　任意に、電子注入層（ＥＩＬ）、
－　カソード層、
－　任意に、第２の基板。
【０３４３】
　所定の層構造の配列は、例示的なものであり、他の配列が可能である。上掲の素子にお
ける活性層に応じて、異なる光電子素子を得ることが可能である。第１の好ましい態様で
は、活性層は、アノードとカソード間に電圧を適用することにより電気的励起により励起
子を発生し、更に、励起子の放射減衰により発光する。一般的に、これは発光素子と呼ば
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れる。別の好ましい態様では、活性層は、光の吸収により励起子を発生し、更に、励起子
の解離により自由電荷担体を生じる。一般的に、これは光電池または太陽電池と呼ばれる
。
【０３４４】
　ここで使用される中間層という用語は、ポリマー発光ダイオード（ＰＬＥＤ）における
正孔注入層（または、バッファー層）と発光層との間の層として定義され、電子障壁層で
あり、例えば、ＷＯ２００４／０８４２６０Ａ２に開示される。中間層を有するＰＬＥＤ
の典型的な素子構造は、図１に示される。しかしながら、この種の素子が有する問題の一
つは、中間層は、通常、ＥＭＬ層を被覆するときに、少なくとも部分的に洗い流され、非
常に薄い層となることである。このプロセスは先行技術では十分に制御されない。図３に
示されように、高い効率と寿命を達成するために、ＥＭＬ中で正孔と励起子のより良好な
制限を得ることを目的として、ＰＬＥＤ中でＥＴＬまたはＨＭＢを使用することが、きわ
めて望ましい。
【０３４５】
　別の好ましい態様では、本発明の電子素子は、例えば、ＷＯ２００４／０８４２６０Ａ
２に開示されるように、溶解系のＯＬＥＤ、特に、ＰＬＥＤであり、以下の多層構造を有
する。すなわち、アノード／ＨＩＬ／ＥＭＬ／カソードであり、ここで、二重層ＨＩＬ／
ＥＭＬは、少なくとも一つの分散液と上記に記載の多層構造のための方法を使用して製造
される。
【０３４６】
　ＨＩＬは、通常、ＨＩＭを含む透明伝導性ポリマー薄膜である。好ましいＨＩＭは、上
記に言及されるものである。発光材料は、さらに、二以上の異なるエミッター、たとえば
、異なる型の二個のエミッターおよび/または異なる色で発光するエミッターのブレンド
または混合物を含んでもよい。したがって、本発明の素子は、白色光を提供し得る。
【０３４７】
　上述した更なる電子素子の素子構造は、当業者には明らかである。しかしながら、明確
さのために、いくつかの詳細な素子構造が参照される。
【０３４８】
　有機プラズモン発光素子は、好ましくは、Ｋｏｌｌｅｒ等、Ｎａｔｕｒｅ　Ｐｈｏｔｏ
ｎｉｃｓ　（２００８）、２、６８４－６８７で報告された素子を示す。ＯＰＥＤは、ア
ノードとカソードの少なくとも一つが、発光層からの表面プラズモンとカップリングする
ことが可能であるべきことを除いて、上掲のＯＬＥＤに非常に類似している。本発明にお
いて、ＯＬＥＤは、エマルジョンまたは分散液と、ここで記載の方法を使用することによ
り調製されることが好ましい。
【０３４９】
　一つの好ましい有機スピントロニック素子は、例えば、Ｚ．ｈ．Ｘｉｏｎｇ等、Ｎａｔ
ｕｒｅ　２００４、Ｖｏｌ．４２７、８２１に報告されるスピン－バルブ素子であり、二
個のフェロ磁性電極と二個のフェロ磁性電極の間の有機層を含む。フェロ磁性電極は、Ｃ
ｏ、Ｎｉ、Ｆｅまたはこれらの合金、またはＲｅＭｎＯ３もしくはＣｒＯ２から構成され
、ここで、Ｒｅは希土類元素である。少なくとも一つの有機層は、本発明のエマルジョン
または分散液から被覆されることが好ましい。
【０３５０】
　有機発光電気化学電池（ＯＬＥＣ）は、Ｐｅｉ＆Ｈｅｅｇｅｒ、Ｓｃｉｅｎｃｅ（１９
９５）、２６９、１０８６－１０８８により最初に報告されたように、二つの電極と、間
に電解質と蛍光種の混合物又はブレンドを含む。本発明において、ＯＬＥＣは、上掲及び
後掲のエマルジョンまたは分散液と方法を使用して調製されることが好ましい。
【０３５１】
　色素増感太陽電池（ＤＳＳＣ）は、Ｏ’Ｒｅｇａｎ＆Ｇｒａｔｚｅｌ、Ｎａｔｕｒｅ（
１９９１）、３５３、７３７－７４０により最初に報告されたように、配列中に、電極／
色素増感ＴｉＯ２多孔薄膜／電解質／カウンター電極を含む。液体電解質は、Ｎａｔｕｒ
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ｅ　（１９９８）、３９５、５８３－５８５に報告されるように、固体正孔輸送層により
置き代えることができる。
【０３５２】
　本発明の開示に従い製造される素子の層は、分散液中のナノ粒子又はエマルジョン中の
ナノ液滴の粒子関連構造に起因する特定構造を有する。この特定ナノ構造は、次には、対
応する層の構造と、層自体及び素子全体の有益な光電子特性を大きく決定する。本発明は
また、本発明に係る調合物の使用により得られる層及び多層構造に関する。本発明はまた
、上記層を含む素子に関する。この素子は、好ましくは、本発明のいずれかにおいて説明
した光－電子素子である。
【０３５３】
　本発明はまた、本発明に係る調合物の使用により得られる素子に関する。
【０３５４】
　機能性界面活性剤も本発明の主題であり、この機能性界面活性剤は、少なくとも１つの
機能性基と、連続相と不連続相の形成を促進する少なくとも１つの基を含有し、該機能性
基が、ホスト基、燐光エミッター基、正孔注入基、正孔輸送基、正孔障壁基、電子注入基
、電子輸送基、電子障壁基、励起子障壁基、励起子形成基、光吸収基、色素基及び金属錯
体から選択されることを特徴とする。
【０３５５】
　好ましくは、この機能性基は、ホスト基、燐光エミッター基、正孔注入基、正孔輸送基
、正孔障壁基、電子注入基、電子輸送基、電子障壁基、励起子障壁基、励起子形成基、光
吸収基、色素基及び金属錯体から選択される
　好ましくは、機能性基はホスト基から選択される。更に好ましくは、機能性基はエミッ
ター基から選択される。更に好ましくは、機能性基は燐光エミッター基から選択される。
更に好ましくは、機能性基は蛍光エミッター基から選択される。更に好ましくは、機能性
基は正孔注入基から選択される。更に好ましくは、機能性基は正孔輸送基から選択される
。更に好ましくは、機能性基は正孔障壁基から選択される。更に好ましくは、機能性基は
電子注入基から選択される。更に好ましくは、機能性基は電子輸送基から選択される。更
に好ましくは、機能性基は電子障壁基から選択される。更に好ましくは、機能性基は励起
子障壁基から選択される。更に好ましくは、機能性基は励起子形成基から選択される。更
に好ましくは、機能性基は光吸収基から選択される。更に好ましくは、機能性基は色素基
から選択される。更に好ましくは、機能性基は金属錯体から選択される。
【０３５６】
　機能性基は、本発明の範囲内の何れかにおいて記載した任意の機能性材料から選択する
ことができる。本発明に係る機能性材料は、両親媒性であり、機能性基とは異なってもよ
い極性を有する少なくとも１つの基で材料を機能化することにより実現され得る。好まし
くは、この基は、機能性基と比較してより親水性である。特に好ましくは、機能性材料は
、更なる疎水性基を含み得る。機能化については本発明のいずれかにおいて更に記載され
る。
【０３５７】
　好ましくは、機能性界面活性剤はホスト基を含み、このホスト基が、アントラセン、ベ
ンズアントラセン、ケトン、カルバゾール、トリアリールアミン、インデノフルオレン、
フルオレン、スピロビフルオレン、フェナントレン、ジヒドロフェナントレン、チオフェ
ン、トリアジン、これらの異性体及び誘導体から選択されることを特徴とする。
【０３５８】
　本発明に係る機能性界面活性剤は、本発明の範囲内のいずれかにおいて説明した基から
選択される、ミニエマルジョンの形成を促進する一つの基を含むことを特徴とする。
【０３５９】
　本発明の調合物（分散液、エマルジョン）、これを含む素子、上記調合物を使用して得
ることのできる素子は、任意の種類の光源に使用することができ、限定するものではない
が、照明および表示用途を含む。光源は、多くの治療用途、化粧品用途、予防および診断
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用途で重要な役割をも果たす。これらの用途の中には、光源の機能が、単にディスプレイ
や処理される対象に光を当てることに向けられるものがある。他の場合に、光の有利な効
果は、ヒトや動物対象が治療されるときに活用される。したがって、本発明の調合物、す
なわち、エマルジョンおよび分散液の双方は、治療的疾患及び／又は美容的症状の治療、
予防及び／又は診断のために使用することができる。これには、任意の種類の光治療、光
力学治療、および、光治療と薬物治療等の光を使用しない治療との組み合わせ（本発明に
おいて、一般に、光治療もしくは光処置という）が包含される。多くの光処置は、皮膚、
創傷、粘膜、眼、毛髪、爪、爪床、歯肉および舌等の、処置される対象の外側表面に向け
られるが、光処置は、処置される対象の内側、例えば、肺、血管、胸および対象の他の器
官を処置するためにも適用することができる。
【０３６０】
　これらの疾患及び/又は症状には、例えば、皮膚疾患、並びに、皮膚の老化及びセルラ
イトを含む皮膚に関連する症状、毛穴の拡大、油性肌、毛嚢炎、前癌状態の日光性角化症
、皮膚損傷、老化、皺の多い皮膚及び太陽で傷んだ皮膚、目じりの皺、皮膚潰瘍（糖尿病
性、褥瘡、静脈うっ滞）、酒さ性座瘡、セルライト；脂腺及び周辺組織の光調整、皺とり
、ニキビの痕及びニキビの細菌、炎症、痛み、外傷、精神的及び神経系に関連する疾患及
び症状、浮腫、パジェット病、原発腫瘍及び転移性腫瘍、結合組織病、コラーゲン処置、
線維芽細胞、及び哺乳類の組織における線維芽細胞由来の細胞レベル、網膜照射、腫瘍性
疾患、新生血管疾患及び肥大性疾患、炎症反応及びアレルギー反応、汗、エクリン汗腺（
汗腺）又はアポクリン腺からの汗かき及び過剰な発汗（hyper-hydrosis）、黄疸、白斑、
眼球新生血管疾患、神経性大食症、疱疹、季節性情動障害、憂うつ、睡眠障害、皮膚癌、
クリーグラー・ナジャー病、アトピー性皮膚炎、糖尿病性皮膚潰瘍、褥瘡、膀胱感染症、
筋肉痛の軽減、痛み、関節のこわばり、細菌の低減、消毒、液体の消毒、水等の飲料の消
毒、食物の消毒、歯肉炎、歯のホワイトニング、歯及び口中の組織の治療、創傷治癒が含
まれる。
【０３６１】
　上記調合物、これを含む素子及び本発明の調合物の使用により得ることができる素子は
、２００～１０００ｎｍ、好ましくは３００～１０００ｎｍ、より好ましくは３００～９
５０ｎｍ、特に好ましくは４００～９００ｎｍの範囲で発光する少なくとも一つの有機エ
レクトロルミネセンス化合物を含む。
【０３６２】
　当然のことながら、上述した本発明の種々の態様は、本発明の範囲内に包含され得る。
本明細書に開示した各特徴は、特に記載のない限り、同様に作用し、同等又は類似の目的
の選択的特徴と置換され得る。このように、特に記載のない限り、開示された各特徴は、
同じ又は類似の総括的な一連の特徴の一例に過ぎない。
【０３６３】
　本明細書に開示されたすべての特徴は、少なくともこのような特徴及び／又は工程のい
くつかが相互排他的である組成物を除き、どのような組み合わせにおいても組み合わされ
得る。特に、本発明の好ましい特徴は、本発明のすべての側面に適用可能であり、どのよ
うな組み合わせにおいても使用され得る。同様に、非本質的な組み合わせにおいて開示さ
れた特徴は、分離されることができる（すなわち、組み合わされなくてもよい）。
【０３６４】
　当然のことながら、上掲に記載した多くの特徴（特に好ましい態様）は、各々の権利に
おいて進歩性を有するものであり、本発明の態様の単なる一部ではない。独立した保護は
、現在特許請求の範囲に記載されている発明に加えて、もしくは替えて、これらの特徴に
ついて考えられ得る。ここで開示した教示は、開示された他の実施例に取り込まれ、組み
合わされ得る。　
　本発明の他の特徴は、以下の典型的な態様と図面から明らかとなるであろうが、それら
は本発明の例示であり、本発明を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
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【０３６５】
【図１】図１は、カソード、ＥＭＬ、中間層、ＨＩＬおよびＩＴＯ（アノード）を含むＯ
ＬＤＥの典型的な層構造を示す。
【図２】図２は、Ｉ型およびＩＩ型ヘテロ接合の軌道エネルギーの概要を示す。
【実施例】
【０３６６】
　例１
　材料
　下記ポリマーＩＬ１はスズキカップリングを使用して合成することができる。その反応
は当業者に周知の合成方法に従い行うことができ、例えば、ＷＯ２００３／０４８２２５
に記載されている。
【０３６７】
　中間層に使用されるポリマーＩＬ１は、下記モノマーを下記に示すｍｏｌ％にて含有す
る共重合体である。

【化２６】

【０３６８】
　得られるポリマーの分子量（ＭＷ）は、２００．０００～３００．０００ｇ／ｍｏｌの
範囲にある。
【０３６９】
　下記材料は、発光層（ＥＭＬ）におけるエミッター又は母材として使用される。ＳＭ１
は青色エミッターであり、ＳＭ２は母材である。

【化２７】

【０３７０】
　ドデシル硫酸ナトリウム（ＳＤＳ）及びＰｙＢＡが界面活性剤として使用される。Ｐｙ
ＢＡはシグマアルドリッチから購入することができ、そのまま使用される。
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【化２８】

【０３７１】
　例２
　調合物の調製（エマルジョン／分散液）
　ＳＭ１及びＳＭ２を含有するミニエマルジョン及び分散液の調製について以下に説明す
る。
【０３７２】
　ミニエマルジョンＥ１の調製
　ａ）トルエン１０ｇに、２８５ｍｇのＳＭ２と２０ｍｇのＳＭ１を溶解して溶液１を形
成する。
【０３７３】
　ｂ）２ｇの溶液１を、１００ｍｇのＳＤＳを含有する水２０ｇに添加する。
【０３７４】
　ｃ）得られた混合物を高速で１時間、磁気的に撹拌する。
【０３７５】
　ｄ）得られた混合物を４分間、超音波処理装置（Ｂａｎｓｏｎ　ｓｏｎｉｆｉｅｒ　４
５０Ｗ、１／２インチチップ、９０％振幅）を用いて乳化する。
【０３７６】
　ミニエマルジョンＥ２の調製
　ａ）トルエン１０ｇに、２８５ｍｇのＳＭ２と２０ｍｇのＳＭ１を溶解して溶液１を形
成する。
【０３７７】
　ｂ）２ｇの溶液１を、水２０ｇ、ＤＭＳＯ１０ｇ及びＰｙＢＡ２００ｍｇの溶液に添加
する。
【０３７８】
　ｃ）得られた混合物を高速で１時間、磁気的に撹拌する。
【０３７９】
　ｄ）得られた混合物を４分間、超音波処理装置（Ｂａｎｓｏｎ　ｓｏｎｉｆｉｅｒ　４
５０Ｗ、１／２インチチップ、９０％振幅）を用いて乳化する。
【０３８０】
　ミニエマルジョンの安定性を評価するために、得られたミニエマルジョンＥ１及びＥ２
をキャップで密閉された容器中で少なくとも６時間観察する。
【０３８１】
　ミニエマルジョンの安定性は、目視検査により評価する。安定なエマルジョン及び分散
液は、所定の期間内において相分離や沈殿を生じない。ミニエマルジョンＥ１及びＥ２は
双方とも、少なくとも６時間は相分離や沈殿が観察されず安定である。
【０３８２】
　分散液Ｄ１及びＤ２の調製
　ａ）上記に概要を説明した手順に従いミニエマルジョンＥ１及びＥ２を調製する。
【０３８３】
　ｂ）容器を開にした状態でミニエマルジョンを撹拌することにより３時間以内にトルエ
ンを蒸発させる。
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【０３８４】
　Ｄ１の場合において、界面活性剤ＳＤＳは、少なくとも一部は除去される。これは、洗
浄水の導電率が＜３μＳ／ｃｍに達するまで、ろ過（膜の排除サイズ：１００ｋＤａ）を
通してなされ得る。分散液Ｄ２からは界面活性剤は除去されない。
【０３８５】
　ナノ粒子の直径及びその分布は、動的光散乱（ゼータナノサイザー（マルバーンインス
ツルメント(Malvern Instruments)、ＵＫ））によって決定され得る。Ｄ１におけるナノ
粒子の最終粒子サイズは直径約５５ｎｍであり、Ｄ２では直径約６６ｎｍであり、双方と
も約２０％ＦＷＨＭ（半値全幅）である。
【０３８６】
　例３
　制御装置の製造
　図１に示される標準素子構造を有するＯＬＥＤ１が以下の手順に従い製造される。
【０３８７】
　ａ）スピンコーティングによりＩＴＯ被膜を有するガラス基板上に８０ｎｍのＰＥＤＯ
Ｔ（Ｂａｙｔｒｏｎ　Ｐ　ＡＩ　４０８３）を蒸着すること、
　ｂ）大気中において１８０℃で１０分間加熱し残留水を除去すること、
　ｃ）グローブボックス中で、０．５質量／ｌの濃度を有するトルエン溶液からスピンコ
ーティングにより２０ｎｍのＩＬ１を蒸着すること、
　ｄ）グローブボックス中で、１８０℃で１時間ＩＬ１層を加熱すること、
　ｅ）トルエン１ｍｌ中に２３．７５ｍｇのＳＭ２と１．２５ｍｇのＳＭ１が溶解してい
る濃度を有するＳＭ１及びＳＭ２のトルエン溶液をスピンコーティングすることにより、
厚さ６５ｎｍのＥＭＬ層を蒸着すること、
　ｆ）グローブボックス中で、素子を８０℃で２０分間加熱すること、
　ｇ）真空熱蒸着により発光層上にカソードＢａ／Ａｌ（３ｎｍ／１５０ｎｍ）を蒸着す
ること、
　ｈ）当業者に周知の方法により素子を封止すること。
【０３８８】
　例４
　ＯＬＥＤ２の製造
　ＯＬＥＤ２の製造において、界面活性剤としてＳＤＳを含有するミニエマルジョンから
調製される分散液が使用され、直交溶媒（オルトゴナル溶媒）により多層構造が形成され
る。ＯＬＥＤ２は、以下の手順に従い製造される。
【０３８９】
　ａ）例３の工程ａ）を参照、
　ｂ）例３の工程ｂ）を参照、
　ｃ）例３の工程ｃ）を参照、
　ｄ）例２に従い分散液Ｄ１に２０質量％イソプロパノールを添加し、完全に撹拌するこ
と、
　ｅ）ＳＭ１及びＳＭ２を含有するナノ粒子を含有する工程ｄ）の堆積をスピンコーティ
ングすることによりＥＭＬ層を厚さ５０～６０ｎｍに蒸着すること、
　ｆ）素子を８０℃で２０分間加熱すること、
　ｇ）真空熱蒸着により発光層上にカソードＢａ／Ａｌ（３ｎｍ／１５０ｎｍ）を蒸着す
ること、
　ｈ）当業者に周知の方法で素子を封止すること。
【０３９０】
　例５
　ＯＬＥＤ３の製造
　ＯＬＥＤ３の製造において、本発明に係る機能性界面活性剤を含有するミニエマルジョ
ンから調製される堆積が使用され、直交溶媒（オルトゴナル溶媒）により多層構造が形成
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【０３９１】
　ａ）例３の工程ａ）を参照、
　ｂ）例３の工程ｂ）を参照、
　ｃ）例３の工程ｃ）を参照、
　ｄ）例２に従い堆積Ｄ２に２０質量％イソプロパノールを添加し、完全に撹拌すること
、
　ｅ）ＳＭ１及びＳＭ２を含有するナノ粒子を含有する工程ｄ）の堆積をスピンコーティ
ングすることによりＥＭＬ層を厚さ約６５ｎｍに蒸着すること、
　ｆ）素子を８０℃で２０分間加熱すること、
　ｇ）真空熱蒸着により発光層上にカソードＢａ／Ａｌ（３ｎｍ／１５０ｎｍ）を蒸着す
ること、
　ｈ）当業者に周知の方法により素子を封止すること。
【０３９２】
　例６
　性能比較
　素子ＯＬＥＤ１－３について、当業者に周知の標準方法を用いて種々の物理的特性が評
価される。記録される特性は、電圧－電流－ルミネッセンス（ＶＩＬ）特性、エレクトロ
ルミネッセンス（ＥＬ）スペクトル、色座標（ＣＩＥ）、効率及び駆動電圧である。
【０３９３】
　対照としてＯＬＥＤ１を使用する比較が表１にまとめられている。表１において、Ｕｏ
ｎはターンオン電圧を表し、Ｕ（１００）は１００ニット（１００Ｃｄ／ｍ２）における
電圧を表す。外部量子効率はＥＱＥと略記する。
【表１】

【０３９４】
　表１中のデータは、直交溶媒を使用する多層構造は、ＯＬＥＤの性能を有意に改善する
ことを示している。対照素子のＯＬＥＤ１と比較して、ＯＬＥＤ２は、（Ｃｄ／Ａ及びＥ
ＱＥの双方において）２倍近く高い効率を示している。この改善は、以下に示す２つの有
力な理由によるものと考えられる。一つ目の理由は、例４及び例５に示すように、直交溶
媒を使用することによる、厚みがあり且つ明確な中間層（ＩＬ１）である。二つ目の理由
は、ナノ粒子における予め明確なナノ構造のためであり得る。
【０３９５】
　ＯＬＥＤ３に関わる本発明の素子は、ＯＬＥＤ２と比較して更に性能を改善するもので
ある。ＯＬＥＤ３では機能性界面活性剤のＰｙＢＡが使用され、その機能性界面活性剤は
マトリックス又は補助エミッターとしても機能し得る。界面活性剤は除去されるにもかか
わらず、少量のＳＤＳはＯＬＥＤ２に残され得、ＯＬＥＤ２の光電子工学特性を阻害する
。
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